
会員の皆様 

新年あけましておめでとうございます 

新年あけましておめでとうございます。2014年の新年を元気に迎えることが
できました。会員の皆様におかれましては、ご家族おそろいで新春をお迎えの

こととお慶び申し上げます。 
昨年は、議会、委員会、審議会での質問によって、5 期目の目標として掲げ

た「稲沢八策」の多くの項目が実現しました。また、後援会の皆様のおかげで、

全国、東海市議会議長会から市議在職 15年の表彰を受けることができました。 
今年は馬年ということで、大きく飛躍できる年にしたいです。今年も皆様方

の変わらぬご支援とご理解を心からお願い致します。 

 市 議 会 ニ ュ ー ス  

 

10月より以下のように所属が変わりました。 
 文教経済委員会委員長 

 国民健康保険運営協議会委員（継続） 

 都市計画審議会委員 

全国、東海市議会議長会より、

在職 15年の表彰を受けました。 
 

 

現在の定数は 30名。3月を目途に結論を出すよう議
論を進めています。各会派の意見は 30 名の現状維持
から 24 名までと幅があります。私の尾張新都クラブ
は以前より 24名を提示しています。 

初当選時から訴えていた議会

中継が、12月議会からようやく
始まりました。 

 市  政  ニ  ュ  ー  ス  

市民会館の南側に新市民

病院が完成します。 
開院は来年 11 月予定で

す。 

平成 26年4月に平和高校

跡地に県立いなざわ特別支

援学校が開校します（特別

支援学校とは昔の養護学校

にあたります）。 
概要は、小・中・高あわ

せて 46学級（280名）、鉄筋コンクリート 3階建て。
児童生徒の通学区域は、稲沢市、一宮市の一部、清須

市、北名古屋市、豊山町。

 
清須市で名鉄の鉄道

高架事業が始まります。

平成 26 年度から約 3
年間、測量や調査業務

を経て用地買収に入る

予定です。 
大里駅以南の稲沢市

部分も対象になります。

稲沢市も早く取りかか

るように求めていきた

いと思います。 

役職決定

表彰
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ののべ尚昭後援会 平成２６年１月２４日 第６１～６４号合併号

市 議 会 報 告
発行者：後援会会長水野初彦 / 後援会事務所稲沢市平野町２－８ 電話３２－７１９９



 ののべ尚昭経過報告・平成 25年（1月～12月）  
1月 3日  広島新年懇談会 

(広島県廿日市市眞野市長、広島修道大学市川学長)  
 6日  稲西小体振歩け歩け大会 
 9日  陳情協議(横地区) 
 11日  稲沢商工会議所賀詞交歓会 
 13日  成人式 

 16日  陳情協議（横地区）、会派別予算説明会 
 23日  岡山県倉敷市議選応援(斉藤武次郎候補) 
 25日  愛知県建具協同組合新春講演会講師(名古屋市)  
 26日  新春ののべ尚昭君の市議 5期目を励ます会 

 (名古屋マリオットアソシアホテル) 
 28日  議会運営委員会 

 新春・市議 5期目を励ます会  
1月に名古屋マリオットアソシアホテルで「新春・市議 5期目を励ます会」が盛大に開催。たくさんの方にお越しいた

だき、元気づけられました。ありがとうございました。また、会の冒頭で参議院前副議長の山東昭子先生に新春講演会

をしていただき、1年の良いスタートがきれました。 

 
乾杯 

 
山東昭子参議院議員 

 
檀上挨拶 

 
歌手・遠山洋子さん 

 
花束贈呈  

 
会場内 

 
若市議応援団 

 
良し、分かった！コール 

 
スタッフ記念撮影 

 バングラデシュ医科大・病院経営、海外医療支援活動  
1月に現地で学園の総合入学式に出席しました（写真はその様子です）。 
私が副学長と副院長を務めているバングラデシュ東西医科大学も大きな学園（現在では看護大、歯科大も併設し、医

科系総合学園）となりました。医科大は開学 10 年、歯科大は 6 年、看護学校は 3 年、看護大は 2 年を迎え、学生数も
1000人を超えるまでになりました。開学 10周年式典では 18年間の活動が認められ、功労表彰を受けました。 
現在、NNBファンド（学生の奨学生制度、日本への留学制度）を創設中です。また、日本からの海外医療ボランティ
アの受け入れも行っています。アイチホスピタルの「ののべ NICU（未熟児センター）」も順調に機能しています。 

 
式典スピーチ 

  
ホセイン学園長、ダッカ大アクタール副学長から表彰 

 
式次第  

 
入学式 

 
宣誓式 

 
学生歓迎セレモニー 

 
学園風景 



29日～ 
2月 2日 

 バングラデシュ訪問 
 東西医科大学学園入学式 
 海外医療支援活動 

    
2月 3日  稲葉西町奉賛会大鏡餅奉納決起集会 

 5日  東海若手市議会議員の会研修会(一宮市) 
 8日  議会運営委員会 
 11日  横地区総会、社会福祉大会 
 12日  国民健康保険運営協議会レク 
 13日  AR研究会、叙勲記念祝賀会 

公共施設あり方勉強会 
 14日  議会運営委員会 
 16日  大鏡餅餅つき神事 
 17日  水野義則尾張旭市長市政報告会(尾張旭市)  
 18日  建設委員協議会 
 19日  市民病院建設特別委員会 
 20日  議員総会 
 21日  稲葉西町奉賛会大鏡餅パレード 
 22日  国府宮はだか祭 
 24日  桜木区懇親会 
 25日  国民健康保険運営協議会 

陳情協議(小寺区) 
 26日  議員総会、議員研修会 
 27日  議会運営委員会 
    

3月 1日  3月定例議会開会 
 ～   
 25日  閉会 
 3日  平野区婦人会総会 

桜木区老人クラブ総会 
 5日  愛知啓成高校卒業式 

車いす贈呈式(市民病院) 
 7日  稲西中卒業式 

稲西小教育後援会評議員会、体振理事会 
 9日  稲西中後援会報告会 

平野区子ども会役員懇談会 
 15日  桜木区陳情 

栴檀保育園農業体験会議(稲沢高校) 
公共施設あり方勉強会 

 16日  国府宮はだか祭稲葉西町奉賛会直会 
 17日  池部区総会 
 19日  稲西小卒業式 
 21日  市民病院建設特別委員会 

稲西小改築協議会懇親会 
 22日  議会運営委員会 
 23日  栴檀保育園卒園式 

稲西小子ども会役員懇談会、五郷区長会 
 24日  平野区総会、桜木区生産組合総会 

世界救世教式典 
    
4月 2日  新・旧稲沢町区長会 

 3日  議会運営委員会 
 4日  愛知文教女子短大入学式 
 5日  愛知啓成高校入学式、桜ネックレス鑑賞会 
 7日  稲沢市グラウンド・ゴルフ協会総会 
 9日  陳情協議(横地区) 
 10日  臨時議会、代表者会、議会運営委員会 
 11日  稲沢高校訪問、稲西小改築会議 
 12日  稲沢 JC 4月定例会 
 13日  各務原市長選激励(浅野健司候補)当選 
 15日  愛西市長選激励(日永貴章候補) 
 16日  ZAWA友会議、第一分団消防激励 
 17日  陳情協議(南町子ども会) 
 19日 

 
議会運営委員会、陳情協議(横地区) 
長野県飯田市議選応援(新井信一郎候補) 
 

 20日 
 
植木まつり開場式 
ユメビトハウス開所式(三重県伊勢市) 

 21日  たんぽぽまつり 
 22日  横地区陳情、国民健康保険運営協議会 
 23日  愛西市長選応援(日永貴章候補) 
 24日  稲沢地区区長会総会 
 25日 

 
愛西市長選応援(日永貴章候補)当選 
 

5月    
1・2日  全国若手市議会議員の会役員会・研修会(長野市)  
 4日  後援会名古屋ドーム観戦会 
 8日  議会運営委員会 
 12日  市消防操法大会 
 13日  稲西小教育後援会評議員会、体振理事会 
 14日  釧路市議団(畑中団長)来稲視察案内 

15・16日  自治体総合フェア(東京) 
 16日  関東若手市議会議員の会研修会(文京区) 
 18日 

 
陳情協議(平野区) 
稲沢地区まちづくり協議会総会 
稲西中後援会総会、たんぽぽハウス総会 

 19日  議会報告会 
 20日 

 
公共施設あり方勉強会 
若手市議首長懇談会(名古屋市) 

21・22日  地方自治経営学会(東京・明治大学) 
 23日  東海若手市議会議員の会研修会(三重県名張市)  
 25日 

 
稲西校区子ども会ソフトドッジボール大会 
稲西小体振懇親会 

 26日  陳情協議(池部区) 
 27日  池部区陳情 
 28日  建設委員協議会 
 29日  市民病院建設特別委員会 
 30日  議員総会：議員在職 15年表彰 
    

6月 1日  稲西小運動会 
 4日  議会運営委員会 
 6日  6月定例議会開会 
 ～   
 25日  閉会 
 9日 

 
稲西小体振運動会 
崇教真光愛知大道場 50周年祭(名古屋市) 

 11日  一般質問(登壇：48名) 
 14日 

 
議員総会、稲沢地区区長会懇親会 
若手市議首長懇談会(名古屋市) 

 23日  桜木区虫祭り 
 27日 

 
国際友好協会総会 
バングラデシュ東西医科大学正副学長会議 
 (ホセイン学長来日) 

 28日  NAS開所式、稲沢地区区長会懇親会 
 29日 

 
国府宮はだか祭大鏡餅稲葉西町奉賛会解散総会
中部修大会総会 

 30日 
 
JBCS総会 
バングラデシュ大学連携会議 
 (ダッカ大学アクタール副学長来稲) 

    
7月 1日  バングラデシュ学術交流会(伊勢・鳥羽) 

 2日 
 
働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 
バングラデシュ東西医科大学正副学長会議 

 5日  稲西小体育館起工式 
5・6日  バングラデシュ学術交流会(京都) 
 8日  若手市議首長懇談会(名古屋市) 
 10日  全国若手市議会議員の会役員会(札幌市) 
 15日  参院選応援(大島九州男候補)当選 
 16日  働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 
 17日  奈良市長選挙応援(池田のりひさ候補)  
 19日  東海若市議有志懇親会(四日市市) 
 23日  議会運営委員会 



 25日  東海若手市議会議員の会役員会(安城市) 
 26日  稲西小改築会議 
 30日  東海若手市議会議員の会総会(名古屋市) 
 31日  稲西小改築会議 
    

8月 3日  全日本学生弁論大会土光杯弁士の集い(東京) 
 5日  働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 
 7日 

 
公共施設あり方勉強会 
稲西小改築会議、陳情協議（平野区） 

 10日 
 
伊勢神宮内宮お白石持行事(伊勢市) 
西町区盆踊り 

 11日  高野山宿坊体験 
 14日  二人展鑑賞(一宮市) 
 17日  広島修道大学同窓会岡山支部総会 
 19日  働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 

20・21日 
 
全国若手市議会議員の会総会・研修会・役員会  
 (奈良市) 

 23日 
 
議会運営委員会、稲西小改築会議 
高浜市議選応援(神谷直子候補) 

 24日  平野区地蔵盆 
 25日  稲西小体振ボウリング大会 
 26日  働く人の笑顔創り研究所総会(豊田市) 
 27日  建設委員協議会 
 28日  市民病院建設特別委員会 
 30日  議員総会 
 31日 

 
稲西小体振五郷地区 GG大会 
ZAWA友フェスタ 
伊勢神宮外宮御白石持行事(伊勢市) 

    
9月 1日  愛知県・稲沢市総合防災訓練 

 2日  石田ひでお品川区議長就任パーティー(東京) 
 3日  福島県いわき市長選挙応援(清水敏男候補)当選  
 4日  議会運営委員会 
 5日  稲西小改築説明会 
 6日  9月定例議会開会 
 ～   
 30日  閉会 
 8日 

 
山田武夫元稲沢市議会議長叙勲受賞祝賀会 
版画アトリエ鑑賞会 

 9日  働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 
 17日  稲西小改築会議 
 20日  医療政策研究会(名古屋市) 
 23日  ユメビトハウス改築準備会(伊勢市) 
 25日  稲西中体育祭 
 26日  稲西中文化祭 
    

10月 4日 
 
稲沢商工会議所表敬訪問 
文教経済委員会活性化会議 

 6日  稲西小体振グラウンド・ゴルフ大会 
 7日  医療政策研究会(名古屋市) 
 8日 

 

稲沢市グラウンド・ゴルフ協会創立 20周年記念大会  
文教経済委員会管内視察 
東海若手市議会議員の会役員会・講演会 
 (岩手県大船渡市角田副市長) 

 12日  栴檀保育園運動会、祖父江サンドフェスタ 
 13日 

 
稲沢地区老人クラブスポーツ大会 
消防団観閲式 

 15日  トップ懇談会(伊藤なるたか桑名市長) 
 16日  稲沢市グラウンド・ゴルフ協会創立 20周年記念祝賀会  
 18日  代々木高等学校名古屋サテライト教室視察 
 19日 

 
稲沢まつり祈願祭・開場式 
会派視察(岡山「都市問題」公開講座) 

 21日  陳情協議(北町区) 
 25日  稲沢市荻須記念美術館開館 30周年特別展開会式  
 26日 

 
福祉まつり 
 

 29日 
 
愛知県建具協同組合木製建具振興大会 
国民健康保険運営協議会 

 30日 
 
全国若手市議会議員の会北信越ブロック研修会  
 (長野県松本市) 

 31日  戦没者追悼式 
    

11月 1日  市政記念式典 
 2日  広島修道大学同窓会・支部長会議 
 3日  トップ会談(広島修道大学市川学長) 
 4日  広島修道大学 OB学生インタビュー 

5・6日 
 
全国若手市議会議員の会役員会 
全国・東海若手市議会議員の会合同研修会 
 (安城市) 

 10日  稲沢シティマラソン、インターン生面接 
11・12日  文教経済委員会視察(仙台市、福島県郡山市) 

 13日  働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 
 14日  名古屋経済大・愛知文教大訪問 
 15日  代表者会、地産地消給食会(大里東小) 
 18日 

 
栴檀保育園農業体験(稲沢高校) 
バングラデシュ日本医療研修会議 

 19日 
 
文教経済委員会正副委員長会・委員会活性化勉強会  
バングラデシュ医療研修生送別会 

 20日  議会運営委員会 
 21日  医療政策研究会(名古屋市) 
 22日 

 
文教経済委員協議会、委員会活性化勉強会 
陳情協議(平野区) 

 23日 
 
そぶえイチョウ黄葉まつり開会式 
会派視察(東京・日本学術会議シンポジウム) 

 25日 
 
働く人の笑顔創り研究所理事会(豊田市) 

愛知みずほ大訪問 
 26日  議員総会 
 27日  祖父江イチョウ黄葉まつり 
 29日 

 
議会運営委員会 
稲沢商工会議所創立 41周年記念表彰式 

    
12月 2日  都市計画審議会 

 3日  12月定例議会開会 
 ～   
 20日  閉会 
 7日  稲沢地区まちづくりふれ愛講演会 
 8日  陳情協議(平野区) 
 9日  名古屋文理大訪問 
 10日  政治倫理審査会 
 11日  名城大訪問、AED会議(尾張旭市) 
 13日  政治倫理審査会 
 16日  政治倫理審査会 
 17日  平野区陳情、後援会市政報告会・大忘年会 
 18日 

 
名古屋文理大訪問 
会派視察(研究講座：東京、スウェーデン大使館)  

 19日  議会運営委員会、政治倫理審査会 
 20日 

 
栴檀保育園農業体験報告食事会 
祖父江町商工会役員・総代懇談会 
稲沢町区長会懇親会 

 21日  本庁西ソフトボールリーグ納会 
 24日  稲沢まつり実行委員会全体会議 
 25日 

 
障がい者施設慰問(樫の木福祉会) 
AED会議 

 26日  働く人の笑顔創り研究所理事会(名古屋市) 
 27日  AED会議 
 28日 

 
働く人の笑顔創り研究所理事総括会(名古屋市)  
消防年末夜警、ZAWA友会議 

 30日  一宮興道高校野球部 OB会 

 



 

6月定例議会 

≪ののべ尚昭質問≫ 

今回の傍聴者数  

この問題については、議会毎に継続して取り組んでいます。今回は以下の項目について質問や提案を

しました。多くの提案が実っていますが、まだまだ不十分な点も残されています。これらの件について

は今後も訴えていきたいと思います。 
１．屋内運動場の建設について（スケジュールと概要について、木質化について） 
２．改築工事の基本設計報告書について（増設棟予定地について、昇降口のスペースについて、手洗い

場について、空調設備の設置について、階段下などのデッドスペースの有効活用について） 
３．給食室について   
４．プールの移設について  
５．校舎の実施設計について 
６．校舎の建設について   
７．エコスクールについて 

１．屋内運動場の建設について 

スケジュールについては平成25年5月下旬に改築工事の入札があり、7月下旬ごろから現場着手して、
平成 26年 1月下旬ごろに完成する予定です。既設屋内運動場は、引越しを終えた後 2月ごろ解体する予
定です。また、屋外器具庫トイレ棟は 10月ごろから 12月ごろにかけて建設する予定です。 
建物の木質化については、昨年の本会議の中でも最大限講じるように提案していましたが、床を木製

フローリングで施工し、壁を木製の合板で施工する予定で最大限木質化を図ることができました。 

２．改築工事の基本設計報告書について 

ののべ指摘１・提案：昇降口のスペース拡大

図面を見ると昇降口のスペースが狭いように思えます。下駄箱の間が稲沢東小学校と比較しても 15㎝
狭くなっています。昇降口は広くて安全性が求められます。とくに雨降りや放課中は混雑し、事故のも

とになります。昇降口の横に設けてある中庭のメンテナンス通路は 2 か所も必要なく、このメンテナン
ス通路を昇降口スペースにあてるべきと考えます。 

 

提案実現：その後、実施設計の中で協議をし、昇降口スペースを広げることになりました。

４８名 

稲沢西小学校の改築について



 

 

ののべ指摘２・提案：手洗い場のスペース拡大

報告書では、手洗いスペースは十分確保するとしていますが、体が一番大きい高学年のフロア（3階）
の手洗いスペースが低中学年の半分しかありません。これは問題ではないでしょうか。設計変更をして、

手洗いスペースを十分確保するように提案しました。

提案実現：その後、実施設計の中で設計変更をして、手洗いスペースを広げることになりました。

ののべ指摘３・提案：エアコン設備の設置

昨年、普通教室へのエアコン設備の設置について質問しました。それに対して、将来対応できるよう

に考慮するとの答弁がありましたが、報告書の中に、普通教室に関する記載はありません。「せめて将来

に向けてコンセントなどの環境整備を整えるべきである」という私の主張には賛同が得られていますが、

やはり校舎改築と同時に普通教室からエアコン設備の導入をするべきだと主張します。 
この件について文教経済委員会でも発言しています。また、他の議員の皆さんにも賛同が得られるよ

うに働きかけをしています。ほとんどの方に賛同していただいているのにも関わらず、なぜ行政当局は

賛同しないのか疑問です。引き続き取り組んでいきます。 

 

ののべ指摘４・提案：校舎のデッドスペースの有効活用

校舎のデッドスペース（例えば、階段下のスペース 4 か所、メンテナンス通路 1 か所、北棟角の増築
棟予定地用通路 2 か所、3 階吹き抜け部分 2 か所など）を有効活用し、倉庫、昇降口拡大スペース、学
校資料室、手洗い場拡大スペースなどに代用することを提案しました。

行政当局は床面積のこと（面積が増えると予算が増加するという考え）を毎回答弁で話されますが、

梁ができている状態で空地を囲むだけの工事であれば、大まかに計算して合計約 1200万円の金額で実現
可能です。この問題をこれくらいの予算で解決できるのであれば、費用対効果があると考え、議会終了

後も何度となく主張し続けています。 

提案実現：その後、階段下のみですが有効活用案が実り、実施設計の中で設計変更をして、倉

庫などに利用できるようになりました。

 

本会議質問時に議場で使用したパネル 



３．給食室について 

稲西小は将来的に自校方式を中止することが決まりました。校舎完成予定年度までは既設給食棟で給

食をつくり、それ以降は稲沢東小学校に建設予定の親子方式の給食棟から給食を配送することになりま

す。 

４．プールの移設について 

ののべ尚昭の提案：プールの改築 ➔ 学校敷地内に移設 

基本設計の中で、屋内運動場の北側に低学年グランドを設け、将来プール移設可能なスペースとして

確保しています。（昨年の質問でプールの老朽化や借地の問題もあるので、将来プールを移設することも

検討してはどうかと提案しています。基本設計の中でも将来の移転スペースとして用地を確保してもら

いました。）しかし、平成 28年度までの校舎建替え事業の中にプールの移設は予定されていません。 
現在、約 180坪が市有地、約 180坪が民有地で年間 150万円の借地料をお支払しています。私は、今

このタイミングで市有地を売却し（約 5400 万円）、借地をお返しし、借地問題を解決するよいタイミン
グだと考え、プールの移設案を提案しています。 

５．校舎の実施設計について 

基本設計の場面でも、何度となく現場の声を聴いてプラスになったことがあります。どんなに素晴ら

しい学校建設の視察に行っても、反省する点として「もっと現場の声を聴いておけばよかった」と話し

てくれます。 
現場は圧力団体ではなく、現場のことを一番よく分かっています。私は実施設計においても、現場の

意見を聴く機会を設け、現場の声が反映できるように提案しました。 

６．校舎の建設について 

校舎建設の今後の具体的なスケジュールについて、平成 26年 7月から 28年度の 3か年で建設する予
定であり、実際に校舎棟が完成するのは平成 28 年 7 月頃ですが、私は建設開始を 3 か月程早め、平成
27年度内に完成するように提案しています。 

７．エコスクールについて 

太陽光発電パネルの設置や屋上緑化を提案しています。実施設計の中で、非常時に屋内運動場へ最低

限の電力を供給するための太陽光発電パネルを校舎棟屋上に設置する予定になりましたが、屋上緑化に

ついては実現に至っていません。



 

１．市単独事業区間（大塚から横地）の整備について 

現在の状況と今後の整備計画はどのようになっていますか。 
 

 

春日井稲沢線の整備につきましては、大塚地区の県道須成七宝稲沢線から横地地区の西尾張中

央道までの間を市単独事業区間として整備を進めています。すでに大塚地区は完了し、昨年度に

は池部地区においても暫定 2車線での整備が完了したところです。 
今後の整備計画につきましては、今年度、西尾張中央道まで暫定 2車線の整備を進め、横地地

区の整備を完了する計画でございます。平成 26 年度には西尾張中央道の交差点改良を行い、信
号機の移設後、開通を図りたいと考えています。 

用地買収の時にはこの路線は 4車線になると説明しています。西尾張中央道の信号機の移設が
完了し、舗装整備が完成したと同時に 4車線になると地元は理解しているが、前回の答弁では交
通量の動向を踏まえて 4車線化の時期を探っていくとしています。 

4 車線化にする時期は平成 26 年度に整備が終了すると同時に行うのが正しいと思いますが、
いかがですか。また、4車線化と併せて信号機の設置が横地、池部区間に 1か所ずつ決定してい
ますが、整備計画はどうなっていますか。 

暫定 2車線での開通後、交通動態を見極める中で 4車線化の整備を計画していきたいと考えて
おりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 
池部・横地両地区の信号機設置につきましては、今年度公安委員会へ要望しているところでご

ざいます。 

ののべ指摘・主張「春日井稲沢線の 4車線化」
なぜ、交通動態を見極める中での検討なのか。一体、何が問題なのか、明確にしてほしい。私は、基

本的に暫定整備は経費も無駄になり（例えばコンクリートの縁石やガードレールの設置など）、必要ない

と考えています。 
場合によっては 4車線化をせずに、2車線のまま放置しておくのか。そもそも以前の計画では、暫定 2

車線は西尾張中央道の交差点移設が完了した時点で「暫定」という言葉は外されるということでした。

なぜ、整備内容がいつしか変更になっているのか。 
私は断固として当初の計画通り、整備完了と同時に 4 車線化と信号機設置（横地区内、池部区内）を

行うことを求めていきます。

２．船橋新道（西尾張中央道から県道津島稲沢線までの区間）について 

以前から提案してきた船橋新道について、昨年度末では用地買収について 2件が懸案となって
いました。現在の状況と今後の見通はいかがですか。また、具体的な整備計画のスケジュールは

どうなりますか。 

平成 22 年度から用地買収に入り、ご質問のように現在 2軒の地権者の方との契約が取れてい
ない状況であります。現在も鋭意交渉を進めている状況であります。 
今後の整備スケジュールにつきましては、昨年度より工事に着手いたし、平成 26 年度の西尾
張中央道の交差点改良に合わせ整備を進めていく予定です。 

一歩前進：船橋新道の整備

答弁後、用地買収がほぼ完了し、平成 26年度中に全線整備（約 360ｍ）が完了する見込みとなりました。

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

春日井稲沢線の整備について



３．大塚以東の整備について 

現在の状況と整備計画はどうなっていますか。 
 
 

大塚以東につきましては、愛知県が事業主体となり整備される区間です。この道路は、南大通

線、稲沢西春線と合わせ東西の重要幹線道路と認識しています。しかしながら、現時点において

は具体的な整備計画を待つまでには至っておりません。 
過去、この道路の必要性を訴え、愛知県に対して整備促進を図るよう要請し、平成に入り事業

化を進めましたが、残念ながら地元合意が得られず断念した経緯があります。その後、愛知県に

おいては、稲沢西春線の整備が推進され、また、現在では他の路線の整備を進めているところで

あります。道路財源の確保が非常に厳しい昨今であり、複数路線の整備推進には限度があること

も事実であります。 
よって、現在進めている路線の整備時期を勘案する中で、愛知県へ要望していきたいと考えて

います。 

ののべ指摘・主張「春日井稲沢線（大塚以東・県事業区間）」 

「地元合意が得られず」という言葉が一人歩きしますが、基本的には最初から 100％の合意などあり
えません。以前も質問の中でふれましたが、平成 6年当時の同意率は人数では 92％、面積の筆数では 67％
で、約 9割の賛成者を得ています。この状況では地元合意が得られたととらえることもできるわけです。
丈量測量までして断念し、その後稲沢市の最重要路線が「春日井稲沢線」から「稲沢西春線」に移行し

たことまでは理解しています。 
問題はその後です。「春日井稲沢線の大塚以東の整備はいつ取りかかるのですか」という質問に対して、

稲沢西春線の整備区間が終わるまでは手がつけられないので、跨線橋が開通した後で整備していくとし

ていました。服部市長の 5大事業（JR開発、下水道整備、焼却場建設、区画整理事業、幹線道路整備）
の一つに幹線道路の整備があげられて、その中でも「春日井稲沢線」が最重要路線だと明言していまし

た。他の全ての路線の整備ももちろん大切ですが、なぜ、最重要路線であった路線が何も手がつけられ

ていない状態になっているのでしょうか。 

平成 23年 12月議会では「市単独区間の整備完了により、地域の皆さん、権利者の皆さん、整備を担
当する県に対して、早期事業化の機運熟成に努める」と答弁しています。これを受けて、私は「跨線橋

が完成し、平成 26年度に市単独区間が完成するまでの間に数年かかるので、この年数を利用して大塚以
東について、なぜ現地に入り調査をしていないのか」と問いただしてきました。県に対して機運熟成に

努めるとしていますが、この言葉はあくまでも地元町内が行政に対して「道路を整備してください」と

言わないと整備はできないと取れます。そうではなくて、この路線は稲沢市が都市計画として最優先に

取り組むべき道路整備事業だ、という気構えが感じられません。 
今回「なぜ、この数年間で取り組みが中断しているのか、具体的にいつからとりかかろうと考えてい

るのか」という問いに対しても明確な答弁はありませんでした。私は合併後もこの「春日井稲沢線」は

稲沢市の最重要路線と思っています。今からすぐに着手する準備を始めるべきだと主張します。 

Q 

A 



今議会も今までと継続して次の 2項目の質問をしました。 

１．今までの議論と現在の状況について 
２．都市の顔づくり事業について 

私は 10年近く前からこの名鉄高架問題について質問してきました。平成 22、23年の 2か年で約 1500
万円の調査費を計上して、一歩前進しました。市長はその報告書を見て平成 24年度中には結論を出すと
していました。しかし、もう少し時間が欲しいということで 1年延長し、平成 25年度中には結論を出す
としました。 
そこで、１．今までの議論と現状についての質問をしました。調査報告書では 3 つの素案が出されて

います。現在、市長は内部でどういった議論をし、どの段階で結論を出すのを悩んでいるのか。例えば、

1案、2案、3案のどれを選ぶかで悩んでいるのか、または事業を全くなしにするというレベルで悩んで
いるのか、という趣旨の質問内容です。しかし、答弁は明確ではなく、「今後、まちづくりに対し熟度を

深めていく中で、問題点などの洗い出しを行い、熟慮した中で判断したいと考えている状況」だという

ことでした。 
私はこの答弁には納得できないことが多くあります。以下に私の考え方を記したいと思います。 

ののべ尚昭が考える「都市の顔づくり事業・リニアのまちづくりについて」

私は鉄道高架をするには沿線を市街化区域に編入しなくても可能と訴えてきましたが、歴代の市長や

部長は市街化区域に編入しなくては高架にできないと答弁を繰り返してきました。しかし、それは正確

ではなく市街化区域に編入することは条件ではありませんでした。 
ただ、愛知県の中で他のライバルと採択を争う段階では、単に鉄道高架だけの事業計画と鉄道高架＋

周辺整備の一体事業計画では、後者の方が採択を受けやすいということはあります。しかし、市街化区

域の編入が条件とはならないことを認識することは大きいと思います。周辺開発計画は、市街化区域の

編入がなくても、調整区域の地区計画（調地区）でも可能だからです。

そう言った意味において、私は以前から「鉄道高架と都市の顔づくり事業」をセットで提案してきま

した。その中心となるのが、市民会館周辺に奥田駅を移設して、都市の顔づくり事業を起こすというも

のです。

鉄道高架だけではなく、都市の顔を創る事業であれば、関心が低いとされている合併した祖父江・平

和の方々にも理解が得られるのではないでしょうか。都市の顔がないと言われる稲沢市にとって、今が

まちづくりを考えるチャンスだと考えています。「今後人口減少が進み、宅地需要が見込めない」などの

後ろ向きな意見も行政内部では多く聞かれますが、それを何とかしようと可能性を追求することが大切

です。 
私は、次世代がわくわくするような、可能性を感じる都市のグランドデザインを創って内外に訴える

ことをしたいと思っています。そのコンセプトは次のとおりです。

1. リニア新幹線が品川―名古屋間に開通する「15年後のリニアのまちづくり」計画を創る。

2. そのために「名古屋の北の副都心」構想を提唱する。

3. 今まで稲沢が全く活かしきれてこなかった名古屋に近いということを活かす「地の利」政策を構築
し、具体的な施策・事業展開をする。

チャンレンジする前から「そんなことは机上の空論だ、無理だ、夢物語だという方も多くいますが、

政治家は何十年も先のことを考えて、明るい展望を多くの方と一緒に築いていくことが使命だと思って

います。私はどんなに揶揄されようが頑張りたいと思います。多くの皆様の後押しとご支援を頂きたい

と思います。 

名鉄の高架化と都市の顔づくり事業について



ほとんどの公共施設には車いすのマークが設置されています。このスペースはどのような方が

使用できるのでしょうか。 
 
車椅子の方のほか、身体の不自由な方も利用していただいています。 
 
 

体の不自由な方も使えるという見解ですが、ベビーカー使用時や若い乳児を連れた妊婦さんが

使用しようとしても実際には利用しにくいのが実態です。そういう意味において、車いすのマー

クだけでなく、他の方も使えるようなマークを併記してほしいと委員会などで提案してきました。 
この 6月 1日から市役所に限って車いすのマークの他に、高齢者や妊婦のマークがつけられま

した。一歩前進だと思いますが、市役所以外はどうなっているのでしょうか。他の施設には対応

していないのであれば、他の施設でも実施していただきたいのですが、いかがですか。例えば保

健センターには車いすマークの専用駐車場があります。しかし、実際に保健センターに来る方は

乳児連れのお母さんが多いのが実態です。 

市役所以外はまだ設置していませんが、他の公共施設にも広めていきたいと考えております。

 
 

ののべ提案：「ウィズベイビー・ベビーカーマークの設置」について

妊婦のマークも必要ですが、むしろ妊婦の時よりも乳児を連れている時やベビーカーを使用している

時が一番大変だと聞きます。そう言った意味において、今回あえて「ウィズベイビー」の専用駐車スペー

スの提案をしました。具体的には、妊婦さんだけでなく「ベビーカー」を使用する方のために、「ベビー

カーマーク」の提唱をしたいと思います。

子育てで頑張っている夫婦の方が街に出やすいようにアピールする一つの方策にもなります。市役所

が率先して取り組めば民間施設にも波及していく可能性があります。ベビーカーマークの設置は全国で

もほとんどなく、いい宣伝効果にもつながると思います。 
また、駐車場だけでなく、トイレやエレベーターなどの箇所にも同様の対応を求めていきたいと思い

ます。

 

ののべ調査：「ベビーカーマークの設置」

 5月 7日、政府は「ベビーカーマーク創設」の方針決定。
 鉄道やバス、公共施設のエレベーターに優先的に誘導。 
 国土交通省、経済産業省、厚生労働省で 6月中に協議会を設置。 
 京都市営、広島電鉄などは独自のベビーカーマークをすでに設置。 

 

Q 

A 

Q 

A 

公共施設における「ウィズベイビー（妊婦・乳児・ベビーカー）の

専用駐車スペース」設置について 



ののべ尚昭「稲沢八策」：一歩前進

1．稲西小の改築
平成 26年 1月に体育館が完成します（器具倉庫とトイ

レは工程上後から完成）。
校舎棟建設は今年度中に実施設計が終了し、26年度か

ら建設が始まります。完成予定は平成 28年度です。今後
も皆さんの声を学校建設に活かして頑張ります。

3．春日井稲沢線（大塚以西）の早期開通・船橋新道の建設
平成 26 年度開通に向けて整備しています。西尾張中央道の「交差点移設」、「船橋新道の建設」など提案してきた事案がもう

すぐ実現します。

2．三宅川の河川改修と雨水排水対策
昨年度、提案してきた三宅川上流域の雨水対策に調査測

量業務委託料1400万円が計上されました。10 年間で域内
に貯留施設の建設などが
できるよう調査が開始さ
れています。しかし、現
在は貯留施設の建設まで
には至らず、上流部の雨
水排水施設の見直しをす
る程度の議論になってい
ます。私は引き続き当初
の議論どおり、域内に貯
留施設、遊水池の建設を
求めていきたいと思いま
す。

4．国民健康保険税の「資産割廃止」
議会一般質問、委員会、国民健康保険運営協議

会で何度も提案してきた「資産割の廃止」が今年
度に実現しました。多くの皆様のご支援でこの提
案が実りました。これで税の二重取りと思われる
事案が解消されました。

+α「妊産婦・ベビーカー」マークの設置
公共施設に妊産婦の駐車

スペースを確保できました。
さらに「ウィズベイビー（ベ
ビーカー）」マークの設置も
併記できるように提案して
います。

❶船橋新道 東方向 ❷船橋新道 西方向 ❸西尾張中央道 現在交差点 ❹西尾張中央道 新交差点 ❺横地区間

▲
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都市計画道路春日井稲沢線（横地地区）・船橋新道
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船橋新道建設
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