
 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。2015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り、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。今年はいよいよ 5期目最後の年となり
ます。引き続き一つでも多くの政策が実現できるよう邁進していく所存です。 
今年は初当選から 20 年が経つ節目の年となります。今まで以上に大きく飛

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。 
 総務委員会委員 
 国民健康保険運営協議会委員（継続） 
 都市計画審議会委員（継続） 

 
現在の定数は 30 名。今年 9 月の市議会議員選挙から

定数が 4名削減され、26名になります。 
 
 

 市  政  ニ  ュ  ー  ス  

 
平成 26 年 11 月に新しい稲沢市民病院が開院。

病床数は 392 床から 320 床に縮小。診療科は 13
科から 17 科に増え、医師数は 36 名でスタート。
高度医療機器も多く揃え、レストランも院内に設

置されました。 

 
平成 26 年 12 月に待望の稲沢商工会議所会館が完成。

場所は稲沢郵便局の西側（元法務局跡地）。会議室やホー

ルもあり、市民の方もご利用可能です。 

 

役職決定 議員定数削減が決定 

新稲沢市民病院が開院 稲沢商工会議所会館が完成 
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 ののべ尚昭経過報告・平成 26 年（1 月～12 月）  
 

1月 5日  稲西小体振歩け歩け大会 
 8日  平和町商工会賀詞交歓会 
 9日  AED設置推進会議 
 10日  稲沢商工会議所賀詞交歓会 
 11日  消防出初め式 

全日本学生弁論大会土光杯檀上パネラー・OB会（東京）  
 12日  成人式 
 14日  AED設置推進会議（名古屋市） 
 15日  東京・厚労省（就活支援対策） 
 16日  会派別予算説明会 

医療政策研究会（名古屋市） 
 19日  栴檀保育園創立 90周年式典・祝賀会 
 21日  陳情協議（横地区） 
 27日  叙勲受賞記念祝賀会 
 29日  NPO政策勉強会、医療政策研究会（名古屋市）  
 30日  尾張新都クラブ政策会議 
 31日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
    

2月 2日  祖父江町商工会観光写真コンテスト表彰式 
 3日  公明党愛知県本部新春賀詞交歓会 
 4日  医療政策研究会（名古屋市） 
 5日  NPO就活居酒屋事業（名古屋市） 
 6日  稲西小体育館竣工式、平和町大鏡餅餅つき 
 11日  横地区総会、大鏡餅出迎え 
 12日  国府宮はだか祭り 
 16日  明友会総会 
 17日  議会運営委員会 

稲西小体育館竣工祝賀コンサート 
文教経済委員会正副委員長会 

 18日  NPO政策勉強会（名古屋市） 
 19日  文教経済委員会正副会議 

文教経済委員協議会 
文教経済委員会第 1回勉強会 

 22日  桜木区懇親会 
 24日  議員総会・議員研修会 
 26日  東海若手市議会議員の会研修会（岐阜市） 
 27日  議会運営委員会 
 28日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 

医療政策研究会（名古屋市） 
    

3月 2日  平野区婦人会総会、桜木区老人クラブ総会 
3～25日  3月定例議会 

 4日  愛知啓成高校卒業式 
NPO就活居酒屋事業（名古屋市） 

 6日  稲西中卒業式、医療政策研究会（名古屋市） 
稲西小教育後援会評議員会、体振理事会 

 8日  稲西中後援会報告会 
 9日  後援会新春お伊勢参り 
 11日  一般質問（登壇／傍聴者数 18名） 

稲西校区子ども会新役員懇談会  
 13日  稲西小改築説明会 
 14日  愛知文教女子短大卒業式 
 16日  桜木区陳情協議、池部区総会 
 18日  文教経済委員会意見交換会 
 20日  稲沢西小学校卒業式、代表者会 
 21日  日本地方自治研究学会（松山大学） 
 22日  栴檀保育園卒園式、五郷区長会 
 23日  平野区総会、桜木区生産組合総会 
 24日  議会運営委員会、NPO政策勉強会（名古屋市）  
 25日  代表者会 

 26日  桜木区陳情、稲沢商工会議所通常議員総会 
栴檀保育園農業体験会議（稲沢高校） 

 28日  医療政策研究会（東京） 
    

4月 1日  文教経済委員会勉強会事前会議 
新・旧稲沢町区長会 

 2日  代表者会、議会運営委員会 
 3日  若市議市長懇談会（水野尾張旭市長） 
 4日  愛知啓成高校入学式 

医療政策研究会（名古屋市） 
 5日  愛知文教女子短大入学式 

平和さくらまつり開催式 
 7日  岩倉さくらまつり 
 8日  文教経済勉強会事前会議、議会運営委員会 

丸徳産業株式会社設立40周年記念パーティ 
 9日  臨時議会、文教経済委員会第 2回勉強会 

10～13日  バングラデシュ訪問（海外医療支援活動） 
 15日  NPO就活居酒屋事業（名古屋市） 

万歳クラブ名古屋ドーム観戦会 
 17日  中四国若手市議の会研修会（愛媛県今治市） 
 18日  若市議市長懇談会（大城八幡浜市長） 
 19日  植木まつり開場式 
 21日  医療政策研究会（名古屋市） 
 22日  NPO起きろ就活生事業（名古屋市） 
 23日  国民健康保険運営協議会 
 24日  稲沢地区区長会総会 
 25日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 

医療政策研究会（名古屋市） 
 27日  たんぽぽまつり 
 29日  NRC事務所開所式（東京） 
    

5月 1日  NPO政策勉強会（名古屋市） 
三宅川整備問題レクチャー（上下水道部） 

 2日  三宅川整備問題レクチャー（建設部） 
 6日  国府宮神社例祭・梅酒盛神事 
 8日  文教経済委員会正副委員長会 
 9日  消防団第 1分団激励 
 14日  代表者会、栴檀保育園農業体験 

NPO就活居酒屋（名古屋市） 
 17日  稲西小運動会、稲西中後援会総会 

稲沢地区まちづくり協議会総会 
 19日  文教経済委員会正副委員長会 

議会報告会事前会議 
 21日  議運運営委員会 

21・22日  自治体総合フェア 2014（東京） 
 22日  祖父江町商工会総代会・懇親会 
 23日  観光協会総会、平和町商工会総代会・祝賀会  
 24日  議会報告会、稲西小体振懇親会 
 25日  市消防操法大会 
 26日  代表者会 
 27日  文教経済委員協議会 

文教経済委員会第 3回勉強会 
 28日  東海若手市議会議員の会研修会（掛川市） 
 29日  東海若手市議会議員の会研修会（沼津市） 
 30日  議員総会、議会運営委員会 
    

6月 1日  あじさいまつりオープニングセレモニー 
 2日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
 3日  愛知スポレク・グランドゴルフ稲沢地区大会  
 4日  議会運営委員会 



6～25日  6月定例議会 
 8日  陳情協議（池部区） 
 13日  稲沢町区長会懇親会  
 14日  稲西校区子ども会ソフトドッジボール大会 
 15日  和ちゃんボウリング大会 
 16日  議会運営委員会、代表者会 
 17日  NPO就活支援事業（名古屋学院大学） 
 18日  池部区陳情 
 20日  文教経済委員会第 4回勉強会 

稲沢地区区長会懇親会 
 21日  中部修大会総会（名古屋市） 
 23日  代表者会 

23・24日  議会運営委員会 
 26日  稲沢商工会議所通常議員総会 
 27日  議員親睦会 
 28日  公共下水道工事説明会（稲葉地区） 
 29日  桜木区虫祭り、JBCS総会（ホセイン院長来日）  
 30日  バングラデシュ東西医科大学正副学長会議 

中日新聞取材、医療政策研究会（名古屋市） 
    

7月 1日  バングラデシュ東西医科大学正副学長会議 
ねんりんピック出場報告表敬訪問 

 4日  文教経済委員会勉強会事前会議 
 7日  全若次期会長意見交換会（長野県飯田市） 
 8日  稲沢まつり企画委員会、AED設置推進会議 
 10日  稲西小校舎、稲東小給食棟起工式 

文教経済委員会第 5回勉強会 
医療政策研究会（名古屋市） 

 14日  AED設置推進会議 
 19日  日本地方自治研究学会関西部会大 100回研究会（大阪）  
 24日  東海若手市議会議員の会総会（名古屋市） 
 31日  代表者会 

働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
    

8月 2日  サマーフェスタへいわ開催式 
 4日  五郷区陳情協議 
 5日  医療政策研究会（名古屋市） 
 6日  ダッカ大副学長懇談会 
 7日  ダッカ大副学長アテンド・平和研究（長崎市）  
 8日  ダッカ大副学長アテンド・平和研究（広島市）  
 9日  一宮興道高校同窓大会 

足立学園総合研究所公開講座「稲葉宿を語る」  
 11日  中国若手市議会議員の会研修会講師（広島市）  
 12日  広島修道大学市川学長懇談会（広島市） 
 16日  中日新聞掲載（海外医療支援活動） 
 18日  全日本学生軟式野球選手権大会応援（可児市）

 （広島修道大学：準優勝） 
 19日  全国若手市議会議員の会総会・研修会（江別市）  
 21日  文教経済委員会正副委員長会 
 22日  新教育長意見交換（恒川新教育長就任） 
 24日  稲西小体振ボウリング大会 
 25日  議会運営委員会 
 27日  文教経済委員協議会 

文教経済委員会第 6回勉強会・意見交換会 
 28日  五郷区陳情 
 29日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
 30日  稲沢夏まつり開場式 
 31日  稲沢市総合郷際訓練 
    

9月 1日  議員総会 
 4日  議会運営委員会 

8～30日  9月定例議会 
 14日  稲西小体振五郷地区グランドゴルフ大会 

愛フェス出展・NPO事業（モリコロパーク） 
 15日  敬老式 
 16日  一般質問（登壇／傍聴者数 12名） 
 18日  文教経済委員会勉強会事前会議 

 19日  文教経済委員会正副委員長会 
20・21日  日本地方自治研究学会（東洋大学） 

 20日  広島修道大学同窓会関東支部総会 
 23日  新稲沢市民病院竣工式 
 24日  文教経済委員会第 7回勉強会、代表者会 
 25日  稲沢まつり全体会議 
 29日  議会運営委員会 
 30日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
    

10月 3日  総務委員協議会・管内視察 
 4日  ねんりんピック栃木大会前夜祭（宇都宮市） 

5・6日  ねんりんピック栃木大会（宇都宮市） 
 7日  戦没者追悼式 
 8日  株式会社丸八ヒロタ 40周年祝賀会 
 10日  働く人の笑顔創り研究所例会（名古屋市） 
 11日  日本政治学会（早稲田大学） 
 12日  稲沢地区老人クラブ連合会スポーツ大会 

消防団観閲式 
 18日  栴檀保育園運動会、稲沢まつり開場式 
 19日  稲西校区体振運動会 

亀山市議選応援（豊田候補） 
 21日  第 10回地域医療政策セミナー（東京） 
 24日  稲沢市荻須記念美術館特別展開会式 
 25日  福祉まつり 
 30日  稲沢高校創立 100周年記念式典 
 31日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
    

11月 1日  市制記念式典 
広島修道大学同窓会支部長会議・同窓大会 

 2日  全国若手市議の会顧問会（植條坂出市議） 
 4日  新稲沢市民病院開院 
 5日  総務委員会視察（埼玉県深谷市） 
 6日  総務委員会視察（春日部市） 
 7日  陳情協議（五郷・桜木区） 
 11日  社会福祉法人施設視察（一宮市・岐阜市） 

働く人の笑顔創り研究所例会（名古屋市） 
 13日  東海若市議会議員の会研修会（半田市） 
 14日  稲高祭、国民健康保険運営協議会 
 19日  都市計画審議会、医療政策研究会（名古屋市）  

ホセイン来名（新稲沢市民病院視察） 
 21日  総務委員協議会 
 23日  桜木区老人クラブ文化講座 

そぶえイチョウ黄葉まつり 
 27日  議員総会 
 28日  働く人の笑顔創り研究所理事会・総会（豊田市）  
    

12月 1日  新稲沢商工会議所会館竣工披露式典 
 2日  議会運営委員会 

4～24日  12月定例議会 
 6日  稲沢地区まちづくり推進協議会ふれ愛講演会  
 7日  一宮市長選挙激励（細谷議員事務所開き） 

稲沢市長選挙投票日（大野市長 3選当選） 
 8日  働く人の笑顔創り研究所会員総会（名古屋市）  
 9日  働く人の笑顔創り研究所会例会（名古屋市） 
 10日  尾張新都クラブ政策会議 
 13日  パッチワーク鑑賞会 
 15日  平野区陳情、尾張新都クラブ政策会議 
 19日  栴檀農業体験食事会、稲沢町区長会懇親会 

後援会市政報告会・大忘年会 
 21日  本庁西ソフトボールリーグ納会 
 22日  議会運営委員会、医療政策研究会（名古屋市）  

子どもの幸福度シンポジウム（慶応義塾大学）  
 24日  議員総会、議員親睦会 
 25日  医療政策研究会（名古屋市） 
 26日  障がい者施設慰問（樫の木福祉会） 
 27日  消防年末夜警 
 30日  一宮興道高校野球部 OB会 



 
3月定例議会【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数 

 

 

 
ののべ尚昭の過去の質問経過 
平成 13年 6月 県の買収済み用地を遊水池として整備→服部市長 
平成 13年 12月 方法の検討→服部市長 
平成 17年 6月 県の買収済み用地を河川内「暫定遊水池」にと再度提案 
平成 22年 3月 県の買収済み用地を河川内「暫定遊水池」にと再度提案 
 河川改修計画の軌道修正を提案（矢合地内→法花寺） 
平成 23年 12月 県の買収済み用地を河川内「暫定遊水池」にと再度提案 
  ↓  
平成 24年度 建設委員会等で「市でできる雨水排水対策」をしてほしいと提案 
  ↓  
平成 24年度  流域内の雨水排水対策の調査費の予算化を検討→稲沢八策・一歩前進 
平成 25年度  流域内の雨水排水計画を調査→稲沢八策・一歩前進 

（1）流域内の被害状況について 

ののべ調査：三宅川流域の被害状況 
流域内の雨水排水の流下能力は降雨量 52～54mm/hだとしていますが、実際には 30mm/hで市役所周

辺、小沢地区、稲葉地区、五郷地区が冠水被害にあっています。近年の豪雨に際して発生した市内の床

上・床下浸水ともに、三宅川流域での件数が市内全体の半数を上回る状況となっています。 

（2）稲葉川排水区、三宅川第 1排水区（市街化区域内）の雨水排水計画について 
現在調査している段階ですが、今年度中には雨水排水計画が作成されます。私たちが地元で、

この流域で一番問題となっていると認識していることは、小沢第 1雨水幹線と稲葉川が接続する
箇所に問題があるということです。本来、接続部分から西側に流れなければならない雨水が全く

流れずに、稲葉川に流れています。この改善を真っ先にするのが最善策だと認識していますがい

かがですか。 
また、稲葉地区北部の用水排水分離をすることも必要だと考えます。この点は地元からの指摘

をされています。どのように解決するのでしょうか。 

今年度、策定作業を進めております雨水排水計画は、現在とりまとめの段階にありますが、現

況調査をする中で、何点かの課題がみえてきました。その一つが、小沢第 1雨水幹線の流下能力
であります。この雨水幹線は三宅川が改修されることを前提とした断面により整備されました。

しかしながら、河川改修が進まず、現在に至るまで全断面が有効に活用できていない状況にあり

ます。また、内側には土砂が堆積し、断面どおりの流下能力が発揮できておりません。こうした

ことから、現状では、上流の三宅川第 1排水区に降った雨水は、本来、この雨水幹線が受け持つ
べきところ、松下公園の南付近において、この雨水幹線と接続している稲葉川へと流れ込み、負

荷をかけている状況です。さらに、この雨水幹線は、整備当初から隣接する水田の用水機能を有

しており、その分、流下能力が低下している状況です。 
したがいまして、議員ご指摘のとおり、小沢第 1 雨水幹線と稲葉川の接続を解消させるため、

水田への用水機能の分離を図り、本来の雨水幹線の能力を活かすことが、内水排除の観点からま

ず初めに解決しなければならない課題であると考えています。 
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最終的には、流域内に調整池を設置するべきだと以前から私は提案しています。この問題は流

域内には用地がなかなか確保できないと考えていますが、稲葉川から雨水を排出する三宅川の取

り付け部分にあたる稲沢公園周辺に調整池を設置するのが一番効果的だと考えます。いかがで

しょうか？ 

稲葉川排水区と三宅川第 1排水区の雨水排水対策ですが、既存の排水施設である、稲葉川や小
沢第 1雨水幹線の機能を確保することが最優先であると考えています。しかしながら、三宅川第
1 排水区と稲葉川排水区、それぞれが本来の姿で適正に雨水を排出する状況にあっても、排出先
の三宅川の現行流下能力を踏まえますと、流域対策として調整池の設置が効果的であると考える

ものです。 
なお、調整池の整備につきましては、多額の費用と時間が必要となってまいります。先ほど申

し上げた用排分離や浚渫などの対策の効果を見極める中で、河川管理者との連携や、庁内関係各

課との協議、調整を図りつつ進めていきたいと思います。 

（3）三宅川第 2排水区（五郷・西町）の雨水整備計画について 
この流域は市役所周辺にあたります。西町区域は区画整理をして整備をしていきますが、問題

は調整区域の市役所周辺の五郷地区です。五郷地区は南大通り線と蛇行している三宅川にはさま

れ、現在は春日井稲沢線により区域が南北に真っ二つに分断される地域です。春日井稲沢線の用

地買収時においては、ただでさえ五郷地区は冠水するのに、春日井稲沢線が整備されれば雨水の

流れが悪くなり、とくに池部・平野地区は大きなため池になってしまうと言われてきました。そ

のようにならないためにも春日井稲沢線の整備とセットで雨水対策をしっかりすると地元説明

会では語られてきました。 
稲葉川流域、三宅川第 1排水区と同様に、三宅川第 2排水区でも現在、建設部で雨水整備計画

を 1年半かけて策定していただいています。私はこの地区の対策は調整池の設置しかないと認識
しています。確かに既存の施設を改修することも必要ですが、道路下貯留管や調整池のような施

設でしか対応できないと考えています。現在の市側の見解を求めます。 

道路下貯留管や調整池を整備することは浸水対策の一つの手法であります。しかしながら、三

宅川本川の整備が進まないから全てを貯留施設で賄おうとすると、膨大な貯留量が必要となり、

その用地や費用も多額となります。まず最初に行う対策としては、既存水路施設の改良や水利用

の適正化等により浸水被害の緩和を図ることが適切であります。様々な手法を組み合わせ浸水被

害の軽減を図っていくことが必要と考えています。 
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議会質問で使用したパネル

▲ 稲葉川・三宅川第 1 排水区「雨水排水計画の指摘図」▲ 三宅川上流（稲島〜五郷）、稲葉川流域図



ののべ指摘・提案：整備計画のスケジュール 
雨水排水計画（市街化区域内）と雨水整備計計画（市街化調整区域）は密接に関係し相互が連動して

計画を立てなければなりません。また、上流部から整備するのではなく、下流部から整備する必要があ

ります。 
現在、行政側は短期、中期、長期の大きく 3 つの時期に分けた整備計画案の策定を進めており、答弁

では短期的な整備が終わってから中期的な整備を行うとしています。 
私はこの三宅川第 2 排水区の対策は短期ではなく、中期、長期でしか対応できないと考えています。

計画の立て方について、短期が終わってから中期、長期対策を行うのではなく、短期も中期も長期も計

画はそれぞれ一斉に立てるべきだと主張します。 

（4）県の買収済み用地（平野町・梅須賀町）の活用・「暫定遊水池」の設置について  

ののべ指摘・提案：河川の軌道修正 
平成 23年 12月議会での質問後、私が提案してきた「暫定遊水池計画」について、市側は一宮建設事

務所と数回協議を重ねていただきました。その中で、平野・梅須賀町地内での「暫定遊水池」設置は河

川の両側が水田で、この地で暫定遊水池を設けると、どの程度の効果がこの地に得られるかは、未だ検

討が進んでいないのが現状です。そこで、今回は下流の整備について再度提案を促してみました。 
現在の進捗状況は用地買収が儀長から上流の法花寺地内で様々な問題があり進展していません。また、

矢合地内においても任意の土地利用がされており、用地確保が困難と行政側は把握しています。河川は

下流から改修整備するのが一般的です。しかし、この下流から整備するという手法にゆだねている以上、

上流部（稲沢地区）の河川改修整備は諦めなさいといっているようなものです。 
行政側は「行政側は三宅川の改修については徐々に下流から行われていますが、いまだ上流部には到

達していない状況です。市としてもこの状況を静観することなく、上流部の早期改修に向けて、愛知県

に要望をいます。県と、どのようにして河川整備を進めるか、様々な角度から方法を模索し、勉強を行っ

ているところ」としています。 
私は、河川は下流から改修整備するという一般的な整備手法に従うならば、矢合地区での用地買収を

変更し、河川を西（法花寺地内）に少し軌道修正することは不可能なのかと以前提案しています。もち

ろんこの場合でも西側（法花寺地区）の地権者の同意が必要ではありますが、私は様々な可能性を求め

ていきたいと思います。 

 

（1）市役所西側交差点（県道津島稲沢線）について 
南大通り線が国道 155号まで整備されれば、ますます交通量が増えると予想されます。市役所
西側の南大通り線と県道津島線の交差点は以前から危なく、渋滞の元とも言われ続けています。

この交差点の整備について何らかの対応策を考えないといけないと思いますが、行政としての見

解を問います。 

ご指摘されたとおり、県道津島稲沢線と県道稲沢祖父江線（南大通り線の西尾張中央道から西）

の交差点は信号もなく、危険な交差点であると認識しています。早急に改善を要すると思ってい

ます。その考えを平成25年度早々に地元船橋区のインフラ検討委員会に説明をさせていただき、
同意を得たところです。これを受け、平成 25年 9 月議会において津島稲沢線計画検討業務委託
料 250万円を計上し、現在調査を実施している段階です。 
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市役所周辺の交通網整備について 



（2）船橋バイパスの建設について 
交差点改良とも関連しますが、船橋の郷西側にバイパス路を造り、市役所西側交差点から消防

署の間に接続するような整備案が検討されています。その先には新商工会議所会会館につながる

ので、是非推進してほしいと思っています。現在の検討状況はどうなっていますか。また、ある

程度の完成目標など今後の具体的なスケジュールはあるのですか。 
現在の調査は交差点の位置や新設道路の線形などについて、現交差点と消防署までの区間でい

くつかの線形の案を検討し課題の整理を行っています。今後、検討した案を踏まえて、県道管理

者の愛知県や公安委員会などと協議し線形を決定していく予定です。 
現在は道路の線形などについて、協議し決定していく段階にあります。具体的なスケジュール

を検討できる段階に至っておりませんが、できるだけ早く整備できるよう取り組んでいきます。 

（3）木全池部線の整備について

ののべ指摘：木全池部線の整備 
平成 26 年度中に春日井稲沢線（大塚〜

五郷～船橋新道）が開通します。そこに南

北にアクセスする木全池部線と連携して市

役所周辺の交通網の整備を考える時期にき

ていると思います。 
また、西町交差点の一方通行の解除や

ニッケタウンのオープンにより、この路線

は慢性的に渋滞するようになりました。三

宅川の河川改修、通学路の未整備、南大通

り線との交差もあることから多くの問題も

存在しますが、私は早急に整備していかな

ければいけない路線だと認識しています。

さらに五郷区からも強い陳情が出されてい

ます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回、私は次の 3点に分けて整備する内容を考え質問しました。 
① 南大通り線の交差点改良について 
ここは県道ですが早急に県と協議していくべきである。 
② 橋梁の架け替え整備について 
三宅川の河川改修と連携しますが、権現橋、森林橋、大和橋の整備が必要となっています。3

橋同時整備は困難なので、まず区画整理中の森林橋、木全池部線の権現橋、県道の大和橋の順に

整備を進めていくのが妥当と思いますが、いかがですか。 
③ 南大通り線以南の道路拡幅について 
春日井稲沢線との交差点まで約700mあります。この区間の東側は小鳩保育園、重本霊園もセッ

トバック済みでとくに 1件も建物移転が必要なく、整備しやすい区間です。まずは今の通学路に
なっている東側だけでも片側歩道設置と拡幅整備したらどうでしょうか。 

まずは当道路における重本交差点前後の改良を進め、こうした問題点を解消するよう取り組ん

でいきたいと考えています。 
都市計画道路木全池部線の重本交差点付近では、三宅川に架橋されている森林橋、権現橋、大

和橋の 3橋あり、この近接する橋梁を改築するにはまず稲沢西土地区画整理事業区域内に位置す
る森林橋を、平成 29 年度末を目標に架け替え、その路線を迂回路として利用することで、直下
流にある権現橋の架け替えを行っていきたいと考えています。大和橋につきましては道路管理者

である愛知県が、三宅川の改修に合わせて橋の架け替えを行うと聞いており、現段階において明

確な整備計画がないのが現状です。 
都市計画道路木全池部線の整備は、まずは重本交差点の整備を行うのが先決であると認識して

います。  
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ののべ提案・市役所周辺整備図



 
この課題は私が今期重点的に取り組んでいる稲沢八策の一つで毎年継続して質問しています。今回は

次の 4項目について質問しました。 

（1）4車線化について、（2）信号機設置について 
現在、市事業として大塚から横地区間までを整備しています。平成 26 年度には開通予定です
が、開通と同時に 4車線化する問題と、池部・横地地内に信号機を設置する約束はどのようになっ
ていますか。 

4 車線化については開通後交通量の状況などを見て総合的に判断していきます。信号機設置に
ついては、現在関係機関（稲沢警察署、公安委員会）と協議中で、引き続き取り組みます。 

 

ののべ指摘 1：4車線化と信号機設置（池部地区・横地地区） 
開通と同時に 4 車線化するのは理にかなっているにも関わらず、行政側は開通後の交通量の動向を見

極めて 4 車線化の必要性を考えるとしている。この考え方に私は全く反対である。地元は 4 車線化する
ために用地買収をしてきました。 
信号機の設置においても地元地区との約束です。現在県側が難色を示しているとの状況ですが、市行

政は地元住民に「平成 16年 12月より信号機の設置をする」と約束してきました。県と市の行政同士の
見解の相違がある今の状況は地元住民には全く関係ありません。これらの問題は開通時までに行政が責

任を持って必ず解決していくべきです。 

（3）船橋新道の建設について 
船橋新道の建設については提案をさせていただいてからスピードを持って取り組んでいただ

き感謝しています。すでに船橋新道（西尾張中央道～県道津島稲沢線）が建設中ですが、開通予

定はいつですか。 

平成 26年度中に開通予定としています。 
 
 

（4）県事業区間（大塚以東）について 
大塚以東は県事業で、平成 6年当時、井之口地内で地元説明会まで開催し、測量まで行いまし
た。決して低い同意率でないにも関わらず断念した経緯がある。それ以来全く取り組みがされて

いない。稲沢西春線の整備の後、次は最重要路線である春日井稲沢線の整備にかかると以前は話

していました。一昨年の答弁では県に対して要望していくとしていた。その後稲沢市としてどん

な取り組みをしたのですか。 

現在、合併した経緯により稲沢祖父江線（南大通り線を西に延伸した道路）を最重要路線とし

て整備しています。現在、春日井稲沢線の整備に関しては県には要望していません。 
 

ののべ指摘 2：春日井稲沢線の東進（大塚〜県道 22号線）整備 
私は合併したとしても稲沢市の最重要路線は春日井稲沢線だと認識しています。平成 26年度には市事

業区間（大塚・池部・横地）と船橋新道が開通し、全長約 2km の大動脈ができる。この路線は国道 22
号まで延伸してこそ、最大限の効果が発揮できます。早急に県事業区間の整備を行うために、再度地元

調査を行うことを要望します。 
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春日井稲沢線の整備について 



 
9月定例議会【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数 

 

 

 
（1）名鉄新清州駅の鉄道高架事業に関わる影響について 

清須市では鉄道高架事業について今年度から具体的に動きだしたと聞いています。まだ、具体

的なことは出てこないかもしれませんが、稲沢市が受ける影響はどんなことが考えられますか。 
 

清須市で進められている名鉄本線の立体交差事業につきましては、五条川の南から大里駅南の

新幹線の手前までの約 2.6kmの区間を鉄道高架にする計画です。稲沢市の区間につきましては、
清須市との境界から県道名古屋祖父江線を越え新幹線の手前までの約 800mの区間です。 
稲沢市としましては、この高架事業により県道名古屋祖父江線の踏切が除却されることによる

慢性的な渋滞の解消、および都市計画道路井之口線の整備促進が図られるなどのメリットが考え

られます。 

稲沢市の負担は出てくるのでしょうか。また、稲

沢市に関わる部分は、稲沢市の意見がきちんと反映

されるのでしょうか。 

都市計画道路井之口線の用地の確保は稲沢市が

行い、その半分ほどを鉄道の仮線用地として無償貸

与いたしますが、鉄道高架事業にかかる直接的な費

用負担はございません。 
この高架事業に関しましては、国、県、清須市と

稲沢市が互いに協力して事業を進めていくもので、

国、県、清須市の理解が得られる範囲で、稲沢市の

意見についても反映されるものと考えております。 

（2）名鉄高架事業の調査を受けて、 
    いつ判断するのか 
（参考）今までの状況 

 平成 22年、23年：調査期間 
 平成 24年：検討、結論出ず 
 平成 25年：議論継続 
 平成 26年：？ 

2年間の調査を終えて、平成 24年度中には結論を出す予定であったが、平成 25年も同じよう
な状況が続いています。昨年の議会答弁でも「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判断したい」としています。それでは、いつ判断するのでしょうか。

また、現在どういう状況でしょうか。 

基礎調査の中で国府宮駅を中心とする鉄道沿線における市街地の厚みが非常に薄いという課

題が浮き彫りとなりました。そもそも連続立体交差化事業は、駅周辺の交通渋滞と、まちの分断

を解消するためのものです。このことから、現状のまま連続立体交差化事業のみを実施しても、

単に通過交通の利便性を向上させるだけで、本来の事業効果が現れるものではありません。 
このため、将来の連続立体交差化事業を見据えたうえで、手戻りがないよう、その下地を整え

ていくためにも、まずは新たなまちづくりを積極的に展開し、まちの厚みを造っていきたいと考

えています。 
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名鉄新清洲駅周辺の鉄道高架事業



「将来の連続立体交差化事業を見据えたうえで」という答弁ですが、これは「連続立体交差化

事業を行う」と判断したととらえていいのでしょうか。説明会を受けた地元住民は高架化事業を

やるのかやらないのかハッキリしてくれとたくさん声があがっています。 

まずは、今の国府宮駅周辺に欠けているものを積極的に展開していくことが必要だと思います。

そのことを踏まえたうえで、駅周辺の新たなまちづくりを積極的に展開し、まちの厚みを増し、

賑わいのあるまちにしていくことが将来の稲沢市に必要であると思っています。その取り組みが

ひいては将来の鉄道の高架事業にも結びついていくことだと確信しています。 

ののべ指摘：名鉄と 2本の都市計画道路の交差問題 
当然、駅周辺のまちづくりはしなければなりません。しかし、忘れてはいけない問題が一つあります。

それは道路事業との関連性です。春日井稲沢線、稲沢西春線と名鉄の交差する箇所をどうするのかとい

うことです。名鉄の鉄道高架事業を進めるかどうかという問いは 2 つの都市計画道路をどう整備するの
かという問いでもあります。先ほどの答弁を信じて、鉄道高架事業を進めていくと判断して、次の質問

項目（3）都市の顔づくり事業について質問をしました。 

（3）都市の顔づくり事業、市の顔はどこか 
稲沢市の都市としての顔はどこですか。 
 
 

稲沢市の都市としての顔の一つは、しいて言えば、名古屋駅からの玄関口とも言える名鉄国府

宮駅および JR稲沢駅を中心とした地域がそれにあたると考えています。 
しかし、14万人の都市の顔というには周辺の市街地の厚みもなく、賑わいに欠けていると言わ
ざるを得ない状況となっています。今後、14万人都市にふさわしい顔となるようなまちづくりを
展開していかなければならないと考えています。 

ののべ調査・提案：復活「幻の国府宮近代化計画」の再考！ 
私は、JR稲沢駅は東の重要拠点ではありますが、稲沢市の全体としての都市の顔は国府宮駅周辺だと

考えています。 
【国府宮商店街活性化（国府宮近代化計画）の調査・計画策定事業報告書（平成 5年）の活用について】 
（経過） 
この報告書は中小小売商業活性化推進事業で約 1,000万円の補助金を受けて、市幹部、議会はじめ 100

人余の多くの方々が中に入って作成されたものです。また、のべ 24回の会合を重ねて作成されたビジョ
ン案でもあります。詳細なアンケート調査も行い、20年たった今も参考になる指摘が多いです。 
（歴史） 
・昭和 52年 稲沢市商業ビジョン 
・昭和 63年 国府宮商店街（協）近代化計画書 vs JR稲沢駅跡地開発構想 
・平成 2年 国府宮駅周辺地区整備構想調査 
・平成 5年 国府宮商店街活性化の調査・計画策定事業報告書 
この報告書では街区を A〜Fの 6街区に分け、高度化エリア内での総事業費概算は約 230億円、その

うち稲沢市の負担額は約 28億円でした。ここまでの計画があって、なぜ国府宮の再開発が始まらなかっ
たのでしょうか。それは JR稲沢駅再開発との関係が大いにあります。昭和 62年の国鉄分割民営化に伴
い、稲沢操車場の機能も停止され、それ以降その操車場跡地を含む区域において、稲沢駅周辺地区開発

がにわかに動き出しました。このような状況下において、国府宮の再開発を同時に進めることができま

せんでした。当時の稲沢市はまず、稲沢駅の再開発を優先して、開発終了後に国府宮駅の開発に取りか

かるという雰囲気がありました。平成 26年現在、ようやく JR稲沢駅の拠点整備は落ち着き、今度は「国
府宮駅周辺開発」を考えるタイミングだと思います。 
私は今こそ、幻の「国府宮近代化計画」を復活すべきだと提案します。 
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よく行政はまちづくりに対して、地域の盛り上がりに欠けると言います。それでは地域の盛り

上がりに欠けるのはなぜだと考えていますか。 
 

盛り上がりに欠ける理由につきましては、率直に申し上げまして、ビジョンの問題であるのか、

人の問題であるのか、資金その他の要因があるのか、分からないというのが正直なところです。 
 

分からないでは行政に責任があるのではないでしょうか。この報告書では、「国際緑園都市構

想」と明確にビジョンを示しています。報告書のアンケート集計によると活性化のビジョンやイ

メージの提示が欠けているからだと言われています。それでは地域か行政か、リーダーシップは

誰がとるのでしょうか。 

地域、行政ともに、それぞれの役割があり、その中で手を携えて取り組んでいくものであると

考えています。 
例えば、まちの骨格となる道路や土地利用に関わるまちづくりなどは、行政が積極的に展開し

ていくものだと考えています。反面、地域の歴史や文化を育んでいくことなどは、地域の皆様の

熱意とご理解がまずは何より必要であり、その中で地域の皆様の手により継続的に展開していく

ものだと考えています。 

まちのグランドデザインを描いていくのはやはり行政が先ではないでしょうか。今の稲沢市は

14 万都市としての顔がありません。14 万都市としての「顔づくり事業」を進めてほしいと思い
ますが、いかがでしょうか。私は国府宮駅周辺と市民会館周辺を合わせて考えています。 

本市は、大都市圏近郊の交通至便なまちであり、名鉄国府宮駅では 1日平均で 10,000人以上、
JR 稲沢駅では 9,000 人近い利用者がございます。こうしたことから、都市計画マスタープラン
にもあるように、名鉄国府宮駅および JR稲沢駅から概ね 1km圏内において住宅地の供給を図る
ための新たなまちづくりを行うことで、14万都市の玄関口にふさわしい顔としていきたいと考え
ています。 

ののべ尚昭の提案：リニアインパクトと「地の利政策・名古屋の副都心構想」 
2027年のリニア開通に伴うリニアインパクトは名古屋市だけではない。稲沢市だけでなく、名古屋市

と連携を取り、この地域を活かすことを考えるべきである。「地の利政策」を構築し、名古屋の「北の副

都心」を目指したい。これが私の考える稲沢市の都市としての将来像です。 
私は次世代がわくわくするような可能性の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通りです。 
1. リニア新幹線が品川―名古屋間で開通する「13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。 
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（1）売却状況について（→総務部財政課） 

県が保有している旧稲沢保健所・農業普及所の土地（約 600坪）が売却されます。建物の解体、
土地の売却のスケジュールは？ 
【参考】中島郡役所→稲沢保健所→農業普及所（愛知県尾張農林水産事務所） 

県から、今年度中に建物解体の作業を終了し、来年度に土地を売却していくと聞いています。 
 
 

（2）稲葉地区の公園建設と地域の声について（→建設部） 
なぜ、稲沢市で有効活用することを考えなかったのか。私はこの土地を有効活用するべきだと

考えます。稲葉地区は市街化区域でありながら、区画整理ができない。この地区には大きな問題

があります。稲葉地区には約 5,000人が居住し、これだけの大きな地域でありながら、住民が集
う場所、公園がないということです。地区の要望でも公園が欲しいという声が多く、稲葉宿を復

活させたいという意見もある。行政はこのような声を聴いたことはないのでしょうか。また、こ

の地区に公園がない現状をどう考えているのか。住民が集える公園の必要性を感じていないので

しょうか。 

稲葉地区の皆様から公園整備の声を直接聞いてはいませんが、憩の場、一時避難場所としての

機能を持つ都市公園の必要性は認識しています。稲葉地区のように住宅密集地においては公園に

適した用地の確保は困難な状況で、公園整備は土地区画整理事業などにより公園用地を確保され

たところから順次整備を進めている状況です。 

（3）稲葉宿歴史公園の設置について（→市長公室企画政策課） 
今回は稲葉と小沢の境に公園として有効活用できる土地がでてきました。土地の確保はタイミ

ングです。売却予定は来年 4月以降ということですが、是非この跡地を稲沢市で購入し確保して
単なる都市公園ではなく、「稲葉宿歴史公園」や「稲葉宿復活と美濃路を活かしたまちづくり」

の用地としてこの土地を活かすことを考えたらどうでしょうか。 
「稲葉宿の復活や美濃路を活かしたまちづくり」については、地元の熱意と理解がまずは何よ

り必要であり、その中で地域に根差した展開を図っていくべきものと認識しています。ご提案の

通り公園以外の土地の有効利用につきましては、再度庁内で検討していきます。 

ののべ指摘：地域の声と「稲葉宿の復活や美濃路を活かしたまちづくり」 
公園の必要性は感じているという答弁でしたが、地区住民から要望の声を聴いていないというのはい

ささか行政の怠慢のような気がします。非常に温度差があります。こういった声を私は多くの方から長

年聞いています。むしろ行政の方が聴こうとしていないのではないでしょうか。稲葉地区は市街化区域

として、長年稲沢を牽引してきた地域でもあります。行政は土地区画整理事業などによって公園用地が

確保されたらと言っていますが、この地区では区画整理事業はできません。ということは永年、公園は

できないということになります。 
答弁の中で公園用地の確保という言葉が出てきましたが、地域住民が確保するのか、行政が確保する

のかという問題です。今回は稲葉と小沢の境に公園として有効活用できる土地がでてきました。公園の

整備計画がないといっても、土地の確保にはタイミングもあります。 
また、行政は「機が熟していない」という言葉をよく使います。しかし、まちづくりは景気がよく、

住民パワーが炸裂しているときにはカリスマなリーダーが出現したりしてうまく扇動していきます。し

かし、残念ながら現在はそうではありません。一方、稲葉地区は何か契機があればうまくまとまる力を

持っています。そういう意味で「機が熟すよう」に行政が契機を作ることも必要ではないでしょうか？

長年、この稲西地区に対して行政はまちづくりと言えることは何もしてきませんでした。建設部で単な

る公園設置という観点から計画を作成するのは難しいと認識していますが、是非、企画政策課あたりで

総合的にこの土地の有効利用を「稲葉宿の復活や美濃路を活かしたまちづくり」として改めて考えても

らうよう、今後も主張し続けていきます。 
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この法改正の中で「地域包括ケアシステムの構築」と費用負担の公平化が重要点だとされています。

今回は「地域包括ケアシステムの構築」に着眼し、4項目に分けて質問しました。 

（1）地域包括ケアシステムの構築について（〜2025年） 

【地域包括ケアシステムとは】 
要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介護・

予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制です。団塊の世代が 75歳以上となり、認知症の方や
高齢者のみの世帯も増加して、医療や介護等の包括的な支援を必要とする方が急増すると考えられる

2025年を見据え構築していくことが求められています。 

ののべ指摘：法改正に向けた準備 
このシステムを構築していくためには、まず現状を知る必要があります。そのうえでしなければなら

ないこと、その優先順位や今すぐにできることなども勘案して準備を始める必要があります。そこで、

稲沢市としてどんな準備をしていく必要があるのか。 
ざっと準備段階には、① 現状把握、② 地域ケア会議の運営手法、③ 自立支援を行うケアマネジメン

トの周知、④ 住民の主体的参加による地域づくり、⑤ 地域支援事業の再編成などがあげられます。早
急に新制度にスムーズに対応できるような取り組みを行う必要があります。 

（2）予防介護（要支援サービス）について 
この法改正の中で予防介護・要支援 1・2に対する制度が大きく変わるとされています。 

（ア）要支援 1・2の現状について 

要支援 1・2の人数と介護認定を受けている全体に占める割合、費用額の割合はどのくらいか。
また、要支援 1・2でどんなサービスを受けられていますか。 

 

次の通りです。なお、要介護認定者数（4,824人）の 65歳以上全体（32,947 人）に占める割
合は 14.6％です。主に利用されているサービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与です。 

 認定者数 費用額 
要支援 1 15.6％ （752人）  1.9％ 
要支援 2 16.7％ （806人）  5.0％ 
合計 32.3％   6.9％ 

Q 

A 

介護保険制度の法改正について 

稲沢市観光協会「美濃路マップ」より抜粋
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（イ）予防給付から新しい地域支援事業 

ののべ調査・指摘：予防給付事業の実情 
介護予防でのサービスの利用は、介護予防通所介護と介護予防訪問介護が中心です。それぞれのサー

ビスの内容は、前者では機能訓練が大半で、後者では買い物が中心となっています。 
全国平均で介護予防の利用者は全体の約 27％（平成 25年 4月末／地域によっては 30％強、あるいは

それ以上）ですが、そのうち 57％が利用している訪問介護と通所介護が介護保険の本体給付から外れま
す。これまで利用している方の相当数が、介護保険の本体給付から外れることになるので、これまで訪

問介護と通所介護を利用していた人たちへの対応が極めて重要な課題となります。そのサービスは市町

村が地域の実情に応じた取り組みができる地域支援事業で受け継ぐとされていますが、その人たちへの

対応をどのようにするのかが問題となります。 

この法改正で要支援 1・2 のサービスがなくなるのではないかと心配している方も多い。実際
にはどのように変更されるのでしょうか。また、サービスが移行して今までのサービスが受けに

くくなる等の問題は出てこないのでしょうか。 

今回の制度改正では、現行の介護予防給付のうちの訪問介護、通所介護が地域支援事業に移行

し、介護予防事業と統合・再編して新しい介護予防・日常生活支援総合事業として実施すること

になります。総合事業を開始する時点で既に予防給付の訪問介護、通所介護を利用していた方に

つきましては、サービスの利用継続が必要とケアマネジメントにおいて認められるケースについ

ては予防給付相当のサービスが利用できるよう配慮することになっており、基本的には同様の

サービス利用が可能であると認識しています。 

（ウ）新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の独自性について 

介護予防サービスの事業所との関係も出てきます。厚生労働省によれば、制度廃止にあたって

は、現在給付している財源を新たな事業に移すので、サービスの利用は継続できると説明してい

ますが、財源的に手当てされるのか、費用の伸びに上限を設けるとのことであり、対応への課題

があります。 
また、それを「新しい総合事業」に移して、同様に実施するとのことですから、利用者のニー

ズ・満足度等を高めながら地域支援事業を再編し新たな事業へどのように移すのかが課題となり

ます。そこで、今後稲沢市として地域に合った、稲沢版の独自性を求められることになります。

稲沢市の独自性をどのように把握していますか。また、どのように対応していくのでしょうか。 

稲沢市の現状においては、75歳以上の割合や認定率は国よりもやや低いものの、重度認定者の
割合は国平均とほぼ同じ水準となっています。また、認定者の割合では要支援 1・2 の方の割合
が高いという傾向がみられます。 
また、アンケート調査によると、稲沢市内においても、要介護状態となる可能性が高い方の割

合は稲沢地区で高く、小正・下津地区、大里地区で低いなどの特徴が示されております。このよ

うな稲沢市の実情にあった事業を進めていくことが必要であると考えております。 

ののべ指摘：地域調査とサービスの独自性 
現在、市内の独自性の具体的な把握はまだまだ足りないと思っています。私も他地区と比べて稲沢市

の独自性は要支援 1・2の区分の方が多いということがあげられると思います。 
新しい地域支援事業のニーズ調査と同様に、サービスを受けている側とサービスを提供している事業

者側など多方面からヒアリング調査を行い、また市内の中でも地域性があると思いますので、それも踏

まえて現状把握に努めてもらいたいと思います。 
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（エ）生活支援サービスの充実とマンパワーの確保について 

総合事業の中での今後の大きな問題は生活支援サービスの充実とマンパワーの確保だと思い

ます。ひとえにマンパワーの確保といって容易ではありません。まず、マンパワーの確保の前に

マンパワーの育成が必要となってきます。制度改正準備として、国は「生活支援サービスコーディ

ネーター」を設置する予算つけていますが、どんな内容でしょうか。また、稲沢市はマンパワー

の育成と確保についてどのような取り組みをしているのでしょうか。 

生活支援サービスの体制整備にあたっては、地域の多様な主体による多様なサービスの提供体

制を構築する必要があると言われています。国は、そのための新たな担い手の養成・発掘など地

域資源の開発やそのネットワーク化等を行う生活支援サービスコーディネーターの設置につい

て地域支援事業の一つとして活用可能とし、そのための予算を確保しました。平成 26 年度にお
いては、1580保険者のうち 5分の 1程度の実施が想定されています。 
稲沢市においても、生活支援サービスの体制整備を進めていく必要があると認識していますが、

現状では新たな担い手と期待されるような主体は把握できておらず、当面は関係者との連携を図

りながら実情把握に努めていきたいと考えています。 

（3）介護度による特養入所者の制限について 

（ア）特養入所者の現状について 

現在の特養入所者の介護度の割合はどうなっていますか。 
また、現在の入所待ちの人数とその介護度の内訳はどれくらいでしょうか？ 
 

入所者数は合計で 392人で介護度の割合は次の通りです。要介護 1と 2の割合は全体の 19.4％
です。 

要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 
6.1％ 13.3％ 24.5％ 34.7％ 21.4％ 

待機数は全体で 373人、要介護 1と 2は 141人（37.8％）、要介護 3～5は 232人（62.2％）
です。 

（イ）法改正における影響について 

この法改正で特養入所者を要介護 3以上の高齢者に限定するとされています。現場では大きな
不安が生じています。原則、新規に限ってとされていますが、現在入所者の中で介護度が 3より
も下がったらどうなるのでしょうか。また、現在市内で要介護 1と 2で待機している方は 141人
で全体の約 4割にもなります。この要介護 1・2の方が新規に申し込むことは可能でしょうか。 

現在入所してみえる方については、引き続き入所を継続することができます。要介護 1・2 の
方については、やむを得ない事情により特養以外での生活が著しく困難と認められる場合は、特

例的に入所が認められます。 

（4）稲沢市第 6期介護保険事業計画について 

ののべ指摘：2025年を見据えた事業計画 
この法改正では「地域包括ケアシステムの構築」によって、2025年を見据えた事業計画の中で今まで

より広い範囲でこのシステムの中に多くの方が担い手として関わることを求められています。 
今までのように介護、福祉、医療のプロだけでなく、他業種のボランティア団体、NPO、老人クラブ、

町内会のような地縁団体など多くの団体との関係も構築していく必要があると思います。この関係を構

築していくには福祉保健部だけでは限界があると思います。是非、この事業計画ではその団体の育成と

支援を全庁的にバックアップできるように取り組みを進めてもらいたい。 
また、市民団体の育成には、以前から提案している「市民活動支援制度」なども視野にいれて取り組

みを進めていただきたい。 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 



ののべ尚昭の「稲沢八策」：一歩前進
稲西小の改築 

平成 26 年 2 月に体育館が完成しました。現在は校舎建設 
が始まっています。 

【今後のスケジュール】 
 ①平成 26年 9月～平成 27年 5月：南校舎棟 
 ②平成 27年 7月にグラウンドグリーンサンド化完了 
 ③平成 27年 11月～平成 28年 7月：北校舎棟 
 ④平成 28年 11月～平成 29年 2月：器具倉庫・外構工事 

エアコンの設置やプールの敷地内への移設は今後の課題 
として取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 バングラデシュ医科大・病院経営、海外医療支援活動  

私たちの活動が「中日新聞」県内版（8月 16日）に掲載されました。 
廃棄処分の医療機器は世界中で多くの命を救っています。 
リサイクルと国際貢献が同時にでき、人道支援にもつながっています。 
日本が率先してできる平和外交です。 
 

＋α「ベビーカーマーク」
の設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25年 6月議会で提案していた
公共施設の駐車場への「ベビー
カーマーク」の設置が実現しまし
た。子育て世代の声が届きました。 
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中日新聞「県内版」（8月16日）より抜粋

▲全校舎完成イメージ（東より）▲南校舎（西より）▲ 体 育 館


