
市議選・出馬表明 

暑い季節がやってきました。日本中で夏日が続く毎日です。後援会の皆様

におかれましては元気にこの夏をお過ごしのことと思います。私もこの暑さ

を吹き飛ばして、稲沢市の発展に少しでも貢献できるように頑張ってまいり

ます。 
昨年、国会で地方創生 3法案が可決されました。人口減少社会にどのよう

に地方が生き残りをかけていくのか、大きな問題を投げかけられています。

今こそ現地現場を知っている地方政治・地方行政の出番だと実感しています。 
私はこの 9 月で 5 期目の任期が終了します。平成 7 年の初当選以来、20

年の政治活動で多くの後援会の皆様との出会いがあり、活動を支えていただ

きました。5期目のこの 4年間は稲沢八策を中心に名鉄の高架化と都市の顔
づくり事業、市民病院再建問題、稲西小の改築、春日井稲沢線の早期開通、

三宅川の河川改修と雨水排水対策、国民健康保険税の「資産割」廃止など多

くの課題に対して、議場で正々堂々と議論をしてきました。 
名鉄の高架化と都市の顔づくり事業などまだまだ実現まで道のりがありますが、来るべき 9月に予定され

ている稲沢市議会議員選挙に立候補し、皆さまの夢や希望に向けて突っ走っていきたいと思います。この場

をおかりして、次期市議選への出馬表明とさせていただきます。 
今後とも皆様方の変わらぬご支援とご協力を心からお願い致します。 
 
 
 

会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日

頃からののべ尚昭君の政治活動に対し、格別のご理解とご協力をたまわり厚く御

礼申し上げます。 
彼はこの 9月で 5期目の任期を終えます。稲沢の若手政治家として議会でしっ

かりと議論をし、地域では持ち前の行動力で市内を駆け回りました。また、全国

若手市議会議員の会の会長経験者として全国の若手政治家を束ねてきました。今

では彼の背中をみて政治家を志す若者も少なくありません。彼の人脈は国や県、

政党を問わず全国に広がっています。さらに海外医療支援活動をフィードワーク

に持ち、バングラデシュでは 4 つの大学、2 つの病院を経営するまでになりまし
た。この類まれな人脈で大いに地域に貢献してきました。今後、彼のような政治

家がさらに大きく羽ばたいてほしいと思っています。 
ののべ尚昭君を次期市議選に擁立し、45 歳という若い力を存分に発揮し、稲沢市の発展のためにどんど

ん活躍してほしいと願っています。そのためには後援会一丸となって彼を支えていかなければなりません。 
どうぞ、後援会の皆様方の今まで以上のご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 ののべ尚昭後援会会長 水野初彦 
 

   

市議選のお知らせ 
9 月 13 日（日）告示日 
9 月 20 日（日）投票日 

定数削減のお知らせ 

定数：30名 → 26名（4名削減） 
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運営



 ののべ尚昭経過報告・平成 2７年（1 月～６月）  
 

1月 4日  稲西小体振新春歩け歩け大会 
 9日  稲沢商工会議所賀詞交歓会 
 10日  消防出初式 
 13日  働く人の笑顔創り研究所例会（名古屋市） 
 14日  会派別予算説明会 
 22日  全国若手市議会議員の会役員会（横浜市） 
 23日  全国若手市議会議員の会研修会 

（神奈川県藤沢市） 
 27日  横地区陳情協議 

一宮市長選挙応援（細谷候補） 
 28日  スウェーデン研究講座（東京：スウェーデン大使館）  
 29日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
 30日  一宮市長選挙応援（細谷候補） 

    

2月 6日  叙勲受賞記念祝賀会 
 8日  新春ののべ尚昭君の政治活動 20周年を祝う会

（名古屋マリオットアソシアホテル） 
 11日  横地区総会、社会福祉大会 

14～17日  バングラデシュ訪問 
   （バングラデシュ東西医科大・看護大入学式 

 バングラデシュアイチホスピタル医科大学開学式 
 ダッカ大学日本研究センター記念講演） 

 19日  議会運営委員会 
東海若手市議会議員の会研修会（津市） 

 20日  総務委員協議会 
 26日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
 27日  議員総会、議員研修会 

    
3月 1日  平野区婦人会総会 

 2日  愛知啓成高校卒業式、大鏡餅出迎え 
 3日  国府宮はだか祭り 
 4日  議会運営委員会 
 5日  稲沢西中学校卒業式 

稲西小教育後援会評議員会、体振理事会 
 6日  3月定例議会 
 ～   
 26日  閉会 
 7日  稲西中後援会報告会 
 8日  桜木区懇親会 
 15日  池部区総会 
 16日  下水道事業勉強会、水道事業勉強会 
 20日  稲沢西小学校卒業式 
 22日  平野区総会、桜木区生産組合総会 
 23日  栴檀保育園卒園式、県議選応援（岡候補） 
 25日  桜木区陳情 
 26日  NPO「就活居酒屋」事業（名古屋市） 
 27日  総務委員会視察（静岡県地震防災センター） 
 28日  五郷区長会 
 31日  豊田市議選激励（岡田候補） 

働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 
    

4月 1日  議会運営委員会 
 3日  愛知文教女子短大入学式 

新・旧稲沢町区長会 
 4日  愛知啓成高校入学式、へいわさくらまつり 

稲沢市グラウンドゴルフ協会総会 
 5日  豊田市議選激励（岡田候補） 

名古屋市議選応援（藤沢候補） 
 6日  陳情協議（桜木区） 
 8日  臨時議会、稲沢市美術協会懇談 

名古屋市議選応援（藤沢候補） 

 9日  石川県議選応援（大口候補） 
 16日  岩倉市議選応援（須藤候補事務所開き） 
 18日  いなざわ植木まつり開場式 

19～26日  地方統一選挙応援 
 21日  国民健康保険運営協議会 
 24日  稲沢地区区長会 
 26日  稲沢市グラウンドゴルフ春季大会 

たんぽぽまつり 
27～29日  中国若手市議会議員の会研修会 

（島根県海士町、隠岐の島町） 
5月    

2・6日  松坂屋北海道大物産展生雲丹会 
 4日  白川公園散策会 
 7日  熱田神宮参拝会 
 8日  NNB総研首長懇談会 

（北海道室蘭市・青山市長インタビュー） 
 9日  稲沢地区まちづくり推進協議会総会 

稲西中後援会総会 
 13日  栴檀保育園農業体験（稲沢高校） 

議会報告会リハーサル 
 14日  消防団第一分団激励 
 16日  稲沢市・愛知県植樹祭 
 18日  稲沢市文化の丘公園（防災公園）視察 
 19日  全国若手市議会議員の会役員会・研修会 

（稲沢市） 
 20日  全国若手市議会議員の会研修会（岐阜市） 
 21日  NPO［就活居酒屋］事業（名古屋市） 

稲西小教育後援会評議員会、体振理事会 
 22日  会派視察（半田市）、稲沢市観光協会総会 
 23日  議会報告会 
 24日  稲沢市消防操法大会、春陽展鑑賞会 
 25日  議会運営委員会 
 26日  総務委員協議会 
 27日  NNB総研首長懇談会 

（岡山県西粟倉村・青木村長インタビュー） 
 29日  議員総会、㈱明治愛知工場見学 
 30日  池部区陳情協議 

31～3日  バングラデシュ、ネパール訪問 
   （ネパール人被災者留学生慰問会 

 ネパール（カトマンズ）被災地支援活動） 
    

6月 6日  小寺区陳情協議、稲西小体振懇親会 
 8日  6月定例議会 
 ～   
 26日  閉会 
 10日  2014年ノーベル物理学賞受賞記念講演 

（名古屋市） 
 12日  稲沢町区長会懇親会 
 13日  稲西小校区子ども会ソフトドッチボール大会  
 16日  下水道事業勉強会 
 17日  池部区陳情 
 18日  小寺区陳情 
 21日  平井誠一画伯鑑賞会 
 24日  首長懇談会（尾張旭市・水野市長） 
 25日  NPO［就活居酒屋］事業（名古屋市） 
 26日  稲沢地区区長会懇親会 
 28日  桜木区虫まつり、中部修大会総会 

JBCS総会（ホセイン学長来日） 
 29日  東海若手市議会議員の会役員会（名古屋市） 
 30日  バングラデシュ東西医科大学正副学長会議

（京都市） 



　2月に名古屋マリオットアソシアホテルで「政治活動 20 周年を祝う会」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、会の冒頭で代表発起人でもある参議院元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。

　母校の広島修道大学で非常勤講師を務めています。担当は「地方自治論」です。地方創生のトップリーダーと対談しながら、
講義や政治活動に活かしています。首長方に地方創生について語っていただきました。

　私が副学長と副院長を務めている学園も大きくなりました。バングラデシュ東西医科大学、歯科大学、看護大学に続いて、
2月にもう 1校AICHI 医科大学を開校することができました。また、ダッカ大で記念講演を行い、経済学の第一人者バルカッ
ト教授とのセッションも実現できました。

　私たちの学園も多くのネパール人留学生が在籍しています。約 4割（32 人）の学生が被害にあいました。日本からも多く
の義援金が集まり、学生の学業支援とカトマンズ各地での慰問会を開催しました。日本のドナーに感謝状が届けられました。

政治活動20周年を祝う会

廣田副会長・乾杯 山東昭子参議院議員 檀上挨拶 沖縄の歌姫・仲田正江さん

若手市議応援団 全体風景 スタッフ記念撮影 正村顧問・万歳三唱

首長対談

北海道室蘭市　青山剛市長 島根県隠岐郡海士町　山内道雄町長 岡山県西粟倉村　青木秀樹村長 愛知県尾張旭市　水野義則市長

バングラデシュ医科大・病院経営・海外医療支援活動

AICHI 医科大・病院

AICHI 医科大開校式 看護大入学式 ダッカ大記念講演

ネパール大震災支援活動

被災者支援・慰問事業 大震災現場 義援金贈呈 震災支援・感謝状



 

3月定例議会 
【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数  
 

 

（1）医師確保と医師不足のイメージについて 

ののべ指摘：医師不足の風評被害とイメージ 

市民病院に対する一般質問の答弁において、行政側はよく「常勤医師の不足」と答えています。小児

科、糖尿病・内分泌内科でそれぞれ 1人減りましたが、外科、脳神経外科、眼科で計 3人増え、平成 27
年度中には結果的に 1人増となるため、常勤医師数は 37人になる予定です。 

私は現在の病院の規模としては、呼吸器内科、神経内科、小児科、整形外科、麻酔科の医師が不足して

いると思います。最終的に今後、どの診療科に何人の医師を確保しなければならないか、病院としての考

えがあると思います。このことを市民に明確に示した方がいいのではと思います。 
病院サイドからもよく医師不足との発言がありますが、例えば脳神経外科については４人になる予定

です。全体的に医師が充足されているとは思いませんが、十分機能している診療科も多くなってきてい

ます。医師不足は、特定の診療科にスポットを当てて訴えるべきではないでしょうか。単に病院が「医師

不足、医師不足」と言うことで、病院すべての診療科で満足な医療サービスを提供できていないというイ

メージを発信してしまっています。私は行政から「医師不足、医師不足」と言うよりは、充足していると

ころを PRしていくべきだと考えます。 

（2）経営状況と将来展望について 

稲沢市民病院は週刊ダイヤモンド 2014 年度版「頼れる病院ランキング」では、県内 53 病院
中、同点最下位の 52位（自治体病院の中での比較は 21病院中 20位）でした。この指標による
と新病院では何位になるのでしょうか。 

平成 27年１月の職員数ならびに昨年 11月から 1月までの 3カ月間の職員数・患者数・収入お
よび支出から本指標を試算すると、得点合計が 61 点となり、45 位（自治体病院 21 病院中では
14位）になります。 

今の規模の二次病院としての状況を考えると、診療科目数、医師数などはこの点数がある程度

上限になると思います。しかしながら病床稼働率、人件費比率、経常収支比率などはまだまだ改

善の余地があると思います。市民病院は平成 31 年度に黒字化を目指していますが、この時点で
の病床稼働率と一般会計からの繰入、人件費比率、経常収支比率はどれくらいを想定しているの

でしょうか。 

収支計画上、平成 31年度の病床稼働率は 81.9％を想定しています。また一般会計からの繰入
金は総額で約 15 億 3,500 万円を見込んでおり、このうち新病院の整備に伴う企業債の元利償還
金にかかるものが 7億 2,000万円ほどで、通常の病院事業に対する繰入金は約 8億 1,500万円で
す。 
また、人件費比率は 55.4％（53.0％）、経常収支比率は 88.0％（101.1％）を想定しています。
（括弧内は一般会計からの繰入金を含めた割合） 
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市民病院の今後について 



ののべ指摘：市民病院の黒字化と将来目標 

平成 31年の指標を参考にして、先ほどのランキングに当てはめると 53病院中で 38位になります。そ

れを自治体病院で比較すると 21 病院中 11 位になります。この順位はなかなか良い位置だと思います。

自治体病院でのライバルは二次病院との比較なので、その中ではトップクラスを目指してほしい。是非、

黒字化の目標を達成できるように頑張ってもらいたい。 

（3）回復期リハビリ病床の確保について 

現在開院直後ということもあり、4階病棟を利用していません。実際には 320床の病院ではな
く、現在は 228床の病院ということになります。 
来年度の当初予算での目標は、1日平均病床利用数を 200人としています。これは現在未利用

の 4階病棟を活用してのことでしょうか。私は早期に 4階病棟をフル活用するべきだと思います
が、今後の 4階病棟の利用計画とあわせて伺います。 

本年 1 月の 1 日平均入院患者数は 182 人ですが、実数として 200 人を超えた日が数日ありま
した。平成 27年度の当初予算で 1日平均入院患者数を 200人としておりますが、患者動向を見
つつ、平成 27年度に 4階病棟の一部を開いていきたいと考えております。 

病院建設時の「市民アンケート」によると、市民の一番のニーズは「救急医療の充実」であり

ました。その次にニーズが高かったのは「回復期リハビリ病床の確保」「長期療養型の病床や療養

型施設の充実」でした。救急医療の充実に関しては山口先生が管理者になられてかなり改善され、

市民も喜んでいます。しかし、二番目にニーズが高い問題はいまだ市民から求められている重要

な課題として残っています。 
入院されている患者さんが、市民病院退院後の行き先に困っています。ご家族の方は入院と同

時に退院後のことも考えなくてはいけない大きな問題です。そうした市民の悩みがあることをど

う認識し、病院として状況をどのように把握しているのでしょうか。 

当院では、入院された患者さんに対し退院支援を行っており、この中で退院後のさまざまな意

向の把握、退院後希望施設への入所のお手伝いなどを行っております。なお、退院支援は入院 48
時間以内に第 1段階として「介護保険の適用状況」「かかりつけ医の有無」「入院前の住まい」「家
族形態」「認知症の有無」「希望する退院先」などのスクリーニングを行い、退院に向けお手伝い

が必要な患者さんの把握をします。 
第 2 段階では、入院して 7 日以内に「患者・家族の退院に向けての意向」「退院上の問題点課
題」「生活・介護上の課題」「予想される退院先」「退院後に利用が予想される社会福祉サービス」

などの退院支援計画書を作成します。 
第 3段階では、退院に向けて、社会福祉サービスや退院先となる他の医療機関、介護施設、訪
問看護ステーションなどの関係者との調整のお手伝いをしています。 

 
今年度、退院支援に介入した患者数は何人ですか。また、これまで退院支援に介入した患者の

退院先の内訳はどうなっていますか。 
 

平成 26年４月１日から平成 27年２月 28日までに退院支援に介入した患者数は、現在介入中
の方も含め 538人です。退院後の内訳は次の通りです。 

 
（入院前）  （退院後）  （入院前）  （退院後） 
自宅 →  自宅：166人 

 施設：50人 
 他病院：114人 

 施設 →  入院前の施設：131人 
 入院前と別の施設：20人 
 他病院：31人 
 自宅：1人 
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ののべ尚昭が考える「回復期リハビリ病棟（回復期）」の設置 

稲沢市民病院は「急性期の病院」として成り立っています。民間病院の病床稼働率は 92％程度を目標
としています。新稲沢市民病院は 320 床という規模の病院として開院しましたが、黒字化時の長期目標
として掲げている 82％を達成したとしても 90％までは難しいと考えます。現実的な最大限の目標は 85％

程度と思っています。 

そこで残りの 15％程度分の 46床を回復期リハビリ病棟・地域包括ケア病棟（回復期)として活用して

もいいのではないかと私は考えています。その時に考えられるデメリットとしては、（急性期病院として

の）規模が小さくなった病院には医師にとって魅力がなくなり、新たな医師の確保が困難になる、政策空

室なども設けておかなければならない、病室の面積や廊下の幅など施設基準の不一致など（長期療養型

病床の場合）が生じてしまうなどが考えられますが、現在の施設をフルに利用しない手はないと思いま

す。 
私は実際には空き病床は出てくるという前提で今回質問をしています。病院に求められる役割として、

急性期から回復期、在宅医療までをスムーズにつないでいかなければいけません。しかしながら先ほど

のデータが示すように、他病院に行かなければならない患者さんも多くいます。今後は回復期リハビリ

病棟や地域包括ケア病棟の設置など議論の余地はあると思います。私は具合的には今閉鎖している 4 階

病棟（92床）の半分だけを 10対 1の看護体制になっても、「回復期」病棟などに活用してもいいのでは

ないかという議論をしてほしいと提案しています。 

 
次の 5項目について質問や提案をしました。 

1. 観光パンフレットの作成状況について 
2. 情報の一元化と共有化、データ化について 
3. HPによる情報発信について 
4. 景観 50選の活用について 
5. 観光協会との連携について 

議会終了後に市役所 1 階の情報コーナーへの観光情報の設置と稲沢市のホームページの改善がされま
した。提案が実った一歩前進です。 

ののべ尚昭の提案（1）：観光情報の一元化と共有化、データ化 

稲沢市は決して風光明媚な土地ではありませんが、お祭りや文化財は豊富でイベントもたくさんあり

ます。それらのイベントをチラシやポスターで宣伝することは多いですが、通年発行している観光ガイ

ドも効果があります。 
現在、稲沢市商工観光課、稲沢市観光協会、稲沢商工会議所、祖父江商工会、平和商工会でたくさんの

種類の観光パンフレットを発行しています。しかしながら、各団体で同じようなパンフレットを作成し

ているのも事実です。 
私はそれらのパンフレットを一元化したり、お互いの情報を共有化したりする必要があると考えてい

ます。観光情報のデータ化、QRコードを活用した情報発信、キャンペーンなどでの CD-ROM配布など

も効果のある方法の一つだと提案しました。 

観光情報の活用について 

稲沢景観地 50選



ののべ尚昭の提案（2）：市役所での情報発信、HPによる情報発信 

稲沢市は情報発信が苦手と言われています。 
私は観光情報の発信場として、市役所 1 階の情報コーナーを活用したらどうかと考えています。そこ

で、この場所に各種パンフレットを設置して観光情報の PRをしたらどうかと提案しました。 
また、稲沢市のホームページから「観光情報」に入るにはわかりにくいという声が多く寄せられます。

現在、トップページから観光情報を入手しにくいレイアウトになっています。私はトップページに「観

光」に関するバナーを作り、そこから窓口を一本化したらどうかと提案しました。 

 

一 歩 前 進 

市役所 1階情報コーナーに「観光情報の設置」 

ホームページのトップページの改善 

 

ののべ尚昭の提案（3）：「景観 50選」の活用 

平成 20年に「景観 50選」を策定したことは良いことだと思います。しかし、残念なことにこの知名
度が低く、選定後ほとんど活かされてないように思います。 
先進事例として静岡県沼津市の例を調査しました。沼津市では「沼津の宝 100選」を選定し、シティー

プロモーションにつなげています。平成 27年度に「ぬまづプロデュース課」を新設して、まちづくりに
活かす予定です。 
稲沢市も「景観 50選」を活かすために、「稲沢市 PR用名刺」のようにフリー化したり、まちづくりや

市民活動にも活かせるように絵葉書化やダウンロードしやすいようにしたり工夫したらどうか提案しま

した。 

 

ののべ尚昭の提案（4）：観光協会との連携・協会の移転について 

商工観光課と観光協会とは密接な連携が必要だと思います。稲沢市が観光協会に求める役割は何か、

現在は「情報発信だけ」で精いっぱいです。市が観光協会に求める役割を果たしていくためには今のまま

では限界があり、協会が自立するためにはある程度予算をかける必要があります。 
私は両者の役割分担をまず明確にすることから行うべきだと考えています。また、私は今の観光協会

の「設置場所」に問題があると考えています。基本的な問題は「観光協会事務所」と「観光案内所」を同

一敷地内に設置するかどうかです。今のままでは市役所内に設置していた方がいいのではないでしょう

か。観光協会は平成 27年度の総会で設立 10周年を迎えます。私はこの節目を目指し、協会の設置場所、
人員体制、観光案内所の設置など早急に検討し、解決すべきと提案しました。 

  



 

（1）東海北陸自動車道のインターに「稲沢」の名称を！ 

ようやく東海北陸自動車道に稲沢市側から乗り降りできるハーフインターチェンジが、一宮市の北高

井・南高井の周辺にできます。完成は平成 29年度の予定です。 

 

ののべ提案：「（仮称）西尾張インター」の名称変更 
「西尾張稲沢インター」or「稲沢北インター」に！ 

仮称「西尾張」インターチェンジの名称変更について、2年前にも同じ質問をしています。その後、稲
沢市として何か働きかけはしているのでしょうか。インターチェンジの名称が、「（仮称）西尾張インター

チェンジ」となっています。この名称を「西尾張稲沢インター」とか「稲沢北インター」とインターの名

称の中に「稲沢」を入れるように働きかけをするべきだと思います。 
一宮インターは 13%が稲沢市。以前（平成 11年）、名称変更の質問をした経緯もあります。本来、「一

宮インター」は「一宮稲沢インター」でもよいくらいです。国土交通省では、「名称は仮称であり、正式

な名称は地元や利用者のご意見等も踏まえて決定される」としています。 
利用者のことを考えると「西尾張インター」では分かりにくい。また、このインターを利用する方は稲

沢市北部から入り、稲沢市内に出るために利用します。一宮市内に設置されるとしても、協議をすれば、

インターの名称に「稲沢」を入れることができる可能性はあるのではないでしょうか。 
名神高速道路の羽島市内にあるインターは「岐阜羽島」となっています。高校で言えば、旧平和高校は

旧稲沢市内。鉄道で言えば、都内の山手線で品川駅は港区、目黒駅は品川区、そして清洲駅も稲沢市内に

位置します。このように同じような状況の例はいくらでもあります。 
市長は所信表明の中にも、「安全で物流が活発なまち」稲沢の実現を目指すとしています。物流という

観点からもインターの名称に「稲沢」が入ることは非常に重要なことです。産業界や利用者にも協力を呼

びかけて、署名運動でもするべきです。一宮市にも訴えかけながら是非、「稲沢」の名前をつける運動を

してもらいたい。これは政治的なイニシアチブが必要な取り組みなので是非、市長がリーダーシップを

発揮して取り組んでもらいたい。 
また、東海北陸自動車道が名神高速道まで来ています。そこから南進する予定の計画路線「一宮西港道

路」について、当時は岐阜県からセントレアに行く路線として強く要望のあった路線でした。当初は路線

南部（津島以南）からはあまり積極的でないように聞こえてきました。しかし、昨今では災害時のバイパ

ス路線としてこの路線の必要性が沿線自治体から求められるようになってきています。稲沢市も率先し

てこの道路の重要性を国や愛知県に訴えて実質的な活動を続けなければいけないと思います。 

  

「地の利」政策について 



（2）JR稲沢駅に「快速」停車を！ 

現在の状況 

「普通列車」が上下とも 1時間に 4本停車するだけである。 
「快速列車」は通勤・通学時間帯に 1～2本しか停車しない。 

乗降客数の推移 

15年間で 2,418人増加（約 3割増加） 

※ 平成 11年度 6,241人、12年度 6,271人 → 25年度 8,659人 

 
2000年（平成 12年）2月に駅舎が完成し、東西自由通路もできました。駅舎は約 9.8億円、

東西自由通路は約 25.5億円で総額 35.3億円でした。当時は国からの補助も少なく、財政的に厳
しい中で多くの市費を投じた事業でした。実際、稲沢市の駅舎の負担はどれくらいだったか。 

稲沢市が負担した橋上駅化に伴う費用は約 9億 3,000万円でした。 
 

 
駅舎が改築されて間もなく、毎時 1本の快速がとまらなくなりました。当時私たちは改築時に

は開発も始まり乗降者数も増えるので、一宮駅と同じく快速が常時停車する駅になるものだと

思っていました。 
巨額の市費を投入しながらあまりにもひどい仕打ちではないのか。なぜ、改築したと同時に快

速が止まらなくなったのか、その理由は何か。また、その時に稲沢市として何か働きかけはしな

かったのか。 

JR東海との協議段階では、快速停車駅としての位置付けをされていたと聞き及んでおります。
しかし、その後、駅舎、東西自由通路整備の具体的な検討段階において全ての快速列車を停車す

ることができなくなったとの見解を示されたため、当時、強く働きかけをしたと聞いております。

しかし、どのような理由で快速が停車できなくなったかは定かではなく、現段階において、その

理由を図り知ることはできません。 
 

ののべ尚昭が考える「稲沢駅の快速停車」問題 

現在の稲沢駅の利用者数は約 8,700 人で駅舎改築前から利用者は約 3 割も増加しています。また、同
じ東海道本線の共和駅は稲沢駅と同程度の利用者数ですが快速は毎時 2 本以上停車する駅となっていま
す。 
「快速停車」は単なるダイヤ改正の問題ではない、稲沢にとって大きな問題です。人口増加を真剣に考

えれば、都市のブランド力、イメージに影響します。マンションや戸建て住宅を販売している不動産会社

や専門家も「快速」停車は都市の価値や評価を高める必須項目であるとしています。 
私はそういう意味においても定期的な「快速」停車を実現させたいと考えています。稲沢駅は駅前開発

が落ち着き、今後利用者が増加すると予測されます。鉄道会社と年に数回ほど定期的に意見交換などの

場を設けて、是非、稲沢市として鉄道事業者に強く働きかけをするべきだと考えます。 

 

Q 

A 
Q 

A 



 

６月定例議会 
【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数  
 

 

（1）市事業区間（大塚〜西尾張中央道）の 4車線化と信号機設置について 

過去の経緯を整理したい。 
① 事業完成時に暫定 2車線にしている道路を 4車線化にすること 

② 池部区・横地区に最低 1箇所ずつ信号機の設置をすること 

この 2 つのことは用地買収時からの地権者と地元との約束です。地元住民や地権者の理解は間
違っているのか。 

 
地元への事業説明時に、暫定 2 車線で整備することで了解をいただき整備を進めてきました。

4車線化については交通量の推移をみて整備をします。 
また、信号機の設置につきましては、事業説明の折、池部区間と横地区間にそれぞれ 1箇所ず

つ設置すると地元にも話しをさせていただいた経緯があることで間違いありません。 
 

ののべ指摘 1：「4車線化」の問題《行政と地元の大きなズレ》 
全く認識がずれています。暫定 2車線で整備という「暫定」は、西尾張中央道まで、いわゆる市事業区

間（大塚〜横地）が完成するまでということです。3月にようやく、船橋新道も完成して市事業区間は開
通しました。 
地元はこの認識のもと長年、「4車線化」を待っていました。この認識のずれが生じているのであれば、

我々地元の理解力がなかったということでしょうか。まさか、国道 22号線まで開通しないと 4車線化し
ないという意味で行政が説明していたとするのであれば説明責任が問われるような話です。当時からす

ると国道 22号まで開通するのは 35年以上も先になる。そんな途方もない話を用地買収の時に地域が受
け入れるわけがありません。この認識のずれをハッキリさせる必要があります。 

 

ののべ提案：「4車線化」の早期実現  
過去の経緯はどうであれ、なぜ、4 車線化にしてくれないのか。そのような道路設計になっているの

に、何が問題なのでしょうか。4車線化にする権限は市にあります。県ではなく、稲沢市が難色を示して
いるということです。 
地域の皆さんは 4 車線化を望んでいます。各地区、五郷区からも陳情（要望）が継続して出されてい

ます。4車線化は用地買収した資産を有効に活用する、沿道サービスが喚起されるなど多くのメリットが
あります。早急に対応してもらいたい。 
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１８名 

春日井稲沢線の整備について 



信号機は最低でも池部区間に 1箇所、横地区間に 1箇所設置すると約束されている。この認識
は行政も同じです。 
その時期は「道路が開通した時点で設置する」と住民は認識していましたが、いまだに設置さ

れていません。なぜ、愛知県が反対するのか。その理由を明確に教えてほしい。 
 
これまで稲沢署とも再三調整を重ねてきました。また、昨年度、県警交通規制課に出向き、過

去の経緯も含め信号機設置を懇願してまいりました。整備中であるこの段階においては、「設置

する」との返答を得るまでには至りませんでしたが、今後の交通量によっては検討することもや

ぶさかではないとの返答を得たところです。今後、交通量調査を適宜実施し、設置協議をしてい

きます。 

ののべ指摘 2：信号機の設置 

「交通量によって信号機の設置をする」→《こんな理不尽な理由はない！》 

池部区、横地区内にそれぞれ 1 箇所設置する。用地買収当初から信号機の設置は地域が南北に分断す
るので、横断するためには必要不可欠という結論になっています。公安委員会（県）と市とどのようなや

り取りをしてきて、どうしてこのような状況になったのか全く理解できません。これは行政同士の問題

です。行政側の理由はどうであれ、約束は守ってもらいたい。 
地元としてはあくまでも「当初から計画があった話」で、交通量などで検討するような要望事項ではな

い。このことをまずハッキリさせて上で、市長はこの問題を解決する気概はあるのか。また、そうであれ

ば公安委員会に懇願するのではなく、自治体のトップとして市の主張をハッキリ述べて解決してほしい

と主張します。 

（2）県事業区間（大塚東～旧国道 22号）の整備方法について 

ののべ尚昭が考える春日井稲沢線（県事業区間）の整備 
今の状況だと何年かかるのか。事実上、事業の凍結ではないのか。 

現在、祖父江稲沢線（南大通り）を最優先に整備しています。その後、整備していかなければならない

路線は春日井稲沢線と稲沢西春線であることは間違いありません。この 2 つの道路を県事業で整備する
のは不可能です。現状から考えて、どちらか１つに絞らなければなりません． 
春日井稲沢線は過去の遺恨があり、残った県事業区間は県で採択されにくい事業だと思います。恐ら

く市長も歴代の部長もそのように思っているのではないでしょうか。私は県事業区間を大塚以西（大塚

〜五郷区間）の整備のように市事業で行ったらどうかと提案します。また、市事業としてでも早急に取り

組んでいかなければならない道路だと思っています。過去の遺恨を踏まえると春日井稲沢線を「県事業」

で行うよりも稲沢西春線を「県事業」で、春日井稲沢線は「市事業」で行うしかないと考えます。 

本来であれば、JR 稲沢駅東開発→夢逢橋の完成→平成 25 年に鉄道高架事業の是非を決定→春日井稲

沢線の整備が始まっていたはずです。（現在は合併したので祖父江稲沢線の整備に力を傾倒） 

鉄道高架事業の是非を人質にとって、春日井稲沢線の整備に大きな影響が出ていると思います。元々、

2つの都市計画道路（春日井稲沢線、稲沢西春線）を高架にするのか、鉄道を高架にするのか、どちらで
も費用は同じではないかという議論もありました。 
私は早急に稲沢市の最重要路線である春日井稲沢線の整備計画、整備方法を議論するよう強く主張し

ます。 
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（1）全国の状況について 

全国のエアコン設置状況は。また、東海三県、県内の状況は。 
 
 
全国 29.9％、愛知県 16.4％、岐阜県 21.5％、三重 21.4％で、愛知県は遅れており、全国の約

半分です。 
 
近隣の名古屋市や岐阜市は全小中学校のエアコン設置事業が終了しようとしていますが、県内

で検討中の自治体など、どのような状況ですか。 
 
名古屋市では平成 25～27年度で設置予定、小牧市、春日井市は平成 27～28年度で設置予定、
津島市、北名古屋市、みよし市などでは検討中です。 

 

（2）現在の環境について 

市内では平和中のみエアコンが設置されている。合併前に完成した校舎ですが、どういう経緯

でエアコンが設置されるようになったのか。 
 
平和中学校のエアコンは合併前の平成 16 年 10 月に校舎棟が改築されたことを機に全教室に

設置されました。関係者の話では、将来的なことも考え、子どもの学習意欲向上のために、エア

コンを設置したと伺っています。 

エアコン設置の問題に関しては児童だけにスポットが当てられがちですが、教員も大半の時間

を普通教室で過ごします。教員の職場環境に関してはあまり議論されることはありません。私は

教員の職場環境について議論する余地はあると思います。そこでお尋ねします。教育長はこの教

員の職場環境をどう考えているか。（→教育長に質問） 

小中学校の普通教室におきましては、平成 23 年度までに扇風機を設置し、それ以前よりは多
少なりとも教室の環境は改善されているものと考えています。 

 

（3）エアコン設置について 

稲沢市では今年度中に全小中学校にトイレの洋式化が完了します。なぜ、洋式化を行うことに

したのか。 
 
家庭に洋式トイレが普及したことから、和式では不便を感じる児童生徒が増えたためです。 

 
 
エアコン設置に関しては学校側からも要望がでています。行政側はどのようにとらえているの

か。 
 
学校改修につきましては、文部科学省から耐震化を最優先するという指導があり、本市もその

ように対処してきたところです。エアコンの設置につきましては、財政的な事情もあり、最優先

事項とは考えていないということです。 
 

Q 
A 
Q 
A 

Q 
A 

Q 

A 

Q 
A 

Q 
A 

小中学校のエアコン設置について 



耐震化はすでに完了しています。財政的な事情というのであれば、エアコン設置に伴う試算は

したことがあるのか。しているのであればどれくらいか。 
 
約 10億円です。31校、400教室で、1教室あたり 230万円になります。 

 

教育長はこの学校からの強い要望を行政側に求めているのか。（→教育長に質問） 
 
 
議会で質問があるたびに、理事者側と協議させていただいています。 

 

全国では新設の学校ではエアコン設置をする自治体が多い。稲沢市では稲西小が改築中、下津

小が増築されている。本内ならばエアコン設置に踏み切ってもよいと思いますが、現状では扇風

機で対応するとしている（平和中は改築時にすでにエアコン設置完了）。稲西小の改築時にはす

ぐにエアコンを設置できる構造にするとしていたが、どうなっていますか。 

将来的に普通教室にエアコンを設置することが可能なように設備を整えています。 
 
 

ののべ尚昭が考える「小中学校のエアコン設置」について 
この問題に関しては児童だけにスポットが当てられがちですが、教員も大半の時間を普通教室で過ご

します。教員の職場環境に関してはあまり議論されることはありませんが、この観点からもエアコン設

置は必要なものだと思っています。 
トイレの洋式化を行った費用は約 5億 8千万円。エアコン設置もトイレの洋式化と同様にお金がかかっ

ても学校施設のスタンダードともいえる設備です。市長や行政側とは世代間のギャップがありますが、

この要望は現代の市民ニーズと受け止めて、是非、エアコン設置を実施してもらいたい。 

 

 

ののべ尚昭の提案：無料アプリを活用した行政サービス 
稲沢市は他市と比較して道路パトロールや施設点検をこまめにしていると思います。そんな状況でも

道路の陥没、カーブミラーの破損、ごみの不法投棄など、土木、環境関係の指摘が多いのも事実です。電

話では場所と状況が分かりにくく、担当が実際に場所を特定するため現地を確かめに行かなければなら

ないことも多々あります。また、市民の側もうまく伝えられないこともあります。 
一方、女性や若い世代の方は知らない区長さんに伝えたり、市役所に電話で話したりするよりもスマ

ホなどで情報提供することを望む人も多くなっています。もし、そういった情報が的確に判断できれば

仕事の効率はあがり、区長さんの仕事も軽減できるのではないかと思います。 
半田市では、簡単に指摘箇所を写真で情報提供できる無料アプリ「Fix My Street Japan」を活用した

「マイレポはんだ」という制度を平成 26年 10月から開始しました。費用もほとんどかからず、効果が

でています。是非、稲沢市でも無料アプリ Fix My Street Japanを活用して、行政サービスの推進につ
なげてほしい。 
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無料アプリ Fix My Street Japanを活用した行政サービスについて  



「ののべ尚昭・稲沢八策」の実績→提言実現

議会一般質問、委員会、国民健康保健運営協議会でこの
問題を起案し、提案してきました。
平成 26年度にようやく実現しました。これで税の二重

取りと思われる事案が解消されました。

4．国民健康保険税の「資産割」廃止

他の議員も含めて、長年提言してきた問題が平成 27年
度から実現しました。

＋α3　子ども医療費の無料化拡大
（通院、中学校卒業まで）

当初、県からの売却申し入れを稲沢市は断りました。私
は平成 26年の議会一般質問でこの問題を取り上げ、購入
するよう再検討の提言をしてきました。その後、稲沢市も
理解を示し、購入する意思を明確にしました。用途は未定
ですが、私は「稲葉宿歴史公園」設置で美濃路を活かした
まちづくりを提案しています。

＋α4　旧農業普及所跡地購入
（稲葉宿歴史公園設置へ）

妊婦さんに引き続き、平成 25年度に
ベビーカー対応も実現しました。子育て
世代の声が届きました。

平成24年度に建設委員会で「市でできる雨水排水対策」
を提言してきました。そ
の後、約 1400 万円の調査
費用が計上され、「雨水整
備計画」が策定！
平成 26 年度から短期・

中期・長期計画に分け、
現在短期計画が開始。

2．三宅川の河川改修と雨水排水対策
平成26年度に体育館、平成27年 7月に南校舎が完成！
稲沢市では珍しい「学校改築協議会」を立ち上げました。

また、本会議、委員会で取り組み、校舎レイアウトの変更、
グランドのグリーンサンド化、多目的ルームの設置、階段
下・デッドスペースの有効活用、手洗い場、昇降口の拡大
など多くの提言が実現しました。今後、2年間かけて北校舎、
体育館器具倉庫を建設します。

1．稲西小の改築

平成 26年度にようやく市事業区間（大塚～西尾張中央
道：1.6㎞）が開通！
同時に提言してきた船橋新道（西尾張中央道～県道津島

稲沢線：0.4㎞）も開通しました。今後は県事業区間（大
塚東～旧国道 22 号）の早期着工を求めていきます。

3．春日井稲沢線（市事業区間）
＋船橋新道の開通

春日井稲沢線の開通に伴い、市役所周辺整備も提言して
います。「木全池部線」「船橋バイパス」の早期建設を求め
ていきます。

＋α1　木全池部線の整備

＋α2　公共施設に
「妊婦・ベビーカーの 
 専用駐車スペース」確保

後援会討議資料

雨水整備計画区間

凡　例
区域界
河川



ののべ尚昭　4年間のあゆみ
議　会議　会

市民相談、各推薦行政区の陳情、各種団体（稲沢地区まち
づくり推進協議会、稲西小体育
振興会、稲西小・稲西中教育後
援会など）の顧問としてまちづくり
に東奔西走しました。また、障がい
者施設の慰問活動も20年目を迎
えました。

全国若手市議会議員の会会長（第13代）として全国の若手
政治家を束ね、また現在は顧問として活動中。全国の先進事
例を研究しあい、このネットワークを活かして市政改革・提言
につなげてきました。

地　域 若手市議の会

議員活動20周年を祝って「20周年
記念パーティー」を開催して頂きまし
た。当日、参議院元副議長の山東昭
子議員、若手市議の会の大先輩大
島九州男参
議院議員に
も激励に駆
けつけて頂き
ました。

20周年パーティー

中大通り線の暫定拡幅（桜木区）

初当選以来20年間、バングラデシュの医療支援活動を続け
ています。今では現地に2病院、２医科大、歯科大、看護大の
4大学を設置し、副学長・副院長を務めています。休日のボラ
ンティアクリ
ニックも年
間1万5千人
を数えてい
ます。

海外医療支援活動

大学棟（左）病院棟（右） ネパール大震災慰問

尾張新都クラブ会長として定例議会の一般質問に8回登壇しました。傍聴者数も214名にのぼりました。
尾張新都クラブは議員定数削減や議会改革に積極的に取り組んできました。
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市議5期目 傍聴者数 主な質問項目

23年12月 15名 稲西小の早期改築 国民健康保険税の
「資産割」の廃止 春日井稲沢線の整備 三宅川の河川改修

24年 3月 51名 稲西地区のまちづくり
（稲沢・西町・桜木・小沢・五郷）

東海北陸自動車道の
南進 市民活動の支援

  　 6月 19名
「公共建築物木材利用
推進法」に基づく「木材
利用方針」の策定

通学路の安全整備 稲西小の改築

  　 9月
  　12月
25年 3月

  　 6月 48名 稲西小の改築 春日井稲沢線の整備 名鉄の高架化と
「都市の顔づくり事業」

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

  　 9月
  　12月

26年 3月 18名 三宅川の河川改修と
雨水排水対策

市役所周辺の交通網整備
（木全池部線・船橋バイパスなど） 春日井稲沢線の整備

  　 6月

  　 9月 12名 名鉄の高架化と
「都市の顔づくり事業」

稲葉宿歴史公園の設置
（旧農業普及所の跡地利用） 介護保険制度の法改正

  　12月

27年 3月 33名 市民病院の将来展望
（経営問題・回復期ケア病棟の設置）

「地の利」政策①
東海北陸自動車道のイン
ターに「稲沢」の名称を！

「地の利」政策②
JR稲沢駅に

「快速」停車を！
観光情報の活用について

  　 6月 18名 春日井稲沢線の整備 小中学校の
エアコン設置

無料アプリを活用した
行政サービス

合計 214名



稲沢・八策で6期目にチャレンジ！！

鉄道で東西が分断されてるし、14万都市の中心地がないね。市民の声

名鉄の鉄道高架化・新駅設置で
市民会館周辺に都市の顔づくり1

トイレの洋式化と同じで、エアコン設置は時代のニーズだよね。市民の声

小中学校のエアコン設置3

稲葉に集う公共用地がない、稲葉宿歴史公園にしたらどうだろう。市民の声

稲葉宿歴史公園の設置
旧農業普及所跡地の購入→活用

5

土地を活かして、新工業団地で産業と雇用の拡大を図れないかな。市民の声

新たな工業団地の整備
（旧稲沢市内）

7

稲沢地区は冠水だらけ、雨水排水対策のスピードを進めてほしい。市民の声

三宅川の河川改修と雨水排水対策
雨水整備計画のスピード化で浸水対策

6

祖父江・平和地区を観光、農業の拠点で元気にしたらどうだろう。市民の声

祖父江緑地・砂丘の整備
「平和・道の駅、桜の駅」設置8

健康づくり（保健・医療・福祉の一体化）
「認知症」予防・予防介護の支援拡大
予防医療・予防福祉の充実→検診事業の充実
「保健センター」の機能強化と子育て支援の連携

人づくり
「郷学」の推進、稲沢文化の継承
市民活動支援の強化→「市民活動センター」へ再構築
市民の安全確保（稲沢あかり計画・街灯設置）

退院しても在宅で対応できない、回復期の病床も確保してほしい。市民の声

市民病院に
「回復期リハビリ病棟」の設置2

東西南北の幹線整備で交通網のネットワークを充実してほしい。市民の声

春日井稲沢線の早期開通
県事業区間（大塚東～旧国道22号線まで）の着手
木全池部線・中大通り線の整備

4
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