
ののべ尚昭経過報告 

7月 5日  重本交差点改良説明会 
 9日  稲西小新南校舎内覧会 
 10日  臨時議会 

働く人の笑顔創り研究所（働研）例会 
（名古屋市） 

 18日  稲沢市荻須記念美術館特別展磯野宏夫展開会式  
 21日  東部給食センター視察 
 23日  東海若市議会議員の会総会（名古屋市） 

8月 6日  広島市原爆祈念式典 
 7日  総務委員協議会 

 8日  西町区盆おどり大会 
 13日  議員総会 
 15日  そぶえ夏まつり 
 17日  全国若手市議会議員の会総会（長野県軽井沢町） 
20日 

～9月 4日 
 9月定例議会 

 23日  平野区地蔵盆 
9月 11日  栴檀保育園農業体験 

 12日  敬老式 
 13日  市議選告示・出陣式 

稲西小体育振興会 GG大会 
 20日  投票日（2594票・1位当選） 
 24日  当選証書付与式 
 26日  稲西小運動会 
 29日  稲西中体育祭 
 30日  稲西中文化祭、「働研」理事会（豊田市） 

10月 1日  議員総会、会派勉強会（下水道政策） 
 2日  会派結成届 
 3日  小鳩保育園運動会 
 4日  稲西小体振運動会 

5・6日  各派代表者会 
 10日  サンドフェスタ 2015 
 11日  稲沢市消防団観閲式 
 12日  稲沢地区老人クラブスポーツ大会 
 13日  臨時会 
 15日  会派勉強会（下水道政策） 
 16日  会派勉強会（河川改修・雨水排水対策） 
 17日  栴檀保育園運動会、稲沢まつり開場式 
 21日  経済建設委員協議会 

 22日  議会改革推進特別委員会 
 23日  全国若手市議会議員の会関西ブロック研修会  

（奈良市） 
 24日  日本自治体危機管理学会（東京・明治大学） 
 27日  桜木区陳情協議 
 29日  地域医療政策セミナー（東京） 
 30日  全国若手市議会議員の会要望書提出 

（→内閣府・石破地方創生担当大臣） 
11月 1日  市制記念式典 

 2日  国民健康保健運営協議会 
 4日  東海若手市議会議員の会研修会（豊橋市） 
 5日  中京大都市圏づくりシンポ（名古屋市） 
 7日  広島修道大同窓会支部長会議・同窓大会 

9・10日  経済建設委員会行政視察 
   （東京都あきる野市・神奈川県綾瀬市） 

 

会員の皆様 

6 期目の当選 

ありがとうございます 

新年明けましておめでとうございます。2016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。 
9 月の市議選で 6 期目の当選を果たすことができまし
た。2594票という大きな期待に応えられるよう頑張って
まいります。 
平成 7年の初当選以来、20年間の政治活動で多くの皆
様との出会いがあり、活動を支えて頂きました。5期目の
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、多くの政策を実現することができ

ました。この 6期目は 20年間の活動をつなげていく、実
り多い 4年間にしたいと思います。 
 

 

11・12日  全国若手市議会議員の会研修会 
   （広島県三次市・広島市） 
 13日  戦没者追悼式、稲高祭 
 16日  議会運営委員会、議員政治倫理審査会 
 18日  栴檀保育園農業体験 
 24日  経済建設委員協議会 
 25日  議会改革推進特別委員会 
 26日  議員総会、議会基本条例研修会、代表者会 

27・28日  会派勉強会（下水道政策） 
 30日  「働研」総会（豊田市） 

12月 2日  学生インターン指導会 
3～22日  12月定例議会 

 5日  稲沢地区まちづくり推進協議会ふれ愛講演会  
 10日  一般質問（登壇／傍聴者数 26名） 
 11日  平野区陳情 
 12日  稲沢市防災リーダー養成講座 
 13日  後援会年末市政報告会 
 18日  障がい者施設慰問（樫の木福祉会） 

稲沢地区区長会懇親会 
 19日  本庁西ソフト納会 
 21日  農政研究会 
 23日  「働研」理事会（豊田市） 
 28日  消防年末夜警 
 30日  一宮興道高野球部 OB会 
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12月定例議会 
【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数  
 

 

（1）今までの議論について 
昨年 3月議会で市民病院に「回復期病棟」の設置について提案し、9月の市議選でも「稲沢八策」のメ

イン政策として訴えてきました（下記参照）。 

《前回の会報から抜粋》 

ののべ尚昭が考える「回復期病棟」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。 

 8か月後 

提案時、病院側は急性期病棟だけで運営すると消極的でしたが、その後の再検討で私の提案が実現す

ることになりました。11 月に未使用 4 階病棟の半分にあたる 46 床分を「回復期病棟」として稼働させ
るという方向性が出されました（次ページ参照：中日新聞「尾張版」（12月 1日）より抜粋）。とても喜
ばしいことで、私は「市民病院の方針変更」を評価するものです。 
具体的には急性期治療の経過後に在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供するもので、回

復期の「地域包括ケア病棟」という名称になります。 
  

議 会
 
活

 
動

 
報 告

       
２６名 

市民病院への「回復期病棟」設置について 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（2）4階病棟の稼働と「回復期病棟」の設置 

① 4階病棟の稼働について 

今回、「回復期病棟」に移行する 46床はいつ頃から稼働させるのでしょうか。 
 
 
休床している病棟は急性期病棟として許可を得ていることから、新たな回復期の機能を有する

病棟については、まず 3月に 5 階南病棟 46 床を急性期から回復期へ機能変更し、4 月に現在休
床している 4階南病棟 46床を急性期病棟として開床すべく準備を進めています。 

② 「回復期病棟」の設置について 

急性期病棟の一部を「回復期病棟」に機能転換することによって、看護体制はどうなるのでしょ

うか。また、看護師は充足しているのでしょうか。 
 
「地域包括ケア病棟」の施設基準では看護体制は 13 対 1になっていますが、他病院の実態も

参考にし、現時点でなるべく 10対 1に近づけるよう職員の配置を考えています。 
急性期病棟の看護体制は 7 対 1 とし 29 人程度を配置し、地域包括ケア病棟には 21 人程度の
看護師を配置する予定です。また、夜間は看護師 2人と看護補助者 1人を配置する計画です。来
年 4月の病棟開床に向け、看護師の必要数は確保できています。 

病棟の構造などを改修する必要が出てくると思いますが、いかがですか。 
 
 
現在の市民病院の施設構造で「地域包括ケア病棟」の施設基準はクリアできるため、大規模な

施設改修は必要ないと考えています。 
しかしながら、リハビリが必要な患者様が中心となるため、病棟でリハビリが行えるよう、若

干の施設改修は必要になると思われます。  
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稲沢八策・提言実現 

市民病院に「回復期病棟」設置！ 



以前、私の提案の中で、「回復期の病棟」を設置することは医師のモチベーションが下がり、そ

の問題を克服しないといけないと指摘しました。この指摘に対して病院側も「回復期の病棟」を

設置することは医師の理解が得られにくいと懸念されていました。私はしっかりと医師の理解を

深めるようにしていただきたいと思います。現在、医師の理解は得られているのでしょうか。 

回復期の病棟を持つことは、医師や看護師のモチベーションが下がる心配があると言われてい

ます。今後、医師をはじめ職員を対象とする研修会を通し、「地域包括ケア病棟の必要性」などの

理解を得ていきたいと考えています。 

「回復期病棟」は最長どれくらい入院できるのでしょうか。 
また、同じ病院の中で一般病棟（急性期）→「回復期」病棟→一般病棟→「回復期」病棟となっ

た場合はどのようにカウントされるのでしょうか。 

入院期間は、最長 60日までとなっています。「回復期」病棟に入院中の患者様の様態が急変し、
急性期の治療が必要になり、その後「回復期」病棟へ転棟していただくことは可能となっていま

す。 

しかしながら、病院経営上、再度「回復期」病棟へ移っていただいた場合には入院基本料が約

5分の 1となることから、今後こういった患者様の転棟運用については検討していく必要がある
と考えています。（病院側の収入：初期入院 25,580円→再入院 5,840円へ下がる） 

ののべ尚昭が考える「公立病院の使命」 

「回復期」病棟に入院していて、様態が急変し一旦「急性期」病棟（一般病棟）で治療を受け、その後

再度「回復期」病棟に移ることは可能です。しかし、その場合は病院に入る診療報酬は大幅に減ることに

なるので、ベッドが空いていても他の病院に転院を促すことが予測されます。 
私はこの方針に反対です。同じ病院で治療を受けたいと望んでいる患者、またそれを求めているご家

族の意思に反して、経営上の視点だけで他の病院に転院させることは公立病院の使命に反する行為だと

思っています。私たち議員も日頃から病院経営の「赤字」について指摘をしますが、私は「悪い赤字」と

「必要な赤字」があると考えています。この場合は住民サービスの範疇内であると考え、「そのサービス

を提供するために生まれた支出の結果」の赤字なので、私は必要と考えます。こういう価値観は「公立病

院が持ってよい使命」だと思います。この価値観を今回の質問で訴えました。 
 

退院調整に介入した患者の退院先で見ると、現在約 3割の方が稲沢市民病院から他の医療機関
に転院しています。その中には回復期のリハビリ機能を有した医療機関に転院した患者の方が多

くいます。そういった患者の方が今回の「回復期」病棟の設置により数か月ではありますが、同

じ環境の稲沢市民病院内で転院するようなイメージで正しいでしょうか。 

概ね、議員の認識どおりですが、回復期の「地域包括ケア病棟」は、1 つ目に「高度急性期等
からの患者の受け入れ」、2つ目に「在宅療養あるいは居住系介護施設等に入所されている高齢者
の急性疾患患者の受け入れ」、3つ目に「在宅復帰支援」と 3つの機能を有するものとなっていま
す。 

（3）地域医療構想について 
6月、政府が医療費適正化を議論する専門調査会を開き、今年度時点での望ましい病床数に関する報告
書を提出しました。その中に病床数の削減を求める内容があります。それらの内容を踏まえて県が「地域

医療構想」を作成していきます。削減方針に強制力はありませんが、2025年度に向けて補助金や診療報
酬で病床再編を誘導して介護サービスとの連携を進めるとしています。 
また、病床の機能を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」に分けて 2025 年度に全国で必要な

病床数を提示しています。専門調査会は今後、都道府県別の適正な医療費水準の検討を進めることになっ

ています。 
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この中で具体的に愛知県は 1400 床の削減数が提示されています。それでは尾張西部医療圏域
（一宮市と稲沢市）と稲沢市内ではどれくらいの削減が求められるのでしょうか 

 
愛知県では、今後の人口動態や各医療圏間の患者の流入流出など受療動向を調査し、各医療圏

に必要な病床数を検討しています。このため、現時点では尾張西部医療圏域における削減数は示

されていません。また、国が提示した 1400 床削減につきまして、高度急性期、急性期、回復期
および慢性期病棟全体での数値で、「愛知県は県全体で見た場合にはさほど大きな数値とは捉え

ておらず、今のところ大幅な削減は考えず、機能ごとの病床数の見直しは必要ないのではないか」

との見解を聞いています。 

機能ごとの病床数も 10年後には大きく変わると予測されています。とくに回復期病棟は 2014
年と比較すると 2025年には約 4倍になると言われています。この圏域で今後どれくらいの回復
期病棟が必要とされているのでしょうか。そして、この「地域医療構想」はいつ作成し、公表さ

れるのでしょうか。 

尾張西部圏域地域医療構想のワーキンググループにおいて、圏域の医療機関への入院患者数を

基に算出した必要病床数によりますと、2014年７月の回復期病棟の病床数 449床に対し、2025
年は 1508床、2040年は 1536床が必要となることが推計されています。地域医療構想は、ワー
キンググループ等の検討を経て、医療審議会の答申を受け、平成 28 年 3月に公示される予定と
なっています。 

（4）経営状況と将来展望について 
【平成 27年 4月～10月累計】 
入院患者数 ········  170.4人（1日平均） 病床稼働率 ········  76.1％（173人／228床） 
外来患者数 ········  565.9人（1日平均） 病床利用率 ········  70.8％（161人／228床） 
入院診療単価 ·····  47,705円 常勤医師 ···········  36人 
診療単価 ···········  10,184円 常勤看護師 ········  204人 

平成 31 年黒字化を目指していますが、一部の病床機能を変更するので、計画も変わってくる
と思います。開院して 1年以上も休床するとベッド数の削減対象にならないか心配です。4階病
棟をフル稼働させる時期は、いつ頃を目指しているのでしょうか。 
また、まだ稼働していない 46 床を急性期として稼働させると何名の医師や看護師が必要とな

るのでしょうか。 

新病院事業収支計画では黒字化を平成 31 年度としていますが、とくに現在、国・県が推し進
める地域医療構想の策定など、当院を取り巻くさまざまな状況を踏まえ、できるだけ早い時期に

全病棟を稼働できるよう医師、看護師等の確保を図りつつ、進めたいと考えています。 

医師数につきましては、同規模レベルの病院を参考にすると、県内で 320床の公立病院である
碧南市民病院の常勤医師数は 47人です。12月 1日現在の常勤医師数は院長と小児科の代務医師
を含め 37人ですので、できれば 10人ほどの医師が必要と考えられます。また、看護師につきま
しては来年 4 月に急性期病棟に 29 人程度の配置を予定していますので、残り 46 床を急性期病
棟として稼動させるためには、同程度の看護師が新たに必要になると考えています。 

ののべ指摘：「地域医療構想」とベッド数の削減 
医師が増えなければ、患者数も増えず、4月からも依然休床する 46床をその状態で稼働しても病床利

用率・稼働率も上がりません。「地域医療構想」の項目では尾張医療圏域はさほど影響は受けない削減幅

という答弁でしたが、私は危機感が足らないと警笛を鳴らしました。 
県内で 12の医療圏があり、県内の削減目標が 1400床です。単純に計算するとベッド数削減要求が各

医療圏で約 120 床になります。真っ先に削減の対象となるのが公立病院の稼働していないベッドや赤字
額が大きい医療機関です。現在の尾張西部医療圏域の中で、稲沢市民病院はこのままではベッド数が削

減されてもおかしくない状況です。 
なんとしてもベッド数を維持して、早急に 4階病棟をフル稼働させてほしい。 
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（5）開院して 1年後の「市民の声」について 
開院して市民から多くの声が寄せられています。 
良いことも悪いこともありますが、今回は改善してほしいと感じられることを伺いたいと思い

ます。それは医師が患者さんやご家族に対して話す言葉づかいや態度です。激務なことは分かっ

ていますが、患者やご家族は医師の言動には非常に敏感です。このような内容の苦情は病院に来

ていないか。また、どのように対応しているのでしょうか。 

患者様やそのご家族からのご意見などは、直接職員がお聞きする場合と院内に設置してありま

すご意見箱に入れていただきました投書で把握をしています。病院が新しくなり良くなったとの

お言葉を頂くことも多くなりましたが、一部の医師の言動により不愉快に思われた患者様からの

お話も頂いています。 
頂きましたご意見は運営会議に報告し、該当部署や当該医師本人に指導を行っています。 

改善できる見込みはあるのでしょうか。改善できない場合はどうするのでしょうか。 
 
 
医師には常日頃から患者に寄り添った言動をするよう注意をしていますが、度を過ぎた態度で

あったり、注意しても直らない場合には、医局にお願いし交替人事で対処する場合もあります。

今後も、市民から愛される病院づくりを目指していきます。 

 

（1）路線の重要性と位置づけについて 
「中大通線」―昭和 45年に計画幅員 15m、延長 3720mで都市計画決定 
① 整備済：2710m ······  稲沢駅～小沢 3丁目、西町区間 
② 未整備：1010m ······  小沢 3丁目～西町交差点（大正通り）、桜木区間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ののべ尚昭が考える「中大通線」の重要性と位置づけ 

旧稲沢市内において、市街化区域内の都市計画道路で整備がされてないのは稲沢西春線（北大通線）お

よび春日井稲沢線のそれぞれ一部区間以外においては「中大通線」のみとなっています。 
この「中大通線」は JR稲沢駅と国府宮駅と西尾張中央道を結ぶ旧稲沢市の中央幹線ともいえる路線で

あり、駅へのアクセス道路でもあります。稲葉、桜木地区は市街化区域でありながら未整備になってお

り、未だに整備計画がありません。この道路の重要性と位置づけを市はどのように考えているのか？と

言う質問に対し、私と同意見でありながら、長年何もしてきませんでした。 
私はこの「中大通線」を中心市街地の中央幹線だと位置づけ、早急に整備計画の策定を求めます。 

Q 

A 

Q 
A 
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（2）桜木区間の整備について 
稲葉地区の下水道整備が平成 29 年度頃に終了し、その後稲葉北部と桜木地区の下水道整備に
入ります。かつてこの区間の整備について協議したとき、下水道整備と合わせて桜木区間を整備

するということもありました。しかし、その後何も検討はされていません。 
これから平成 30 年前後に整備される下水道整備と合わせて中大通線の桜木区間だけでも整備

計画を作成してほしいが、いかがですか。 

桜木区間につきましては、下水道整備の折に整備することも検討していましたが、その後、稲

沢西土地区画整理事業の進捗に合わせ、この区画整理事業の効果を増進させるために、稲沢西春

線へ繋がる木全桜木線、そして南大通線へタッチできる木全池部線の整備を進めることとなりま

した。このことから桜木区間の中大通線の整備については、この道路事業（木全桜木線、木全池

部線）の進捗状況を勘案する中で、桜木地区の中大通線の整備計画を立てたいと考えています。 

数年前に桜木区も区画整理をしないことが決まりました。区画整理を行う計画の中では県道津

島稲沢線は廃止になる予定でした。しかし、区画整理を断念した現在ではこの県道津島稲沢線が

存続することになるので、木全桜木線と中大通線が交わる交差点の改良が必要とされます。 
この課題は数年前に指摘をされ、協議した経緯もあります。今後どのような整備をしていくの

でしょうか。 

整備にあたっては、当然交差点の改良も必要となってきます。交差点をどのようにするか等は、

事業化するに際して公安委員会と協議しながら整備計画を検討していくこととなります。このた

め現在、公表できるような具体的な計画を持ち合わせておりません。 

ののべ尚昭が考える「中大通線（桜木区間）」の整備について 

桜木地区は市街化区域でありながら、最近、区画整理の断念を決定した。そうなるとこの地区の整備は

下水道整備と街路整備（中大通線）に力を注ぐべきだと思っています。 
下水道整備は長年訴えてきたことがようやく実現し、平成 30年前後に実施となり、この下水道整備と

合わせて、中大通線の整備を提案してきました。ニッケタウン北の信号交差点の改良の課題も指摘され、

過去に協議もしてきました。私は下水道整備のタイミングに合わせて、早急にこの区間の整備計画を策

定すべきと考えます。 

（3）稲葉区間の整備について 

ののべ尚昭が考える「中大通線（稲葉区間：大正通り）」の整備について 

現在は小沢以東については整備していますが、その西側はほとんど手がつけられていません。稲葉地

区は市街化区域でありながら区画整理も断念し、下水道整備がようやく始まったという状況です。 
過去にも道路整備の問題が浮上したこともありますが、商店街から消極的な声があり、なかなか地域

でまとまりにくい状況でした。しかし、現在は大きな反対もなく、地元からも一方通行の解除を求める声

が多くなりました。ようやく地元の機運も高まってきています。私は早く整備計画を作成するべきだと

考えています。 
商店街の衰退や中心市街地の活気がなくなっていることで、なんとなく元気がなく感じられます。稲

沢西春線（北大通線）、南大通線、春日井稲沢線は稲沢市全体の重要路線でありますが、この「中大通線」

は中心市街地に居住する市民の中央路線です。JR稲沢駅から国府宮駅を通過し、西尾張中央道まで接続
する唯一の路線でもあります。私は中心市街地を活性化するためにも、この路線の整備計画を早急に作

成する必要があると提言します。 

Q 

A 

Q 
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公共下水道の整備計画が大幅に変わります。 
国は今後 10年（平成 37年まで）で新規整備から、整備済み改築更新事業へ補助金交付をシフトする

と態度を明確にしています。この方針により各自治体は今後 10年間のアクションプランを作成すること
になりました。 
市も 11月下旬からパブリックコメントを受け付け、最終的には 2月頃に整備計画を作成します。 

（1）今後のスケジュールと財政計画 
【公共下水道整備区域見直し（大幅な減少）の概要】 

① 公共下水道で整備する地区：2397ha → 1124ha（1273haの減） 
② 合併処理漕で整備する地区：5129ha → 6386ha（1257haの増） 
今回の見直しで市街化区域内の下水道整備をまず優先的に進める。 
具体的には、現在整備中の稲葉・小沢地区、その後、稲葉・小沢北部地区、桜木地区、井之口大坪町、

北市場地区を整備。 
  
市街化調整区域内で経済評価、採算性、地域の要望度などの指標で絞り込んだ結果、名鉄団地、日下部

松野町、中之庄新町、みどり団地の 4地区が選定。 
 

ののべ指摘：国が補助金を削減したとしても計画通りに必ず実施！ 

 
 

  

公共下水道整備計画（アクションプラン）について 

道路行政などは補助金が年次計画通り交付されないと、事業が遅れていく場合があります。

このアクションプランも、国が途中で補助金を減額してくる可能性はないのでしょうか。もし、

計画どおり補助金が交付されない場合は、計画を縮小して切り捨てられる地区が出てこないか

心配です。国が補助金を削減したとしても、他の財源を確保してでも計画通りに整備すること

を求めますが、見解を求めます。 
補助金が年次計画通りに交付されないことは、「ない」と考えておりますが、仮に、万が一

でも満足な補助金が得られない場合においても、財源確保に最大限の努力をし、計画どおり進

めていきたいと考えています。 

Q 
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 今後の公共下水道整備計画図（案）  
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（2）新たな整備区域への対応 
  （名鉄団地、日下部松野町、中之庄新町、みどり団地） 

ののべ指摘：「整備計画策定後の対応」 

① 新たな整備区域への対応強化。 
調整区域内で選定された 4地区は、事前のアンケート調査によると他の地区に比べて公共下水道とし
て整備を望む声が多い地域ではありました。しかし、一部の地区の約 3 割はではそうではありませ
ん。整備後に 100％の接続を達成して事業の成果が出ます。事業が始まる前からその達成のために行
政として各地区に働きかけをすることが必要。 

② 「日下部松野町」の場合、約 3割が個別浄化槽を使用している方であるが、このような方への民意の
形成の対策を行う。 

③ アクションプランの年次計画に対する説明会の実施。 

④ 名鉄団地の対応 

 
 

ののべ提案：「団地内の汚水処理施設」の地元負担の軽減 

 
 

「名鉄団地」は平成 19年度、団地内の管路を整備したが、現在は汚水だけしか、新しく取
り替えた管路に接続していない。この管路は将来公共下水道に接続できるだけの能力を持た

せた管路なのか。また今後、新たな幹線に接続する場合には、再度、管路整備を一からし直す

恐れはないのか。 

ご指摘の通り、そのような状況です。現況の管路の問題は合併の汚水処理は可能であると考

えています。 
また、公共下水道接続時の、団地内管路については、今後、詳細な設計を行う中で判断して

いきますが、現在の管渠の勾配を考慮しこのまま使用するべきであると考えています。 

次に 3団地（日下部松野町、中之庄新町、みどり団地）の公共下水道接続にあたり、工事の
費用について質問します。団地内の管路は大変老朽化しており、公共下水道へ接続の際には、

新たな下水道管に入れ替えることが予想されます。接続時には、宅内配管整備 50〜70万、受
益者負担金 10 万円前後で 70～80 万円程必要と言われており、その上、団地内管路の撤去と
集中浄化槽の撤去が上乗せされると地元としては大きな負担になります。私は、団地内は高齢

化率が非常に高く、地元負担の軽減を求めていきたいと思います。 
団地内管路の入れ替えに際して、既設の下水道管の撤去および集中浄化槽の撤去費用につい

ては、地元負担ではなく、行政側の負担としてほしいが、いかがでしょうか。 

工事の実施については、現在の地下埋設物の設置状況で、新たな管路が設置可能かどうかな

ど、道路管理者との協議や工法により、全く違ってきます。よって、団地内の下水道管の整備

につきましては、現在の管がこのまま使用可能かどうか、また新設の必要がある場合には、ど

の位置が最も経済的かを検討していきます。 
そして実際設置する際に、支障となる埋設物については、稲沢市の負担において撤去・処分

を行い、逆に、整備の際に支障とならない施設につきましては、管理者であり道路占用者であ

る地元の負担において撤去・処分していただくべきであると考えます。 
このことから、現在稲沢市所有の土地にある、集中浄化槽の撤去については、地元負担によ

り撤去をお願いしたいと考えています。 
いずれにしましても、今後詳細な設計をする中で、最も経済的な手法を選定し、明確にして

いきたいと考えています。 
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（3）合併浄化槽設置の推進（補助金の拡充と要件緩和など）について 
【現在の補助内容】 
稲沢市における合併処理浄化槽設置の補助対象地域は公共下水道の事業計画を定めた区域、農業集落

排水事業区域およびコミュニテイ・プラント事業区域を除く稲沢市内全域です。 
し尿くみ取り、または単独処理浄化槽からの転換に際して補助しており、新築および増改築に伴う場

合は対象外となっています。補助限度額は、5人槽で 33万 2000円、6人槽・7人槽で 41万 4000円、8
人槽から 10 人槽で 54 万 8000 円となっています。浄化槽設置に伴う単独処理浄化槽の撤去費用として
は 9万円の補助額です。 

ののべ尚昭が考える「新築や増改築」の合併浄化槽設置の補助について 

平成 17 年から 27 年度における合併浄化槽人口普及率の目標は 62.0％であり、26 年度末での合併浄
化槽の整備率は 50.9％です。今後（28 年度～37 年度）も目標は 80.5％としています。私は公共下水道
整備区域の大幅な見直しに伴い、合併処理浄化槽の対象区域が拡大することから、その目標達成は今の

状況では困難だと思っています。 
私は公共下水道の整備区域からもれた地区の汚水処理を後押しするために、今まで以上の取り組みが

求められると思います。具体的には合併浄化槽の整備補助拡充と要件緩和を大幅に考えるべきだと考え

ます。 
「合併浄化槽の補助件数」は平成 23年度までは年間約 250件、24年は 45件、25年は 30件、26年

は 24件と平成 24年から大幅に減っています。これは新築や増改築に対しての補助を要件から外したこ
とが大きな要因です。稲沢市は今回の汚水処理構想で公共下水道の整備区域を大幅に削減し、合併浄化

槽で整備する地域が大幅に拡大しました。むしろ新築や増改築にこそ補助をして、環境に寄与してもら

うべきではないでしょうか。そういった意味において、私は以前は補助があった「新築や増改築」に対し

ての補助を復活させることを提案しました。 
 

２０１５年度 議員インターンシップ 

 
 

稲沢市議会を傍聴して 

愛知大学 
法学部 2年 
大林 宗晶 

 
インターン活動の中で議会傍聴が心に残ってい

ます。 
12 月議会で私は初めて稲沢市議会を傍聴して
きました。最近はインターネットからも映像が観

られますが、生で観たのはこれが初めてでした。

映像だけからでは分からない、議場の雰囲気など

も感じ取ることができました。また、平日にも関

わらず約 30名の傍聴者が来て、ののべ議員への期
待度が分かりました。 
ののべ議員の一般質問では、早速選挙時の公約

に関する詳細な質問や提案がされ、「議員の政策が

最も反映されるのが選挙後初の一般質問である」

という言葉通りの濃厚な内容が展開されました。

とくに病院事業や下水道整備に関することなど、

かなり専門的な知識を踏まえたものであることが

分かりました。 
やはりあることを提言・提案するときに、詳細

を理解せず理念だけを唱えていてはなかなか実現

されないことが多いと思います。その点、ののべ

議員の会報からも分かる通り、ご自身の政策や市

民の疑問などに対して分かりやすく説明されてい

ます。高い専門性やご自身の政策があるからこそ、

多くの疑問などに応えることができているのだと

実感しました。 
私は議会傍聴から、生の議員の姿が伺えると思

いました。是非、皆さんも議場へ足を運んでみて

下さい。新しい発見がありますよ。 

昨年からののべ議員に議員秘書として同行している大林と藤井です。この度は特別にこの市議会報告

の中でコーナーを設けていただきました。会員の皆様に活動内容の一部を報告させていただきます。 



 

選挙活動に参加して 

広島修道大学 
法学部 4年 
中祖 樹 

 
ののべ議員は大学の先輩でもあり、よき恩師で

もあります。大学では野々部先生の「地方自治論」

という講義を学びました。初めて会ったときから、

私はののべ議員の情熱に惹かれました。講義では、

「地方創生のありかた」という課題を学び、実際

にののべ議員の現場調査などの経験談をもとに、

消滅しつつある地方の原因究明と、自治体がこれ

からどのような対策をしていくべきか、地域目線

に立って考えていきました。グループワーク方式

では、毎日、討論で盛り上がりました。実際の現場

の生の話を聞けて、多くを学ぶことができました。

このことがインターン活動へつながり、政治や地

域に関心を深めることができました。 
インターン活動では主に広島後援会活動と市議

選スタッフとして体験させていただきました。後

援会活動では人とのつながりの大切さを教わりま

した。ののべ議員の回りには老若男女関係なく、

多くの人が集まってきます。また、日本中に驚く

ほどのネットワークを持っています。ののべ議員

に随行すると「人」を大切にしていることが良く

分かります。政治も分かりやすい言葉で語ってく

れて、優しいだけでなく言いにくいことを言って

きちんと叱ってくれます。本当に頼れる兄貴のよ

うな存在です。 
インターン生として選挙活動に参加させていた

だき、政治だけでなく、よい社会勉強になり多く

の刺激を受けました。今までは投票という立場で

しか選挙に触れたことがなかったので初めての体

験ばかりでした。選挙初日の出陣式では、私は広

島後援会を代表してののべ議員へ必勝杓子を贈呈

させていただき、選挙活動への意気込みを、より

一層奮い立たせられました。厳しい選挙戦の中、6

期目でトップ当選、本当に嬉しかったです。投票

率が下がる中、改めて投票の大切さを学びました。

選挙活動から学ぶものは多かったです。学生の皆

さん、是非、選挙活動に参加してみてはいかがで

しょうか。 

 

 
 
 
 

～議会改革への提案～ 
傍聴自体は名前の記入だけで簡単にできた一

方で、IT化という点から見ると、スマホなどか
らは映像が再生できないなどの課題がありま

す。 
多様な媒体からの接続を可能にし、平日傍聴

をできない方々に対する改善を期待したいで

す。とくに若者にもハードもソフトもアクセス

しやすい市議会にしてほしいと感じました。 

～ののべ議員へ～ 
ののべ議員は高い専門性と現場に強く、市民と

行政の橋渡しがしっかりとできる政治家です。イ

ンターン活動を通じてそう実感しました。また、

老若男女を問わず市民と親近感がある頼れる存

在です。 
ののべ議員は稲沢になくてはならない存在で

あると実感しました。これからも，稲沢市の「エー

ス」であり続けて大きく羽ばたいて下さい。 

～後援会の皆様へ～ 
選挙期間中は街頭演説、後援会の皆様への電

話がけ、リンリン部隊、演説会弁士など、あら

ゆる場面で活動体験をさせていただきました。

朝早くから夜遅くまで、とても有意義な活動で

した。皆さんとの出会いも宝になりました。 
私は 4月から警察官になり、公務員という立

場になるので、今回の選挙活動が最初で最後の

経験になります。この経験はこれからの人生に

きっと役に立つと思います。ののべ議員、そし

てスタッフの皆さん、貴重な経験をさせていた

だきありがとうございました。後援会の皆さ

ん、ののべ議員を宜しくお願いします。 

～ののべ議員へ～ 
大学で野々部先生の授業を受けて、政治の大

切さを知り、インターン活動で生の政治に触れ

ることができました。私はののべ議員の情熱が

大好きです。選挙期間中、ののべ議員が稲沢を

愛しているのがどんどん伝わってきました。こ

れから、稲沢市、日本をもっともっと盛りあげ

てくれると思います。これからもののべ議員の

活躍している姿を楽しみにしています。 



 市議選報告・６期目当選  
中日新聞「県内版」（9月 21日）より抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 所属決定  
10月臨時議会で下記の所属になりました。 

 経済建設委員会    議会改革推進特別委員会 
 国民健康保険運営協議会 

 石破大臣に提言書提出  
全国若手市議会議員の会として地方創生担当大臣に

提言書を提出しました。顧問として意見交換をするこ

とができ、地方創生のアドバイスを頂きました。 

 

 新しい西尾張を創る会・慰問活動  
ののべ議員が代表を務めている「新しい西尾張を創

る会」の活動が中日新聞「尾張版」（12月 24日）に掲
載されました。 
今回で 19年目の障がい者施設慰問になりました。メ
ンバー有志でサンタ活動をしています。 
 
 
 
 
 


