
 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。2021 年の新年を元気に迎えることが

できました。皆様におかれましては、ご家族お揃いで新春をお迎えのこととお

慶び申し上げます 
一昨年 9 月の市議選で 7 期目の当選をさせていただき、年が明けてからはコ

ロナとの闘いで追われた 1 年でした。4 月に緊急事態宣言が発令され、現在で

は第 3 波が日本列島を襲っています。議会活動ではこのコロナ対策、稲沢八策

の実現、地域要望活動を中心に取り組んでいます。2 回目となりますが、現在

議会選出の監査委員も務めさせていただいています。 
今年はワクチンが春ごろには接種できると期待していますが、いち早いコロナの終息を願っています。コロ

ナ禍ではありますが、今年も気持ちは前を向いて元気よく活動したいと思います。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申し上げます。 

 

 市 政 ニ ュ ー ス   

 

 
本庁舎とは 1 階で接続します。 
1 階に福祉課、社会福祉協議会（社協） 
2 階に危機管理課、常設の災害対策本部 

 市 議 会 ニ ュ ー ス  

 
平成 30 年 10 月～ 令和 2 年 10 月～ 
 経済建設委員会委員  監査委員（議会選出） 
 都市計画審議会委員  総務委員会委員 
  土地開発公社監事 

 
監査委員席より 

 稲 沢 市 新 型 コ ロ ナ 対 策 緊 急 経 済 対 策 ⼀ 覧    ※ 市単独の主な事業（額は決算額） 

個人対象事業 
小中学生への図書カード配布 家庭学習支援として図書カード（1,000 円分） 1,100 万円 
就学援助世帯への昼食費の支援 4～5 月分の昼食費を支給 1,077 万円 
小中学校給食費の無償化 6～8 月分の給食費を無償化 1 億 4,940 万円 
保育園・幼稚園等給食費の無償化 6～8 月分の給食費を無償化 3,645 万円 
新生児臨時特別交付金 特別定額給付金の補充 7,600 万円 

事業者対象事業 
新型コロナウイルス感染症対策協力金 休業営業時間短縮事業者に 10 万円 690 万円 
理美容事業者休業協力金 休業協力事業者に 10 万円 1,170 万円 
小規模事業者活性化補助金 感染症予防や売上改善費用に上限 10 万円 1,990 万円 

個人・事業者対象事業 
水道料金の基本料金の免除 7～10 月請求分までの基本料金免除 2 億 2,176 万円 

市役所「東庁舎」が完成！ 役職・所属決定 
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令和元年 
9月 15日  市議選告示 

 22日  投票日（2759票：7期目 3位当選） 
 24日  当選証書付与式、稲沢市 GG協会理事会 
 25日  稲西中体育祭 
 26日  稲西中文化祭 
 28日  稲沢西小運動会 
 30日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 

10月 1日  議員総会 
 2日  松野町松の会サロン 
 3日  各派代表者会 
 5日  松野町組長会 
 6日  稲西小体振運動会 
 9日  新人議員説明会 
 10日  稲沢商工会議所久納会頭祝賀会 
 11日  臨時議会 
 13日  名大医学部留学生歓迎会 
 14日  稲沢地区老人クスポーツ大会 

栴檀保育園上棟式・運動会 
 16日  NPO「就活居酒屋」（名古屋市） 
 18日  横地なごやかサロン GG大会 
 19日  稲沢まつり開場式 

一橋大学中部アカデミア（名古屋市） 
 20日  稲西小体振五郷地区 GG大会 
 24日  経済建設委員協議会 

稲沢市 GG協会秋季大会 
 25日  稲沢市荻須美術館特別展開会式 
 26日  福祉まつり、台湾郭貞恵氏晩餐会（四日市市） 
 27日  消防団観閲式、松野町秋祭り 
 28日  陳情協議（平野区） 
 30日  戦没者追悼式、栴檀保育園農業体験 

11月 1日  市制記念式典 
会派視察（名古屋市：リニア駅前開発） 

 2日  広島修道大同窓会支部長会議・同窓大会 
5・6日  経済建設委員会視察（大和郡山市、長岡京市） 

 7日  このめ保育園開所式 
 11日  稲沢市 GG協会常任理事会 
 14日  国府宮神社大嘗祭当日祭 

NPO「就活居酒屋」（名古屋市） 
 15日  稲高祭 
 16日  稲沢雅楽会演奏会 
 17日  横地 GG大会 
 20日  議運、天皇陛下お出迎え（伊勢市） 
 21日  総務委員協議会傍聴 
 22日  経済建設委員協議会 

23・24日  GG３級普及指導員認定講習会（大府市） 
 25日  文教厚生委員協議会傍聴 

地方自治研究学会中部部会発足会 
 27日  議員総会 
 29日  陳情協議（平野区）、都市計画審議会 
 30日  東京（台湾友之会） 

12月 2日  議運 
4日  12月定例議会開会（～23日閉会） 

 5日  稲沢市 GG協会懇談会 
 8日  市民病院公開講座 
 10日  一般質問（登壇：傍聴者 25名） 
 15日  後援会年末市政報告会 
 17日  NPO「就活居酒屋」（名古屋市） 
 20日  平野区陳情 
 22日  稲里ソフトリーグ納会 
 23日  栴檀農業体験交流会 

 25日  松野町松の会サロン 
ふるさと新発見学習表彰式 

 28日  消防団年末夜警 
 
令和 2年 

  

1月 4日  名大医学部留学生歓迎会 
 5日  稲西小体振新春歩け歩け大会 
 8日  松野町松の会サロン 

愛知県建具組合役員会 
 9日  稲沢市 GG協会 1泊研修会（西尾市吉良） 
 10日  稲沢商工会議所新年賀詞交歓会 

横地なごやかサロン新年会 
 11日  消防出初式 

稲沢地区まちづくり推協ふれ愛講演会 
 12日  成人式 
 14日  会派別予算説明会 
 15日  広島修道大学国際コミュニティ学部講演 
 20日  陳情協議（横地区） 
 21日  栴檀保育園理事会 

23～26日  バングラデシュ・インド訪問 
   バングラデシュ東西医科大学入学式・正副

学長会議、看護大入学式、アップデート歯科
大学交流会、ダッカ市メトロ建設視察 

   カルカッタ市開発特区視察 
2月 2日  栴檀保育園竣工式、ブルーシャトウ演奏会 

 3日  稲沢市 GG協会常任理事会 
 5日  大鏡餅出迎え 
 6日  国府宮はだか祭り 
 10日  オリンピア市民派遣団旅行説明会 
 11日  横地区総会 
 12日  議運 
 13日  総務委員協議会傍聴 
 14日  文教厚生委員協議会傍聴 
 15日  後援会バス旅行（伊勢神宮・鳥羽浦村） 
 17日  経済建設委員協議会 
 19日  議員総会・議員研修会 
 20日  地下雨水貯留施設視察（稲沢公園西） 

NPO「就活居酒屋」（名古屋市） 
 21日  都市計画道路報告会 
 22日  社会福祉大会 
 25日  議運 
 26日  3月定例議会開会（～3月 26日閉会） 
 28日  稲西小教育後援会評議員会、体振理事会 
 29日  愛知啓成高校卒業式 

3月 1日  平野婦人会総会 
 2日  桜木区懇親会 
 3日  稲西中卒業式 
 7日  稲西中後援会報告会 
 8日  池部区総会、桜木老人クラブ総会 
 9日  稲沢市 GG協会常任理事会 
 15日  平野区総会 
 21日  栴檀保育園卒園式 
 22日  桜木区生産組合総会 
 24日  桜木区陳情 
 28日  五郷区長会 
 31日  働く人の笑顔創り研究所理事会（豊田市） 

4月 9日  議運・臨時議会 
 11日  稲沢市 GG協会総会 
 13日  美濃路稲葉宿本陣跡ひろば開所式中止 
 18日  愛知県建具組合支部総会 
 23日  市内葬儀組合陳情 
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5月 7日  議運、総務委員会傍聴 
 8日  経済建設委員会、文教厚生委員会傍聴 
 13日  臨時議会 
 15日  葛谷学園中和医療専門学校視察 

市政調査（名古屋市・ワクチン行政） 
 18日  陳情協議（小寺区、重本区） 
 19日  陳情協議（池部区） 
 20日  小寺区、重本区陳情、議運 
 22日  陳情立会（平野区） 
 23日  陳情協議（桜木区、水門現地調査） 
 25日  たんぽぽグループホーム（横地）内覧会 
 27日  池部区陳情、松野町陳情 
 28日  議運 
 29日  総務委員協議会傍聴 

陳情立会（小寺区、重本区、横地区） 
陳情協議（西町区） 

6月 1日  文教厚生委員協議会傍聴 
 2日  経済建設委員協議会、総務委員協議会傍聴 
 3日  陳情立会（池部区）、まちゼミセミナー 
 4日  議員総会、代表者会、陳情立会（松野町） 

国府宮駅再開発協議 
 9日  議運、西町区陳情、国府宮駅再開発協議 
 10日  稲沢市 GG協会総会 
 11日  6月定例議会開会（～29日閉会） 
 12日  横地なごやかサロン（あじさいまつり） 

市政調査（国府宮駅前再開発研究会） 
 15日  陳情協議（小沢 5区） 
 17日  梅須賀子ども会陳情 
 18日  西町区陳情、小沢 5区陳情 
 23日  陳情立会（西町区）、梅須賀陳情現地調査 
 25日  栴檀保育園理事会 
 26日  議運 
 29日  投票所再編計画説明会、陳情立会(小沢 5区) 

7月 12日  インターン生活動報告会 
 17日  都市計画審議会 
 18日  愛知県建具組合支部会 
 20日  松野町松の会サロン意見交換会 
 22日  投票所再編計画意見交換（小沢 5区） 
 27日  投票所再編計画意見交換（松野町） 
 28日  議運、総務委員協議会傍聴、まちゼミ 
 29日  文教厚生委員協議会傍聴、経済建設委員会 
 30日  投票所再編計画聞き取り調査（稲葉・西町） 

松野町公共下水道を推進する会 
 31日  投票所再編計画聞き取り調査（稲葉） 

8月 1日  二人展（一宮市） 
 3日  投票区再編計画説明会（小沢集会場） 
 4日  GG協ふくし大会社協協議 
 5日  投票区再編計画説明会（大里駅前） 
 6日  臨時議会、陳情協議（松野町・増田区） 
 9日  LED研究会 
 10日  陳情協議（松野町・増田区） 
 12日  投票所再編意見交換会（松野町・増田区） 
 14日  陳情協議（増田区） 
 19日  重本区新店舗業者説明会 
 20日  障害者グループホーム内覧会 

インターン生交流会 
 24日  横地区地蔵盆 
 25日  学校プール研究会 
 27日  議運 
 28日  総務委員協議会傍聴 
 31日  文教経済委員協議会傍聴 

9月 1日  経済建設委員協議会、鉄道高架化説明会 
 3日  議員総会、市政調査（市内小児科） 
 5日  北町サロンフルハウス意見交換会 
 7日  台風 10号発生・現地被害対応 

 8日  議運、台風 10号現地被害調査 
 9日  台風 10号被害調査（小沢区） 
 10日  9月定例議会開会(～30日閉会)、増田区陳情 
 11日  横地なごやかサロン（矢合観音・萩寺） 
 12日  台風 10号被害調査（旭町・中本町・南町区） 
 17日  一般質問（登壇：傍聴者数 25名） 
 20日  池部区水源用地会議 
 24日  みずほ保育園意見交換 
 26日  稲西小運動会 
 29日  議運、西町区会場新築竣工式 
 30日  市役所東庁舎内覧会 

10月 1日  監査委員辞令式・監査委員会議 
 3日  横地なごやかサロン（東庁舎見学会） 
 5日  総務委員協議会 
 7日  松野町松の会サロン会議 
 8日  ワクチン勉強会 
 9日  LED研究会 
 10日  松野町公共下水道を推進する会役員会 
 11日  栴檀保育園運動会 
 12日  稲沢市 GG協会常任理事会 

14・15日  定期監査 
（美術館、学校教育課、三宅小、平和中、 
教育庶務課、図書館、スポーツ課、生涯学習課） 

 18日  北町サロンフルハウス意見交換会 
横地 GG大会 

 19日  学校プール研究会 
 20日  LED研究会 
 21日  インターン会 

（稲沢砂の造形展、版画鑑賞会） 
 23日  例月書類検査、定期監査（議会、消防） 
 24日  稲沢市荻須美術館特別展 
 26日  例月出納検査 
 28日  栴檀保育園農業体験 
 29日  定期監査（課税、収納、危機管理、財政） 
 30日  定期監査（総務、契約検査、会計、監査） 

11月 1日  市制記念式典【市政功労者特別表彰】 
 5日  インターン生論文指導(～９日) 
 6日  北町サロンフルハウス 
 10日  樫の木福祉会慰問（一宮市） 
 11日  松野町松の会サロン意見交換会 
 13日  NNB子ども学習塾開校（～26日・61時間） 
 16日  適応支援教室明日花視察 
 18日  愛知県建具組合コロナ対策会議 
 19日  このめ保育園会議 
 20日  議運 
 25日  例月書類検査 
 26日  例月出納検査、定期監査（市民病院） 

経済建設委員協議会傍聴 
 27日  定期監査（上下水道部）、総務委員協議会 
 28日  ワクチン勉強会 
 30日  議運、臨時議会、議員総会 

都市計画審議会 
12月 3日  議運、陸上競技場現場調査 

 6日  中部修大会総会 
 7日  12月定例議会開会（～23日閉会） 
 15日  工事監査（稲沢公民館） 
 19日  松野町市政報告会 
 20日  インターン生年末交流会 
 22日  このめ保育園会議 
 23日  保育園再編計画レク、エントリオ見学 
 24日  例月書類検査 

名鉄高架事前説明会（松野町） 
 25日  例月出納検査、栴檀保育園農業体験交流会 

平野区陳情 
 28日  消防団年末夜警 



 

2019年 12⽉定例議会 
【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数  

 

（1）全庁的な体制の構築と個別施設計画の策定について 
【稲沢市の公共施設の現状】 
 普通会計における公共施設数は 271 施設。 
 面積比率では学校が 53%、次いでスポーツ施設と公営住宅がそれぞれ 6%を占める。 

【公共施設等総合管理計画】 
 計画期間は 2017 年度から 2036 年度までの 20 年間。 
 令和 2 年度に個別施設計画を作成、それを受けて令和 3 年度に見直しをする。 
 稲沢市行政経営改革プラン（平成 27〜31 年度）の中にも「基本目標 2 持続可能な財政運営の確立」

の重要項目として「5 施設管理の適正化」が明記されている。 

計画を推進するにあたり、フォローアップの実施方針が記載されている。その最初に「全庁的

な体制の構築」とされており、「市長を筆頭とする庁内の推進組織を中心に検討」とされている。

どのような組織体制になるのか。 

市長を筆頭に、副市長、教育長、各部長及び財政課長からなる「稲沢市公共施設のあり方検討

本部」が中心となり、各公共施設等の所管課と連携しながら、検討を進めていきます。 
 

公共施設を再編する重点戦略と「公共施設のあり方検討本部」で計画を推し進めていくという

ことだが、この組織は庁議と同じような組織に感じられる。計画を推進するうえで弱いのではな

いでしょうか。公共施設の再編が今後求められる時に、中々自分の部課の施設を再編することは

困難です。うまくいっている他市の例では、各課を横断する組織や別の専門組織等を設置してい

ます。稲沢市ももう少し踏み込んだ組織づくりが必要ではないでしょうか。（このような部門の

組織はかなり心労がこたえ、各課から恨まれる嫌な部署でもある。フォローも大事、権限もある

程度持たせることが必要。） 
公共施設の再編に取り組むに当たりまして、議員ご指摘のとおり、本市における最適な組織 体

制づくりが今後の課題であると認識しています。 
 

（2）統合や廃止の推進方針について 
施設類型ごとの管理に関する基本方針は 6 項目にまとめられています。その中には施設総量の

適正化として「統合・廃止」も含まれており，この「統合・廃止」は稲沢市総合計画の中にも「公

共施設の再編・適正化の推進」と明記されている大きな課題です。しかし、この方針の中身はほ

とんど『施設の在り方を検討する』という程度で終わっている。長寿命化により将来の更新費用

は 1 年当たり 25.8 億円の縮減が図られるが、そもそも施設の統合や廃止によって、長寿命化す

る必要のない施設もあるのではないでしょうか。どの自治体でも施設の統合や廃止はなかなか進

みませんが、稲沢市全体として考え方というものはあるのでしょうか。 

施設の統合や廃止に当たりましては、施設の老朽化の状況を踏まえながら、施設そのものの必

要性、利用状況などを総合的に判断するとともに、市民の皆様や施設利用者の方々といった関係

者の皆様のご理解をいただきながら進めていく必要があります。それらを踏まえ、時機を見極め

ながら、慎重に進めていきます。 
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（3）学校施設の統廃合と教育施設長寿命化計画の整合性について 
【稲沢市の義務教育と学校のあるべき姿「小中学校標準規模」（平成 26 年）】 

小学校：1 つの学校で 12 学級（各学年 2 学級以上）～24 学級。通学距離の限度は片道 4km 程度。 
中学校：1 つの学校で 6 学級（各学年 2 学級以上）～24 学級。 

対象施設数 271 施設のうち、総延床面積の比率は学校施設が最も多く全体の 52.8%となってお

り約半数を占める。そこで、今回はこの割合が最も大きい学校施設に注目して質問します。 
基本方針の中では「稲沢市の義務教育と学校のあるべき姿」を指針として学校再編、校区再編

も視野に入れて検討するとしている。同時に稲沢市教育施設長寿命化計画（個別施設計画）も 3
月に作成されている。この長寿命化計画の中では今ある施設の統合・廃止をせずに計画が作成さ

れている。この長寿命化計画の中にも統合・廃止の考え方を反映する必要があるのではないか。 

この質問に対して、明確な答弁はありませんでした。教育長からは学校規模の標準規模化は必要とし

ながら、市長からは、指摘のとおり学校の統廃合は将来的に避けては通れない課題であるとしながら、

「エアコンを設置してから原則 10 年間は撤去できないので困難である」という答弁があり、積極的な姿

勢は見られませんでした。次に私の考え方を明記しておきます。 

ののべ尚昭が考える学校の統廃合（学校再編・校区再編）問題 

学校の統廃合（学校再編・校区再編）の問題は今後避けては通れない大きな課題です。 
現在の教育委員会の個別施設計画は「長寿命化」のみに絞った計画になっています。公共施設等総合

管理計画のもとで、現在稲沢市が進めようとしている個別施設計画というものは、長寿命化計画だけで

なく、「統合・廃止」の計画も盛り込むものでなければならないと認識しています。しかし、方針の中に

「標準規模の維持が困難な状況となった場合には、統廃合や新たな機能を有する学校建設等の検討を

行っていくものとする」と明記するに留まっています。 
教育部門以外の施設については一括して来年度中（令和 2 年度）に個別施設計画を作成する予定です。

個別施設計画は長寿命化計画と統廃合計画の 2 本立てで示されるべきものと認識していますが、学校施

設については長寿命化のみの計画となっています。 
現在すでに小学校では 23 校中 12 校の約半数が標準規模を下回っている状況です。その約半数の学校

において、今後 10 年、20 年でどのようなスケジュールで標準規模を維持できるようにするのか、具体

的な計画が必要です。当然、施設再編計画についても作成しなければならないと思いますが、今回の答

弁では、教育委員会では具体的な計画・目標年次はないという消極的なものでした。 
学校の標準規模の内容は教育委員会が自ら決めています。それを守るために「具体的な計画、目標年

次はない」というのは大問題です。組織の在り方を問題定義しましたが、学校の施設再編計画は教育委

員会自身で作成できないのではないでしょうか。平成 25 年に「あり方検討委員会」の答申案が表に出

て、一部では大騒ぎになりました。それ以来、稲沢市では議論することすらタブー視されているような

気がします。確かに一部では大騒ぎになりましたが、将来のことを考えれば、計画自体はよく検討され

たものだったと思います。検討、方向性は既に出ており、この問題から逃げずに、市長がリーダーシッ

プを発揮し、外部委員や市長公室も音頭を取って、学校施設においても他の施設同様に再編計画を策定

するべきではないでしょうか。何年も前から同じ議論を重ねて検討していますが、早急に具体的な議論

を進めるべきだと思います。 
例えば、平和地区では法立保育園・三宅保育園・六輪保育園の 3 園が統合され、平和支所の跡地に平

和認定こども園が設置されます。この敷地北には平和中、体育館、図書館があり、非常にバランスのと

れた教育エリアが誕生します。法立小・三宅小・六輪小を統合し、このエリアに平和小を新たに開校し、

小中一貫教育の拠点とし、名実ともに平和教育の発信モデル小学校とするなど議論の余地はあると思い

ます。 
また、統合により、通学区域が広くなり、通学集合時間が早くなる地区においてはスクールバスを運

行し、各小学校の跡地利用については地域の核となる施設に再構築するなど地域活性化の起爆剤として

利活用できる可能性があります。オープンな議論を始めてもよい時期ではないかと考えます。 

Q 



 

（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。また、このことに対して市側は反対しているのか。 

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 車線化について反対していません。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」の「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。提案した「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 40 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 車線化する権限は市にあります。地元では県ではなく、稲沢市も難色を示

しているように感じられています。 
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。 
 

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。信号機の設置時期について、住民は「道路が西尾張中央道まで開通した時点

で設置する」と認識していましたが、未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。 

交通量が原因と思われます。信号機の設置については公安委員会の専決事項です。県警交通規

制課より、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ています。ま

た、毎年稲沢警察署を通じて春日井稲沢線の信号設置要望を公安委員会へお願いしています。近

年において船橋地区が開通し、交通量も増大傾向であることから、今後の交通量の動向に注意し

て設置の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さ

れるので、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
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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た上で、市は

この問題を解決する気概はあるのか。公安委員会に懇願するのではなく、市長が自治体のトップとして

市側の主張をハッキリ述べて解決してほしい。地元地区を代表して強く主張します。 

（2）県事業区間（大塚東～旧国道 22 号）の整備方法について 

春日井稲沢線は稲沢市の最重要路線ではないのか。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おり、そ

の中でも「春日井稲沢線」が最重要路線だと、行事や祭りの挨拶の場でまで明言し、市民にアピー

ルしていました。 
この春日井稲沢線は過去に遺恨があります。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捉えることも

できるわけです。しかし、井之口四家の JR 踏切箇所で道路オーバーに反対などの意見も出て、

丈量測量までして断念しました。 
こういう事情で春日井稲沢線は県事業として採択されにくい状況になっており、春日井稲沢線

は稲沢西春線に抜かされ、祖父江稲沢線にも抜かされ、30 年間棚上げ状態になっています。いつ

の間にか春日井稲沢線の整備は後回しになりました。今の状況だと祖父江稲沢線の整備に 10 年

程度かかり、その後でようやく春日井稲沢線の整備に入るというイメージです。そんな中、現在

祖父江稲沢線を県事業で整備しています。愛知県の方針として都市計画道路は各市 1 路線と決

まっているのでしょうか。 

愛知県内には多くの市町村があり、未整備路線も数多く抱えていると聞いております。幹線道

路の整備は重要度、緊急度とともに地域バランスなどを考慮して、計画的に事業化路線を選定し

ていると聞いております。県としても財政的状況が厳しい中、同一市町村において複数の路線を

同時に整備するのは、特段の事情がない限り困難な状況と伺っております。 

春日井稲沢線は過去に愛知県と禍根がありますが、私はいまだ稲沢市として最重要路線には変

わりないと思っています。春日井稲沢線が 20 年前、西側区間を市事業で整備したように、整備

のしやすい祖父江稲沢線を市事業で行い、春日井稲沢線を県事業で整備するという手法は可能で

しょうか。 

議員同様に、春日井稲沢線は稲沢市にとって大変重要な路線であると認識しております。議員

の提案する案が実現すれば、春日井稲沢線の事業化が早まることになり、市として大きなメリッ

トになると思われますが、市の負担は増加します。 
春日并稲沢線の過去の経緯を踏まえると、地元における事業への合意形成が整っていない状況

においては、時期的にも困難であると判断しております。 

そういった手法も無理であれば、祖父江稲沢線が開通するまで 10 年程度着手できないままの

棚上げ状態で過ごすのでしょうか。 
平成 6 年当時反対があった地区等へ再度ヒアリングを行っていると伺っています。これは今ま

でよりはかなり前向きに踏み込んで取り組みが始まったと評価しています。そこで、質問させて

いただきます。春日井稲沢線の未整備区間のうち、鉄道交差部以外の井之口の平面部だけでも、

市事業に切り替えて整備することを提案しますが、いかがでしょうか。 

春日井稲沢線が稲沢市にとって大変重要な路線であるとの認識のもと、あらゆる手法を検討し

早期事業化に向けて県と意見交換を続けております。春日井稲沢線の事業再開に向けての地元の

地ならしや予備設計等の準備はもちろん、祖父江稲沢線の早期完了にも市としてできる限りの協

力を行っていくつもりでございます。その中には、当然、平面部を市事業で実施するということ

も選択肢に入れて検討を行っているところです。 
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A 

Q 
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Q 
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【土地の変遷：約 2000m2（約 600 坪）】 
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農業改良普及課稲沢駐在室） 

（1）設置の経緯と目的について 
市は当初、県からの土地の取得を拒否しました。その際に様々な観点から私は「土地の取得を

してほしい」と提案してきました。 
その趣旨は、現在、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状況です。下水道

事業だけは今年度でようやく整備が完了しますが、この地区には大きな問題があります。稲葉 5
区で約 2000 世帯、約 5000 人が住んでいます。これだけの大きな地域でありながら、住民が集ま

る場所、一時避難難所としての機能を持つ都市公園がないということです。その上で美濃路のま

ちづくりを推進する。これらの要素を理解していただき、そういう課題を解決するために市側も

考え方を変更し、平成 29 年度に県から土地を所得したという認識です。 
また、公園整備においては地域住民にヒアリングしながら整備を進めていくとしていました。

この認識でズレはないでしょうか。 

この美濃路稲葉宿本陣跡ひろば整備事業につきましては、事業用地が美濃路沿いで、稲葉宿本

陣跡であることを踏まえ、美濃路の歴史的役割を再認識する場所として、まち歩きの際に立ち寄

ることができ、地域の方々の交流を図る街道観光の拠点施設として活用するため、愛知県から歴

史公園用地として土地を取得し整備を進めているものです。なお、災害時の一時避難場所として

の活用につきましても視野に入れて整備しています。 

（2）敷地内の施設について（総事業費・約 3 億円） 
1. 用地取得費（600 坪）：約 1 憶 5800 万円 
2. 建設費：1 憶 4400 万円 

【設計管理業務委託料：約 900 万円・工事請負費：約 1 憶 3500 万円（※建物 68 坪 7900 万円）】 

ののべ指摘：地域の声「なぜ、倉庫なの?」 
現在、敷地内に倉庫ができると、稲葉、小沢地区では問題となっています。 
私は倉庫を建ててもらうために土地の取得を提案したのではない。また、地元では「何で倉庫ができ

るの? 資料館じゃないの?」と疑問が出ています。市は建物の片隅に 7 坪の部屋を作り、事前説明やヒ

アリングをしなかったのにも関わらず、今頃になって、地域の方に利用してほしいと説明してきました。

そもそもこの建物の中身は約 8 割が商工観光課の倉庫になるという。観光バスの駐車スペースの確保や

この建物を建設するために多くの敷地を取られたため、純粋に芝生広場の公園用地として利用できるの

は僅か 3 割の 180 坪程度です。 
地元では誰もこのような施設を望んではいません。この周辺地区には地域住民が集える街区公園がな

いので、更地にして小さな小休止できる東屋とトイレだけ設置してもらえればいいというのが住民の生

の声です。また、美濃路の街歩きをする方々もこの倉庫の外観を求めているわけではありません。 
 
現在、倉庫の骨組みが建てられています。本来であれば、今からでも中止して一旦更地に戻し

て、本当に必要な建物であれば建設し、必要なければ当面はお金をかけず更地の公園にしてもら

いたい。それが無理であれば、せめて建物の中を倉庫として利用するのではなく、今から設計変

更してでも地域交流のための多目的ホールにし、せめて倉庫の半分を地域の方が活用できる空間

に拡大してほしいと思うが、市長の見解を求めます。 

この歴史公園整備事業については、様々な手続きを経て、令和元年 7 月 17 日に整備工事の請

負契約を締結し、現在工事が進んでいるところです。大規模な設計変更につきましては困難です

が、ご提案のとおり、倉庫の空間を地域の方が気軽に利用していただけるように進めていきます。 
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「美濃路稲葉宿本陣跡ひろば」の整備について 



（3）民俗資料収蔵庫（旧中電ビル）との関連について 
1123m2（約 340 坪）の敷地に、① 旧中電ビル（生涯学習課）、② 資材倉庫（商工観光課）、③ 空き地

（財政課）と 3 課が関係している。 

ののべ提案①：旧中電ビルの解体 
この建物の解体方針の検討が始まり、平成 30 年 10 月に解体する前に内覧会が開かれた。地元からは

特に残してほしいという声は聞かれず、むしろいつ倒れるか分からないので早く解体してほしいという

意見のほうが多かった。どちらにしても残念ながらあまり関心がないというのが実情です。 
そういう中で稲沢市は 12 月 2 日に国交省のサウンディング（民間事業者からの建物活用に関する提

案会）に参加した。その結果、4 事業者に参加していただいたが、民間事業者による有効活用の妙案は

なかった。市長は答弁で、「今後の方針はサウンディングの結果を受け、建物解体の是非とともに、その

後の利活用について慎重に結論を出していきたい」としている。しかし、結論は出ているのではないか。

是非、解体し、更地にして地域住民のための街区公園として整備していただきたい。 
 

ののべ提案②：「本町通り街区公園」設置 
稲葉宿本陣跡ひろばの 600 坪、旧中電ビル周辺の 340 坪の土地を連携し、その中に ① 地域住民の要

望が高い純粋な都市公園、② 行政が求めている倉庫、③ 地域コニュニティの中核施設、④ 美濃路が漂

う雰囲気という要素をまとめると、稲葉宿本陣跡ひろばは石碑だけ設置し、外溝だけ美濃路の雰囲気で

整備し、あとは更地の街区公園に！そして、倉庫の整備費用（約 1.5 憶円）を旧中電ビル改修費に充当

し、街なか力フエのような地域コミュニティの拠点にし、その北側の資材置き場を安価なプレハブ倉庫

にすればよかったのではないでしょうか。 
それが困難であれば、旧中電ビルを当初通り解体し、現在、解体が決まっている北側の資材倉庫、そ

の北側の空き地の合計 340 坪を一体整備とし、地区住民が本当に求めている住民が集うことのできる

「本町通り街区公園」にしてほしいと改めて提案します。 
 

ののべ尚昭が考える「美濃路稲葉宿本陣跡ひろば」の活用について 
現在建設が進んでいる倉庫の中身を活かそうとするのであれば、例えば観光協会。以前から今の場所

はふさわしくない、せめて国府宮駅周辺や市役所内に移転させた方がいいと提案してきました。 
今回、倉庫の空間を活かす方法はないかと考えたところ、美濃路だけでなく、稲沢市全体の観光拠点

としたらどうでしょうか。その場合、商工観光課の倉庫はどこかに探す必要がありますが、私は市街化

区域のど真ん中に資材倉庫がある必要性は低いと考えるので、他に適地を求めたらどうでしようか。 
施設や駐車場の鍵の管理まで商店街や地元に依頼しようとしているので、私は観光協会の移転をあえ

て提案しました。観光協会の場所はこの稲葉宿を市が本気で「街道観光の拠点」として位置付ければ立

派な候補地になりうると思います。今後、公園の整備と施設の運用について再考していただきたい！ 
 

 
旧中電ビル 

 
倉庫施設 

 
本陣跡石碑と正面 

 
倉庫内部 

 
旧中電ビル北側倉庫 

美濃路稲葉宿本陣跡ひろば

旧中電ビル



2020年 9⽉定例議会 
【ののべ尚昭質問】 

今回の傍聴者数  

 

全国各地で修学旅行を中止している自治体がある中、稲沢市においては生徒のために十分な対策をし

て、修学旅行を決行していることに感謝します。現場で苦労されている先生方に敬意を表します。 
そういった状況の中、生徒や保護者からの声を受けて次の 5 項目について質問しました。

(1) コロナ感染における中止・延期について 
(2) キャンセル代の公費負担について 
(3) Go To トラベルの対象になるのかについて 

(4) 欠席の場合の扱いについて 
(5) 現地でトラブルがあった場合の対応について

下記のとおり、全ての項目において要望通りの答弁をいただきました。コロナ禍において、教育委員

会、各学校が連携し、生徒のことを第一に考えた対応をしていただきました。 

 キャンセル代を公費で負担してほしい。→公費で負担します。 
 キャンセル代の公費負担を説明会で周知し、生徒保護者を安心させてほしい。➡速やかに周知します。 
 コロナ感染の不安を理由とした修学旅行不参加者の出欠の扱いは? ➡欠席ではなく「出席停止」。 
 修学旅行中に家族のコロナ感染が判明し、旅行中の生徒が濃厚接触者になった場合、生徒が現地から

帰らなくてはならない。その際、旅行保険は適用されるのか。適用の場合は事前に保護者に周知して

ほしい。また、されない場合は何らかの援助をしてはいかがでしょうか。 
➡修学旅行に際しては、各校において旅行保険に加入しており、個別に現地から帰宅しなくてはいけ

なくなった場合の費用は保険を適用できます。保護者にも周知していきます。 
 

一部、延期や行先の変更などはありましたが、全ての小中学校において修学旅行がトラブルもなく決

行されました。生徒・保護者からは感謝の声が多く寄せられました。現地ではいつもより混雑がなくゆっ

たりと旅行できた、食事会場も広くて良かった、全行程で感染症対策が徹底されていて安心だった、Go 
To トラベルの対象となり保護者負担が減り、家計が助かったなど。 
先生方はじめ、対応していただいた全ての方々、ありがとうございました。 

 

（1）ロタウイルスワクチンについて 
【参考】10 月 1 日から定期接種になる。対象は令和 2 年 8 月生まれ以降の乳児。 
 ロタリックス：生後 6 週から 24 週までに 2 回経口接種 

ロタテック ：生後 6 週から 32 週までに 3 回経口接種 
 費用は約 3 万円。ロタウイルス胃腸炎を防ぐ。 
 任意接種から定期接種になることの周知が必要！ 

来月10月からこれまで任意接種だったロタウイルスワクチンがようやく定期接種になります。

この定期接種化により、約 3 万円の費用は無料になります。周知はどのようにしていくのか。 
また、すでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種は定期接種として扱われ

る。この周知は十分できているのか。新しいワクチンなので、周知の徹底をお願いしたい。 

毎年度 4 月に全世帯向けに発行している令和 2 年度保健事業案内のチラシや市のホームページ

で、10 月から開始されることや対象年齢について周知しています。10 月号の広報とホームペー

ジでは、詳細を掲載し周知を図っていきます。8 月生まれですでに一部を接種している場合につ

いては、10 月以降の残りの接種については、漏れのないようホームページで周知します。 
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コロナ禍における小中学校の修学旅行について 

乳幼児ワクチン行政の推進について 

【生徒・保護者からの感謝の声】 

【主な質問と提案 ➡答弁】 



（2）おたふくワクチンの補助について 

ののべ調査①【過去の経緯】 

1989 年 4 月 定期接種 MMR（おたふく・麻疹・風疹）ワクチン開始 
無菌性髄膜炎の発生（0.16%） 

1993 年 4 月 定期接種中止→任意接種へ 
2010 年 7 月 国立感染症研究所により、「おたふくかぜに関するファクトシート」作成 
2011 年 1 月 第 4 回予防接種部会ワクチン評価に関する小委員会において、おたふくかぜワクチン作

業チーム報告書が報告 
2012 年 5 月 予防接種制度の見直しについて（第二提言）の中で、広く推進していくことが望ましいワ

クチンの 1 つとされた。 
2018 年 5 月 予防接種推進専門委員会「おたふくかぜワクチンの定期接種化に関する要望書」が提出 
 下記が要望書提出の背景 

 
 →これらの 3点によりリスクベネフィットの観点から早期に定期接種化する必要がある。 
【現状】 2010～2011 年に全国で大流行、その後 2015～2016 年にも流行が起きている。年度によりばら

つきはあるが、4～5 年毎に全国規模の流行が起きている。 
現在、日本ではおたふくワクチンの接種率は任意接種のため 3～4 割と言われている。 

 
近年、全国各自治体でおたふくワクチンの補助をするようになってきた。愛知県内でもすでに

約 3 割（18 市町村）の自治体が補助している。 
稲沢市におけるおたふくワクチンの補助について、過去の一般質問でも提起しています。現在、

コロナ禍で世界中が大変な状況になっており、日本でも予防医療についても今まで以上に関心が

高まっている。私はこのおたふくワクチンについても有効性があると考えます。稲沢市において

もおたふくワクチンの補助をしてほしいが、いかがでしょうか。 

ののべ調査②【名古屋市の例】 

2010 年より 1～6 歳を対象におたふくかぜワクチンの助成（3000 円）を開始。 
2010 年 8 月から 2017 年 3 月の接種数は 140316 本であり、無菌性髄膜炎の報告は 1 件（6 歳 9 か月女

児）であった。無菌性髄膜炎発生頻度は 10 万接種当たり 0.7 件（0.0007%）。 
1 歳児のおたふくかぜワクチン接種率は助成開始から 7 年間で 24.3%から 91.0%に上昇。名古屋市の

定点あたりのおたふくかぜ患者の報告数は助成開始 7 年前と、開始後 7 年間の平均を比較すると 1/2.6
へ減少を認め、38%減少した。 

 
 
おたふくは任意接種であるため、接種費用補助については、考えておりません。 

 

1 回目の接種費用のうち 3000 円の補助をすると、年間 1100 人を対象とし、接種率を約 90%
としても 300 万円程度です（2 回目は自費）。任意接種であるから接種費用の補助については考

えていないという答弁はあまりにも短絡的ではないでしょうか。ワクチン効果を考えてもこの

300 万円の支出は理にかなっていると思うが、「子育て教育は稲沢で」とスローガンに掲げている

市長の見解を問います。 
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1. 日本耳鼻咽喉科学会の調査によれば、おたふくかぜによる難聴の疾病負担について、

これまで過小評価されていた可能性がある。 
2. おたふくかぜワクチン接種後の副反応として問題となる無菌性髄膜炎の発生頻度は、

最近の調査では低下している。 
3. おたふくかぜワクチンの定期接種対象となる 3 歳未満の小児では、おたふくかぜワ

クチン接種後の無菌性髄膜炎の発生頻度が報告されている。 



議会質問では他市の例も紹介しながら、何度も必要性、財政出動の有効性を訴えました！ 

ののべ尚昭が考える「おたふくワクチン」の補助 

 

懸念される財源確保は可能だと考えます。むしろ、医療費以外の費用も含む「社会の視点」から評価

すると、増益になります。私はワクチン費用で医療費が削減でき、財源の確保ができると考えます。 
ののべ案ですが、全額負担 600 万円が困難なら、せめて半額補助 1 回 3000 円、予算的には約 300 万

円です。医療費削減につながります。この状況を総合的に判断して、再度、おたふくワクチンの補助を

求め、市長の見解を問いました！ 
 

「子育て教育は稲沢で」をスローガンに掲げておりますが、様々な子育て支援施策を講ずる中

で、財源の確保に努めながら一つ一つ施策を実現しています。子育て支援施策については、他市

町村の動向を見ながら優先順位を決めて、実行に移してまいりたいと考えておりますが、費用対

効果が明確であるということなので、財政的な折り合いがつけば、速やかに実施していきたいと

思います。 

（3）集団接種（BCG 予防接種）の見直しについて 
【費用】ワクチン費用 3000 円、初診料など 3000～4000 円 →合計 6000 円～7000 円 

一宮市も 3 年ほど前に集団接種から個別接種に移行し、今年度から津島市、愛西市、あま市、

大治町も個別接種に切り替えています。近年では 54 市町村中、個別、個別集団併用を採用して

いる自治体は 42 で、78%にもなります。 
以前から働くお母さんから個別接種への移行について声が上がっています。また、特にこのコ

ロナ禍で集団検診を避けたいという要望が多くあります。この機会に稲沢市も集団検診から個別

検診に移行するべきだと思うが、いかがか。 

現在 BCG 予防接種につきましては、新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、集団接種

を行っています。個別接種の体制を整えるには、費用面や医師会との調整等が必要となってきま

すので、引き続き集団接種を行っていきます。 

ののべ尚昭が考える集団接種（BCG 予防接種ワクチン）の見直しについて 
議会質問では母親の声、費用面の分析や他市の例も紹介しながら、再度、必要性、財政出動の有効を

訴えました。2001 年の予防接種法改正の実施要項により、集団接種から個別接種にしなさい！と記載

されています。 
費用面も集団から個別にした場合の費用は約 300～400 万円です。近隣自治体もほとんどが個別接種

に移行されました。小牧市も平成 29 年から個別接種に移行するため調査をしています。例えば、どの

ような条件になれば個別検診が可能か。実施にあたっては、接種手技の講習を受けるなど必要と思われ

る、などが検討課題としてあがりました。 
私はこの近隣の取り巻く状況を判断され、早急に個別接種に切り替えるよう要望しました。  
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 財源の確保の観点から指摘したい。 
 様々な財源的にも罹患に係る費用減少額と予防接種費用を比較しても費用対効果は有効。 

厚労省予防接種基本方針部会、国立感染症研究所「ファクトシート」、予防接種推進専門協議会のデー

タで有効。 
 罹患接種費用比（「罹患に係る費用減少額／予防接種に係る費用増加額」比）： 

支払者の視点 1.55（1 回接種）、0.77（2 回接種） 
社会の視点  4.95（1 回接種）、2.50（2 回接種） 
➡ 費用対効果に優れている。 



 

（1）今年度から制度が変わった理由について～委託契約から要綱に基づく交付制度へ～  
平成 12 年に介護保険制度が始まりました。その後、平成 16 年に「高齢者ふれあいサロン事業」

が立ち上がりました。それ以来、市と各サロンで委託契約を結び事業が運営されてきた。昨年ま

で週 1 回を限度とし、１回 5200 円の委託費が支払われてきました。（ちなみに始まった当初は 1
回 2000 円、その後、3000 円、4000 円と推移。） 

しかし、今年から委託契約ではなく、突然要綱が変更され、一人当たり 200 円の交付金を支給

する形となりました。サロンの主な悩みの一つとして運営に対する財政事情があります。今回の

制度改正でほとんどのサロンが収入減となります。今までの財政状況を維持しようとすると最低

でも 1 回のサロンで 26 人参加しないと維持できないことになります。現在 44 のサロンがありま

すが、26 人以上の登録人数のサロンは半数以下の 21 団体です。実際の平均参加人数だと 8 割く

らいの団体は収入減となります。多くのサロンから元の制度に戻してほしいとの声が出ています

が、改善できないか。 

支援の方法が変わることについて説明した際に、代表者の方からも同じような御意見をいただ

きました。会費や会場費の有り無しなど、サロンの運営も団体ごとに違っており、財政事情が苦

しいというお話も伺っております。 
現行の交付金が適正と考えておりますが、代表者の方より、そういった声があることも事実で

すので、今後支援のあり方について皆さんの意見を聞きながら、進めたいと考えています。 

ののべ尚昭が考える「高齢者ふれあいサロン」事業の財政問題 
私も交付金制度を完全に否定するものではありません。しかし、人数割だと交付金をもらうために人

数集めをするようにならないか、危惧するところもあります。 
（近年の活動状況、今年度の予算も含めて指摘したいと思います。） 

【近年の活動実績】 
平成 29 年度 869 回 14578 人（@16.8 人） 4513600 円 
平成 30 年度 1013 回 16419 人（＠16.2 人） 5257200 円 
令和 01 年度 1059 回 17446 人（＠16.5 人） 5532800 円 （予算額 6177600 円）※ 1 回 5200 円 
令和 02 年度    （予算額 5330000 円）※ 1 人 200 円 

近年の実績を見てみると、1 回のサロンの平均人数は約 16 人です。今年度の予算額は 533 万円、この

実績を今年度で 1 人 200 円の交付金制度の中で算定すると、320 万円になります。予算額と約 200 万円

の開きがあり、逆に 533 万円の予算額を想定するとサロン 1 回あたりの参加人数は 27 人となります。 
もし、この 200 円を 300 円に引き上げたとしても 480 万円で予算内におさまります。制度改正によ

り、各サロンが維持できなくなるような状況は避けたいと願います。是非、この交付金額の見直しを早

急にするよう強く要望しました！ 
 

ののべ指摘：サロンの地域格差 
平成 16 年に 6 団体でサロン事業がスタートしました。昨年 46 サロンから今年 44 サロンと登録団体

が減少しました。今年度のサロン登録状況は、新規が 2 団体、閉鎖が 4 団体でした。閉鎖の主な理由は、

高齢化で、運営側の存続が困難になったケースや利用者数の減少によるものです。 
44 サロンの分布を見てみると、稲沢 7、小正 4、下津 3、明治 3、千代田 4、大里西 5、大里東 6、祖父

江 1、平和 11 と地域によってかなり格差があります。特に大里、平和地区が多く祖父江地区が少なく

なっています。大里地区は事業発足時からボランティア団体の活動が盛んだったこともあり、素地があ

るのが要因ではないかと思われます。平和地区にサロンが多い理由としては、平和町時代に整備された

老人憩いの家が地区ごとにあり、活動する環境を整えやすかったことが考えられます。 
地区ごとのサロン数に差があること、本年度から祖父江地区に１つしかないことは課題であり、サロ

ンの少ない地区に対しては事業の PR が不十分で、具体的な取り組みが必要だと考えます。 
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コロナ禍における「高齢者ふれあいサロン事業」について 



（2）要綱の運用緩和について 

ののべ調査：コロナ禍のサロン活動状況 
今年の４月７日の緊急事態宣言以降、サロンの活動に影響が出ており、全 44 団体の内、4 月は 38 団

体が休止、5 月は 42 団体が休止、6 月は 21 団体が休止していた状況です。 
コロナ禍で多くのサロンが休止していますが、独自で工夫してなんとか介護予防、健康づくりを「訪

問サロン」として継続しているサロンもあります。 
その活動を少し紹介させていただきます。例）松の会、北町フルハウス、横地なごやかサロンなど。 

・運営者がマスクを作って、会員に届ける  ・脳トレを作成し、訪問 
・訪問して、健康体操の指導        ・訪問して、認知症予防 
・訪問して、詐欺防止などの注意喚起    ・訪問して、うつ対策、安否確認 
・訪問して、一人暮らしの方の孤独解消のため、歌の本を作成し持参 
・屋外で集合し、健康づくり、生涯学習を兼ねて公園をウォーキング 

 
現在の要綱では活動は 1 回の活動が 8 人以上、3 時間以上、また、訪問事業などは対象外となっ

ています。コロナ禍では感染症対策を取りながら運営しようとすると空間の確保の問題や人数制

限、長時間の滞留を避けなくてはいけません。活動しようとしても要綱を守れないのが現状です。 
コロナ禍においては運用を緩和して、短時間での活動、会場ではなくても、運営側が訪問して

健康体操、見守り、脳トレなどをするといった、いわば「訪問式サロン」という形でも活動を認

めるようにしたらどうでしょうか。 

サロン代表者の方々より、コロナ禍でのサロン運用についての相談をいただいています。市と

いたしましては、コロナ禍においても、高齢者の介護予防及び福祉向上に寄与しているサロンを、

「新しい生活様式」に沿って開催していただくことが必要であると考えます。例えば活動時間、

参加人数、訪問活動等について、緩和した基準を今後お示しできるように考えております。 

 
要綱の運用緩和は行政の柔軟な素晴らしい対応だと思います。10 月、11 月から活動を再開しよ

うと考えているサロンも多くなってきています。是非、この要綱の「緩和した基準」を早急に示

していただき、その内容を各サロンに周知してほしいと思います。 

一歩前進：サロンの運営基準の緩和 

今回の質問を受けて、10 月 1 日に高齢介護課から新たな指針が各サロンに通達された（10 月 1 日か

ら令和 3 年 3 月 31 日までの緩和措置）。 

・1 回につき 3 名以上、運営者側は 2 名以上 
・1 回の開催時間 3 時間以上 → 2 時間以上 
・訪問型サロンも認める。 

（3）社会福祉協議会（社協）との連携について 
【参考】26 年 9 月議会一般質問「生活支援サービスコーディネーター」について質問 

現在、数少ない職員でこのサロン事業を担当しています。事業発足当時は 6 サロンで始まって

以来、現在は 44 サロンと団体数も増え、なかなか各サロンの現状把握、きめ細やかな相談対応、

運営アドバイス、後継者育成など対応は困難ではないかと思います。 
そこでサロン事業を充実させていくために、私は「社協との連携」を提案したいと思います。

来年度から東庁舎に社協が移転し、稲沢市は福祉のワンストップサービスを目指します。福祉、

介護事業に様々なノウハウを持っている社協にこのサロン事業の運営相談や事業アドバイスに

ついてしっかりと予算化し、事業委託したらどうでしょうか。 
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要望 



福祉の拠点が整備され東庁舎に社協が入ることで、今後は多機関の協働による強みが、より発

揮できるようになります。 
現在、市は平成 29 年度から社協に「生活支援体制整備事業」を委託し、住民主体による多様な

地域づくりを進めており、その中で地域づくりの進行役である「生活支援コーディネーター」が

おりますので、サロンの企画、運営等の支援も可能かどうか、今後、社協と調整を図っていきた

いと考えております。 

ののべ尚昭が考える「高齢者ふれあいサロン事業と社協との連携」 
高齢者ふれあいサロン事業を始めるにあたり、当時の服部市長は各サロンの方々に「将来高齢化率も

進み、介護保険料もどんどん高くなっていく。生涯、介護保険を使わなくてもいいくらい、このサロン

の活性化によって、元気なお年寄りがいっぱいになるように、サポートをしてほしい」とよく発言して

いました。 
平成 12 年当時の介護保険料の基準額は 2628 円、令和 2 年現在は 4800 円。高齢化率は 14.5%から 27.3%

になりました。それぞれ 20 年で約 2 倍になりましたが、保険料は全国対比ですと平成 12 年当時は 10%
安い数値でしたが、平成 30 年では 18%安く抑えられています。 

【参考】介護保険料比較 
1 期（平成 12 年～）全国 2911 円 市 2628 円（全国対比 90%）高齢化率 14.5%  認定率 12.9% 
6 期（平成 27 年～）全国 5514 円 市 4600 円（全国対比 83%） 
7 期（平成 30 年～）全国 5869 円 市 4800 円（全国対比 82%）高齢化率 27.3% 認定率 15.41% 

サロン事業が始まって今年で 17 年目になります。特にコロナ禍で活動が下火になっていますが、こ

のサロン事業はこの間、予防介護行政に大きく寄与してきたと思います。 
今後、早急に社協と調整を図り、来年度には業務委託できるよう要望しておきます。サロン事業が有

意義なものとなるようにしてほしいと思います。 

（4）各サロン間の情報交換、交流について～サロン代表者のためのサロンの充実～ 
サロン事業が始まった当初は各サロン間で年数回、事業報告会や情報交換も行っていました。

しかし、現在は年 1 回のサロン代表者会のみです。 
また、直近のサロン代表者会は 3 時間の会議のうち、半分の 1 時間半はマイナンバー制度の PR

時間に充てられていました。多くのサロン代表者からは会議の趣旨が違うと不満の声が上がって

いました。確かに現在はサロン数も 44 に増え、活動内容、地域性も大きく異なってきており、一

堂に会して代表者会を行ってもなかなか有意義な時間にならないと思います。 
サロンの代表者の皆さんは「運営に関する情報がもっとほしい、後継者育成について意見交換

したいなど」といった声が寄せられています。 
今回答弁があった、生活支援体制整備事業は推進協議会「協議会」を設置しています。その次

の段階層として、支所・市民センター地区を「2 層」と位置づけて地域づくりをしていこうとし

ている。例えば、この「生活支援体制整備事業」の中で、年数回をめどに各地区単位（2 層ごと）

でサロン代表者を行ってはどうでしょうか。 

生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーターは、支所・市民センター圏域で地区担当を

とっており、６名おります。生活支援コーディネーターが関わることにより、地区ごとで出前講

座や勉強会の企画などの支援、サロン間の情報交換やサロン代表者の交流の場を調整することが

可能かどうか、今後社協と調整を図っていきたいと考えております。 

 
各サロンの皆さんの声を集約し、各地区代表者会が充実するよう要望しました！ 

「今後、社協と調整を図っていきたい」と答弁がありました。大いに期待したいと思います。 
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中日新聞「県内版」（2019 年 9 月 23 日）より抜粋 

 
 

 表 彰 の ご 報 告  
下記の表彰を受けました。 
 市政功労者特別表彰［地方自治］（稲沢市より） 

   

 議員 20 年表彰（全国、東海市議会議長会より） 

  

 稲沢⼋策・提⾔実現  
東海北陸自動車道 IC 名決定！ 

「一宮稲沢北インター」 
仮称：西尾張インターからインター名に「稲沢」の名前

を冠してほしいと長年、議会で提言してきました。 

 
中日新聞（県内版）より抜粋 

稲沢⼋策・⼀歩前進 
「重本交差点」改良工事開始 

 
 

稲沢⼋策・⼀歩前進 
三宅川の雨水排水対策 

「地下雨水貯留施設」建設 
稲沢公園西側に南北約 200mの地下雨水貯留施設が完成

します。令和元年度から 2 か年で整備しています。重本

交差点周辺の雨水を地下に貯留します。 

  

  


