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２月定例会について
◆２月定例会は2月21日から3月22日の日程で行われました。
◆政府予算案の遅れに伴って、当初予算案の提案説明が3月1日にな

２月議会の日程
月 日

会議

内容

りました。当初予算に関係のない議案や補正予算、人事案件など

2月21日(木) 本会議 補正予算などの提案説明

39件を審議、このうち図書館の指定管理に関する条例、人事案件

2月25日(月) 本会議 議案質疑(岡田議員)

員(教育長）に推薦する案など8件に反対しました。
◆岡田ゆき子議員が補正予算案について質疑を行いました。サイエ
ンスパークの塩漬け土地の一部を45億円の税金負担で処分し、歴
史の里用地と交換する補正予算と、政府の経済対策による公共事
業の前倒し予算でした。サイエンスパークの土地は新年度予算に

2月26日(火)
～

委員会

2月28日(木)
3月1日(金) 本会議

近）と交換する予算が計上されました。

3月12日(火)
～

3月11日(月)

にはわしの恵子議員がたち、保育料値上げなど市民犠牲押しつけ
の予算案について市長の政治姿勢を追及しました。個人質問には、
さはし議員が学童保育について、山口清明議員が若者支援につい
て質問しました。

補正予算等の討論(田口議員)
採決
当初予算の提案説明

本会議

個人質問(さはし議員、山口
議員)
大震災の黙とう
議員提出議案質疑(田口議員)

委員会

予算審議
資料要求・質疑・意思決
定など

3月7日(木)

も隣接地を同様に処分し、才井戸流を保全する緑地（野田農場付
◆予算関連議案は、修正案を含め48件。うち20件に反対。代表質問

議案質疑(補正予算等)
意思決定

3月6日(水) 本会議 代表質問(わしの議員)
～

のうち、保育料値上げを提出した下田子ども青少年局長を教育委

3月21日(木)

委員長報告ののち採決
・請願賛成討論(さはし議員)
・組み替え動議(岡田議員)
3月22日(金) 本会議 ・予算反対討論(山口議員)
議長選挙
・所信表明(議長選 わしの)
(副議長選 田口)

◆一般会計予算案については、自・公・民が保育料値上げだけを中
止する修正案を提出し、日本共産党は減税中止と無駄の排除を含んでの保育料値上げ中止などの組み替え動
議を提出。共・減の反対で修正案が可決しました。反対討論には山口議員がたち、減税の実態と市民負担増
の大変さ、新たなムダ使いを指摘し反対しました。減税が修正案に反対し原案に賛成の討論。自民が修正案
と原案に賛成の討論を行いました。
◆意見書は9件が提案され、このうち７件の意見書が可決。日本共産党提出の３件のうち２件が可決しました。
◆2月の北朝鮮のミサイル発射に抗議し2月21日の議会冒頭で「抗議の決議」を行いました。
◆「名古屋市歯と口腔の健康づくり推進条例の制定」「名古屋市児童を虐待から守る条例の制定」の議員提出
議案が自民・公明・民主と減税から提出され、田口議員が本会議質疑を行い、問題点を指摘しました。
◆学校のエアコン設置52億円を2012年度の追加補正予算として提出され、可決されました。
◆2月25日付で民主党の山本久樹議員（緑区）が民主党を離党・離団し「既得権打破の会」を立ち上げました
◆3月1日から、減税日本新政会が名称を「新政会」に変更しました。2月26日には減税日本ナゴヤのさいとう美
咲議員（中区）が離団し、新政会に参加、28日には減税日本ナゴヤのうさみいく愛議員（港区）が減税日本
を離党し、ひとり会派「地方分権改革会」を、さらに3月1日には片桐栄子議員（熱田区）が減税日本を離党
し「市民クラブ」を立ち上げました。この結果、会派構成は表のようになりました。関連して議運メンバー
に異動がありました。
◆自民と減税が同数となったため、減税が質問順、自民が議席順を第１順
位に選びました。
◆議会最終日に慣例による議長交代が行われました。リコール選挙以来
3月12日が議員任期になるため、委員会人事は5月臨時会で行いますが、
議長副議長選出は3月に行います。一昨年から所信表明を行うようにな
り、わしの、田口議員がそれぞれ所信を表明しました。
◆自民党の藤沢議員が市長選に出馬を表明。議会終了後に辞職しました。
◆保育料値上げ中止の予算修正に対し、憶測での税収増は違法だと河村市
長が激怒し、再議を表明。28日に臨時会を招集しました。
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新たな会派構成 （2013年３月1日）
・日本共産党名古屋市会議員団
５人
・減税日本ナゴヤ
１８人
・自由民主党名古屋市会議員団 １８人
・公明党名古屋市会議員団
１２人
・民主党名古屋市会議員団
１０人
・新政会
７人
・既得権打破の会
１人
・市民クラブ
１人
・地方分権改革会
１人
・無所属クラブ
１人
・欠員
１
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2012年度予算2月補正の概要
補正予算の概要
局

一般会計
事

（単位：千円）

項

金

額

財源内訳

説

明

市民 用地取得に係る名古屋市 土地開
経済 発公社への負担金

4,545,252 一般財源

サイエンスパーク事業のため公社が先行取得していた用
4,545,252 地の一部を、歴史の里用地と交換し、交換後の用地を取
得する経費

健康 民間障害者自立支援施設の整備補
福祉 助

国庫
50,600 地方債
一般財源

33,733 国の経済対策等に伴う補正
1,600
地域での生活を支える日中活動の場である生活介護事
867 業等を行う施設を整備
移転改築 １ カ所

賃貸方式による民間保育所の設置

434,862

県費
一般財源

グループ実施型家庭保育室の設置

61,435

県費
一般財源

子ど
も青
少年
民間保育所の整備補助

民間保育所の耐震改修補助

県費
702, 853 地方債
一般財源

22,988

276,068 寄附金

ガイドウェイバスの車両更新

168,900

市営住宅の外壁改修

国庫
458,762 地方債
一般財源

市営住宅の建設

市営住宅耐震改修の設計

294,000

国庫
地方債

道路附属物等の点検

556,000

橋りょうの補修

92,895 国の経済対策等に伴う補正
76,005
老朽化に伴うハイブリッドバスへの車両更新

40,000

198,465 国の経済対策等に伴う補正
198,000
市営住宅の老朽化したエレベーターの更新

21基

321305 国の経済対策等に伴う補正
296,000
老朽化した市営住宅の建替
25,305
設計、除却工事等
7,350 国庫国の経済対策等に伴う補正
7,000
耐震診断Ⅱ－２ の市営住宅の耐震改修の設計
350
２棟
66,000 国の経済対策等に伴う補正
54,000
舗装の損傷が特に著しい県道岩崎名古屋線始め４路線
121000
国の経済対策等に伴う補正
90,000
路面下の空洞の補修と未調査路線の空洞調査
9,000

国庫
一般財源

303,000 国の経済対策等に伴う補正
253,000
歩道橋、道路標識等の点検

国庫
地方債

22,000 国の経済対策等に伴う補正
18,000
無電柱化のための電線共同溝の整備

国庫
65,000 地方債
一般財源
国庫
295,000 地方債
一般財源

３台

229,381 国庫国の経済対策等に伴う補正
229,000
市営住宅の安全対策として、外壁の点検・調査、危険
381 箇所の改修などを実施

国庫
地方債

国庫
220,000 地方債
一般財源

１カ所

リハビリテーション科専門医の養成と確保のため、名古
276,068 屋市立大学医学研究科に開設する講座の運営に係る経費
を負担

国庫
14,700 地方債
一般財源

路面下空洞対策

橋りょうの耐震補強

15,325 国の経済対策等に伴う補正
7,663
民間保育所の耐震改修工事に対する補助

国庫
642,610 地方債
一般財源

120,000

国の経済対策等に伴う補正
待機児童ゼロの維持に向けた取組み
定員15人 ８カ所 10人 １カ所（全て３歳未満児）
公募により事業者を選定

国の経済対策等に伴う補正
待機児童ゼロの維持に向けた取組み
新規３カ所
東区筒井一丁目 定員90人（３歳未満児40人）
昭和区永金町 定員90人（３歳未満児 40人）
中川区供米田二丁目 定員40人（３歳未満児40人）
増築等６カ所
624, 754
千種区今池南 定員60→80人(３歳未満児36→56人)
74, 000
中村区千成通 定員30→60人(３歳未満児30→45人)
4, 099
昭和区明月町 定員60→80人(３歳未満児30→50人)
守山区小幡中一丁目 定員180→200人
(３歳未満児 62→82人)
緑区大高町字殿山 定員100→136人
(３歳未満児36→66人)
名東区高間町 定員120→130人
(３歳未満児50→60人)

国庫
一般財源

舗装道補修

緑政
土木 電線共同溝の整備

15,972
45,463

県費
一般財源

公立大学法人名古屋市立大学リハ
ビリテーション医学講座運営費負
担金

住宅 市営住宅エレベーターの更新
都市

国の経済対策等に伴う補正
待機児童ゼロの維持に向けた取組み
本園 11カ所
285,065
０歳～就学前 定員60人 ４カ所
149,797
（３歳未満児 定員30人 ４カ所）
０歳～３歳
定員40人 ７カ所
（ ３ 歳未満児 定員33人 ７カ所）
公募により事業者を選定

橦木相生町線

35,750 国の経済対策等に伴う補正
29,000
緊急輸送道路上の橋りょうの耐震補強
250
上社陸橋
162,250
国の経済対策等に伴う補正
132,000
潮見橋始め４橋
750
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補正予算の概要
局

一般会計
事

（単位：千円）

項

橋りょうの点検

額

財源内訳
説
明
国庫
27,500 国の経済対策等に伴う補正
50,000
一般財源
22,500
簡易な点検のみだった橋りょうに詳細な点検を実施

通学路交通安全確保対策

300,000

国庫
一般財源

道路改良

130,000

国庫
地方債

61,000 国の経済対策等に伴う補正
69,000
緊急輸送道路である江川線の有料道路支援関連事業

橋りょうの新改築

140,000

国庫
地方債

62,000
78,000

690,000

国庫
地方債

366,000
324,000

広域河川の整備

590,000

国庫
地方債

295,000 国の経済対策等に伴う補正
295,000
浸水被害を軽減する護岸の整備

堀川始め３河川

準用河川の整備

54,000

18,000 国の経済対策等に伴う補正
36000
浸水被害を軽減する護岸の整備

長戸川、生棚川

立体交差
緑政
土木

金

戸田川排水機場長寿命化

10,000

公園遊戯施設等の改修

39,000

公園の整備

2,616,601

東山動植物園再生プランの推進

学校施設の大規模改造

肢体不自由児対応エレベーターの
整備
小・中学校運動場の改修
教育
公害対策校空調設備の改修

193,500

国庫
一般財源
国庫
一般財源
国庫
地方債
一般財源
国庫
地方債
一般財源
国庫
地方債
一般財源

国の経済対策等に伴う補正
再生プラン新基本計画に基く動物園の獣舎等を整備

4452 国の経済対策等に伴う補正
88,000
常時ストレッチャー使用の肢体不自由児が就学する小
248 学校にエレベーターを整備
小学校１棟

国庫
217,640 地方債
一般財源

72,546 国の経済対策等に伴う補正
139,000
前回改修から20年を経過し、劣化著しい運動場の整備
6,094
小学校 10校 中学校 ２校

国庫
284,100 地方債
一般財源

67,234 国の経済対策等に伴う補正
209,000
公害対策で設置されている空調設備のうち、老朽化の
7,866 著しいものについて改修 小学校２校 中学校１校

地方債
一般財源

サイエンスパーク事業のため名古屋市土地開発公社が先
1,806,000
行取得していた用地の一部を歴史の里用地と交換し、交
201,776
換後の用地を取得

国庫
1,108,306 地方債
一般財源

計

国の経済対策等に伴う補正
重点的、効率的な維持管理等計画に長寿命化計画
国の経済対策等に伴う補正
老朽化した遊具やフェンス等の公園施設の改修
小碓中央公園始め９公園
国の経済対策等に伴う補正
広域避難場所等に指定されている公園の整備
猪高緑地始め３公園

国庫
92,700 地方債
一般財源

瑞穂公園施設用地の取得

一般会計

国の経済対策等に伴う補正
道路交通の円滑化のため、立体交差事業を実施
近鉄名古屋線長須賀架道橋
ＪＲ東海道本線・名鉄名古屋本線御田人道橋

国の経済対策等に伴う補正
1,025,788
昭和55年以前に建設され、大規模改修未実施の校舎等
2,684,000
の屋上防水、内外装改修等を実施
1,793,925
小学校19棟 中学校13棟 高等学校2棟 幼稚園4棟

2,007,776

交通
高速度鉄道事業会計支出金
財政

5,000
5,000
12,000
12,000
15,000
643,187
1,180,000
793,414
77,400
116,000
100

国の経済対策等に伴う補正
道路交通の円滑化のための橋りょうの整備
三階橋、正江橋

国庫
5,503,713 地方債
一般財源

歴史の里用地の取得

病院
守山市民病院会計支出金
財政

165,000 国の経済対策等に伴う補正
135,000
小学校の半径300ｍ内の通学路の路肩のカラー化等

188,240
国の経済対策等に伴う補正
920,000
広域避難場所である瑞穂公園内の用地を取得
66

446,234

地方債
一般財源

47,197

地方債
一般財源

47,000
197

特定財源
一般財源

15,354,195
8,135,592

23,489,787

446,000 平成24年度末で市立病院としては廃止する守山市民病院
234 の不良債務額の増加に伴う一般会計からの補助の増
国の経済対策等に伴う補正
地下鉄構造物の耐震補強
建設改良費補助金28,197

建設改良費出資金19,000

歳入は

法人市民税 6,886,064千円の増収
市債 9,505,000千円など
ほとんどの事業が繰越明許

追加補正
教育 小中学校普通教室空調設備の整備

一般会計

計

国庫
5,195,430 地方債
一般財源

5,195,430

特定財源
一般財源

1,376,700 国の経済対策等に伴う補正
3,277,000
小学校半数の2,221室の設計（288,730）
541,730
中学校93校1,765室の設計、工事（4,906,700）
46,537,000
541,730
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補正予算案に対する質疑（２月25日）
塩漬け土地を放置して45億円の税金ムダづかい。早
期の見直しができなかった責任の所在はどうしたか
岡田ゆき子議員
用地取得にかかる名古屋市土地開発
公社への負担金について

が撤回されていれば、その後の無駄な負担を背
負う必要もありませんでした。
名古屋工業大学誘致断念後、2003年に「なご

市民にツケを回した責任を問う

やサイエンスパーク事業推進会議」の提言を受

【岡田議員】土地開発公社所有のサイエンスパー

けて、市は、整備方針の見直しをしています。

クＢゾーン2街区を、教育委員会が購入予定して

しかし、そこでもBゾーンの方向性は例示はあっ

いる歴史の里の保留地と仮換地変更し、土地開

ても、はっきりとした方針は示されず、又用地

発公社から、65億円余で買い戻しますが、地価

整理が進まないことから、整備目標を、2014年

相当額の20億円余を教育委員会が、残りの45億

とし、さらに11年も更に先送りさせてしまいま

円余を市民経済局が負担するとしています。

した。

サイエンスパークＢゾーンは、「なごやサイ

少なくとも、この

エンスパーク事業」の中で大学誘致にあてる場

2 0 0 1 年、2 0 0 3 年の

所として、1989年に「名古屋工業大学を誘致」

2回は、事業化の断念

することを決め、土地開発公社による、土地の

を決断する機会があっ

先行取得が開始されました。しかし、2001年に

た訳です。

は、名古屋工業大学の誘致を断念しています。

私どもは、事業の

これは少子化や、大学自体が都心回帰の状況に

撤回と地元住民の合

あること、土地区画整理が進まないことなど、

意による土地の有効

理由はありますが、構想自体は明らかに破綻し

利用を検討すること、

た訳であります。この時点で、Ｂゾーンの計画

そして、利用計画が
サイエンスパークＢゾーン
面積
上志段味１街区
補正予算
で交換

5.1ha

上志段味２街区 3.7ha
中志段味76街区

1.0ha

合 計

9.8ha

取得した
時の金額

積上価格
（土地開発公社が
59億円 取得してからの利
45億円 息等を合算し、市
が買う場合の金額）
31億円

136億円

211億円

・Ａゾーンは公的研究機関を誘致、Ｃゾーン（テクノヒ
ル名古屋）は民間研究期間等の誘致をほぼ概成。
歴史の里予定地

面積

上志段味117街区仮2番

3.3ha

現行価格

積上価格

20億円

65億円

・市内に200あるといわれる古墳の半数が集まる守山区
でも特に多い地域。前方後円墳だけでなく、帆立貝式
古墳、円墳、方墳と多様な形式がそろい、しかも、河
岸段丘という地形の中で非常に良い状態で残されてい
るとして、名古屋市教育委員会が保存活用しながら、
整備を計画。今回20億円で土地を購入。

新年度予算
で交換
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立たない場合は売却処分の検討をするように、

いまま、放置してきたということではないか。

本会議、委員会でも求めてきました。

今回の補正予算45億円は、本来市民にたいして

昨年になり、やっと大学誘致の事業化を断念

役立てるべき税金を、事業の失敗の穴埋めに使

すると決めたわけですが、今回買い戻しを行う

う訳ですから、その責任をどう認識しているの

２街区だけをみても、取得したときは42億円で

ですかお聞きします。

あった土地を、20億円の土地に交換する訳です

計画通りに進まなかったことは重く受け止めな
ければならない（局長）

から、その差額の22億円は、市がかぶることに
なります。そして借金して土地を先行取得して
きているので、２街区を買い戻すまでの長い期

【市民経済局長】なごやサイエンスパークは、

間に付いた利子など含めて、45億円もの市民の

昭和62年に産業活性化計画の提言を頂き、事業

税金を市民のために使うこともなく、無駄に捨

を円滑に進めるため、志段味地区の区画整理事

ててしまうわけですから、市民感覚からして、

業に合わせて、必要な土地の取得を行い、平成

相当な批判がされても仕方がありません。

15年9月に事業整備方針を策定、Bゾーンは平成

なぜ、このように長期保有する結果となって

25年度に整備することを目標とし、大学や企業

しまったか、この検証は必要です。土地開発公

の研究機関の一体利用を中心に、誘致等で事業

社の第３次経営改善計画では、長期保有となっ

化を目指してきた。

た理由の一つに、「名古屋市において機を逸す

少子化、大学立地の都心回帰や景気の低迷な

ることなく買収するとの判断の下、事業化の時

ど、厳しい状況が続いており、計画通りに事業

期や事業用途を十分に精査しきれないまま土地

化が進まなかったことは、重く受け止めなけれ

が取得されたこと」だとしています。この問題

ばならないと認識しており、先の６月市会で大

は、元を正せば、バブル経済崩壊後の地価の下

学誘致の断念等、事業の見直しをした。

落を食い止めるため、国が景気対策として、地

Bゾーンは、市の最重要懸案事項と認識してお

方自治体にどんどん土地を買わせたことにあり

り、2月補正予算で土地開発公社からの買戻しを

ますが、その政策に誘導されて、名古屋市も事

することにした。

業化の見通しや目的が不明瞭のまま、土地開発

残る街区の方向性は

公社に先行取得させたことにあります。その責
任ははっきりさせるべきだと考えます。

【岡田議員】今回買い戻しの対象とならない、

そこで、市民経済局長にお聞きします。この

残る１街区については、どうするおつもりです

名古屋工業大学誘致を断念したこのＢゾーンは、

か。

事業用途や事業化の時期を十分に精査しきれな

Ｂゾーン１街区
Ｂゾーン２街区
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それをやるのが議会への報告だとおもいます。

全庁的に関係局等と鋭意、検討を行いたい

役所の責任の取り方は。だで、議員の持つ責任

【市民経済局長】残る1街区は有効な土地の利活

は大変重いのではないか。ですから今の仕組み

用について、地元の意向も尊重しつつ、引き続

は議会と相談しながら、そこで了承を得ながら

き全庁的に関係局等と鋭意、検討を行いたい。

やっていく、という仕組みになっとる、という
ことです。

市長は塩漬け土地が発生した経緯や原因、責
任の所在も明らかにするといっていた（再質問）

市民感覚から本当にずれている（意見）

【岡田議員】局長からご答弁頂きました。「計

【岡田議員】責任の所在はどこにあるかという

画が思い通りに進まなかったことは重く受け止

質問なんです。こういうふうに事業を無計画に

めなければ」というご答弁でしたが、誘致先が

進めてきた、そのまま放置してきた、それだけ

ない、事業化の目処が立たないという時期を何

の税金を銀行に払うということをやってきてし

度も迎えて、事業を継続すべきでないと判断す

まったわけです。これは市民感覚から本当にず

ることもできたのではないか。問題を先送りし

れていて、怒りに感じるものであると思います。

てきたことに対して、本当に反省の上に立って

さらに謝罪、どういう経緯があってこういう風

いるのか、疑問を抱かずにはいられません。

になってしまったのか、ここはきちんと反省の
上に立って考えるべきだと思います。

企業が事業に失敗するようなことになれば、

あとは委員会での議論におまかせしまして、

負債はなるだけ減らすように、従業員の生活も

私の質問を終わります。

考え、廃業の時期を決断するわけです。市の事
業でも同じではないですか。こうした結果を作
り出したことに対して責任を感じるべきではな
いかと言いたい。
市長にも、お聞きしたい。2009年の市長選挙
前に、名古屋市民オンブズマンがおこなった、
市長候補者への公開質問の中で、サイエンスパー
ク事業を見直すつもりは？という問いに「ある」

Ａゾーン

と答えられ、なぜこれほどの「塩漬け土地」が
発生したのか、経緯や原因、さらには責任の所
在も含めて明らかにするとおっしゃっています。
今までの経過も踏まえ、この問題、市長とし
て、責任の所在も含めて、どう考えていますか。

議会と相談しながら、そこで了承を得ながらやっ
ていく、という仕組み（市長）
【市長】1番の悲劇は小さい企業ですね、倒産と
なって経営者は全部路頭に迷う。若干楽なのは
銀行です。銀行はそれ以前に破たんするが、破

Ｃゾーン＝テクノヒル名古屋

産は倒産ではない、経営者がかわるだけ。それ
からまた制度が緩くなり破たん処理される。そ
れよりいいのは税金の役所ではないかという気
はしとります。
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議員提出議案に対する質疑（３月11日）
深刻化する児童虐待に対応するために、名古屋市の
施策を飛躍的に前進させる契機に
田口かずと議員
児童を虐待から守る条例（案）の
制定について

案しながら、必要に応じ検討すべきと考える。

「地域の相談支援拠点」とは

児童福祉司と児童心理司の抜本的な増員が必要だ

【田口議員】虐待の予防や早期発見などのため

【田口議員】私は、子どもの健やかな成長と発

の「地域の相談支援拠点」とは、どのようなも

達、人格の形成に重大な影響を与える著しい人

のが想定されているのですか。

権侵害である虐待から、子どもを守る施策を推

河村市長が打ち上げている「学区の総合市民

進するために、条例を制定することは、意義の

サービス窓口」なるものは、児童虐待の相談に

あることだと考えるものです。そのうえで、提

も対応するものとして構想されているようです

案されている条例案について、逐条的にお尋ね

が、「地域の相談支援拠点」とは、そういうも

させていただきます。

のなのか。あるいは、『児童虐待事例検証報告

まず、第９条「人材の育成」についてです。

書』の中で提言されている「中学校区単位で児

2011年10月に名東区で起きた中学２年生の児童

童虐待対応員を選任し、地域の関係機関の連携

が実母の交際男性による虐待によって死亡した

を日常的に行う」仕組みなのか。具体的に明ら

事件を検証した『児童虐待事例検証報告書』で

かにしていただきたい。

は、児童福祉司および児童心理司の抜本的な増
員が提言されています。児童福祉司については、

必要に応じ児童相談所等につなぐ拠点が必要

現在の人口４万６千人あたりに１人の49人から、

【斉藤議員】児童虐待の予防や早期発見のため

人口３万人に１人の76人へと増員する必要があ

には、気軽に地域の相談を受けたり、気になる

る。児童心理司については、児童福祉司との割

家庭児童の情報を察知し、必要に応じ児童相談

合を５対１から２対１にすることを緊急の目標

所、福祉事務所、保健所などにつなぐ役割など

とし、将来的は３対２をめざして段階的な増員

を担う拠点が必要であると考え規定した。

を行うことが必要であるとされています。

一時保護期間に、関係機関を積極的に活用しては

私は、この『報告書』で提言された目標の実
現をめざして、児童福祉司と児童心理司の抜本

【田口議員】虐待を受けた児童にたいする一時

的な増員が必要だと考えますが、提案者はどの

保護について、『児童虐待事例検証報告書』で

ようにお考えか、お尋ねします。

は、「慎重に判断すべきものであるが、子ども
の安全確保に資するものであれば躊躇すべきで

定員や財政を勘案し、必要に応じ検討すべきもの

はない」とされています。この指摘は、第１３

【斉藤たかお議員】児童虐待防止のためには、

条の中に盛り込まれています。同時に、同報告

携わるものの体制と質を合わせて充実させるこ

書では、「一時保護の意味は、単に『子どもの

とは当然必要。従って、第9条で人材の育成、第

安全確保』それだけではなく」、「子どもや保

19条で体制の整備について規定し、条例成立後

護者に対するアセスメントや支援、関係機関と

はそれらを含め、市全体の定員、財政状況を勘

の連携などを効果的・効率的にできる期間を積
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極的に活用しなければならない」とされていま

ならず、かえって児童の利益が侵害されるよう

す。本条例案では、この指摘に関しては明文化

な場合は再統合を避ける必要があり、あえてこ

されていないようですが、この点についてはい

うした考え方を規定したものです。

かがお考えですか。

支援で教育支援を特化した理由は

一時保護中の支援や関係機関との連携をうながす

【田口議員】虐待を受けた児童にたいする自立

【斉藤議員】児童の命を守り安全を確保すると

に向けた支援については、児童虐待防止法では、

いう観点から、第13条で一時保護の必要性の判

教育支援の他、乳幼児の保育所入所、住まいの

断、関係機関などとの連携、一時保護解除にあ

確保、進学や就職の支援など、幅広く規定され

たっての考え方について定めておりますが、こ

ています。大阪市の条例では、「虐待を受けた

れにより、一時保護期間中の支援や関係機関と

児童の保育所への入所」という条項を盛り込ん

の連携をうながすものになるもので、検証報告

でいます。それにもかかわらず、本条例案では、

書の趣旨に沿った条例である。

教育支援だけに特化されていますが、それはど
うしてですか。

「児童の利益を侵害するおそれ」を口実に、再統合
への援助、体制の強化が、なおざりにされないか

虐待を受けた児童が十分な教育を受けられることが重要

【田口議員】虐待を受けた「児童と保護者との

【斉藤議員】児童に対する自立に向けた支援に

再統合に向けた必要な指導及び支援」について

ついては、当然、本市においては、児童虐待防

は、「保護者との再統合が当該児童の利益を侵

止法に沿った対応をしていく必要があります。

害するおそれがあると認めるときは」、行わな

今回提案した条例では、特に力をいれるべき

くてもよいという但し書きが付されています。

支援として、虐待を受けた児童が十分な教育を

もちろん、子どもの最善の利益が、再統合に

受けられるよう、必要な措置を講ずることが重

あたっての判断基準であり、子どもが再び虐待

要であると考え、第17条に教育支援を規定した。

を受けるような再統合は避けなければなりませ

虐待防止施策を飛躍的に前進させる契機にす
るところに、意義がある（意見）

ん。同時に、虐待を受けた子どもと保護者を分
離した場合、最終的な目標は、子どもが安心し
て家庭に戻れるようにすることにあり、そのた

【田口議員】時間の関係上、委員会での審議に

めに子どもと保護者にたいする指導・支援を強

委ねますが、今回の条例の制定は、それ自体が

化することが必要です。ところが、この但し書

目的ではなく、深刻化する児童虐待に対応する

きがあることによって、「児童の利益を侵害す

ために、本市における虐待防止施策を飛躍的に

るおそれ」を口実に、再統合に向けた子どもや

前進させる契機にするところに、意義があると

保護者への援助、およびそのための体制の強化

思います。ですから、市民と議会の英知を結集

が、なおざりにされるおそれはないのでしょう

して、よりよい条例へと練り上げることが大事

か。この点も含めて、この但し書きを付した理

だと考えます。

由をお聞かせください。

提案者は、自信をもって本条例案を提案され
たとは思いますが、必要があれば条文の修正に

指導支援は児童の安全が確保されなければならない

も応じるなど、よりよいものとするために、最

【斉藤議員】児童にとっての最善の利益を考え

後まで努力をされるようお願いして、質問を終

ますと、児童と保護者との再統合をはかるため、

わります。

指導支援はできるかぎり行うことが必要ですが、
それは児童の安全が確保される場合でなければ
-8-
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主な議案に対する態度(補正予算案等）3月1日
当局当初提案 31件（補正予算：7件、条例案：13件、一般案件：11件）
議 案

名

結果

１

各会派の態度

2012年度名古屋市高速度鉄道事業会
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
計予算（第1号）
名古屋市障害者自立支援法施行条例
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
等の一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

道路の占用料等に関する条例の一部
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
改正

●＝反対 -＝欠席／ 共：日本共産党

減：減税日本

自：自民党

-9-

可決

〇＝賛成

可決

名古屋市工場立地法に基づく緑地面
積率等に係る準則等に関する条例の ● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
制定
名古屋市総合特別区域法に基づく緑
地面積率等に係る準則等に関する条 ● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
例の制定

可決 可決

名古屋市みどりが丘公園条例の一部
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
改正

可決

都市公園条例の一部改正

可決

移動等円滑化のために必要な特定公
園施設の設置に関する基準を定める 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
条例の制定

可決

名古屋市野外スポーツ・レクリエー
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
ションセンター条例の一部改正

可決

〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

可決

名古屋市生涯学習センター条例の一
● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
部改正

可決

名古屋市児童福祉施設条例の一部改
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
正

可決

名古屋市婦人保護施設の設備及び運
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
営に関する基準を定める条例の制定

可決 可決 可決

2012年度名古屋市守山市民病院会計
● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
補正予算（第1号）

可決

2012年度名古屋市病院事業会計補正
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
予算（第2号）

可決

2012年度名古屋市公債特別会計補正
● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
予算（第3号）

可決

2012年度名古屋市用地先行取得特別
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
会計補正予算（第1号）

可決

2012年度名古屋市基金特別会計補正
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
予算（第2号）

可決

2012年度名古屋市一般会計補正予算
● ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○
（第5号）

名古屋市体育館条例の一部改正

備

共 自 減 公 民 新 打 ク

考

補正額234億円。国の経済対策に伴う防災・老朽化
対策などに83億円、暮らしの安心、地域活性化に
79億円など。サイエンスパークの塩漬け土地に45億
円、守山市民病院の民間譲渡に4億円など。
補正額15億円。用地先行取得会計から15億円を繰入、
公債償還基金に積立。
補正額23億円。用地先行取得資金から15億円、都市
開発用ち所得資金から8億円を振替。公債償還基金
に15億円、一般会計に8億円を繰出。
補正額95億円。
歳出補正額1億330万円。東部医療センターで心臓血
管外科手術等が増加し収入と支出が増。陽子線セン
ターへの支払い金のりしとうが減少。
補正額4億4600万円。一般会計からの繰入で、民間
譲渡の経費減になるような事実上の便宜供与。
補正額9800万円。国の経済対策に伴う地下トンネル
の耐震補強
障害者自立支援法等の一部改正で名古屋市障害者自
立支援法施行条例など10条例の引用などを整理
地域主権一括法関連の法改正で白菊荘と成願荘の設
備や運営基準を定める。非常災害対策と暴力団排除
規定は独自に決めあとは国基準のまま。
障害者自立支援法等の一部改正での文言整理等（第
2条関係）
指定管理制度と利用料金制を中村、熱田、名東で導
入。生涯学習推進センター廃止。2014年4月1日から
枇杷島、緑、中村、名東、中、昭和の６スポーツセ
ンターに利用料金制度を導入。2014年4月1日より
志段味スポーツランドに利用料金制度を導入。
2014年4月1日より
地域主権一括法による「高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律」の一部改正で、市の
福祉都市環境整備指針に適合させるため園路幅等は
独自基準で、他は国基準とする。
地域主権一括法関連の法改正で、技術的基準や建築
面積の基準などは国基準と同じ。ランの館を廃止し
て「久屋大通庭園」にし、指定管理者制度を導入。
瑞穂公園ラグビー場の電光表示装置を大型映像装置
に変更。久屋大通は2014年4月1日から
指定管理者制度の導入。2014年4月1日
政令の一部改正で規定を整理
市外への工場の流出防止と、市内への工場立地促進
するため、緑地面積率を緩和する
国際戦略総合特別区域内に航空宇宙産業の集積を図
るため、緑地面積率等の緩和に係る準則等を定める
もの

公：公明党

民：民主党

新：新政会

打：既得権打破の会

ク：無所属クラブ
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議 案

結果

続き
各会派の態度

名

契約の締結（戸田公営住宅新築
〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
工事（1次））
契約の締結（戸田公営住宅新築
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
工事（2次））
契約の締結（名古屋市第2斎場
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
（仮称）新築工事）
契約の締結（名古屋市第2斎場
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
（仮称）受電及び変電設備工事）
契約の締結（名古屋市第2斎場
（仮称）空気調和設備工事）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

契約の一部変更（名古屋市第
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
2斎場（仮称）火葬炉設備工事）
町及び字の区域の変更

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

土地区画整理に伴う町の区域の
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
変更
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

損害賠償の額の決定

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○

案

各会派の態度

名

8億8725万円で石黒建設（株）名古屋支店に。完成は
2015年1月30日
8億3370万円で（株）伊藤工務店に。2015年1月30日完
成予定
47億1450万円で鴻池・徳倉・太啓特別共同企業体に。
2015年2月27日完成予定
10億1640万円で（株）東芝中部支社に。2015年2月
27日完成予定
7億350万円で三晃・ダイトー・共栄水道特別共同企業
体に。2015年2月27日完成予定
完成予定期日を2014年3月31日から2015年3月31日に変
更
熱田新田東組字十一番割（港区）で町及び字の区域の
変更を行う
徳重東部地区（緑区）で、町の区域の変更を行う
7路線を認定、5路線の廃止
2012年9月に市が売った中川区服部三丁目の土地で見
つかった産業廃棄物の処理費1,291万円を株式会社フォ
レストノートに支払う。

人権擁護委員の推薦

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

３ 議員提出議案

３件（人事１件

各会派の態度
共 自 減 公 民 新 打 市 改 ク
○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋市児童を虐待から守る条
○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
例の制定

可決

名古屋市歯と口腔の健康づくり
○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
推進条例の制定

同意 可決

地域環境審議会委員の推薦

備

考

細井土夫。1950年生まれ、岡崎市。愛知県弁護士
会会長。前任者の死去による。弁護士会推薦
下田一幸。1955年生まれ、熱田区。総務局給与課
長、教育委員会生涯学習部長、住都局住宅部長、
人事委員会事務局長、子ども青少年局長。
加藤文雄。1951年生まれ、西区。教育委員会指導
室長、栄小校長、なごや教師養成熟主任講師
小中学校普通教室へのエアコン設置。小学校は半
数校で設計、中学校で全校の設計と工事。51億円。
小中学校のエアコンの財源として32億円の市債

条例案２件）
結果

名

可決

2012年度名古屋市公債特別会計
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
補正予算（第4号）

可決

2012年度名古屋市一般会計補正
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
予算（第6号）

同意

● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

同意

教育委員会の委員選任

同意

共 自 減 公 民 新 打 市 改 ク
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

案

守山市民病院の廃止に伴う昨年3月19日議決の起債限
度額39億2900万円を43億7500万円に

５件（人事３件、補正予算２件。３月11日に人事委員会委員を議決。その他は22日）

人事委員会の委員の選任

議

考

建築基準法施行令の一部改正で、防災用備蓄倉庫等の
容積率の算定基礎となる延べ床面積から除外する部分
を追加。防災用備蓄倉庫と蓄電池部分は敷地内の延床
面積の1／50以内、自家発電設備と貯水槽部分は、敷
地内の延床面積の1／100以内

結果

議

可決

市道路線の認定及び廃止

可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決

地方債の起債に関する許可の申
● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
請の変更

可決

名古屋市地区計画等の区域内に
おける建築物の制限に関する条 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
例の一部改正

２ 追加議案

備

共 自 減 公 民 新 打 ク

備

考

中島絢美。1940年生。西区。無職。補欠委員
自公民と減税が提案。健康づくりの理念をうたっ
て市の責務をさだめる条例
自公民が提案。基本理念をうたい、市や市民、保
護者、関係機関等の責務を定めた条例。

※３月1日からは自民党と減税が議席同数となり、自民党が議席第１順位をとり、減税が質問順第１順位をとりました。追加議案の22日から会派数が変わっています。
〇＝賛成 ●＝反対 ◎＝提案 ／ 共：日本共産党 自：自民党 減：減税日本 公：公明党 民：民主党 新：新政会 打：既得権打破の会 市：市民クラブ 改：地方分権改
革会 ク：無所属クラブ
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新年度予算案について（概要）
１、５％減税で112億円の減収にもかかわらず、市税が158億円増の一般会計予算
・2013年度一般会計予算総額は1兆259億900万円 前年比286億円の減（0.3％減）。
特別会計 1兆1721億円、3.9％増。企業会計 4283億円、2.0％減。総計2兆6264億円、1.3％増。
・市民税収入は2150億円。前年比91億円の増（4.4％増）。
個人市民税 1497億円で4億円の増（0.3％増）。法人市民税

652億円で86億円の増（15.3％増）。

・固定資産税は1944億円で27億円の増（1.4％増)。都市計画税は 418億円で8億円の増（2.0％増）。
・地方交付税は65億円。前年比10億円の減（13.3％減）。
・市債発行額は787億円。前年比131億円の減（14.3％減）。
・国庫支出金が1515億円、前年比6億円増。
・住民負担増の主なものは、保育料の引き上げ（4.3億円）。青少年宿泊センター駐車場の有料化（432万円）。
みどりが丘公園墓地（1572万円）など。
・河村市長のエンターテイメント的要素が強い事項は一応、未計上
２、歳出では生活保護費が3.8億円減額、災害対策費などが微減、金城ふ頭開発にあらたに2億円増など。
◆事業見直しや民間移管などの行財政改革で23億円、人件費2億円、計25億円を削減。
・事務用品等の節約などの庁舎経費削減や維持管理費の削減など。
歳入歳出予算の総額
会計名

一般会計目的別予算見込額比較（単位：千円，％）

（単位：千円。％）
2013年度予算

2012年度予算

区 分

前年比％

1 市民の福祉と健康
一般会計

1,025,909,000 1,028,777,000 △

0.3

特別会計

1,172,163,468 1,127,834,085

3.9

国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
母子寡婦福祉資金貸付金

217,715,429

土地区画整理組合貸付金

0.5

44,106,561

43,338,964

1.8

152,826,163

145,818,146

4.8

1,232,188

農業共済事業
市場及びと畜場

216,692,859

96,753
7,569,715

1,279,864 △

3.7

91,925

5.3
7.5

8,184,630 △

424,281,670

419,821,371

1.1

(1)福祉

390,193,975

382,151,966

2.1

(2)健康

34,087,695

2 都市の安全と環境

95,463,029

95,865,990 △ 0.4

38,347,096

38,922,825 △ 1.5

(2)環境の保全と緑化

26,364,374

25,972,195

(3)廃棄物の減量と処理

30,751,559

30,970,970 △ 0.7
76,165,723 △ 1.9

(1)学校教育

55,733,364

57,011,812 △ 2.2

(2)生涯学習、スポーツ・
レクリエーション

10,943,905

11,052,905 △ 1.0

(3)文化

4,707,253

4,829,116 △ 2.5

2,611,081

2,705,126 △ 3.5

310.5

市街地再開発事業

1,396,833

860,265

62.4

(4)コミュニティ・市民
活動

墓地公園整備事業

852,273

17.2

(5)男女平等参画

138,326,427

用地先行取得
公債

126,357,142

9.5

18,890,464

12,786,501

47.7

588,760,662

571,299,954

3.1

105,102

67.7

458,748

461,662 △ 0.6

135,888,764

140,730,052 △ 3.4

(1)市街地整備

22,407,765

21,238,321

5.5

(2)住宅

21,081,357

20,735,224

1.7

(3)交通

48,363,634

54,377,327 △11.1

428,353,200

病院事業

38,923,184

33,140,602

17.4

(4)港湾・空港

4,894,610

4,783,396

2.3

-

8,672,721

皆減

(5)情報・通信

1,229,634

1,138,993

8.0

水道事業
工業用水道事業
下水道事業

75,565,898
1,528,281
146,126,386

77,427,587 △
1,502,135
150,867,181 △

2.0

(6)国際都市
4 市街地の整備

327,175

公営企業会計

守山市民病院

437,164,937 △

1.5

74,781,526

3 市民の教育と文化

95,000

基金

37,669,405 △ 9.5

(1)災害の防止

390,000

1,028,835 △

2013年度予算 2012年度予算 前年比

2.4
1.7
3.1

自動車運送事業

29,651,456

29,481,230

0.6

高速度鉄道事業

136,557,995

136,073,481

0.4

2,626,425,668 2,593,776,022

1.3

総

計

37,911,764

38,456,791 △ 1.4

5 市民の経済

(6)水

94,737,960

97,483,792 △ 2.8

(1)産業振興

86,745,657

88,278,329 △ 1.7

(2)観光・コンベンショ
ン

2,814,678

3,604,168 △21.9

(3)都市農業

1,274,618

1,352,828 △ 5.8

(4)消費者・勤労者

3,903,007

4,248,467 △ 8.1

6 人権と市民サービス
合 計

※企業会計は歳出をしめす。
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200,756,051

198,710,072

1.0

1,025,909,000 1,028,777,000 △ 0.3

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
・事業の見直しではファーブル号を廃止、障害者福祉施設運営費補助金を段階的に廃止。留守家庭健全育成事
業助成の緩和措置を廃止。道路植栽の廃止や街路樹維持管理費の削減など。
◆官から民へ
・待機児対策での保育園増設も特養建設もすべて民間。公立保育園の増設は数十年間無く、廃止した公立園も
活用せず、抜本対策にならず。そのうえで公立園６園を民営化準備。
・公の施設の民営化を進める指定管理者制度を拡大し、養護老人ホーム寿荘を民間移管して9,000万円削減、野
外学習センターは廃止をやめて民間委託にして1,800万円削減、志段味図書館民営化で878万円削減。
・守山市民病院を完全に廃止、民間に譲渡
・男女平等参画推進センターの女性会館への移設と民営化
◆人件費削減の徹底
・民間委託化や嘱託化の推進で職員定数を74名削減（一般会計73名、特別会計1名）、企業会計でも81名削減。
合計155名の削減。
・定数削減分を嘱託、委託で6億9514万円増額。
・交通局職員の生涯賃金の20％カットを継続、市バスの車検の民間委託を605両に拡大、地下鉄保守業務委託の
拡大で戸閉機等整備の委託。
◆市民の暮らしはどうなる
・保育料の引き上げで入所児童3万3千人のうち2万5千人（75％）が値上げ。2カ年で10.1％
・世帯第3子以降の保育料を廃止し、所得制限（世帯年収828万円）で半額助成に
・民間保育所運営費補給金の削減 1億7千万円
・国保料算定方式の変更（住民税方式から旧ただし書き方式へ）で恒久的な負担軽減策はあるものの、加入者
の3分の1＝10万6千世帯に平均3万3千円の負担増。非課税世帯では１万４千世帯で平均２万円の負担増
・学童保育つぶしにつながるトワイライトルームの実施2億4153万円
・モノづくり文化交流拠点の維持管理 2553万円
当初予算の性質別内訳

（単位：千円、％）
2013年度

区分

予定額

2012年度

構成比

前年度比

予定額

構成比

前年度比

義務的経費

567,591,083

55.3

100.5

564,614,795

54.9

99.5

人件費

168,777,029

16.4

98.3

171,751,896

16.7

97.8

扶助費

259,394,755

25.3

102.2

253,744,296

24.7

100.5

公債費

139,419,299

13.6

100.2

139,118,603

13.5

99.6

投資的経費

75,532,810

7.4

103.2

73,199,207

7.1

80.7

普通建設事業

75,532,810

7.4

103.3

73,128,207

7.1

80.6

補助事業

37,899,492

3.7

95.3

39,752,172

3.9

93.2

3,100,000

0.3

88.6

3,500,000

0.3

66.0

34,533,318

3.4

115.6

29,876,035

2.9

69.9

-

-

皆減

71,000

-

皆増

382,785,107

37.3

97.9

390,962,998

38.0

99.9

物件費

84,237,372

8.2

99.6

84,540,655

8.2

95.2

維持補修費

21,583,235

2.1

98.9

21,823,077

2.1

97.4

102,822,494

10.0

94.5

108,792,783

10.6

105.5

積立金

4,876,344

0.5

98.2

4,966,984

0.5

132.5

投資及び出資金

4,141,486

0.4

51.8

8,001,741

0.8

79.3

貸付金

84,586,465

8.3

98.1

86,227,736

8.4

98.1

繰出金

80,437,711

7.8

105.1

76,510,022

7.4

101.6

予備費

100,000

0.0

100.0

100,000

0.0

100.0

1,025,909,000

100.0

99.7

1,028,777,000

100.0

98.0

国直轄事業
単独事業
災害復旧事業
その他

補助費等

計
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名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
・金城ふ頭開発 2億4670万円
・航空宇宙産業国際拠点化支援事業677万円と航空宇宙産業設備投資促進助成1500万円
・地域委員会のモデル実施の継続（7か所）は849万円
・自転車利用促進と言いながら有料自転車駐車場の整備674万円。有料Pの維持管理11億円
・都市高速道路12億5千万円。有料道路支援関連24億2743万円
・リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進2000万円
・名古屋駅周辺公共空間整備（笹島地下通路）に2100万円
・大井町1番南地区再開発9億387万円、名駅4丁目4番南地区8440万円。
・名古屋駅周辺公共空間整備1億円。ささしま交差点から390ｍの地下歩道計画。
・名古屋大都市圏戦略の検討調査1200万円。中京独立戦略本部の運営600万円
・あおなみ線に蒸気機関車4000万円。
・生活保護適正実施推進事業 警官ＯＢ嘱託員4名の配置

事項

南陽交流プ ラ ザ使用料（新設）

現行単価→改定単価
体育室午前（10時～12時30分）
2,900円
環境学習室午前（10時～12時30分）
2,000円
多目的グラ ウン ド午前（8時30分～12時00分） 1,900円

影響額（千円）

実施時期

－

2014年4月

4,323

2013年7月

432,509

2013年4月

1,156

2013年4月

1,654

2013年7月

21,798

2013年4月

6,243

2013年8月

773

2013年4月

14,293

2013年4月

など

駐車場の有料化

青少年宿泊セン ター

300円／回（30分以内は無料）

保育所徴収金
（保育料）

平均値上げ率
5.1％ ２カ 年で10.1％
世帯第３子以降（３歳未満児）無料制度を
所得税額143,000円以上の世帯75％軽減→平成26年度50％軽減

保育所実施型家庭保育室利用料

保育料改定に準じて値上げ

24時間緊急一時保育利用料（新
設）

平日 ７～19時
400円／時
上記以外
500円／時
日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日） 500円／時

トワイ ラ イ トルーム利用料（新設）

延長時間帯（17時以降）登録児童
18時まで 1,500円／月 19時まで 6,500円／月（おやつ代を 含む）
延長時間帯一時利用児童 1,000円／回（おやつ代を 含む）
（いずれも、生活保護・ひとり親世帯は１／２）

平均5.1％

揚輝荘聴松閣観覧料及び貸室使 観覧料
個人
300円 中学生以下 無料
用料（新設）
貸室使用料 集会室午前 400円 多目的室夜間 3,000円 など
一戸建の住宅 4,000円（25,300円）
長期優良住宅建築等計画の変更
共同住宅等 8,000円（59,200円）～139,600円（1,845,600円）
に関する 認定申請手数料（新設）
（ ）書は事前審査なしの場合。
防火管理等講習手数料（新設）

防火管理者・防災管理者の資格取得講習の手数料
甲種防火管理新規講習
2,000円
防災管理新規講習
1,500円 など

女性会館利用料金

増設する 貸室の利用料金を 設定
第７研修室午前 400円
多目的室午前
500円 など

－

2014年4月

国民健康保険料

保険料所得割額の算定方式を 変更
住民税額→基礎控除及び本市独自の所得控除後の総所得金額 等
独自控除：扶養家族がある 場合 一人につき33万円、
扶養家族が障害者である 場合 一人につき86万円（53万円を 加算）
本人が障害者、寡婦（夫）である 場合 92万円

－

2013年4月

みど りが丘公園墓地使用料

374,000円／㎡ → 385,000円／㎡
限度額 344,000円／㎡→ 396,000円／㎡（2,009年度に条例改正）

15,725

2013年4月

計

498,474

（参考）
事項
個人市民税均等割の引上げ

現行単価→改定単価
東日本大震災からの復興増税 全国的、緊急の防災経費の財源
2014年度から10年間、市民税均等割の引上げ （2,800円→3,300円）
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影響額
（千円）

実施時期

478,000
26年度見込

2014年6月

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
・中央看護専門学校の看護師養成数の削減 １２０名⇒８０名
・特別支援学校分校整備（南養護学校の分校設置） 南区宝小学校の余裕教室（北校舎東側）を活用。14教室
など。本来独自につくるべきもの。
・生活保議の削減による影響 3年間で△6.5％ 6億3千万円
３、市民の運動で前進
・ケースワーカー増員 289人⇒323人 34名増員
・子ども学習サポートモデル事業
・待機児童対策は、国の経済対策を使った24補正予算で前倒の民間保育所の整備補助、9園整備356人、賃貸
11箇所520人など。
・民間特養ホームの整備補助、新築9か所、継続7か所。25億960万円。2013年度末で100か所7583人に（着工ベー
ス）。
・介護老人保健施設の整備。新規１（その他法人自主整備1）で71か所（6853人）に
・小規模多機能型居宅介護事業所整備、NPO法人2か所、社会福祉法人１か所 7500万円
・高校性入学準備金貸与30万円の対象者は300人から340人へ拡大。1億200万円
・24年度補正予算を2月議会中に追加し、小中学校の普通教室を冷房化。2013年度はまず中学校前項に設置、小
学校は設計費を計上（52億円）。
年度末基金現在高の推移

（単位：千円）
2009

教育基金
住宅敷金積立基金
名古屋城整備積立基金
名古屋城本丸御殿積立基金

決算
2010

2011

2012

2013

91,052

90,831

91,060

104,450

112,921

4,426,443

4,411,861

4,380,498

4,344,496

4,303,141

29,040

30,467

31,422

36,562

41,705

4,308,535

4,331,573

4,099,563

3,702,594

3,587,622

文化振興事業積立基金

1,329,633

1,278,057

1,268,923

1,224,972

1,186,324

国際交流事業積立基金

2,270,320

2,270,372

2,270,454

2,272,454

2,274,454

1,103

2,089,047

4,188,705

6,734,451

8,838,094

大規模施設整備積立基金
高速度鉄道建設積立基金
環境保全基金

43,636

43,701

43,745

43,922

44,098

962,800

814,646

612,032

606,800

839,800

1,359,183

中区役所等管理基金

1,462,935

1,393,881

介護給付費準備基金

5,020,294

4,282,053

1,282,648

1,195,060

1,025,126

1,667,743

介護従事者処遇改善臨時特例基金

769,121

公債償還基金（満期一括等）

166,268, 189,483,756 208,116,477 206,303,268

428,001
188,306,889

財政調整基金

8,767,036
合計

7,501,497

9,949,375

10,009,452

195,750, 218,449,743 240,306,720 237,631,118

222,407,303

決算

当初予算

決算

13,844,658

決算
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２月補正

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）

予算に対する代表質問（３月６日）
国に言いなり、金持ち・大企業減税やムダな大型開
発の一方で保育料値上げなどの市民いじめの予算だ
わしの恵子議員
政を進めるなら、防波堤になって市民を守るの

主な質問項目
市長の政治姿勢を問う
１ 保育料の連続値上げについて
２ 生活保護費削減について
３ 福祉医療制度有料化について
４ 敬老パスについて
５ 中小企業振興基本条例ついて
６ 「自然エネルギー基本条例」について
７ 原子力災害対策について

が自治体のあるべき姿だと考えますが、最初に
市長の政治姿勢について伺います。

庶民をささえる予算だ（市長）
【市長】今回の予算が市民の暮らしを守る予算
となっていないのではないかということですが、
冗談じゃにゃあ、と申し上げたいと思います。
防災においても消防が頑張るといわっせるもん

市長の政治姿勢について

で、地域を守る体制を作っていきますし、子ど

市民を守るための姿勢にたてるのか

もの悲鳴、年寄りの悲鳴、これには最大限の配

【わしの議員】私どもが取り組んだ市政アンケー

慮をしたとなっております。
人助け予算に明確にシフトした予算に、庶民

トでは、「あなたの暮らしいかがですか」の問

をささえる予算になっとると思います。

いに、「生活が苦しくなった」は6割を超えまし
た。「市政に望むこと」では、「介護保険料・
利用料の軽減」「国保料の引き下げ」が高位と

保育料の連続値上げについて

なっています。20代、30代の若い世代からは、
「雇用対策」「保育料の引き下げ」を求める声

保育料の値上げ撤回を

が多くありました。
【わしの議員】以下具体的に質問します。第１

市が行った24年度の市政世論調査でも、「高

に保育料の値上げについてです。

齢者福祉」「健康・医療」への要望が高く、や

新年度予算では、保育料について３歳以上児

はり社会保障の充実を求める声は切実です。
ところが、市長が提案した新年度予算案は国

では月額最高1,900円、３歳未満児では月額最高

のいいなりで生活保護費の削減、大企業・富裕

9,500円と、4億3,300万円もの大幅値上げが提案

層に手厚い市民税減税の財源づくりのため、保

されました。市長は「名古屋の保育料は安い」

育料の値上げを始め、学童保育所への助成金の

と言いますが、今でも県下54自治体中９番目に

削減など数々の市民いじめの予算となっていま

高いのに、２年連続、合計10.1％の値上げによっ

す。「依然として財政が厳しい」といいながら、

て、県下で２位の高額保育料になってしまいま

一方で、リニアを見据えたまちづくり計画、さ

す。さらに、世帯第３子以降の３歳未満児の保

さしま巨大地下通路建設など一層の大型公共事

育料無料制度に所得制限をもちこんで、25年度

業が盛り込まれているのは問題です。税金の使

は25％負担、26年度は50％負担へと有料化する

い方を変えて急ぐ必要のない大型開発よりも、

ものです。市民団体がとりくんだ「河村市長に

自治体本来の役割であるくらし応援の市政に転

ひとこと」市民メッセージでは、「うちは母子

換するべきです。国が生活保護費の削減など悪

家庭で延長保育も利用しているので、保育料が
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上がると家計が大変です。値上げはしないでく

を」と言われているが、保育園の二年連続の値

ださい」「くらしはどんどん厳しくなっている

上げの理由にこういう図を書いてチラシで配布

のに、どうして苦しめるようなことをするので

することは正しいでしょうか。

すか。子どもを産み育てることを助けてくれな

待機児ゼロをずっと継続するためには受益者
負担をお願いせないかん（市長）

いような政策はやめてください。子どもは国の
宝です」「第３子無料だと信じ安心して出産し

【市長】受益者負担という考えは保育でもとっ

たのに、有料になるなんて困ります」
市長は「子どもの悲鳴に耳を傾ける」という

ちゃならんということではない。だけど、こと

のなら、保育料値上げを撤回すべきではありま

がことなので、庶民にあつくしなきゃいかん。

せんか。答弁を求めます。

そういう状況の中で、この枠の中でやるには、
一定の受益者負担をお願いせないかん。待機児

一定の受益者負担は必要（市長）

ゼロをずっと継続するためには。そのお金が、

【市長】今の仕組みで行きますと、一定の受益

保育園１か所にだいたい１億円だから、8箇所分

者負担でやっていかないとできん。しかし庶民

に相当するということで正しい記述だ。

のところはそうさせないということで、350万円
までの方は負担をかけず、保育園を利用されと
るなら、ちょこっとでもご負担いただけないか。

配布された説明書は誤解を与える（再再再質
問）
【わしの議員】苦しい答弁だ。正しい情報を発

この制度を守るためにやることです。

信するというのは、一番の基本。受益者負担と

いい加減な説明しかできないなら値上げ撤回
を（再質問）

か軽減率を支えるために必要ならそう書くべき
だ。

【わしの議員】これが今年1月に各育園の入所時、
親に配布されました（パネル）。保育料の値上
げ8.6億円で保育園があらたに８個できるような

持続可能なものにするために最低限の負担を
お願いしたいと書いたる（市長）

図になっている。これを見たお母さんから保育

【市長】そう書いてあるじゃないですか。保育

料の値上げは待機児童の解消に役立つのですか

を守っていくため、制度を持続可能なものにす

と問い合わせがある。値上げ分の8.6億円は全て

るために最低限の負担をお願いしたいと、しか

待機児童対策として当てるということか。

し累進性には配慮するとちゃんと書いてある。

公的負担と利用者負担のバランスを確保する
観点から引き上げ（局長）

説明の絵にはそんなことは書いてない。受益
者負担が間違い。撤回を（意見）

【子ども青少年局長】今回の改定は保護者負担

【わしの議員】この絵が象徴的なんです。これ

の軽減制度を、安定的に維持しつつ保育施策の

を見ればそんなことは書いてない。
絵までかいて、

拡充を図っていくという、公的負担と利用者負

これがあれば、待

担のバランスを確保する観点からお願いする。

機児童が解消され

いい加減な情報提供でいいのか（再々質問）

ると書いてある。

【わしの議員】そうしますと、このチラシと局

解消されるなら、

長の答弁はかい離どころか、全く違う。

それならやむを得

違うことを保護者に配布していいのか。市長

ないという人もい

に聞く。市長はいつも「きちんとした情報提供

るが、一方で怒り

- 16 -

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）

も広がっている。市民は、きちんとした情報を

うもならんということです。

望んでいる。誤ったかたちで説明をしなければ
ならないような保育料の値上げは撤回すべきだ。
そもそも、保育料に受益者負担はなじまない。

生活保護費削減による受給者への影響は
【わしの議員】今回の保護費削減による生活保

児童福祉法には保育にかける子の保育に名古屋

護受給者への影響について、多大の影響を受け

市が責任をもつと書いてある。その立場に立っ

る世帯と影響額について例示してください。

て名古屋市が保育に責任を持つことで、子育て

4人家族で3年後に2万円さがる（局長）

と仕事が両立でき、共働きの方やシングルマザー
の方がや安心して預けて働ける、そして市に税

【健康福祉局長】国から詳細の基準が示されて

金を収めることができる。経済効果にも大きな

いませんので、本市の生活保護受給者の影響は

効果がある。保育とはそういう事業。保育料値

正確には判りませんが、国のモデル例では、世

上げは本当に撤回すべきです。

帯人員が多いほど影響を受けるものとなってい
ます。
具体的には、夫婦と子2人の4人世帯のモデル

生活保護基準の見直しについて

例では、現在の月額28万2千円が、平成25年8月
からは6，000円の減額で月額27万6千円に、3年

生活保護基準の見直しに反対せよ

後の平成27年度からは月額26万2千円になり、

【わしの議員】第２に生活保護費削減について

現在と比較すると2万円の減額になると試算され

です。

ている。

生活が厳しい中、名古屋市でも生活保護を受

基準の見直しによる就学援助制度への影響は

けている人は急増し、今年１月現在37,355世帯、
48,756人が受給しています。国は、生活扶助基

【わしの議員】生活保護費基準の引き下げによ

準額を段階的に３年間合計で6.5％の削減を打ち

る影響は、住民税の非課税限度額や就学援助な

出しましたが、市の予算も国言いなりの全く同

ど低所得者に対する制度や減免など30以上にも

じ仕組みとなっています。今でも生活保護受給

及ぶと聞いていますが、特に心配するのは就学

者は食費や衣服代、冷房代など切り詰めて生活

援助への影響です。本市では、就学援助基準を

しているなか、基準切り下げにより、「健康で

生活保護基準額の1.3倍から現在では1.0倍まで

文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条

改悪してしまいましたが、今約16万5千人の小・

に反するものとなり、格差、貧困を一層拡大さ

中学生のうち2万5,600人が就学援助制度を受け

せてしまいます。

ています。生活保護費が引き下げられることに

そこでまず市長にお聞きします。生活保護基

よって、就学援助の対象から外されてしまう子

準額の引き下げについて、国に撤回を求めるべ

どもが生まれるという事態も考えられますが。

きでないですか。明快な答弁を求めます。

将来を担う子どもたちに給食費が払えなくなる
など、貧困の連鎖を押し付けてはなりません。

撤回を求めたいんだが、なかなか力がない（市
長）

教育長に就学援助の基準額を元の1.3倍に引き上

【市長】引き下げは、私は反対なんだけどね。

ですか。

今の、貴族化した政治の中で、役所の給料が依

現時点では明らかでない（教育長）

げることなどが求められますが、いかがお考え

然として高い、そういう状況の中で、こういう
ところをばっさりやるのは反対でして。撤回を

【教育長】生活保護基準の見直しによる就学援

求めたいが、なかなか力がないもんでどうしよ

助制度への影響は、国から見直しの詳しい内容
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が示されておらず、現時点では明らかでない。

史的大改悪です。新聞

国は、生活保護基準の見直しに伴う就学援助

報道によると、市長は

制度への影響について、できる限り影響が及ば

「福祉を削るのはけし

ないよう対応することを基本的な考え方として

からん」と県を批判さ

示しているので、国の動向を注視してまいりた

れたそうですが、大村

い。

知事に対してやめるよ
うに求めましたか。県

自分に力がないと言わず、きちんと国に言うべ
き（意見）

の改悪が行われるなら市が肩代わりしてでも市
民の命・健康守るべきだと考えますがいかがで

【わしの議員】生活保護の引き下げの影響は、

すか。

４人家族で27年度は２万円の引き下げと言われ
ました。悲鳴に耳を傾けるというのなら、自分

日本一は絶対キープしたい。それに食い込む
なら抗議する（市長）

に力がないと言っているのではなく、きちんと

【市長】福祉医療制度の見直し、だいたい10億

国に言うべきだ。生活保護の基準を変えるなと

円くらいで。県がそういうことやって医療にし

言えるではないか。最初から言わずに力がない

わ寄せを持って行ってはいかん。けど、今の仕

というのはおかしい。そう言う意味で市長に政

組みのままだったら、誰かが負担せなかんので、

治姿勢を聞いたのに、市長は、冗談じゃないと

県の言うことはそうなる。医療の中だけでも構

いったが、そう思うなら、保育料の値上げは撤

造改革するとか、医療でない所も行革等によっ

回してほしいし、生活保護に対しても国にきち

て捻出すべきことではあると思います。

と意見を言って欲しい。

中学生の医療費を無料にしましたし、ワクチ
ンも圧倒的に進んでおります。500円ワンコイン

県の福祉医療制度見直しについて

がん検診もやってますので、名古屋の医療が日
本一だと言うことは絶対キープしたい。
もし、それに食い込むことだったら、めちゃ

愛知県の福祉医療制度の見直しでも制度を維
持するか

めちゃ抗議せにゃいかんと思ってます。

【わしの議員】第３に県の福祉医療制度有料化

敬老パスについて

についてです。
愛知県は、子ども、障がい者、母子父子家庭、

敬老パスの拡充を

寝たきり等の高齢者対象に行っている福祉医療

【わしの議員】第４に敬老パスについてです。

制度の「見直し案」を公表しました。見直しの

「名古屋の宝：敬老パスを考える会」実行委員

内容は、通院・入院時の自己負担や所得制限を

会は敬老パスについてのアンケートに取り組ん

導入するものですが、県の補助金によって支え

できました。アンケートからは、65歳から敬老

られている本市の福祉医療制度が大きく後退す

パスで出歩くことが高齢者の健康や、家族の幸

る恐れがあります。2011年10月から始まった本

せ、買い物など経済効果、公共交通の維持・存

市の中学卒業までの医療費無料化制度は市民に

続にも役立っていることが示されました。一方、

大変喜ばれています。今や高校生まで無料が時

ＪＲや名鉄にも適用できるようにしてほしいと

代の流れとなっており、ましてや所得制限の導

いう意見も多数です。64歳以下の方からも「私

入は時代を逆行させるものです。県の福祉医療

の老後のため廃止しないで、多くの高齢者の感

の改悪の動きは、1973年以来の医療費無料化の

謝の声を聞きます」など、まさに、名古屋の敬

流れを断ち切り、窓口無料から有料に変える歴

老パスは全国に誇れる宝です。それなのに名古
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屋市は敬老パスの事業仕分け結果を理由に、制

実態調査は、必ずやっていただきたい（意見）

度のあり方の検討を始めました。敬老パスは
65歳から、一部負担金も引き上げす、現行制度

【わしの議員】中小企業へ実態調査に行くこと

を守り、拡充こそすべきだと考えますが、市長

は、やっていただきたい。何回も質問してきた

にお聞きします。

が、ぜひ中小零細業者が何をして欲しいか聞い
ていただきたい。

守ります。そのためにどういうことが必要かを
考える（市長）

太陽光発電促進について

【市長】敬老パスは、守るということでやりま
す。10月に社会福祉審議会から意見具申をいた

太陽光発電促進による中小企業の仕事おこし・
雇用の創出を

だく予定ですので、守るためにどういうことが
必要かということで考えていきたい。

【わしの議員】第6に太陽光発電促進による、中
小業者の仕事おこし・雇用の創出についてです。

中小企業振興基本条例について

名古屋市では来年度より、環境局に限定するも
のの公共施設の屋根を太陽光パネルの設置場所

中小企業の実態調査を

として、貸し出すことになったことは評価しま

【わしの議員】第５に中小企業振興基本条例に

す。今後さらに公共施設を対象に屋根貸しをし

ついてです。

ていくことを求めます。

本市では、いよいよ「中小企業振興基本条例」

湖南市では「地域自然エネルギー条例」を制

が制定される運びとなりましたが、中小企業が

定し、自然エネルギーは地域固有の資源である

実際に社会の主役として地域社会に役立つこと

という認識のもとに、自然エネルギーの活用を

ができるよう、中小企業憲章の精神を活かした

通じて地域経済の活性化につながる取り組みを

ものにすることが必要です。基本条例の13条に

進めています。本市でも、市から貸し出された

は「小規模企業者への配慮」が掲げられていま

施設の屋根を活用して、中小企業にパネルの設

す。そこで、市長に伺いますが、行政サイドの

置を依頼すれば、技術を生かした中小業者の仕

工業統計の対象から外されている従業員３人以

事おこし、雇用創出を促すことになると考えま

下の小規模零細業者が、今、何に困っているの

す。そこで市民経済局長にお聞きしますが、市

か現状と課題を把握し、市が応援するために職

の施設に太陽光発電のためのパネル設置を進め

員による訪問調査を行うことを求めますがいか

ていくことによって、地元中小業者の仕事おこ

がですか。

し、雇用の創出を促し、名古屋市の経済の再生
に大きな力を発揮するものだと考えますがいか

行くように指示したい（市長）

がでしょうか。

【市長】従業員３人以下のところへ行ったらど

市の施策が中小企業の仕事につながっていく
ように連携したい（局長）

うかということで、「さっそく行ってちょう」
ということで。（公明党の代表質問では、議場
の答弁で）その場で指示して7割が実行されとる

【市民経済局長】「産業振興ビジョン」で、重

ということです（指摘された）ので、これも実

点産業分野の中で、環境・エネルギー分野のひ

行させます。区で行くか市民経済局かわかりま

とつに掲げ、産学連携による研究開発の促進や

せんが、行くように指示をしたいと思います。

技術相談などにより、その振興を図っている。
市内中小企業が市民生活を支える重要な役割
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を果たしているとの認識のもと、今回、中小企

名古屋市危機管理対策本部会議を開催し、まず

業振興基本条例を議案提出した。この制定を契

は関係局からなる「放射線に関する庁内勉強会」

機に、市の施策が中小企業の仕事につながって

において、有識者の意見等を聞きながら調査・

いくよう、機会を捉えながら、関係各局との連

検討を行うこととした。

携を図っていく。

今後は、国・県の動向を踏まえ、また庁内勉
強会の検討内容も考慮しながら、必要な対策に

原子力災害対策について

ついて本市の地域防災計画に適切に反映して参
りたい。

子どもや高齢者の悲鳴に耳を傾けるとは思え
ない予算。市民本位のものに転換すべき（意
見）

市の原子力災害対策計画の策定状況は
【わしの議員】第7に原子力災害対策についてで
す。
福島第一原発の事故から２年になろうとして

【わしの議員】市長が子どもや高齢者の悲鳴に

いますが、収束の目途はなく、16万人もの方が

耳を傾けるとか、庶民の生活を大切にするとか

避難生活を余儀なくされています。

言われたけれども、そういうふうにはとても言

日本共産党市議団は、原発事故を受けて、市

えない予算だと思う。この予算を市民本位のも

の地域防災計画に原発事故を想定した独自対策

のに転換すべきだと思う。日本共産党市議団は、」

をもりこむことを求めてきましたが、市長は、

市民が主人公となる市政実現のために、全力で

「原発事故を想定した地域防災計画の見直しは

頑張ることをお約束しまして終わります。

必要」と肯定しました。
愛知県は2012年5月に専門家による「愛知県
地域防災計画『原子力災害対策画』の策定検討
委員会を設置し、早急に素案をまとめ、2013年
6月頃の防災会議に提出、地域防災計画として決
定することをめざしているとお聞きしています。
そこで質問ですが、本市の原子力災害対策の策
定について、どのように進められているのか副
市長にお尋ねします。
私は、原子力防災計画の策定にあたっては、
福島第一原発の事故の経験と教訓を踏まえた過
酷事故を想定した対策とすべきと考えます。福
島第一原発に匹敵するような事故を起こさない
ことこそが最大の防災であり、原発即時ゼロの
実現が最良の「原子力防災」であると考えるも
のです。

国や県の動向と、庁内勉強会を考慮しがら、必
要な対策を防災計画に反映したい（副市長）
【副市長】平成24年10月に、国の原子力規制委
員会が「放射性物質の拡散シミュレーション」
の試算結果を公表したことを受け、すみやかに、
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個人質問（３月７日）
放課後の子ども施策として、トワイライトルーム
の実施は見送り、学童保育の拡充を
さはしあこ議員
を勘案すると、相当のニーズがあると平成25年

放課後子どもプランモデル事業からト
ワイライトルームへの移行について

度からトワイライトルームを実施した。

トワイライトルームの実施は見送りを
トワイライトルームの本格実施をやるような現
状か

【さはし議員】広路小学校のモデル事業では、

【さはし議員】来年度予算案には、トワイライ

ライフルームに分けられている学校の空き教室

トスクールと留守家庭児童健全育成事業である

で過ごすことになります。運営指導員さんから

学童保育を一体としたトワイライトルームの予

お話をお聞きしましたが、子どもにとっては、

算が計上されています。

学校の中は学校であり、学校から家という切り

児童は、授業が終わったあと、プレールームと

放課後子どもプランモデル事業が実施されて

替えはなかなかうまくいかないそうです。

いる広路小学校と同じ学区内にある広路学童保

また、遊び場であるプレールームと生活の場

育クラブを先日訪ねました。広路小学校のモデ

のライフルームの二教室を利用目的に分けて使

ル事業の登録児童数は、7.3人とわずかであり、

うことになっていますが、子どもにとってはど

一方、広路学童保育クラブの登録人数は、32人

ちらも同じ教室には変わりはないと思います。

と多くなっています。同じ学区の子どもたちが、

子どもたちには区別をするように、お約束とし

モデル事業よりも学童保育の方に何倍も多く通っ

て守らせているそうですが、低学年の子どもた

ています。このような現状があるにもかかわら

ちにとっては、頭の切り替えは難しいのではな

ず、トワイライトルームの本格実施を進めてい

いでしょうか。放課後の自由な時間まで、この

くおつもりですか。

教室は使ってはいけない、こちらからは入って

調査の結果、相当のニーズがあるとして実施

はいけないなどと、まるで学校の規則に縛られ
ているような感じで、はたして子どもたちが本

【子ども青少年局長】モデル事業の検証結果を

当の放課後として、のびのびと過ごすことがで

踏まえて本格実施するトワイライトルームは子

きる場といえるでしょうか。

育て家庭のニーズ等を踏まえて順次実施する。

話を聞き終わり、帰ろうとしたとき、ライフ

ルームの実施校を選定するうえでは、まず当該

ルームと名付けられた部屋をながめてみると、

小学校の保護者を対象としてニーズ調査を実施

広い教室の真ん中に、まだ保護者のお迎えが来

しており、広路小学校においても同様にニーズ

ない児童がひとり、子ども指導員さんとぽつん

調査を実施した。

といました。学校は、たくさんの児童が元気に

その結果、広路小学校では、希望する方が43.

飛び回っているものです。暗くなってからの学

3 ％と、希望しない方の2 倍近い状況であり、

校は怖さを大人でも感じるものです。そのよう

17時以降の延長時間帯の利用を予定していると

なところで、親を待っている子どもはさみしく

回答した方が21人いた。留守家庭児童育成会の

ないのだろうかと心配をしてしまいました。

登録要件が、利用予定者が10人以上いること、

モデル事業については、さらに検証が必要だ
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と思います。今の段階では、トワイライトルー

ついてはかなり見直しまして、改善点が気に入っ

ムの実施は見送ったらいかがですか。

てもらえたのではないか。

小学校ごとの子育て家庭のニーズ等を踏まえ
て順次実施する（局長）

モデル事業より学童保育を利用したい保護者
の声をどう受けとめる（再再再質問）

【子ども青少年局長】モデル事業は平成21年度

【さはし議員】モデ

から実施、「モデル事業推進委員会」で検証・

ル事業から学童保育

評価を行い、平成23年3月に報告書をまとめた。

へ移った保護者の方

モデル事業は利用者のニーズに概ね合う形で実

から、なぜ移ったか

施されているなどの評価をいただき、平成25年

お話をお聞きしまし

度より、トワイライトルームとして本格実施し、

た。その方は、｢ 働

そのための準備経費を平成24年度予算として議

いているからなかな

決された。

か外に子どもを連れ

トワイライトルームは小学校ごとの子育て家

出すことができない。

庭のニーズ等を踏まえて順次実施していくので、

公園などで遊ばせた

子どもや保護者のニーズに応じた選択肢を確保

いが、モデル事業では、学校から外に出ること

することは順次出来ていく。

はできないし、一度出たら帰ってくることもで
きない。｣と言われました。また「本当は、学童

広路小学校で希望者21人というが23年度の利
用実績は何人か（再質問）

保育を利用したいが、利用料が高いためあきら
めて、モデル事業を利用したお母さん方もいる

【さはし議員】トワイライトルームへの移行に

のではないか。」とも言われました。モデル事

ついて子ども青少年局長に再質問します。答弁

業より学童保育を利用したい保護者の正直な声

では、広路小学校において、トワイライトルー

だと思いますが、局長は、こうした声をどのよ

ムを実施した場合の希望者は21人とのことです

うに受けとめますか。

が、実際登録している児童は7.3人です。それで

学童保育のいいところはこれからも取り入れた
い（局長）

は、平成23年度の利用実績は何人ですか。

１日あたりの平均参加児童数は4.1人（局長）

【局長】そもそもトワイライトルームを設計す

【局長】平成２３年度の１日あたりの平均参加

るときに、それまでのトワイライトスクールの

児童数は、少し上がりまして4.1人ということで

いいところと学童保育のいいところをあわせよ

す。最近も少しづつ上がっている。

うというのが発想でしたので、学童保育のいい

実際の利用者はどうして少ないのか（再々質
問）

ところはこれからも取り入れたい。

【さはし議員】希望者は21人と多いけれど、実

学童保育のほうが保育の質が高いから利用が
多い（再再再再質問）

際の利用者は、上がってはいるものの、少ない

【さはし議員】学童保育の方が、ニーズが高い

のが現実ではないですか。どうしてだと思われ

ということは、保護者は利用料が高い学童保育

ますか。

であっても、生活費を工面してでもなんとかし

改善点が気に入ってもらえた（局長）

て子どもを預けたいと思っています。学童保育
は、子どもたちがさみしくないように温かく受

【局長】ルームを本格実施するときに、制度に

け止めてくれる仲間や指導員さんたちがいる第
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二の家庭です。

たくても通えない子が増えて、その子はどこへ

先ほど紹介した学童保育に移ったお母さんは、

行けばいいのか。トワイライトスクールやトワ

「親の代わりに指導員さんが子どもの意志を尊

イライトルームなど、役割が違うところでは、

重し、子どもの成長を見守ってくれ、保護者に

子どもたちをフォローできないため、緩和措置

伝えてくれたり、父母たち同士の交流により子

の廃止には反対である。」「緩和措置を廃止す

育てを気軽に相談し、悩みを共有出来る場となっ

ることは、在籍家庭に負担を求めるにとどまら

ています。」と学童保育の良さを語ってくれま

ず、入所希望者が金銭面で諦めざるを得ない状

した。

況を作り出し、子どもにツケが回ることにもつ

このように学童保育は、保育の質が高いから、

ながりかねないため反対である。」などをはじ

モデル事業よりも学童保育の方が利用している

め、すべての意見が学童保育に対してもっと手

子どもが多いのではないですか。学童保育のい

厚く支援してほしいというものです。

い面もあるとおっしゃっていましたが、お答え

しかし、このような声があがっているにもか

ください。

かわらず、緩和措置を廃止しようとしています。
そのうえ市長は、提案説明で「事業継続の必要

改善に努めたい（局長）

性が低下したもの」と説明しました。学童保育

【局長】ルームは本年度から新たにはじめさせ

を頑張って運営している父母たちそして預けて

ていただく本格実施のものであり、まだ、いた

いる父母にとって、この言葉は耐え難いものだ

らぬ点もあるかと思いますが、改善に努めてま

と思います。

いります。

緩和措置の廃止はやめてほしいという市民の
声を受け止めて撤回すべきではないでしょうか。

ニーズが低いトワイライトルームは見送れ（意
見）
【さはし議員】トワイライトルームについては、

公平性の観点から全ての育成会に対して国基
準どおりに（局長）

ニーズが低いと言わざるを得ません。実施は見

【子ども青少年局長】育成会への運営助成金は、

送るよう求めておきます。

平成22年度から国の基準に合わせたことで7割程
度の育成会は増額となったが、約3割が減額となっ

学童保育の充実について

たため緩和する措置を行ってきた。しかし、緩
和措置を実施してから3年が経過し、助成額の基

緩和措置の廃止は撤回せよ

留守家庭児童育成会運営助成金の概要
区分

育成健全事業の助成金が国の基準まで近づいた

10～19人

2,075,000円 2,019,000円 1,873,000円 2,034,500円

ことにより、今まで差額を名古屋市が補完して

20～35人

2,963,000円 2,883,000円 2,717,000円

36～45人

4,170,000円 4,054,000円 3,858,000円

46～55人

4,006,000円 3,896,000円 3,705,000円 3,466,700円

56～70人

3,841,000円 3,737,000円 3,551,000円

71人～

3,677,000円 3,579,000円 3,398,000円

基本額
（※）

【さはし議員】新年度予算において、留守家庭

いた助成金を緩和するための措置の廃止を計上
しています。
名古屋市は「平成25年度予算要求の公開」に

緩和措置 ＊( )

対して、市民のみなさんから意見を募集しまし
た。701件の回答のうち留守家庭児童健全育成事
業助成についての意見は、348件と約半数にのぼっ
ています。「運営が厳しくなり、実際に運営で

児童数
10～19人

25年度

差額解消

児童数
廃止
20～35人 △251,850円

24年度

22年度

21年度

7,750円

161,500円

-

291,850円

749,700円

-

※土曜日開設加算及び長時間開設加算3時間分を 加算した場合の
基本額。障害児受け入れた場合は緩和措置なし

きなくなってしまう学童も出てきている。通い
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準額自体を毎年増額しているため、減額幅が縮

古い民家では改修費が数百万かかることになり

減されているとともに、緩和措置の対象となる

改修は断念せざるを得ません。耐震されている

育成会も、平成22年度は約3割だったが、平成

施設に移転するのであれば、名古屋市は３年間

24年度には2割弱、平成25年度には1割弱に減少

家賃補助を増額するとしています。しかし、多

した。緩和措置を継続する必要性が低下してい

くの学童保育所は、高い家賃が払えないため耐

る。そのため平成24年度に緩和措置の額を2分の

震化されていない老朽した民家を借りて運営し

1に縮減し、平成25年度は廃止することとした。

ています。耐震済みの民家へ移転することで家

公平性の観点からも、平成25年度からは、全

賃が高くなり、家賃補助を増額されたとしても

ての育成会に対して国基準どおりの助成内容と

運営費のさらなる負担が見込まれます。３年間

することが適切である。

限りの家賃補助の増額では、不十分ではないで
しょうか。

緩和措置廃止は納得できません（意見）

本気で子どもたちが過ごす施設の安全を考え

【さはし議員】緩和措置廃止の撤回については、

るのであれば、家賃補助は恒久的にし、さらな

国が助成金を毎年引き上げてきているならば、

る増額を求めますが、いかがでしょうか。

満額になるまで待つことができるはずです。廃

一刻も早く安全な場所で運営できるよう、3年
間で期間を限定（局長）

止の対象は16か所で、１か所25万円です。苦し
い運営を強いられている学童保育に25万円の助
成金は大変な額です。緩和措置廃止は納得でき

【子ども青少年局長】「名古屋市建築物耐震改

ません。

修促進計画」に市有の建築物の耐震化率を平成
27年度までに100％とすることを目標としてい

耐震化支援策としての家賃補助の恒久的な増
額を

る。この目標も踏まえ、留守家庭児童育成会の
運営場所も、耐震化促進を早期に図るため、平

【さはし議員】私が訪れた学童保育所は広路学

成25年度予算で①耐震診断の実施、②耐震対策

童保育クラブをはじめ４か所ですが、それぞれ

対応済みの運営場所に移転する場合の移転経費

が、子どもたちが少しでもさみしさを感じない

の補助、③家賃補助限度額の増額、という３つ

ように、また、過ごしやすいようにとランドセ

の支援策を講じる。

ルを置く棚を手作りされたり、部屋を飾りつけ

家賃補助の増額は、耐震対策対応済みの運営

たり保護者や指導員さんたちがさまざまな工夫

場所への移転促進という速効性が期待できる支

を凝らしているのがよくわかりました。一方、

援策として、現行月額3万8千円の限度額を5万

施設が古く、歩くと床がぎしぎしと鳴りそのう

7千円まで増額した。

え沈み、東海・東南海・南海の三連動地震が襲っ

3年間という期間限定としたのは、一刻も早く、

てきたら、子どもたちの安全が守れないのでは

全ての育成会が安全な場所で運営できることを

ないかと不安に思いました。

目的としたからでます。全ての育成会の運営場

名古屋市は、新年度予算で「留守家庭児童健

所が

全育成事業の施設耐震化の促進」ということで、
耐震診断費用の助成を計上しました。保護者や

耐震基准を満たした際の家賃補助のあり

方につきましては、あらためて検討したい。

土地や施設の確保は市が責任を持って

指導員さんたちは、以前から学童保育所の耐震
検査や耐震補強などを希望していたので、子ど

【さはし議員】学童保育所をつくってほしいと

もたちのいのちを守るためにも、まずは一歩踏

いうニーズがある学区でも土地や施設が用意で

み出したことは評価したいと思います。一方、

きないことから父母たちの要望にこたえること

現実は、改修が必要であると診断をされても、

が出来ないところが少なくありません。厚生労
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働省の平成24年放課後児童健全育成事業に関す

中には経験とノウハウが蓄積されています。学

る調査では、公立公営40.3％、公立民営が43.0

童保育は、子どもを中心にして大人がつながっ

％であり自治体が設置している学童保育所は83.

てつくってきた文化です。子どもたちのために

3％にものぼっています。本市でも学童保育所の

も学童保育を守っていく施策をさらに充実させ

土地施設設置などを市が責任を持って確保すべ

ていくように要望しまして、質問を終わります。

きではありませんか。お答えください。

今後も提供の呼び掛けや情報提供などの支
援をする（局長）
【子ども青少年局長】留守家庭児童育成会に対
し、運営助成制度により支援し、運営場所の土
地の確保は育成会で行っていただいている。建
物は、独自施策として専用室を設置し無償貸与
し、育成会が民家等を賃借した場合には家賃を
補助している。育成会に敷地や借家を無償貸与
した方には、固定資産税及び都市計画税を減免
している。
育成会が新たな運営場所の確保が必要となっ
た際には、これまでにも、土地や家屋の提供の
呼び掛けを広報なごやに掲載したり、育成会か
らの問合せに応じて公有地に関する情報提供を
している。今後もこの様な支援を続けたい。

土地や施設の確保は名古屋市が責任を持っ
て（意見）
【さはし議員】家賃補助のさらなる増額につい
ては、全ての学童保育が新耐震基準を満たした
際に、あらためて検討していただけるとのお答
えをいただきましたが、学童保育が一番困って
いることは土地や施設を見つけることです。土
地や施設の確保は名古屋市が責任を持って行う
よう要望しておきます。

経験とノウハウが蓄積された長い歴史をもつ学
童保育の拡充を（意見）
【さはし議員】学童保育は、1950年頃から、子
育てをする親たちが働き続けるために、必要に
せまられてつくり始めてきたものが、今ではな
くてはならないものとして全国に広がってきま
した。父母と指導員のみなさんが子どもたちの
安心の場を協働でつくりあげてきた長い歴史の
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個人質問（３月８日）
若者の雇用と自立支援にむけ、奨学金返還支援制
度の創設や子ども青年局への体制拡充を
山口清明議員
ており、正規雇用の場合も、長時間労働等、職

貧困の連鎖を防止する就学支援に
ついて

場環境が厳しく早期離職する場合も少なくない」
「若者が働き続けられる職場環境の実現が重要」
「地域の中小企業等の活性化を図ることで、地

中退者や早期離職者など困難を抱えた若者の
状況把握と支援体制は

域の雇用を創出することが求められている」と
もあります。

【山口議員】七五三といえば子どもの成長を祝

これらの視点も踏まえて、以下、順次うかがっ

う日本の年中行事ですがいま、七・五・三とよ
ばれる深刻な実態が若者の間に広がっています。
中卒で７割、高卒で５割、大卒で３割、就職し

ていきます。
まず若者の雇用と自立をめぐる実態把握です。
子ども青少年局からは困難を抱える本市の子ど

た若者が３年以内に離職する割合です。

も・若者の状況について、二―トが約1万2700

これは昨年、内閣府がまとめた「若者雇用戦

人、ひきこもりが約1万3200人（どちらも15歳

略」の議論で出てきた数字です。雇用戦略には

から39歳まで）、不登校児童生徒数が約２千人、

「大卒(専門学校卒を含む)・高卒の就職率は９

発達障害者相談人数が約1200人、非行少年は

割を超えているが、中退者・無業の者・一時的

約３万人などの数字が示されていますが、二―

な職についた者・早期離職者を合わせると、高

トやひきこもりは推計値です。学校から雇用へ

卒の三人に二人(68％)、大卒の二人に一人(52％)

と円滑に接続できない若者が、全国で中卒２千

は、学校から職場に円滑に接続していない」と

人、高卒11万人、大卒37万人と推計されます

されています。

が名古屋ではどうでしょうか。

名古屋市内の完全失業率は国勢調査によると

高校中退者や早期離職者、就職活動や厳しい

1 9 9 5 年（平成7 年）の4 .5 ％から2 0 1 0 年(平成

職場環境に苦しむ若者は、支援の対象にはして

22年)では5.8％まで上昇しており、若年層では

いないのですか。学校から旅立ち又はリタイア

約10％と推計されます。

した後の状況を、名古屋市はどのように把握し

先日、高校の卒業式がありましたが、卒業式

ているのか、そもそも支援の対象と考えている

までに就職が決まらない生徒が２ケタになるク
ラスもあります。教育委員会からは就職率は毎
年90数％と公表されていますが、就職をあきら

15～19歳

めた生徒はこの数字からは除かれています。実

20～24歳

態ははるかに厳しいのです。
25～29歳

「若者雇用戦略」には「若者の失業率は上昇
し、新卒者の就職率は低下」し「若者雇用を取

全年齢

り巻く環境は厳しい」「若者の育ちを社会全体
で支援していくことが重要」とあります。
また「若者の非正規雇用の割合が大幅に増え
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のか。教育長及び子ども青少年局長におたずね

状況の把握はできていない。

いたします。

今後は教育機関との連携をより一層図ること
により困難を抱える、子ども・若者支援のため

卒業後に進路が変わったり、早期離職した生
徒は把握できない（教育長）

の状況把握に努めたい。

貧困の連鎖を防ぐための教育と定時制高校へ
のソーシャルワーカーの配置を

【教育長】市立高等学校では、すべての生徒の
卒業時の進路先について把握しております。ま
た、中途退学者のその後の状況については、2年

【山口議員】解決への

間、担任が直接連絡をとるなどして実態把握を

第一の課題は、教育の

行っております。しかし、卒業後の進路がしば

機会均等を保障し貧困

らくして変わったり、早期離職したりした生徒

の連鎖を防ぐことです。

については、本人の申し出がない限り、学校と

親の経済状況が子ども

して把握できないのが現状です。

の学歴に影響を与え、

今後設置が予定されている「子ども・若者総

学歴が正規・非正規と

合相談センター」との連携を図り、困難を抱え

いう離学直後の就業形

た若者に対する状況の把握や支援の充実に努め

態を規定し、さらに、それがその後のキャリア

たい。

形成、所得や結婚にまで影響を与えます。「貧
困の連鎖」を予防がまず重要です。

現在のところは、状況の把握はできていない
（子ども青少年局長）

就学援助制度、高校入学準備金貸与制度、新
年度からは、生活保護世帯の子どもの学習サポー

【子ども青少年局長】関係局にお願いし、ひき

トモデル事業も予定されています。国も「高校

こもりや不登校など困難を抱える子ども・若者

中退者や不登校経験者等が多く在籍している高

に対する様々なデータの収集に努めてきたが、

校（とくに定時制・通信制課程）に…カウンセ

学校から卒業又は中退した後の若者の状況は、

ラーやスクールソーシャルワーカー等の…配置

対象者の把握など限界もあり、現在のところは、

を推進」するとしています。
親の経済状況に左右されずに、進学し次のス
テップにいくまで、子どもたちを支え抜く姿勢
が求められます。そこで教育長におたずねしま
す。貧困の連鎖を防ぐうえでの教育の重要性を
どう認識していますか。困難を抱えている生徒
も少なくない定時制高校へソーシャルワーカー
を配置する考えはありませんか。

教育相談・進路相談を行っている。必要に応じ
てソーシャルワーカーの相談を受けられるよう
にしたい（教育長）
【教育長】市立高等学校においては、経済的な
理由で就学が困難な生徒に対して、担任をはじ
め教育相談・進路指導の担当教員により、相談
にのっている。こうした場合、関係機関へのコー
ディネートなど、専門的な知識・経験が重要と
- 27 -
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考えている。

理解を育むことです。中学校での職場体験はそ

今後、定時制高校等において支援を充実する

のほとんどが地元の中小企業ですが、将来の就

ため、必要に応じてソーシャルワーカーからの

職に結びつけるにはもう一工夫が必要です。中

相談が受けられるよう、体制の充実に努めたい。

小企業振興条例をもつ大阪府八尾市では、市の
産業政策課が学校の副教材として使う想定で
「びっくりものづくり～八尾の工場大冒険」と

雇用のミスマッチ解消について

いうＤＶＤを作り、小学校と中学校に配布して
います。我が町の産業、中小企業に誇りと愛着

雇用のミスマッチ解消へ 地元の中小企業へ
の理解を深めるような教材を

を持てる工夫をしています。
子どもたちに地元でがんばる中小企業への正

【山口議員】次の課題は、「雇用のミスマッチ

確な理解を育むために、名古屋でも子どもたち

の解消」です。中小企業の大卒求人倍率は３倍

や学生向けに、地元の中小企業への理解を深め

以上であり、中小企業には採用意欲が旺盛であ

るような教材を開発しませんか。教材作成のた

る一方で、学生の側は大企業志向が根強いといっ

めの取材も大学生や高校生と一緒に行えばさら

たミスマッチが問題とされています。また採用

に効果的です。

活動のインターネット化などで、学校の就職支

副教材とともに、実際にものづくりなどに触れ
たり、体験できる場も（局長）

援機能が低下し、学生が適切な情報を入手でき
ずに、企業と学生の間での過剰な選び合いとなっ

【市民経済局長】若者が中小企業の仕事をよく

ています。

理解できるように支援し、ミスマッチの解消を

「就活」を終えたばかりの若者に話を聞いて

図っていくことが重要です。

みました。「大学の就職説明会やインターンシッ
プ説明会に出てくるのは大手企業の人がほとん

現在、市内の小学校では、産業を含め郷土に

ど」「就職セミナーでメーリングリストに登録

かかる副教材を採択し、授業で活用しておりま

し情報を集めるのが普通ですが、入手できる情

す。これを踏まえ、市民経済局としては、教材

報は大手中心、中小企業の情報は学生には届か

という形ではなく、子どもたちが実際にものづ

ない」「とりあえず就職しなければ、というプ

くりなどに触れたり、体験できる場が必要であ

レッシャーが強くて、一つ内定をとって、そこ

ると考えております。このため、小・中学生に

から安心して本来の意味での『就活』を始める

対しては、ものづくりや中小企業への関心や理

ことができた。」正直な感想だと思います。

解を深めるため、ものづくり教室などの創作活
動の場を提供する名古屋少年少女発明クラブを

一方では、大企業の内定がもらえないから中

愛知県発明協会と連携して運営しております。

小企業に応募するといった意識や実態もありま
す。そこで早くから学生の目が中小企業に向か

名古屋でがんばる中小企業を紹介するサイト
を

うように、中小企業に関する情報提供を強める
ことや、同じ地域の中小企業に入社した若者が
相互に交流できる仕組みを整えるなど中小企業

【山口議員】二つめは、中小企業から学生に必

への定着支援も必要です。中小企業の振興をす

要な情報を届けることです。
就職活動の主流はいまやネット上での情報集

すめる名古屋市として、中小企業支援と若者支

めです。ところがリクルートなどのサイトに登

援を重ね合わせた施策が必要です。

録するにも相当の費用が必要で、独自の技術を

そこで、市民経済局長に三つ提案し答弁を求

持っていても中小企業からの情報発信が弱く、

めます。

学生に来てもらえません。

まず、学校教育の中で、中小企業への正確な
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約1万6千社の会員を有する名古屋商工会議所

若者のキャリアアップ支援につい
て

は「就活ナビ」というサイトを立ち上げていま
すが掲載企業は現在74社です。私は以前、東大
阪市の例を出して、営業支援として地元中小企

若者のキャリアアップと自立支援へ正規雇用
の拡大を

業の強みが一目でわかるホームページの開設を
提案しました。いわゆるブラック企業の被害か
ら若者を救うためにも名古屋市が情報提供に積

【山口議員】第３の課題は、若者のキャリアアッ

極的に関与すべきです。

プ・自立支援です。

名古屋でがんばる中小企業を紹介するサイト

とくに問題なのは非正規雇用です。「若者雇

を市としてつくる、または就活ナビへの登録企

用戦略」にも「若年層の非正規雇用は1990年代

業を増やすための支援を求めます。

半ばから大きく上昇しており、34歳までの学生

名古屋就職応援ナビサイトでツイッターを活用
して求人情報等を提供

等を除く非正規は約410万人、このうち正社員へ

【市民経済局長】学生と中小企業の面談の場と

約170万人と推計される」「若者が働き続けられ

して、「会社合同説明会」を経済団体と連携し

る職場環境を実現するため、過重労働防止の徹

て実施するほか、若者への情報提供を強化する

底、労働法違反やトラブルに対する相談体制の

ため、名古屋就職応援ナビサイトでツイッター

充実等を図る」「非正規雇用の労働者のキャリ

を活用して求人情報等の提供を行っている。

アアップ支援」も強化するとあります。

の転換を希望している不本意非正規は４割強の

しかし、非正規のキャリアアップは簡単では

中小企業への訪問調査を地元の大学、学生や
研究者と一緒に

ありません。正社員へのキャリアアップが難し

【山口議員】三つめは、中小企業の現実と課題、

駆り立てられているのです。

いからこそ、正社員をめざす苛烈な就活競争に

そして魅力を学生と教員につかんでもらうこと

最大の若者支援は、非正規労働の広がりを押

です。そのためには代表質問で市長も「さっそ

さえ正規雇用を増やすことです。ところが名古

くいってちょ、実行させます」と答弁された中

屋市は率先して民間委託や嘱託化、指定管理者

小企業への訪問調査が有効です。この訪問調査

制度の導入などを進めています。市長、このこ

を地元の大学、学生や研究者と一緒に行いませ

とによって非正規など不安定な身分の雇用を拡

んか。多くの学生や教員・研究者と地元の中小

大しているという認識はお持ちでしょうか。お

企業が直接触れる機会を提供できます。中小企

答えください。

業を訪問する実態調査を大学とも連携して、学
生と一緒に行いませんか。

正規職員として雇用したら共産主義になる（市
長）

緊急雇用創出事業を活用して中小企業で現場
研修を行う事業に取り組む（局長）

【市長】民間委託とか嘱託、指定管理者制度と

【市民経済局長】中小企業の実態は現場での把

やめてですね、正規職員として雇用したら、こ

握に一層努めますが、さらに若者が中小企業に

うなりますと共産主義になるんです。ちょっと

触れる機会として、緊急雇用創出事業を活用し、

悩ましいところですね。今の経済学では、そう

中小企業で現場研修を行う事業に取り組んでお

いう方法よりも、全体の経済のパイを大きくし

り、中小企業に対する理解を高め、就職に繋げ

ていく。民営化なんかによって。雇用のチャン

るよう努めたい。

スを、正規雇用ではないかもしれんけど、増や

か、民営化一連だと思うけど、そういうことを

していくという方向のほうが、結局、雇用を増
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やすことになると、今はそう判断しとるんだと

出している。

思いますよ。

子ども青少年局では、平成25年度は、子ども・

僕も、経済の目標として、完全雇用をめざす

若者総合相談センターを核とする官民相互のネッ

というのは、そうとう大きな目標ですから、そ

トワークを構築し、関係機関が連携して最終的

れは重要だとわかるんだけど、残念ながら、こ

に就労など自立できるようにし、国の委託事業

の共産主義が間違っとったでいかんのではない。

であるサボステとも、十分連携したい。

だから、両方あると思いますね。正規雇用は正

サボステの複数設置は、必要となる状況が生

規雇用で大事だから、そのぶんはきちっとやる

じた場合には、厚生労働省と相談したい。

んだけど、全体をそうしていくという方向にな
りますと、全体の経済そのものが小さくなっちゃ

市独自の奨学金返還支援制度の創設に
ついて

うというふうに思います。

サポートステーションをせめて、市内の東西南
北４か所ぐらいに

就職時における本市独自の奨学金返還支援
制度の創設を

【山口議員】いま「地域若者サポートステーショ
ン」がこつこつと実績をあげています。名古屋

【山口議員】最後に深刻な奨学金問題で提案で

では青少年交流プラザ内に設置されていること

す。

もあり、若者に居場所と同世代交流の場を提供

大学の後輩の話です。「福祉の職場につきた

できて、いっそう効果をあげています。ニート

いと思って大学を選んだが、奨学金を借りて気

やひきこもりなどの若者だけでなく、就活や非

が付いたら卒業と同時に数百万円の借金を背負

正規労働で苦しむ若者もしっかり受け止める場

う身になっていた。福祉の現場で働いても返す

として重要です。しかしこのサポステ、市内に

展望が見えず、一般企業への就職しかなかった」。
いま奨学金は相次ぐ制度改悪で、有利子が主

一か所しかありません。
サポステでは新たに、高校中退者などへの訪

流です。学生の５割以上が何らかの奨学金を借

問支援も行う計画もあり、期待されています。

りていますが、約７割の96万人が有利子の奨学

ところがこのサポステは単年度の委託事業であ

金を借りています。毎月10万円の奨学金を4年間

り、支援に取り組む職員自身の多くが不安定な

借りると総額は480万円、上限の利率３％だと返

雇用環境に置かれています。

済総額は640万円、月賦返済額は約２万７千円、

若者をサポートするこの事業を国任せにせず、

23歳から返し始めても返済が完了するのは43歳。

市として積極的に関与して安定した事業に転換

教員などについたときの返済免除制度は既に廃

をはかりませんか。若者の居場所になり若者に

止されました。返済が一度でも遅れたら延滞金

寄り添って支援できるサポートステーションを

が発生し、延滞が続けば個人信用情報機関に登

せめて、市内の東西南北４か所ぐらいに増やし

録、つまりブラックリストに載せられ、クレジッ

ませんか、子ども青少年局長に答弁を求めます。

トカードや住宅ローンも組めなくなります。
学生が数百万もの負債を抱えて新社会人とな

必要となったら厚生労働省と相談する（局長）

るのはあまりに異常です。給付型の奨学金と正

【子ども青少年局長】地域若者サポートステー

規雇用がスタンダードな社会をつくることがい

ション、通称「サボステ」は、現在全国116か所

ちばんの若者支援です。先日、愛知県は、高校

において事業が委託され、25年度予算案では、

生対象の奨学金について返還猶予制度をつくる

全国160か所に増設するとともに、学校との連携

ことを表明しました。
そこで名古屋では何ができるか。この状況を

事業を新たに盛り込むなど、制度の拡充を打ち
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逆手にとり、名古屋に若者を呼び寄せるのです。

未満の者」としています。18歳以上の若者に対

奨学金を借りて学んだ学生が、名古屋の中小企

して支援することが必要です。青少年は18歳ま

業に就職したら、名古屋市が奨学金の利子を肩

で。20代35歳までの若者を支援するという体制

代わりする、いや思いきって返還そのものを肩

を取るためにも、子ども青少年局から「子ども

代わりする制度を提案します。人手不足に悩む

青年局」へと名称も変え体制も強化して、若者

介護や保育、福祉の現場でも有効です。

支援を推進する体制をぜひ整えていただきたい。

中小企業の人材を確保し、若者を励まし、名

市長どうですか

古屋に新たな活力と息吹を吹き込み、国には給

いっぺん本当に考えてみますわ。大事な指摘
だと思います（市長）

付型奨学金の導入を強くアピールできます。
市長、日本一若者が集まるまち、日本一中小
企業が元気なまちをめざして、名古屋市独自の

【市長】就職して３年くらいで、あとが決まっ

奨学金返還支援制度をつくりませんか。

てしまうという。そのへんのところをきちっと
ケアする、これがどえらい重要らしいですね。

なかなかいいんじゃないですか。真剣に勉強さ
せてください（市長）

ですから、いっぺん本当に考えてみますわ。大
事な指摘だと思います。

【市長】奨学金返還支援制度というのは、これ

奨学金の返還に苦しむ若者もふくめて支援が
必要だ（意見）

は、なかなかいいんじゃないですか。
だけど筋でいうと、名古屋市は奨学金を出し
とらんで、名古屋市がやるのは、変なような。

【山口議員】奨学金の話です。市長からは「え

県は自分で出していますから、そちらがやると

えかもしれませんね、初めて聞く」と答弁いた

いうのが本当だろうけど。

だきましたが、初めて質問するから当たり前で

これはなかなか、ええかもしれませんので。

す。日本中どこにもこういう制度ありません。

真剣にいっぺん考えさせていただきますわ。初

奨学金制度つくれという質問ではありません。

めて聞いたもんで、申し訳にゃあけど、ちょっ

それじゃ名古屋市も大変です。対象者も限られ

と、勉強させていただいて。これで本当に、若

る。そうじゃなくて、全国で奨学金借りて学ん

者が来て、学生時代苦労して、奨学金でやって

だ若者を名古屋の中小企業、福祉や介護の現場

きた子どもたちや若い人が来るいったら、こん

に就職してくれたら、応援するよ、とこういう

なええことはないですよ。これは。真剣に勉強

メッセージを発してほしいんですよ。

させてください。

国が奨学金制度改正しなかったら、日本中の
若者を名古屋に持ってくよ、というつもりでね、

実態把握をすすめ「子ども青年局」への転換
で体制強化を（再質問）

意見言ってほしいんですね。
市議会も給付型奨学金つくれと国への意見書

【山口議員】教育委員会、子ども青少年局にい

を4年前に上げています。その間なかなか国の動

う。どちらの局からも「学校から職場に円滑に

きも鈍い。名古屋から若者を支援する、中小企

接続できない若者」の状況を把握しきれていな

業の人材確保にも資する具体的なメッセージを

いという答弁がありました。正直な答弁だ。先

発信してほしい。このこと強く要望して質問を

日も大学政策が、名古屋市は弱いという指摘も

終わります。

ありましたが、18歳をこえた若者たちの状況を
どうつかみ、どう支えていくか、市としてきち
んと考えていってほしい。
名古屋市子ども条例の対象は基本的に「18歳
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2013年度予算案に対する組み替え動議（３月22日）
大企業・金持ち減税やめて、保育料の値上げ中
止、介護保険料や国保料の負担軽減、給食費無
料化を
岡田ゆき子議員
康保険料の算定方式の変更による負担増の解消

災害に強い、市民に優しいまちづくりを

をします。これにより、約３割の世帯は保険料

【岡田議員】私は、日本共産党名古屋市会議員

が引き下げとなり、その他の世帯は据え置きに

団を代表して、平成25年度名古屋市一般会計予

することができます。

算の組み替えを求める動議についてご説明いた

介護保険料を一人平均年間5,000円引き下げま

します。
市長の予算は、市民税減税を継続するために、

す。奨学金返還支援制度を創設し、学生を応援
します。就学援助を生活保護基準の1.3倍に広げ、

市民への負担増、サービスの削減、福祉の民営

小学校3年生までの30人学級の拡大、小学校給食

化をすすめるものとなっていることから、以下

の無料化を実現します。ひとり親家庭の子ども

の方向での、抜本的組み換え案を提案します。

に対する学習サポート事業を実施します。

金持ち減税を中止、大型事業を中止・見直し

エネルギーの地産地消を推進するため、住宅

まず、大企業・大金持ち優遇の市民税5％減税

用太陽光発電設備の設置補助件数をさらに拡大

の実施を中止し、１１２億円の歳入を増やしま

します。他都市では経済効果が高いことが証明

す。同時に、市民サービス低下を伴う施策は中

済みの住宅リフォーム助成制度を創設し、中小

止し、さらに、ささしまの巨大地下通路建設な

零細企業の仕事を増やし、雇用を拡大します

ど、新たな税金の浪費につながる不要不急の大

以上の方向で、市長に対し、一般会計予算案

型開発事業等をやめることで、合わせて124億円

を速やかに組み替え、再提出されることを求め

の一般財源を生み出します。

て、説明を終わります。

市民サービス削減をやめる
それにより、保育料の２年連続大幅値上げは

減額
歳出

中止、公立保育所の廃止・民営化も中止します。
学童保育所の助成額引き下げ、志段味図書館の
指定管理者制度導入、男女平等参画推進センター

増額

削減額

捻出される一般会計

市債の削減額

78億6千万円

11億5千万円

53億9千万円

増加額

必要となる一般財源

市債の発行額

119億8千万円

119億6千万円

0円

差し 歳出の増減額
引き △41億1千万円

の女性会館への移設は取りやめます。
歳入

福祉・くらしの予算額を増やす
それにとどまらず、この財源を、さらに、市

一般財源の増減額

市債の増減額

△108億1千万円

△53億9千万円

増額

市民税減税の中止

112億7千万円

減額

保育料値上げの中止

4億3千万円

差し引き（一般財源の増減額）

民の暮らしと福祉の分野に振り向け、新たな事

108億4千万円

無駄な公共事業などで歳出予算を78億円減らす一方で、福祉
予算など119億円を増やし、保育料の値上げを中止します。必
要な財源は金持ち減税の中止によって確保。これにより、借
金（市債の発行）を53億円減らせます。

業の実施及び施策の拡充を図ります。
国民健康保険会計へ財源を繰り出し、国民健
組み替え動議について

平成25年第1号議案「名古屋市一般会計予算」について、市長は、別紙要綱により速やかに組み替えを行い、再提出
することを要求する。
平成25年3月22日
名古屋市会議員 わしの恵子 ほか
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（別紙）
１．組み替えを求める理由
日本共産党名古屋市議団が昨年の秋に実施した市政アンケー
ト（回答数5600余通）では、「生活が苦しくなった」という回
答が６割を超え、市政への要望では、「介護保険料・利用料の
軽減」「国保料の引き下げ」が上位を占めました。若い世代か
らは、「保育料の引き下げ」「雇用対策」を求める声が多数寄
せられました。また、名古屋市が実施した今年度の市政世論調
査でも、「高齢者福祉」「健康・医療」が市政への強い要望と
なっています。
ところが、河村市長が提案した平成25年度予算は、保育料の
２年連続大幅値上げや国民健康保険料の算定方式の変更に伴う
保険料引き上げなどの負担増を市民に強いるとともに、留守家
庭児童健全育成事業（学童保育）助成の緩和措置の廃止、公立
保育所の廃園・民営化の推進、志段味図書館への指定管理者制
度の導入など、市民サービスと行政責任を後退させるものとなっ
ています。これら保育料値上げなどは、「行財政改革」と称し
て取り組まれていますが、税金の無駄遣いを是正すべき「行財
政改革」が、市民生活に必要な事業を削り、市民に負担を強い
るものとなっているのは、市民税５％減税を継続するための財
源確保が至上命令とされているからです。
来年度予算はまた、リニア中央新幹線の開業を前提にした
「名古屋改造」の検討、笹島巨大地下通路建設（名古屋駅周辺
地下公共空間整備）など、新たな税金のムダづかいにつながる
大型開発事業が開始されようとしています。今回は市長選挙を
控えた骨格予算のために計上が見送られた事業――名古屋城天
守閣の木造再建、「ＳＬ博物館」構想など、河村市長の「本物」
志向事業が今後、具体化されるならば、浪費がさらに拡大され
ることになるでしょう。
以上の理由から、一般会計予算を組み替えることを要求しま
す。
2.組み替えの基本方針
以下の基本方針で予算の組み替えを行います。
①〝大企業・大金持ち優遇〟の市民税５％減税は実施を中止し、
減税の財源確保のための保育料の値上げなどの市民への負担
増と市民サービスの削減をやめます。
②新たな浪費につながる大型開発事業や市民生活に不要な事業
は中止します。
③減税の中止などで確保した財源を活用して、市民の暮らし・
福祉・子育て・教育を充実させます。
3.組み替えの具体的内容
（１）〝大企業・大金持ち優遇〟の市民税５％減税は中止し、
「行財政改革」の名による市民への負担増と市民サービス
の削減をやめます
（ア）市民税減税の実施は中止します
市民税５％減税は、最高減税額が個人では517万8千円（平成
24年度実績）、法人では約１億円（推計）という〝大企業・富
裕層優遇〟減税であり、庶民にはほとんど恩恵をもたらしませ
ん。こうした減税はやめて、約112億円の税収を確保し、その財
源を市民の生活応援の施策に振り向けます。
（イ）保育料の値上げなどの市民への負担増と市民サービスの
削減をやめます
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子育て世代に多大な負担増を強いる保育料の値上げ（２年連
続、平均10.1％増）は中止します。第３子３歳未満児の保育
料無料制度は維持します。
留守家庭児童健全育成事業助成の緩和措置については、助成
額を国基準並みとしたことによって減額となる学童保育所を
救済するために実施しているものであり、廃止しません。
公立の御田保育園、南保育園、氷室保育園、矢田保育園、東
志賀保育園、田端保育園の廃止・民営化の準備をとりやめま
す。
障害者福祉施設運営費補助金のうちの管理費改善費の段階的
廃止については、多くの障害者福祉施設の運営を担っている
社会福祉法人に新たな負担を課すことになることから撤回し
ます。
志段味図書館への指定管理者制度の導入は中止します。
男女平等参画推進センターの女性会館への移設については、
施設整備後、１０年しか経過していない男女平等参画推進セ
ンターを移設しなければならない必然性はなく、移設後の女
性会館は手狭となり、２つの施設の利用者に不便をかけるこ
とから、とりやめます。
（２）新たな浪費につながる大型開発事業や市民生活に不要な
事業は中止します
名古屋駅周辺地下公共空間整備については、笹島交差点から
ささしまライブ24地区に至る390メートルの巨大地下通路を建
設するものであり、ムービングウォークの設置が追加され、
約134億円もの巨費を要する事業であることから、計画は白紙
に戻します。
金城ふ頭開発については、テーマパーク進出のために集約駐
車場の整備などに巨額の事業費を投入するものであることか
ら、抜本的に見直します。
建設の必要性も大義もないリニア中央新幹線の開業を既定路
線とするリニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進
については中止します。
名古屋高速道路の建設については、騒音対策などで沿線住民
の理解と納得が得られていないことから中止します。
中部国際空港二本目滑走路建設については、低迷している航
空需要からもその必要性はないので、同建設促進期成同盟会
への負担金は支出しません。
名古屋大都市圏戦略の検討調査については、リニア中央新幹
線の開業を前提に、巨大インフラの整備などを促進するもの
になりかねないことから中止します。
木曽川水系連絡導水路事業に係る工業用水道事業会計への出
資については、地盤沈下は沈静化し、工業用水道の需要は停
滞しており、同導水路の必要性はまったくないので、支出し
ません。
国直轄道路事業負担金については、国が進めるべき事業の事
業費を自治体に押し付けるものであり、支出しません。
高速道路建設に関連する有料道路支援関連事業については実
施しません。
「事業仕分け」手法の行政評価については、「減税」の財源
づくりのための「行財政改革」にお墨付きを与えるものであ
り、実施しません。
トワイライトルームについては、学童保育の機能を果たして
いるとはいえないモデル事業の検証が不十分なまま、本格実
施することは見送ります。
生活保護適正実施と称して、警察官ＯＢを４つの区役所に配
置することは、生活保護の受給を抑制することにつながる危
険性があることからとりやめます。
住民基本台帳ネットワークシステムについては、個人情報が
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漏れる危険性が払しょくできていないので、その運用を中止
します。
国民保護業務については、市民にたいして有事への意識づけ
を促す啓発などが進められていることから、その実施は凍結
します。
市会議員の任期中１回の海外視察は中止します。
（３）減税の中止などで確保した財源を活用して、市民の暮ら
し・福祉・子育て・教育を充実させます
市民税減税の中止と不要不急の事業の中止などによって約
124億円の財源を生み出します。この財源を活用して、国民健
康保険料の負担軽減や介護保険料の引き下げを行い、市民の
フトコロを温めます。小学校給食の無料化や就学援助の所得
制限の緩和で教育費負担を軽減するとともに、奨学金返還支
援制度を創設して若者を応援します。住宅リフォーム制度の
創設や太陽光発電設備の補助件数の増加で中小企業の仕事を
増やします。こうして市民の福祉・暮らしを充実させます。
国民健康保険会計へ財源を繰り出し、国民健康保険料の算定
方式の変更による負担増（１０万６千世帯、平均年間３万３
千円）を解消します。約３割の世帯では保険料が引き下げに
なり、残りの世帯は据え置きになります。

今年度の改定によって一人平均年間15500円の値上げとなった
介護保険料については、介護保険会計へ財源を繰り出し、１
人平均年間5000円の引き下げを行います。
ひとり親家庭の子どもにたいする学習サポート事業を実施し
ます。
奨学金を借りた学生が名古屋市内の中小企業に就職した場合
に、毎月１万円の支援を行う奨学金返還支援制度を創設しま
す。
住宅用創エネルギー機器の設置補助については、太陽光発電
設備の設置への補助件数を500件増やします。
住宅のバリアフリーや省エネ工事などにたいする住宅リフォー
ム助成制度（工事費の１０％、限度額３０万円）を創設しま
す。耐震改修助成制度とも併用できます。
就学援助の所得制限を生活保護基準の１．３倍程度に緩和し、
就学援助を受給できる児童・生徒を増やします。これにより
国による生活保護基準の引き下げによる就学援助への影響も
回避できます。
３０人学級は、小中学校の全学年での実施をめざしつつ、来
年度は小学校３年生まで拡大します。
小学校給食の無料化を実施し、保護者の教育費負担を軽減
します。

(参考資料） 2013年度一般会計予算の組み替え案の財源内訳
歳出で削減すべき項目
款
議会費

項
議会費

予定額
（千円）

事項
市会議員の任期中１回の海外視察

－

－

4,874

4,874

－

－

－

117,400

117,400

－

－

－

1,000

1,000

－

－

－

3,600

3,600

－

－

－

16,052

－

－

16,052

－

トワイライトルームの実施

241,537

172,343

－

47,364

21,830

公立保育所の民間移管準備

240,009

30,219

207,000

－

2,790

2,486

2,486

－

－

－

120,583

113,638

－

－

6,945

－

－

名古屋大都市圏戦略の検討調査
健康福祉費生活保護費 生活保護適正実施の推進（警察官ＯＢの区役所への配置）

環境費

環境保全費

市民経済費区役所費

緑政土木費

国・県支出金 その他
－

総務管理費 中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会への負担
金支出

子ども
青少年費

市債

19,000

男女平等参画推進センターの移転改修

子ども
青少年費

一般財源

19,000

行財政改革の実施

総務費

財源内訳

木曽川水系連絡導水路事業に係る工業用水道事業会計へ
の出資
住民基本台帳ネットワークシステムの運用

道路
国直轄道路事業負担金の支出
橋りょう費

3,100,000

310,000 2,790,000

街路費

2,362,549

112,449 1,173,000

有料道路支援関連事業

840,700 236,400

リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進

20,000

20,000

－

－

－

名古屋駅周辺地下公共空間整備

21,000

17,500

－

3,500

－

58,000 1,192,000

－

－

住宅都市費都市計画費
名古屋高速道路の建設

1,250,000

金城ふ頭開発の推進
消防費

消防費

国民保護業務

教育費

生涯学習費 女性会館の改修

歳出削減額 計

246,708

66,485

29,000

387

387

－

－

－

101,000

101,000

－

－

－

7,868,185 1,150,381 5,391,000
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歳出で増額すべき項目

款

項

予定額
（千円）

事項

国・県支出金

その他

42,656

－

－

－

国民健康保険料の算定方式の変更による負担増の
解消

3,531,000

3,531,000

－

－

－

2,475,000

2,475,000

－

－

－

4,030

4,030

－

－

－

ひとり親家庭への学習支援

17,102

12,331

－

4,771

－

奨学金返還支援制度の創設

240,000

240,000

－

－

－

24,000

18,000

－

6,000

－

住宅リフォーム助成の創設

30,000

30,000

－

－

－

教育総務費 就学援助の所得制限の緩和

130,000

130,000

－

－

－

725,000

725,000

－

－

－

4,752,743

4,752,743

－

－

－

8,783

8,716

－

－

67

11,980,314 11,969,476

0

10,771

67

介護保険費 介護保険料の引き下げ（基準保険料を年5000円）
留守家庭児童健全育成事業助成における緩和措置
の廃止
子ども
青少年費

環境保全費 住宅用創エネルギー機器の設置補助の拡大

住宅都市費 住宅費

小学校3年生までの30人学級の拡大
教育費

市債

42,656

健康福祉費 国民健康
保険費

環境費

一般財源

障害者福祉施設運営費補助金（管理費改善費）の
段階的廃止

社会福祉費

子ども
青少年費

財源内訳

小学校費
小学校給食の無料化
生涯学習費 志段味図書館への指定管理者の導入

歳出増額 計

歳入の増額

款

市税

項

市民税

予定額
（千円）

事項

市民税減税の中止

歳入増額 計

財源内訳
一般財源

市債

国・県支出金

11,276,000 11,276,000

-

11,276,000 11,276,000

0

0

その他
0

歳入の減額

款

諸収入

項

雑入

予定額
（千円）

事項

保育料の改定をしない

歳入減額 計

歳入歳出差引 合計

一般財源

市債

国・県支出金

その他

432,509

432,509

-

-

-

432,509

432,509

0

0

0

6,731,362
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2012年度予算案に対する反対討論（３月22日）
保育料・国保料などの負担増の一方で、富裕層減
税やムダな事業。こんな予算は認められない
山口清明議員
山口清明議員は、一般会計予算案について、反対の立場から討論をおこないました。。なお、減税日本が修
正に反対、原案に賛成の討論、自民党の藤沢議員が修正案、原案ともに賛成の討論を行いました。

【山口議員】私は日本共産党名古屋市会議員団
を代表して、ただいま議題となっている2013年
度名古屋市一般会計予算案、及び同修正案につ
いて、どちらにも反対の立場から討論します。

大企業と富裕層優遇の減税継続予算
反対する理由の第一は、大企業・富裕層優遇
の市民税５％減税をまだ継続する予算となって
いることです。
2012年度、個人市民税の減税額がいちばん多
かった人の減税額は517万円でした。つまり市民
税を約１億円納めていただいた。その方にはい

でもわずか400万円のほんのささやかな学童保育

くら課税所得があったのでしょうか、約17億円

への助成金は全額廃止です。名古屋市は、支え

です。なおこの所得には分離課税の対象となる

るべき相手をまちがえているとしか思えません。

株の取引で得た利益は含まれていません。

しかも減税の直接の対象となる納税義務者は

17億円もの所得がある人に500万円減税して

108万人、226万市民の半分にもなりません。さ

いったいどんな消費誘発効果があるのでしょう

らに市長が減税の恩恵が及ぶと主張する納税義

か。

務者に配偶者など扶養控除の対象者を加えた市
民の数は、前年より５千人も減っています。減

市民の可処分所得は大幅に減少

税効果が及ばない市民が増えているのです。

一方で、一カ所当たり25万円×16カ所、合計

中小企業の大半を占める赤字企業に
恩恵のない減税
法人税はどうか。景気は回復傾向と言われま
すが、あなたが市長になってから、市内では欠
損法人が７割を超えた状態が続いています。
法人市民税は15％も伸びる見通しで予算を立
てました。前年比で約80億円も税収が伸び、法
人市民税の減税予定額も昨年秋の見通しよりも
３億円増えて34億円です。しかし大企業には国
の税制改正によって70億円もの法人市民税が既
に事実上減税になっています。
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時には31万１千円になりました。庶民減税に期
待が高まったのも当然です。
ところがこの4年間で負担はさらに4万6千円も
増え、現在では年間35万７千円、年金２カ月分
がほとんどなくなってしまうのです。さらに医
療費や介護の費用負担が重くのしかかるのです。

子育て世帯には増税と保育料値上げ
子育て世代はどうでしょうか。河村市長は、
5.1％、年額では平均で１万1076円の保育料値上
げを提案しました。しかしその前に、新年度は
年少扶養控除の廃止で約50億円、約27万の子育
て世帯に平均で１万８千円の増税です。保育料
値上げとのダブルパンチはとんでもありません。

弱いものいじめの市政
さらに市長が配慮したという非課税世帯はど
うでしょうか。生活保護基準の引き下げで、4歳
その一方で個人市民税の見通しはどうでしょ

の子どもがいる標準3人世帯では月額17万2千円

うか。勤労者の給与所得の伸びはわずか１％で

の生活扶助が３年後には1万6千円も削減されま

す。年金生活者の所得に至ってはマイナス0.3％、

す。
市長は、子育て世帯を支える、国はけしから

所得が減ると見込んでいます。

ん、と言いながら、何の手だても予算に盛り込

高齢者の負担増は悲惨

んでいません。
若者の多くが正規雇用を求めて必死なのに、

高齢者世代の負担増は、あらためて振り返る

市は行財政改革の名で、むしろ非正規・不安定

と、とんでもない数字です。
65歳、年金額20万円の単身者の負担を例にと

雇用を率先して増やしているじゃありませんか。

ると、年間の税と保険料の負担合計は、10年前

名古屋市が支援すべきは、国による減税の恩

には５万８千円でした。それが、老年者控除の

恵を既に受けている大企業や富裕層ではなく、

廃止、介護保険料、国保料のあいつぐ値上げ、

国の悪政によって生活が脅かされている市民、

住民税の減免縮小などで４年前の河村市長就任

とりわけ社会的に弱い立場に置かれている人々
ではないでしょうか。
ところが河村市長の減税は、負担増に苦しむ
市民にとって何の救いにもなりません。どこか
らみても市民の間の経済的格差を助長するだけ
です。即刻、中止すべきです。

「行革」の名で市民犠牲次々
反対する第二の理由は、市民に犠牲を強いる
減税額
4600円

減税額
2600円

施策を次々に強行する予算となっていることで
す。
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新年度予算は、保育料の２年連続大幅値上げ

保育料値上げ撤回は当然

や国民健康保険料の算定方式の変更に伴う保険
料引き上げなどの負担増を市民に強いるととも

保育料の値上げを撤回させることに私たちは

に、さきほど触れた学童保育助成への助成＝負

何の異論もありません。保育料の値上げ撤回に

担緩和措置の廃止、公立保育園の廃止・民営化

は大賛成です。

の推進、民間保育所運営費補給金の削減、障害

しかし、修正案はそれだけです。「減税しな

者福祉施設運営費補助金の削減、志段味図書館

がら保育料を値上げするのはけしからん」と議

への指定管理者制度の導入など、市民サービス

論しながら、修正案では、市民税減税そのもの

と行政責任を後退させるものが目白押しです。

には指一本触れていません。

減税にも、ムダの継続にも、国保料
の値上げにも何も言わない修正

減税のしわ寄せで値上げやサービス
カット
保育料の値上げなどは「行財政改革」と称し

修正案は、減税が福祉や市民サービスカット

て取り組まれていますが、本来、税金のムダ使

の元凶だと言いながら、肝心かなめの河村減税

いを是正すべき「行財政改革」が、市民生活に

を容認するものです。

必要な事業を削り、市民に負担を強いるものと

この修正案へ賛成することは、修正部分以外

なっているのは、市民税５％減税を継続するた

は原案にすべて賛成、減税や他にもある福祉や

めの財源確保が至上命令とされているからです。

市民サービスのカットも認めることになります。
だから私たちはこの修正案には賛成できません。

「65歳を守る」と言えない市長

もし、４会派のみなさんがほんとうにいまの

敬老パスについても、市長は本会議で「敬老

減税が市民サービスのカットをもたらす張本人

パスは、守る。守るためにどういうことが必要

だと考えるのならば、正面から堂々と市民税減

か考えたい」と答弁された。委員会で私は「いっ

税を中止して福祉や保育の財源を生み出すこと

たい何を守るのですか」とたずねました。当局

を提案すべきではありませんか。
どうしてそうしないのか、私は残念でなりま

は「持続可能な制度を守る」としか答えず、

せん。

65歳からの「現行制度を守る」とはついに一言
も答えませんでした。

待機児対策は認可園の増設こそ

「守るために見直す」という詭弁は通用しま

待機児童対策についても、いま必要なのは、

せん。行政評価の判定結果をお墨付きにした市
民サービスの低下を認めるわけにはいきません。

安心して就学前まで入所できる認可保育園の増

しかも企業を対象とした行政サービスや補助

設です。いま増えているグループ型家庭保育室

金も数々有りますが、「行財政改革」としてカッ

などでは、園庭がない、給食もない、３歳での

トしたものはあるか、とたずねると「見当たら

転園の保障がない、資格を持った保育士も少な

ない」という答弁です。減税のしわ寄せはすべ

い、という不安の声が聞こえてきます。
認可保育園に入れず、やむなく職場近くの大

て市民に集中しているのです

型店内に設置された認可外保育所に子どもを預

修正に値しない修正案

けたお母さんの話です。

減税による市民サービス低下の焦点の一つが

「今日は散歩に行ってきました」というので

保育料の値上げでした。ここで４会派提出の修

見せてもらった写真を見て絶句、大型店の駐車

正案に賛成できない理由について若干述べさせ

場を園児が散歩している写真だったのです。思

ていただきます。

いっきり土の上で遊ばせてやりたい、と泣きそ
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うになったといいます。

サイエンスパークＢゾーンも誘致のための基

子どもたちの安全と健やかな成長を願うなら

盤整備と称していったいどれだけの税金を使っ

ば、認可保育園の増設こそ待機児童解消の本道

てきたのか、もう忘れたのですか。港といえば

です。公立保育園の廃止など保育の営利化・民

イタリア村の失敗も苦い教訓ですが、あそこで

営化を減税のために行財政改革の名で進めるこ

すら立体駐車場はイタリア村が全額負担して整

とは大きな問題だ、と指摘しておきます。

備していました。
呼びこみ型の開発は税金の浪費につながるこ

新たな浪費へと足を踏み出す危険

とを厳しく警告しておきます。

そして反対する第三の理由は、新たな税金の

「福祉と防災のまちづくり」への予
算組み替えを

浪費へ危険な一歩を踏み出す予算になっている
からです。

日本共産党名古屋市会議員団は、市長提案の

百数十億円もの地下道は誰のため

予算にただ反対するのではなく、予算案の組み

リニア中央新幹線の開業を前提にした「名古

替えを提案いたしました。

屋改造」の検討、笹島には巨大地下通路の建設

市民税減税の中止で112億円、その他、不要不

など、新たな税金のムダ使いにつながる大型開

急の大型事業の中止などで合計124億円の財源を

発事業が開始されようとしています。

確保します。

今回は市長選挙を控えているために予算計上

その財源を国保会計や介護保険会計へ繰り出

が見送られた事業、名古屋城天守閣の木造再建、

し保険料の負担増を押さえます。奨学金返還支

ＳＬ博物館構想など、河村市長の「本物」志向

援制度で学生や若者を応援します。

が具体化されるならば、税金の浪費はさらに拡

就学援助の対象を広げ、30人学級を小学三年

大されることになります。

生まで拡大し、小学校給食も無料にできます。
住宅用太陽光発電設備の設置補助や住宅リフォー

巨額の税金投入で企業誘致のための
インフラ整備・・・金城ふ頭

ム助成制度の創設で、エネルギーの地産地消と
地元中小企業の仕事と雇用を増やします。

金城ふ頭の開発も、新たな際限のない税金の

減税をやめれば、市民のくらしを支え、内需

浪費につながりかねない様相を呈してきており、

を拡大し、なごやの地域経済を持続的な成長軌

抜本的な見直しが必要です。

道へ乗せるための積極的な施策がたくさんでき

テーマパーク進出のための集約駐車場の整備
などに約216億円もの事業費を投入する計画が明

・交差点改良15億円
・集約駐車場191億円
(用地補償、建設など )
・歩行者デッキ10億円

らかにされました。テーマパークの誘致のため
なら基盤整備の名目でいくらでも税金を使って
いいのでしょうか。
わざわざ市営駐車場を150億円もかけて建設す
ると言いますが、利用客の大半は民間企業のお
客さんです。
民間でできることは民間で、というスローガ
ンはどこへ消えたのですか。テーマパークの駐
車場は民間企業が自前で用意するのが当然です。

イタリア村でさえ自前でやったのに
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るではありませんか。
本物の行財政改革は、まず市民税減税をや
めることだ、とあらためて指摘をさせていただ
きます。

誤解を招いた「発言」の撤回こそが、
友好都市との交流をすすめる近道
最後に、予算に計上された「南京市友好都市
提携35周年記念事業」1110万円に関して触れな
いわけにはいきません。
ご承知のように、現在、南京市との友好都市
交流は中断しています。河村市長のいわゆる南
京虐殺否定発言の影響が続いています。
南京市からは、市長発言の撤回と謝罪がない
かぎり、交流は再開できないとの意向が示され
ています。自ら提案した予算を自らの発言で執
行不能な状態にして平気な顔をしている人に、
市長の資格はありません。
歴史の事実から謙虚に学ばず、アジア諸国へ
の侵略戦争と植民地支配への真摯な反省がない
人に、市長の座はふさわしくありません。
いま安倍内閣が消費税増税、原発再稼働、Ｔ
ＰＰ交渉参加、そして憲法改悪を進めようとし
ています。そんなときだからこそ、名古屋のリー
ダーには国の悪政から身体を張って市民を守る
防波堤となれる人が必要です。
憲法を守り、くらしに活かす、福祉日本一の
名古屋をとり戻す、新しい市政の実現をめざし
て、私たちも引き続き奮闘する決意を述べて、
討論を終わります。
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2013年度当初予算関連議案に対する態度(2013年3月22日）
議 案 名

46件（予算19件、条例案など27件）
結果

１、2013年度当初予算及び関連議案
各会派の態度

共 減 自 公 民 新 打 市 改 ク

2013年度名古屋市市街地再開
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
発事業特別会計予算

可決

2013年度名古屋市病院事業会
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
計予算

総額13億円、62.4％増。日比野地区1800万円、鳴
海駅前2.4億円。

総額1383億円、9.5％増。2013年度末見込み
億円の残高。財調2012年92億円から
の見込
み。本丸御殿などで取崩

可決

2013年度名古屋市公債特別会
● 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
計予算

総額3億9,000万円、310.5％増。2組合に1億8000万
円を貸付。

総額8.5億円、△17.2％。使用料5億5038万円。墓
地の用地取得と整備に2.2億円。1,600万円の借金
で8000万円の公園用地取得と工事など。使用料値
上げ。

可決

2013年度名古屋市用地先行取
〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○
得特別会計予算

総額75億円、△7.5％。本場・北部市場に40億円、
南部市場に26億円、と畜場8億円の運営費など。

可決

2013年度名古屋市基金特別会
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
計予算

総額9,675万円、5.3％増。風水害などの被害共済
に、水田470ha、麦10ha、成乳牛607頭、温室103,000
㎡を対象の共済事業に5,441万円。事務費4,233万
円。

可決

2013年度名古屋市墓地公園整
● 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
備事業特別会計予算

総額12億円、△3.7％。就学支度資金、修業資金、
事業開始資金など母子福祉資金12種の貸付に11億
円。寡婦福祉資金12種の貸付に7,900万円。

可決 可決

2013年度名古屋市土地区画整
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
理組合貸付金特別会計予算

総額441億円、1.8％増。249,000人。
平均保険料は年80,214円（同じ）。
1,528億円、4.8％増。第1号被保険者517,000人。
基準保険料65,282円（月5,440円）は同じ。要支援・
要介護者は83,400人→85,700人。

可決

2013年度名古屋市市場及びと
○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○
畜場特別会計予算

総額2177億円、前年比0.5％増。351,100世帯579,
700人。（△4700世帯）うち退職者21,400人。均等
割3％減は継続。平均保険料 114,196円→116,
765円。算定方式変更で10万人以上が平均3万円以
上の値上げに。賦課限度額77万円。保険料収納対
策を強化。

可決

2013年度名古屋市農業共済事
〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
業特別会計予算

1兆259億円、前年比△28億円(△0.3％)。5％減税
で112億円（個人78億円、法人33億円）が減収。待
機児対策は12年度補正で前倒実施。特養ホームの
増設など。教室冷房化は見送る。保育料や国保料
を値上げ。保育園や図書館、福祉施設などの民営
化を推進。職員定数を73人減（市全体では155人減）。
その一方で本丸御殿や高速道路、高層ビルやレゴ
ランド支援は継続。金シャチや天守閣の再建、Ｓ
Ｌ購入・博物館構想は保留。リニアをあてにした
名駅再開発、ささしま巨大地下道を推進。

可決

2013年度名古屋市母子寡婦福
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
祉資金貸付金特別会計予算

考

可決

2013年度名古屋市介護保険特
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
別会計予算

可決

2013年度名古屋市後期高齢者
○ 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
医療特別会計予算

可決

2013年度名古屋市国民健康保
● 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○
険特別会計予算

可決

2013年度名古屋市一般会計予
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
算

備

総額188億円、47.7％増。公共用地の先行取得に18
億円、都市開発用地取得に4億円。借金23億円で。
総額5,887億円、3.1％増。一般会計で787億円など
1,399億円の借金。元利返済は3952億円（利子だけ
で591億円）。借換債1108億円、臨時財政対策債380
億円。高速道路などの資金源になる。
歳出総額389億円、17.4％増。東部医療センター：
37科481床、入院436人/日、外来877人/日。西部医
療センター：44科500床、入院438人/日、外来98
7人/日。陽子線治療センター。緑：指定管理で20
科200床、入院147人/日、外来376人/日。東の救急・
外来棟改築14億円、病院事業基金を設置。

〇＝賛成 ●＝反対 -＝欠席／ 共：日本共産党 自：自民党 減：減税日本 公：公明党 民：民主党 新：新政会
打：既得権打破の会 市：市民クラブ 改：地方分権改革会 ク：無所属クラブ
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2013年度当初予算及び関連議案（2）
結果

議 案 名

各会派の態度
共 減 自 公 民 新 打 市 改 ク

● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

名古屋市重症心身障害児者施設
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
条例の制定

名古屋市南陽交流プラザ条例の
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
制定
福祉事務所設置条例の一部改正 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
名古屋市老人福祉施設条例等の
● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
一部改正

平成25年度の職員定数を
195人に。▲155人。

25，350人→25，

非常勤職員の職種の設置及び廃止、報酬改定等。
附属機関の委員等（別表第2）で、報酬改定は精
神医療審査会委員、新設は専門調査委員。その
他の非常勤の職員（別表第3）では、報酬改定は、
博物館資料調査員はじめ160職種、新設は中央卸
売市場本場庁舎管理嘱託員はじめ18職種。廃止
は、路上禁煙等指導員（主任）はじめ7職種
男女平等参画推進センターを女性会館に移転し、
事業・運営を一体的に行うため。2014年4月1日
から
2013年度の包括外部監査契約を田口勤（弁護士）
に1121万4，000円を上限として契約。
東日本大震災の復興のために、2014年度から10
年間、個人の市民税の均等割の税額を500円引き
上げ、2，800円を3，300円にする。
クオリティライフ21城北敷地内に医療型障害児
入所施設及び療養介護事業所（旧重症心身障害
児施設）を設置。
特別措置法の制定で名古屋市での対策本部、区
本部について規定

可決 可決 可決 可決

名古屋市新型インフルエンザ等
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
対策本部条例の制定

市長、副市長、課長以上の職員等の給与を臨時
的に削減。副市長、常勤の監査委員は給料の20
％、期末手当の10％を削減、管理者、教育長、
局長級、部長級は給料の2％を削減、固定資産評
価員、課長級は給料の1％を削減。2013年4月1日
から2014年3月31日まで

可決

名古屋市市税条例の一部改正

市長の調査等の対象法人を、本市の出資資本金
等が4分の1以上2分の1未満の一般社団法人及び
一般財団法人並びに株式会社等とする

可決

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

可決

包括外部監査契約の締結

可決

名古屋市男女平等参画推進セン
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ター条例の一部改正

可決

名古屋市非常勤の職員の報酬及
び費用弁償に関する条例及び非
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部改正

可決

名古屋市職員定数条例の一部改
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
正

可決

市長等及び職員の給与の特例に
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
関する条例の制定

歳出総額296億円、0.6％増。職員1人減。バス購
入2両。運転キロ98,000km／日。317,500人／日。
健全化資金を市から2億円。給与カットの継続。
車検委託の拡大へ。
歳出総額1,365億円、0.4％増。職員15人減。東
山線可動柵・車両5編成で55億円、エレベーター
3500万円など。鶴舞線車両6両購入。乗車人員1,
190,500人／日。桜通線・名港線の駅業務や車両
保守業務委託にくわえ、戸閉機等整備を委託。
高架構造物の耐震補強8億円

可決

予算の執行に関する名古屋市長
の調査等の対象となる法人を定 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
める条例の制定

歳出総額1,461億円、△3.1％。28,765haで120万
トン/日の処理量。下水使用料が329億円。通常
の浸水対策54億円、緊急雨水整備事業に77億円。

可決

2013年度名古屋市高速度鉄道事
● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
業会計予算

歳出総額15億円、1.7％増。109事業所に1日6.
1万トン。水道料金8.3億円。徳山ダムは一括返
済ずみ。導水路828万円、25～27で30億円。

可決

2013年度名古屋市自動車運送事
● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
業会計予算

歳出総額755億円、△2.4％。1日78.8万トン。1,
248,000戸。水道料金454億円。徳山ダム負担
13億円、残25～42で252億円。長良川河口ぜき負
担2.3億円、残25～29で15億円。導水路負担1,
595万円、25～27で52億円。職員8人減。遠方監
視装置等の施設改良192億円

可決

2013年度名古屋市下水道事業会
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
計予算

考

可決

2013年度名古屋市工業用水道事
● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
業会計予算

可決

2013年度名古屋市水道事業会計
● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
予算

備

名古屋市第2斎場（仮称）の周辺地域のため設置。
使用料等を定め、指定管理者制度で行う
2013年度の福祉事務所所員の定数を974人から
995人にする。21人増。
養護老人ホーム寿楽荘に指定管理者制度を導入。
20104年4月1日から

〇＝賛成 ●＝反対 -＝欠席／ 共：日本共産党 自：自民党 減：減税日本 公：公明党 民：民主党 新：新政会
打：既得権打破の会 市：市民クラブ 改：地方分権改革会 ク：無所属クラブ
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2012年度当初予算及び関連議案（3）
結果

各会派の態度

議 案 名

共 減 自 公 民 新 打 市 改 ク

名古屋市保健所条例の一部
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
改正

名古屋高速道路公社の基本
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
財産の額の変更

小学校分校1校、中学校1校及び中学校分校1校を設置。
くすのき学園内（昭和区）に、川原小学校分校及び
川名中学校分校を設置。守山区に吉根中学校を設置。
2013年4月1日。吉根中は2015年4月1日。
野外学習センターの管理運営を民間に委託し、稲武
野外教育センターの分館とする。

①中小企業の振興についての市の責務及び中小企業
者の努めるべき事項等 ②中小企業の振興に関する
施策として、中小企業者の経営基盤の強化等、中小
企業者の挑戦する意欲の増進、地域商葉の活性化及
び中小企業者の人材の確保等 ③小規模企業者への
配慮、財政上の措置及び施策の推進に係る措置
昭和区に松栄コミュニティセンター（菊園町1丁目
12番地）を設置し、中区の千早コミュニティセンター
を廃止する
大曽根北都市整備事務所と筒井都市整備事務所を、
大曽根北・筒井都市整備事務所に組織再編。

所管の土地区画整理事業施行条例のうち事業完了し
たものを廃止。平成25年4月1日
地域主権一括法から公営住宅法の一部改正等で、良
質な住宅の確保について独自基準を定め、入居収入
基準などはそのままに。福島復興再生特別措置法に
基づく居住制限者の入居者資格の特例措置を適用。
建替事業に着手した改良住宅等に付随する店舗の使
用料の減免等を整備。五条荘（西区）を廃止
名古屋市揚輝荘の指定管理者を特定非営利活動法人
揚輝荘の会に指定、2013年4月1日から2017年3月31日
まで

可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

分館の駐車場を有料化。2013年7月1日。分館を除く
青少年交流プラザの指定管理者導入。2014年4月1日

可決

指定管理者の指定

可決

名古屋市営住宅条例の一部
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
改正

可決

名古屋都市計画事業大曽根
土地区画整理事業施行条例
及び名古屋都市計画事業新 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
出来土地区画整理事業施行
条例の廃止

可決

名古屋都市計画事業大曽根
北土地区画整理事業施行条 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
例等の一部改正

漬物を製造する営業、漬物を小分け包装して卸売す
る営業、生食用野菜・果実を細切して卸売する営業
を営もうとする者に、施設ごとに、市長への届出を
義務化。2013年6月1日より
病院事業の健全な運営に資するため、寄付を積み立
てる。施設を整備し、又は医療機器を購入するため
に必要な経費、若しくは管理者が病院事業の運営上
必要と認めるときに使う

女性会館に指定管理者制度及び指定料金制度を導入。
男女平等参画推進センターとの一体的管理を追加。
新設の研修室、多目的室等を追加。2014年4月1日よ
り

可決

名古屋市コミュニティセン
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ター条例の一部改正

中保健所の移転。大須四丁目13番28号から栄四丁目
1番8号に。2013年5月7日から

瑞穂運動場に利用料金制度を導入。瑞穂運動場に広
告の表示を可能とする。2014年4月1日より。広告は
2013年4月1日から

可決

名古屋市中小企業振興基本
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
条例の制定

国民健康保険料の基礎賦課総額に、滞納繰越分保険
料収入を算定する

可決

名古屋市女性会館条例の一
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
部改正

考

可決

名古屋市瑞穂運動場条例の
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部改正

可決

名古屋市野外教育センター ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
条例の一部改正

可決

名古屋市立学校設置条例の
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
一部改正

可決

名古屋市青少年交流プラザ
● 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○
条例の一部改正

可決

名古屋市病院事業基金条例
○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
の制定

可決

名古屋市食品衛生法に基づ
く公衆衛生上講ずべき措置
○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
の基準等に関する条例の一
部改正

可決 可決

名古屋市国民健康保険条例
● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
の一部改正

備

名古屋高速道路公社の基本財産の額を増加。3，150
億1，200万円（本市出資額1，575億600万円）から
3，161億6，200万円（本市出蛮額1，580億8，100万
円）に。

〇＝賛成 ●＝反対 -＝欠席／ 共：日本共産党 自：自民党 減：減税日本 公：公明党 民：民主党 新：新政会
打：既得権打破の会 市：市民クラブ 改：地方分権改革会 ク：無所属クラブ
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２．追加提出議案

４件（人事案件：３件 補正予算案：1件）は補正予算案の態度表に記載

３．議員提出議案

2件（予算組み替え動議：1件

案

名

結果

議

予算修正案：1件）
予算に関係ない条例案2件は補正予算案の態度表に記載

各会派の態度

備

考

共 自 減公民新打 市改ク

予算修正案

● ◎ ●◎◎○○ ○○○

無駄な歳出を78億円減らし、福祉など120億円を増額。
必要になる一般財源は、金持ち減税をやめて112億円
を捻出。これにより市債発行を53億円減らせます。

可決

◎ ● ●●●●● ●●●

否決

予算組み替え動議

保育料の値上げを凍結。財源として、市民税の増収を
見込む。減税はそのまま、国保や介護などの市民犠牲
はそのままの修正。

◎＝提出 〇＝賛成 ●＝反対 -＝欠席／ 共：日本共産党 自：自民党 減：減税日本 公：公明党 民：民主党 新：新政会
打：既得権打破の会 市：市民クラブ 改：地方分権改革会 ク：無所属クラブ
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請願・陳情審査の結果（2012年11月～2013年2月の委員会審査）
新規請願（11月定例会で受理され、2月議会開会までの間に、委員会で審議された結果。異議申し立てのあった請願のみ、本会議で
採決し、保留や採択の請願は本会議で採決しません。2月議会で受理された請願は、6月議会での採決になります。）
請願項目

関西電力大飯原子力発電所の３
号機及び４号機の運転停止を求 天白区住民
める意見書提出に関する請願

共減自公民新ク

関西電力大飯原子力発電所の3号機
○ ○ ● ● ● ● ●
及び4号機の運転停止を

名古屋市会市民３分間議会演説 天白区住民
制度の見直しを求める請願

備考
(委員
会)

1

申し込みはがきは、到達主義で
はなく消印有効に

2

Ｅメール、FAXまたは窓口への
提出でも申し込みを可能に

3 議事録に記録を

● ○ ● ● ● ● -

総環
2013.
2.19

不採択

平成24年
第21号

請願者

不採択

平成24年
第20号

請願名

結果

各会派の態度

請願
番号

総環
2013.
2.19

4 委員会として正式に行う
広報なごや、市会だよりでも募
集し、図書館、区役所等にもチ
ラシを置く

1

千種台保育園や汐見が丘保育園
○ ● ● ● ● ● 跡地を有効活用する

1

北区の延長保育を未実施保育所
でも実施を

慎重審査で

慎重審査で

3 北区で病後児デイケアの拡充を ○ ● ● ● ● ● 1 国民健康保険料の大幅に引下を ○ ● ● ● ● ● -

名古屋の国保と高
齢者医療をよくす 3 国保料の減免制度拡充を
る市民の会
4 国民健康保険の資格証明書及び
（17,169名）
○ ● ● ● ● ● 短期保険証の発行をやめる

6

障害者及び高齢者に対する福祉
医療制度を存続、拡充する

県の動向を見守る

福祉医療制度の改善を求める請 名古屋の国保と高
子ども及びひとり親家庭等に対す
齢者医療をよくす
る福祉医療制度の存続、拡充を
願
る市民の会（〃）

県の動向を見守る

1

公立保育所の廃止・民営化及び
○ ● ● ● ● ● 営利企業の参入をやめる

－＝議席なし

×＝棄権

／ 共：日本共産党

保護者の経済的負担をふやさな
い

4

待機児童の解消は公立保育所及
び認可保育所の増設で対応する

5

自園の正規職員がつくる給食を
守る

減：減税日本
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自：自民党

公：公明党

慎重審査のため

○ ● ● ● ● ● -

民：民主党 新：減税新政会

教子
2013.
1.28

不採択

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切

3

保留

2 公私間格差是正制度を守る

子どもたちが健やかに育つため
平成24年
天白区住民
第26号 に公的保育制度の堅持を求める ほか16,404名
請願

教子
2013.
1.28

不採択

介護保険料及び介護保険利用料
の減免制度新設を

保留

5

財福
2013.
1.24

保留

平成24年
第25号

国民健康保険制度、介護保険制
度及び福祉医療制度の改善を求
める請願

不採択

平成24年
第24号

算定方式の変更は一般財源で、
低所得者、障害者等 の負担が ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 増加しないように（議決済み）

打切

2

教子
2013.
1.28

不採択 不採択

2 北区で病児デイケアの実施を

保留

すべての公立保育所において延
長保育事業を実施する

教子
2013.
1.28

保留

子どもたちが健やかに育つため
に北区内における延長保育事業
平成24年
北区住民
第23号 実施保育所の拡充、病児デイケ ほか158名
ア事業の実施及び病後児デイケ
ア事業の拡充を求める請願

3

打切

子どもたちの豊かな保育所生活
2 病児・病後児デイケアの実施保
と保護者の就労等を最大限保障 公立保育園父母の
会
育所をふやす。手続を簡素化し、 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ する保育施策の拡充を求める請 (10,011名)
利用料を値下げする（趣旨実現）
願

不採択

平成24年
第22号

5

ク：無所属クラブ

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
続き
各会派の態度

請願
番号

請願名

請願者

備考
結
(委員
果
共 減 自 公 民 新 ク
会)

請願項目

慎重審査で

保留

（2）建物の耐震化や防災などを進
める

趣旨実現

打切

6 保育所の環境整備を
（1）各保育所建物の老朽箇所を修
繕する

（3）公立保育所の駐車場確保を
打切

（4）土曜日の保育体制は実態に合っ
○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ た人員配置を（趣旨実現）
7 学童保育所に助成を
（1）市の責任で土地及び建物を確
保し、施設等の修繕を

（3）学童保育指導員の経験加給助
成を新設する

続き

慎重審査で

8 保育制度の充実を
（1）産休あけ・育休あけ入所予約事
業実施保育所及び受け入れ定員
をふやす

こどもたちが健やかに育つ
ために公的保育制度の堅持
を求める請願

教子
2013.
1.28
不採択

（2）各保育所で病後児デイケア事
業の実施を。天白区に病児デイ
ケアの実施施設をふやす
○ ● ● ● ● ● -

保留

（2）障害児受入加算を1人ごとに

（3）リフレッシュ預かり保育に必
要な人員配置と施設の整備を
（4）天白区の午後7時30分までの延
長保育実施園ををふやす
慎重審査で
保留

（5）障害児保育を充実させる
ア 障害児の認定の年齢枠を撤廃
する。希望者全員が入所できる
よう人的配置及び財政的支援を
イ 名古屋市に高等養護学校を新
設する

県の動向を見守る

ウ あけぼの学園を早急に建てか
える

慎重審査で

エ 天白区の原小学校及び原中学
校に特別支援学級を新設する

県の動向を見守る

平成24年
第28号

名古屋市会市民3分間議会演
説制度を本会議場で実施す 東区住民
ることを求める請願

市会市民3分間議会演説制度を本会議
● ○ ● ● ● ● 場で実施を
児童福祉法第24条に基づき、市町
村の保育実施義務を果たす

2 (前段)待機児童を早急に解消する。

趣旨実現
○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 前段 趣旨実現
後段 議決済み

（2）給食は自園調理を

○ ● ● ● ● ● -

（3）保育所運営費補給金制度を堅持・
拡充する
〇＝賛成

●＝反対

－＝議席なし

×＝棄権

／

共：日本共産党

減：減税日本 自：自民党
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公：公明党

民：民主党

新：減税新政会 ク：無所属クラブ

教子
2013.
1.28
不採択 保留

質を落とさないよう指導を

打切

(後段)既存の全公立保育所を活用
する
安心して子どもを産み育て
愛知保育団体連絡
平成24年 られるよう保育の公的責任
3（1）認可園の新設、増築、分園設置
協議会
第29号 の堅持と保育・学童保育施
及び定員拡大では規制緩和をしな
（220,466名）
い。家庭的保育事業等は、保育の
策の拡充を求める請願

総環
2013.
2.19

保留

1

財福
2012.
1.24

不採択

介護保険料及び介護保険利 介護の充実を求め
名古屋市独自の介護保険料及び介護保
○ ● ● ● ● ● 用料の減免制度を創設する る会愛知連絡会 険利用料の減免制度を創設する
（1,635名）
ことを求める請願

不採択

平成24年
第27号

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
続き
請願
番号

各会派の態度

請願名

請願者

備考
結
(委員
果
共 減 自 公 民 新 ク
会)

請願項目
３（4）保育料の値上げを行わない

安心して子どもを産み育てられる
よう保育の公的責任の堅持と保育・
学童保育施策の拡充を求める請願

4 保育所の予算を増額する
5

教子
2013.
1.28

すべての保育所・学童保育所の
耐震調査と工事費補助金の交付
を。沿岸部の津波対策を

1 日本軍慰安婦被害者に対して、
日 本 軍 「 慰 安 公式に謝罪、補償する意見書を
婦」問題の解
○ ● ● ● ● ● 決を求める会・ 2 日本軍慰安婦問題を歴史的事実
中村（984名）
として伝えるように名古屋市民
に知らせる

不採択

日本軍慰安婦被害者に対して日本
平成24年
第30号 政府に誠実な対応を求める意見書
提出に関する請願

動向を見守る

保留

続き

（5）障害のある3歳未満児を受
け入れ、障害児保育施策を
充実させる

総環
2013.
2.19

保留の請願（11月定例会以前に受理され、これまでに結論が出なかった請願。保留の請願は本会議での採決は行われません）
請願
番号

各会派の態度

請願名

請願者

備考
結
(委員
果
共 減 自 公 民 新 ク
会)

請願項目

平成23年
第30号

社会保障・税に関わる番号制度の 住 基 ネ ッ ト に
社会保障・税に関わる番号制度の
導入に反対する意見書提出を求め 反 対 す る 市 民 導入に反対する意見書を
の会
る請願

動向を見守る

平成23年
第37号

団法人不老
名古屋市公会堂に洋式トイレを早 財
名古屋市公会堂に洋式トイレを早
会 瑞穂区支
急に増設を
急に増設することを求める請願 部長

慎重に審査

平成23年
第45号

1(1)名古屋市が学童保育所の土地
名古屋市学童
及び施設を確保する
保育連絡協議
(2)学童保育指導員の経験加給助成
会
制度を新設する

学童保育制度の拡充を求める請願

動向を見守る

1 北区内の延長保育未実施保育所
でも延長保育の早急な実施を
請願者が取り消し
2 北区内で病児デイケア事業の早
急な実施を

請願者が取り消し

平成23年
第52号

敬老パスの現行制度を守り、充実 全 日 本 年 金 者 敬老パスの現行制度を守り、充実
組合
を
させることを求める請願

慎重審査のため

平成23年
第53号

丸の内一丁目の地下鉄出入口及び
丸の内二丁目の地下鉄1番出入口 中区住民
にエレベーターを設置することを
求める請願

経水
2012.
9.10
経水
2012.
9.10
教子
2012.
9.10

教子
2013.
1.28

打切

3 すべての公立保育所で延長保育

子どもたちの豊かな保育所生活と 名 古 屋 市 公 立 を
保護者の就労等を保障する保育施 保 育 園 父 母 の
6 3歳未満の障害児に対応した保育
会
策の拡充を求める請願

平成23年
第51号

教子
2012.
9.10

打切

子どもたちが健やかに育っために
北区内における市立の延長保育事
平成23年
北区住民
第47号 業実施保育所の拡充、病児デイケ
ア事業の実施及び病後児デイケア
事業の拡充を求める請願

慎重に検討

保留

妊婦健診の受診費用に対する補助 新 日 本 婦 人 の 1 妊婦健診の助成費用の引き上げ
会愛知県本部
と、産後検診を1回無料に
の拡充等を求める請願

保留

平成23年
第17号

土交
2012.
9.6

保留

TPPへの参加に反対することを求 新 日 本 婦 人 の TPPへの参加に反対することを求め - 動向を見守る 会愛知県本部 る意見書を
める意見書提出に関する請願

財福
2012.
9.10

保留

平成23年
第16号

慎重に検討

保留

緑市民病院のより良い医療を求め 緑区住民
る請願

保留

2 医師・看護師不足を早急に解決
し、安心できる診療体制の再生
を

平成23年
第4号

教子
2013.
1.28

体制を

減：減税日本

自：自民党
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公：公明党

民：民主党

新：減税新政会

ク：無所属クラブ

保留

／ 共：日本共産党

保留

〇＝賛成 ●＝反対 －＝議席なし ×＝棄権

丸の内一丁目の地下鉄出入口及び
今後の課題。慎
丸の内二丁目の地下鉄1番出入口に 重に審査
エレベーターを

財福
2012.
9.10
土交
2012.
9.6

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
保留の請願 続き
各会派の態度
請願名

請願者

請願項目

共減自公民新ク

結果

請願
番号

備考
(委員
会)

2 保護者負担を増やさず、現在
の保育の質を保つ
6（1）学童保育所の土地及び建
物を市の責任で確保する
（2）障害児受入加算を一人ご
とに
（3）経験加給助成の新設を

子どもたちが健やかに育つために公的 天白区住民
保育制度の堅持を求める請願

（5）ア 障害児の認定に年齢枠
を撤廃し、希望者全員の
入所を

請願者が取り下げ

打切

平成23年
第54号

7（4）天白区で午後7時30分まで
延長保育する公立保育所
の増を

教子
2013.
1.28

イ 名古屋市に高等養護学校
の新設を
ウ あけぼの学園の建替えを
エ 天白区の原小学校及び原
中学校に特別支援学級を
2 最低基準は、保育の質を向上
させる内容に
4（1）超過入所でなく保育所の
新設で待機児童を解消する

安心して子どもを産み育てられるよう
（6）保育料の値上げを行わない
愛知保育団体
保育の公的責任の堅持と保育・学童保 連絡協議会
5 すべての保育所・学童保育所
育施策の拡充を求める請願
の耐震調査を行い、工事に補

請願者が取り下げ

打切

平成23年
第55号

教子
2013.
1.28

助金の交付を。沿岸部の保育
所・学童保育所の津波対策を
6 学童保育の指導員に対する補
助金単価を3倍に

平成23年
第58号

守山市民病院の存続と充実を求める請 地域医療を考
え守山市民病 2 バスの運行本数を増やし、病 ‐
願
院の受付開始時間に間に合う
院を守る会

慎重に審査

3 救急医療体制の充実を

1 玄関前にバス停の設置を

慎重に審査

財福
2012.
9.10

保留

1 名古屋市直営の総合的な病院
守山市民病院の存続と充実を求める請 地域医療を考
として充実を
え守山市民病
願
院を守る会

保留

平成23年
第57号

土交
2012.
9.6

よう運行開始時刻を早める
管理は名古屋市直営で行い、指
新日本婦 人
定管理者制度を導入しな
の会西支部
い

平成23年
第59号

西生涯学習センターにおける指定管理
者制度の導入に反対する請願

平成23年
第60号

中村生涯学習センターにおける指定管 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
会中村支部 指定管理者制度を導入しない
理者制度の導入に反対する請願
新日本婦人の
管理は名古屋市の直営で行う
会中支部
新日本婦人の
直営を守り、充実を
会港支部

慎重に審査

平成23年
第63号

緑生涯学習センターの直営を守り、充 新日本婦人の 直営を守り、充実を
会緑支部
実させることを求める請願

平成23年
第64号

天白生涯学習センターにおける指定管 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
会天白支部 指定管理者制度を導入しない
理者制度の導入に反対する請願

平成23年
第65号

北生涯学習センターの直営を守り、充 新日本婦人の 直営を守り、充実を
会北支部
実させることを求める請願

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切り -＝議席無

／ 共：日本共産党

減：減税日本

自：自民党
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公：公明党

民：民主党

新：減税新政会

ク：無所属クラブ

保留

中生涯学習センターにおける指定管理
者制度の導入に反対する請願
平成23年 港生涯学習センターの直営を守り、
第62号 充実させることを求める請願

平成23年
第61号

教子
2012.
7.26

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
保留の請願 続き
請願者

請願項目

ファーブル号の存続と拡充を求める 南区住民
請願

ファーブル号を廃止するのでは
なく、存続・拡充させる

慎重に審査

平成23年
第73号

千種生涯学習センターにおける指定 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
管理者制度の導入に反対する請願 会千種支部 指定管理者制度を導入しない

慎重に審査

平成23年
第74号

名東生涯学習センターの直営を守り、 新日本婦人の 直営を守り、充実を
会名東支部
充実させることを求める請願

慎重に審査

平成23年
第76号

南生涯学習センターの直営を守り、 新日本婦人の 直営を守り、充実させる
会南支部
充実させることを求める請願

慎重に審査

平成23年
第77号

瑞穂生涯学習センターの直営を守り、 新日本婦人の 直営を守り、充実させる
会瑞穂支部
充実させることを求める請願

慎重に審査

平成23年
第78号

東生涯学習センターの直営を守り、 新日本婦人の 直営を守り、充実させる
会東支部
充実させることを求める請願

慎重に審査

平成23年
第80号

野外学習センターの存続を求める請 北区住民
願

慎重に審査

平成23年
第81号

休養温泉ホーム松ケ島を存続し、充 全日本年金者
休養温泉ホーム松ケ島を存続し、
組合愛知県本
充実させる
実させることを求める請願
部

平成23年
第84号

地域巡回バスの利便性向上を求める 千種区住民
請願

平成24年
第2号

トワイライトルームの拙速な開始に 名古屋市学童 トワイライトルームを拙速に開
始せず、学童保育とトワイライ
反対し、学童保育及びトワイライト 保育連絡協議 トスクールはそれぞれの目的と
会
スクールの拡充を求める請願
役割にあわせて拡充を

慎重に検討、
動向を見る

平成24年
第4号

年金の支給開始月日の引上げをやめ 全日本年金者
年金の支給開始年齢を維持する
ることを求める意見書提出に関する 組合愛知県本 よう意見書を
部
請願

慎重に審査

平成24年
第5号

すべての高齢者に月額33000円の年 全日本年金者 1 すべての高齢者に老齢基礎年
金を支給すること等を求める意見書 組合愛知県本 金の満額の半額・月額33000円
部
の支給を求める意見書を
提出に関する請願

慎重に審査

平成24年
第6号

2.5％の年金削除やめることを求め 全日本年金者
2.5％の年金削減をやめる意見書
組合愛知県本
を
る意見書提出に関する請願
部

慎重に審査

－＝議席なし

／

共：日本共産党

野外学習センターを存続する

減：減税日本

慎重に審査

1 運行時間を午前8時台からに広
げる
‐

慎重に審査する

財福
2012.
9.10
教子
2012.
7.26
教子
2012.
7.26

教子
2012.
7.26
教子
2012.
7.26
教子
2012.
7.26
財福
2012.
9.10
土交
2012.
9.6

教子
2012.
9.10
財福
2012.
9.10
財福
2012.
9.10
財福
2012.
9.10

2 運行本数を1時間1本から2本に
増を

自：自民党
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公：公明党

民：民主党

新：減税新政会

教子
2012.
7.26

保留

平成23年
第72号

教子
2012.
7.26

保留

慎重に審査

保留

守山生涯学習センターの直営を守り、 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
会守山支部
充実を
充実させることを求める請願

保留

平成23年
第71号

教子
2012.
7.26

保留

慎重に審査

保留

昭和生涯学習センターにおける指定 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
管理者制度の導入に反対する請願 会昭和支部 指定管理者制度を導入しない

保留

平成23年
第70号

教子
2012.
9.10

保留

慎重に審査

保留

新日本婦人の
女性会館の存続と充実を求める請願 会愛知県本部 女性会館を存続し、充実を

保留

平成23年
第69号

教子
2012.
7.26

保留

慎重に審査

保留

生涯学習センターの直営を守り、充 新日本婦人の 生涯学習センターの直営を守り、
会愛知県本部 充実を
実させることを求める請願

教子
2012.
7.26

保留

平成23年
第68号

保留

慎重に審査

保留

中川生涯学習センターにおける指定 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
管理者制度の導入に反対する請願 会中川支部 指定管理者制度を導入しない

保留

平成23年
第67号

保留

慎重に審査

保留

熱田生涯学習センターにおける指定 新日本婦人の 管理は名古屋市の直営で行い、
管理者制度の導入に反対する請願 会熱田支部 指定管理者制度を導入しない

●＝反対

教子
2012.
7.26

共減自公民新ク

平成23年
第66号

〇＝賛成

備考
(委員
会)

保留

請願名

結果

各会派の態度

請願
番号

ク：無所属クラブ

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）
保留の請願 続き
請願名

請願者

各会派の態度

請願項目

共 減 自 公 民 新 ク

名古屋市議会解散請求に係る署
3 市議会解散請求の署名簿・受任
名収集のための受任者名簿を選 市議会リコール解 者名簿の選挙・政治活動への流
挙・政治活動に使用しないこと 散署名受任者の会 用の実態調査及び目的外使用を
規制する法整備の意見書を
を求める請願

慎重に審査

平成24年
第15号

保育をよくする
保育料を値上げしないことを求 ネットワークなご
保育料を値上げしない
める請願
や

慎重に審査

平成24年
第17号

鳴海プールを安価で誰でも利用
名古屋市の責任で、鳴海プールを
鳴海プールを存続
安価で誰でも利用しやすいプール
しやすいプールとして存続させ させる会
として存続させる
ることを求める請願

慎重に審査

〇＝賛成 ●＝反対 －＝議席なし ×＝棄権

／ 共：日本共産党

減：減税日本

自：自民党

公：公明党

民：民主党

新：減税新政会

総環
2012.
8.22

教子
2012.
10.26

保留

平成24年
第12号

教子
2012.
7.26

保留

慎重に審査

保留

名古屋市立特別支援学校の大規 名古屋市立養護学 支援学校の建設を
模校化を解消し、障害児教育の 校の環境充実を求
2、守山養護学校の産業科を単独校
める会
充実を求める請願
として他の場所に建設を

土交
2012.
9.6

保留

1、大規模校化の解消へ新たな特別

平成24年
第9号

備考
(委員
会)

保留

ゆとり－とラインの大曽根・中
1、高蔵寺までの延伸を
志段味系統を延伸すること及び
志段味東学区区政
慎重に検討、動向を
平成24年
見る
第7号 ゆとり－とラインに都市計画道 協力委員会委員長
2、都市計画道路志段味水野線を経
路志段味水野線の経由を新設す
由する路線の新設を
ることを求める請願

結果

請願
番号

教子
2012.
11.20

ク：無所属クラブ

陳情新規分（2月定例会で受理されたもの）
陳情番号

陳情名

陳情者

陳情項目

結果

委員会

1 大江川及び山崎川の堤防の高さを7.5ｍに。
土交
2 大江川及び山崎川の堤防のひび割れや空洞化 ききおく 2012.
12.21
部分を早急に補修する。

平成24年
第15号

南区における雨水対策及び津波対策 南区住民
に関する陳情

平成24年
第16号

第三子保育料無料化事業費補助金を 全国福祉保育
教子
第三子保育料無料化事業費補助金の継続・拡充
ききおく 2013.
継続・拡充することを求める意見書 労働組合東海 を
1.28
地方本部
提出に関する陳情

平成24年
第17号

中川運河の環境改善のためにホテイ 天白区住民
アオイを浮かべることを求める陳情

都消
中川運河で春にホテイアオイを浮かべ秋に回収
ききおく 2013.
し、回収後は鶏等のえさや畑の肥料に活用を
1.30

平成24年
第18号

2014年度から実施される予定の消費
税率の引き上げについて、沖縄県を 安城市住民
特別に除外地域に指定する法律の制
定を求める意見書提出に関する陳情

財福
2014年度から実施予定の消費税率引き上げで、
ききおく 2013.
沖縄県を除外地域に指定する法律の制定を
2.20

平成24年
第19号

国民の安全・安心を支える国土交通
行政の体制・機能の充実を求める意
見書提出に関する陳情

平成24年
第20号

平成24年
第21号

1 国民の安全・安心を支える国土交通行政の体
制・機能の充実を図ること。
総環
2 国民の安全・安心を確保するために必要な国
国土交通労働 の出先機関である地方整備局や地方運輸局、 ききおく 2013.
2.19
組合東海建設 地方航空局のほか、独立行政法人の体制・機
支部愛知県協 能の充実を図る
議会
財福
1 国及び地方への予算を震災などの防災や生活
ききおく 2013.
関連へ重点配分を
2.20

子どもたちに安心安全な給食を提供 名東区住民
することを求める陳情

〇＝賛成 ●＝反対

／ 共：日本共産党

減：減税日本

1 市立の保育所、小中学校及び特別支援学校で、
毎日１施設で、翌日の1食分の給食食材の放射
性物質を検査する。月単位で保育所、小中学校
及び特別支援学校へ納入される給食食材は、使
教子
ききおく 2013.
用前に一括して検査する
1.28
2 給食食材は名古屋市独自の使用中止基準を設
定する
3 加工食品や調味料の原材料も含め、給食の原
材料すべての産地を公開する

自：自民党
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公：公明党

民：民主党

新：減税新政会

ク：無所属クラブ

名古屋市政資料№178 (2013年2月定例会）

請願に対する賛成討論（３月２２日）
「高すぎる介護保険料、使いたくても使えない利用
料を引き下げて」の請願の採択を求める
さはしあこ議員
【さはし議員】ただいま議題となっております
｢介護保険料及び利用料の減免制度を創設するこ
とを求める」請願の採択を求めて討論いたしま
す。

政令市で一番の値上げ幅だった
この請願は、一般会計からの繰入れを行い名
古屋市独自の減免制度の創設を求めるものです。

高い料金に利用を諦める人も

本市の介護保険料は、2012年4月に引き上げ
られたことによって、基準額が年間1万5497円

高い保険料をやっとの思いで払っても、本当

と大幅な引き上げとなり、値上げ額が政令市で

に介護が必要な時に、利用料が高くて受けたい

一番となりました。

サービスをあきらめるケースも少なくありませ
ん。

市民からは悲鳴が続々

多くの自治体が減免制度を実施

この値上げに対して、わずか10日間で市役所

愛知県下では、介護保険料の減免制度につい

や区役所に4000件を超える問い合わせや苦情が

ては、29の自治体、利用料は21の自治体が、す

殺到しました。

でに実施しています。

私たちが昨年秋に取り組んだ市政アンケート
では、名古屋市政にのぞむことの第一位は『介

名古屋市は、国民健康保険料では保険料の減

護保険料や利用料の減免』でした。アンケート

免も一部負担の減免もどちらもあります。介護

では、「介護保険料が年収の１割近くになり、

保険でも減免ができないはずはありません。
高齢者の命と暮らしを守るためにも、この請

受け取る年金が減ってしまい大変生活が苦しく

願の採択を呼びかけて討論を終わります。

なっています。私たちは現役時代にも多く税金
を支払ってきたのに、どうしてこんなに年寄り
を苦しめるのか。」という悲鳴がたくさん寄せ
られました。
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名古屋市政資料№178 （2013年2月議会）

請願・陳情

2012年2月議会に受理されたもの

２月定例会には下記の請願が受理され、4月以降の閉会中委員会で審査が行われます。

◆請願
請願番号

平成25年
第1号

受理年月日

請願名

請願者

平成25年 南区におけるより一層の雨水対策を
2月19日 求める請願

南区住民

紹介議員

湯川栄光(減税)

南区は低地が多く、海も近いことから、大雨による浸水や地震に伴う津波などの被害を非常に受けやすい地域である。
伊勢湾台風や東海豪雨などの経験もあり、多くの南区民が不安を抱えている。
名古屋市は貯留型の雨水調整池の整備を行い、南区において、おおむね1時間60ミリの降雨に対応しているが、雨水調整
池だけの対応では、計算すると1時間60ミリの降雨が2時間以上続いた場合には対応できないと思われる。したがって、雨
水を積極的に河川へ排水することが必要である。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

南区民が安心して暮らせるように、より一層の雨水対策を推進するため、弥富、笠寺、鳴尾、柴田の各ポンプ所へ雨
水を導入する管の断面積を拡大すること。

請願番号

平成25年
第2号

受理年月日

請願名

請願者

平成25年 地下鉄御器所駅２番出入口にエレベー
3月19日 ターを設置することを求める請願

昭和区住民
（3,007名）

紹介議員

おくむら文洋(民主)

地下鉄御器所駅1番、2番、3番及び4番出入口には、エスカレーターもエレベーターも設置されていない。特に、2番出入
口の近くには、シルバー人材センターやなごや福祉用具ﾌﾟﾗｻﾞ、昭和生涯学習センターがあり、高齢者の利用が非常に多く、
皆が大変な思いをしている。
また、車いすを使用していて、2番、3番及び4番出入口側に住んでいる者は、山王通りを横断して、エレベーターが設置
されているはるかかなたの昭和区役所まで行かなければ、地下鉄を利用することができない。
このような現状では、障害者や高齢者に優しい町、住みよい町名古屋とは言えないと思う。
他にも同じような状況の駅があると思われるが、障害者福祉、高齢者福祉の観点から、特段の配慮により、エレベーター
の設置を早急に実現してほしい。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

地下鉄御器所駅2番出入口にエレベーターを設置すること

請願番号

平成25年
第3号

受理年月日

請願名

請願者

紹介議員

住民本位の市政
平成25年 名鉄瀬戸線に敬老ﾊﾟｽで乗車できる
岡田ゆき子 さはしあこ 田口一登
を進める守山区
3月19日 ようにすることを求める請願
山口清明 わしの恵子(以上共産)
民の会（54名）

守山区は、地下鉄が通っていない唯一の区である。守山区を縦断する名鉄瀬戸線の沿線には多くの住民が居住し、名鉄
電車を区民の足として利用しているが、名鉄瀬戸線は敬老パスで乗車することができない。
名古屋市の敬老パスは全国に誇れるものであり、ゆとりーとラインと同様に、名鉄瀬戸線にも敬老パスで乗車することが
できれば、守山区の多くの高齢者が気軽に栄方面へ出かけることができ、高齢者の健康と名古屋の活性化に役立つもの
と考える。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

名鉄瀬戸線に敬老パスで乗車できるようにすること。

請願番号

平成25年
第4号

受理年月日

請願名

請願者

紹介議員

平成25年 南保育園の統合計画及び民間移管 南区公立保育園 岡田ゆき子 さはしあこ 田口一登
3月19日 計画の変更を求める請願
を守る会（6629名） 山口清明 わしの恵子(以上共産)

名古屋市は、名古屋市公立保育所整備計画に基づき、平成24年10月31日に、平成30年度までに新たに15ｶ所の公立保育所
を統合または民間移管する計画を打ち出した。その中で、南保育園は、計画を発表してから1年4ｶ月という短期間の平成26
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年度に氷室保育園と統合され、その2年後の平成28年度には、氷室保育園がある市営氷室荘の建てかえに伴い、南保育園
の跡地に開設される民間保育所に移管させるという計画になっている。
しかし、この計画は園児や保護者にかかる負担が大きく、到底納得できない。また、子ども青少年局保育部保育企画室
の計画発表に至るまでの工程にも問題があると考える南保育園には、砂山のある広い園庭があり、掃除が行き届いており、
整理整とんもされている。また、先生が園児一人一人をよく理解しており、気さくに相談できる環境があり、安心して子
どもたちを預けることができる。平成24年10月31日の計画発表まで、私たち保護者は、この南保育園で我が子の卒園を迎
えるものと信じて疑わなかった。
ついては、安心して子育てができる環境をなくさず、子どもたちに理不尽な負担がかかることのないよう、次の事項の
実現をお願いする。
１

南保育園と氷室保育園の統合を行わないこと。

２

南保育園の在園児が南保育園で卒園できるようにすること。

請願番号 受理年月日

請願名

請願者

紹介議員

平成25年 平成25年 氷室保育園の統合計画及び民間移管計画
岡田ゆき子 さはしあこ 田口一登
港区住民
第5号
3月19日 の変更を求める請願
山口清明 わしの恵子(以上共産)
名古屋市は、名古屋市公立保育所整備計画に基づき、平成24年10月31日に、平成30年度までに新たに15ｶ所の公立保育
所を統合または民間移管する計画を打ち出した。その中で、氷室保育園は、計画を発表してから1年4ｶ月という短期間の
平成26年度に南保育園と統合され、その2牛後の平成28年度には、氷室保育園がある市営氷室荘の建てかえに伴い、南保
育園の跡地に開設される民間保育所に移管させるという計画になっている。
しかし、この計画は園児や保護者にかかる負担が大きく、到底納得できない。また、子ども青少年局保育部保育企画室
の計画発表に至るまでの工程にも問題があると考える氷室保育園は、先生が園児一人一人をよく理解しており、気さくに
相談できる環境があり、安心して子どもたちを預けることができる。
ついては、安心して子育てができる環境をなくさず、子どもたちに理不尽な負担がかかることのないよう、次の事項の
実現をお願いする。
１

氷室保育園と南保育園の統合を行わないこと。

２

氷室保育園の在園児が氷室保育園で卒園できるようにすること。

◆陳情
陳情番号 受理年月日

陳情名

陳情者

平成25年 平成25年 横断歩道の前に設置されている車両乗り上
天白区住民
第1号
3月7日 げ防止柵の色に関する陳情
横断歩道の前に車両乗り上げ防止柵が設置されているが、濃い茶色であるものが多いため視認性がよくなく、自転車で
通行する際にぶつかりやすい。また、夜はなお暗く、歩行者もぶつかり、けがをするおそれがある。防止柵の中には、反
射ｼｰﾄが貼られているものもあるが、細く、かすれているものもあり、見にくい。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

横断歩道の前に設置されている車両乗り上げ防止柵を周りのｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙと同じ白色にし、自動車、自転車及び歩行者か

らの視認性を高め、安心、安全な道路環境にすること。
陳情番号 受理年月日

陳情名

陳情者

平成25年 平成25年 本会議傍聴と名古屋ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団ﾐﾆ
天白区住民
第2号
3月7日 ｺﾝｻｰﾄ鑑賞のあり方の見直しを求める陳情
名古屋市会では、2002年から恒例行事として、2月定例会の開会に先立ち、議場で名古屋フィルハーモニー交響楽団の
無料ミニコンサートが行われており、約300人が来場している。
このコンサートは、傍聴者をふやすことを目的としていると思われるが、コンサートだけ聞いて本会議を傍聴しない者
が毎回50人近くいると思われる。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

本会議の傍聴者をふやすために、名古屋市会における名古屋フィルハーモニー交響楽団ミニコンサートの応募条件と
して、本会議を傍聴することを記載すること。
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陳情番号 受理年月日

陳情名

陳情者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
平成25年 平成25年
ゆたか福祉会労働組合
の法律(障害者総合支援法)を認めず、障害者福祉を充実
第3号
3月19日
（1,429名）
させ、福祉労働者の労働条件を改善することを求める陳情
民主党政府は、障害者自立支援法の廃止と、それにかわる新しい法律の制定を約束したにもかかわらず、2010年の障害
者自立支援法違憲訴訟における基本合意と障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が提唱した骨格提言を棚上げにし、名
称を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に変更しただけで実質的に障害者
自立支援法を存続させたと考える。
これは、利用者の切実な願いや、人としての権利を再度踏みにじるものである。また障害者自立支援法によって強いら
れた施設などの厳しい事業運営や、劣悪な労働環境の改善も持ち越されることになり、福祉の現場で働く私たちも断じて
許すことはできない。
さまざまな障害を持つ利用者やその家族に日々向き合う私たちの仕事は、しっかりと雇用が保障された正規職員として
の労働環境のもとでこそ、質の高い支援が提供できる。
しかし、現実には、低賃金や不安定雇用などの劣悪な労働条件が横行しているため、情熱があっても将来が見通せず、
力が発揮できないまま職場を去る人が後を絶たない。
利用者やその家族の願いに真にこたえるためには、このような実態を大幅に改善する必要がある。名古屋市には、すべ
ての市民の暮らしを支える責任ある市政として、障害者福祉の施策をさらに充実させ、正規職員の配置を基本にした福祉
労働者の労働条件を整備してほしい。
ついては、名古屋市独自の力を発揮して、恒常的かつ実効性のある対策を実施されるよう、次の事項の実現をお願いす
る。
１

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)を真に利用者本位の施策に転換す
るよう国に求めること。

2 2010年の障害者自立支援法違憲訴訟における基本合意及び障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言の内容に
沿った名古屋市独自の施策を講じること。
3 利用者の権利を守り、福祉労働者が安心して働き続けられるよう、非正規雇用ではなく、正規職員の配置を基本とする
施策を講じること。
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意見書・決議（2013年3月22日）
日本共産党をはじめ各会派から提案された9件の意見書案について議会運営委員会理事会で協議が行われ、7件を、必要
な修正のうえ3月22日に議決しました。また、2月21日の議会初日には、北朝鮮の核実験に対する抗議の決議がされました。

意見書案に対する各会派の態度（議会運営委員会に提出された意見書案）
意

見

書

2013年2月議会

各会派の態度
原案
結果
提出
共産 自民 減税 公明 民主 新政

案

いじめ防止法制定に関する意見書（案）

減税 否決

邦人保護に関する意見書（案）

●

●

○

●

●

●

自民 可決 修正

○

○

○

修正

○

統合医療の推進に関する意見書（案）

自民 可決 修正

○

○

○

○

○

いじめ防止対策の法整備に関する意見書（案）

自民 可決 修正

○

○

○

○

○

脳脊髄液減少症の診断・治療に関する意見書（案）

公明 可決

○

○

○

修正

○

中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書（案） 公明 可決 修正

○

○

○

○

○

生活保護制度の堅持に関する意見書（案）

共産 否決

○

●

●

●

●

●

高校授業料の無償化に関する意見書（案）

共産 可決

○

修正

△

△

特別支援学校の設置基準の策定等に関する意見書（案）

共産 可決

○

○

○

○

○

○

北朝鮮の核実験実施に抗議する決議（案）

議運 可決

○

○

○

○

○

○

○

ゴチック字は可決された意見書 議運に提案された段階での態度 ○＝賛成 ●＝反対 △＝保留
●が１つでもあれば議案として本会議に上程されません。
共産：日本共産党 自民：自民党 減税：減税日本ナゴヤ 公明:公明党 民主：民主党

修正 修正

新政：新政会

《採択された意見書》
邦人保護に関する意見書
近年、企業の海外事業活動は、業種、企業規模、地理的範囲等の面において、より広がりを持つものとなり、海外事業活
動の裾野は拡大しつつある。ものづくりが盛んな名古屋圏からも、国際化が進展する中、次々と海外に進出している。
このような中、我が国において、優れた技術・製品を有するにもかかわらず海外事業活動に踏み出していない中堅・中小
企業は多数存在しており、今後さらに海外事業活動の裾野を広げていくことにより、我が国の成長力を高めていくことも期
待されている。
しかし、ことし1月にはアルジェリアにおいて、武装勢力により邦人を含む外国人多数が襲撃・拘束され、邦人10人が犠
牲になるという痛ましい事件が起き、海外の最前線で活躍する企業、邦人の安全を守るために必要な対策に課題があること
が明らかとなった。
今後も進められる企業の海外展開を安全面からも確実に支援するためにも、政府の情報収集・分析能力の強化や在外邦人
救出のための態勢整備など、在外邦人の安全確保に全力で取り組むことが求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、在外邦人の保護について、事前・事後を含む総合的な対策のための法整備
等、実効性のある新たな措置を早急に講ずるよう強く要望する。

統合医療の推進に関する意見書
我が国の医療の中心である近代西洋医学は、感染症を初めさまざまな疾患について、治療方法の開発や病因の分析に絶大
な貢献をもたらし、公衆衛生環境の改善と相まって、平均寿命の伸長に大きく貢献してきた。しかしながら、近年のがん、
アレルギー疾患、精神疾患のように、食生活やストレス等さまざまな複合要因によって起こり得る疾患については、必ずし
も容易に克服できない状況が生じている。
このような中、近代西洋医学の手法では説明しきれない東洋医学などの各種療法を、近代西洋医学と対立的に捉えるので
はなく、両者を組み合わせることによって、より大きな効果をもたらし得る新しい医療の概念として、統合医療の考え方が
注目されてきており、諸外国においても研究が進められている。
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統合医療を進める医療機関がふえることで、健康の保持や心身の病気の予防、改善など治療だけでなく、生活の質の向上
や医療費の節減等が期待されるものの、伝統医療や各種健康法は多種多様であり、現時点では、全体として科学的知見が十
分に得られているとは言えず、統合医療は患者・国民に十分浸透しているとは言いがたい状況である。今後、統合医療の安
全性・有効性等が適切な形で確立され、患者・国民及び医師が療法を適切に選択できるようにする必要がある。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、統合医療の各療法について、安全性・有効性等に関する科学的知見を収集
するとともに、これらをもとにして必要な情報を広く発信するよう強く要望する。

いじめ防止対策の法整備に関する意見書
平成23年10月に滋賀県大津市内の市立中学校に通う男子生徒が自殺をした事件を契機に、いじめ問題が改めて国民的問題
となっている。
このような中、文部科学省は「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊
急調査」の結果を平成24年11月に公表した。この調査結果では、国公私立の小・中・高・特別支援学校における、平成24年
度当初から約半年間でのいじめの認知件数は約14万4千件とされ、これは平成23年度の約7万件と比べ2倍以上の件数という驚
愕すべき事態が判明した。
また、近年では、子どもたちが携帯電話やパソコンからインターネットを利用する機会が急激に増加したことに伴い、イ
ンターネット上の学校非公式サイト、いわゆる学校裏サイトを利用し、特定の子どもに対する誹誘・中傷が集中的に行われ、
個人情報が流出し悪用されるといった、ネット上のいじめ問題も深刻化してきている。
いじめは深刻な人権侵害であり暴力である。いじめから子どもたちの安全と人権を守るための法的整備が必要であり、現
在、「いじめ防止対策基本法」の制定に向け精力的な検討が行われている。もはやいじめ問題は一刻の猶予も許されない深
刻な状況に陥っており、早急に具体的かつ効果的ないじめ防止対策が求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 いじめ防止対策の法整備を速やかに行うとともに、その運用指針も同時に定めること。
2 ネット上のいじめに対する具体的かつ効果的な対策を講ずること。

脳脊髄液減少症の診断・治療に関する意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故や学校の部活動でのスポーツ外傷などによる頭頸部や全身への強い衝撃により、髄液が漏れ
続け、頭痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り等のさまざまな症状を引き起こす疾病と言われている。
医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、子どもを初めとする患者は「怠け病」あるいは
「精神的なもの」と判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、硬膜外自家血注入療法（いわゆるブラッドパッ
チ療法）の有用性が認められつつも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神
的苦痛はもとより、患者家族の苦労もはかり知れないものとなっている。
こうした中、厚生労働科学研究費補助金による脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究において、交通事故を
含む外傷が脳脊髄液の漏出の契機になるのは、決してまれではないことが明らかとなっている。
さらに、脳脊髄液減少症の一部である脳脊髄液漏出症の画像診断基準が定められ、昨年6月に、脳脊髄液漏出症に対する
治療としてのブラッドパッチ療法が先進医療として承認され、保険適用を目指し、治療基準づくりが開始されている。
しかし、ブラッドパッチ療法を先進医療として実施している医療機関は全国的に少なくまた、脳脊髄液減少症患者の約8
割は、、先進医療として承認された脳脊髄液漏出症患者として認められないと言われており、脳脊髄液減少症の周辺病態の
診断基準等についてのさらなる研究など、脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立を早期に実現することが求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 ブラッドパッチ療法の治療基準及び施設基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。
2 脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究を平成25年度以降も継続し、診療ガイドラインを早期に作成すると
ともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。
3 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
4 ブラッドパッチ療法に関する先進医療を実施している医療機関を各都道府県に最低1か所設けること。

中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書
中小企業を取り巻く環境は、長引くデフレを初め、欧州や中国向け需要の低下による輸出減などの影響を受け、依然とし
て厳しい状況が続いている。平成24年10－12月期の中小企業景況調査によると「製造業は前期比で横ばい」とし、製造業を
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中心に業況は引き続き足踏み状態である。
こうした状況下での中小企業に対する支援策は、金融支援だけでは不十分で、再生・活性化策が極めて重要となっている。
例えば、地元の各金融機関がコンサルティング能力を発揮して、中小企業の主体的な取り組みと経営再建意欲を促すような
経営改善につながる支援施策なども必要である。
地域経済の活性化のためには、中小企業の再生・活性化が急務である。昨年8月に施行された「中小企業経営力強化支援
法」では、金融機関、商工会議所・商工会や公認会計士、税理士、中小企業診断士などを認定支援機関として位置づけ、経
営支援体制を構築するとしている。これが十分に機能すれば中小企業の経営改善が期待できることから、地域の金融機関等
による中小企業に対する支援体制を強化することが重要である。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 全国的な中小企業支援ネットワークの整備とともに、認定支援機関の整備を図るなど総合的かつ、きめの細かい経営支
援体制の充実を図るとともに、中小企業への周知徹底、フォローアップに万全を期すこと。
2 地域の金融機関のコンサルティング能力及び支援体制を強化し、中小企業の経営改善を図ること。

高校授業料の無償化に関する意見書
高校授業料の無償化は、長年にわたる国民の要望を受けて平成22年にようやく導入された。公立高校の授業料は徴収され
ず、私立高校等の生徒については、年額11万8800円の就学支援金が支給され、低所得世帯にはさらに一定額が加算されてい
る。
昨年3月に開催された中央教育審議会の高等学校教育部会において、文部科学省は、高校授業料の無償化等により、経済
的理由による高校中退者は平成21年度から平成22年度にかけて36.7％減少し、高校中退者の再入学者の割合も平成21年度か
ら平成22年度にかけて15％増加するなど、一定の効果が見られるとしている。このように高校への進学率が9割をはるかに
超えるようになった現在、高校授業料の無償化は多くの国民に受け入れられている。
また、学校納付金や通学費用などの負担も軽いとは言えない。
経済的理由を問わず、行き届いた高校教育を保障するためには、公立高校授業料無償制への所得制限の導入などの制度縮
小ではなく、無償制度を維持することが必要である。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、高校授業料の無償化を堅持するよう強く要望する。

特別支援学校の設置基準の策定等に関する意見書
特別支援学校における教育に対する理解が深まったことなどにより、特別支援学校に通う児童・生徒数が全国的に増加し
ている。とりわけ知的障害を対象にした特別支援学校はここ十年間で約1.9倍もの増加となっている。名古屋市でも同様で
あり、愛知県に対して特別支援学校の新設を要望しているところである。
児童生徒数の急増に教育条件の整備が追いつかず、子どもたちの学習環境や健康まで脅かされる深刻な事態となっており、
特別支援学校の教室不足数は、約五千近くに上っているため、特別教室や個別指導の部屋を普通教室に転用することなどで
しのいでいるのが現状である。
このような事態の根幹には、幼稚園から小中高はもちろん大学や専修学校にまである学校設置基準が特別支援学校だけに
は存在しないという問題がある。学校設置基準は、学校を設置するのに必要な最低の基準であり、設置者には学校の編制等
の水準の向上を図る努力義務がある。また、小学校では12から18学級が標準とされ、31学級以上の過大規模校になるとその
解消が検討されることになるが、特別支援学校では、学級数に関して基準がなく、学校の新増設は全て設置者の裁量に委ね
られている。
このままでは、障害の有無によって子どもたちの学習環境の整備に大きな格差が生じることになる。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、特別支援学校の過大・過密状態を解消するため、国の責任で特別支援学校
に関する設置基準を設けるとともに、必要な学校建設を設置者が速やかに行えるよう十分な措置を講ずるよう強く要望する。

北朝鮮の核実験実施に抗議する決議
北朝鮮は、昨年12月に「人工衛星」と称するミサイルを発射させたことに引き続き、本年２月12日に地下核実験を実施し
たと発表した。世界各国からのたび重なる非難にもかかわらず、国連安全保障理事会決議に違反し、３度目の核実験を強行
に実施したことには、非常に強い義憤の念を禁じ得ない。
核実験は、環境を破壊し、人類を放射能汚染の危険にさらし、さらには、核戦争の脅威にさらす。これは、唯一の被爆国
である我が国のみならず、平和と安全を願う国際社会に対する重大な挑戦であり、同じアジアの一員として決して看過でき
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ることではなく、国際社会において厳しく糾弾されなければならない。
昭和38年に「平和都市宣言」を議決している名古屋市会は、核兵器廃絶という全人類の悲願を踏みにじるこのような蛮行
は、いかなる理由によるものであれ、断じてこれを許すことはできない。
よって、名古屋市会は、恒久平和を実現し、市民の生命及び財産を守るため、北朝鮮に対し厳重に抗議するとともに、今
後、あらゆる形態の核実験と核兵器開発を一切行わないよう強く求めるものである。
以上、決議する。

《日本共産党が提案したが、採択されなかった意見書》
生活保護制度の堅持に関する意見書（案）
我が国の生活保護制度は、健康で文化的な最低限度の生活を国民に保障する極めて重要なセーフティネットとなっている。
ところが国は今、低所得者世帯との比較や物価の下落などを理由に生活扶助基準等を見直し、生活保護費の削減を進めよう
としている。
削減の中心は、日常生活に欠かせない食費や光熱水費などの生活扶助費であり、さらに特別な支出があることに配慮して
支給されている期末一時扶助も対象にされている。この削減が実施されれば、受給世帯の9割以上が減額されると言われて
おり、深刻な事態を招きかねない。とりわけ人数の多い世帯ほど削減幅が大きくなるため、子どものいる世帯ほど大きな影
響を受けることになり、親の貧困が子どもに引き継がれる「貧困の連鎖」の拡大が強く懸念される。
生活扶助基準等の見直しは、生活保護受給者だけの問題にとどまらない。生活保護に係る施策との整合性に配慮すること
とされている最低賃金にも影響し、また、住民税の非課税限度額とも連動しているために、所得がふえないのに新たに課税
される低所得世帯がふやされ、公営住宅家賃を初め障害者や児童に関する医療や福祉の負担金、国民健康保険や介護保険の
保険料や利用料などでも新たな負担増を強いることになりかねない。さらに、就学援助の支給対象基準や生活福祉資金の貸
付基準もより厳しいものになるおそれもある。このように、国民生活全般にわたって深刻な打撃を与える可能性が高い。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、生活扶助基準等の見直しについては、国民生活全般に与える深刻な影響も
十分に考慮し、現行水準を堅持するよう強く要望する。
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議長選所信表明（３月2２日）
議長の辞任で議長・副議長選挙
わしの恵子・田口一登候補が所信表明
２年前のリコール選挙以来、３月に議長改選
現職の名古屋市会議員は、２年前のリコール選挙で３月１２日が任期です。常任委員会などの人事は従来通り予算議決後
の５月臨時会で行いますが、議長選だけは３月に行います。
なお、現議員の任期は再来年の３月12日です。直ちに失職し、4月のいっせい地方選までは、議会が空白になることになっ
ています（選管が３月の任期までに選挙が必要と判断した場合は通常の選挙を実施することはできます）。

共産党と自公民、減税が候補
４時過ぎに予算等の議決を終了。休憩の後、
午後７時前に再開。議員総会で、議長、副議長

○

ふじた 和秀(自)
湯川
栄光（減）
わしの 恵子(共)
無 効

４８票
１７票
５票
４票

○

ばば
田口

６９票
５票

議長選挙
の結果

候補計５名の所信表明が行われたのち、本会議
で選挙が行われました。日本共産党は議長候補
にわしの恵子議員、副議長候補に田口一登議員

副議長選挙
の結果

のりこ(公)
一登(共)

が立ち、議会の民主的改革に挑む決意を述べま

（＊欠員１）

した。結果は表のとおり。

また、一昨年の出直し市議選によって発足し

議長選挙にあたっての所信表明
議長候補
わしの恵子

た議会は、市民からの議会新生の願いに応える
ために、議長・副議長の選出にあたっては、議
会基本条例の精神にのっとり、市民に分かりや
すいオープンなやり方に改められ、議長・副議
長選挙にあたっての所信表明が行われるなど、
まさに、議会改革を一歩進めるものでした。
ところが、議員の相次ぐ不祥事が続き、議員・
議会への市民の信頼は大きく失墜しました。私
は、今回の議長立候補において、失われた議会
への信頼を回復させるために力を注ぎます。議
員としての議会活動が十分保障された、民主的
で公平・公正な議会運営を一層進めていきます。

会派別持ち時間制を廃止

わしの恵子です。議長候補としての所信表明

第１に、市民に開かれた分かりやすい市議会

を述べさせていただきます。

にするため、定例会ごとに市民の声を聞く議会

民主的で公平・公正な議会運営を

報告会などの広報活動、シンポジウムやタウン

いま市民の暮らしは依然として厳しい状況の

ミーティングなど市民の意見を幅広く聴く取り

中、議会・議員は、市民の痛みに心を寄せるこ

組みを進めるなど情報公開と市民参加の促進、

とが求められています。また、議会・議員のあ

市民の多様な意見を把握するなどさらなる議会

り方についてもきびしく問われています。

制民主主義の発展に努めます。
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議員平等の原則を踏まえ、本会議質問につい

大きくなっていると思います。

ては会派別持ち時間制を廃止します。議会広報

私は、議長を補佐して公正公平な議会運営に

「市会だより」は紙面が充実してきましたが、

努めつつ、「日本一市民に開かれた議会」「市

発行回数など、さらなる充実を図ります。「議

民のために働く議会」をめざし、議会基本条例

会基本条例」を活かし、さらなる改革を進める

にもとづく本市会の改革をさらに前進させてま

決意です。

いります。私が、皆様と協議しながら取り組み
たいと考えている改革は、次の３点です。

慣例的な海外視察は廃止

市民参加の促進と情報公開を徹底

第２に、議員は市民の痛みに応えるべきであ
り、議員報酬半減を継続します。改正された政

第一は、市民参加の促進と情報公開を徹底す

務活動費の使用にあたっては、これまで以上に

ることです。来場者アンケートでも好評を博し

使途の適正化に努めるとともに、政務活動費の

た議会報告会については、定例会ごとに開催回

減額に取り組みます。また、議員一人当たり１

数も増やして実施できるよう、市長にたいして

２０万円が支給される慣例的な海外視察は廃止

予算措置を講じるよう強力に求めてまいります。

します。公正・清潔な名古屋市政を実現するた

また、必要に応じて市民公聴会を開催するなど、

め、政党支部を通じての企業・団体献金は自粛

市民意見の反映に努めます。「市会だより」は

すべきと考えます。

紙面が充実してまいりましたが、発行回数の例

以上の議会改革と議員の在り方についての提

月化とともに、さらなる内容の充実を図ります。

案をさせていただき、所信表明といたします。

民主的な議会運営に

どうかよろしくお願いします。

第二は、民主的な議会運営に努めることです。

副議長選挙にあたっての所信表明
副議長候補

議会基本条例に明記された「議員平等の原則」

田口一登

にのっとり、本会議質問における会派別持ち時
間制は廃止し、発言時間は平等にします。

議会経費の適正化と透明化推進
第三は、議会経費について適正化と透明化を
図ることです。任期中に１回の海外視察は中止
することを提案します。議員が市政の重要課題
の調査のために、海外に視察調査に出かける必
要が生じる場合もあるでしょうが、その際には、
政務活動費があるわけですから、それを視察旅
費に充てればよいのであって、すべての議員が
任期中に１回は海外に出かけることができると
田口一登でございます。副議長候補としての

いう慣例的な仕組みは改めるべきだと考えます。

所信を表明させていただきます。

政務活動費については、いっそうの使途の透明
化と適正化を図ります。

議会改革をさらに前進させる

以上、私の所信の一端を述べさせていただき
ました。みなさまのご賛同を、どうかよろしく

二元代表制のもとでの議会の果たす役割は、
執行機関にたいする監視・評価という点からも、
政策立案・政策提言という点からも、ますます
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３月臨時会について
◆２月定例会での予算案修正（保育料値上げを凍結）に対し、市長

３月臨時議会の日程

が拒否権を発動（再議）。3月28日～29日に臨時会が行われまし

月

日

会議

た。名港議会や競輪・競馬議会など予定が詰まった年度末だった
ため、開会時間が午後４時（28日）３時（29日）となりました。

3月28日(木)

委員会

◆再議のもとになったのは自公民新４会派の修正案でしたが、４会
派は本会議質疑を行いませんでした。日本共産党の田口議員がた

内容

再議の提案説明
本会議
質疑（田口議員）

3月29日(金) 本会議

議案質疑（財政福祉委員会）
意思決定
討論(田口議員)
採決

だ一人質問を行いました。
◆議決は、修正部分について、「修正議決のとおりでいいのかどうか」を
賛否で示す形で行われ、減税日本と諸派2人（打・ク）が修正議決に反対
（再議を認める）立場をとりましたが、多数で再議は否決、修正どおり
でいいとなり、保育料の据え置きが決まりました。
◆討論には田口一登議員がたちました。減税日本と自民党も討論を行いま
した。
◆市長はこの結果に対し、21日以内に県知事への裁定を求めることができ
ます。さらにその裁定結果に不満の場合は裁判に訴えることもできます。
◆3月27日に減税日本の荒川和夫議員（瑞穂区）が離団。新たに一人会派・

新たな会派構成 （2013年３月３1日）
・日本共産党名古屋市会議員団
５人
・減税日本ナゴヤ
１７人
・自由民主党名古屋市会議員団 １７人
・公明党名古屋市会議員団
１２人
・民主党名古屋市会議員団
１０人
・新政会
７人
・既得権打破の会
１人
・名古屋市民クラブ
１人
・市民クラブ
１人
・地方分権改革会
１人
・無所属クラブ
１人
・欠員（守山区、南区）
２

名古屋市民クラブをたちあげました。この結果3月末現在の会派構成は表
の通り。

主な議案に対する態度(再議）3月29日
議
会

各党の態度

主な議案名

共 自 減 公 民 新 打 名 市 改 ク

結
果

備

考

３ 保育料を据え置く（2013年度名古屋
保育料値上げを凍結した修正
可
月
議 市一般会計予算に対する再議には同 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 決 をやめる再議（市長の言うと
おりにする）について
会 意せず、修正議決のままにする）

（参考）2013年2月議会での態度（3月22日）

２
月
議
会

予算の修正

● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可
決

保育料値上げだけを撤回し、
減税継続、その他の負担増と
ムダ使い放置の予算(修正後)

予算組み換え動議

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

否
決

減税をやめ、保育料や国保料
の値上げをやめ、暮らし優先
の予算に組み替える動議

○：賛成

●：反対

／共：日本共産党 自：自民党 減：減税日本ナゴヤ 公：公明党 民：民主党 新：新政会
諸派（打：既得権打破の会 名：名古屋市民クラブ 市：市民クラブ 改：地方分権改革会 ク：無所属クラブ）
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再議に対する質疑（３月28日）
拒否権を発動して、いわれのない再議の押し付け
はやめ、市民の意向に沿って保育料は据え置きを
田口かずと議員
一般会計予算の修正議決に対する再
議について

ります。この予算修正を再議に付すという市長
の行為は、「保育料の値上げをやめてほしい」

保育料の据え置きをくつがえそうとする動きは、
断じて許すことができない

という市民世論に敵対するものではありません
か。市民の理解は到底得られないと考えますが、
いかがでしょうか。

【田口議員】平成25年度予算をめぐっては、保

市長が、市民世論に敵対するものではないと

育料の値上げが大きな焦点となり、修正議決に

お考えなら、保育料値上げの中止という修正議

よって保育料は据え置きになりました。これは、

決を素直に受け入れるべきであります。再議理

乳幼児を抱えて、毎日のように委員会傍聴や議

由では、保育料を据え置いた部分については触

員要請に取り組まれたお母さんたちや、名古屋

れておられません。ということは、保育料を据

民間保育園連盟をはじめとする保育団体の「保

え置くことについては、市長も、異議はないと

育料の値上げはやめてほしい」という切実な思

いうことでいいですか。

いに、議会が応えたものです。この点では、市

減税の一方で負担増が、妥当かどうかが問題

民の声を聴き、市民の視点に立脚するという議

保育料の値上げをとりやめることによる歳入

会の役割を果たすことができたと考えます。

減を、法人市民税の収入見込み額を増やして帳

修正案は減税も福祉切り捨ても容認するもの

尻を合わせるという予算修正は、法令違反とま

日本共産党市議団が、先の２月定例会で予算

では言えないと考えますが、苦肉の策には違い

修正に賛成しなかったのは、肝心かなめの河村

ありません。しかし、問題の本質は、市民税収

「減税」を容認し、保育料値上げ以外の福祉・

入見込み額の算定方法が、〝どんぶり勘定〟か、

市民サービスのカットも容認することになるか

そうでないかにあるのではありません。減税に

らであって、保育料値上げの撤回には大賛成で

よって無理やり税収を減らす一方で、保育料値

あります。ですから、市民の運動と議会の議決
によって成し遂げた保育料の据え置きをくつが
えそうとする動きは、断じて許すことができな
い、ということを申し上げて、市長にお尋ねさ
せていただきます。

世論に敵対する再議に市民の理解は得られない。
保育料据え置きには、異議はないか
河村市長は、予算の修正議決のうち、法人市
民税の増額に係る部分について法令違反として
再議理由にあげていますが、今回の予算修正の
核心は、保育料の値上げを中止したところにあ
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上げという負担増を市民に強いるやり方が、妥
当かどうかにあるのです。今回の再議理由は、
こうした問題の本質をそらすものではありませ
んか。市長の見解を求めます。

議会で決めること。しかし財源があまりに無責任（市長）
【河村市長】保育料を据え置くことは議会でお
決めになることが全てでして、それに対して違
うことは市長は出来ません。従いまして、そう
なればそういう風になるということです。
財源をどうするかは、あまりにひどい。景気
の10年間でほとんどです。

が良くなることを財源として保育サービスをす

地方財政法第３条第２項にもとづいて予算計

るのは、全く理解できない。市民に無責任なこ

上しても、法人市民税については、こうした巨

とはないと、違法であると考えております。

額の見込み違いが生じるのですから、４億３千

名古屋はとんでもない恥かきの実績を残すこ

万円余という今回の増額修正は、私に言わせれ

とになりますよ、これ。

ば、誤差の範囲内だということを申し上げてお

財源は予算の誤差の範囲。保育料値上げをど
うするのかを聞いている（再質問）

きます。この点については、委員会で修正提案
をされた会派の皆さんに更にただしていただき
たいということで譲ります。

【田口議員】市長が今回の予算修正の1番の核心
は保育料値上げどうするのかということだった

その上で、再質問させていただきたいのは保

んですよ、それについて据え置きという議会の

育料の値上げ問題です。今回の再議理由には入っ

議決を受け入れるというかどうかはあとで再質

ていません。市長の議会の議決は云々かんぬん

問させて頂きます。今回の法人市民税の増額に

と、はっきり言ってください。議会の議決した、

よって、歳入の不足の埋め合わせをするという

保育料据え置きは素直に受け入れると、こうい

問題について、私の考えを述べておきます。今

うことでいいんですか。はっきりと答弁してく

回の増額修正は、苦肉の策とは申し上げました

ださい。

が今回の法人市民税の増額修正については、違

議会が決めたことには従う（市長）

法だとは考えておりません。なぜなら、過去の
実績をみても、4億3千万円ほどの増収は十分あ

【河村市長】共産党のような厳密にやる人が言

りえるからです。平成14年度から23年度までの

う論理だとは驚きましたね。共産主義はまちがっ

10年間の法人市民税について、決算額と当初予

とるでいかんけど、共産党はある意味で正確に

算額を比較しますと、景気が上向いていた前半

やるとこがあったんですよ。あまりに無責任。

の５年間は、決算額が上回っており、当初予算

想定通りいかないんだから、収支見込みは。全

額と比べて26億円余から114億円余も結果的に

部いい加減でいいことになるよ、あんた。

は増収になっています。一方、リーマンショッ

議会の議決が全てですので据え置くというこ

ク後の５年間は決算額が下回り、当初予算額と

とで。知りませんよ、まだ明日ありますので結

比べて６億円余から120億円余も減収になってい

論は言わん方がいいですね。皆さんがお決めに

ます。ものすごい金額の見込み違いが生じてい

なったこと、それには従います。

るのです。補正後の最終予算額との比較でも、
10億円以上の見込み違いが生じている年度がこ
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再議に対する討論（３月29日）
再議は議論のすり替え、筋違い。市民の声に従って
保育料は据え置きを
田口かずと議員
先の議決のとおりとすることに賛成

ていますが、「あらゆる資料」とは、あくまで

【田口議員】私は、日本共産党名古屋市会議員

も参考指標に過ぎず、種々の経済指標から税収

団を代表して、一般会計予算に対する再議につ

見込み額が機械的に算定される計算式があるわ

いて、先の議決のとおりとすることに賛成する

けではありません。
同条項ではさらに、「経済の現実に即応して

立場から、討論を行います。

その収入を算定」するとされており、ここには、

据え置きを覆すわけにはいかない

経済状況に応じて一定の判断、予測が入り込む

賛成する理由の第１は、保育料を据え置くこ

余地があるのです。ですから、法人市民税につ

とを求める市民の声を反映した議会の議決をく

いては毎年度、数十億円にのぼる見込み違いが

つがえすことは、断じて認められないからであ

生じているのです。今回の法人市民税の増額修

ります。昨日の本会議質疑で市長は、保育料の

正の規模は、経済の現実からも、許容できる範

据え置きについては「議会の議決に従う」と答

囲であります。

弁されました。それなら、再議は取り下げるべ

市民の声にこたえるのが市長の責任だ

きであります。

最後に、減税によって無理やり税収を減らす

今回の予算修正の核心は、保育料の値上げを
中止したところにあります。ところが、市長は、

一方で、保育料値上げという負担増を強いるや

保育料値上げの是非を正面から問う１項再議を

り方が、市民からノーを突きつけられたのです。

避けて、法人市民税の増額修正を理由に４項再

そのことを重く受け止めることこそ、市民にた

議に付されました。これは議論のすり替えであ

いする市長の責任だということを申し上げて、

り、筋違いの再議だといわなければなりません。

討論を終わります。

市長の再議を認めることは、保育料の値上げ
を認めることになります。昨日も（今日も）、
小さな子どもさんを抱えたお母さんたちが傍聴
に来られていましたが、保育料の負担軽減を望
む子育て世代の切実な思いに応えようとするな
ら、先の修正議決をくつがえすことは、決して
できないのであります。

法人市民税の修正が、違法とまではいえない
賛成する理由の第２は、法人市民税の増額修
正が、地方財政法第３条第２項に違反するとは
いえないからであります。
同条項では、「あらゆる資料に基づいて正確
にその財源を補足し」なければならないとされ
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後期高齢者医療広域連合議会第1回定例会

（2013年2月8日）

《予算案質疑》短期保険証の発行をやめ、無保険者
をなくせ／健診受診率向上へ県の補助を
岡田ゆき子議員
平成25年第1回愛知県後期高齢者医療広域連合議会が2月8日(金)午後1時30分から行われました。日本共産党からは
岡田ゆき子議員（名古屋市選出）と吉田正議員（大口町）が広域連合議員に選出されています。条例案や予算案審議
について概要を紹介します。

短期保険証の交付数や未渡し件数、その対策は

641人に交付。うち非課税が205。未渡しは95人

【岡田議員】短期保険証の交付状況についてお聞き

【事務局長】短期保険証の交付人数は、平成24年

します。

12月末現在で641名、そのうち、非課税である負担
区分Ⅰ区分Ⅱの方が205名です。

まず、短期保険証交付数と、そのうち非課税であ

また、短期保険証の有効期限を経過してお渡しで

る負担区分Ⅰ区分Ⅱの方の交付数を直近の状況で教

きていない方は95名です。

えてください。さらに、短期保険証を交付された方

平成24年度は、短期保険証の交付件数及び未更新

で、有効期限を過ぎて未渡しとなっている方は何人

件数の多い８市について広域連合から直接訪問し、

おられますか。

短期保険証の交付状況を確認し、適切な対応をお願

未交付件数の多い市町村に対し引き続き、訪問調

いをした。

査を実施しておられますか。未渡し件数が増えてい
る自治体では、どんな問題がありますか。また未渡

短期保険証の未更新件数の増加した市町村では、

し件数が減っている自治体では、何故減ってきてい

文書、電話による呼び出しに応じていただけないこ

るのでしょうか。

とや、訪問してもお会いできないことなどから、未
更新となっているとのことでした。未更新の件数が

そして、25年度の取り組みはどうされますか。

減少した市町村では、被保険者との接触ができたこ
短期保険証交付状況（各年12月末現在）
23年

24年

名古屋市 241（55） 235（69）

23年

とにより、保険料の納付相談ができ、保険証の更新
24年

が進んだとのことでした。

知立市

6

6 （1）

豊橋市

28 （2）

26 （4）

岩倉市

2

1

岡崎市

34

42

豊明市

6 （1）

7 （1）

一宮市

20

20

日進市

6

6

調査を引き続き実施し、未更新解消にむけて粘り強

瀬戸市

19

12

田原市

11 （1）

14

半田市

18 （3）

18 （3）

愛西市

12

19 （3）

豊川市

56 （2）

68

弥富市

刈谷市

9 （1）

5

みよし市

豊田市

72

57

あま市

安城市

30 （8）

31 （3）

東郷町

蒲郡市

7 （2）

小牧市

17（17）

稲沢市

5 （1）

5 （2）

3

1

17 （4）

18 （6）

7

4
6

7 （2）

大治町

9 （1）

4

蟹江町

2

13

12

美浜町

2

新城市

2

3

武豊町

2

2

東海市

6 （2）

5

幸田町

7

4

知多市

5

3 （1）

合計

広域連合としては、平成25年度も市町村への訪問
く取り組むようお願いしていきたい。

非課税の人が納付困難になっている例など親身
な相談で解決を（意見）
【岡田議員】短期保険証交付数は直近で641件と未
渡しに関しては、95件あるということでした。短期
短期保険証交付者の負担区分内訳（平成24年12月末現在）
一部負担割合

課税非課税

負担区分

人数

現役並み所得者

51

課税

基準収入適用
（現役並み所得）

11

一般

374

非課税

区分I・区分Ⅱ
（未申告者含む）

205

3割

1割

674（100） 641（95）

（注）カッコの数字は、有効期間が経過し、未更新となっている件数

計
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下げています。

保険証が交付されている世帯のうち、非課税の被保
険者の方が、１/３近くいらっしゃるということで

その後わずかづつ受診者も増えてきて、来年度予

すから、丁寧な聞き取りをする中で、生活保護の受

算では33.42％の見込みということですが、この見

給に至るケースもあるわけです。市町村で滞納相談

積の根拠はなにか再度お聞きします。

に当たるのは国保の窓口になります。ところがその

過去の実績から判断

国保の窓口は、支払いの対応よりも、生活相談や制
度の紹介など、福祉相談窓口化していて、名古屋市

【事務局長】平成25年度の健康診査事業における受

内でも、窓口に長い列ができることも度々です。

診率の見積り根拠は、過去の受診実績を基に総合的
に判断して見込んだものです。

しかし、未交付を減らした自治体の経験では、しっ
かり対面して納付相談に応じることが、大変だけど

受診率を高める努力を。県に補助を強く求めよ

一番の解決の近道だということです。
対象は75歳以上という高齢者です。保険証がない

【岡田議員】高齢者は医療費が高いと言われ、75歳

状態でいつまでも放置していいわけはありません。

で別勘定になれば今後保険料だって上がり続けるし

まずは正規の保険証の交付すること、納付相談は保

かないことが、何よりもこの制度の問題であります。

険証と引換条件にするのではなく、対面相談を基本

制度廃止が最も必要ですが、しっかり健診受診率を

に対応していくということを要望しておきます。

高め、病気を重症化させないことで、医療費の増大
に歯止めをかけるようにしていただきたい。

保健事業費の検診受診率は向上しているのか

また、保健事業は、住民の福祉増進に関わる分野

【岡田議員】健診事業は前年度に比べて1億4720万

であり、その点から言いますと、健診事業に対して

円増となっており、その理由として、受診者の増加

県に補助を強く求めていただきたいと思いますが、

によるものということですが、健診受診率はどれだ

この点についてお答えください。

けを見込んでいるのでしょうか。また、健診受診率

保険料の改定時期に要望している

の伸びを予算ベースで経年の推移を教えて下さい。

【事務局長】従来より、保険料の改定時期に合わせ

受診率33.42％を見込む

て「健康診査事業への財政支援」をお願いする要望
書を愛知県知事に対して提出しております。

【事務局長】平成25年度の健康診査事業は、受診者
の増加を見込み、受診率を33.42％と見込んでおり
ます。

≪予算案の質疑≫
保険料の負担はどうなって
いるか。高齢者の声を聞い
ているのか
吉田正議員

各年度予算における健診受診率見込みは、平成20
年度は45.34％、平成21年度は30.00％、平成22年度
は32.00％、平成23年度は32.00％、平成24年度は
32.50％、平成25年度は33.42％です。

75歳以上は何人に増えたのか

＜参考＞ 健診受診率の推移（％）
H20

H21

H22

H23

H24

H25

予算値

45.34

30.00

32.00

32.00

32.50

33.42

収されている保険料は、709億3700万円余になって

決算値

20.21

29.88

30.73

31.61

－

－

いる。20億6500万円も前年対比で増加している。

【吉田議員】市町村支出金のうち、被保険者から徴

75歳以上の人が、何人から何人になったのか。65歳

こんなに低く見積もる根拠はなにか（再質問）

以上74歳未満の障がい者は、何人から何人になるの

【岡田議員】検診は、高齢であっても、病気を早期

か。またそれらの人の平均保険料は、何円から何円

に発見し、早期に治療を開始することで、病気を重

になっていると、見積もっているのか、事務局長の

症化させない、長引かせないために重要で有効な事

答弁を求めます。

業であります。

70万人から72.5万人

制度開始当初の健診受診率は、45.34％と高めに

【事務局長】75歳以上が70万人から72.5万人に、障

設定していたようですが、翌年からは、30％に引き
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がい者は4.2万人から4.3万人になった。それぞれの

議案第7号「平成25年度医療
特別会計予算」にたいする
反対討論

平均保険料は試算していない。

建支出金の療養給付費負担金等の財源内訳は
【吉田議員】県支出金のうち、療養給付費負担金

高齢者や障がい者を乗せて暴走するバスを、そ
のまま走らせる訳にはいかない

518億4800万円は、前年比29億9400万円増加してい
る。この療養給付費負担金は、愛知県の一般財源か
ら支出されているのか、それとも国などから配分さ

【吉田議員】後期高齢者医療制度は、2008年度の導

れてくる特定財源なのか。同様に、高額医療費負担

入されましたが、それ以来多くの高齢者から怒りと

金21億8200万円、県財政安定化基金交付金47億8400

不安の声が出ています。年齢で区切り、保険料など

万円についても、上記と同様にご説明ください。

の負担を増やし、医療給付に制限を設けるという悪
法です。麻生財務大臣は、年寄りは延命治療などせ

一般財源と県からはきいている

ず、早く死ねるようにすべきだと言いましたが、今

【事務局長】愛知県に聞いたところ、療養給付費負

後の医療制度が、さらに危ぶまれるところです。後

担金と高額医療費負担金は一般財源、県財政安定化

期高齢者医療制度の行き着く先は、麻生大臣が示し

基金交付金は特定財源です。

ている通りではないでしょうか。高齢者や障がい者
を乗せて暴走するバスを、そのまま走らせるわけに

滞納者の声はきちんと届いているか

は行きません。

【吉田議員】保険料の徴収事務は、それぞれの市町

そこで私ども日本共産党は、老人保健制度に戻す

村で行われている。保険料を支払うことができない

ことがもっとも有益だと提案をしています。それは、

人が増えていっているが、そうした人たちの声は、

保険料の負担のない人はないままに、現役世代より

広域連合に届いているのだろうか。広域連合のかか

も低い負担で医療を受けることができます。保険料

わりについてどうなっているのか、事務局長の答弁

の際限のない値上げや、別枠の診療報酬による差別

を求めます。

医療はなくなります。
さて、後期高齢者医療の予算を否決したら、かえっ

市町村から聞いている

て高齢者の人たちが医療が受けられなくなるという

【事務局長】納付困難な方には収入や生活状況を把

人がいるかもしれません。そういうことにならない

握したうえで、減免や分納などきめ細やかな対応を

ようにするのが、政治の役割ですし、行政の役割で

するよう市町村に依頼している。市町村とは意見交

す。それができないということになれば、どんな改

換している。

革もできないということになります。元の老人保健
制度に戻そうではありませんか。

滞納者からはどんな意見があるか（再質問）

今、保険料が払えないために保険証が渡されてい

【吉田議員】広域連合には被保険者からどんな声が

ない世帯が増えていると、岡田ゆき子議員の質問で

届いているか。

も明らかになりました。私も一般質問で、お金がな
くって毎月医者に行っていたけれど、乳房のしこり

理由なく支払い拒否する人や長期入院や負債で
困っている人もいる

のことを先生に話せず、自分の健康のことを心配し
ている人のことも取り上げます。こうしたことは、

【事務局長】制度に理解を示さない人や特段の事情

ほんの一部分であります。少ない年金暮らしの人に

もなく納付を拒否する人がいる一方、長期入院での

負担を増やせば、医療が受けられなくなるばかりで

医療費の支払いや事業の負債を抱えて納付できない

す。

人などの声を聞いている。

減らされ続けた高齢者医療への国庫負担を増やし、
保険料や窓口負担の軽減を推進するためにも、後期
高齢者医療制度の廃止に、議会の皆さん方のご賛同
を賜りますよう最後にお顕いを申し上げて、討論を
終わります。
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の均等割9割軽減を受ける人は82,600人。

≪議案質疑≫
臨時特例基金について
一般会計予算について
吉田正議員

保険料不均一賦課負担金は県の一般財源か
【吉田議員】保険料不均一賦課負担金1897万円は、
愛知県の一般財源からの支出か、それとも国などか
ら配分されてくる特定財源からの支出か。

臨時特例基金がなくなると保険料はどうなる

約378,000人

【吉田議員】後期高齢者医療制度臨時特例基金条例
は、収入の低い人の保険料をさらに引き下げるため

【事務局長】Ｈ15～17の老人医療費が平均より低い

にあるとの理解をしている。１年延長する改正だが、

ところに軽減するもので国・県が1／2づつ一般財源

この制度がなくなると、これまで保険料の軽減がな

で負担。

くなるということになるが、そうなった場合、保険

時間外手当が多い。職員像が必要ではないのか

料は何倍になるのか。

【吉田議員】一般職の総括の中で、時間外手当が18

暫定措置がなくなると３倍から２倍になる

51万円計上されている。仮に時給3000円の時間外手

【事務局長】法定軽減は均等割の７割、５割、２割

当を支払っているとすると、6170時間になる。そう

軽減がある。暫定措置で均等割の９割、8.5割と所

すると職員の数が3人は足らないということになる。

得割５割軽減が継続している。それがなくなると、

補充すべきと考えるが、どうか。一般職のの職員数

９割、8.5割軽減は７割になるのでそれぞれ4,300円

は、何人か。平均勤務年数は、何年か

が13,000円に、6,500円が13,000円になる。

一時的な多忙により時間外。年数は1.9年

保険料軽減を受ける対象者数は

【事務局長】39人の職員は全員市町村からの派遣。

【吉田議員】臨時特例基金積立金は、平成25年度の

忙しい時のために時間外手当を予算化。一般職は

低所得者と被扶養者であった人に対する、保険料を

33人。増員する気はない。平均勤務年数は1.9年。

軽減するための財源として交付され、積み立てられ
ている。平成25年度の軽減を受ける人はそれぞれ何
人か。

約378,000人が軽減される
【事務局長】均等割9割軽減を受ける人は125,000人、
均等割8.5割軽減を受ける人は99,300人、所得割5割
軽減を受ける人は71,100人、被用者保険の被扶養者

傍聴させない異常な議会
・開会10分後くらいに会場に着いたため、傍聴受付が終了し、
広域連合の職員が不在。片づけていた会館職員が、困惑して
中に聞いてくれたが、休憩まで待てなどという呆れた返事で、
なかなか中には入れなかった。10分以上も待たされたがこん
な対応は初めて。2年交代で地元自治体に帰る職員ばかりで、
答弁もますますその場かぎりになっている。高齢者のことを
考えていない職員ばかりではないかと疑いたくなる。

《一般質問》後期高齢者医療制度の廃止を／福祉医
療制度改悪に反対を／一部負担金減免制度拡充を
岡田ゆき子議員
2006年の医療制度改革で、医療費抑制政策が打ち

後後期高齢者医療制度について

出され、2008年4月から75才以上の高齢者と65〜
74歳の障害者を対象として国保・被用者保険から切
り離す後期高齢者医療制度が導入されました。この

高齢者の実態をどう認識しているのか

制度は世代間の公平な負担を旗印に、国民医療費の

【岡田議員】後期高齢者医療制度そのものに関連し

半分近くを占める高齢者にも応分の負担を求めると

て2点を聞ききします。

同時に、医療費全体の伸びを抑制することを狙いと
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愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会の議論

しているものです。
ではその影響を受ける高齢者の実態はどうか。昨

の中でも、高齢者の負担増に対する不安や保険料が

年4月から後期高齢者医療保険料は年額4439円５％

値上げされる仕組みは「被保険者として議論に加わ

超える負担増がされました。介護保険料は改定のた

ることもできないまま値上げだけは引き受けざるを

びに値上げが続き、名古屋市の場合、今年度は平均

得ない」「被保険者の意見はあまり生かされていな

年額1万5492円３０％超える負担増がされました。

い」といった声が聞かれます。

年金は連続引き下げが続き、今後３年間にさらに2.

日本共産党名古屋市議団が昨年秋に行いました市

5％の引き下げがされようとしています。そして消

民アンケートでは、市政に望むこととして、介護保

費税増税という連続負担に高齢者が耐えられるでしょ

険料・利用料の値下げと、高齢者福祉の充実の次に

うか。

４割の方が、後期高齢者医療制度の廃止を求めてい

この高齢者の置かれている実態をどう認識し、そ

ました。年齢を差別し、高齢者が増えれば自動的に

の影響についてどうお考えなのか、連合長にお聞き

保険料が上がる仕組みは、低所得の年金受給者を苦

します。

しめる何者でもないと考えます。
その解決のためには、制度の廃止が最も有効な手

年金の引き下げと保険料値上げの影響は大きい
が、負担軽減をしている

段だと思いますが、連合長の見解をお聞きします。

制度は定着している

【連合長】年金生活者にとって、年金支給額の引き
下げが続く見通しの中で、後期高齢者医療保険料及

【連合長】後期高齢者医療制度は、老人保健制度の

び介護保険料が増額となることは、大きな影響があ

問題点を改善するために創設されたもので、制度開

ると認識している。

始後おおむね５年が経過した現在は定着している。

平成24・25年度の保険料率改定では、何も増加抑

国は、持続可能な社会保障制度の確立を図るため

制策を講じない場合、平成22・23年度に比べ13.

「社会保障制度改革推進法」を制定し、今後の高齢

55％の増となるところを、不安や混乱を生じさせな

者医療制度は、社会保障制度改革国民会議において

いよう、剰余金及び県財政安定化基金の活用により、

検討されることとなっております。
当広域連合は、その動向をしっかりと注視しなが

5.86％の増に抑制した。

ら、引き続き、現行制度の円滑かつ安定的な事業運

後期高齢者医療保険料は、保険料の増加抑制と併

営に努めてまいります。

せて、低所得者を対象に被保険者均等割額の9割軽
減や8.5割軽減を適用するなど、きめ細やかな負担

本当に酷な制度。改めて廃止を求める（意見）

軽減が図られております。

【岡田議員】制度が定着してきていると言われます

制度の廃止が最も有効な解決策だが、連合長の
見解は

が、社会保険料の値上げに次ぐ値上げでそれも、有
無を言わさない天引きがされていて、高齢者に対し

【岡田議員】この制度に対しては、09年の政権交代

て定着していますというわけですから、本当に酷な

にもつながる大きな反対運動が起こり、民主党政権

制度です。改めて廃止を求めたいと思います。

下では、廃止に向けて「高齢者医療制度改革会議」

愛知県の福祉医療制度見直しについて

を設置し、議論を重ねてきました。しかし、最終結
論が出る頃には「政局不安定」を理由に、また昨年
の民自公による「消費税増税を含む、社会保障と税

県に対し「一部負担導入は慎重に検討する」要
望が必要ではないか

の一体改革の関連法案」の強行採決後は、廃止法案
の国会提出そのものを見送り、棚上げしました。

【岡田議員】愛知県の福祉医療制度に関わってお聞

さらに現在行われている「社会保障制度改革国民

きします。

会議」では、高齢者ということでは、70～74歳まで
の窓口負担の引き上げまで検討されており、高齢者

愛知県は福祉医療制度の見直し素案を明らかにし、

の実態から全くかけ離れた議論が進められているこ

今後各市町村と県医師会などと調整を行い、報道で

とに、大変な危惧を感じます。

は、早ければ４月にも見直し案をまとめ県民から意
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体的には「災害により住宅等に著しい損害を受けた

見を求めた上で最終案をつくるとしています。
名古屋市の場合、2011年度では後期高齢者医療被

こと、農作物の不作などにより著しく収入が減少し

保険者２２万５３６６人のうち福祉給付金の対象者

たこと、失業などにより著しく収入が減少したこと、

は約２割にあたる４万４６０２人です。

長期入院したことの4つの事由に限定」して減免等

この福祉医療制度は、県と市町村による福祉施策

行っているというご説明でした。しかし、厚生労働

であり、直接広域連合が関わるものではありません。

省の通知の元となっている、「高齢者の医療の確保

しかし、窓口の一部負担導入により、高齢者の医療

に関する法律施行規則」第３３条１項には、「その

抑制につながりことは懸念され、後期高齢者医療制

他これらに類する事由があること」が記載されてお

度の目的である高齢期における適切な医療確保がな

ります。

されないという事態が起きるのではないでしょうか。

愛知県後期高齢者医療一部負担金減免等の取り扱

その結果、重症化により、逆に医療費上昇につなが

いに、なぜ「その他これらに類する事由」がないの

らないとも限りません。

でしょうか、お聞きします。

県に対して「一部負担導入は慎重に検討していた

通知の趣旨に基づき、規則を整備している

だくよう」要望をすることは必要と考えますが、見

【事務局長】法律施行規則第33条第1項に、「災害

解をお聞きします。

により住宅などに著しい損害を受けたこと」「長期

県に要望する気はない

間入院したこと」「その他これらに類する事由があ

【事務局長】福祉医療制度に係る取組につきまして

ること」の事由により一部負担金を支払うことが困

は、個々の自治体の政策的判断によるものでありま

難と認められることと規定され、厚生労働省の減免

すので、当広域連合といたしましては、このことに

等の取扱いに係る通知では、当該施行規則に規定す

関し、県への要望をする考えはございません。

る「その他これらに類する事由があること」の具体
的事由として、「失業などにより、著しく収入が減

一部負担金減免等の要件について

少したこと」「農作物の不作などにより、著しく収
入が減少したこと」の２つが掲げられ、この通知の
趣旨に基づき、規則を整備している。

減免等の取り扱いに、なぜ「その他これらに類
する理由」がないのか

入院などで一時的に出費が増える場合も該当す
べきではないか

【岡田議員】一部負担金減免等制度について２点お
聞きします。昨年の８月定例会で、医療費の一部負

【岡田議員】現在の規則に示されている4つの事由

担金減免等について質問いたしました。事務局長か

に、対象者である高齢者の支払い困難な状況を当て

ら、「国からの通知に準じて見直し、2010年4月に

高額療養費給付実績

改正を行ったところ」とご答弁いただきました。具

災害

一部負担金減免状況（事由別）
申請者 対象
（人） 件数
東日本大震災
43
736

2011年度

火災
負傷・障害・入院等

免除額
（円）
2,013,242

56

684

3,277,591

3
0

21
0

129,600
0

事業の休廃止・失業

0

0

0

農作物の不作・不漁
合計

0
102

0
1,441

0
5,420,433

東日本大震災

40

481

1,450,949

水害

31

127

317,578

災害
2012年度
(12月末
現在)

水害

火災

年度

3

13

92,132

負傷・障害・入院等
事業葉の休廃止・失業

0
0

0
0

0
0

農作物の不作・不漁

0

0

0

合計

741

621

1,860,659

平 成
23年度

平 成
24年度

区分
7割給付分
現物給付分 9割給付分
小計
7割給付分
償還給付分 9割給付分
小計
合計
7割給付分
現物給付分 9割給付分
小計
7割給付分
償還給付分 9割給付分
小計
合計

件数
42,994
438,656
481,650
72,685
900,122
972,807
1,454,457
32,680
345,134
377,814
50,703
645,788
696,491
1,074,305

保険給付額(円)
(高額療養費)
4,871,285,148
14,059,130,839
18,930,415,987
1,287,487,760
4,974,150,017
6,261,637,777
25,192,053,764
3,564,659,782
10,392,309,358
13,956,969,140
837,020,204
3,400,220,180
4,237,240,384
18,194,209,524

注）現物給付分：平成23年度は、平成23年3月～平成24年2月診療分
平成24年度は平成24年3月～平成24年10月診療分
償還給付分：平成23年度は、平成22年12月～平成23年11月診療分
平成24年度は平成23年12月～平成24年7月診療分

- 70 -

名古屋市政資料 №178

愛知県後期高齢者医療連合議会（2013年第1回定例会）
めてしまうことが問題なのです。

はめることは困難です。現役時代と違い、収入が年
金のみの高齢者にとって、著しく収入が減少すると

当広域連合の一部負担金減免等の要件を４つの事

はどのような場合に相当するか、しっかり実態をみ

由に限定するのではなく、「そのほかこれらに類す

る必要があります。

る事由があるとき」または「連合長が必要と認めた

具体的に事例でお話します。名古屋市在住の方、78

とき」との、要件をくわえるべきではないですか、

歳の女性は、年金が月約５万円で、築４０年程の持

お答えください。

ち家があります。昨年、狭心症で緊急入院され、心

国の通知通りだ

臓血管カテーテル検査と治療で、2ヶ月にまたがっ
て22日間入院されました。減額認定証は区分Ⅰのた

【事務局長】先ほど答えたとおり、国の通知に基づ

め保険分の支払いは２ヶ月で3万円。本人にとって

き、取り扱っている。

は医療費負担だけで年金の1/3を出費することにな
ります。本人にとっては急な大金の出費となり、こ
れ以上入院が続くことに不安だったと言われました。

実態に即して、一部負担金減免等が受けられる
ようにせよ（意見）

このような事例の場合、年金の一定収入があっても、

【岡田議員】国の通知に基づくとの御答弁ですが、

入院などにより、治療費、食事代等で、一時的に著

通知の根拠は何か、これは法律、「法施行規則」な

しく出費が増える場合は、支払いが困難な事由に該

んです。「その他これに類する」を要綱に上げるべ

当すべきではないですか。

きです。
年金収入のみの高齢者は、突発的な入院などで、医

高額療養費制度がある

療費の支払いが困難になるこういった事由など起こっ

【事務局長】入院等により一時的に出費が著しく増

ていないか、もう一度精査していただきたい。

える場合は、高額療養費の制度があり、安心して医

実態に即して、一部負担金減免等が受けられるよう

療を受けられる。

「その他の事由」を加えることを要望し、質問を終
わります。

「連合長が必要と認めたとき」との、要件をく
わえるべき（再質問）

≪一般質問≫
年金が下がっている。保険
料を下げよ
吉田正議員

【岡田議員】一部負担金減免等の取り扱いについて
再度質問します。
「法律の施行規則」にある一部負担金減免等がで
きる場合の「その他これらに類する事由」。この文
言ついて、厚生労働省高齢者医療課に確認しました。

年金が下がっているから保険料も下げるべき

いま事務局長は、「その他の事由」は「失業、不作」

【吉田議員】公的年金には、物価の変動に応じて翌

この2つが揚げられると言われましたが、「その他

年度の支給額を変動させる仕組みがあります。もと

の事由」は、限定するものではなく、そのような例

もと年金を下げることを想定せず、物価が上がって

も「含」むものであり、限定するものではないとし

も年金で暮らせることを念頭に置かれていた制度で

ています。

す。これの制度を悪用して、庶民には物価が下がっ

例えば、栃木県、茨城県、長野県、高知県の広域

たなどという実感がなくても、政府はr物価は下がっ

連合では、4つの事由の他に、別項目を起こし、

てるよ」と決め付けて、年金の支給額を下げていま

「そのほか前号に類する事由があるとき」または

す。2011年度は0.4％、2012年度は0.3％それぞれ下

「広域連合長が認めたとき」など、としています。

げられています。2013年度、平成25年度は、10月分

このような「その他の事由」を設けることで、急

から過去の物価下落時に減額しなかった分、1.0％

な入院、手術などで一時的に支払い困難になるよう

引き下げることになっています。一方で、後期高齢

な高齢者を、なんとか救うことができる、その手段

者医療保険料は、昨年度から5％も上がっています。

を持つことになるのではないですか。

年金は毎年下がる中、保険料は値上げされるでは、

お話した事例は、高額療養費に至るまでの自己負

ますます高齢者の暮らしは、逼迫することになりま

担分だけでも、医療費が年金収入の大きな部分を占

す。こうしたことから保険料の値下げを行うべきで
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す。連合長の答弁を求めます。

年金が下がっているのに

特に低所得者に対する、保険料の軽減は必要だと
感じます。実現していただきたいのですが、連合長

【吉田議員】年度途中に年金が下げられる。基礎年

の答弁を求めます。

金で2万円、厚生年金で7万円も下がる。こんな状況
でなぜ保険料を下げないのか。

私の身の回りにも、年金が低すぎて保険料は天引
きされているけど医者にかかれない人がいます。そ

他に財源もないので引き下げることはできない

の人は、乳房にしこりがあることを、2年ぐらい前
から気づいていたけれど、お医者さんに言えなかっ

【事務局長】制度の経費の1割を保険料でいただく。

たと言っています。一部負担金の減免については、

必要な財源であり、他に財源もないので引き下げる

生活保護基準の1．4倍以下程度の世帯にも実施して

ことはできない。

いただくと、そうした人も安心して医簾を受けるこ

高齢者の暮らしを支えないのか

とができます。ぜひ実現してください。連合長の答

【吉田議員】知り合いに、医者にかかりながらも

弁を求めます。

2年間も胸のしこりを隠し続けた人がいる。こんな

国の通知通りだ

ことでいいのか。

【連合長】保険料増加抑制を行ってきた。保険料軽

法を遵守して暮らしを守る

減措置も行われている。国の制度なので独自減免は

【連合長】法を順守しながら高齢者の暮らしを支え

考えていない。

医療を受けられるよう、適切に運営したい。

【請願審査】保険料の引き下げ、独自減免、協議会の公募委
員を求めるのは当然の要求
岡田ゆき子 議員
請願１・２・３・４号の全員協議会での趣旨説明
【岡田議員】請願の趣旨を簡単にご説明申し上げま
請願1号:愛知県後期高齢者医療制度の改善を求める請願書

す。

【請願趣旨】政府・自民党は、民主・自民・公明による密室

まず、請願第1号及び同第3号についてです。

での3党合意を引き継ぎ、高齢者に更なる負担を強いる社会保

政府自民党は、昨年行われた選挙公約で、「高齢

障と税の一体改革の推進を表明しています。

者医療制度は現行制度を基本」とし、現在の高齢者

後期高齢者医療制度の論議は「国民会議」に委ねられ、後
期高齢者医療制度の廃止が長引くほど、制度の矛盾は拡大し

差別を温存することを表明しました。

ます。愛知県の保険料は、剰余金の充当や財政安定化基金を

後期高齢者医療制度の廃止の中止により、制度の

活用したにもかかわらず、昨年4月には5％の大幅な値上げと

矛盾は拡大しており、この矛盾を根本的に解消する

なりました。

には制度そのものの速やかな廃止が必要ですが、制

私達は、後期高齢者医療制度の廃止なしには矛盾を解決で

度が運用されていることを鑑み、本請願は、低所得

きないと考えております。制度を速やかに廃止して、当面元

者に愛知県独自の保険料減免制度を設けること、一

の「老人保険制度」に戻す必要があります。制度が運用され
ている状況に鑑み、後期高齢者のいのちと健康を守る立場か

部負担金減免について、生活保護基準の１．４倍以

ら、当面、次の事項の実現を求めます。

下の世帯に対して実施すること、短期保険証と資格

【請願事項】

証明書の発行を行わないこと、愛知県に対して、健

1．低所得者に愛知県独自の保険料軽減制度を設けてください。

康診査事業などへのさらなる補助を強く求め、高齢

2．一部負担金減免について、生活保護基準の1.4倍以下の世
帯に対しても実施してください。

者の保険料負担を軽減することを求めるものであり

3．保険料未納者に「短期保険証」と「資格証明書」の発行は

ます。

行わないでください。
4．愛知県に対し、健康診査事業などべの補助を強く求めて、

次に請願第2号、及び同第4号についてです。

高齢者の保険料負担を軽減してください。

「愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会」を
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構成する委員に公募による委員が選出されていませ

に関する懇談会」に公募委員を加えることを求める

ん。全国的には５県の広域連合で、また国保運営協

ものであります。
以上請願の趣旨をおくみとりいただき、皆様のご

議会では、豊橋市、岡崎市、豊田市など10市で公募

賛同をお願い申し上げて趣旨説明を終わります。

による委員が選出されています。
そこで、本請願は、「愛知県後期高齢者医療制度

本会議での賛成討論
請願第１号、同２号は岡田ゆき子議員が、同３号、
同4号は吉田正議員が賛成討論を行いました。１と

いと思います。短期保険証については、質疑でも指
摘しましたが、対面で相談をすることで、滞納が解
決しているわけですから、収納相談に力を入れるべ

３、２と４がそれぞれ同趣旨の請願、請願者が違う

きであり、短期保険証発行はするべきでありません。

ものです。岡田議員の討論を紹介します。

最後に、愛知県に対して健康診査への補助を強く
求め、保険料の軽減を求める件についてです。財政

請願第１号「後期高齢者医療制度の改善を
求める請願書」

支援については、県に要望書を提出されていますが、
未だ実現していません。健診事業の助成がされれば、

【岡田議員】請願第1号『愛知県後期高齢者医療制

その分保険料負担軽減に当てることができるわけで

度の改善を求める請願書』について賛成の立場から

すから、県に対して財政支援をしっかりと求めてい

討論を行います。

くべきです。以上の理由から、本請願の採択を求め
て討論を終わります。

まず、愛知県独自の保険料軽減制度と、医療機関
での医療費一部負担金の減免を生活保護基準の１．

請願第２号「愛知県後期高齢者医療制度に
関する懇談会に公募委員を加えることなど
を求める請願書」

４倍にすることを求める件についてです。
一般質問でも取り上げましたが、後期高齢者医療
保険料、介護保険料など社会保障にかかる負担が増

【岡田議員】請願第6号『後期高齢者医療制度の改

え続け、僅かな年金で暮らしている高齢者にとって
は、負担増が死活問題になってきています。年金額

請願２号

は年々減り続けている高齢者の実態を直視すれば、

愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会に公募委

員を加えることなどを求める請願書

国の軽減措置を待っている状況ではないということ

【請願趣旨】愛知県後期高齢者医療広域連合議会におきまして

です。

は、2009年9月24日に常設の「愛知県後期高齢者医療制度に関
する懇談会」が設置されました。

また低所得者にとって、医療の窓口負担は、受診

私達はこれまで、愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会

を控えることにつながります。実際に後期高齢者か

の傍聴を認めていただく「請願書」を提出して公開を求めてき

ら、「定期受診や検査だけでも、支払いは大変、こ

ました。同議会で論議され懇談会の傍聴を実現して頂いた事に

れで入院になれば生活が続かない」との嘆きも聞か

感謝を申し上げます。
しかし、愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会を構成す

れます。社会のために頑張って働き、貢献してきた
高齢者に、７５歳になったら、ご苦労さまでしたと、

る委員に公募による委員が選出されておりません。昨年2月の
議会における事務局長の答弁では、全国で5県の広域連合で既

国が本来、無料にするべきものだと思います。せめ

に公募による委員が選出されています。また、政令指定都市に

て、ぎりぎりの生活を強いるのではなく、生活保護

おける国民健康保険の運営協議会では、既に9市で公募による

基準1.4倍以下で減免制度を行うことは、高齢者の

委員が選出されております。愛知県においても豊橋市、岡崎市、

生活を維持していくためには必要であると考えます。
つぎに、短期保険証、資格証明書の発行は行わな

豊田市など10市で公募による委員が選出されています。
広く県民の意見が反映されるよう「愛知県後期高齢者医療制
度に関する懇談会」に公募委員を加えて頂き、活発な検討がな

いことについてです。当広域連合では、資格証明書

されることを求めます。
つきましては、次の事項の実現を求めます。

は現在まで一件も発行されていません。病気にかか

【請願事項】

るリスクの高い高齢者から、実質、保険証を取り上

1．愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会に公募委員を加

げることとなる資格者証の発行は今後も、当広域連

えてください。

合においては、発行しない立場で貫いていただきた
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善を求める請願書』について賛成の立場から討論を

活発な発言をしていただくことが本当に必要であり

行います。

ます。
そのためにも、この請願を採択していただきます

本請願は、愛知県後期高齢者医療制度に関する懇

ようお願い申し上げて討論といたします。

談会に公募委員を加える事を求める請願です。
制度開始後、第一回の懇談会で、懇談会の主目的に
ついて「現行制度を運営するにあたって、被保険者
の方や関係団体の方から広域連合に対して幅広くご
意見をいただく」ものと説明されています。しかし、
今だに委員については、被保険者の立場からは、設
立当初より愛知県老人クラブ連合会、名古屋市老人
クラブ連合会からの推薦としているのみで、「幅広
くご意見をいただく」ということでは目的が達成し
ているとは言えません。他の広域連合が既にいくつ
も実施しているように、現在の委員にとどまらず、
公募委員を募り、意欲のある人を委員として加え、

愛知県後期高齢者医療広域連合議会定例会（2013年2月8日）
態度

議案・請願（請願者）

共産党 他議員

結果

内容

愛知県後期高齢者医療広域連合議会の議員
議案
その他非常勤の職員の公務災害補償等に関
第１号
する条例の一部改正

○

○

可決

「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律」に改め、引用条項を改める

議案 愛知県後期高齢者医療広域連合証人等の実
第２号 費弁償に関する条例の一部改正

○

○

可決

本会議への参考人招致等ができるようになったこと等による
規定の改正

議案 愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者
第３号 医療制度臨時特例基金条例の一部改正

○

○

可決 条例の失効を１年延長する。2014年３月31日まで。

議案 平成23年度愛知県後期高齢者医療広域連合
第４号 一般会計補正予算（第2号）

○

○

補正額41億2488万円。補正後91億円。低所得者や健保被扶養
者の保険料軽減の財源として国から円滑運営臨時交付金39.
可決 3億円。全額基金に積み立て。人間ドック・脳ドック、肺炎球
菌ワクチン等の健康増進事業への国の調整交付金1.8億円など。
ドック15自治体（+４）、ワクチン41自治体（+20）など。

議案 平成23年度愛知県後期高齢者医療広域連合
第５号 後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

○

○

補正額8億8495万円の減額。前年度繰越金の確定による精算が
可決 ほとんど。療養給付費等の精査や東日本大震災被災者への保
険料減免や医療費負担の免除などの精算。

議案 平成24年度愛知県後期高齢者医療広域連合
第６号 一般会計予算

○

○

51億4,054万円。前年比102.98％。市町村分担金12億3,460万円。
可決 議員報酬34人174万円、職員はすべて派遣で手当等2,108万円。
電算システム運営保守委託料など。

議案 平成24年度愛知県後期高齢者医療広域連合
第７号 後期高齢者医療特別会計予算

●

○

6,790億4,366万円。前年比105.27％。保険料709億円。保険給
可決 付費6,748億円、うち療養給付費6,383億円。保健事業費22億円
など。予備費0円（2年単位の運用。昨年26億円）

●

1.低所得者に対し、愛知県独自の保険料軽減制度を
2.一部負担金減免を生活保護基準の1.4倍以下の世帯に
不採択 3.「短期保険証」と「資格証明書」の発行はしない
4.愛知県に、健康診査事業などへの補助を求め、保険料負担
の軽減を

●

不採択 1.懇談会に公募委員を加えてください。

●

1.低所得者に対し、愛知県独自の保険料軽減制度を
2.一部負担金減免を生活保護基準の1.4倍以下の世帯に
不採択 3.「短期保険証」と「資格証明書」の発行はしない
4.愛知県に、健康診査事業などへの補助を求め、保険料負担
の軽減を

●

不採択 1.懇談会に公募委員を加えてください。

請願 後期高齢者医療制度の改善を求める請願書
第１号 （全日本年金者組合愛知県本部）

愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会
請願
に公募委員を加えることなどを求める請願
第２号
書（全日本年金者組合愛知県本部）
請願 後期高齢者医療制度の改善を求める請願書
第３号 （愛知県社会保障推進協議会）
愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会
請願
に公募委員を加えることを求める請願書
第４号
（愛知県社会保障推進協議会）
態度：○＝賛成

●=反対

○

○

＊

○

○

＊

日本共産党以外の全議員は同じ態度でした。＊は三好の加藤議員も請願採択に賛成
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名古屋港管理組合議会３月定例会

一般質問（3月27日）

港の民営化でいいのか／国際バルク戦略港湾の実
態は／防災対策の進捗は／ガーデンふ頭再開発は
だれのため
山口きよあき議員
るのか理解に苦しみます。お答えください。

港湾民営化と港湾運営会社制度

一層の効率化へ民の視点を導入し株式会社で
港湾運営に利益目的の株式会社でいいのか

【企画調整室長】利用者ニーズに対応した低廉

【山口議員】名古屋港は国が進める港湾の「選

で質の高い港湾サービスの提供を目指し、港湾

択と集中」政策の中で、国際コンテナ戦略港湾

運営の一層の効率化を図るため、民の視点を導

に選ばれませんでした。国は、戦略港湾に選定

入して株式会社によって行う。

した東西の二大港湾を念頭に、コンテナ港湾の

コンテナターミナルの一元的管理の効果は

国際競争力強化を進めようとし、そのなかで港

【山口議員】コンテナターミナルの一元的管理

湾運営の民営化が推進されようとしています。
現時点での民営化とは何を指すのでしょうか。
先日の国際競争力特別委員会に提出された資料

によってどんな効果が生み出されるのか。

無利子資金の貸付等とスケールメリット

を見る限り、港湾運営を一元的に管理する特例
港湾運営会社をつくり、民の視点でコンテナター

【企画調整室長】業務を一元的に担う主体に対

ミナルの運営を行うことを港湾民営化と称して

し、無利子資金の貸付等の支援を行うことで競

いるようです。そこで先の委員会での報告につ

争力強化を図る。公共性や公平性の確保も必要

いて、いくつか質問します。

なので、指定後も国及び港湾管理者が監督を行っ

港湾運営を一元的に管理することが業務とさ

ていく。一元的管理で、ガントリークレーンを

れる特例港湾運営会社には「公共性・公平性の

始めとした上物施設の管理面でのスケールメリッ

確保」ができ「利益を追及するのではなく、利

トによる効果等が得られる。

用者に還元できる主体である必要がある」と説

導入しなかった場合に不利益があるのか

明がありました。だとすれば、この組織には利
潤追求が目的の株式会社はふさわしくないので

【山口議員】名古屋港には既に複数のターミナ

はありませんか。

ル運営を担っている会社がありますが、各社の

利益を追求せずに公共性や公平性を確保する

利害調整を担うのも一元的な管理業務だと考え

のはまさしく公が担うべき役割ではないのでしょ

ますが、その業務を特定の民間会社に委ねるの

うか。どうしてこれが民営化の中心課題とされ

が、複数の管理主体が存在する名古屋港にふさ
わしいやり方なのでしょうか。港湾運営会社制
度を導入しなかった場合にはどんな不利益があ
るのか。

無利子貸付等の支援が受けられなくなる
【企画調整室長】導入しなかった場合、上物整

質問する山口議員と
管理者（大村知事）

備に係る無利子貸付等の支援が受けられなくな
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る。

は、「中部地域での国際海上コンテナの取扱い
は、主に伊勢湾のコンテナターミナル群が連携

港湾運営会社制度の導入は地方分権に逆行

して担う」とされ、名古屋港の取組の方向性と

【山口議員】自治体港湾の運営を国が無理やり

国の政策は合致している。中部地域のものづく

方向づけるのは、地方分権化の流れに逆行する

り産業を物流面でしっかりと支えてまいります。

のではありませんか。

名古屋港独自の整備運営スタイルを国に認め
させることが必要だ

むしろ国策としての港湾の「選択と集中」政
策に素直に従えば、名古屋港も東西両港の集荷
に協力すべきだ、ということになるのではあり

【山口議員】東西両港を念頭に置いてつくられ

ませんか。

た港湾運営モデルに、無理やり名古屋港の運営
を合わせるのではなく、名古屋港独自の整備運

ものづくり産業を物流面で支えたい

営スタイルを国に認めさせることこそ必要では

【企画調整室長】港湾運営会社は国が指定する

ありませんか。わかりやすく答弁してください。

が、港湾管理者の同意が必要で、事業内容は港

民間ターミナルの先駆的な手法を維持・発展
させ、全てのターミナルで制度の恩恵を享受
できるよう、国と調整を進めたい

湾管理者が策定する港湾計画に適合することと
されております。
京浜港は東日本から、阪神港は西日本からの
集荷を目標にとり組む。国が定めた基本方針で

【企画調整室長】これまで民間活力を積極的に

2013年3月名港議会定例会議案一覧
名古屋市会選出

議案名

県議会選出

共 自 民 公 減 新 改 無 自 公 民 日

2013年度名古屋港管理組合一般会計予算

結果

備考
327億円。前年比▲3.5％。県市負担金
97億円。バルク関連施設整備1.2億円、

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 金城ふ頭護岸補強等6億円、ガーデン
ふ頭再開発642万円など

2013年度名古屋港管理組合基金特別会計予算

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 7億円。77.9％増。水族館振興基金等
34億円。▲2.4％。上屋41棟、貯木場8

2013年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 か所、荷役機械10基の利用料25億円等
2013年度名古屋港管理組合埋立事業会計予算

23億円。6.4％増。西武臨海土地造成

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 事業、第1第2貯木場埋立地など。

行財政改革推進アドバイザーの設置。
特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 日額12,600円
ついて
給与カット1年延長。専任副管理者

特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 （給料20％期末手当10％）一般職（部
の制定について
長・次長は2％、課長は1％）
旅費条例の一部改正について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 船員法の一部改正によるもの

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 自立支援法の改正によるもの
部改正について
施設運営事業の目標年度を28年度にし、

名古屋港管理組合港湾整備事業の設置等に関する
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 荷役機械13基を9基に、上屋41棟を40
条例の一部改正について
棟に見直すもの
5億6400万円の補正。事業費の精査と

2012年度名古屋港管理組合一般会計補正予算

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 高潮防潮堤1.4億円、庄内川泊地浚渫
等2.4億円など。
2億6000万円の減額補正。貸付金返還

2012年度名古屋港管理組合埋立事業会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 金、工事費負担金などの精査、
給与条例の一部改正について

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 名古屋市の職員に準じ▲0.64％

事後審査型一般競争入札で五洋・小島・
工事請負契約の締結について（稲永ふ頭廃棄物埋
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 東海特定建設工事特別企業体に9億円
立護岸築造工事（その4））
貸付た旧本庁舎で地中障害物が出たの

損害賠償の額の決定及び和解について
〇＝賛成 ●＝反対
ク：無所属クラブ

／

共：日本共産党

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 で損害賠償522万円。
自：自民党

民：民主党

公：公明党
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導入し、各時代に最適なコンテナターミナル整

リットを活かしながら、利用者ニーズに対応し

備手法で施設整備・管理運営を行ってきたため、

た港湾サービスが提供できるのではないか。

複数の管理運営主体が存在しています。そのた

特例港湾運営会社は国の支援の受け皿か

め、新たな制度には、関係者による協議会を設
置して協議を進めて、先般、特例港湾運営会社

【山口議員】導入しないとどんな不利益がある

の候補となる主体を名古屋港埠頭株式会社と想

か、国からガントリークレーンなどの上物整備

定して検討していくことが合意されたので、具

にかかる無利子貸し付け等の支援が受けられな

体的なメリットを整理・検証していく。

くなる、としか回答がありませんでした。特例

これまでの民間のターミナル借受者による先

港湾運営会社は、国の支援の受け皿としてしか

駆的な手法を維持・発展させ、全てのターミナ

存在価値がないということですか。

ルで制度の恩恵を享受できるよう、国とも必要

低コストで高質なサービスを提供する主体に

な調整を進めながら検討していく。

【企画調整室長】港湾運営会社は、支援の受け

株式会社しかできない港湾サービス、運営の
効率化とはなにか（再質問）

皿としての役割だけではなく、埠頭群の運営の
効率化に資するため、効率的なターミナルの一

【山口議員】特例港湾運営会社は自ら積極的に

体運営の促進など、民の視点による低コストで

利益を出すものではないが、利用者ニーズに対

高質なサービスを提供する主体であることが求

応した低廉で質の高い港湾サービスの提供をめ

められております。

ざして、株式会社によって民の視点を導入して、
港湾運営の効率化を図る。やっぱりよくわかり

利益を目的にしない会社へ出資する会社とは

ません。民の視点で言いながら、その株式会社

【山口議員】利益を出すのが目的ではない会社

は公が管理・監督する、設立にも港湾管理者の

に出資する会社があるのですか。また出資バラ

同意がいる、こんな民間会社があるのですか。

ンスがくずれると公正・公平な調整機能を損な

再度、数点うかがいます。

うのではありませんか。

特例港湾運営会社が、公共性・公平性、各社

出資は今後の課題。公共性・公平性は国及び
港湾管理者がチェック・監督する

（者）の調整機能を重視するなら、名古屋港管
理組合が担えばいいじゃ
ないですか。一元的管理

【企画調整室長】港湾運営会社の目的を理解い

によるスケールメリット

ただきながら出資をお願いすることは、今後の

は株式会社化とは関係あ

課題の一つ。港湾運営会社の公共性・公平性は、

りません。

国及び港湾管理者が運営計画等をチェック、監

株式会社でなければで

督することで確保していく。

きない港湾サービス、運

屋上屋を架して、効率化を阻害しないか

営の効率化とは何をさす
のですか。

【山口議員】そんなところまで管理監督される
会社が民の視点で運営されると言えるのでしょ

スケールメリットを活かし、ニーズに対応し
たサービスが提供できる

うか。港湾運営の民営化のイメージがまったく
見えてきません。ターミナル運営を担う会社が

【企画調整室長】株式会社化で事業執行などに

既に存在し、国から直に貸付を受けているのに、

関しても経営の自由度が高まり、迅速な経営判

わざわざ間に新たな会社を挟む、屋上屋を架し

断が可能になり、一元的管理によるスケールメ

て、効率化を阻害するとしか思えません。いっ
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たいどんなメリットがあるのか、もういちど答
えてください。

国際バルク戦略港湾について

無利子貸付金や国有岸壁の低廉な貸付など、
コスト低減や高質なサービスの提供が可能に

国際バルク戦略港湾の整備への国の予算は

【企画調整室長】港湾運営会社に対して行われ

【山口議員】コンテナでは国際戦略港湾にもれ

るガントリークレーン等の上物施設の整備への

た名古屋港ですが、国際バルク戦略港湾には選

最大8割の無利子貸付金や国有岸壁の低廉な貸付

定されたと張り切っているようですが、管理組

などにより、施設提供コストの低減や民の視点

合がよく比較に持ち出すいわゆる五大港はどこ

による利用者ニーズに対応した、高質なサービ

もバルク戦略港湾には選ばれていません、いや

スの提供が可能になるのではないか。

名乗りすらあげていません。地方港ばかりが選
定されています。

今後、港湾運営会社制度の導入判断に向けて

どうも国際戦略港湾と言っても名称だけで実

メリット・デメリットを検証し、関係者の意見

質が伴っていないのではないでしょうか。いや、

を幅広く聞きながら対応したい。

港湾のための戦略ではなくて、アメリカの穀物

名古屋港の独自性こそ国にアピールを（意見）

メジャー及び国内の関連大企業の利益確保のた

【山口議員】新しい会社をつくるのは、コンテ

めに日本の港湾をもっと使い勝手の良いものに

ナターミナル・港湾の管理運営の仕事をより複

改造しようとする国際戦略がこのバルク戦略港

雑にし、効率化に逆行するとしか思えません。

湾なのではないか、と私は考えるようになって
きました。

またメリット・デメリットの検証と言われま

埋立事業に本格的に取り組む予算が提案され

したが、制度導入に伴うデメリットもあるとい

ていますが、もういちど落ち着いてバルク問題

うことなのであわせてよく検討してください。

について冷静に検討する必要があるのではない

国の基本方針では、名古屋港は中部地域のも
のづくりを支える港だと位置づけられていると、

でしょうか。そこで以下、数点うかがいます。

答弁されました。その通りです。東西両港とは

国策だといわれますが、バルク戦略港湾に選

ちがうのです。例えば国の基本方針では、近畿

定された港湾の整備について、国の新年度予算

について、中国・四国・九州地域の広域から貨

で具体化されたものは何かありますか。

物を集約する、と書いてある。中部はどうです

私には見つけることができませんでした。名

か。中部のなかでも東部は京浜港と連携せよ、

古屋港及び全国のバルク戦略港湾に選定された

とあります。北陸は、東アジアやロシアとの航

港湾につけられた国の予算を教えてください。

路誘致を行うとあり、伊勢湾に貨物を集約する

具体的な内容や予算規模は明らかでない

とはなっていません。

【企画調整室長】平成25年度国土交通省港湾局

東西両港と規模も役割や機能もちがうのに、
同じ港湾運営の仕組みが

関係予算概要で、国際バルク戦略港湾の機能強

必要ですか。名古屋港の

化に向けた取組内容は、「資源・エネルギー等

独自性こそ国に強くアピー

の広域的・効率的な海上輸送ネットワークの拠

ルすべきです。

点となる大型輸送船に対応した国際物流ターミ

この民営化議論は今後

ナルの整備」や「企業間連携の促進を図る埠頭

も続けたいと思いますが、

運営者が行う荷さばき施設等の整備に対する補

今日はこのくらいにして

助と税制特例措置」等が示されているが、取組

おきます。

の具体的な内容や予算規模は明らかでない。
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意見交換を行っている。

国際バルク戦略港湾に対する国の推進施策は
企業への優遇策のみでは

穀物関連産業を取り巻く動向に注視しながら、
コンビナートの形成について取り組みたい。

【山口議員】どうもみていると、国のバルクに

埋立事業のスキームは変わらないのか

関する推進施策は税の減免など関連企業への優
遇策ばかりのように見えます。港湾の整備につ

【山口議員】始まった埋立事業はバルク戦略港

いてコンテナ国際戦略港湾で盛り込まれたよう

湾に特有の制度を活用しているのか、それとも

な支援策はあるのでしょうか。

いままでの埋立事業と同じスキームのままなの
ですか。

国の支援策の充実について要請したい

売却を目的とした臨海用地造成事業

【企画調整室長】国際バルク貨物の海上輸送ネッ
トワークの拠点となる港湾で、一定の要件を満

【企画調整室長】新食糧コンビナート用地の事

たす埠頭において、企業間連携の促進に資する

業スキームは、従来と同様に売却を目的とした

埠頭運営を行う者が、国の補助を受けて取得し

臨海用地造成事業としております。公共桟橋や

た荷さばき施設等について、固定資産税・都市

背後の荷さばき地等の整備は、国際バルク戦略

計画税に係る特例措置の創設を目指しておりま

港湾施策の推進に向けた国の更なる支援策を要

す。

請したい。

現時点では、国際バルク貨物の輸送に向けて

無謀な大型公共事業になる危険性（意見）

企業間連携の促進を図る事業者への支援策となっ
ているが、今後とも国に対し、地元関係者や選

【山口議員】結局、現時点では、具体化されて

定港湾等と一丸となって、国際バルク戦略港湾

いるのは企業への支援だけ。港湾の整備につい

施策の推進に向けた国の支援策の更なる創設や

ては国から何も具体的な支援がないということ

充実について要請したい。

がわかりました。バルク戦略港湾は、いまのま
までは無謀な大型公共事業になる危険性が大き

新食糧コンビナート用地は売却できるのか

い、と指摘しておきます。

【山口議員】穀物関連企業の意向は、TPP交渉の

防災対策について

行方など、今後の経済動向に大きく左右される
と思いますが、埋め立てて造成する食糧コンビ

耐震強化岸壁の耐震性調査について

ナート用地を確実に販売できる保証はどこにあ
るのでしょうか。

【山口議員】南海トラフで発生が予測される巨
大地震と津波に対する第二次の被害予測調査が

TPPの動向も含め、鋭意、企業ヒアリングや意
見交換を行っている

先日発表されました。しかし、港湾施設の被害
状況ひとつとっても統計的手法を使った国の推

【企画調整室長】新食糧コンビナートの形成は、

計値として公表されているだけであり、詳細は

穀物の安定的かつ安価な供給の確保、穀物関連

今後の愛知県からのデータ公表を待つしかない

産業全体の競争力強化を目指し、穀物関連企業

というのが現段階だと思います。

とともに計画した。TPP（環太平洋パートナーシッ

それでも先の議員総会では、防災についての

プ）による穀物関連企業への影響は不明ですが、

取り組みがいくつも紹介されました。そのなか

コンビナート用地の埋立計画作成時から現在に

でも今回は、名古屋港基本計画の改定の重要な

至るまで、国際バルク戦略港湾施策の実現に向

要素となるであろう耐震強化岸壁と広域的な防

け、TPPの動向も含め、鋭意、企業ヒアリングや

災拠点にしぼって数点うかがいます。
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名古屋港にはいま耐震強化岸壁が７バース整
備されています。ところが議員総会では、現在、

内陸部へ防災拠点（愛知県）との整合性は

既存の耐震強化岸壁の耐震性調査を行っている

【山口議員】名古屋港基本計画の改定案には、

と説明がありました。こう聞いて多くの皆さん

広域的な防災拠点の候補地がいくつか挙げられ

は疑問と不安を感じたのではないでしょうか。

ていますが、愛知県の基幹的広域防災拠点につ

耐震強化した岸壁のはずですが耐震性に不安

いての考え方では、臨海部では津波の危険があ

があるということなのですか。それとも耐震の

り、内陸部に防災拠点をつくるべきとなってい

基準が変わったのか。そうだとしたら新しい基

るのではありませんか。名古屋港が整備しよう

準に適合しない場合はどうするのか。耐震強化

とする広域的な防災拠点の考え方は、県の構想

岸壁とはそもそもどんな地震に耐える岸壁のこ

と整合性がとれているのでしょうか。

とを指すのか。あわせて説明してください。

基幹的広域防災拠点の候補地にいちづけ

最新の基準で耐震性調査し、対策をすすめる

【企画調整室長】平成23年度に愛知県が独自に

【建設部長】既存の耐震強化岸壁は、それぞれ

行った「基幹的広域防災拠点候補地調査」には、

建設当時の基準に基づき建設されている。平成

司令塔機能を担うコア拠点の立地として、津波

19年7月改訂の最新の基準では、最大級の強さの

被害リスクの少ない内陸部を、コア拠点と連携

地震が発生後、軽微な修復により速やかに使用

して高次支援機能を担うサブ拠点として名古屋

できることと位置づけられている。

港等を提示していた。その後、「東海・東南海・

国及び愛知県で想定地震や津波高さなどの見

南海地震対策中部圏戦略会議」が、平成24年

直しが行われる中、緊急支援物資を取扱う耐震

11月にとりまとめた「中部圏地震防災基本戦略」

強化岸壁について耐震性能の確認が必要と判断

で、基幹的広域防災拠点の候補地として、司令

し、耐震性調査を行っている。性能が不足となっ

塔機能の三の丸地区と静岡県庁、高次支援機能

た場合、必要な対策を遅滞なく進める。

の名古屋港、県営名古屋空港及び富士山静岡空
港の5ヶ所が位置付けられた。同基本戦略の中で

仙台港の耐震強化岸壁の破損からの教訓は

は、高次支援機能を担う本港に求められる機能

【山口議員】東日本大震災では仙台港でも耐震

として、緊急支援物資の受入・中継・分配機能、

強化岸壁が破損しました。その原因と対策は明

広域支援部隊等のベースキャンプ機能、災害医

らかになったのでしょうか。そこから名古屋港

療支援機能などが挙げられており、これらの機

の防災に活かすべき教訓は何か。

能が発災後早期に発揮できるよう配慮すべきで
あると認識している。

予想の倍以上の地震動や津波による裏埋土流
出などが原因。

広域的な防災拠点と耐震強化岸壁はセットで

【建設部長】耐震強化岸壁が破損した原因とし

【山口議員】広域的な防災拠点と耐震強化岸壁

ては、設計時に想定した地震動の倍以上の地震

は当然セットで考えるべきだと思いますが、両

動が作用したことや沖合取付部に水叩きの沈下

者の整備に対する基本的な考え方をうかがって

が生じ、その後来襲した津波で裏埋土が流出し

おきます。

たことによると、国土交通省より聞く。平成

耐震強化岸壁は必要数や適正配置をまとめ、
基幹的広域防災拠点に必要な港湾施設を整備

23年12月までに復旧工事を完了し、平成24年1月
から岸壁の供用を再開した。

【企画調整室長】耐震強化岸壁は、平成25年度

今後の耐震強化岸壁の検討にあたり、東日本

を目途とする港湾計画改訂の中で、愛知県の地

大震災の教訓を活かしたい。
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域防災計画の見直しや被害想定を注視しながら、

改良する可能性のある岸壁について、幅広く意

必要数や適正配置等をとりまとめる。

見を聴取しながら、耐震強化の検討を進めてい

基幹的広域防災拠点に必要な港湾施設は、緊

く。

急支援物資を陸揚げする耐票強化岸壁や、十分

今後、愛知県の被害想定の結果を踏まえ、地

な規模のオープンスペースを有する防災緑地に

域防災計画とも整合を図りながら、既存の岸壁

加え、これらを結ぶ緊急輸送道路の整備が必要

を含め、必要な数を適正に配置した耐震強化岸

と考えている。

壁を港湾計画に位置付ける。

耐震強化岸壁の必要数や適正配置は（再質問）

ガーデンふ頭再開発について

【山口議員】港に求められる防災拠点機能は、
指揮機能でなくサブ拠点であり、高次支援と呼

民間事業者による開発が全ての前提なのか

ばれますが要するに、物資の中継分配機能なの
です。広場があればいい。港には一定の空間、

【山口議員】イタリア村の破たんから約５年に

十分な規模のオープンスペースを確保すること

なりますが、ガーデンふ頭の再開発はなかなか

が防災上、必要です。スペースがあるからと、

その姿が見えてきません。そればかりか、管理

どんどん施設をつくる、開発すればいいのでは

組合当局からの報告は、民間事業者からの提案

ありません。開発と防災、バランスをよく考え

を待つだけで、しかも民間事業者から進出が困

てください。

難な理由が示されると、開発すべき区域が次々

耐震強化岸壁、仙台では「設計時に想定した

に拡大されていくようです。このままではどう

地震動の２倍以上」の揺れがおそったとの答弁

なるか、大いに不安を覚えます。そこでうかが

でした。名古屋港の耐震強化岸壁の性能も気に

います。

なります。しっかり調査して下さい。

ガーデンふ頭の再開発は、もうガーデンふ頭

先日見せていただいた基本計画案では耐震強

東側の再開発から、いつの間にかガーデンふ頭

化岸壁を５バースつくるとなっていましたが、

全体の再開発になっているようですが、ここで

どんな性能を持った施設をどこへどれだけ配置

の再開発は、民間事業者によることが絶対条件、

するのか、基本的な考えを示してください。

前提条件なのですか。

国の被害予測の概要が示されましたが、県の

民間活力の導入が重要な役割を果たすので民
間事業者が進出するための支援を行う

地域防災計画の改定は６月頃と聞いています。
その前に、パブリックコメントにかけるという
港の基本計画では５つ新設する、場所はここ、

【総合開発担当部長】ガーデンふ頭には、地元

と決められるのでしょうか。

を始め、各方面からさらなるにぎわいづくりに
向けた開発の要望がある。

耐震強化岸壁についても、国や県の防災計画

再開発には、にぎわいの創出を図る観点から、

と名古屋港の基本計画との整合性はとれている

民間活力の導入が重要な役割を果たし、公共事

のか。再度うかがいます。

業は民間事業者が進出するための支援を行う役

県の被害想定や地域防災計画とも整合を図り
ながら、必要な数を適正に配置した耐震強化
岸壁を港湾計画に位置付ける

割がある。

開発区域の拡大や民間事業者による開発の条
件を、いつ誰が決めたのか

【企画調整室長】基本計画案における耐震強化
岸壁は、地域的側面、岸壁の方向、背後の道路

【山口議員】そうだとしたら、そんな条件をい

やふ頭利用の状況などの観点から、今後整備、

つ誰が決めたのですか。
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敷地ではありませんか。

意向調査やアンケートで民間事業者の進出を
前提に、拡大することで事業化の可能性

民間事業者から、邪魔だからどいてくれ、と言
われたらこの庁舎も移転するのですか。

【総合開発担当部長】イタリア村跡地であるガー

存在を前提としてガーデンふ頭再開発を進め
ている

デンふ頭東地区の再開発には、公共としての事
業の関わり方や民間活力の活用方針などの検討
を進めることとした。

【総合開発担当部長】本庁舎建設に当たり、港

その後、民間事業者の進出の可能性があるこ

湾業務機能の集積状況及び危機管理面における

とが意向調査で判明したため平成22年3月に、民

迅速な初動体制の確保・港湾関係官公庁との連

間事業者の進出を前提とした事業化方策の検討

携等を勘案し、現在の場所を適地としたもので

を行っていくことにした。

あり、これらの建物については、その存在を前

開発区域の拡大は、事業の推進を図るため、

提としてガーデンふ頭再開発を進めております。

平成23年度に事業者に対して行った開発の可能

なお、事業者への意向調査では、海・港の眺

性に関するアンケートの結果、「開発区域を拡

望が活用できる、ふ頭前面周辺での施設展開の

大することで事業化の可能性がある」と判断し

アイデアがありました。

たため、平成24年3月に、ガーデンふ頭全体の開

大企業の利益追求のために市民の憩いの空間
を奪うことになるのではないか

発の方向性を検討していくとした。
これらの件は、その都度、議会に報告、説明
させていただいております。

【山口議員】どんな提案を期待しているのかわ
かりませんが、つどいの広場をはじめ、ガーデ

開発エリアを次々拡大し、いま一番の障害は
本庁舎になったのではないか

ンふ頭の公益性・公共性を踏まえた計画でなけ
れば、到底認めることはできません。イタリア

【山口議員】ヒアリングした事業者の言われる

村のツケを、今度は緑地の減少という形で市民

ままに開発対象エリアが次々に拡大してきてい

県民に押しつけることになりかねません。

ます。

いまのままのやり方では、進出企業の利益追求

議員総会で配布された資料の図面を見ると、再

のために市民県民の憩いの空間が奪われること

開発の一番の障害は港湾会館とこの本庁舎、そ

になりはしませんか。

して先日、港署に統合された旧水上署の建物と
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しっかりとしたコンセプトで、幅広く声を聞
き、取り組むよう（意見）

つどいの広場等はガーデンふ頭に必要な機能
【総合開発担当部長】ガーデンふ頭再開発は市
民に親しまれる港を目指して、さらなるにぎわ

【山口議員】にぎわいの創出が住民の要望で、

いと地区の活性化を図る目的で行うもの。みな

そのためには民間活力の導入が重要だという答

と祭を始めイベント等で活用されているつどい

弁でしたが、名古屋市内のにぎわいは、水族館

の広場や、海や港の風景が眺められる施設、憩

でも科学館でも動物園でも民間でないところが

いの場となる緑地は、ガーデンふ頭に必要な機

高い集客力を発揮しています。いま金城ふ頭に

能で、これらの機能を引き続き確保することで

おいて、みなさんがいうところの民間活力を導

事業者に対して開発アイデア検討をお願いして

入したにぎわいづくりが進もうとしている。
ガーデンふ頭には独自のコンセプトが必要で

いる。

企業呼び込み型一辺倒という発想を切り替え、
幅広く県民・市民参加で総合的な検討を行う
べきではないか

す。あせらずに、県民市民の声を活かした再開
発を、幅広く検討していただきたい。
ふ頭施設全面での展開を検討している事業者
もあるということですが、管理組合庁舎から海

【山口議員】ガーデンふ頭エリア全体を対象と

が見えなくなる開発になるかもしれないという

なる再開発というのならば、民間企業だけを対

ことですよね。

象にした事業者公募・提案まずありきではなく、

しっかりとしたコンセプトをもち、幅広く声
を聞き、開発に取り組むように要望します。

市民県民からも広くアイデアを募るなど、開発
の発想を変えることが必要ではないでしょうか。
現状の緑地と広場を維持してほしいとの声は少
なくありません。
もう企業呼び込み型一辺倒という発想を切り
替える時ではありませんか。
ガーデンふ頭のあり方について、幅広く県民市
民参加で総合的な検討を行うべきではないかと
考えます。

いろんな機会に県民・市民ニーズの把握に努
めたい
【総合開発担当部長】再開発は、にぎわいの創
出を図る観点から、民間活力の導入が重要な役
割を果たす。県民・市民ニーズの把握は、港ま
ちづくり連絡会や、港まちづくり協議会、築地
ポートタウン計画改訂時の住民意見交換会、イ
ンターネットやイベントにおけるアンケートな
どで行い、これらで出されたニーズも踏まえて、
ガーデンふ頭再開発の方向性を決めている。
今後も、これらの機会を通じて、県民・市民
ニーズの把握に努めたい。
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声明・申し入れなど
11月議会以後、２月議会終了までに市議団が行った申し入れや見解、声明、談話などは次の通りです。
１、嘱託職員不正採用問題の真相解明に関する申し入れ（12月25日）
２、嘱託職員不正採用問題の真相解明に関する申し入れ（12月25日）
３、渡辺義郎議員の議会への説明について（団長談話）（12月27日）
４、2012年度予算編成(市長査定)にあたっての重点要望（1月20日）
５、大量の早期退職による学校の混乱を回避するための申し入れ（2月20日）
６、2013年度名古屋市予算案について（団長談話）（2月21日）
７、２月議会を終えて（3月22日）
８、３月臨時会を終えて（3月29日）

嘱託職員不正採用問題の真相解明に関する申し入れ
2012年12月25日
名古屋市会議長
中川 貴元 様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 わしの恵子
名古屋市は２１日、２０１０年４月に実施した嘱託職員の採用試験で、市職員が答案を改ざんして男性１人
を不正に合格させていたと発表した。市は、虚偽有印公文書作成・同行使の容疑で職員３人を愛知県警に告発
し、本日、愛知県警は３人を書類送検した。
しかも、告発された３人のうち一部は、自民党市議からの依頼があったと説明しているといわれ、不正に採
用された男性が、同市議に毎月献金していることも明らかになった。同市議は「口利き」について「記憶にな
い」と話しているそうだが、市職員による採用試験結果の改ざんという不正は、外部からの働きかけがない限
り考えられない行為であり、「口利き」疑惑も含めて徹底した真相の解明が求められている。
名古屋市会は、２００３年に発覚した市の道路清掃事業をめぐる談合汚職事件で、本市会の議員があっせん
収賄容疑で逮捕・辞職する事態を受けて、二度とこのような不祥事が繰り返されることがないよう「綱紀の粛
正に関する決議」をあげるとともに、「特定の者のため、良識を疑われるような取り計らいをしない」などの
行為規範を盛り込んだ「名古屋市会議員政治倫理綱領」を定めている。ところが、またもや市会議員による
「口利き」疑惑をはらんだ不正が発覚したのであるから、本市会としても事態の重大性を深刻に受け止めなけ
ればならない。
今後、司直による解明や市による調査が進められるだろうが、議員の「口利き」が取り沙汰されているだけ
に、本市会も真相解明に大きな責任を負っている。「政治倫理綱領」でも、「議員は、政治倫理に反する事実
があるとの疑惑を受けたときは、自ら進んで疑惑を解明し」なければならないとされている。
そこで、地方自治法第100条にもとづく調査特別委員会など、この問題について調査・究明する場を設けて、
本市会としても真相の解明に全力をあげるよう申し入れるものである。

嘱託職員不正採用問題の真相解明に関する申し入れ
2012年12月25日
名古屋市会議長
中川 貴元 様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 わしの恵子
名古屋市は２１日、２０１０年４月に実施した嘱託職員の採用試験で、市職員が答案を改ざんして男性１人
を不正に合格させていたと発表した。市は、虚偽有印公文書作成・同行使の容疑で職員３人を愛知県警に告発
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し、本日、愛知県警は３人を書類送検した。
しかも、告発された３人のうち一部は、自民党市議からの依頼があったと説明しているといわれ、不正に採
用された男性が、同市議に毎月献金していることも明らかになった。同市議は「口利き」について「記憶にな
い」と話しているそうだが、市職員による採用試験結果の改ざんという不正は、外部からの働きかけがない限
り考えられない行為であり、「口利き」疑惑も含めて徹底した真相の解明が求められている。
名古屋市会は、２００３年に発覚した市の道路清掃事業をめぐる談合汚職事件で、本市会の議員があっせん
収賄容疑で逮捕・辞職する事態を受けて、二度とこのような不祥事が繰り返されることがないよう「綱紀の粛
正に関する決議」をあげるとともに、「特定の者のため、良識を疑われるような取り計らいをしない」などの
行為規範を盛り込んだ「名古屋市会議員政治倫理綱領」を定めている。ところが、またもや市会議員による
「口利き」疑惑をはらんだ不正が発覚したのであるから、本市会としても事態の重大性を深刻に受け止めなけ
ればならない。
今後、司直による解明や市による調査が進められるだろうが、議員の「口利き」が取り沙汰されているだけ
に、本市会も真相解明に大きな責任を負っている。「政治倫理綱領」でも、「議員は、政治倫理に反する事実
があるとの疑惑を受けたときは、自ら進んで疑惑を解明し」なければならないとされている。
そこで、地方自治法第100条にもとづく調査特別委員会など、この問題について調査・究明する場を設けて、本
市会としても真相の解明に全力をあげるよう申し入れるものである。

渡辺義郎議員の議会への説明について（団長談話）
2012年12月27日
日本共産党市議団長 わしの恵子
１２月２６日、名古屋市議会の団長・幹事長会において、嘱託職員の不正採用問題で「口利き」をしたので
はないかとされている渡辺義郎議員から説明がありましたが、その内容は「記憶がない」の一点張りであり、
疑惑が晴れたわけではありません。
日本共産党市議団は真相解明を申し入れましたが、現時点での百条委員会の設置については、議会運営委員
会理事会で見送られました。今後、捜査過程での新たな事実が発覚した場合はもちろん、議会としての真相解
明をすすめていくために、百条委員会も含めた対応を求めていきます。

２０１3年度予算編成(市長査定)にあたっての重点要望
2013年1月18日
名古屋市長

河村 たかし

様
日本共産党名古屋市議団
団長 わしの 惠子

1月10日に公表された2013年度予算財政局案は、市民要求にもとづく新規事業の多くが未計上とされるなか、
保育料の値上げなど市民に新たな負担を強いる施策が盛り込まれており、くらしに冷たい予算案と言わざるを
えません。一方で四月の市長選挙を控え、河村市長が打ち上げてきた多大な費用を要する数々の大型事業は予
算計上を見送りましたがこれは当然です。
さて民主党政権への厳しい批判のなかで行われた総選挙の結果、自民・公明の安倍内閣が誕生しました。
安倍政権は、震災復興とデフレ不況からの脱却を旗印に大型公共事業の推進、輸出大企業の競争力強化など、
バラマキ型の予算編成をすすめています。借金を膨大に増やしてでも見かけ上の経済成長を実現しようとする
のは消費税増税の環境を整えるために他なりません。しかし国民の所得が増えないまま、物価上昇と増税とな
れば景気の悪化は必至です。いま必要なことは、国政でも市政でも、国民の懐を温めて内需の拡大をはかり健
全な成長を実現することです。
また、原発の再稼働や新設を容認し、憲法９条の改悪をすすめる安倍内閣の危険な動きについても私たちは
到底、容認できるものではありません。
このような新政権の大型補正を含む予算編成作業の進み具合により、本市の予算編成作業も少なからず影響
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を受けますが、大切なのは何よりも市民の安全とくらしを最優先に、市民の声を反映した予算編成に努めるこ
とです。
しかし今回の予算編成過程ではパブリックコメントの結果も明らかにされない段階で財政局案がつくられま
した。予算編成への市民参加を進めるうえで問題であると指摘しておきます。
私たちは、昨年9月26日に「2013年度予算編成にあたっての要望」80項目を提出しました。要望の基本である
以下の四つの柱は現時点でも変わりません。
1.新自由主義的な市政運営の転換を求める
2.公的福祉を解体せず、医療・介護・保育・教育の充実で市民生活を守る
3.雇用拡大と中小企業の活性化で、名古屋経済の内需拡大型成長をめざす
4.脱原発宣言を行い、防災と環境を重視したまちづくりをすすめる
この視点から、財政局案を踏まえて、あらためて日本共産党市議団として以下の要望（24項目）を提出しま
す。予算編成に反映されるよう要望いたします。
記
１）未計上とされた事業のうち切実な市民要求にもとづく事業の実施を求める
(ア)小・中学校の普通教室の冷房化
(イ)いじめ対策・不登校対策の充実
(ウ)重症心身障害児者施設の整備
(エ)街路灯への海抜表示
(オ)瑞穂文化小劇場の建設
(カ)民間鉄道駅舎へのエレベーター等設置補助
(キ)議会報告会の開催など議会情報の市民への積極的発信
２）市民負担の増大と福祉など公的責任の後退につながる施策の撤回を求める
(ア)保育料（保育所徴収金）の5.1％（二年間で10.1％）もの値上げ
(イ)第３子以降３歳未満児の保育料無料制度への所得制限導入・有料化
(ウ)公立保育所の社会福祉法人への移管（市立保育園の民間移管）
(エ)留守家庭児童健全育成事業助成の削減（国基準との差額緩和措置廃止）
(オ)トワイライトルームの実施
(カ)障害者福祉施設運営費補助金（管理費改善費）の廃止
(キ)生活保護適正実施推進事業の名による警官ＯＢ嘱託員の区役所配置
(ク)中央看護専門学校の看護師養成数（看護学科定員）の削減
(ケ)男女平等参画推進センターの女性会館への移設
(コ)志段味図書館及び生涯学習センターへの指定管理者制度の導入
３）予算計上された事業の充実のために必要な施策をすすめる
(ア)南京市友好都市提携35周年記念事業を意義あるものとして確実に開催するためにも、河村市長の南京大虐
殺否定発言を速やかに撤回し、侵略戦争と植民地支配への真摯な反省の姿勢を示す
(イ)中小企業振興基本条例の制定を見込んだ施策の具体化のために、市職員による中小企業への訪問調査を行
い、中小企業とりわけ特別の配慮を要する小規模事業所の現状と課題を把握する
(ウ)太陽光発電の普及推進のために市施設の「屋根貸し」を環境局所管施設にとどめず市が所管する全施設に
拡大するとともに、「市民共同発電所」事業など市民が参加する取り組みを支援する
(エ)国保料算定方式の変更に伴い負担増となる市民に対し、更なる負担軽減措置を一般会計からの繰り入れも
行い創設する
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４）新たな税金の浪費につながる不要不急の大型事業は予算計上しない
(ア)リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進
(イ)名古屋駅周辺公共空間整備（笹島地下通路の延伸）
(ウ)名古屋城天守閣の木造復元

大量の早期退職による学校の混乱を回避するための申し入れ
2013年2月20日
名古屋市長 河村 たかし 様
名古屋市教育長 伊藤 彰 様
日本共産党名古屋市会議員団
団 長 わしの 恵子
名古屋市教育委員会は15日、３月末に定年を迎える名古屋市立学校の教職員289人のうち、３分の１に当たる
96人が２月末で退職する意向を示したと発表しました。早期退職者のうち91人は教員で、学級担任45人が含ま
れます。学校生活にとってきわめて重要な時期に、少なくない教員が２月末退職することは学校運営に混乱を
きたすことは明らかです。
今回の事態を招いた根本原因は、昨年衆議院解散当日の11月16日に、自民党、公明党、民主党などが、国家
公務員退職手当の大幅削減法を、まともな審議もせず強行し、それが地方公務員にも押しつけられたことにあ
ります。
愛知県ではこれに呼応して、12月県議会で県職員の退職金を大幅に引き下げる条例が可決され、年度途中の
３月１日から施行されることになりました。この責任は、十分な準備も労使間の議論も尽くさず、国の言いな
りに条例案を提出した知事と、十分審議を尽くさず可決成立させた県議会の各党にあります。しかも、12月県
議会で年度途中退職の条例を決めたのは16都府県にすぎません。
日本共産党は、1月30日に県知事と県教育長に対して、①２月定例県議会冒頭に緊急上程し、退職手当改正条
例の施行期日を平成25年4月1日に変更すること、②２月末で６０歳を既に迎え定年退職扱いとなる職員・教員
については、臨時的採用職員や再任用職員などで引き続き働けるようにすることを申し入れ、その実現を求め
ています。
同時に、３割をこえる２月末退職者が生まれ、学校運営にとって重大な支障をきたす事態が明らかになった
現時点で、名古屋市として可能なあらゆる手立てを講じて、児童生徒への教育活動や学校運営への混乱を回避
することが求められます。文部科学省も1月25日付けの通知で、県教育委員会とあわせて政令市教育委員会に対
して「児童生徒への教育活動や学校運営に支障が生じないよう、代替教職員の確保等の方策により適切に対応｣
すること求めています。
よって、以下の対応を求めます。
記
１、愛知県知事に対して、退職手当改正条例の施行期日を平成25年4月1日に変更し、今年度末で定年退職予定
の教職員が、安心して定年まではたらくことができるようはたらきかけること
２、上記の対応が不可能な場合、２月末で定年退職扱いとなる教員については、臨時的採用職員などとして、
３月末まで引き続き同一の職場で働くことができるような措置をとること

２０１３年度名古屋市予算案について
2013年2月21日
日本共産党名古屋市会議員団
団長
わしの 恵子
河村市長は2013年度一般会計予算案など、２月定例会議案を公表しました。４月に市長選挙が行われること
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から、市長肝いりの「おもしれぇナゴヤ」関連事業は計上されず、喫緊の課題を基本に予算編成したとされ
ています。一般会計は1兆256億円と前年度比0.3％減、全会計の合計は2兆6,264億円で前年度比1.3％増と、大
枠は変わりません。
市税収入は前年度比158億円（3.3％）増となっていますが、市民税減税は112億円で、大企業と富裕層に手
厚い減税が継続されます。
行財政改革で総額255億円を見直したとしています。この中には、「減税」の財源づくりのために、市民負担
の増大と公的福祉の後退につながる施策が数多く盛り込まれています。
なかでも、保育料は４億３千万円の負担増で世帯年収347万円以上は値上げの対象となり、利用者の75％が
値上げです。今でも県下54自治体中９番目に高いのに、２年連続値上げ（合計で10.1％増）により、県下
54自治体中２位の高額保育料に（他自治体を固定と仮定）。これまで無料の第３子以降３歳未満児は、所得
制限の導入で有料化。待機児童がいるのに公立保育園４園を廃止、今後６年で１５園を廃止民営化する計画
です。
国保料は算定方式の変更にともない、加入世帯の３分の１にあたる10万7千世帯に、平均３万３千円の負担増
が押し付けられます。
公的責任や福祉の後退につながる問題として、中央看護専門学校の看護師養成数削減、青少年宿泊センター
駐車場の有料化、民間保育所運営費補給金の削減、学童保育運営費補助の削減に加え、学童つぶしにつなが
りかねないトワイライトルーム（有料）の実施、障害者福祉施設運営費補助金の管理費改善費を３年で廃止、
志段味図書館と生涯学習センター３館（中村、熱田、名東）に指定管理者制度が導入されるなどがあります。
「名古屋版事業仕分け」を口実にした敬老パスの見直し、平成２６年度からの市営住宅駐車料金値上げの検
討、男女平等参画推進センターを女性会館に無理やり移転、生活衛生センターのファーブル号廃止など、市
民サービス切り捨て施策が盛り込まれています。
市民要求が切実でも、小中学校の教室へのエアコン設置、民間鉄道駅舎へのエレベーター設置などは、予算
計上が見送られました。
新たな税金の浪費につながりかねない、リニア新幹線開業を見据えたまちづくりの推進が計上されています
が、そもそもリニア新幹線を建設する必要性はあるのでしょうか。また、名古屋駅周辺公共空間整備―笹島
地下通路の延伸は、ムービングウォーク（動く歩道）など巨額の費用が投入されます。金城ふ頭開発につい
ても精査が必要です。
市民の運動で前進・充実する施策もあります。重症心身障害児者施設の建設、街路灯への海抜表示、志段味
地区雨水浸水対策、市施設への太陽光発電設備の設置、いじめ対策の拡充、不登校対策のサテライトスクー
ル整備、発達障害対応支援員の増員、中小企業振興基本条例は「小規模事業者の事情に配慮」が挿入されて
提案されます。
２０１３年度予算案は、国が消費税増税や社会保障切捨てなど、国民負担の流れを強めるもとで編成されま
した。大型補正予算も含め、ムダな公共事業推進にならないかチェックするとともに、市民のくらしと命を
守る防波堤となる市政実現へ、市民の運動と結んだ論戦をすすめる決意です。

２月定例会を終えて
2013年3月22日
日本共産党名古屋市議団
◆名古屋市会２月定例会は2013年度一般会計予算など55議案を可決し、閉会しました。日本共産党名古屋市会
議員団は、名古屋市中小企業振興基本条例の制定など39議案に賛成しました。保育料の２年連続大幅値上げ
や国民健康保険料の算定方式の変更に伴う保険料引き上げなどの負担増を市民に強いるとともに、学童保育
助成の緩和措置の廃止、公立保育園の廃園・民営化の推進、志段味図書館への指定管理者制度の導入など市
民サービスと行政責任を後退させる一方で、リニア中央新幹線の開業を前提にした「名古屋改造」の検討な
どあらたな税金の無駄づかいにつながる大型開発事業が盛り込まれた一般会計予算案など16議案には反対し
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ました。
◆党市議団は、市民の切実な願いの実現をめざし、論戦を行いました。わしの恵子団長が代表質問に立ちまし
た。わしの団長は保育料値上げを盛り込んだ予算案を市民いじめと批判し保育料値上げは撤回すべき、生活
保護費削減の影響と対応、県福祉医療見直し案への態度、敬老パスの制度は守り拡充すべき、笹島の巨大地
下通路建設など急ぐ必要のない大型開発計画を見直し、税金をくらしの支援に使うべきと市長に迫りました。
市長は予算案について、庶民を支える予算と強弁しました。わしの議員が中小零細業者は何に困っているか
を把握するため、職員が直接業者を訪問し、調査するよう求めたのに対して、市長は「実行させます。この
場で指示します」と答えました。
◆個人質問には、さはし議員と山口議員が立ちました。さはし議員は放課後子どもプランモデル事業からトワ
イライトルームへの移行について質問し、モデル事業が実施されている広路小学校のモデル事業の登録児童
数は７人程の一方で、料金が高額でも学童保育には３２人が登録されている例も示し、トワイライトルーム
の本格実施を進めるべきでなく学童保育の充実こそ行うべきと指摘しました。山口議員は若者の雇用と自立
支援について質問し、青年の中小企業への就職を促進するよう求めるとともに奨学金返還支援制度を提唱す
ると、市長は「こんなええことはない。勉強させて」と答弁しました。議員提案２条例案のうち「名古屋市
児童を虐待から守る条例」案について、田口議員が、深刻化する児童虐待に対応して名古屋市における虐待
防止施策を飛躍的に前進させる契機とするために質疑を行いました。
◆保育料の値上げ提案（２年連続、平均10.1％の値上げ）に対し、多くの保育関係者と父母による反対の要請
行動がとりくまれました。日本共産党は、本会議でも委員会審議でも反対を表明し、撤回を求めて論戦の先
頭にたちました。予算案には修正が加えられ、保育料値上げをストップさせることができました。市民の世
論と運動の画期的な成果です。自民、公明、民主、新政会の修正案は、保育料の値上げのみ修正する提案で
減税や市民サービスカットなど予算案の原案を容認するものであるため、党市議団は「保育料値上げの撤回
には大賛成」と表明しつつ、反対しました。
◆党市議団は、①市民税減税の実施見送り（112億円）、②税金のムダづかいと浪費につながる大型開発の中止
（11億円）、③それによって生み出した財源（約124億円）を、保育料値上げ中止や国保料負担増の解消、介
護保険料の引き下げ、奨学金返還支援制度の創設、住宅リフォーム助成制度の創設、小学校３年生までの30
人学級拡大、小学校給食無料化など市民のくらしと福祉にふりむける一般会計予算の組み替えを市長に求め、
予算の組み替え動議を提出し、岡田ゆき子議員が趣旨説明を行いました。
◆2013年度名古屋市一般会計予算案及び同修正案のいずれも反対の立場から山口清明議員が討論に立ちました。
山口議員は、①市民生活の支援にも地域経済の活性化にもならないばかりか、経済的格差を広げ、財政運営
を硬直化させる市民税５％減税を継続する、②市民に犠牲を強いる施策が次々強行される、③新たな税金の
浪費へ危険な一歩を踏み出すという予算案の問題点を指摘し、予算案原案にも、保育料以外を容認する修正
案にも反対であることを詳論しました。
◆新年度予算案と関連議案に先立ち、補正予算と関連議案が審議されました。岡田議員が議案質疑に立ち、土
地開発公社所有サイエンスパークＢゾーン２街区を、教育委員会が購入予定している歴史の里の保留地と仮
換地変更し、土地開発公社から、65億円余で買い戻す一般会計補正予算について、事業の失敗の穴埋めに
45億円を投じる責任を追及しました。３月１日に採決が行われ、31議案を可決しました。日本共産党議員団
は、障害者自立支援法施行条例等の一部改正など２４議案に賛成し、2012年度一般会計補正予算はじめ７議
案に反対しました。
◆党市議団の提案した「高校授業料の無償化に関する意見書」「特別支援学校の設置基準の策定等に関する意
見書」など７本の意見書と「北朝鮮の核実験に抗議する決議」が可決しました。党市議団が提案した「生活
保護制度の堅持に関する意見書」は、自民、減税、公明、民主、新政の反対により廃案となりました。
◆委員会の審査で不採択とされた「介護保険料及び介護保険利用料の減免制度を創設する」請願について、採
択を求めてさはしあこ議員が討論に立ちました。自民、減税、公明、民主、新政会、諸派のすべてが委員会
の審査結果に賛成して、請願は不採択となりました。さらに、党市議団が異議申し立てをした「従軍慰安婦
問題について政府に誠実な対応を求める」「子どもたちの豊かな保育所生活と保護者の就労を保障する保育
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施策の拡充」など委員会で不採択とされた請願が、自民、減税、公明、民主、新政会、諸派すべてが委員会
の審査結果に賛成して不採択となりました。「大飯原発の運転停止」請願は、自民、公明、民主、新政会、
諸派が委員会の審査結果に賛成して不採択となりました。
◆議会最終日、議長副議長選挙が行われ、党市議団は、わしの恵子議員が議長選挙に、田口一登議員が副議長
選挙に立候補し、市民の痛みに心を寄せる議会改革の決意を所信表明したのちに投票が行われました。
◆日本共産党市議団が昨年秋に実施した市政アンケート（回答数5,600余通）では、生活が苦しくなったという
回答が６割で、市政への要望では「介護保険料・利用料の軽減」「国保料の引き下げ」が、若い世代からは
「保育料の引き下げ」「雇用対策」を求める声が寄せられました。名古屋市に求められるのは、こうした市
民の願いにこたえ、大企業・大金持ち優遇の市民税減税は中止し、新たな浪費につながる大型開発はやめて、
市民の暮らし・福祉・子育て・教育を充実させることです。日本共産党名古屋市議団は、市民要求の実現へ
広範な市民と力を合わせ市政の刷新をかちとるために全力をあげる決意です。

３月臨時会を終えて
2013年3月29日
日本共産党名古屋市議団
◆名古屋市会３月臨時会は２日間の日程で開かれ、市長による「平成２５年度名古屋市一般会計予算に対する
再議について」を審議し、２月定例会の議決の通りとして閉会しました。２月定例会での市民税の増額修正
は地方財政法に違反するという市長の再議は退けられました。
◆田口一登議員が議案質疑に立ちました。田口議員が「保育料を据え置くことについては、市長も異議はない
か」と質したのに対し、市長は「議会で手続きをへてお決めになることがすべて」「議会の議決には従うの
が憲法の姿勢」と認めざるをえませんでした。
◆財政福祉委員会では、山口清明議員が、個人市民税と比べて法人市民税は予算と決算に差が生じやすいこと
を明らかにし、法人市民税を自動的に算定する計算式はなく、法令違反とは言えず、意思決定で先の議決の
とおりとすることに賛成しました。
◆田口一登議員が、①保育料を据え置くことを求める市民の声を反映した議決をくつがえすことは認められな
い、②法人市民税の増額修正が地方財政法第３条第２項に違反するとはいえないという理由から、先の議決
のとおりとすることに賛成の討論をおこないました。
◆減税によって無理やり税収を減らす一方で、保育料値上げという負担増を強いるやり方は市民からノーを突
きつけられました。市長はこうした市民の声を重く受け止めるべきです。日本共産党名古屋市議団は市民負
担を許さず、市民本位の市政への転換へ全力をあげる決意です。
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資料
１

敬老パスアンケート結果（概要）
（１）目的
平成23年度に実施された行政評価（外部評価）において、「見直し」の判定を受けた敬老パス
制度について、現行の敬老パス制度に対する意識や利用実態等を調査し、第6回以降の「今後の
高齢者の生きがい施策のあり方検討分科会」の検討資料とするため実施するもの。
（2）概要
対 象

満65歳以上の市民

満20～64歳の市民

方 法

郵送（無記名方式）

時 期

平成25年1月9日（水）～1月23日（水）

人 数

3,000人

3,000人

有効回収数

2,083人

1,304人

（69.4％）

（43.5％）

（回収率）
（3）主な調査結果
ア 現在の交付状況（65歳以上の方）
区分
受けている

回答人数

割合（％）

1,584

76.0

以前受けていたが、現在受けていない

199

9.6

受けたことがない

274

13.2

26

1.2

2,083

100.0

回答なし
計

イ 利用の主な目的（65歳以上の方）複数回答可（3つまで）
区分

回答数

割合

家事・買い物

887

56.0

病院等への通院

796

50.3

趣味・学習

459

29.0

行楽や神社・お寺への参拝

388

24.5

親戚・知人宅訪問

262

16.5

ウ

交付を受けていない主な理由（65歳以上の方）複数回答
可（3つまで）
区分

回答数

割合

自分で車を運転するから

225

46.0

あまり遠くへ出かけないから

125

25.6

家族が車で送迎してくれるから

103

21.1

自家用車・市バス・地下鉄以外を使用

79

16.2

福祉特別乗車券等を利用しているから

58

11.9

自分も将来使ってみたい
自分が将来使うかどうか分からないが
よい制度であると思う
家族等が使っており、よい制度である
と思う

回答数

区分

20～64歳
の方

65歳以上
の方

現行の対象年齢である65歳
以上のままでよいと思う

70.2

52.3

年齢を引き上げるべきだと
思う

23.3

33.2

分からない

5.5

12.0

回答なし

1.0

2.5

100.0

100.0

計
カ 利用者の一部負担金（共通）
区分

20～64歳
の方

65歳以上
の方

現行の利用者の一部負担金
のままでよいと思う

51.6

64.2

利用者の一部負担金を引き
上げるべきだと思う

39.3

20.1

分からない

8.2

12.7

回答なし

0.9

3.0

100.0

100.0

計

キ 利用限度額・上限額の設定（共通）

エ 敬老パス制度についての意向（20～64歳の方）
区分

オ 敬老パスの対象年齢（共通）

割合

520

39.9

372

28.5

222

17.0

あまりよい制度でないと思う

91

7.0

分からない

52

4.0

回答なし

47

3.6
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区分

20～64歳
の方

65歳以上
の方

現行の敬老パス制度のまま
でよいと思う

58.3

66.9

利用限度額・上限額を設け
るべきだと思う

33.0

18.1

分からない

7.8

12.0

回答なし

0.9

3.0

100.0

100.0

計
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(北区)

(西区)

岡田ゆき子

わしの恵子

℡ 982-6871

(緑区)

℡ 532-7965

(港区)

山口きよあき
℡ 651-1002

(天白区)

さはしあこ

田口かずと

℡ 892-5190

℡ 808-8384
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