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名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）

２月定例会について（2月22日から3月24日）
◆２月議会は２月２２日開会、３月２３日閉会で行われ、来年度当
初予算案や今年度の補正予算案などについて審議を行いました。
◆４月の市長選挙を控え、河村市長が提案説明時に立候補への意思
表明を行いました。
◆当初予算に関係のない議案や補正予算など32件を前半に審議し、
江上ひろゆき議員が職員給与改定案について質疑を行い、人事委
員会の勧告を無視する市長の姿勢についてただしました。
◆前半の議案は3月10日の個人質問終了後に議決。日本共産党は職

２月議会の日程
月 日

会議

内容

2月22日(水) 本会議 予算・補正予算の提案説明
2月28日(火) 本会議

天守閣関連補正予算を追加
補正関連議案質疑(江上議員)

3月 1日(水)
3分間演説・質疑(補正予算等)
2日(木)
議案質疑
委員会
3日(金)
議案総括質疑
6日(月)
意思決定
3月 7日(火) 本会議 代表質問(田口議員)

員の給与条例改正案など５件に反対しました。
◆補正予算案とその関連議案についての採決に当たり、職員給与条
けて可決。減税と共産は付帯決議に反対。共産は議案にも反対。

3月13日(月)

補正予算案については、天守閣関連を会期末まで議決を先送るた
め、天守閣関連部分を除いた係数補正の「修正案」を提案したう
えで可決しました。減税も先送りには賛成しました。
◆６月議会から継続審査になっていた天守閣木造復元関連６議案は
閉会中審査でも継続審査が続き、２月議会でも委員会審査が行わ
れました。開会後の２月28日には、否決されたら専決処分で執行

～

例については自公民が「人勧に従う」ことを求めた付帯決議をつ

3月 8日(水)
個人質問(青木・藤井・柴田・
9日(木) 本会議
高橋議員)
10日(金)
補正予算等の採決
予算案の質疑
委員会

3月22日(水)

意思決定

委員長報告・討論・採決
・組み替え動議(藤井議員)
3月23日(木) 本会議 ・予算反対討論(岡田議員)
・意見書の採決
・請願賛成討論(さはし議員)
3月24日(金) 予備日

すると息巻いていた天守閣関連議案に関し、2016年度一般会計補正予算と天守閣特別会計補正予算の２件、
および2017年度予算の補正予算案４件が提出されました。継続案件が可決される前提で、事業費を繰越明許
とし、繰越ができない人件費分を新年度の補正予算として提案したものです。しかし、前半の議決までに審
議は終了せず、議会最終日になって自民・民進・公明が態度を急変させ、問題の意解決策が見いだせないま
ま付帯決議を付けただけで賛成してしまいました。この12議案の採決にあたり江上博之議員が反対討論を行
いました。自民公減の討論はありませんでした。自民党の２議員（伊神・丹羽）が反対しました。
◆予算関連議案は42件。うち12件に反対。代表質問には田口議員がたち、天守閣木造復元や空見ふ頭への大規
模展示場構想、リニア関連問題をただし、暮らしを守る提案を行い、市長の政治姿勢を追及しました。個人
質問には、青木議員がリニア問題と国保短期証問題、藤井議員が樹木葬と単身高齢者への住宅対策、柴田議
員がマイナンバー問題と都計道路廃止に関連した建築規制、高橋議員が臨時職員の継続任用と介護保険総合
事業についてそれぞれ質問しました。
◆一般会計予算案について、日本共産党はムダな事業をなくし、金持ち減税を中止、後期高齢者医療保険料の
値上げ中止などを組み込んだ組み替え動議を提出。藤井議員が提案説明を行いました。動議は共産党だけの
賛成で否決。一般会計予算の反対討論に山口議員がたちました。自・公・民は科学館ＳＬ動態展示や空見の
大規模展示場で附帯決議をつけただけで、討論もなく予算に賛成。減税は討論もせず、予算にも附帯決議に
も賛成しました。
◆意見書・決議は８件が提案され、このうち４件の意見書・決議が可決。日本共産
党提出の３件のうち１件は他会派の提案分と一本化されて可決、他の２件は否決
されました。
◆請願は５件、陳情は６件を受理。請願すべての紹介議員になりました。
◆３月11日（土）は休会日でしたが、2時46分から本会議場で議員総会を行い、東日
本大震災の犠牲者への追悼をで行いました。
◆４月９日告示、23日投票で名古屋市長選挙が行われます。河村市長と岩城元副市
長が立候補を表明しています。
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2016年度予算の2月補正予算の概要
2017年2月議会
月日

曜

補正予算等の委員会日程の予定

開会時間

総務環境

財政福祉

10時(3分演説)
３人
3月1日 水 10時 5分
10時10分
～30分
質疑(総務)
3月2日

木 10時30分

3月3日

金 10時30分

3月6日

月

総括質疑
(総務・環境)

10時30分
11時

補正予算の規模
（百万円）

10時30分
質疑(財政)

教育子ども

土木交通

経済水道

都市消防

４人

１人

４人

１人

10時15分
質疑(子ども)

10時15分
質疑(経済)

質疑
(病院・健福)

質疑(教育)

質疑
(交通)

総括質疑
(財政・健福)

総括質疑
(子ども・教育)

総括質疑
(土木・交通)

11時
意思決定

意思決定

意思決定

意思決定

一般会計

19,443

特別会計

12,043

計

31,485

内訳（ ）は翌年度への繰越明許費（百万円）
１ 国の経済対策等に伴う補助

10時05分
質疑(土木)

112（

112）

21（

21）

214（

214）

79（

79）

福祉施設における防犯対策の強化

681（

519）

保育士確保支援事業

218

国際会議場の整備に関する調査
民間障害者グループホーム等の整備補助
民間保護施設の整備補助

国直轄道路事業負担金

2,781

東山公園の整備

総括質疑
(経済)

総括質疑
(住都)

意思決定

意思決定

（ 国の経済対策等に伴う補正）

13,566（9,582）

ものづくり開発支援事業

10時 5分
質疑(住都)

603

校舎等の大規模改造

6,349（6,349）

学校トイレさわやか改修

1,048（1,048）

学校運動場の改修

486（

486）

学校空調設備の改修

560（

560）

肢体不自由学級設置校等へのエレ
ベーターの整備

193（

瑞穂公園施設用地の取得

221

２ その他

193）

7,3687（5,306）

区まちづくり基金の積
サイエンスパーク事業用地の取

8
5,055（5,055）

予防接種健康被害者への補償給付

22

東山動植物園烏インフルエンザ対
策用防鳥ネットの整備

251（

職員の人件費

251）

29

国民健康保険(保険給付費)
繰越明許費

2,004
35件

一般会計補正予算の概要（単位：千円）
事項
区まちづくり基金の積立
サイエンスパーク事業用地
の取得

金額
8,000

財源
寄付金

説明
8,000 寄附金の增加に伴う補正

5,054,546 一般財源 5,054,546

名古屋市土地開発公社が先行取得していた守山区志段味地区における用
地の取得

111,500

国庫
地方債
一般財源

73,750
国の経済対策等に伴う補正。中小企業のものづくり開発を支援するため、
34,000
3Dものづくり支援センターを工業研究所内に設置
3,750

国際会議場の整備に関する
調査

20,980

国庫
一般財源

19,980 国の経済対策等に伴う補正。民間活力の導入を見据えた基幹設備の更新
1,000 や天井等落下防止対策等を進めるための調査

民間障害者グループホーム
等の整備補助

214,421

国庫
地方債
一般財源

142,947
国の経済対策等に伴う補正。共同生活援助等を行う施設の整備費に対す
69,000
る補助。新設 2カ所、現地改築 1カ所、大規模修繕 1力所
2,474

民間障害者支援施設等の防
犯対策強化整備補助

70,524

国庫
一般財源

46,982 国の経済対策等に伴う補正。民間障害者支援施設等の防犯対策を強化す
23,542 るための防犯カメラ設置等に要する経費に対する補助

民間特別養護老人ホーム等
の防犯対策強化整備補助

2,336

国庫

ものづくり開発支援事業

42,336

国の経済対策等に伴う補正。民間特別養護老人ホーム等の防犯対策を強
化するための防犯カメラ設置等に要する経費に対する補助
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一般会計補正予算の概要（続き）
事項

金額

財源

説

明

厚生院等の防犯対策強化整備

12600

国庫
一般財源

民間保護施設の整備補助

79378

国庫
地方債
一般財源

国民健康保険会計支出金

512,307

国庫
県支出金
一般財源

21,604

諸収入

保育士確保支援事業

218,000

国庫
一般財源

163,500 国の経済対策等に伴う補正：民間保育所等の業務効率化のためのシ
54,500 ステム等導入に要する経費に対する補助

民間保育所等の防犯対策強化
整備補助

358,036

国庫
一般財源

138,141 国の経済対策等に伴う補正：民間保育所等の防犯対策を強化するた
219,895 めの防犯カメラ設置等に要する経費に対する補助

保育所等の防犯対策強化整備

197,541

国庫
一般財源

6,617 国の経済対策等に伴う補正：保育所等の防犯対策を強化するための
190, 924 防犯カメラ設置等

2,781,000

地方債
一般財源

2,604,000 国の経済対策等に伴う補正：国直轄道路事業の実施における本市負
177,000 担金 国道302号等

東山公園の整備

603,048

国庫
地方債
一般財源

241,215
361,000 国の経済対策等に伴う補正：東山公園用地の取得
833

東山動植物園鳥インフルエン
ザ対策用防鳥ネットの整備

251,000

地方債
一般財源

188,000 東山動植物園で飼育している鳥類の鳥インフルエンザ感染防止のた
63,000 め、屋外の鳥類飼育施設に防鳥ネットを整備

校舎等の大規模改造

6,348,831

国庫
地方債
一般財源

学校トイレさわやか改修

1,048,320

国庫
地方債
一般財源

1,372,842 国の経済対策等に伴う補正：昭和55年以前に建設され、大親模な改
4,125,000 修が未実施の校舎等について、屋上防水、内外装改修等を実施。小
850,989 学校15校、中学校14校
321,255 国の経済対策等に伴う補正：昭和45年以前に建設された校舎等で、
693,000 大規模な改修が未実旗のトイレについて、明るく清潔で快適なもの
34,065 にするための改修をモデル実施。小学校14校、中学校 6校、高等

486,348

国庫
地方債
一般財源

145,866 国の経済対策等に伴う補正：前回改修から20年以上経過し劣化が著
324,000 しい運動場の表土に石・瓦れきが露出している状態を解消するため
16,482 の整備。小学校 20校、中学校 7校、高等学校 1校

560000

国庫
地方債
一般財源

89,163
国の経済対策等に伴う補正：老朽化した空調設備の改修。小学校
451,000
5校、中学校 1校
19,837

肢体不自由学級設置校等への
エレベーターの整備

193,000

国庫
地方債
一般財源

10,562
国の経済対策等に伴う補正：肢体不自由学級設置校等においてエレ
181,000
ベーターを整備。中学校 2校
1,438

瑞穂公園施設用地の取得

220,517

国庫
地方債
一般財源

29,273
国の経済対策等に伴う補正：広域避難場所である瑞穂公園の用地を
151,000
取得
40,244

28,824

一般財源

予防接種健康被害者への補償
給付

国直轄道路事業負担金

運動場の改修

空調設備の改修

職員の人件費
一般会計

計

19,442,661

6,300 国の経済対策等に伴う補正：厚生院等の防犯対策を強化するための
6,300 防犯カメラ設置等
52,918
国の経済対策等に伴う補正 生活保護受給者等が就労等を行う施設
26,000
の整備費に対する補助 大規模修繕 1カ所
460
33,545
111,635 財源繰出
367,127
21,604 任意予防接種により健康被害が発生した被害者に対する補償給付

28,824

職員の給与改定等に伴う補正。
健康福祉費 24,426 観光文化交流費 4,398

特定財源 12,285,431
一般財源は、市税3,344,000、繰越金2,989,665など
一般財源 7,157,230
サイエンスパークの用地取得(百万円)

マイナンバーの交付状況
積上金額

通知カード(2016年12月末)
送付数

1,140,937件

返戻数

135,943件

窓口交付件数

101,161件

破棄数

38,022件

個人番号カード

4,568

区分

主な内容

負担金

23号環境対策
新設・改築 302号西南部改築
近畿自動車道伊勢線新設

242,863件

共同溝・電 19号守山電線共同溝
線共同溝
302号鳴海共同溝

交付数

185,187件

交通安全

30,000,000件

2,914

利子等
1,654

推計価格は2016年11月1日の鑑定評価
国直轄道路事業負担金(百万円)

申請数

国の想定交付数

内訳
取得金額

交差点改良
防護柵・道路標識
計

1,724
793
264
2,781
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補正予算関連議案に対する質疑（２月2８日）
憲法で労働基本権を制限する代償としての人勧。市
長の態度は憲法を無視するものではないか
江上博之議員
人事委員会の勧告

職員の給与に関する条例の一部改正
と補正予算職員の人件費について

月例給
ボーナス
年額

人勧に従わない給与改定は憲法違反ではないか
【江上議員】今年度の人事委員会の勧告は、給与を

市長の給与改定案

月例給
▲692円(▲0.18％)
▲692円(▲0.18％) ボーナス 0.10月増の4.235月
0.165月増の4.30月 年額
29,000円の増
52,000円増(0.84％)
ボーナスは2016年4月から適用
2016年4月から
2017年4月からは4.30月に
給料表は2017年4月から

692円（0.18％）引き下げ、ボーナスは0.165月引き
上げ、平均年間給与で5万2千円の引き上げをするも
のです。ところが、市の提案は、給与は勧告通り引
き下げ、ボーナスは0.1月分のみ引き上げ、その結果0.0
65月分、金額にして年間2万5千円の引き上げを見送
るものです。
これに対して、人事委員会の意見で、「人事委員
会勧告制度の趣旨と異なり遺憾である」と表明され
ました。また、本来給与改定の審議は、昨年11月議
会で行われるべきものであり、それだけ職員の給与
改定が遅れ、生活に支障をきたしているのではない
でしょうか。
名古屋市の職員も、給与を得て生活をする労働者
です。戦後、憲法で公務員も労働者として、憲法第

行政職給料表の適用を受ける職員の2014年の給与等
（人事委員会資料より）

28条で、団結権、団体交渉権、争議権という労働基
本権が認められています。しかし、「公務員は、全

項目

体の奉仕者」ということを理由にして、権利が制約

9,550人

9,018人

平均年齢

40.6歳

41.4歳

平均勤続年

17.4年

18.2年

て、最低限、勧告にさえ従わない給与改定は、憲法
給料

違反ではありませんか。
そこで、質問します。人事委員会は、勧告に沿っ

扶養手当

定が憲法違反であるという認識をお持ちでしょうか。
また、市長は、今回の給与改定は、憲法違反ではな
い、という理由をお聞かせください。

平均給与

た給与改定がなされないことに対し、今回の給与改

管理職手当

地域手当
住居手当

憲法にかかわる仕組みとして、勧告を最大限
尊重していただくべきもの。人勧制度の趣旨
とは異なることは「遺憾」（人事委員会）

その他
計

【人事委員会委員長代理】人事委員会の勧告制度は、
憲法第28条に規定する労働基本権の制約に対する代
償措置として、地方公務員法上の情勢適応の原則に
-4-

うち民間との比較対象職員

職員数

されてきました。その代償措置として、人事委員会
勧告基づく給与改定等がなされています。したがっ

行政職給料表の適用を受ける職員

「民間給与との比較対
象となる職員」は行
政職給料表の職員から
新卒者等を除いたもの。

319,110円

326,071円

(326,105円)

(333,232円)

7,322円

7,644円

7,524円

7,909円

(7,100円)

(7,464円)

40,649円

41,577円

(34,129円)

(34,915円)

1,582円

1,631円

36円

35円

376,223円

384,867円

(376,274円)

(384,921円)
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ういう経過からみてきちんと守るのが当たり前だと
いうことを申し上げましたが、そういう答えがない
のは残念であります。

係長昇任選考の受験状況が悪くなってい
ることや、県と比較しても採用試験への
応募が減っている要因になっていないか
【江上議員】次に、給与改
定が最低限人事委員会勧告
に沿わないことによる影響
についてお聞きします。
河村市長は、人事委員会
勧告に対して、過去どのよ
うな取扱いをしてきたので

基づき、職員給与と民間給与の均衡を図り、職員の

しょうか。今年度を含めこの3年間勧告通りの改定が

適正な処遇を確保することを目的として設けられた

行われていません。「課長級以上は月例給与及びボー

ものであり、人事委員会としては、憲法にかかわる

ナスの改定を見送る」ことまでしました。では、そ

仕組みとして、勧告を最大限尊重していただくべき

れ以前はどうかと言えば、確かに完全実施していま

ものと考えております。

す。しかし内容は、マイナス勧告を完全実施したと

今回は、特定施策の事業費に充てるために勧告内

いうことであって、職員に不利な状態が河村市長在

容を一部実施しないものであり、これが憲法に違反

任中ずっと続いているということになります。

するとは断定しかねますが、人事委員会勧告制度の

そこで、一つは、現職の職員についてお聞きしま

趣旨とは異なるものであり、「遺憾である」との認

す。職員が係長以上の役職に就く条件である「係長

識です。

昇任選考」の受験状況について調べてみました。幹

憲法に人勧を尊重しなければならない
という規定はない（市長）

部職員になるためには、この選考に合格しなければ
なりません。その受験率は河村市長就任以前から確

【河村市長】憲法違反ではありません。憲法や地方

かに低下傾向にはありました。河村市長になっても、

公務員法には人事委員会勧告を尊重しなければなら

さらにその傾向は続き、特に、女性に顕著にみられ

ないという規定はありません。「逐条地方公務員法

ます。人事委員会の報告では、「受験率低迷の傾向

（第三次改訂版。学陽書房、橋本勇著）」には、

は、とりわけ女性職員に顕著で」あるとしています。

「勧告の効力については法律上それを強制するもの

今年度の受験率は、受験資格のあるうちで10.6％で

ではない。しかしこれが実質的に遵守される背景が

す。そのうち男性は12.8％、女性は7.3％になってい

あり、地方公共団体の議会および長は最大限にこれ

ます。

を尊重する政治的義務を負うといってよいであろう」

昨年度の人事委員会報告で「本市の組織力の低下

という解説がなされていることは事実であり、私も

や、ひいては市民サービスの低下を招きかねないと

人事委員会勧告は尊重すると言っております。憲法

の危惧」と指摘しています。給与改定によって、さ

違反や地方公務員法違反ではありません。

らに、管理職の給与が上がらないだけが理由とは申
しませんが、給与が影響しているのは間違いありま

憲法の制約となっている代償措置という
経過からみて守るのが当たり前（意見）

せん。
人事委員会は、係長昇任選考の受験状況が悪くなっ

【江上議員】今回の給与改定は憲法違反ではない、

ている理由として給与改定が勧告通り実施されてい

との理由を市長にお聞きしましたが、憲法や法律に

ないことをどう考えているです。

は書いていないから違反しない、とういう答弁でし

次の影響として、名古屋市職員採用試験の受験者

た。

が愛知県職員採用試験と比較して低迷しているとい

私は、書いてあるのかどうかを問いているのでは

う点についてお聞きします。

ありません。この人事委員会勧告がどうしてできた

市長が当選した2009年4月。その年の本市職員採用

のか。憲法の制約となっている代償措置である、そ
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試験で大卒程度を受験した人数は、事務で、2,369人
でありました。同じ職種で、愛知県を受験したのは、
932人。名古屋市と愛知県は同一試験日です。ところ
が、翌2010年には、名古屋市は、1,453人に対し、愛

職員の士気の向上や、公務における人材
の確保にも資するので影響がないとは言
えない（人事委員会）
【人事委員会】係長昇任選考の受験率は、近年低下

知県は、1,630人と逆転しました。その後は、名古屋
市のほうが上回っているとはいえ、今年度で見ると、
名古屋市1,568人に対し、愛知県は1,499人となって

傾向にあり、職員から「自分は担当職員の方があっ
ている」「育児や介護など私生活が忙しい」といっ
た声が寄せられており、職員のライフスタイルに係

いて、市長当選時と比べると愛知県がぐっと応募者

る様々な事由の影響を受けていると考えられる。

が多くなっています。

職員採用試験の受験者数は、本市が減少傾向にあ

どこに原因があるかと調べてみました。給与問題

るのに対し、愛知県は増加傾向にあり、市の募集人

はどうか。初任給では、2009年当時名古屋市のほう

員が減少してきたのに対し、県は増加してきたこと

が愛知県より高い。2010年も名古屋市のほうが高い
のに愛知県が受験率では名古屋市を上回ったのです。
その後、名古屋市が持ち直していますが、下降線を

などの影響と考えられる。
係長昇任選考と職員採用試験は、様々な事由の影
響を受けているが、人事委員会の勧告制度は、労働

たどっています。一方、

基本権制約の代償措置として、職員の適正な処遇を

愛知県は、維持しています。初任給は、2011年以
後は、愛知県のほうが高くなっています。今年度は、
やっと名古屋市のほうが高くはなりました。それで

確保するものであり、勧告を通じて職員に適正な給
与を支給することは、職員の士気の向上や、公務に
おける人材の確保にも資するものです。

も、受験状況に変化はありません。

人事委員会としては、勧告どおりに給与改定が実

このようなことから、人材確保という点で以前ほ

施されないことで、係長昇任選考や職員採用試験の

ど名古屋市に希望者が来なくなっているのではない

受験者の心理に与える影響がない、とは言えないも

か。公務員全体の人気が低下しているとはいえ、同

のと考えます。

日の試験日である愛知県との間で、

のではないか。その具体的な表れが給与改定に出て

人勧を尊重せず、憲法違反とも認めない
姿勢が職員のやる気を削ぎ、人材確保に
マイナスになっている

いるのはないかということです。「やる気に満ち、

【江上議員】市長、働く人の権利を守るのが任命権

積極的な姿勢を持った人材」の確保の必要性を昨年

者である市長の役割です。その市長が、人勧を尊重

度の人事委員会報告で指摘しています。

せず、憲法違反とも認めない。理由もあげられない。

このような変化があります。単に給与面だけとは
言いません。河村市長の公務員に対する発言もある

職員採用試験での愛知県との比較でこのような傾

私はやはり問題があると思っております。

向が出ていることに対し、勧告通り給与改定されな

このような姿勢が職員のやる気を削ぎ、人材確保

いことが、優秀な人材を確保して市民サービス向上

にマイナスになっていると思いますが、市長はどの

を求めるべき観点から問題ではないでしょうか。人

ように認識しておられるのでしょうか。

事委員会はこの影響をどのようにお考えでしょうか。

パートのおかあちゃんやラーメン屋のお
やじを大事にすべき（市長）
【河村市長】私は零細企業を経営してまいりまして、
生まれが違います。公務員は昔は給料が安かった。
教員の給料を途中で上げたところから高くなっていっ
た。問題は名古屋市職員の平均の給与が619万という、
果たしてあんたが言っておられるようにそんなにひ
けをとるような数字なのか。私はパートのおかあちゃ
んやラーメン屋のおやじだとか、もっと納税者を大
事にする、そちらに力点を置く時代じゃないかと、
私は思っております。僕なりの哲学に基づくことだ
し、公務員は公務員で、だからといってやる気がな
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くなるとか、そんなひでえことはないと思いますよ。
国に対して、50人以上の事業所、ホワイトカラー
がおるところと比較するのはやめてくれ、と。普通
の会社はホワイトカラーのいるところはほとんどあ
りません。超一流会社並みであると、はっきり言っ
たほうがいいですよ。

話をそらすな。人勧がどういう経過でで
きたか。それを踏まえた対応を（意見）
【江上議員】私は、市長が商売をやっていることは
存じておりますが、いまは市長です。市長は住民福
祉の増進をつとめることが仕事である、そのことを
明確に申し述べておきます。私は、やるべきこと、
そして人事委員会の勧告がどういう経過でできたか
ということをお聞きしているんです。それを踏まえ
て対応していただきたいと思います。
いまの市長の発言を聞いていると、いま私が問題
にしてきた点について、それは関係がないような、
市長としてこんなことでいいのかなあと心配してい
るんだから、私もこういう形で心配している、しか
し考え方が違う、こういう言い方なら結構です。そ
うではないということに、
私は問題を感じます。
人事委員会も述べているように、憲法にかかる仕
組みとして人事委員会の勧告を最大限尊重すること
を、河村市長は行おうとしていません。
そういう点では憲法を守って、人材を確保するとい
う点からも、少なくとも人事委員会勧告を守ること
を求めて、質問を終わります。
人事委員会勧告への対応に関する市長の考え
（総務委員会資料）
・いじめ間題をゼロにすることは難しいかもしれない
が、精一杯努力していくことが市長の務めであると
考えている。
・今回の対応は、平成26年4月に子ども応援委員会を立
ち上げ、いじめ対策等に取り組んでいる中で、平成
27年11月に市立中学校生徒が自ら命を絶つという悲
しい出来事が起きたことを受けて、教育委員会だ、
けでなく、全市を挙げてより一層の子ども対策等に
取り組むという、私の気持ちを表したものである。
・こうした対応は、私の政治信条に基づくものである
ことから、その政治的な責任を負うものと考えてお
り、子どものいじめ対策等に全力投球することで責
任を果たしていきたい。
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天守閣関連議案に対する反対討論（３月2３日）
天守閣木造復元に向けた基本設計を容認することは
木造化への見切り発車。現行天守閣の解体をすすめ
てはならない
江上博之議員
昨年６月議会から継続審査になっていた天守閣木
造復元関連議案の採決が３月23日の本会議で行われ、

収支計画が破たん、税金投入容認へ
第３に、「税金投入はしない」という収支計画が

江上博之議員が反対の立場で討論を行いました。

破たんしているからです。事業費は入場料で賄うと

平和と戦後復興の象徴再建天守閣

言いますが、本市の入場者数の積算について、木造

【江上議員】日本共産党名古屋市議団を代表して、

化後「10年以上の将来にわたる予測はほぼ不可能」。

天守閣木造復元議案に対し反対討論を行います。

次第に減っていく、というのが市の委託した調査結

現天守閣は、72年前の戦争で焼失し、平和と戦後

果です。市長は、「仮に収支がよくなくとも、必ず

復興の象徴として再建。総事業費６億円のうち、寄

推進すべきもの」と赤字もあり得ることを示唆し、

付１億円の目標が２億円も集まる市民の思いがこもっ

当局も「税金は投入しない」から「税金投入しない

た施設です。その天守閣を解体し木造化を急ぐこと

ように努力する」に答弁を変えました。このような

は許されません。

市民負担につながる収支計画は認められません。

以下、反対理由です。

以上で反対討論を終わります。

基本設計等の可決は505億円の試金石

課題先送りで自公民が賛成に

第１に、基本設計等の可決によって、基本協定書

６月以来市長のやり方がおかしいと繰り返し追及

に明記される505億円の事業費や2022年12月の完成期

してきた自公民は、収支計画や財源問題などの課題

限などを認めることになるからです。

を明らかにできず「附帯決議」をつけ、

解体・木造化を急ぐ市民の合意はない

賛成に転じました。

第２に、市民合意はないからです。市は昨年５月
２万人アンケートを行い、2020年７月までの市長提
案は21％で、市民から否決されました。さらに、共
産党市議団の実施した市政アンケートで「まずは耐
震補強を」が52％ありました。市民の機運醸成に努
めなければならないことを当局も認めるほど市民合
意はありません。

デザイン博
天守閣木造復元
新世紀名古屋城博

天守閣復元
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主な議案に対する会派別態度(3月10日）
2017年度当初予算に関係のない議案と議員提出の報酬・定数など追加議案（市長提出の報酬と人事は予算の項に）

１ 当局当初提案 28件（補正予算：6件 条例案：13件、一般案件：13件）（追加で修正案：3件付帯決議：1件）

● ○ ○ ○ 〇

国立研究開発法人森林総合研究所法の改正で条文の「国立研究開発法人森
林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。20
17年4月1日施行

可決

名古屋市個人情報保護条例等の一
○ 〇 〇 〇 ○
部改

世界の熱帯果樹温室、駐車場に利用料金制を導入。2018年4月1日施行（一
部は公布の日）

可決

名古屋市風致地区内建築等規制条
○ 〇 〇 〇 ○
例の一部改正

生涯学習センター５館(中川・港・南・緑・天白)に指定管理と利用料金制
を導入。全16館が指定管理。2018年4月1日

可決

名古屋市東谷山フルーツパーク条
○ ○ ○ ○ ○
例の一部改

児童福祉法の改正で情緒障害児短期治療施設の施設名称が児童心理治療施
設に変更されるため。2017年4月1日施行

可決

名古屋市生涯学習センター条例の
● 〇 〇 〇 ○
一部改正

天守閣部分の結論を会期末に作送ったための係数修正

可決

名古屋市児童福祉施設の設置及び
運営に関する基準を定める条例の ○ ○ ○ ○ 〇
一部改正

補正額92億700万円。財源操出。土木工事、学校改修などの事業に充当。
国直轄道路負担金26億円も繰出。

可決

修正案

補正額8億2356万円。用地取得のため基金会計から一般会計に充当。用地
先行取得費で2億2051万円、都市開発用地で6億304万円。サイエンスパー
クなど

可決

〃

天守閣部分の結論を会期末に作送ったための係数修正

可決

2016年度名古屋市公債特別会計補
● ○ ○ ○ 〇
正予算（第4号）

補正額800万円。寄付金の増により一般会計から繰り入れ、区まちづくり
基金に積み立て。

可決

2016年度名古屋市用地先行取得特
○ ○ ○ ○ 〇
別会計補正予算（第１号）

補正額ゼロ。南部市場冷凍設備の改修費9,100万円の繰越明許

可決

○ ○ ○ ○ 〇

補正額20億425万円。医療費が見込みを上回ることによる保険給付費の増
額。

可決

2016年度名古屋市基金特別会計補
○ ○ ○ ○ 〇
正予算（第４号）

天守閣部分の結論を会期末に作送ったための係数修正

可決

2016年度名古屋市市市場及びと畜
○ ○ ○ ○ 〇
場特別会計補正予算（第１号）

補正額194億4266万円。国の経済対策関連で135億円。その他73億円、うち
学校の大規模改造63億円、国直轄道路負担金27億円、サイエンスパーク用
地の買戻し50億円など。補正事業の大半が繰り越し明許。人勧は引き下げ
部を実施

可決

2016年度名古屋市国民健康保険特
○ ○ ○ ○ 〇
別会計補正予算（第２号）

可決

〃 修正案（財政福祉委員会と
● ○ 〇 〇 ○
経済水道委員会）

修正案

備 考

共 自 民 公 減

2016年度名古屋市一般会計補正予
● ○ 〇 〇 ○
算(第7号)

〃

結果

各会派の態度
議 案 名

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
の改正で、情報提供等記録の定義の準用に関する規定を追加、情報提供等
記録を訂正したときの訂正通知の対象を追加。2017年5月30日施行（一部
は公布の日）

可決

名古屋市個人市民税の控除対象と
なる寄附金を受け入れる特定非営
○ 〇 〇 〇 ○
利活動法人を定める条例の一部改
正

可決

特定非営利活動促進法の改正で、認定特定非営利活動法人等の海外への送
金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出を不要とする。名
古屋市指定特定非営利活動法人の海外への送金又は金銭の持出しに関する
書類の市長への事前提出を不要とするとともに、役員報酬規程等の配置期
間の延長等を行う。2017年4月1日施行

名古屋市特定非営利活動促進法施
行条例及び名古屋市指定特定非営
○ 〇 〇 〇 ○
利活動法人の指定の基準等に関す
る条例の一部改正

名古屋市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動
法人として、特定非営利活動法人名古屋コダーイセンター（名古屋市千種
区仲田二丁目12番21号）とする。施行は公布の日

〇＝賛成 ●＝反対 ×＝棄権

共：日本共産党
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続き
結果

各会派の態度
議 案 名

備 考

共 自 民 公 減

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
る条例及び名古屋市総合特別区
○ 〇 〇 〇 ○
域法に基づく緑地面積率等に係
る準則等に関する条例の一部改
正

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律による工場立地法の一部改正に伴い、引用条項を「第4条の
2第2項」→「第4条の2第1項」に。2017年4月1日施行

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

可決

名古屋市中高層建築物の建築に
係る紛争の予防及び調整等に関 ○ 〇 〇 〇 ○
する条例の一部改正

可決

付帯決議

● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

可決

訴えの提起

7億6096万8,000円で歴史の里ガイダンス施設新築工事名工・丹羽英二・乃村
工藝共同企業体に。完成予定は2019年3月1日

可決

契約の一部変更

4億8,600万円で白川・東和特別共同企業体に。完成予定は2019年
1月15日

可決

契約の締結（歴史の里ガイダン
○ ○ ○ ○ ○
ス施設新築工事）

6億3,504万円でジェイアール東海建設株式会社に。耐火構造６階建１棟、そ
の他、58戸。延べ床3,970㎡。完成予定は2018年10月31日

可決

契約の締結（公会堂電気設備改
○ ○ ○ ○ ○
修工事）

6億9,660万円で徳倉建設株式会社に。耐火構造７階建１棟、その他、70戸。
延べ床4,847㎡。完成予定は2018年10月31日

可決

契約の締結（氷室公営住宅新築
○ ○ ○ ○ ○
工事（2次））

8億3,592万円で株式会社日東建設に。耐火構造10階建１棟、80戸。延べ床6,0
23㎡。完成予定は2018年10月31日

可決

契約の締結（氷室公営住宅新築
○ ○ ○ ○ ○
工事（１次））

6億3,720万円で名工建設株式会社に。耐火構造７階建１棟、その他、56戸。
延べ床4,446㎡。完成予定は2018年10月31日

可決

契約の締結（山田東公常住宅新
○ ○ ○ ○ ○
築工事（2次））

市長は人事委員会の勧告は真摯に受けとめること。

可決

契約の締結（山田東公営住宅新
○ ○ ○ ○ ○
築工事（1次））

人事委員会の勧告を踏まえつつ、市長の政治信条を組み込んで、職員給与を
改定。期末・勤勉手当の支給割合の改定と初任給調整手当の額の改定は20
16年4月1日から適用。給料表の改定、扶養手当の額の改定、期末・勤勉手当
の支給割合の改定、県費負担教職員の権限移譲に伴う規定の整備は2017年4月
1日から施行。人勧通りなら52000円増だがボーナスを2016年度は0.065減らす
ため29000増にとどまる。

可決

〃

駐車施設の附置に関する基準の改正、車いす用駐車場の附置に関する基準の
改正、特例制度の新設等。施行は規則で定める日（駐車施設の附置に関する
基準及び車いす用駐車場の附置に関する基準に係る規定は2017年4月1日）

可決

職員の給与に関する条例の一部
● ○ ○ ○ ○
改正

建築基準法の一部改正（条項移動）に伴う引用条項の整理。施行は公布の日

可決

名古屋市駐車場条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○

児童福祉法の一部改正で情緒障害児短期治療施設の施設名称が児童心理治療
施設に変更されるため。2017年4月1日施行

可決

名古屋市中高層建築物日影規制
○ ○ ○ ○ ○
条例の一部改正

ノリタケの森地区計画の都市計画決定に伴う対象区域を追加、地区整備計画
区域内における建築物の制限を31ｍから60ｍに緩和など。施行は公布の日

椿町線道路新設工事の請負契約（2015年2月27日議決平成27年第78号）の完成
予定期日を2017年3月15日から2017年5月15日に変更
市が発注した六番町駅換気機械室石綿含有吹付け材撤去工事（建築工事）の
施工中、作業場の外に石綿を飛散させたライフテック・エム株式会社に、石
綿の飛散により市が支出した費用及び遅延損害金、2,143万3,798円以内（遅
延損害金を除く）支払いを求める。

〇＝賛成 ●＝反対 ×＝棄権

共：日本共産党
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続き
結果

各会派の態度
議 案 名

○ ○ ○ ○ ○

可決

指定管理者の指定

○ ○ ○ ○ ○

可決

町の名称の変更

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

可決

土地区画整理に伴う町の区域の
○ ○ ○ ○ ○
設定及び変更

可決 可決

損害賠償の額の決定

市道路線の認定及び廃止

備

共 自 民 公 減

考

2009年10月に名古屋市立東部医療センタ一束市民病院（現在名古屋市立東部
医療センター）で発生した医療事故に開し、損害賠償の額を1,966万円とす
る
名古屋市名城庭球場の指定管理者を一般社団法人名古屋ローンテニス倶楽部
に指定。2017年4月1日～2018年3月31日
黄金通（中村区）の名称を地域に密着した名称に変更する。「おうどんどお
り」→「こがねどおり」
徳重北部地区（緑区）において、町の区域の設定及び変更を行う
下志段味第173号線始め58路線を市道として認定し、打出二丁目第1号線始め
2路線の一部又は全部を廃止

２ 追加議案２件（補正予算案：2件） ３月２３日採決（関連の2017年度補正は予算項に）

可決 可決

● ○ ○ ○ ○

可決

2016年度名古屋市名古屋城天守
● ○ ○ ○ ○
閣特別会計補正予算（第1号）
付帯決議

備

共 自 民 公 減

2016年度名古屋市一般会計補正
● ○ ○ ○ ○
予算（第8号）

〃

結果

各会派の態度
議 案 名

考

名古屋城費の繰越明許。石垣調査5000万円、天守閣事業資金貸付4350万円。
物件費は繰り越せるが人件費は繰り越せないので2017年度予算の補正でやり
くり。
事業費の繰越明許。設計監理等支援業務委託4350万円、天守閣木造復元の基
本設計等8480万円、特別史跡外における準備工事1億500万円
入場者確保や補助金、減税見直しで財源確保し工費削減を

３ 継続審査議案６件（補正予算案：４件条例案：２件） ３月２３日採決

● ◎ ◎ ◎ ◎

付帯決議

● ◎ ◎ ◎ ○

2016年度名古屋市基金特別会計
● ○ ○ ○ ○
補正予算（第3号）
〃

修正案（財政）

● ◎ ◎ ◎ ◎

2016年度名古屋市公債特別会計
● ○ ○ ○ ○
補年予算（第1号）
〃

修正案（財政）

● ◎ ◎ ◎ ◎

修正案

● ◎ ◎ ◎ ◎

名古屋市特別会計条例の一部改
● ○ ○ ○ ○
正
〇＝賛成 ●＝反対 △＝継続

可決 可決

〃

可決

名古屋市国際展示場新第１展示
館整備事業者選定審議会条例の ● ○ ○ ○ ○
制定

可決 可決 可決 可決 可決

〃

可決

2016年度名古屋市名古屋城天守
● ○ ○ ○ ○
閣特別会計予算

可決 可決

修正案（財政と観文）

備

共 自 民 公 減

2016年度名古屋市一般会計補正
● ○ ○ ○ ○
予算（第3号）
〃

結果

各会派の態度
議 案 名

考

補正額9,958万6千円。天守閣に貸出5700万円、国際展示場第１展示館事業者
選定審査委員報酬25万円、名城石垣調査5000万円他
後発補正が先に可決されているので係数を帳尻合わせする
天守閣木造復元のため新設。10億円余。実施設計や準備工事、人件費３か月
分など
入場者確保や補助金、減税見直しで財源確保し工費削減を･ｮ
補正額9,958万6千円。財政調整基金の積戻
後発補正が先に可決されているので係数を帳尻合わせする
補正額9億5,733万4千円。天守閣事業のための起債
後発補正が先に可決されているので係数を帳尻合わせする羂
現行展示場の改築のための名古屋市国際展示場新第１展示館整備事業者選定
審議会を設置。2016年8月1日
施行日が済んでしまっているので
名古屋城天守閣事業の経理を区分し、起債を受けるため特別会計を設置

共：日本共産党

自：自民党 民：民進党 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ
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２０１７年度予算案について（概要）
１、５％減税で117億円が減収の一方、市税は5,110億円（45億円、0.
9％増）の一般会計予算。
・2017年度一般会計予算総額は1兆1,711億8,800万円前年比855億円の
増（7.9％）。
特別会計1兆793億円（△5.3％）。企業会計(歳出）4332億円（△0.
6％）。総計2兆6,838億円（0.9％）。
・一般会計には県費負担教職員に係る権限移譲に伴う給与負担等
959億9,528万円を含む。
・市税のうち、市民税収入は2,236億円。前年比3.1億円の増（0.1％）。
個人市民税1,625億円で41億円の増（2.6％）。法人市民税611億円
で38億円の減（△5.9％）。円高の影響で法人税が減。
・固定資産税は2,066億円で38億円の増（1.9％)。都市計画税は450億
円で8億円の増（1.8％）。
・地方交付税見込みは70億円。前年比20億円の増（40％）。
・市債発行予定額は775億円。前年比94億円の増（13.9％）。
・国庫支出金が1,976億円、前年比138億円の増（7.5％）。
・県税交付金1,240億円で565億円の増（83.9％）、うち教職員の権限
移譲に伴う県民税所得割臨時交付金が544億円、地方消費税交付金
は2億円増の454億円。
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２、歳出では、
◆自民党型の公共事業や思い付き・思い込み事業は相変わらず
・金城ふ頭開発の推進23億円、金城ふ頭駐車場運営に4億1418万
円
・空見ふ頭の大規模展示場整備調査に2000万円
・本丸御殿は19億円で完成。2008年からの10年で112億円。
・科学館Ｂ６型蒸気機関車の動態展示のための調査に今年も600
万円
・ＢＲＴ導入検討に2000円
・リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進として、
開削したリニア駅上部の土地の活用調査や名古屋駅の乗り換
え計画に1億9400万円
・名古屋駅周辺公共空間整備（笹島地下通路）に2億5341万円
・錦二丁目7番地区民間市街地再開発事業（超高層マンション）
に2億3300万円
・栄１丁目６番地区有料建築物（御園座）に11億2831万円
・都市高速道路4億2450万円。有料道路支援関連3億8000万円
・国直轄道路事業負担金46億円

2016.2.16
日経新聞

◆市民税減税の為の行財政改革では
・事業見直しや民間移管などの削減と滞納徴収の強化などの増
収で61億円、人件費削減で２億円、計64億円の効果。
・各種システムの運用経費などの内部管理事務費や施設の維持
管理経費等の見直しが中心で34億円を削減。
・卸売市場への食肉出荷者に対する助成の廃止で1237万円
・高等学校入学準備金貸付人数を削減354万円
・部活動における全国大会参加の宿泊費助成を縮小144万円
・幅下・江西・那古野の３小学区統廃合で1億7764万円
・市有地売却で15億1739万円
・国保料収納強化で5 0 3 6万円、保育料の収納対策で1335万円
・地下鉄ワンマン化で職員削減し3億3814万円
・保健所を全区１６か所から１か所に集約。区保健所は支所
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（保健センター）に
◆官から民へ
・学校給食調理業務をさらに山田、瀬古、下志段味、桶狭間、天
白小学校の５校で民間委託を拡大。
・志段味図書館に続き新たに中村・富田・緑・徳重の４図書館を
指定管理にして6372万円を削減
・生涯学習センターの指定管理に中川、港、南、緑、天白の５館
を追加。全16館を指定管理に。
・有料自転車駐輪場を利用料金制にした指定管理に
・待機児対策での保育園増設も特養建設もすべて民間。公立園
11か園の民営化準備予算7億円を計上。2017年度３園、2018年
度４園の民営化の準備に。
・介護保険の要介護認定事務を１６区から１か所に集約し民間に
委託
・東部医療センターのボイラー運転管理の委託化で人員削減し
341万円
・水道局のポンプ所運転管理業務を委託化し定員削減2582万円
◆人件費削減の徹底
・県費負担教職員関係での10,039人の増員を除外すると、民間委
託化や嘱託化の推進で職員定数を64名削減（一般会計で一般職
72人減、消防7人増などで65名減、特別会計1名増）し、5億7680
万円減。定数削減分を嘱託、委託化で3億2349万円増額。管理
職給与の10％削減で36万円減。人件費で2億4600万円減額。
・地下鉄東山線のワンマン化で49人削減。
◆市民の暮らしはどうなる
・国保料は医療費増などで一人平均111,234円が118,563円と7,
329円（介護分含む）も引き上げに。
・後期高齢者医療制度の低所得者軽減制度の縮小・廃止で保険料
(年額)が84,446円→85,727円（1,281円増）に。段階的廃止で
2018年度は86,756円、2019年度は87,613円で3年間で3,167円の
増額。
・社会保障・税番号制度の導入に向けた情報連携基盤システム開
発に2800万円。7月から運用。
・トワイライトルームを36から42に、トワイライトスクールは
226から219に。
・なごや子ども応援委員会の体制強化。ＳＣ37→59人、ＳＳＷ
17→18、元警官によるスクールポリス11人はかわらず。スクー
ルアドバイザー11人、スーパーバイザー配置。
・発達障害対応支援員の配置を379→395校
・学習支援講師の配置を夏休み20校→40校に
３、市民の運動で前進
・高等学校給付制奨学金6897万円
・小中学校に災害避難用スロープを設置2300万円
・新堀川の悪臭対策3億6400万円
・環境学習センターの改修で名古屋の公害の歴史の展示も
・子ども食堂推進事業助成150万円
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・学童保育への運営助成の拡充
・学校図書館への司書の配置1467万円
・就学援助における入学準備金の増額小１・20,470円→40,
600円、中1・23,550円→47,400円。1億9462万円。
・病児・病後児デイケア事業3億1354万円
・ヘルプカード配布268万円
・保育所利用待機児童対策（三歳未満児関連） 28億852万
円
・守山養護学校増築2300万円
・客引き行為規制150万円
・低所得者の第２子保育料無料化
・ゴミ減量、分別ガイドの全戸配布3580万円
・船頭場公園に命山整備、川名公園などを整備
・非常勤講師を正規教員に切り替え
・いじめ対策134万円
・救急隊増隊のための消防隊庁舎改修2920万円
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代表質問（2017年3月7日）
富裕層・大企業優遇の「減税」をやめて、給食費
の無料化など福祉・教育・暮らし優先に
田口一登議員
質問項目
１ 河村市政の評価について
―日本共産党市議団の市政アンケートから
２ 市民税減税について
(1) 「富裕層・大企業優遇減税」の中止
(2) 「減税」をテコにした「行革」の一環
―小学校給食調理業務の民間委託
３ 巨大ハコモノづくりについて
(1) 名古屋城天守閣の木造復元
(2) 空見ふ頭における大規模展示場の整備
４ 子どもの貧困対策について
(1) 小学校給食費の無償化
(2) 子どもの医療費無料制度の18歳までの拡大
(3) 就学援助制度の入学準備金の前倒し支給
５ 介護保険料の軽減について
６ 公契約条例の制定について
７ 「ヒバクシャ国際署名」への河村市長の姿勢について

ば、市長がいま一番熱を上げている名古屋城天守閣
の木造復元についても、私たちの市政アンケートで

河村市政の評価――
日本共産党の市政アンケートから

は、河村市政に「満足」と答えた人でも、「まずは
耐震補強を行う」という回答が、「木造化」を上回っ
ています。

８年間の市政運営、アンケート結果
では40点だが自己評価は何点か

一方で、不満と答えた方からは、「品がない」

【田口議員】日本共産党名古屋市議団を代表して市
政をチェックする立場から質問します。
河村市長が名古屋市長に就任されてから８年が経
とうとしています。市民のみなさんは、河村市政を
どのように評価しているのか。私たち共産党市議団
が昨年の秋から実施してきた市政アンケート、市内
の60万世帯余りにアンケート用紙を配布したところ、
１万7600通を超えて回答が返信されていますが、こ
のアンケートでは、河村市政について「満足」と
「ある程度満足」が合わせて39％、「大いに不満」
と「少し不満」が合わせて37％と、評価が分かれて
います。
河村市政に満足と答えた方はどこを評価している
のか。市政アンケートに記載された意見をみますと、
市長給与を800万円に削減したことが評価を高めてい
るのでありまして、河村市長が進めている政策が支
持されているわけではけっしてありません。たとえ
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「服装の有松絞は良いが、着方がラフすぎる」といっ
た市長の品性や個性に関する意見が少なくありませ
んが、河村市長の政治姿勢については、次のような
意見がありました。
「目立つ経済系のことには力を入れているけれど、
生活の本質的な部分、福祉系のことには力を入れて
いないように見える」「名古屋城木造化、ＳＬ運行
など税金の使い方がおかしい。もっと福祉、教育に
力を入れてほしい」。
私は、こうした意見こそ、河村市政の本質を見抜
いた意見だと考えます。
そこで市長にお尋ねします。私たちの市政アンケー
トでは、河村市政に「満足」「ある程度満足」が
39％でしたので、河村市政に対する市民の評価点数
は40点程度ということになると思いますが、市長は、
自身の８年間の市政運営にたいして何点の自己評価
をつけられますか。お答えください。
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共産党のアンケートでこんなええ点。驚
きと感動。自己評価はつけれない（市長）
【市長】共産党のアンケートで、「ぺけ（×）」が
36.6％、「ええでないか」が39.2％。共産党さんの
アンケートでこんなええ点をつけていただくという
のは、むしろ大変驚いて感動している。点数をつけ
れる問題ではありません。正直、大変おどろきまし
た。

市民税減税について

もらう大企業もありますが、この企業も、名古屋市
から巨額の減税の恩恵を受けています。一方で、約
９万社ある課税法人のうち、92％にあたる約８万３

富裕層・大企業優遇の
市民税５％減税の中止を

千社は減税額が５万円以下。赤字で苦しむ中小企業
の多くはわずか2,500円の減税です。

私たちの市政アンケートでは、河村市政を評価する

河村減税は富裕層・大企業優遇だという
認識があるか

理由として減税をあげた人は少数でした。むしろ、

市長、あなたの減税は、富裕層・大企業優遇とい

【田口議員】次に、市民税減税について質問します。

「結局、金持ち減税ではないか」「低所得者には恩
恵がない」「実感がわかない」という意見が少なく

う認識がありますか。
いま日本社会は、超富裕層がますます富み、国民

ありません。

全体の所得が低下するなかで、中間層が疲弊し、貧

昨年度、個人市民税の減税額が一番多かった人の減

困層が拡大しています。

税額は393万円です。8,000万円近い市民税を納めた

一律５％減税は、富める者をますます富まし、貧

この方の課税所得は約13億円だそうですが、この所

困層にはまったく恩恵がない。格差を拡大するもの

得には分離課税の対象となる株の取引で得た利益は

ではありませんか。富裕層・大企業優遇の減税はや

含まれていません。13億円もの課税所得がある人に

めて、税収を確保し、福祉や教育、低所得者支援な

393万円も減税するというのは、富裕層優遇ではあり

どの拡充に振り向けるべきではありませんか。市長

ませんか。

の答弁を求めます。

一方で、市民税減税の対象とならない非課税者・
生活保護受給者と扶養家族等控除対象者を合わせた

地方税の単一税制をやめさせてよ（市長）

約117万人、市民の51.4％には減税の恩恵がまったく

【市長】違法だけど定率減税をやめて金持ちの減税

ありません。しかも、減税された市民の半数は5,000

を少なくして庶民の減税を多くしろ、ということを

円以下の減税です。

言わんと、市民が誤解する。

昨年度の減税額がもっとも多かった法人では、１

平成18年の時は民主と共産は反対したでいいけど、

億4,600万円も減税されています。この法人は運輸通

あの時のように地方税の単一税制はやめよ、もう一

信業とされています。市内の運輸通信業の中には、

回国会で、累進税率にせよと主張してくれんと、今

国からはリニア建設に３兆円もの公的資金を出して

の制度の中で実現できると市民が誤解する。

民営化は「減税」をテコにし
た「行革」の一環
【田口議員】河村市長の減税のねらいの一つは、減
税日本のホームページによると、「強制的に減税で
財源を減らし、減少した範囲内で行政を運営せざる
を得なくすることによって、行財政改革を推進する」
というプライスキャップ政策の推進にあります。
減税をテコにした「行財政改革」によって推進さ
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れているのが、公立保育園の民間移管、小学校給食
調理業務の民間委託、図書館への指定管理者制度導
入など、福祉・教育の分野にまで及ぶ民営化・民間
委託であります。そこで、小学校給食調理業務の民

小学校給食調理業務の
民間委託
2016
年度

荒子小(中川区）
大清水小(緑区）
西山小(名東区

2017
年度

山田小(西区)
瀬古小（守山区）
下志段味小(守山区）
桶狭間小（緑区）
天白小（天白区）

間委託についてお尋ねします。

小学校給食調理業務の民間委託はやめよ
小学校の給食調理業務の民間委託は、昨年４月か
ら３校で始まりましたが、１学期に４件の異物混入
事故が起き、教育長がわが党議員の質問に答えてお
詫びする事態となりました。それにもかかわらず、
今年４月からさらに５校に拡大する計画です。委託

市立図書館の指定管理導入
(試行)
2013
年度

志段味図書館
（守山区）

2017
年度

緑図書館(緑区)
徳重図書館(緑区）
中村図書館（中村区）
富田図書館(中川区）

化が予定されている天白小学校の保護者の方から、
この方は管理栄養士として働いていたそうですが、
次のような手紙をいただきました。
「委託業者では一般的にお給料が安く、仕事内容

市立病院の売却・民営化

もきついことが多いので、……直営で就職されてい
る方よりも離職率は高いように感じています。その
ため、いつでも求人をしており、実際関わった経験

民間譲渡

直営

中で、学校給食に慣れたしっかりとした人材を選出
この方も手紙の中で触れていましたが、委託業者
地下鉄

と思います。しかし、仕事が安定していて、経験や
技能の蓄積ができるという点では直営の方が勝って
いるのではないでしょうか。
の民間委託は、市職員の削減によるコストカットを
目的とするものであって、教育の一環である学校給
食の質の向上とはまったく無縁のものです。学校給
食の質を維持し、向上させるために、給食調理業務
の民間委託は拡大すべきではありません。教育長の
答弁を求めます。

市バス

調理員の退職者不補充を理由とする給食調理業務

東部医療センター
西部医療センター
交通局の主な委託

できるかは少し不安です」
の社員も、いい給食を提供したいと努力されている

移管済み
区

駅業務を委託
・日比野駅・六番町駅・
港区役所駅・築地口駅
（名港線）
・鳴子北駅・相生山駅・
神沢駅（桜通線）
・八田駅・中村公園駅・
中村日赤駅・本陣駅・
亀島駅（東山線）
大森営業所・浄心営業所・
野並営業所・浄心営業所
楠分所

保育所名

2007年4月 中村 則武保育園
2010年4月 千種 千種台保育園
2010年4月

西 山田保育園

2011年4月 守山 苗代保育園
2012年4月

緑 汐見が丘保育園

2015年4月

東 矢田保育園

2015年4月

北 東志賀保育園

2015年4月

北 田幡保育園

2016年4月 千種 振甫保育園
2016年4月 中村 御田保育園
2016年4月

南 南・氷室保育園

2016年4月 名東 にじが丘保育園
移管予定
区

保育所名

2017年4月 千種 北千種保育園
2017年4月 瑞穂 東栄保育園
2017年4月 中川 畑田保育園
2018年4月

指定管理 緑市民病院

からも言わせていただくと、人の入れ替わりも多く、
人材の当たり外れがとても大きいと思います。その

守山市民病院
城西病院

公立保育所の民間移管

北 味鋺保育園

2018年4月 中村 二ツ橋保育園
2018年4月 名東 梅森坂保育園
2018年4月 天白 島田第二保育園
2019年4月

港 土古保育園

2019年4月

港 茶屋保育園

2019年4月 守山 本地第一保育園
2020年4月

北 宮前保育園

2020年4月

南 宝生保育園

2020年4月 守山 大永寺保育園
2021年4月

北 鳩岡保育園

2021年4月

緑 松が根保育園

2021年4月 名東 藤が丘保育園
2022年4月 千種 汁谷保育園
2022年4月 中村 新富町保育園
2022年4月 名東 高針北保育園

また、学校に栄養教諭を配置して、給食の出来上
がり具合や味見、衛生管理の状況を確認しており、
児童への食育指導も行っています。
教育委員会としては、直営校、委託校にかかわら

直営、委託にかかわらず、安心安全で安
定的に提供していく（教育長）

ず、給食を安心・安全で安定的に提供していきます。

【教育長】小学校給食の民間委託は、献立、食材、

巨大「ハコモノ」づくりについて

調理場所はこれまでと変わりがなく、学校給食の実
績のある民間業者に、調理作業のみ委託しており、
衛生管理も国や本市の基準に基づいて実施していま
す。従事する責任者等は、学校給食の経験があり調
理師等の資格を持った正社員とし、技能経験のある
者の配置を義務付けています。 従事者は、社内や教
育委員会開催の研修に参加し、知識・技能の向上を
図るようにしています。
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名古屋城天守閣は耐震改修で
【田口議員】次に、巨大ハコモノづくりについて質
問します。
私たちの市政アンケートでは、「名古屋市政に望
むこと」も問うていますが、回答の第１位は、「無

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）
駄な公共事業の削減」でした。ところが、河
村市長は二つの巨大ハコモノづくりに熱中し
ています。
その一つは、名古屋城天守閣の木造復元で
あります。
505億円という巨額の事業費がかかります。
「税金は１円も使いません」といって河村市
長が持ち出した収支計画は、木造復元後の入
場者数が現在の２倍以上の400万人程度に増
え、それが50年間近くも継続することを前提
にしたものです。昨年２月定例会の代表質問
で、わが党が、入場者数が400万人以上に増加する根

るのでなければ、整備はできない」と認めない意向

拠を質すと、市長は、「熱田神宮の参拝者は初もう

を表明したと伝えられています。

でを除いても年間450万人いる」と答えました。まさ
に神頼みであります。

空見ふ頭での展示場整備には、港湾計画の変更や
臨港地区内の分区の変更が必要になります。大規模

私たちの市政アンケートで名古屋城天守閣の整備

展示場の予定地は東邦ガスの所有地ですが、現在は

について尋ねたところ、「まずは、耐震補強やコン

工業港区に指定されているため、分区の変更をしな

クリート劣化に対する補強を行う」が52％でした。

ければ展示場を建設することができません。分区変

このアンケートを作成した当時に河村市長も言い出

更の権限は名古屋港管理組合にありますが、同組合

していた「リニア開業の2027年を目標に木造化する」

には愛知県も関与しており、県の理解が得られなけ

という回答は、21％にすぎませんでした。

れば分区変更はできない。つまり大規模展示場の整

現にある復元された天守閣を急いで壊すことに市

備は不可能なのです。

民の合意はありません。天守閣の整備については、

市長、愛知県との調整がついておらず、空見ふ頭

まずは耐震補強を行うべきではありませんか。市長

での大規模展示場整備の可能性が見通せないなかで

の答弁を求めます。

調査費を計上するというのは、予算計上の前提を欠
いた独断的なやり方ではありませんか。

市民集会のアンケートでは80％が
木造に賛成（市長）
【市長】市民集会のアンケートで、参加者および参
加意欲のある人の80％が木造に賛成といっていた。
コンクリートであれをもう一回修繕することは税金
のむだ使いの極みです。

空見ふ頭における大規模展示
場の整備は手順がおかしい
【田口議員】巨大ハコモノづくりのもう一つは、空
大規模展示場計画

見ふ頭における大規模展示場の整備であります。

展示面積 建設費

来年度予算案に大規模展示場整備に関する調査費
が計上されました。これにたいして、大村愛知県知
事が、「空見は適地ではない。県と市が一致してや
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金城ふとうポートメッセ

備考

４万㎡ 337億円 第１展示場の改築分

空見ふ頭（計画）

５万㎡ 500億円

県との協議未定

愛知県の中部空港展示

６万㎡ 341億円

竹中工務店

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）
この地域の国際展示場をめぐっては、本市が国際

されます。

展示場「ポートメッセなごや」の４万平方メートル

愛知県が大規模展示場建設に着手した今、市が類

への拡張移転を、2021年度の完了を目処に進めてい

似の施設を競い合って建設することは、利用者を奪

ます。一方、愛知県は、中部国際空港の空港島に20

い合うことになるのではありませんか。過大な需要

19年秋頃の開業をめざして、６万平方メートルの大

を当て込んだ、過大な投資になるのではありません

規模展示場の建設に着手しました。その上に、本市

か。市長の答弁を求めます。

が空見ふ頭に整備しようとしている大規模展示場は

客の来ないままにしておくことほどひど
いことはない。大きいのを作って世界か
らお客さんをとってくる（市長）

５万平方メートルといわれています。市長は、「合
わせて15万平方メートルという日本最大の展示面積
となり、国際的な大規模展示会の開催ができる」な
どと言っていますが、果たして採算がとれるのでしょ
うか。
愛知県が大規模展示場の整備を急いでいるのは、
2020年の東京オリンピック、パラリンピックで首都
圏の展示場が使えなくなるため、その受け皿として
の利用を狙っているからですが、昨年９月から始め
た事前予約は低調で、「人気薄」という報道もあり
ます。オリンピック後には、11万６千平方メートル
に拡張される東京ビッグサイトなどとの競合にさら
新第1展示場 施設計画案
区分

施設概要

無柱空間
有効
天井高

グレード1

比較（2016年5月）

グレード2

て、世界の展示場ビジネスを呼んでくる。そんな時
に大きい展示場があってそこでみんな商売やってい
る人が新しいイノベーションに挑戦してもらう。そ
ういう展示場を作らないとあかん。過大な投資とい
うのは全く逆で、お客の来ないものをそのままにし
て置くことほどひどいことはない、税のムダづかい。
それよりも大きいのを作って世界からお客さんをとっ
てくる。新幹線で展示場に行きやすいものを作らな
いとはやらない。

子どもの貧困対策について
貧困家庭の問題ではなく、もう少し
広い範囲にも目を向けて

展示場全体

ステージ部のみ20ｍ以上
その他客席部15ｍ以上

はたいへん重要です。国際競争力のある展示場を作っ

グレード3

く基本機能＞
・展示床面積20,000㎡（廷床面積36,200㎡)
・展示館の付属室：60㎡程度×25室程度
・共用部（エスカレーター、トイレ等）
＜音楽・スポーツ系イベント対応機能＞
・後方及び両側にブリージア（移動観覧）席を設置
・音響調整室、照明調整室、盤室、仮設調整卓対応
展示場の3／4

【市長】商売を盛り上げるというのは都市にとって

全て20ｍ以上

【田口議員】次に、子どもの貧困対策について質問
します。

客席数

13,000席

15,000席

15,000席以上

概算額

326億円

332億円

337億円

愛知県が子どもの貧困を把握するために行った調
査の中間報告では、小中学生の保護者の３割が「生
活が苦しい」と回答しています。子どもの貧困対策
は、単に貧困家庭の問題ではなく、もう少し広い範
囲で、暮らしにゆとりのない層にも目を向けて取り
組む必要があると考えます。こうした視点に立って
３つの対策を提案し、見解を伺います。

小学校給食費の無償化を
【田口議員】第１は、小学校給食費の無償化です。
学校給食の無償化は、「義務教育は無償」という
憲法の原則からも、子どもの健やかな成長を保障す
るためにも、そして子どもの貧困予防対策としても
大きな意義があることから、無償化に踏み出す自治
体が増えています。「朝日新聞」の調査によると、
公立小学校や中学校の給食費の保護者負担を全額補
助して無償にする市町村が少なくとも55あり、その
- 20 -
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うち半数以上がこの３年

厚生労働省は、子ども医療費の窓口負担を軽減し

間で無償にしています。

ている自治体にたいするペナルティを「未就学児ま

また、半額補助や多子世

で」ですが、廃止することを決めました。これによっ

帯への補助など給食費の

て、本市への国庫負担は１億２千万円余り増える見

保護者負担を部分的に補

込みです。ペナルティ廃止によって生み出されるこ

助する市区町村が少なく

の財源も活用して、18歳までの無料化に踏み出すべ

とも396自治体あるとい

きです。

います。

河村市長は、2014年６月定例会でのわが党議員の

昨年２月定例会のわが

質問にたいして、18歳までの医療費無料化について、

党の代表質問に、市長は

「どえりゃあ熱心に研究している」と答弁されてい

「給食費を応援するとい

ます。どえりゃあ熱心に研究された成果に立って、

うのはええですわね」と

18歳まで無料化を拡大していただきたい。答弁を求

答弁しています。指定都

めます。

市で学校給食の無償化を

なかなか泣かせるところがある。
総合的にいろいろ考えていきたい（市長）

実施している都市はまだ
ありません。名古屋で踏

【市長】いろいろな自治体がやっている。なかなか

み出せば、その対象児童

泣かせるところがある。いっぺん総合的に、いろい

数からいって、「日本一

ろ考えていきたい。

子どもの給食費を応援するまち」になります。
市長、第３子からといった一部補助、１学年ごと
の段階的実施なども含めて、小学校給食費の無償化
に踏み出すべきではありませんか。お答えください。

今でも安い。考えさせて（市長）

入学準備金（就学援助）の
入学前支給へ
【田口議員】第３は、就学援助制度における入学準
備金の前倒し支給です。

【市長】名古屋はどえりゃあ安い。今でも。いろい

経済的に苦しい家庭の小中学生が受けている就学
援助の一つである入学準備金は、国の補助単価が約

ろ考えさせていただきます。

２倍に引き上げられることにともなって、本市の支

子ども医療費無料化の
１８歳までの拡大を

給額も来年度予算案では同額に引き上げられていま
す。これは評価できますが、改善が求められている

【田口議員】第２は、子ども医療費無料化の18歳ま

のは、入学後とされている支給時期を、制服購入な

での拡大です。

どで出資がかさむ入学前に前倒しすることです。支

18歳までの医療費無料化は、義務教育終了後に子

給時期を前倒しする自治体は近年増加しており、指

どもにかかる出費が増える保護者の負担を軽減する

定都市でも福岡市が昨年度の新入生から実施し、北

うえでも、青少年期の病気の早期発見・早期治療を

就学援助入学準備金の事前支給（2017年2月27日現在）

促すことによる医療費の抑制にも大きな効果が期待

事前支給の実施

都市名

されます。

都市名

実施有無 開始年度

事前支給の実施
実施有無 開始年度

医療費無料化を18歳まで拡大する自治体も広がっ

札幌市

〇

京都市

×

ています。愛知県内では、４つの自治体が入通院と

仙台市

×

大阪市

×

も、２つの自治体が入院のみ、18歳年度末まで医療

さいたま市

×

堺市

×

千葉市

×

神戸市

×

横浜市

×

岡山市

×

川崎市

×

広島市

〇

2018年度

相模原市

×

北九州市

〇

2017年度

370

新潟市

〇

福岡市

〇

2015年度
2017年度

費を無料にしています。
国保の療養給付費負担金でのペナルティ減額の内訳（2015年度）
区分

減額分（万円）

うち未就学児分（万円）

2017年度

2016年度

障害者

81,830

ひとり親家庭等

12,980

1,450

静岡市

×

熊本市

〇

子ども

19,560

10,920

浜松市

×

名古屋市

×

計

114,370

12,740
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札幌市、新潟市、広島市は新中1のみ対象
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ケースも生じる恐れがあるといった実態があります。
入学準備金の事前支給の検討を行うにあたっては、
他都市の動向等を注視しつつ、引き続き課題を整理
する必要があると考えます。

介護保険料の軽減について

公費の投入も検討すべき
【田口議員】次に、介護保険料の軽減について質問
します。
九州市や熊本市が来年度の新入生から実施します。
札幌市など中学校１年生のみ前倒し支給する指定都

私たちが実施してきた市政アンケートでは、高齢
者から「介護保険料が高くてたいへん」という意見
が多数寄せられました。65歳以上の方の介護保険料

市も生まれています。
今月から支給を前倒しする八王子市教育委員会の
担当者は「『予算措置を伴う新たな貧困対策はなか
なかできない。前倒しは事務手続きの見直しで可能
なため決めた』と話す」と報じられています。入学
準備金の前倒し支給には新たな経費は必要ありませ
ん。事務手続きの課題さえ解決できれば実施できる

の基準額は、介護保険制度が始まった当初は年額34,
500円でしたが、現在は70,720円と２倍以上に引き上
げられています。河村市長になってからも２回の保
険料改定で、1.4倍以上も値上げされ、年間で２万円
余りも負担が増えました。本市の介護保険料は、愛
知県下の自治体の中で３番目に高い保険料となって
います。高齢者の方から、「わずか年間数百円の減

ものです。
昨年11月定例会でのわが党議員の質問に、教育長
は「実施に向けた課題などを整理する必要があるた
め、まずは他都市の事例の研究を行いたい」と答弁

税よりも、介護保険料を引き下げてほしい」という
声が上がるのも当然です。
来年度は、2018年度からの３年計画である「はつ
らつ長寿プラン2018」の策定の中で、介護保険料改

しています。
教育長、他都市の事例の研究によって、事務手続
き上の課題の解決方向は明らかになりましたか。来
年度早々には事務手続きを整えた上で、2018年度の
新入生から、入学準備金の前倒し支給を実施するよ

定についても検討が行われますが、保険料は、値上
げなどとんでもない。むしろ引き下げるべきです。
介護保険料の思い切った引き下げのためには、市
の一般財源を投入する必要がありますが、当局は
「厚生労働省から、市町村が独自に公費を投入して

う求めます。お答えください。

他都市の動向等を注視しつつ、引き続き
課題を整理する必要がある（教育長）

保険料を軽減することはできないとの考えが示され
ているため、制度上困難である」というかたくなな
姿勢に終始してきました。しかし、厚生労働省の通

【教育長】就学援助受給者への入学準備金の事前支

知は、あくまでも地方自治法上の助言であって、か

給について他都市の状況を調査したところ、 近隣自

つて厚生労働大臣も、国は助言するけれど、公費投

治体では事前支給を行っている自治体はありません

入をやめろとまでは言っていないと国会で答弁して

でした。政令指定都市では６市において、事前支給

います。

を実施中、または実施予定となっています。６市に
ついて調べましたところ、事前支給を受けた後に市
外転出をするなどした場合に、入学準備金の返還を
求めるかどうか、あるいは、事前支給実施後に市外
から転入してきた方に、入学準備金を支給するかど
うかについて、都市によって取扱が異なっておりま
す。このため、転出前と転入後とで、入学準備金が
２回支給される方や、一方で、一度も受け取れない
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健康福祉局長、介護保険制度発足当時と比べて２
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倍以上に引き上がった介護保険料の負担について、

た賃金が下 限額を下回っ

重いという認識がありますか。2018年度の改定に際

ている場合 には、労働者

しては、保険料を引き下げるべきではありませんか。

が市や事業 者に申し出る

そのために公費の投入も検討すべきではありません

ことができ 、その場合に

か。お答えください。

市は、事業 者やその下請

高齢者の負担が大きくなっていると認識し
ているが、負担割合が法令で定められてお
り一般財源は投入しない（健康福祉局長）

業者にたい して報告、資

【健康福祉局長】現在の介護保険料の基準額は年額
70,720 円でして、介護保険制度が始まった平成12年
からの基準額は、年額34,500円でしたので、約２倍
となっており、 高齢者の負担は大きくなっていると
認識しています。
一般財源投入による保険料額の引き下げですが、
介護給付費を賄う財源といたしまして、国・県・市
の公費による負担割合及び被保険者の保険料による
負担割合が法令で定められており、市としましては、

料提出の要 求や立ち入り
調査を行い 、改善が必要
と判断した ときには、事
業者にたいして是正措置を指導できるとなっていま
す。
本市でも、賃金の下限額も定めた公契約条例を制
定し、市が発注する仕事にたずさわる労働者に適正
な労働条件を確保すべきではないでしょうか。財政
局長の答弁を求めます。

適切な公契約のあり方について
検討したい（財政局長）

この割合を超えて一般財源を投入し、保険料を引き

【財政局長】公契約条例は、労働者の賃金水準の確

下げるということは考えていません。

保に一定の効果があると考えられますが、一方で他

国に対して保険料の更なる負担軽減策を講じるよ

都市の公契約や民間発注の契約には本市条例の効力

う要望するとともに、平成30年度から32年度までの

は及ばないことから、その効果が限定的となり、さ

保険料額は、要介護・要支援者数や介護給付費等を

らには、地元企業の経営への影響など注意深く検討

しっかり見込み、算定していきたい。

すべき課題もあることから、他の自治体の状況を調
査しているところです。
また、条例で賃金の下限額を定めることには賛否

公契約条例の制定について

両論ありますことから、今後とも引き続き、低価格
入札の防止などに努めながら、 他の自治体の状況を

賃金の下限額も定めた公契約
条例を制定し、適正な労働条
件を確保すべき
【田口議員】次に、公契約条例の制定について質問

適宜把握しつつ、適切な公契約のあり方について検
討したい。

平和首長会議加盟都市の市長
としての姿勢について

します。
公共工事や公共サービスを受注した企業で働く労
ワーキングプアを生み出す事態も生じています。公

「ヒバクシャ国際署名」の趣
旨に賛同を

契約条例は、公共工事や公共サービスを発注する自

【田口議員】次に、平和首長会議加盟都市の市長と

治体と受注した事業者とのあいだで結ばれる契約に、

しての姿勢について質問します。

働者が低賃金に苦しみ、住民の税金を使った事業が

生活できる賃金など人間らしく働くことのできる労

平和首長会議は、核兵器廃絶の市民意識を国際的

働条件を確保し、公共工事や公共サービスの質の向

な規模で喚起し、核兵器廃絶を実現させることなど

上などを目的とするものです。

を目的に、２月１日現在で世界162か国7219都市が加

豊橋市は一昨年12月、労働者に支払う賃金の下限
額を定めた条例を制定し、昨年３月には愛知県が下

盟しており、本市も2013年に指定都市では最後にな
りましたが、加盟しました。

限設定のない理念条例を制定しています。豊橋市の

昨年12月、国連総会は核兵器禁止条約の締結交渉

条例では、賃金が支払われていない場合や支払われ

を開始する決議を採択し、核兵器禁止条約の制定を
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強く主張したい。

平和市長会議への加盟状況
都市

加盟年

都市

加盟年

広島

1982

川崎

2010

札幌

2008

横浜

2010

新潟

2008

相模原

2010

堺

2008

神戸

2010

千葉

2009

岡山

2010

静岡

2009

北九州

2010

言されませんでした。

京都

2009

福岡

2010

北朝鮮のミサイル発射についてはわが党も強く非難

大阪

2009

熊本

2010

し、抗議しています。北朝鮮の核・ミサイル開発へ

仙台

2010

浜松

2011

の対応という点からも、今月下旬に国連で始まる

さいたま

2010

名古屋

2013

「核兵器禁止条約に関する国際会議」の成功が重要

再質問（核廃絶）
核兵器廃絶という人類的課題の帰趨を
決める署名にこそ賛意を（意見）
【田口議員】まず、「ヒバクシャ国際署名」につい
てですが、市長はこの署名の趣旨に賛同するとは明

めざす交渉会議が、今月下旬および６～７月に市民
社会の参加もえて、国連で開催されます。核兵器禁
止条約に、かりに最初は核保有国が拒否したとして
も、国連加盟国の多数が参加して条約が締結されれ
ば、核兵器は人類史上初めて「違法化」されること
になります。そうなれば、核保有国は、法的拘束は
受けなくても、政治的・道義的拘束を受け、核兵器
廃絶に向けて世界は新しい段階に入るでしょう。
この動きを後押ししようと、「ヒロシマ・ナガサ
キの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」、いわゆ

となっています。
国際社会が「われわれはもう核を捨てる。だからあ
なたも捨てなさい」と迫ることが、北朝鮮に対して、
一番強い立場に立つことになると思うのです。
河村市長には、リコール署名にばかり気を取られて
いないで、核兵器廃絶という人類的課題の帰趨を決
める署名にこそ賛意を表していただきたいというこ
とを申し上げておきます。

再質問（大規模展示場）

取り組まれています。この署名の趣意書には、「被

県との調整もないままでの調査費計
上は独断的だ（再質問）

爆者は、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを、

【田口議員】県との調整がついていない中では臨港

すべての国に求めます」とあります。平和首長会議

地区内の分区の見直しなどできない。空見ふ頭で市

は、昨年11月に開いた第６回国内加盟都市会議総会

が大規模展示場を作ることはできないのではないか。

において、この「ヒバクシャ国際署名」の趣旨は、

そのもとで調査費を計上したのは独断的ではないか

平和首長会議が取り組んでいる「『核兵器禁止条約』

と聞いたが答えがなかった。

の交渉開始等を求める市民署名」と目的を同じくす

いろいろ言うなら調査させてよ（市長）

る「ヒバクシャ国際署名」が、世界で数億を目標に

るとして、平和首長会議として「ヒバクシャ国際署
名」に賛同・協力することを表明しました。愛知県
内では16の自治体首長が「ヒバクシャ署名」に署名
されたと聞いています。
そこで、市長にお尋ねします。平和首長会議の加
盟都市の市長として、核兵器を禁止し廃絶する条約
を結ぶことをすべての国に求めるという「ヒバクシャ

【市長】大村知事とは1年以上も事あるごとに空見の
ことでも話をしてきまして、この話も調査をやって
ちょうよ、ということだった。それからいろいろあ
りましたが、土地がどうの、駅ができるか、といっ
てみえたもので、それなら調査させてくださいよと
言うことで矛盾ない。

す。

県と市が何の調整もせずに張り合って
ことを進めるのはたいへん問題（意見）

ミサイル実験は許しがたい（市長）

【田口議員】知事は市が予算案に調査費を計上した

国際署名」の趣旨に賛同されますか。答弁を求めま

【市長】団体には入りましたけど。昨今のミサイル
実験もあって、とんでもない話だ。こんな危ない話
はない。たいへん許しがたい。唯一の被爆国として
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あと、それについて今のままではできないよと言っ
ている。建設の是非は別にして、本来なら県と調整
したうえで調査費を出すならわかる。手続きとして。
県と決裂して出してきたことが問題だ。委員会でしっ
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かり議論してもらいたい。

く減税だという認識はないのか。

今、国際展示場で３つの整備が進んでいる。莫大
なお金がかかります。ポートメッセなごやの拡張移
転では、330億円余りの概算額が示されており、加え
てコンベンション施設の建設費などがかかります。
空港島の県の国際展示場は建設費が340億円余で竹中
工務店が受けた。加えて用地取得費がかかります。
空見ふ頭の国際展示場については、まだ概算額が示
されていませんが、稲永ふ頭における市の調査と同

単一税率になったから
どうしようもならない（市長）
【市長】平成18年に法律が制定されて、市民税は６
％単一税率になったから、減税も同じ定率減税しか
できない。

一律減税の持つ本質的な問題を市長は
認識しているのか（再々質問）

様の単価で試算すると、500億円は下りません。あお

【田口議員】法律が変わって、

なみ線に新駅を築造することになれば、さらに20億

累進性がなくなって定率税率

円から30億円かかります。この３つの国際展示場の

になったからしかないという

整備に要する費用は、県・市あわせて1200億円を優

言い訳だ。言い訳を言ってい

に超えるでしょう。

るだけだ。聞きたいのは、こ

そんな時に、愛知県と名古屋市が何の調整もせず

ういう一律減税が持つ本質的

に張り合ってことを進めるというのはたいへん問題

な問題点として、富裕層や大

だと言っておきたい。

企業がどっさり減税で、庶民は減税になる人もちょっ
ぴりと、こういう減税額の大小からすれば不公平な

稲永ふ頭における大規模展示場整備の概算事業費
項目
用地取得（取得面積15.95万㎡）

１１７億円

展示場（展示面積５万㎡、延床面積 13.75万㎡）

９６３億円

関連施設（デッキ 新駅⇔ 展示場、立体駐車場）

１２８億円

新駅築造（用地取得費、建設費）

減税になるわけです。そういう点を認識しているの

概算事業費

か。減税ができるできないのではなく、減税をやる
とかやらないとかの話ではなく、一律減税、定率減
税の持つ本質的な問題を市長は認識しているのか。
何の答えもできない。

２３億円

年収200万、100万円台の人がちょっとでも減税
されるのは低所得者にやさしい考え方（市長）

道路改良（交差点改良、ＩＣランプ複線化等）

２００億円

調査設計（調査費、設計監理費）

１３０億円

【市長】そもそも違法になってできんことを強制さ

５５億円

れてはかなわん。生活費の負担の多い人、年収200万

１,６１６億円

とか100万円台とかの人がちょこっとでも減税される

移転補償（現在価値補償）
計

【参考】2017年2月28日東京都議会代表質問

再質問（減税）

「個人都民税の減税」質問（自民党）と答弁

富裕層・大企業優遇という認識は
あるのか（再質問）
【田口議員】市民税減税について市長に伺いたい。
一律減税が富裕層・大企業優遇という認識はあるの
か。ないのか。
河村市長が最近、接近を強めている東京都の小池
百合子知事は、都議会の代表質問で個人都民税の一
律減税への認識を問われて、「高額所得者ほど減税
額が大きくなる」「個人都民税が課せられない方々
に対しては効果が及ばない」、だから「税の公平性
の観点から課題がある」という認識を答弁されてい
ます。これがまっとうな常識的な考えだと思います。
市長には、こういう認識はないのか。公平性を欠
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【自民党高木けい議員】（前略）東京都議会自由民主党は直
接都民生活、都民福祉向上につながるあらたな政策シリーズ
を準備し、本日はその第一弾として、個人都民税の１０％減
税を知事に提案したいと思います。（中略）個人都民税の10
％減税について知事の所見を伺います。
【小池知事】歳出削減の成果を個人都民税の減税という形で
都民の皆様方に還元するということはすなわち、高額所得者
ほど減税額が大きくなります。
そして個人都民税が課されない方がたに対しては効果が及
ばない、などの指摘が従来よりあることは、ご承知のことと
存じます。税の公平性の観点から、課題があるものと認識し
ております。
また、都市と地方との税収格差が問題視されるなかで、都
が独自に都民税の減税策を講じることによりまして、東京の
富裕論を背景とした財源調整の動きに拍車をかけることにも
なりかねないなど、これまで御党がご指摘になってこられた
ような様々な課題がございまして、慎重に、そして戦略的に
対応すべきものと考えております。
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というのは、それは低所得者にやさしい考え方です。

使ったかわからない。こういう減税はいよいよ見直

これが税の根本ですよ。できんことをりきんだって

すときにきていると思います。

しょうがない。

富裕層・大企業優遇減税はやめて、税金は福祉・

給食費を無料にした方が減税の何倍
も負担軽減になる（再々再質問）
【田口議員】年収100万や200万の人が減税になりま
すか。100万円では非課税じゃないか。答えるならき
ちんと論理的に答えなさい。
市長は、減税やめれば増税というが、生活に一番
困っている人、非課税の人、生活保護の人、暮らし
に困っている人にとっては一律減税をやめても増税
にはならない。中間層にとっても減税をやめればもっ
と負担が軽くなることを言いたい。
たとえば、小学校給食費を無料にするための必要
経費は、教育委員会に試算してもらったところ、40
億８千万円だそうです。減税で税収減は約117億円の
予算ですから117億円の税収減をもたらす減税をやめ
れば、給食費無償化の財源は十分確保できます。小
学校の給食費の保護者負担は月額3,800円、年間で
41,800円ですから、給食費が無償化されれば、小学
生一人につき年間４万円余りも保護者の負担が軽く
なります。
市長、年間数千円の減税よりも給食費無償化の方
が、子育て世帯にとっては、はるかに生活支援にな
るのではありませんか。お答えください。
給食費無料化の試算<全児童無料の場合>
区分

給食費
総額

就学援助等の
無料化済額

必要経費

小学校

46.5億円

5.7億円

40.8億円

できもしないことを言われても（市長）
【市長】減税施策をやる場合は減税で可処分所得を
あげて、経済をあげる。実際、名古屋はあがった。
ＧＲＰが。そういう流れの中で社会を作っていこう
というのを共産党以外が選択した。

減税はいよいよ見直すとき。巨大ハコモ
ノづくりよりも、福祉・教育・暮らしの
優先を（意見）
【田口議員】あなたはやる気がない。金持ち大企業
優遇減税を続けたい。こういう減税より110億円余り
あれば、ほかの生活支援、福祉や教育や低所得者支
援に回した方がよほどいいではないか。可処分所得
がが増えるというが、増えた可処分所得はどこに使っ
ているか。2014年のアンケートでは36％の方が何に
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教育・暮らしに回す。天守閣木造化や大規模展示場
建設といった巨大ハコモノづくりよりも、福祉・教
育・暮らしを優先する。こうした方向へと市政を転
換することを求めて、質問を終わります。
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個人質問（3月8日）
樹木葬など、負担軽減につながる新しいお墓の検討
を／高齢者が住宅を追い出されない仕組みづくりを
藤井ひろき議員
減少傾向に歯止めをかけるための具体策などは、とっ

みどりが丘公園墓地における新しい
お墓のあり方について

てきたのか、お答えください。

墓地公園の魅力のＰＲやサービス向
上に努めてきた（緑政土木局長）

みどりが丘公園墓地の
応募者数減少に対する対策は

【緑政土木局長】みどりが丘公園は、地下鉄原駅・

【藤井議員】この2月定例会では、緑政土木局より、

徳重駅から直通の市バスが運行するなど、交通の利

みどりが丘公園墓地使用料の改定を盛り込んだ特別

便性が良く、園内もなだらかに整備されているため

会計の予算案が提出されています。改定されると、

お墓参りがしやすい環境にあります。また、自然環

みどりが丘公園墓地で最も貸付数が多い1.08㎡の普

境や四季折々の景観を楽しめるなど、墓地公園なら

通墓地ですと、使用料がこれまでの439,560円から

ではの魅力もあります。そうした魅力をお知らせし

452,520円となります。この金額は使用料ですから、

て、少しでも貸付区画数の増加に繋がるよう、広報

実際にお墓を建てる場合は、プラス墓石代がかかり

なごや、新聞・テレビなどによる広報のほか、民間

ますから、相当な金額となります。

商業施設において「お墓さがしセミナー」を開催す

では、みどりが丘公園の墓地使用の募集区画数に

るなど、PRに努めてきました。

対して、これまでの貸付区画数はどうでしょうか。

平成28年度からは、お墓の維持管理面において、

同公園の墓地には普通墓地と芝生墓地があります。

指定管理者による草取りや供花の代行サービスを実

一昨年度は募集区画数が、普通墓地と芝生墓地あわ
せて全体で1058であったのに対して、貸付数は540で0.
51倍です。同じく昨年度は1195の募集に対して、
476の貸付数となっており、倍率は0.40倍となってい
ます。募集区画の半分しか応募がありません。
墓地の貸付区画数の申し込みが減少しているのに使
用料を上げたら、さらに申し込みが減りはしないで
しょうか。この減少傾向をどう受け止めているのか、

募集案内（左）
普通墓地（上の上）と芝生墓地（上）
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施するなど、使用者サービスの向上に取り組んでい
る。

お墓に対するニーズに変化が。
市アンケート結果の受け止めは
【藤井議員】募集をかけても貸付の申し込み数が少
ない。その理由の一つとして、年金が減った、所得
が減った社会背景もあるでしょう。
流行語大賞候補にノミネートされた言葉、「下流
老人」は衝撃的でした。「お墓が欲しくても、使用
料や墓石代を考えると高価なものだ」と言った声。

「こどもに負担をかけたくない」が468件（52.5％）、

最近では、永代供養していただくお寺にお骨を郵送

次いで「お墓が遠いと墓参りが大変」が356件（40.0

する、送る骨と書いて「送骨」といった納骨まであ

％）、「墓石や使用料など費用負担」が326件（36.

ると聞いております。「送骨」の費用は数万円との

6％）と続いています。「引き継いでくれる人がいな

ことです。

い」の回答も211件（23.7％）ありました。

また、人生の終わりを良いものにするため、事前

この結果からは、さまざまな要因が読み取れます。

に準備を行う、終わりの活動と書いて「終活」が話

子どもが成長して社会人になり、県外で就職をし、

題になる一方で、同時に昨今、「墓離れ」という言

その地で家庭を持った。あるいは転勤先でマイホー

葉も聞きます。お墓に対する新しい考え方やニーズ、

ムをかまえ、故郷にある先祖代々のお墓参りがしづ

社会変化も貸付数の減少の一因であるかと思われま

らくなったなどの理由もあるでしょう。
また、少子化や晩婚化など、単身者やお子さんの

す。
昨年度、本市は「みどりが丘公園に関するアンケー

いない夫婦を中心に「自分の死後、親族に世話をか

ト」を行いました。これは無作為抽出で2500人に郵

けたくない」という理由から、「承継を前提としな

送で行ったものです。

い墓地」を求める方も現れてきたのではないでしょ

このアンケートには、次のような質問があります。
「あなたはお墓を持つことについて、問題点や心配

うか。
このお墓を持つことについてのアンケート結果を
どのように受け止めておられるのか。お答えくださ

事がありますか（あてはまるものすべてに〇）」。
回答者数は891人となっています。回答結果は、

い。

維持管理や承継など、心配事を抱え
ている市民が多い（局長）
【緑政土木局長】アンケート結果からは、お墓の必
要性や申し込みの際に重視される条件などについて、
市民の皆様の考え方などを把握できたと同時に、お
墓を持つことについて、維持管理や承継の面で問題
や心配事を抱えられている市民が多いことを実感し
ました。一方、そうしたなかでも代々引き継いでい
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く、従来型のお墓を持ち、先祖や家族との繋がりを

置された「カロート」と呼ばれる共同埋蔵施設に、

大切にしたいと思われている方も少なくないと感じ

遺骨を納骨袋に入れた状態で、直接、土に触れるか

た。

たちで共同埋蔵します。樹林墓地の断面図イメージ

ニーズのある樹木型墓地の導入で、
応募減少に歯止めを
【藤井議員】さて昨今、注目されているのが、「樹
木葬」という、新しいタイプのお墓です。一言に

図をご覧ください。このカロートの底は土に触れて
います。資料にありますように、埋蔵予定数は約10,
700体であり、1体の使用料は今年度、遺骨が123,000
円、粉状遺骨が41,000円です。
これに対し、樹木墓地の埋蔵方法は、樹木の周辺

「樹木葬」といっても、様々なタイプがありますが、

に遺骨を納骨袋に入れた状態で、直接、土に触れる

定義するのであれば、「石ではなく樹林を墓標とし、

かたちで「個別に」1体ずつ埋葬します。こちらの使

遺骨を埋葬する」となります。「死後は、自然の一

用料は今年度、1体183,000円です。

部になりたい」、「親族が墓の維持や、管理するよ

樹林墓地、樹木墓地ともに参拝方法は、それぞれ

うな必要がない」と、全国的に注目が高まっていま

の墓地正面に設けられた参拝広場にある献花台にて、

す。

焼香や献花を行っていただきます。

公益社団法人全日本墓園協会によると民間、お寺

樹林墓地の申し込みは遺骨での申し込みだけでな

の樹木葬は、この数年で増えていますが、公営、自

く、生前の申し込みもできます。今年度の樹林墓地

治体が運営する樹木葬は、横浜市、東京都、千葉県

の募集数が1600体に対して、受付数が16,034、倍率

浦安市、愛知県長久手市と、まだ始まったばかりで

が10.0倍です。
これに対して、樹木墓地は遺骨申し込み区分のみ

す。
先日、私は東京都小平霊園の樹林墓地と樹木墓地。

で、生前申し込み区分はありませんが、今年度の募

そして、長久手市卯塚墓園の樹木型合葬式墓所を視

集数が300体に対して、受付数が521、倍率が1.7倍で

察してきました。まずは、小平霊園についてです。

す。
樹林墓地、樹木墓地ともに、埋蔵した遺骨はお返

パネルと、お手元配布の資料をご覧ください。
まずは樹林墓地です。埋蔵方法は、樹林の下に設

しすることはできませんが、「死後は安らかに自然
に還りたい」というニーズに適しており、関心が高
まっています。
こちらのパネルをご覧ください。
これは、長久手市卯塚墓園の樹木型合葬式墓所で
す。卯塚墓園の樹木葬は、小平霊園を参考の一つに
したとのことです。
四季を感じる樹木に囲まれた、「オガタマ」の木、
こちらの木です（パネル指す）、この木を墓標とし、
遺骨は樹木手前の芝生下に絹の袋に入れ、納骨し、
土に還ります。参拝方法も、小平霊園と同じく、手
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前にある献花台にお花とお線香を持って参拝してい
ただきます。

樹木葬を取り上げました。
公営、自治体が運営する樹木葬には4つの魅力があ

納骨時に別途手数料が必要ですが、使用料は1体

ると考えます。一つ目は、墓地使用料が低価格であ

15万円です。昨年度、初めて墓所の使用者募集が行

る点。これは「お墓が欲しくても買えない」という

われ、募集100体に対して、応募が584と倍率が5.8倍

ニーズに応えます。二つ目は自治体が墓の管理を行

でした。今年度は募集300体に対して、応募が458と

いますから「家族に負担をかけたくない」という新

倍率が1.5倍でした。

しいニーズに応えます。3つ目は、いわゆる墓の無縁

長久手市の担当者によると、供用開始前の2015年
3月、（新聞の）朝刊1面で、卯塚墓園の樹木葬が紹

化を防ぐという点です。そして4つ目が、緑あふれる
公園墓地としての魅力アップにつながる点です。

介されたところ、「私も入れますか？」と多くの方

樹木葬の導入は、市民ニーズに応えるだけでなく、

から問い合わせがあったが、そのほとんどが名古屋

みどりが丘公園墓地の魅力をさらに高め、従来の普

市民だった、とのことでした。なお、名古屋市民は

通墓地や芝生墓地の貸付区化数にも、プラス影響を

長久手市の樹木葬には入れません。

与えると考えます。

本市が行った「みどりが丘公園に関するアンケー

そこで緑政土木局長に再質問をします。私たちが

ト」には、「近年、血縁に関係なく多数の遺骨を樹

長久手市卯塚墓園を視察した際、長久手市の担当者

木の下に納める樹木型墓地が注目を集めています。

から「ついこの間、名古屋市さんも視察に来られた」

この樹木型墓地についてどう思いますか。」という

と伺いました。当局はその後、横浜市も視察された

質問もあり、これに対して、「あったほうがよい」

と聞いております。これらの視察や調査は、本市み

の回答が42.5％でした。

どりが丘公園墓地において、樹木葬のような合葬式

本市のアンケートでも樹木型墓地という新しいお

の墓地を整備することを視野に入れたものと理解し

墓のニーズがあることがわかりました。みどりが丘

ましたが、それでよろしいですか。お答えください。

公園墓地においても樹木型墓地を、ぜひ実施すべき
ではありませんか。お答えください。

他都市の事例調査をしっかり進めたい
（局長）

ニーズがあることをしっかり受け止め、
市民に必要なお墓を提供したい（局長）

【三輪緑政土木局長】新しい型式のお墓の整備を検

【緑政土木局長】アンケート結果や日頃の問い合わ

当局職員による他都市での合葬式の墓地の現地視察

せなどから、樹木型墓地のような合葬式の墓地につ

も、そうした考えから実施した。引き続き、他都市

きまして、市民ニーズがあることは承知しています。

の事例調査をしっかりと進め、市民にとって必要な

討するには、事前の調査を十分に行う必要があり、

合葬式の墓地には、「樹木型」、「樹林型」の他、
地上部に慰霊碑を設ける「慰霊碑型」などがあり、

お墓を提供できるよう努めたい。

ている他都市の事例につき調査・情報収集を始めた

公園墓地の魅力を高める樹木葬の導入を
（要望）

ところです。今後も他都市事例について、墓地の構

【藤井議員】先に紹介した小平霊園、長久手の卯塚

造、建設コストや維持管理上の問題、あるいは募集

墓園の視察中、献花台にお花をささげ、故人を偲ん

方法など、調査を進めたい。

でおられる、参拝者の皆さんと出会いました。また

当局としては、既にこうした合葬式の墓地を供用し

お墓に対する様々な考え方、ニーズがあることを

参拝者だけでなく、お孫さんと思しきお子さんと、

しっかりと受け止め、市民の皆様にとって必要なお

墓地内を散歩されている男性の姿、近くのベンチに

墓を提供できるよう、努めたい。

座って休んでおられる方、ウォーキングをされてい

市も合葬式墓地を視野に入れているので
は（再質問）

るご夫婦の姿もありました。そこには、墓地と聞い
てまず浮かぶ、寂しいイメージはありませんでした。
本市のみどりが丘公園墓地は芝生墓地を始め、緑が

【藤井議員】減少傾向に歯止めがかかっていません。

多く、散歩や野鳥観察をはじめ市民の憩いの場でも

使用料改定すると、さらに応募が減ることになると

あります。

思います。

みどりが丘公園墓地の魅力を高める樹木葬の導入

それではどうするのか。ひとつの提案として私は、
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す。行政の支援が必

住宅確保が必要な高齢者への
支援体制について

要です。
住宅セーフティネッ

高齢者は住宅確保が困難。現状認識と今
後の支援策は

ト法に基づく居住支
援協議会が各地につ
くられています。

【藤井議員】先日、80代の女性から生活相談を受け

京都市は、愛称

ました。相談内容は現在お住いである住居からの立

「京都市すこやか住

ち退き期限が迫っているとのことでした。この女性

宅ネット」と呼ばれ

は要支援１で持病等もなく、週１回デイサービスに

る、京都市居住支援

通っている健康で、元気な方です。

協議会を設立し、主

相談者はこの間、市営住宅の一般募集や福祉向募
集などに申し込み続けてきましたが、すべて落選。

に高齢者を対象として、賃貸住宅への円滑な入居に
資する事業を展開しています。

昨年度の市営住宅の倍率は、単身者向は25.0倍でし

また板橋区居住支援協議会でも、高齢者施世帯に

た。今回の相談女性も申し込まれた、昨年度の中村

対する民間賃貸住宅への入居相談窓口として、毎週

区の市営住宅では単身者向の倍率は、26.9倍となっ

区役所内に住宅のあっせん、入居及びそれ以降の見

ています。今年度の中村区一般募集も第3回までで、

守り等の相談を受け付ける窓口を開設しています。

単身者向けは25.4倍と高い倍率です。区外に行けば、

さて、本市の「住生活基本計画2016～2025」には

比較的倍率が高くない住宅もあるかもしれませんが、

2010年度に本市が東海3県の民間賃貸住宅の所有者向

これまでの地域の交流を断ち切って移り済むかと言

けに実施したアンケート調査が掲載されています。

えば、難しい話です。

それによると「入居拒否の理由（単身の高齢者）」

幸い、良い物件が見つかり、保証会社に審査を申

では、「屋内の死亡事故」が66.2％、「病気・火事

し込みましたが、審査が行き詰まりました。賃貸不

等の不慮のトラブル」が65.6％となっており、「保

動産店の勧めで、別の保証会社に審査を申し込みま

証人・身元引受人」も38.2％となっています。

したが、翌日審査に落ちたと連絡が入りました。審

今後、老朽化したアパート等、民間賃貸住宅の取

査が通らなかった理由は明かしてくれませんでした

り壊しや建て替えが進み、新たに契約の更新ができ

が、不動産店担当者の話では「入居希望者が、ご高

ない、あるいは転居先が見つからないといった、高

齢なのが原因かと。７０代の方なら、なんとかなる

齢者を始めとする住宅確保要配慮者が、本市でも増

が、正直８０代になると厳しい」とのことでした。

えることも想定されます。

高齢者の転居の難しさはどこにあるのでしょうか。

本市の住生活基本計画では、「民間賃貸住宅を活

単身高齢者は、ますます増えます。政府の発表で

用した住宅確保要配慮者向け住宅の供給促進」とあ

も、単身高齢者について今後10年間で100万世帯の増

り、そこには「・高齢者・子育て世代・障害者等の

加
が
見
込
ま
れ
る
と
あ
り
ま

- 31 -

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）
入居を拒まない住宅の登録や、空き家を活用した低
所得者向け住宅制度の利用促進を図り、円滑な入居
が可能な民間賃貸住宅の供給を開始します」とあり
ます。
そこで住宅都市局長にお聞きします。住宅確保に
配慮が必要な高齢者に対して、今後どのような施策
を具体化するのか。本市として、住宅確保に配慮が
必要な高齢者に対して、現状認識と方向性を考えて
いるのでしょうか。お答えください。

重要な政策課題。法改正を踏まえて、新
たな住宅セーフティネットの検討をすす
める（住宅都市局長）
【住宅都市局長】住宅確保要配慮者の状況について、
高齢者単身者の増加が見込まれるなど、安心して暮
らせる住宅の確保を可能とする住宅セーフティネッ
ト機能の強化が重要な政策課題となっています。
一方、住宅ストックの状況は、民間賃貸住宅を中
心に空き家等が多く存在し、引き続き増加が見込ま
れることから、空き家等の有効活用も課題となって
います。
国では、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸
住宅の登録制度や居住支援協議会による支援の強化
など新たな制度を盛り込んだ「住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正
案が先月閣議決定され、今国会に提出されています。
本市は、同法案成立後、民間賃貸住宅市場を活用
した新たな住宅セーフティネット制度について、地
域の実情等を踏まえ、具体的な制度設計に向けて関
係者と検討を進めたい。

市は率先して独自の高齢者施策を（意見）
【藤井議員】「高齢単身者の増加が見込まれるなど、
安心して暮らせる住宅の確保を可能とする住宅セー
フティネット機能の強化が重要な政策課題」との認
識でした。
言うまでもなく住まいは生活の基本であり、憲法
25条が保障する生存権の土台ともいうべきものです。
先ほどの答弁で国に施策についても触れていまし
たが、国の施策の枠内にとどまらず、名古屋市独自
の高齢者に特化した施策を率先してとっていただき
たいと強く意見を申し上げておきます。
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個人質問（11月28日）
強制立ち退きや工事車両への不安に答えないＪＲに
市としての責務を果たせ／国民健康保険証は全世帯
にまず配布せよ
青木ともこ議員
建設残土がこの非常口用の縦穴から運び出され、そ

リニア計画の実態と
本市の責任ついて

の量は東京ドーム約１杯分に相当します。リニアの
非常口工事とトンネル工事、その膨大な建設残土の

沿線住民の要望へ対応したか。ＪＲ東海は、
出来町通の環境影響評価を済ませたか

持ちこみ先はいまだ決まっておりません。
2027年リニア開通までの10年余り、この一帯は名
城非常口近辺だけでなく、ルートに示したように、

【青木議員】ＪＲ東海が2027年名古屋開通をめざす

広い範囲に渡って残土運搬のトラックがひっきりな

リニア計画は、昨年6月に中区三の丸の名城非常口工

しに往来する事になり、近隣の名城病院や名古屋医

事、今年１月にはリニア名古屋駅建設の準備工事が

療センター、そして沿線住民の生活環境に相当な影

着手されました。

響が及ぶことは避けられません。

名城非常口工事は、こちらのパネルとお手元の図

ＪＲ東海は昨年6月、名城非常口工事の住民説明会

にお示ししたように、愛知県警本部東側の公園跡地

を3回実施しました。初日は約80名の市民がつめかけ、

に、直径40ｍ深さ90ｍの縦穴を掘るもので、ＪＲ東

次つぎ質問の手があがりました。東区の町内役員を

海によれば非常口の建設にともなう建設残土の量は

務める方からは「清水口から出来町通は普段から大

約10万㎥。10トントラックにして約1万7千台分です。

渋滞で、騒音、震動、排気ガス問題で大変だ。地元

この残土運搬について、ＪＲ東海が示した工事車

調査や住民の聞き取りがまったくやられていない」

両のルートは、出来町通、大津通、国道22号線、

続いて中区町内の方からも「地元が受ける工事の影

41号線と、どれも市内指折りの幹線道路で、これら

響は10年余り。ダンプが集中するとこの周辺の道路

のルートは2014年10月にリニアが国の工事認可を受

はみんなからんでくる。学校も近いし、現場を本当

けた当初の計画より、走行範囲は拡大されています。

に把握しているのか心配だ」また、周辺の環境悪化

この非常口工事が終わると、次に始まるのがリニ

については「工事車両のルートにも振動計と騒音計、

ア本体のトンネル工事です。今度はおよそ120万㎥の

←― 約 90ｍ ――→

名城非常口の施行手順

←約40ｍ→
土留壁 →
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トに含まれていませんでした。ＪＲ東海は、出来町
通の環境影響について、調査を済ませたのでしょう
か。環境局長におたずねします。

当初の環境影響評価書に出来町通はなかっ
たが、走行ルートに追加。ＪＲには丁寧
な説明を行うことを申し入れた（局長）
【環境局長】JR東海の環境影響評価書では、出来町
通（市役所から東の区間）を走行ルートとして示し
ていません。その後、名城非常口の工事計画が具体
化し、その説明会で新たに走行ルートとして使用す
排気ガスの測定器を24時間設置してほしい」と要望
があがりました。

ることが示された。
市として、JR東海に対し、建設発生土の運搬車両

これらの質問や要望に対し、ＪＲ東海の回答はた

が走行を始める前に騒音、振動の影響を検討し、必

びたびかみあわず、答えに窮する場面が目立ちまし

要な環境保全措置を講じるとともに、住民に丁寧な

た。対応について「検討する」と繰り返すＪＲ東海

説明を行うことを申し入れた。今後、出来町通の走

に対し、「住民が困っているのだから、検討するで

行にかかる環境影響等についてJR東海から報告を受

はダメだ。ここではっきりしてもらいたい」と詰め

け次第、その内容を確認し、より環境に配慮された

寄られる場面も相次ぎ、またＪＲ東海が回答に手間

事業となるようJR東海に働きかけます。

取りながら「もう時間がないから」と質問を切り上

このような状態の住民説明会でしたが、ＪＲ東海は

「後追い調査」で良しとしているＪＲ東
海にお任せというのは問題。市長は地元
町内会に聞いたのか（再質問）

「市民の理解を得られた」として、説明会の翌日に

【青木議員】環境局長のお答えは、当初予定されて

非常口の工事に着手しました。

いなかった出来町通については、建設残土運搬が始

げようとするので、住民からは「端的に答えないか
ら時間がなくなる」と厳しい指摘が返ってきました。

本市はリニア工事について「民間事業なので名古

まる前にＪＲ東海が環境影響調査をするとの事です

屋市が工事の進捗に関わる立場ではない」としてい

が、これには驚きました。しかも、事業者の報告待

ますが、そこで環境局長におたずねします。

ちだということです。環境局に調査内容を厳しくチェッ

今後10年に渡ってリニア工事の影響を受ける、中

クしてもらうのは当然ですが、このような「後追い

区、東区など沿線住民から強い不安の声があがって

調査」で良しとしているＪＲ東海にお任せというの

います。ＪＲ東海に対しては、工事車両ルートでも

はやはり問題だと言わざるをえません。

環境モニタリングを行うことや、あらためて地元調

そこで市長におたずねします。昨年8月、リニアの

査や住民への聞き取りをするようにと強い要望があ

環境問題に関わる市民交渉の場で、名城非常口工事

りましたが、その後、環境局としては、どのように

の問題が指摘され、市長は「出来町通はわしんとこ

対応されたのでしょうか。そもそも、出来町通は、

だもんで、いっぺん聞いてみるわ。町内会長とか何

2014年の工事認可を受けた時点では、工事車両ルー

人かおるで」とおっっしゃいました。その後市長は、
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どのように対応されたのですか。

開や契約内容の開示、事業評価制度などの適用を受

ＪＲ東海には丁寧にやってもらう。町内会
長にはまだ聞いてない。今度聞く（市長）

ける一方、リニア計画にはそのいずれも適用されな
い事が明らかとなり、政府もこれを認めています。
そのようなリニア計画には、鉄道事業として建設用

【河村市長】まだ町内会長には聞いていない。1日最

地の取得のため住民に対し、立ち退きを強制できる

大800台ですか、ここだけではない、10年間最大続く、

「土地収用法」の適用が、国の認可を受ければ可能

JR東海にはよっぽど丁寧にやってもらう。あの時も

とされています。
本市ではリニア駅建設のため、ＪＲ東海の委託を

言いましたので町内会長に聞いてみる。

受けた「名古屋まちづくり公社」が用地買収を始め

残土の搬出先も決まらず、その環境影響調
査もされていない、不安の声は当然。市長
は誠意ある対応まで見届けよ（意見）

ていますが、わが党はこれまで何度も、立ち退きを
迫られる住民が用地買収について、まともな説明や
情報を得られず、不安を抱えて過ごしている実態に

【青木議員】ぜひお話していただきたい、JR東海に

触れ、対応を求めてきました。

も申し入れて頂きたい。名城非常口工事は、建設残

住宅都市局長は、「地権者の理解と協力を得るこ

土の持ち込み先も決まっていない、運搬ルートの環

とを第一に、ＪＲ東海やまちづくり公社に丁寧な説

境影響調査もされていない、これでは沿線住民から

明と対応に努めるよう今一度申し入れる」と答弁さ

不安の声があがるのは当然だと思います。市長には、

れました。それを前提にお訊ねします。

リニア沿線住民の生活環境を守る立場で、（地元調

立ち退き対象となっている住民からは「長く住み

査や環境モニタリングなどの要望に対し、）ＪＲ東

慣れた土地を離れたくない」とのお声があがってい

海から沿線住民への誠意ある対応がなされるところ

ます。その方たちが将来に一番心配しておられるの

まで見届けてくださるようお願いいたします。

が、「強制的な立ち退き」です。JR東海は2018年度
末までに名古屋リニア駅建設の用地取得を終えたい

リニア名古屋駅建設の用地取得で土地
収用法を適用する可能性はあるのか

考えを示しています。リニア計画は「土地収用法」
が適用されうる事業となっていますが、用地買収を

【青木議員】リニア計画は安倍政権のもと、「国家

めぐって、今後「土地収用法」が適用される可能性

的プロジェクト」に位置づけられ、財政投融資の形

について、住宅都市局長、状況をお聞かせください。

で3兆円もの公的資金が投入される巨大事業でありな
がら、あくまでＪＲ東海が進める「民間事業」とさ
れています。
これまでわが党の国会質問で、公共事業が情報公

可能だが、丁寧な説明を行うよう伝え
ている（局長）
【住宅都市局長】JR東海は、「リニア中央新幹線建

定
権設
上
地
区分

取得
用地

取得
用地

定
権設
地上
分
区

中央新幹線名古屋駅周辺の路線及び受託範囲
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設事業は、土地を収用し、または使用することがで

らせ、ＪＲ東海に改善を求め指導するよう申し入れ

きる事業であるが、これまでの新幹線建設と同様、

ましたが、国交省の回答は「愛知県内のリニア問題

権利者の方々のご理解をいただきながら、粘り強く

については中部運輸局が答える」というものでした。

用地取得を進める方針で取り組んでいく」といって

そこで今年１月、三の丸の中部運輸局を訪ねた所

いる。権利者のご理解とご協力を得ることが第一と

「こちらには直接回答する権限がないので東京の本

考え、丁寧な説明を行うようJR東海および名古屋ま

省へ行ってもらわなければ…」と言うので驚きまし

ちづくり公社に伝えている。

た。リニア工事を認可した国交省や出先機関では、

沿線住民に対する「強制的な立ち退き」
はあってはならない（再質問）

沿線住民に対しまともに答える態勢や連携が取られ
ていないのです。
そこで改めてうかがいます。本市におけるリニア

【青木議員】市長にうかがいます。リニア名古屋駅

工事に関する問題の市民窓口は住宅都市局が担当さ

建設を前に、立ち退き対象となり、この地に住んで

れていますが、工事が本格化する今後も引きつづき、

4代目という高齢の女性がこうおっしゃったそうです。

対応されるということでよろしいですか。

「住み慣れた土地に死ぬまで居たいだけなんです」

また、国交省の出先機関にも、リニアについて直

この言葉は「人権」そのものだと私は思います。沿

接市民に回答ができる態勢が必要と考えますが、本

線住民に対する「強制的な立ち退き」はあってはな

市も関係自治体として国に対し、改善を申し入れる

らないことです。市長はどのようにお考えでしょう

ことはできないでしょうか。住宅都市局長の見解を

か。

求めます。

ＪＲ東海が対応すべきだが、住宅都市
局で対応し、国土交通省にも伝える

断じてやらしてはいけない。
ちゃんと言います（市長）
【河村市長】強制的にお上が、出て行ってちょ。断

【住宅都市局長】リニア中央新幹線建設に関する市

じてやらしてはいけない、相当丁寧にやるよう、先

民からの意見等は、一義的には事業者であるJR東海

ほどの件と合わせて、ちゃんと言います。

が対応すべきものですが、市においても、リニア中
央新幹線の担当部署を設けている住宅都市局で引き

住民説明のあり方、環境影響調査や
工事の進め方に問題が山積み。ＪＲ東
海任せでは済まされない（意見）

続き承ります。
国土交通省の出先機関にも、直接市民に回答がで
きる体制が必要という意見について国土交通省に伝

【青木議員】市長、その言葉通り本当に貫いてほし
いと思います。市長と本市には「住み慣れた土地を
離れたくない」その住民の切実な願いにしっかり寄
り添って頂くよう強く要望いたします。

えたい。

ＪＲ東海には、説明責任を誠実に果た
そうとする姿勢が感じられない（意見）

最後に、「国家的プロジェクト」リニアは、情報

【青木議員】住宅都市局長から、中部運輸局での市

公開にも事業評価にも問われないまま「民間事業」

民相談態勢について、意見として国交省に伝えると

として突き進んでいます。しかし、沿線現場では、

のお答えを頂きました。ＪＲ東海には、沿線住民に

住民説明のあり方、環境影響調査や工事の進め方に

対しリニア計画の説明責任を誠実に果たそうとする

問題が山積みです。この事業に関わる本市もＪＲ東

姿勢が感じられないと、沿線各地で批判の声が依然

海任せでは済まされなくなるという事を強く指摘し

として絶えません。本市も関係自治体として、この

ておきます。

現状を真摯に受け止めて頂きたいと思います。

リニア工事にかかわる問題の
市民相談窓口を国交省や市に設置を
【青木議員】名古屋市をはじめ県内のリニア沿線住
民は、昨年11月、わが党の国会議員と愛知県議、名
古屋市議をふくむ県内の議員団とともに、国交省に
対し沿線各地で起こっているリニア問題の実態を知
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ように、滞納分解消の計画が示せない場合、体調不

国民健康保険の
短期被保険者証の交付方法と
滞納世帯の相談体制について

良を理由に短期保険証の求めがあっても交付に応じ
ないというのは、本市として通常の対応なのですか。
説明を求めます。

滞納を解消する計画を示せないと、体
調不良でも交付に応じないのか
【青木議員】いま多くの自治体では、税や国保料の

納付計画がない場合でも次回の納付相
談の時期に合わせた有効期限の短期被
保険者証を交付している（局長）

徴収率引き上げにちからを注いでいます。本市の国

【健康福祉局長】窓口での納付相談の際は、生活実

保料収納率は20政令市で郡を抜いてトップ。「保険

態をしっかりと聞き、所得の減少などにより保険料

料はちゃんと納める」名古屋市民の真面目さが反映

の納付が困難な場合には、減免の適用などを案内し、

しているようですが、国保料が払えず滞納する世帯

納付資力に応じた納付計画などを相談させていただ

への「収納対策の強化」が高い徴収率に反映してい

き、病気の有無にかかわらず、次回の納付相談の時

るのも事実です。この「収納対策」に努めるあまり、

期に合わせた有効期限の短期被保険者証を交付して

本市では次のような事態が起きました。

います。

市内在住の女性Ａさんは、この数年来、仕事が不

納付計画が提示いただけない場合でも、理由など

安定で国保料を滞納し、区役所窓口で分割納付を続

を聞き、できる限り早期に再度納付相談を行ってい

けてきました。本市では、国保料を滞納した世帯に

ただけるよう相談時期に合わせた有効期限の短期被

期限の短い「短期被保険者証」を分納相談のうえ区

保険者証を交付している。

役所の保険窓口で交付しています。Ａさんは真面目
その内に体調を崩して働けなくなり、返済が数ヵ月

郵送など、ただちに短期保険者証の交
付し、医療確保に努めるべき

滞りました。その間、Ａさんの保険証は有効期限を

【青木議員】Ａさんのケースについて、厚生労働省

過ぎ、区役所窓口で「未交付」のままでした。

に問い合わせたところ、回答は「個別の事情なので

に分割納付を続け保険証を受け取っていましたが、

滞納返済のメドが立たず、病院受診をあきらめて

判断できかねるが、一般論で言えば、本人と接触し

いたＡさんでしたが、いよいよ体調が悪化し、区役

ていながら保険証が渡されていないという結果は望

所に駆けこんで訴えました。「体が悪くて歩けない

ましくない」との事でした。

ほど、病院へ行きたいので保険証を出してください」

また、２０政令市を調査したところ、短期保険証

しかし、窓口では「滞納分を全部払うか、分割か、

を「窓口交付」とせず郵送しているのは、横浜、さ

あなたの考えがまとまっていない」と病状の訴えに

いたま、静岡をはじめ９つの自治体、あるいは基本

取り合ってもらえませんでした。途方に暮れたＡさ

「窓口交付」でも、千葉や福岡は分納相談が必要な

んはその後急激に容体が悪化。市大病院に救急搬送

時に限るとし、新潟や岡山は納付状況により郵送に

され、「どうしてここまで放っておいたんですか」

切り替えています。このように、他の政令市の対応

Ａさんは救急隊から言われたそうです。

状況を見ても、多くの自治体が短期保険証を滞納返

そこでうかがいますが、今回、Ａさんのケースの

済と引き換えの「窓口交付」とせず、出来る限りす
みやかに被保険者に渡ることを優先し、医療確保に
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努めていることがわかります。

向けたケースワークの

いくつかの自治体に直接問い合わせると「受診の

視点が現場に求められ

機会確保のため、滞納者を『無保険』状態にするの

るということを、野洲

は望ましくない」といった回答が目立ちました。短

市の取り組みが示して

期保険証は滞納返済と引き換えの「窓口交付」を基

いると言えます。

本とせず、分納状況や生活実態を考慮し、郵送に切

本市でも困窮者の支

り替えるなど、まずは医療確保に努めるべきと考え

援事業として、「名古

ますがいかがですか。見解を求めます。

屋市仕事・暮らし自立

閉庁時にやむを得ず受診したときは柔
軟に対応（局長）

サポートセンター」を
市内3ヶ所に設置し、
生活困窮者の総合的な支援に取り組んでいます。

【健康福祉局長】窓口で状況に応じた早期の納付相

「自立サポートセンター」の相談には国保料の滞納

談が可能となり、滞納の高額化の防止などを図って

問題も多く、中には区役所の保険窓口からの連絡で

いる。

滞納者がセンターの相談を受けた所、多重債務や様々

医療確保の観点では、やむを得ない事由により区

な困難を抱えている事が判り、施設のケースワーカー

役所の閉庁時に医療機関を受診した場合、被保険者

が相談者と区役所窓口に同行し、分納計画の見直し

証の交付に柔軟に対応している。相談内容や納付状

を指導する場合もあるそうです。

況によっては、訪問して交付するなどの対応を行っ

貧困と格差が広がるなか、滞納相談で区役所を訪
れる人が多くの困難を抱えている実態を見れば、窓

ている。

口での保険料収受だけでは、対応仕切れなくなって

困窮者の問題の背景をとらえる専門家
が窓口で親身な相談ができる体制を

いるのが現状ではないでしょうか。

実際、Ａさん

のケースのように、病気を訴えても「滞納はどうす

【青木議員】国保料を滞納する人は、市税や国税の

る」と、返済を引き換えにした保険証の交付では、

滞納など多重債務を抱えているケースが少なくあり

救えない事態が現場では起こっています。まず市民

ません。

が最初に訪れる区役所には、納付相談であっても困

滋賀県の野洲市では、市民の滞納相談を「困窮者
掘り起こし」の機会と捉え、生活再建と滞納解消に

窮者の問題の背景をとらえる専門家の目が必要になっ
てきているのではないでしょうか。

向けた総合相談窓口を設置しています。野洲市は

区役所の保険窓口の担うべき役割をどうお考えで

「徴収率ありきで困っている人の生活を壊してまで

すか。その機能を高めるために、社会福祉士の資格

取り立てはしない」「一時的に滞納が増えても、生

をもった職員を最低1名、保険窓口に配置が必要と考

活保護費を抑えるなど行政全体のコストが減らせる」

えますがいかがですか。

としています。
人口５万人規模の野洲市と本市とでは単純に比較
は出来ませんが、滞納相談だけでは解決仕切れない
問題を抱える人が増えるいま、総合的な問題解決に

納付相談で、減免制度の活用や、生活
困窮者支援、生活保護、多重債務、法
律などの各種相談窓口を案内（局長）
【健康福祉局長】生活実態をしっかりと把握し、き
め細やかな対応で、納付資力に応じた継続的な納付
をいただき、負担の公平の確保に努めて行くことが、
国民健康保険の窓口が担うべき役割だ。
納付相談の中で、減免制度を活用したり、生活困
窮者支援、生活保護、多重債務、法律などの各種相
談窓口を案内している。社会福祉などの専門分野は、
それぞれの専門窓口が設置されている。区役所保険
年金課職員には、研修や相談マニュアルなどで、生
活困窮者支援窓口への案内を含めた対応を徹底して
いく。
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も国保料も納めることが出来ます。そのためには保

未交付となっている短期被保険者証の
件数はどれだけか（再質問）

険証が必要です。保険証を滞納返済と引き換えで、
納付相談に来ないからと「未交付」のままにしてい

【青木議員】国保料を滞納して払えるメドが立たな

いのですか。「未交付」の世帯全員、ただちに保険

い人は、区役所窓口に行きづらくなり、病院受診も

証を送るべきです。

我慢してしまいます。他の自治体が短期保険証を郵

そして、区役所の保険窓口職員への研修を徹底す

送で努力しているのは、医療確保はもちろんですが、

ること、これはやってもらわなければなりませんが、

滞納者の気持ちも考慮しているからではないですか。

市民が最初に訪れる保険窓口にもケースワーカーの

「滞納を払わなくていい」とは申しません。しかし、

配置は必要になってきているという認識を持ってい

Ａさんのように、来所したら「滞納はどうする」み

ただくことを強く求めて、以上で私の質問を終わり

たいな扱いでは、なおさら窓口から足が遠のいてし

ます。

まいます。資格のある人に渡されず、有効期限が切
れて、窓口で「未交付」になっている短期保険証は
一体どれぐらいあるのですか。

2016年12月末時点で約2,400世帯が未交付。
翌々月までに7割以上が受取る（局長）
【健康福祉局長】有効期限を迎えた月の月末時点で、
電算上更新されていない世帯が、平成28年12月末時
点で約2,400世帯ありましたが、翌々月までには7割
以上の方が受取りに来ており、その後も本人からの
申し出に基づき交付している。
有効期限内の早期の納付相談を引き続きお願いし、
まだなお更新していない方には、機会あるごとに更
新を案内している。

３割近くは未交付のまま。ただちに
全世帯へ保険証を（意見）
【青木議員】今のお答えで、短期保険証の「未交付」
が3割近くもある事がわかりました。保険証を持たな
い人が500世帯近くもあると。
実際、保険証が「未交付」のまま、受診を我慢し
て手遅れとなり死亡した事例は全国で起こっていま
す。「命あっての納税」です。生きていてこそ、税
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個人質問（3月9日）
情報漏えいの危険が高いマイナンバーをやめさせ
よ／都市計画決定の放置で住宅地に超高層マンショ
ン建設を許した市の責任は
柴田民雄 議員
郵便受けからの抜き取りや、誤配送など情報漏えい

特別徴収税額決定通知書への
マイナンバーの記載について

のリスクのある普通郵便で送っていいのですか。配
慮に欠けるのではありませんか。

マイナンバーを普通郵便で
送るのはやめるべき

普通郵便で支障ない（財政局長）
【財政局長】マイナンバーは重要な個人情報であり、

【柴田議員】事業主が従業員の市民税を特別徴収す

その取扱いについて配慮するよう、法令のほか、通

る、いわゆる天引きで納税を行う場合、従業員のマ

知等もなされている。特別徴収税額決通知書の送付

イナンバーを収集することがマイナンバー法で義務

方法は、かならずしも簡易書留でなくてはならない

付けられました。同時に、事業主の個人情報管理の

とはされていないが、各市区町村の判断により、適

「安全管理措置」がマイナンバー法で義務化され、

切な郵送方法で送付することとされた。

情報が漏れた場合、４年以下の懲役もしくは200万円

多数の方に短期間で通知する必要があり、従来か

以下の罰金が科せられることになりました。事業所

ら普通郵便で支障なく送達されているが、マイナン

内の書類の厳格な管理、パソコンソフトのセキュリ

バーは重要な個人情報なので、適切に取り扱ってい

ティー対応品への切り替え、頑丈な金庫やシュレッ

きたい。

ダーなどの設備が必要となるなど、この安全管理措
るものとなっています。まだ対策が十分とれていな

特別徴収税額決定通知書への
マイナンバーの記載は義務ではない

いからマイナンバーを正直取り扱いたくないと考え

【柴田議員】そもそも、特別徴収税額決定通知書へ

ている事業者も多いのが現状です。

のマイナンバーの記載は、自治体の義務なのでしょ

置は、とりわけ零細事業者には、過大な負担を強い

一方、従業員がマイナンバーの開示を拒んだ場合、

うか。

とくに罰則もなく、マイナンバーは記載しないまま

地方税法施行規則が改正されて、新しくなった特

申告でき、本市も受理するという運用になっていま

別徴収税額決定通知書の様式を使うことは義務でしょ

す。これはマイナンバーが様々な個人情報を一つに

う。しかし、そこに従業員一人一人のマイナンバー

結び付けることを目的としている設計思想上、極め

を記載するかどうかは、自治体の裁量権が認められ

て重要な個人情報となることから、その開示を拒む

ているのではありませんか。マイナンバー印字が義

権利を強制的に奪うことはできないというバランス

務であるとする根拠は何でしょうか。答弁を求めま

で統一的に運用されているルールであると考えられ

す。

ます。
ところが5月頃に本市から事業主に送られる、「個
人住民税に係る特別徴収税額決定通知書（特別徴収
義務者用）」には、従業員がマイナンバーを開示し
ていようがいまいが、本市が住民基本台帳でマイナ
ンバーをつかんでいる従業員について、一方的にマ
イナンバーを記載して通知する方針だと、しかもそ
の送付は普通郵便で行われる方針と聞いています。
そのような重要な個人情報であるマイナンバー、
漏えいの罰則を事業主に課すようなマイナンバーを、
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自治体の裁量権は無い（財政局長）
【財政局長】事業主宛てに特別徴収税額決定通知書
を送付することは、地方税法において義務付けられ
ている。マイナンバーの記載も地方税法施行規則の
改正に伴い様式が変更された。情報漏洩対策に努め、
法令の規定に従い適切に対処したい。

税額決定通知書にはマイナンバーを
印字するな（再質問）
【柴田議員】自治体の裁量権は無いと判断して、普
通郵便でやむを得ず送っているということがわかり
ます。
条文上マイナンバーの印字が義務であるとは明記
していないため、情報漏えいのリスクなど様々な問
題をかかえるこの件は、全国的に大きな問題になっ
ています。とうとう総務省がQ&Aの事務連絡を出さな
ければならない状況に至った、そんな大問題になっ

反して通知されてしまうという大きな問題がありま

ているということで、他都市の対応の例をお示しし

す。これはいわゆるプライバシー権、「個人に関す

たいと思います。

る情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自

東京都中野区は、区の対応として特別徴収税額通

由」を、本人の意思に反して侵害する行為に当たる
と考えられます。日弁連もこの問題を重く考えてい

知への個人番号の印字は、
区が個人番号を保有している納税義務者につい

て「特別徴収税額決定通知書への従業員の個人番号

ては、「*（アスタリスク）」すなわち雪のマー

の記載欄をなくすこと、あるいは個人番号を記載し

クのような記号を印字し

ない取り扱いとすること」を求める意見書の準備を

区が個人番号を保有していない納税義務者につ

進めていると聞いています。
このように考えると、本市が、個人情報の漏えい

いては、空欄とする。
事業主からの求めがあったときは、個人番号を

や憲法に抵触するリスクを引き受けてまで、あえて

記載した資料を簡易書留で郵送する。

従業員のマイナンバーを記載しなければならないの

という対応を取ったうえで、普通郵便で送付するこ
とにしたそうです。情報漏えいのリスクにも対応で

か、はなはだ疑問です。
そこで市長に伺います。このように、事業主に対
する税額決定通知における従業員のマイナンバー印

きる適切な対応だと思えます。
このような判断をしたのは中野区だけではありま

字は、名古屋市の事務処理にとって特段メリットも

せん。東京都下62自治体に対する聞き取り調査によ

ありませんし、むしろ問題だらけです。事業主に対

ると、今年の２月の時点ですでに24自治体が、この

する税額決定通知における従業員のマイナンバー印

通知にマイナンバーの記載をしないことを決めてお

字は事務処理として不適切なのではありませんか。

り、申告に記載が無い場合は通知に記載しない杉並

印字はやめたらどうですか。ご答弁を求めます。

区など「一部のみ記載」する自治体は6自治体、合わ
せて実に半数近い30自治体が、記載しないまたは一
部記載しないという判断をしているのです。あとは

個人のプライバシーを守るために
相談していきたい（市長）

18自治体が検討中。その他2、無回答2で、マイナン

【市長】私はかねがね、新進党、民主党の時代から、

バーを記載すると回答した自治体は10自治体、たっ

健全な自由主義に対して大変な脅威となるというこ

た16%しかないことがわかりました。

とで、アメリカで「SSN」で、どれほどのなりすまし

さらに、従業員本人がマイナンバーの申告を拒否

被害があって、国防総省も離脱したということも指

している場合でも、本人の許可なく、市から事業主

摘して、限定番号によるべきだと強く主張して参り

に対して従業員のマイナンバーが、従業員の意思に

ました。
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質問にあったことも、ある自治体の長と話したが、
いろんな解釈があるようです。ここは国・自治体の
方とよく相談して、事業者の大きな負担や個人のプ
ライバシーを守るためにどういう方法をとったら一
番いいのかということをしっかりと相談していきた
いと思います。

高層マンション建設に係る
都市計画の用途地域指定について
都市計画にともない近隣商業地域
（絶対高45m）に指定された
【柴田議員】つづいて、高層マンション建設に係る

印字取りやめの判断を（意見）

都市計画の用途地域指定について住宅都市局長に伺

【柴田議員】しっかり検討していただいて、ぜひ憲
法を暮らしに生かすという見地から、マイナンバー
制度の運用に対しては十分な配慮をしていく姿勢で
臨み、印字取りやめの判断をしていただきたいと改
めて求め、この件については終わります。

います。
瑞穂区白龍町では、15階建45mの高層マンション建
設に対して激しい反対運動が起こっています。
そもそも住宅建設などは、地域の住民との関係を
なるべく良好に保ちながら行い、その建築工事中も
完成後も、入居者も地域住民もともに健全で快適な
生活環境を持続できるようにすることが大切であり、

4月30日

しんぶん赤旗

それを破壊するような行為を未然に防ぐことは、本
市の都市計画の目的でもあるはずです。
この紛争現場を地図で表したパネルをご覧くださ
い。この白龍町の紛争現場は、髙田町線の沿線上に
位置し、周辺は住宅地域、高度規制は15m、20m、31m
のエリアに囲まれています。
現場を見に行きましたが、周辺には高くてせいぜ
い6階建てのマンションがある程度。ほとんどは2階
建て程度の建物ばかりです。このような地域に、突
然15階建45mの高層マンションが建設されることにな
れば、住民が驚き反対するのは当然です。このよう
な地域には45mのビルは「建てられない」と考えるの
が普通の感覚ではないでしょうか。
ではなぜこの建築が行えることになってしまった
のか。それは、この髙田町線の道路端から20mが絶対
高45m高度地区、すなわち、北側の隣地の建物の有無
に関係なく45mまでの建物を建てることができる近隣
商業地域に指定されているからです。
住宅都市局長に伺います。この指定は、戦後すぐ
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に策定された都市計画で、髙田町線が、片側２車線

通行の細い生活道路の状態がほとんどの、田光町２

両側4車線の「幹線道路」として計画され、その幹線

以北、八熊通りまでの部分は、片側１車線の道路と

道路の周囲ということで、2008年の建物の高さのルー

して整備する方針に変更され、そして、すでに片側

ル整理が行われたとき、絶対高45m高度地区の近隣商

１車線の道路として整備済みの田光町２以南の部分

業地域の位置付けが行われたものと思われますが、

は、そのまま片側１車線の道路で整備完了とするこ

間違い無いですか。確認いたします。

とが、都市計画の変更で決定されました。そして、

都市計画（1946年）→都市計画法制定に
より近隣商業地域指定（1972年）→45mの
高度地域指定（2008年）（住宅都市局長）

この整備方針が決定されても、絶対高45m高度地区の
近隣商業地域という指定が外されないまま、都市計
画の建築規制だけ解除になったのです。
2009年の道路計画の終了時点で、この片側１車線

【住宅都市局長】高田町線は、かつては千種街道と

の道路幹線道路としての位置づけは解除されなかっ

呼ばれ、地域の主要な交通路となっており、1946年

たのですか？絶対高45m高度地区の近隣商業地域指定

に、幅員30m、片側2車線の幹線街路として都市計画

を「外さない」という措置を取ったのはなぜでしょ

決定された。用途地域は、都市計画法が制定された

うか。答弁を求めます。

1972年当時、道路沿線に店舗等が立地していた状況
を勘案し、近隣商業地域に指定された。その際には

近隣商業地域の指定は継続する（住宅都市局長）

高度地区の指定はありませんでした。2008年に全市

【住宅都市局長】都市計画道路のうち「幹線街路」

的な高度地区の見直しの中で、近隣商業地域で容積

は、特に高い走行機能と交通処理機能を有する「主

率300％の建物が建築できる絶対高45mの高度地区の

要幹線街路」、都市の骨格を形成する「都市幹線街

指定を行った。

路」、それらを補完する「補助幹線街路」の3つに分
類され、いずれも、都市計画上の区分は「幹線街路」

道路計画の終了時（2009年）に、近隣商業
地域指定（絶対高45m）も解除すべきだった

として決定しています。その配置計画は、概ね1km四
方を標準に「主要幹線街路」や「都市幹線街路」を

【柴田議員】この道路計画は、2009年3月、まだ一方
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幹線街路」を配置し、良好な市街地環境の形成や円
滑な交通処理等を図ることとしている。
高田町腺は、名古屋環状線と東郊線という6車線の

紛争を未然に防がなかった、当局の
不作為（再質問）

道路に挟まれた区域内の「補助幹線街路」として必

【柴田議員】名古屋市の

要であり、交通円滑化や都市防災機能を有する道路

資料によれば、「絶対高

として、2009年に、車線数を4車線から2車線に、幅

45m高度地区」の指定区域

員を30mから現況幅員の14.54mに変更しています。

は「住宅と店舗や工場な

「幹線街路」としての位置づけは変わらなかった

どが混在する地域の幹線

こと、土地利用状況に大きな変化がみられなかった

道路沿いの地域など」と

こと、高さ及び容積率を下げた場合には既存不適格

されています。北側に斜

となる建物が発生するため、「用途地域指定基準」

線規制のある「45m高度地

等に従って、絶対高45m高度地区の近隣商業地域の指

区」であったとしても

定を継続しています。

「一般住宅地の幹線道路
沿いの地域など」とされています。いずれも「幹線

地域住民の意向にそって、
高度地区の指定を変更すべき

道路」に沿っていることが条件であり、もし高田町
線が幹線道路から格下げされたのであれば、絶対高

【柴田議員】高田町線の昭和区部分は、2015年、廃
止が決定されました。

45m高度地区の指定をかぶせる合理性はありません。
ところが、高田町線は片側一車線だが、補助幹線

髙田町線の昭和区部分は、もともと住宅を立ち退

街路という「幹線街路」であると、さらに、商業施

かせなければならない住宅地域でしたから、計画廃

設等の立地を誘導するために近隣商業地域に指定し

止後も住宅地域になっています。

たと、それで45mの高度地区になるという説明でした。

一方、高度地区区域図を見ると、高田町線の、昭

髙田町線は、東は瑞穂通に、西は国道41号（空港線）・

和区広見町３丁目から、南に下って南区松池町３丁

南区にいたっては国道1号という大幹線道路に挟まれ

目１９の笠寺病院前の信号交差点まで、およそ5kmに

ており、髙田町線を「幹線道路」に位置付ける必要

渡る道路沿線が、すべて絶対高45m高度地区の近隣商

性はないと思えます。とりわけ、今回紛争になって

業地域に指定されたままになっています。

いる白龍町の周囲は、北に牛巻から瑞穂運動場へ抜

地域の住民の皆さんがそれを望んでいるのであれ

ける「山手グリーンロード」が、南に堀田から新瑞

ばともかく、この指定を今後も残しておくことは、

橋へ抜ける「妙音通」に囲まれています。このよう

閑静な住宅街に45mの高層ビルが建つ紛争の火種を5k

に主要幹線道路に囲まれた地域になっておりますか

mに渡る区間に残し続けることになりませんか。

ら、「幹線道路」である必要性も薄い。さらに、冒

住宅都市局長に伺います。この高田町線5km区間に

頭指摘したように、周囲は15m、20m、31mの高度地区

ついて、地域住民の意向を確認し、残してほしいと

に囲まれており、45mの高度地区に指定する合理性は

いう希望がないなら、絶対高45m高度地区の指定を周

ないように思われます。

囲に合わせて31mなどに変更すべきではありませんか。
絶対高45mを残しておく理由は何かあるのですか。

高田町線の片側2車線幅員30mの道路計画が無くなっ
た、つまり現状の片側1車線の幅員14.54mのままで整

「地区計画」や「建築協定」で対応
する（住宅都市局長）

備済みと確定した時に、住民の皆さんは、これでこ
の道路は住宅街のなかの商店が点在する生活道路に
なったと感じたと思います。ところがその生活感覚

【住宅都市局長】幹線道路の位置づけや土地利用の

とは違って、「幹線道路」としての位置づけは外さ

状況から、指定の位置づけは変わらないため、高度

れていなかった。絶対高45m高度地区が指定されたま

地区等の変更の必要性はない。仮に地域から変更の

まになっていた。用途地域指定を、住民の感覚と食

希望がある場合には、不適格となる建築物等に留意

い違いがあることが明らかであるにもかかわらず、

しながら、地元住民等の合意形成に基づき、高さ制

漫然と残してしまったこの不作為が、突然の45mの高

限を加える「地区計画」や「建築協定」の手法を活

層マンションの建築を許し、今回のこのような悲劇

用することも考えられる。

的な紛争を引き起こした原因となっているのではあ
りませんか。このような紛争を未然に防ぐことが、
- 44 -

名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）
都市計画というものの役割なのではありませんか。

そもそも、「高田町線は引き続き幹線道路ですよ」

この不作為について当局の責任は重大であると考え

と、「近隣商業地域で幹線道路に面したところは、

ますが、見解を求めます。

絶対高45mの高度地区になってますよ」と、こういう

パブリックコメント、説明会などを
おこなった（住宅都市局）
【住宅都市局】2009年に現況幅員への都市計画変更
を行っているが、幹線街路としての位置付けは変え

ことを地域住民の皆さんに十分周知したのか、ある
いは、紛争防止に有効な建築協定の案内を十分行っ
たのか。そこにも不作為は無かったのかが問われま
す。
実際この件で、都市計画審議会の審議の中で、特

ていません。2008年の高度地区の指定にあたっては、

にこの件で住民の皆さんへの絶対高など内容まで積

パブリックコメント、説明会、縦覧手続きを行うな

極的に再説明をした形跡は無かったということが分

ど、広く意見を聞く機会を設けたが、高度地区等に

かっています。

ついての意見はなく、最終的には都市計画審議会の
議を経て決定した。都市計画の決定にあたっては、
現況を調査し法令及び本市の基準に従って判断して

そのような対応を取っておいて、ルールだから仕
方ないなどという無責任な態度は許されません。
この白龍町の紛争については、住民の立場に立っ
て、マンション業者側に譲歩を求める仲裁を行うな

いる。

都市計画の見直しや、地区計画・建
築協定の広報を（意見）

ど、何らかのコミットを行うことを強く求めます。
そして、全市的にも、このような一見幹線道路と
は見えない片側1車線の道路が実は「幹線道路」と位

【柴田議員】住宅都市局長からご答弁をいただきま

置付けられていて、しかも近隣商業地域に指定され

した。

ていて絶対高45mの高度地域に自動的になっていると

結局「幹線道路」沿いで商業施設を誘導する地域

いう道路が、ほかにもあるという答弁でした。いわ

は、条件さえ合えば45mの高層マンションがたてられ

ば「隠れ幹線街路問題」とでもいうべきかもしれま

てしまってもしかたないという答弁でした。

せん。

私が聞いているのはそんなルールの説明ではない

そのような地域で、この白龍町のような悲劇的な

んです。ルールだから仕方ないというんだったら、

紛争を二度と起こさせない決意で、都市計画のルー

そもそも、主要幹線街路も都市幹線街路も補助幹線

ル変更も含めた見直しや、地区計画あるいは建築協

街路もみんな同じ「幹線街路」だから自動的に45mに

定の広報啓発を特に重点的に行うなど、しっかりと

なってしまうなどというルールそのものが本当に妥

した施策を推進していただきたいと強く求めて、私

当なのかという問題も指摘しなければなりません。

の質問を終わります。

また、商業施設を誘導するなと言っているのでは
ないんです。高さ制限が絶対高45mというのが住民の
感覚とずれているのではないかという問題を提起し
ているんです。道路の両側が、高さ15m、20m、31mの
高さ規制の住居地域に囲まれていて、2階建ての木造
家屋がほとんどで、ところどころ6階建てのマンショ
ンがある程度という地域に、商業施設を誘導するか
らといってどうして15階建て45mのビルの建築をさせ
る必要があるのか。うどん屋さんやドラッグストア
など道路沿いに商店が点在している状況なのは事実
ですし、街の賑わいを作っていくことはもちろん大
いに進めるべきです。しかし、住宅地の中の商店街
を振興するために45mのビルが必要なのですか。むし
ろ高さを制限して快適な居住環境を保った中で、い
かにして周辺の住民の皆さんの生活と文化に深く結
びついた豊かな商業施設を誘導するか、そこに知恵
を絞ることが街づくりなのではないですか。
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個人質問（3月9日）
教員や保育士の臨時的任用の再雇用禁止問題／介
護保険の新事業への以降に対する不安解消を
高橋ゆうすけ議員
中で任期を終えた場合でも翌月の初日から月末まで

臨時的任用職員の
再雇用禁止期間について

雇用されないこととなるためです。

権限移譲で禁止期間が1日から2か月
になる影響をどうするのか

再雇用禁止期間の根拠はなにか
【高橋議員】通告に従い、順次質問いたします。

【高橋議員】臨時教員には常勤と非常勤があります

小・中・特別支援学校教職員の給与負担や定数決定

が、今回は常勤の臨時教員について取り上げます。

の権限などが、本年4月から県から市へ移譲されます。

常勤の臨時教員は出産育児、病気などで休まれた正

それに伴い、問題となっていた正規教員の欠員解消

規教員の代わりに担任、校務分掌を持って働くなど、

や、少人数学級の教員確保など、本市の教育環境整

正規教員と同様の働き方をしています。

備が進むものであると評価してきました。ところが

県教育委員会は、臨時教員の任用に際して再雇用

先日、本市で働く臨時的任用の教員、いわゆる臨時

禁止期間を1日に設定しています。これまで県費で任

教員からこのようなお話をお聞きしました。「4月の

用されていた名古屋市の臨時教員も同様でした。し

権限移譲に伴って、早ければ2年後には名古屋市で働

かし権限移譲に伴い、これまで県費で働いてきた臨

く臨時教員が2か月雇用されない期間が作られる」。

時教員にも、市の制度が適用されることになります。

これは一体どういうことでしょうか。

育休代替の場合は2回、担任業務を行っている場合や

臨時教員は、地方公務員法22条によって任用され

病気休職代替の場合は3回までは1日の再雇用禁止期

る「臨時的任用職員」で、総務省によると臨時的・

間となるなど、一定特例は設けられるものの、早け

補助的な業務に任期を限って任用するものと解され

れば2年後には現場で働く臨時教員を2か月間雇用で

ています。

きない事態となります。

本市では、多くの臨時的任用職員が任用されてい

現在、名古屋市では、約1万人の正規教員がいます。

ますが、あくまで臨時的な仕事であることを理由に、

そして常勤の臨時教員は約1,000人。もし本市の教育

一度任用された職員については、新たな任用を行う

を支えてきた臨時教員を2か月でも任用できないとな

ためには、2か月間雇用してはならないとしています。

れば、本市の学校教育の質の保障の点から見て、大

なぜ2か月の再雇用禁止期間を設けているのか、総務

きな影響が出ることが予想されます。

局長、お答えください。

臨時教員として36年働いてきた方からは「2か月も

本来は特例的措置であり任期も最長１
年。月の途中までの任用で翌月に雇用
しないため２か月になる（総務局長）
【総務局長】臨時的任用は、緊急やむを得ない事情
等で正規任用の手続きをする時間が無いときに行わ
れる特例的な任用であり、任期も1回の更新を含み最
長1年とされている。同一の者が長期にわたって同一
の職務内容にくり返し任用されることは、身分の固
定化などの問題を生じさせる恐れがあり、再雇用禁
止期間を設けている。
再雇用禁止期間を２か月としているのは、月の途
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うのは納得いかない」、2年目の若い臨時教員からは
「こんな条件なら正規採用される可能性が高い大阪
か東京へ行く」と。実際に県内の他の自治体に登録
に行ったという方からは「また名古屋からの登録者
ですか」と言われたそうです。すでに臨時教員の市
外への流出が始まりだしているのではないですか。
もしこのまま流出が止まらなければどうなるか。
子どもたちも楽しみにしている4月の担任発表で、自
分のクラスだけ担任がいない。先生が産休を取った
けれど代わりの先生が誰も来なくて授業が進まない。
そんなことになるのではと、保護者から不安の声が
聞こえます。また、ある保護者からは「教育は継続
が大事。子どもの健康状態や家庭環境を知ってくれ
ている人でないと」「免許さえあれば誰でもいいと
いうものではない」と。当たり前の声です。
これまでは1日だった臨時教員の再雇用禁止期間が、
特例措置はあるものの、特例が切れた後には2か月と
なることで、教育現場でどのような問題が生じると

正規保育士と組んで担任を持っています。しかし、

思いますか。またその問題をどのように解決するつ

本市の臨時保育士確保は厳しい状況。昨年4月時点で

もりですか。教育長の見解をお聞かせください。

は25人の欠員、年間を通して欠員状況が続いていま
すが、今年1月には67人、2月には71人の欠員と大幅

学級担任など重要な役割を担う臨時的
任用の教員確保に努めたい（教育長）

に増えています。その理由は、やはり特例はあるも
のの、多くの臨時保育士が年末で雇用期間が終了し、

【教育長】臨時的任用の教員は、育児休業者等の代

1月から2か月間、再雇用禁止期間となるためです。

替として、学級担任など重要な役割を担っていただ

子どもを預ける親からしたら、先生が足りないとい

いている。教育水準の低下を招かないよう、臨時的

うのはありえない話です。
子ども青少年局長、臨時保育士の再雇用も、特例

任用の教員の確保に努めていきたい。

措置はあるものの、特例が切れた後には2か月間再雇

市立保育所における臨時保育士不足
は２か月禁止が影響していないか

用を禁止としてきたことで、これまでどのような影
響がありましたか、またどのように解決策を講じて

【高橋議員】再雇用禁止期間は臨時教員の問題だけ
かと思って調べてみたら、他にも人手不足で困って
いるところがありました。それは何か。公立保育所
で働く臨時保育士です。臨時保育士は、正規の保育
士が出産育児で休む際の代替などとして任用され、

きましたか。

安定的な人材確保のため募集案内に
努めてきた（子ども青少年局長）
【子ども青少年局長】市立保育所の臨時的任用職員
は、正規職員が産前産後休暇、育児休業等を取得し
た場合の代替等として配置され、保育所の運営にお
いて欠くことのできない存在です。１月から２か月
間、再雇用禁止期間となる臨時的任用職員が増える
が、再雇用禁止期間でも安定的に人材を確保してい
くことが大切と考えており、募集案内等、力を入れ
て取り組んできた。

なぜ臨時教員や臨時保育士の再雇用
禁止期間に特例があるのか（再質問）
【高橋議員】再雇用禁止期間について、教育長から
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は、臨時教員が本市の教育に重要な役割を担ってい

的任用をくり返すことによって、事実上常勤職員と

ると、そして子ども青少年局長からも、臨時保育士

同様の勤務形態を適用させるようなことは避けるべ

は保育所の運営において欠くことのできない存在で

きである」とされ、同一人物のくり返しの任用を避

あるという答弁がありました。本当ならば正規で採

けるよう再雇用禁止期間を原則２月としているが、

用すべき仕事だと思います。

教員や保育士に関しては、校務運営の円滑化と業務

また総務局長からは、再雇用禁止期間の根拠につ

の性質等を踏まえ、年末年始の休業の期間等に短縮

いて、「長期的、計画的な人材育成・人材配置への

する特例措置を設けて弾力的な取り扱いをしている。

影響や、臨時の職員としての身分及び処遇の固定化
間を設けているとの答弁がありました。本来、長期

臨時の職でも必要な期間はきちんと
任用を（再々質問）

にわたる仕事は正規で行うという視点に立てば、そ

【高橋議員】教員や保育士については、特例措置を

れは当然の回答だと思います。

設けていると答弁をいただきました。それだけ教育、

などの問題を生じさせるおそれ」から再雇用禁止期

しかし、本市は、臨時教員、臨時保育士について

保育は継続性が大事だということを認めているのだ

は、再雇用禁止期間の特例を設けているわけです。

と思います。本来そのような仕事を臨時で繰り返す

なぜ特例を設けているのですか。総務局長、お答え

こと自体が問題です。実際には学校現場で20年、30

ください。

年と働き続けている臨時教員がいます。繰り返し任

教員や保育士の業務の性質や円滑性
を踏まえて弾力的に扱う（総務局長）
【総務局長】総務省通達で「特にフルタイムの臨時

用されるような仕事は本来、正規で採用すべきであ
る、このことは強く指摘をしておきます。
本年2月21日の衆議院総務委員会で、我が党国会議
員が臨時教員の再雇用禁止期間について取り上げて
います。そこで「担任等の恒常的な業務には、・・・
臨時の職でも、業務の遂行に必要な期間、先生とし
ての仕事のある期間はきちんと任用するということ、
そして無意味な空白を設定する必要はない」のでは
ないかと質問。その質問に対して総務省政府参考人
は「ご指摘いただいた形で、地方公共団体に対し助
言をしている」と答えています。総務局長、子ども
たちのためにも、総務省も必要ないと言っている再
雇用禁止期間、特例の制限回数の見直しを検討すべ

保育所の職員
年度

（各年4月1日現在）
名古屋市の保育より

きではありませんか。

現行の取り扱いが妥当（総務局長）

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,545

1,534

1,516

1,503

1,465

1,429

121

120

120

118

115

111

保育係長

2

2

2

2

2

2

主査

-

-

-

1

3

7

1,234

1,228

1,215

1,208

1,176

1,145

172

168

163

158

152

147

保健師

15

15

15

15

16

16

【高橋議員】現行の取り扱いが妥当という答弁でし

看護師

1

1

1

1

1

1

た。しかし先ほど、校務運営の円滑化と業務の性質

嘱託職員

1,284

1,325

1,391

1,406

1,764

1,820

等を踏まえて、特例措置を設けていると答弁もされ

一般

884

910

940

953

942

937

ています。業務の性質を踏まえていくのであれば、

特別

48

65

70

67

429

508

担任のいない教室といった事態を生み出さないため

352

350

381

386

393

375

にも、現場の実態に応じた対応をしていただきたい。

正規職員
園長

保育士
調理咽頭

障害児対応

【総務局長】法律等の趣旨を踏まえ現行の取り扱い
が妥当である。

担任のいない教室を生み出さないよ
う実態に応じた対応を（意見）

困るのは子どもたちです。本市の教育・保育の質を

一般嘱託：乳児保育補助・延長保育補助・長時間保育など
基準配置への補助
特別嘱託：土曜日補助、月金補助など保育体制充実の補助、
2015からは代替対応を加算
障害児対応嘱託：障害児加算

守るためにも、この問題については総務局、教育委
員会、子ども青少年局で話し合いを進めていただき
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たい。そして現在進められています地方公務員法の

護の中であげられていた3つの問題について取り上げ

見直しも視野に入れ、しっかりと検討し、制度を見

たいと思います。

直していただきたいと強く要望をします。

まず第1の問題は、訪問サービスの専門性について
です。
本市では、新たに始められた基準緩和型である生

介護予防・日常生活支援総合事業
（新しい総合事業）実施の
影響について

活支援型訪問サービスは、掃除や洗濯などの家事を
市が行う3日間の高齢者日常生活支援研修の修了者に
よって行うこととしています。ヘルパーなどの資格
は必要としていません。果たしてこのサービスを提

３日間の高齢者日常生活支援研修で訪
問サービスの専門性を習得できるか

供している事業所は増えているのでしょうか。
アンケートでは、生活支援型訪問サービスの指定

【高橋議員】「介護予防・日常生活支援総合事業」

を受けている事業所は43％あるものの、指定を受け

いわゆる「新総合事業」及び介護職員の人材確保対

る予定はない30％、検討中の事業所15％と、45％の

策についてお聞きします。2015年4月の介護保険法改

事業所が今すぐに指定を受ける予定がありません。

定で、要支援者の受ける予防給付サービスのうち、

なぜ受けようとしないのでしょうか。

訪問介護と通所介護が市町村の事業へと移行する

「軽度者への生活支援を通じて行われることで重

「新総合事業」がスタートしました。これまで全国

要と思うことは」との問いに、56％の事業所が「生

一律の報酬であった訪問介護と通所介護は、市町村

活全般の把握」、「対象者・家族の状況把握」と答

が独自に人員基準や報酬を決めることとなり、人員

えています。そして注目すべきは「要支援者には持

基準や報酬を下げずに行うこともできる新総合事業

病を抱えている方も多く、専門職によるサービス提

ですが、名古屋市は、昨年６月から人員基準を緩和

供が好ましい」などの理由から13％の事業所が「緊

し、報酬を引き下げた新総合事業を開始しました。

急的な身体介護」を重要と考えていることです。

私たちは、安上がりの介護でサービス低下につなが

軽度者であっても、いつ何が起きるかわかりませ

るのではないかと指摘をしてきましたが、一体どう

ん。単純な家事援助だけではなく、本人やまわりの

なっているでしょうか。

状況を把握し、いざという時に職員が自ら対応でき

そのことを調べるため、1月～2月にかけて市内の

ることが、利用者が要介護状態となることを予防す

介護事業者に新総合事業についての緊急事業所アン

る上で必要なことだと考えているのです。そのよう

ケート調査を行い、250を超える事業所から回答をい

な能力を、市の行う3日間の研修で身に着けることが

ただきました。今回はアンケートの中から、訪問介

できるのでしょうか。できないから増えていかない
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のではないでしょうか。
3日間の高齢者日常生活支援研修修了者は、事業者

介護職員の人材確保対策を

が必要と考えている緊急的な身体介護を行うことは

【高橋議員】最後に、そもそも人材確保が困難と言

できるのですか。お答えください。

われている介護分野で、相変わらず人材の確保が進
まないという問題です。

研修で基礎的な知識を習得。利用者
の急変時の対応などを学ぶ

名古屋市は研修修了者による職員の確保を進めよ
うとしています。しかし実態はどうか。アンケート

【健康福祉局長】高齢者日常生活支援研修の修了者

では、職員を確保できている事業所26%に対し、確保

には、サービス提供に必要な基礎的知識を習得する

できていない事業所は74%と、3／4の事業所が職員の

ほか、利用者の方の急変時には救急通報するととも

確保に苦しんでいることがわかりました。なぜ人材

に、事業所に連絡するなどの緊急対応についても学

確保に苦しんでいるのか。一つは、「介護報酬削減

んでいる。

などの影響から処遇改善ができない」など、介護報

報酬額が見合わない基準緩和型
サービスへの検証結果は

酬の低さが影響しています。さらに、7割の介護報酬
で行う生活支援型訪問サービスが導入されたことで、

【高橋議員】第2の問題は、低い介護報酬の影響です。

さらに低賃金となり、新たな職員の確保が難しくなっ

基準緩和型の生活支援型訪問サービスは、無資格の

てきているのです。

研修修了者が行うことを前提としているため、これ

新たな職員の確保だけではありません。職員の定

までの7割の介護報酬で行われます。しかし、実際に

着も大きな課題です。「昨年度まで支給されていた、

は、専門的な知見が必要なため、ヘルパーが担って

事業所内外で行う研修の参加への補助金は、職員の

いるのが現状です。ヘルパーの給与を下げるわけに

やる気にもつながり、職員の定着という点から効果

はいかないため、事業所はやればやるだけ赤字にな

があった。なぜなくなったのか」と訴える事業所も

ると、悲鳴を上げています。

あります。

アンケートでも、報酬額が見合わない基準緩和型

介護職員不足が問題となっている今、本市として

サービスは受け付けないといった事業所も少なくあ

どのような介護職員確保策を行ってきましたか。せ

りません。このままでは介護報酬の高い、重度の利

めて従前行っていた事業所内外の研修への補助金を

用者しか受け入れない、そのような事業所も出てく

復活させるべきではありませんか。

るのではないでしょうか。
本市の介護予防を担う事業所が疲弊していては、

一般的な研修より資格取得の研修を重視

介護予防の目的を果たすこともできません。本市と

【健康福祉局長】介護人材の確保はたいへん重要な

しても責任をもって実態を把握し、事業所が健全に

課題であり、職種やキャリアに応じた研修を開催す

経営できるようにしていくべきですが、これまでよ

るとともに、介護の仕事への理解促進を目的とした

り低い介護報酬で行われている「生活支援型訪問サー

イベントを実施しています。2015年度までは資格取

ビス」開始後、事業者の経営への影響について、本

得にかかわる研修や介護に関する一般的な研修を補

市としてどのように検証をしましたか。

助の対象としていた。2016年度より、介護職員のキャ
リアアップや職場への定着支援を図るため、資格取

研修の修了者が実際に雇用されたの
は13％

得にかかわる研修に重点を置き、対象の研修を拡大
し、補助上限額も引き上げて実施しています。

【健康福祉局長】2016年9月、参入事業者を対象に、
て調査を実施した。2017年1月には、全訪問介護事業

安い報酬が事業所経営と職員確保を
困難にしている（再質問）

者を対象に、運営状況や参入意向に関する調査をお

【高橋議員】健康福祉局長から新総合事業と介護職

こなった。9月の調査では、研修修了者のうち実際に

員確保についてお答えいただきました。

高齢者日常生活支援研修の修了者の雇用状況につい

雇用されたのは13％という結果が出ており、1月の調
査は、現在、分析を進めている。

緊急的な身体介護については、急病等を想定され
ているようですが、急な失禁への対応など考える必

これらの調査をもとに検証を進め、4月から事業の
本格実施をしていきたい。

要があるというのが事業所の声です。支援を要する
方は、いくら一人でできるように見えても、何らか
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の支援が必要です。そのためには専門職での配置が

によるサービスを提供することで、サービスの選択

必要です。しかし今の介護報酬では専門職を雇うこ

肢を増やし、効果的・効率的な支援を行うもので、

ともできず、充分なサービス提供ができません。

生活支援型訪問サービスは、ケアマネジメントで本

健康福祉局長、軽度者に対する支援を、専門職員

人の意向や心身の状況を丁寧に聞き取った上で、利

ではなく、かつ安い報酬で行うことで、事業所の経

用してもらっています。今後も利用者や事業者の方々

営を困難にし、また職員の確保を難しくしていると

の声を十分に聞きながら、生活支援型訪問サービス

いう認識はありますか。またそれが結果的に利用者

について適正に実施していきます。

へのサービス低下を招いているとは思いませんか。

緩和した人員基準やサービス内容に
応じた適正な報酬

市の方針は介護度の重度化予防に
ならないのでは（意見）
【高橋議員】要支援者へのケアマネージャーの訪問

【健康福祉局長】報酬は緩和した人員基準やサービ

によるモニタリングは原則半年に1回です。それでど

ス内容に応じ、適正に設定している。

う、利用者の状況を適切に把握することができるの

事業所の経営上の問題や人員不足を原因とした利

ですか。週1回のヘルパーによるアセスメントが本人

用者の方へのサービス低下の事例は聞いていません。

の意向や心身の状況を把握する重要な役割を果たし

軽度者への支援を専門職員によるサー
ビスに戻すべき（再々質問）

ているということを理解していない答弁ではありま
せんか。軽度者は専門性のない安上がりのサービス
でいいとする今回の市の方針は、利用者の介護度の

【高橋議員】利用者へのサービス低下はしていない

重度化を予防することにならないのではないですか。

という答弁でした。あまりにも現実を直視していな

訪問介護事業所調査の結果はまだできていないため、

いと言わざるを得ません。改めて訪問介護事業所を

これで決めるのは早いと考えます。調査結果が出た

調査したということは、まだ実態把握が十分でない

時点で、再度検証するように強く求めて、この質問

との判断があるからではないですか。

を終わります。

軽度者への支援を、介護報酬の低い基準緩和型サー
ビスではなく、専門職員によるサービスに戻し、新
総合事業の内容を見直しするべきではありませんか。

多様な担い手によるサービス提供で
効果的・効率的に
【健康福祉局長】新しい総合事業は、多様な担い手
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2017年度予算案に対する組み替え動議（３月23日）
ムダな事業や金持ち減税をやめ、国保料引き下げ
や給食費無料化などを
岡田ゆき子議員
【岡田議員】私は日本共産党名古屋市会議員団を代

念される中、リニア開業を見据えたまちづくりの推

表して、平成29年度名古屋市一般会計予算の組み替

進はせず、名古屋駅地下公共空間整備は進めません。

えを求める動議についてご説明いたします。
予算案は、大企業・大金持ち減税を続けながら、
減税をテコに、市民サービスの削減、福祉の民間委
託、民営化を進めることから、以下の方向で抜本的
な組み替えを提案します。

生み出した財源で福祉・くらしの
予算を増やす
第３に、減税と不要な事業の中止で財源を確保し、
市民の福祉を守り、くらし、教育、子育て応援、防
災のための事業の実施及び施策の拡充を図ります。

金持ち減税と減税の財源づくりの
ための民間委託等をやめる

国保料の負担増をやめ、さらに未就学の子どもの均
等割保険料を減免します。医療費助成は18歳まで拡

第１に、大企業・大金持ち優遇の市民税５％減税

充します。後期高齢者医療保険料の特例軽減見直し

の実施を中止、117億円の税収を増やします。減税財

に対し市独自の軽減を行います。小学校給食の無料

源確保のために行われる公立保育園の民間移管、小

化、小中学校の少人数学級拡大、住宅リフォーム助

学校給食調理業務の外部委託、図書館の指定管理制

成制度を創設します。民間木造住宅の耐震改修助成

度を中止します。介護保険制度の要である要介護認

を大幅に拡充します。

定調査事務の委託はやめます。

以上、市長に対し、一般会計予算案を速やかに組
み換え、再提出されることを求めて説明を終わりま

ムダな大型事業をやめる
第２に、新たな浪費につながる、市民生活に不要
な大型開発事業は中止し、財政の健全化を図ります。
愛知県知事との調整も困難となっている新たな大規
模展示場整備のための調査費は計上しません。リニ
ア中央新幹線事業においては住民への環境問題が懸
組み替えのフレーム
削減額

捻出される一般会計

市債の削減額

58億5千万円

23億6千万円

28億円

増加額

必要となる一般財源

市債の発行額

140億6千万円

140億6千万円

0円

歳出の増減額

一般財源の増減額

市債の増減額

82億円

117億円

△28億円

減額
歳出

増額

差し
引き

歳入

増額 市民税減税の中止
減額

差し引き（一般財源の増減額）

117億円
117億円

無駄な公共事業などで歳出予算を58億円減らす一方で、福祉予算
など140億円を増やし、国保料や後期高齢者医療保険料の負担軽減
や子育て支援をすすめます。必要な財源は大企業・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28億円減ら
せます。
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組み替え動議を提案説明する岡田議員
（別紙）
１．組み替えを求める理由
日本共産党名古屋市会議員団が昨年秋に実施した市政アンケー
ト（回答数17700余通）では、4割以上の市民が「暮らし向きが
悪くなった」と答え、「無駄な公共事業の削減」が要望のトッ
プとなり、介護保険や国民健康保険の負担軽減、敬老パスの堅
持、子どもの貧困や待機児童の解消などくらしを支える施策へ
の要望が高くなっています。
ところが、河村市長が提案した平成29年度予算は、大企業や
大金持ち優遇の5％市民税減税（117億円）を続け、その一方で
減税をテコに、公立保育所の民間移管、小学校給食調理業務の
民間委託、図書館への指定管理者制度など、福祉・教育の分野
にまで及ぶ民営化・民間委託を進めています。また、「福祉や
くらし」にかかわる予算を削減しながら、リニア中央新幹線の
開業を前提にした名古屋駅周辺開発、地下公共空間整備事業
（ささしま巨大地下通路建設）、新たな大規模展示場の整備な
ど市民にとって不要不急の事業が展開されています。名古屋市
民が生き生きと暮らし、働く「まち」を実現するために、住民
福祉を向上させ、家計を温め、くらしと営業を守る市政の実現
こそ急務です。
以上の理由から、一般会計予算の組み替えを要求します。
２.組み替えの基本方針
①大企業・大金持ち優遇の市民税5％減税の実施は中止し、減
税の財源確保のために行われる公的事業の民間移管、委託な
どを中止します。
②新たな税金の浪費につながる大型開発事業、市民生活に不要
な事業は中止します。
③減税中止などで確保した財源を活用し、市民の福祉・くらし・
教育・子育て応援・防災のため新たな事業の実施と事業の拡
大を図ります。
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％減税の実施は中止し、減
税の財源確保のために行われる公的事業の民間移管、委託等
を中止します。
(ア)市民税5％減税
(イ)公立保育所の社会福祉法人への移管
(ウ)小学校給食調理の外部委託
(エ)生涯学習センターへの指定管理者制度導入
(オ)図書館への指定管理者制度導入
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(カ)要介護認定事務の委託
(キ)新たな保健所体制の構築
②新たな税金の浪費につながる大型開発事業、市民生活に不要
な事業は中止します。
(ア)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
(イ)社会保障・税番号制度の導入に向けた情報連携基盤シス
テムの開発
(ウ)社会保障・税番号制度の関連事務
(エ)中部国際空港2本目滑走路建設促進期成同盟会への負担
金支出
(オ)国際展示場第1展示館移転整備等事業者選定準備
(カ)空見地区における大規模展示場の整備に関する調査
(キ)国直轄道路事業負担金の支出（近畿自動車道伊勢線新設）
(ク)リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進
(ケ)名古屋駅周辺地下公共空間整備
(コ)市街地再開発事業（錦二丁目7番地区）
③減税中止などで確保した財源を活用し、市民の福祉・くらし・
教育・子育て応援・防災のため新たな事業の実施と事業の拡
大を図ります。
(ア)後期高齢者医療の保険料の特例軽減見直し中止のための
繰り出し
(イ)国民健康保険料の値上げ中止
(ウ)国民健康保険料の子どもに係る均等割の廃止
(エ)18歳までの医療費無料化
(オ)私立高等学校授業料補助単価の引き上げ・県助成対象外
世帯の廃止を中止し全世帯単価の引き上げ
(カ)小学校給食費の無料化
(キ)小学校3年生までの30人学級拡大と中学校2年生まで35人
学級拡大
(ク)小・中学校図書館司書の全校配置
(ケ)栄養教諭を70人増員
(コ)奨学金返還支援制度の創設
(サ)商店リフォーム助成、マンションへの支援を含む住宅リ
フォーム助成の創設
(シ)民間木造住宅の耐震改修助成拡充
(ス)震災対策事業基金への財源繰り出し
(セ)原爆ポスター展の開催費助成
④その他
(ア)市議の任期中1回の海外視察の中止
(イ)市長特別職秘書の廃止
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2017年度一般会計予算の組み替え案
歳出で削減すべき項目
財源内訳
款

議会費

項

議会費

総務管理費
総務費

予定額
（千円）

事項

一般財源

市債

国・県
支出金

その他

市会議員の任期中１回の海外視察

34,000

34,000

－

－

－

社会保障・税番号制度の導入に向けた情報連携基盤
システムの開発

28,000

28,000

-

-

-

市長特別秘書の人件費

10,080

10,080

-

-

-

303

303

-

-

-

防災危機
管理費

国民保護業務にかかわるパンフ作成費

老人福祉

要介護認定事務委託

209,000

209,000

－

－

－

保健所費

新たな保健所体制の構築

119,874

119,874

－

－

－

公立保育所の社会福祉法人への移菅

151,993

151,993

－

－

－

2,486

2,486

－

－

－

683,338

351,541

－

1,000

1,000

－

－

－

国際展示場第一展示館移転整備等事業者選定準備

7,315

7,315

－

－

－

空見地区における大規模展示場整備に関する調査

20,000

20,000

－

－

－

300,000 2,700,000

－

－

健康福祉費

子ども青少 子ども
年費
青少年費
環境費

木曽川水系連絡導水路事業に係る工業用水道事業会
環境保全費 計への出資

市民経済費 区役所費

社会保障・税番号制度関連事務

中部国際空港二本目滑走路建設促進期成同盟会への
国際交流費 負担金支出
観光文化
交流費

331,797

－

コンベンショ
ン推進費

緑政土木費 道路橋りよ 国直轄道路事業負担金の支出(近畿自動車道伊勢線
う費
新設)

3,000,000

リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりの推進

194,000

122,167

－

71,833

－

名古屋駅周辺地下公共空間整備

253,417

41,959

100,000

111,458

－

住宅費

市街地再開発事業（錦二丁目７番地区）

233,000

58,250

－

174,750

－

小学校費

小学校給食調理の外部委託拡大（５校）

134,211

134,211

－

－

－

生涯学習センターへの指定管理者制度導入（11件）

484,843

484,843

－

－

－

図書館への指定管理者制度導入（５館）

286,212

286,212

－

－

－

都市計画費
住宅都市費

教育費
生涯学習費

歳出削減額 計

5,853,072

2,363,234 2,800,000

689,838

0

歳出で増額すべき項目

款

項

予定額
（千円）

事項

総務管理費 原爆ポスター展(20万円×16区)
総務費

防災危機
管理費

震災対策事業基金への財源繰り出し

老人福祉費

後期高齢者医療保険料の値上げを中止するための繰
り出し

健康福祉費

国民健康保険料の値上げ中止
国民健康
保険費

国民健康保険料の子どもに係る均等割の廃止(未就
学者対象)
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財源内訳
一般財源

市債

国・県
支出金

その他

320

320

－

－

－

54,338

54,338

－

－

－

329,459

329,459

-

-

-

2,590,000

2,590,000

-

-

-

651,761

651,761

-

-

-
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2017年度一般会計予算の組み替え案 （続き）
歳出で増額すべき項目（続き）
款

子ども
青少年費

項

子ども
青少年費

予定額
（千円）

事項

18歳までの医療費無料化

産業費

住宅都市費 住宅費

私学振興費

小学校費

教育費

一般財源

市債

国・県
支出金

その他

1,490,000

1,490,000

－

－

－

45,199

45,199

-

-

-

5,000

5,000

－

－

－

商店リフォーム助成（20万円以上の改修で費
用の２分の１を助成、最大100万円×100件）

100,000

100,000

-

-

-

マンションへの支援を含む、住宅リフォーム
助成の創設(100万円100件、200万円30棟)

160,000

160,000

－

－

－

民間木造住宅の耐震改修助成拡充（上限90万
円→200万円、250件）

293,020

293,020

-

-

-

私立高等学校授業料補助を全世帯対象にし、
単価を引き上げ

20,000

20,000

-

-

-

小学校3年生までの30人学級の拡大

1,505,000

1,505,000

-

-

-

小学校給食費の無料化

4,080,000

4,046,000

-

-

-

小学校給食調理の外部委託中止(５校)

170,504

170,504

-

-

-

学校図書館司書の全校配置(週20時間×年35週)

237,792

237,792

-

-

-

栄養教諭を70人増

350,000

350,000

-

-

-

1,000,500

1,000,500

-

-

-

学校図書館司書の全校配置(週20時間×年35週)

101,130

101,130

-

-

-

生涯学習センターへの指定管理者制度導入の
中止

573,786

573,786

-

-

-

図書館への指定管理者制度導入（５館）の中
止

306,425

306,425

-

-

-

14,064,234

14,064,234

公立保育所の社会福祉法人への移管中止

市民生活費 奨学金返還支援制度の創設
市民経済費

財源内訳

中学校2年生まで35人学級拡大
中学校費

生涯学習費

歳出増額 計

0

0

0

歳入の増額
財源内訳
款

市税

項

市民税

予定額
（千円）

事項

一般財源

国・県
支出金

市債

その他

市民税減税の中止

11,701,000

11,701,000

-

-

-

歳入増額 計

11,701,000

11,701,000

0

0

0

歳入歳出差引 合計

3,489,838

0

2,800,000

689,838

0

差し引き（千円）
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2017年度予算案に対する反対討論（３月２３日）
市長の「減税」や「世界からの集客」というこだわ
りが市民の暮らしをないがしろにしている。今やる
べきことは暮らしの応援だ
山口清明議員
山口清明議員が一般会計予算案に反対の立場で討論をおこないました。減税も自・民・公も討論を行
わず黙って賛成。自・民・公がＳＬ動態展示や空見の大規模展示場で附帯決議をつけただけでした。
【山口議員】私はただいま議題となっております第

課税世帯になり市民税が4万6400円で減税も年間2700

一号議案、名古屋市一般会計予算について、日本共

円ありがたく受けることになります。ところが一方

産党名古屋市会議員団を代表して反対の立場から討

で、国保料は市民税額の約6倍、26万8630円になるの

論します。

です。

年金生活者は200円の減税の一方、
国保・介護保険料は8万円の増

市長の金持ち減税へのこだわり
が市民の暮らしをないがしろに
反対する理由の第一は、河村市長の「市民税５％

年額200万円の年金で暮らす70歳の夫婦世帯にかか

減税」への異常なこだわりにより、市政が本来果た

る国保料は6万7230円になります。年金から天引きさ

すべき市民生活の応援がないがしろにされているか

れる介護保険料は二人で7万4260円です。夫婦の年金

らです。

収入が220万円になると課税世帯となります。
市民税は3300円、ようやく200円減税の恩恵にあず

市長のウソ・・・
「減税は低所得者にやさしい」

かります。ところが介護保険料は13万7920円となり、
約2万円増える国保料とあわせて年間22万5310円（国

我が党は今議会の代表質問において、一律減税が

保料は8万7390円）に負担が跳ね上がります。わずか

富裕層・大企業優遇という認識があるか、公平性を

200円の減税より、この重い保険料負担こそ軽減すべ

欠く減税だという認識はないのか、と問いかけまし
た。
市長は「年収200万円とか100万円台とかの人がちょ
こっとでも減税されるのは低所得者にやさしい考え
方ですよ、これが税の根本ですよ」と答えましたが
事実はどうか。

事実は・・・わずかな減税と引き換
えに国保や介護の保険料は大幅増額
夫婦と子ども二人の四人世帯をモデルにした給与
所得者の課税ラインは年収271万6千円です。70歳の
年金暮らしの夫婦世帯の課税ラインは年収211万1千
円です。年収が100万円や200万円とかの人はちょこっ
とも減税になっておりません。ところがこれらの世
帯にかぶさる市民税以外の負担はどうか。
減税の恩恵ゼロの年収200万円の夫婦と子ども二人
の四人世帯にかかる国民健康保険料は新年度12万
1690円です。
この家族ががんばって収入を増やして、減税の恩
恵をちょこっと受ける年収300万円になるとどうか。
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夫婦と子ど2人の4人世帯の負担年額（2017年度の試算）
（40歳給与所得者・控除対象配偶者・16歳未満の子）
収入

市・県民税

市民税減税

国保料

200万円

0円

0円

121,690円

300万円

46,400円

2,700円

268,630円

＊年収271万6千円以下は非課税
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きではありませんか。

きない」と答弁しました。
もしも市長の「減税」へのこだわりが、心底、庶

一人平均7329円（介護分含む）の国
保料値上げ中止は25億円でできる

民の負担軽減を願ってのものならば、市民税が単一

格差と貧困の広がりが社会問題となり、年金支給
額が減らされるなか、市民の生活を支援するには、
市民税減税ではなく、一般会計からの繰り入れによ
る保険料負担の軽減こそ決断すべきです。
新年度は、医療費や薬価の高騰のあおりを受けて、
国民健康保険料が一人平均4039円、40歳以上の加入
者で介護分を合わせると一人平均7329円も引きあが

税率になった時点で、減税以外の施策による負担軽
減へとカジを切り替えるべきでした。
減税という心地よい響きにこだわり、庶民の暮ら
しがあなたには見えていない。減税という甘い言葉
にいつまでも騙されるわけにはいきません。市民生
活の支援という点でも効果が薄い「一律減税」はきっ
ぱり中止すべきです。

「減税」は行革推進の口実、民間ま
かせの待機時対策も詰まり
「減税」にこだわるのは、庶民のためではなく、
減税をテコにしたカッコつきの「行財政改革」の推
進で、福祉や保育、教育や介護の分野にまでカット
の大鉈を振るうためです。必要以上の行革圧力が8年
間続いてきた結果、守るべき市民を守れない事態ま
で生じています。
市長は「待機児童３年連続ゼロ」と胸を張ります
がほんとうですか。いわゆる隠れ待機児童、入所保
留児童が増加しています。民間まかせの保育園増設
も行き詰まってきました。公立保育所の廃止・民間
移管路線を抜本的に見直すべき
です。

発達支援センターの待機児を増やしなが
ら800万円の経費削減を自慢できるのか

70歳の年金暮らしの夫婦世帯の負担年額（2017年度の試算）
配偶者は80万円以下
収入

市・県民税

市民税減税

国保料

そして名古屋市にはもう一つの待機児童問題があ

介護保険料

200万円

0円

0円

67,230円

106,000円

220万円

3,300円

200円

87,390円

137,920円

ります。
障害を持つ子どもたちが通う市内5カ所の発達支援
センターの待機児です。今年度当初では19名が待機

＊211万1千円以下は非課税

状態におかれていました。ところが新年度は22名と

る予算となっています。値上げをくいとめるために
必要な金額は約25億9千万円。117億円の減税額の四
分の一で実現可能なのです。

なる見通しです。待機児童が増えています。
名古屋市は児童の受け入れを進めるため、現場の
センターには定員の１割超過の子どもたちを受け入
れるよう求め、一方で、運営費補給金の支給基準を

小学校給食費の無償化もできる

変えてセンターへの人件費の補給金を800万円削減し

あわせて、小学校給食の無料化や18歳までの医療
費無料化など、市民が求める負担軽減にも取り組む
べきです。

ました。
いま本市の乳幼児健診の受診率は95％を超えてい
ます。保護者と保健所のがんばりでせっかく障害の

「減税」にこだわらず、市民負担軽
減へカジを切り替えよ

兆候が早期発見できても、早期療育にスムーズにつ
ながらない。ここをスムーズにつなぐことこそ行政

富裕層優遇の減税ではないか、との質問に市長は

に求められる改革です。待機児童を増やしながら、800

「平成18年に法律が制定されて、市民税が６％とい

万円の経費削減を行革の成果だと、あなたは胸を張

う単一税率になったから減税も同じ定率減税しかで

れるのですか。
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に拡張移転する概算事業費が約330億円、愛知県が空

「減税」で強制的に税収不足をつく
り出し、必要な施策や人員まで際限
なく削りこむことはやめよ

港島に6万㎡規模で340億円、そして県との調整もつ
かないまま空見ふ頭に5万㎡、稲永ふ頭での整備費を

地方交付税交付団体である名古屋市が市民税減税
を行うと、総務省から地方債の発行許可に同意する
際に条件がつけられます。一つは地方税の徴収率が
類似団体の地方税の徴収率を上回っていること、も
う一つは、減税による減収額を上回る行政改革の取
組みを予定していることです。
減税という方法で市民負担を軽減しようとすれば、
この行革圧力がずっと付いて回ります。でも保育料
をいくら国基準より軽減しても国からこんな締め付
けはありません。
国保料を独自に引き下げるのも、学校給食を無料

もとに試算すると500億円を超える整備費となります。
三つ合わせると東京ビッグサイトを超える15万㎡の
規模となり、整備費用も1200億円以上が想定されま
す。
ある経済専門誌による大都市圏ランキング調査に
よると、東京大都市圏の人口は3510万人、名古屋大
都市圏は554万人です。六倍ちがいます。経済規模の
違いも考慮しない、過大な需要を当て込んだ過大な
投資となりかねません。

市長のウソ・・・大村知事と空見の
ことで話をし、調査をやってちょう

にするのも自治体の裁量にまかされています。医療

事業の進め方も問題です。

費無料化に対する国保の補助金へのペナルティはま

空見ふ頭での大規模展示場整備に関する調査につ

だ残されていますが、自治体の働きかけで改善され

いて、わが党は代表質問で、県との調整がついてい

つつあります。市民税減税だけが国からの干渉を招

ないままでの調査費計上は独断的ではないか、と尋

きます。その意味でも、減税は自治体としてとるべ

ねました。

き施策ではありません。

事実は・・・大村知事は「やめとけ
よと言ってぼそっと返した」

「減税」により、強制的に税収不足をつくり出し、
必要な施策や人員まで際限なく削りこむ。この政策
の行きつく先は、住民福祉の増進を図る自治体本来
の役割の自己否定です。このアリジゴクのような路
線から、いまこそ抜け出そうではありませんか。

市長は「大村知事とは事あるごとに空見のことで
話をしてきまして、この話も調査をやってちょうよ、
ということだった」と答弁されましたが、大村知事
は「そんなことは言っていない」と反論し、大問題

不要・不急の大型事業を推進

となりました。

反対する第二の理由は、市長の熱中するハコモノ

経済水道委員会に提出された資料には、名古屋市

づくりがさらに市民のくらしと本市の財政を圧迫す

の空見地区調査に対する愛知県の認識として、「空

る恐れが強いからです。

見地区が抱えている問題点はすべてクリアすること

天守閣に続き、新たな大規模展示場。
いずれも過大な採算計画

はできないため、事業可能性はないと考える。事業

名古屋城天守閣の木造化とともに、大規模展示場
の整備にいま市長は熱中しています。

実施することは無意味である」とあります。ここま
ではっきり言うのは県としても相当の確信と覚悟が
あるのでしょう。

大規模展示場の整備はそもそも採算がとれる事業
なのでしょうか。

また大村知事は記者会見で「出来ないものは、１
年経とうが、３年経とうが、５年経とうが10年経と

国際展示場は金城ふ頭のポートメッセを4万㎡規模
国内の主な展示場
施設名

可能性がなく、具体化できない事業について調査を

うができない」とまで発言しています。両者の関係

（愛知県調べ）
都道府県

ホール
数

展示面積

年間利用
件数(2015)

うち
展示会

展示会の開催状況
（2014年）
順位

都市名

国際会議開催状況
（2014年）

開催件数 都市名

開催件数

東京ビッグサイト

東京都

10

80,660㎡

198

104

1

東京都

327 東京都

565

幕張メッセ

千葉県

12

72,000㎡

121

18

2

千葉県

52 福岡県

411

インテックス大阪

大阪府

10

70,078㎡

106

29

3

大阪府

51 大阪府

253

ポートメッセなごや（現）

愛知県

3

33,946㎡

61

14

4

神奈川県

35 京都府

211

パシフイコ横浜

神奈川県

4

20,000㎡

5

愛知県

20 神奈川

208

3

14,000㎡

6

福岡県

11 愛知県

179

福岡コンベンションセンター 福岡県
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が解きほぐされる時は果たして来るのでしょうか。

みなさんと共同を広げ、市政の抜本的転換を図ろう

市長が知事の了解を取り付けたというのは、経済
水道委員会の資料では知事の発言として「1月30日、
立食パーティの会場で市長が（空見の調査予算をつ
けることについて）私の耳元で囁いた際、私は本当
にそんなことやるのかと、お前やめとけよと言って
ぼそっと返した」となっています。
この「やめとけよ」が市長には「知事は『調査は
しっかりやってくれ』と答えた」と聞こえたようで
す。

ではありませんか。

2つの転換で暮らし優先の市政に
二つの転換だけで、小学校給食の無料化をはじめ、
どれだけ市民生活を応援する施策が実現できるか、
私たちが先ほど提案した予算組み替え動議にその一
端をお示しいたしました。
４月には、８年間の市政の混迷と停滞から脱却し、
市民生活を向上させる名古屋市政を取り戻すために
奮闘する決意を申し上げ、討論を終わります。

重要な事案の予算をパーティ会場の
立ち話で決める市長でいいのか
事の真偽や事業への賛否は別にして、少なくとも
本市の予算編成にも関わる重要な問題をアルコール
も入るであろう立食パーティの会場で、しかも立ち

減税も自民・
公明・
民主も討
論せず、黙って賛成
採決にあたっての討論を行わなかった自民・公明・
民主。減税も黙って賛成するだけでした。

話で済ませようとした市長のその姿勢が許せません。
こんないい加減な調査費の提案を認めるわけにはい
かない。潔く撤回すべきです。

大型事業の例

思い付きやパフォーマンス
優先の市長の姿勢
二つの反対理由を述べてきましたが、どちらも河
村市長の執拗なこだわりがそもそもの原因です。市
民の負担軽減や健全な市政運営よりも、自身のこだ
わりや思いつき、パフォーマンスを優先させる市長
の姿勢こそが問題です。

金持ち減税ストップ、ハコモノ作り
はいったん立ち止まる

・空見ふ頭の大規模展示場整備調査・・・ 2000万円
・名古屋駅周辺の巨大地下通路・・・ ・ 2億5341万円
・科学館蒸気機関車の動態展示調査・・ ・・ 600万円
・リニア開業を見据えたまちづくり・・ 1億9400万円
・栄１丁目６番地区に補助（御園座）・ 11億2831万円
・錦二丁目７番地区に補助・・・・・・・2億3300万円
など

民間委託推進

格差を広げるだけの金持ち減税ストップ、ハコモ
ノづくりも一旦立ち止まろう、この二点で一致する

実現した市民要望
・高等学校給付制奨学金の創設6897万円
・小中学校に災害避難用スロープを設置2300万円
・新堀川の悪臭対策3億6400万円
・環境学習センターの改修で名古屋の公害の歴史の展示も
・子ども食堂推進事業助成150万円
・学童保育への運営助成の拡充
・学校図書館への司書の配置1467万円
・就学援助における入学準備金の増額1億9462万円
・病児・病後児デイケア事業3億1354万円
・ヘルプカード配布268万円
・守山養護学校増築2300万円
・客引き行為規制150万円
・低所得者の第２子保育料無料化
・ゴミ減量、分別ガイドの全戸配布3580万円
・船頭場公園に命山整備、川名公園などを整備
・非常勤講師を正規教員に切り替え
・いじめ対策134万円
・救急隊増隊のための消防隊庁舎改修2920万円

【学校給食調理業務】
・荒子、大清水、西山小の３校に加え新たに山田、瀬古、下志
段味、桶狭間、天白小の５校で民間委託
【介護保険の要介護認定事務】
・１６区から１か所に集約し民間に委託
【生涯学習センター】
・中川、港、南、緑、天白の５館を指定管理し全16館が指定管
理に
【市立図書館】
・志段味図書館に続き新たに中村・富田・緑・徳重の４図書館
を指定管理
【公立保育園】
・これまでに12か園を民営化、さらに11か園の民営化を準備

減税の財源に「行革」推進
・後期高齢者医療制度の低所得者軽減制度の縮小・廃止で保険
料(年額)が総額3億円の負担増に
・地下鉄ワンマン化で職員削減49人
・国保料収納強化、保育料の収納対策で6300万円増収
・保健所を全区１６か所から１か所に集約。区保健所は支所
（保健センター）に
・高等学校入学準備金貸付人数を削減・
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2017年度当初予算関連議案に対する態度(2017年3月23日）
１、2017年度当初予算及び関連議案
各会派の態度

備

共 自 民 公 減

可決

2017年度名古屋市水道事業会
● 〇 〇 〇 ○
計予算

可決

2017年度名古屋市病院事業会
○ 〇 〇 〇 ○
計予算

可決

2017年度名古屋市公債特別会
● 〇 〇 〇 ○
計予算

可決

2017年度名古屋市用地先行取
〇 〇 〇 〇 ○
得特別会計予算

可決

2017年度名古屋市基金特別会
○ 〇 〇 〇 ○
計予算

可決

2017年度名古屋市墓地公園整
● 〇 〇 〇 ○
備事業特別会計予算

総額13億円、3.9％増。就学支度資金、修業資金、事業開始資金な
ど12種の貸付。母子福祉資金で12億5,600万円、父子福祉資金に4,
300万円、寡婦福祉資金に7,100万円。

可決

2017年度名古屋市市街地再開
○ 〇 〇 〇 ○
発事業特別会計予算

1,883億円、6.0％増。第1号被保険者563,200人。基準保険料は70,
729円（月5,894円）で３年目。要支援・要介護者は109,000人→
115,000人。介護予防・日常生活支援総合事業を始める。

可決

2017年度名古屋市土地区画整
○ 〇 〇 〇 ○
理組合貸付金特別会計予算

総額525億円、4.7％増。281,000人。特例軽減で所得割５割軽減が
２割に、元被扶養者の軽減９割が７割などで３億2,945万円の意負
担増。平均保険料は年84,446円から85,727円に。

可決

2017年度名古屋市市場及びと
〇 〇 〇 ○ ○
畜場特別会計予算

総額2,501億円、前年比1.9％。324,800世帯505,600人(△9,700世
帯)。うち退職者4,100人。平均保険料は介護込みで111,234円→
118,563円。7,329円。医療分で4039円値上げ。国の保険者支援制
度拡大などで５割・２割の法定減額の対象を拡大。

可決

2017年度名古屋市母子寡婦福
○ 〇 〇 〇 ○
祉資金貸付金特別会計予算

科学館のＳＬ動態展示は2015年度と同じにする、新たな国際展示
場では県との協議を求める。予算に反対しているので反対となる。

可決

2017年度名古屋市介護保険特
● 〇 〇 〇 ○
別会計予算

1兆1,711億円、前年比855億円(7.9％)増。県教職員の権限移譲関
連の給与負担等959億円が押し上げ。5％減税で117億円が減収。待
機児対策では民間保育所で新２改１、賃貸の民間保育所16、小規
模保育19など49か所1,749人分。多床型やユニット型で特養ホーム
の新２継続５、着工ベースで119か所8,700人に。敬老パスＩＣカー
ド化。公立保育園６園の民営化推進。職員定数は教職員10,039人
増でそれを除くと64人減。リニア頼みの名駅再開発、ささしま巨
大地下道を推進し、超高層ビルを支援。

可決

2017年度名古屋市後期高齢者
● 〇 〇 〇 ○
医療特別会計予算

考

可決

2017年度名古屋市国民健康保
● 〇 〇 〇 ○
険特別会計予算

可決

〃 附帯決議（教育子ど
● ◎ ◎ ◎ ○
も委員会と経済水道委員会）

可決

2017年度名古屋市一般会計予
● ○ ○ ○ ○
算

〇＝賛成 ●＝反対

結果

議 案 名

42件（予算18件、条例案など24件）

共：日本共産党

総額75億円、△6.2％。本場・北部市場の運営に34億円、南部市場
26億円、と畜場9億円。本場、北部市場整備に5億円。
総額4.5億円、200.0％増。1組合に4.5億円を貸付。
総額6.4億円、△44.4％。鳴海駅前1億6,100万円。起債返済3億円
など。
総額13億円、△20.7％。使用料4億6,000万円。墓地の用地取得と
586区画の整備に3億3,223万円。公園の用地と整備で5億円
総額9561億円、△16.5％。年度末2185億円の残高見込み。財調10
9億円の見込み。本丸御殿などで取崩
総額123億円、△17.8％。公共用地の先行取得に8億円、都市開発
用地取得に3億円。借金24億円で。
総額4,692億円、△10.5％。一般会計で775億円など1,233億円の借
金。元利返済は3,600億円（利子だけで461億円）。借換債707億円、
臨時財政対策債200億円。国直轄道路負担金などの資金源になる。
年度末残高2兆8,364億円（一般会計1兆6,704億円）見込み
歳出総額409億円、2.3％増。東部医療センター：46科489床、入院
430人/日、外来940人/日の見込み。西部医療センター：49科500床、
入院450人/日、外来1180人/日、陽子線治療センター。緑：指定管
理で20科249床、入院170人/日、外来270人/日。東部の病棟改築10
億円、西部の情報システム19億円。
歳出総額761億円、2.6％増。1日76万トン。1,293,000戸。水道料
金450億円。徳山ダム負担15億円、残28～42で196億円。導水路負
担1,595万円。職員10人減。
自：自民党 民：民主党 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ
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名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）
2016年度当初予算及び関連議案（2）
各会派の態度

2017年度名古屋市工業用水道
● 〇 〇 〇 〇
事業会計予算

包括外部監査契約の締結

○ 〇 〇 〇 〇

● 〇 〇 〇 〇

〇＝賛成 ●＝反対

可決

名古屋市建築基準法施行条例
○ 〇 〇 〇 〇
の一部改正

可決

指定管理者の指定

可決

名古屋市コミュニティセンター
○ 〇 〇 〇 〇
条例の一部改正

可決

名古屋市自転車の安全で適正
な利用の促進に関する条例の ○ 〇 〇 〇 〇
制定正

可決

名古屋市有料自転車駐車場条
● 〇 〇 〇 〇
例の一部改正

可決

名古屋市都市公園条例の一部
○ 〇 〇 〇 〇
改正

歳出総額1,388億円、△1.9％。29,020haで118万トン/日の処理量。
下水使用料が332億円。通常の浸水対策68億円、緊急雨水整備事業
に83億円。10人減。
歳出総額286億円、1.5％増。運転キロ98,700km／日。346,100人／
日。港回転場の営業所設置・三重交通への委託準備に1.5億円。
歳出総額1471億円、△2.1％。職員5人減。名城線・名港線の可動柵
と車両9編成改造等に11億円、名駅・丸の内駅にエレベーターなど。
鶴舞線車両2編成。乗車人員1,310,900人／日。耐震補強15億円。千
種駅施設整備1.5億円。東山線ワンマン運転化。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律の一部改正で、他の地方公共団体が条例で定めた独自利用事
務で利用するため、情報提供ネットワークシステムを使用して本市
へ提供を求める特定個人情報の提供を行わない。施行は規則で定め
る日
2017年度の職員定数を定める。2016年度24,997人→2017年度35,0
45人。教職員の県からの移譲で10039人の増を除くと△66人
2017年度の包括外部監査契約を湯本秀之（公認会計士）と820万
6920円を上限に契約
地方税法の一部改正等に伴い、①法人税割の税率の引下げ②軽自動
車税のグリーン化特例（軽課）の適用期限の延長、環境性能割の創
設。2019年10月1日施行（一部は2017年4月1日）
2017年度の福祉事務所所員の定数を定める。2016年度1,063人→20
17年度1,068人

地方税法等の一部改正に伴う整理。2017年4月1日施行

可決

名古屋市児童福祉施設条例の
● 〇 〇 〇 〇
一部改正

歳出総額15億円、0.2％増。116事業所に1日6.2万トン。水道料金8.
5億円。導水路828万円。

市外居住者の使用料を改定。2018年4月1日施行

可決

名古屋市保健所条例の一部改
● 〇 〇 〇 〇
正

考

可決

名古屋市国民健康保険条例の
○ 〇 〇 〇 〇
一部改正

備

可決

名古屋市休養温泉ホーム松ケ
○ 〇 〇 〇 〇
島条例の一部改正

可決

福祉事務所設置条例の一部改
○ 〇 〇 〇 〇
正

可決

名古屋市市税条例等の一部改
○ 〇 〇 〇 〇
正

可決 可決

名古屋市職員定数条例の一部
● 〇 〇 〇 〇
改正

可決

名古屋市行政手続における特
定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律第
9条第8号の規定により提供す 〇 〇 〇 〇 〇
ることができる特定個人情報
の範囲を限定する条例の制定

可決

2017年度名古屋市高速度鉄道
○ 〇 〇 〇 〇
事業会計予算

可決

2017年度名古屋市自動車運送
● 〇 〇 〇 〇
事業会計予算

可決

2017年度名古屋市下水道事業
○ 〇 〇 〇 〇
会計予算

可決

共 自 民 公 減

結果

議 案 名

共：日本共産党

健康危機管理の機能強化等を図るため市全域を所管する保健所及び
各区の区域を所管する保健所支所を設置する。2018年4月1日施行
情緒障害児短期治療施設の施設名称を児童心理治療施設に変更。味
鋺保育園、二ツ橋保育園、島田第二保育園及び・梅森坂保育園を廃
止する。施行は規則で定める日。2017年4月1日施行
・名古屋城本丸御殿内の孔雀之間を有料公園施設とし、使用料を定
める（別表第1、別表第2関係）
・名城公園で指定管理者が管理する「名城公園フラワープラザ」を
「名城公園（市長の定めるものに限る。）」に改正（別表第3関係）。
2017年4月1日施行（別表3の改正は2018年4月1日、一部は公布の日）
有松駅自転車駐車場を設置する。超混雑状況で地元などが迷惑との
市への要望。2017年11月1日施行（一部は公布の日）
自転車の安全で適正な利用の促進に関する基本理念、市等の責務、
高齢者のヘルメット着用や自転車損害賠償保険等の加入の義務等に
ついて規定。2017年4月1日施行（一部は2017年10月1日）
守山区に苗代コミュニティセンターを設置（小幡南一丁目19番12号）。
施行は規則で定める日
名古屋市六反コミュニティセンターの指定管理者を六反学区連絡協
議会に指定。供用開始日～2018年3月31日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、
手数料に係る規定の整備を行う。2017年4月1日施行
自：自民党 民：民進党 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ
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2016年度当初予算及び関連議案（3）
結果

各会派の態度

議 案 名

備

共 自 民 公 減

可決

名古屋市消防団条例の一部
○ 〇 〇 ○ ○
改正

可決

名古屋高速道路公社の基本
○ ○ ○ 〇 〇
財産の額の変更

可決

名古屋市営住宅条例の一部
○ 〇 〇 〇 〇
改正

可決

名古屋市営金城ふ頭駐車場
○ 〇 〇 〇 〇
条例の一部改正

考

名古屋市営金城ふ頭駐車場の使用料の徴収方法を変更する。駐車場利
用者以外の者が使用料を支払うことを認める。2017年4月1日施行
・市営住宅の入居資格要件のうち子育て世帯の同居親族要件を緩和す
る。
・2017年度中に、高蔵荘（熱田区）を公用開始、シティ・ライフ星ケ
丘（千種区）新萱場荘（千種区）小林荘（中区）前浜荘（両区）を廃
止。2017年4月1日施行（入居手続等は公布の日、高蔵荘の公用、
シティ・ライフ星ケ丘及び前浜荘の廃止は規則で定める日）
名古屋高速道路の建設に伴う基本財産の額を3,175億8,800万円（名古
屋市出資額1,587億9,400万円）から3,178億4,300万円（名古屋市出資
額1,589億2,150万円）に増額
大学生消防団を構成する大学の増加に伴い定員を増員（50人→175人）。
2017年4月1日施行

可決

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律による火薬類取締法の一部改正に伴い、火薬
類の製造の許可の申請に対する審査等に係る手数料を新設。2017年
4月1日施行

名古屋市非常勤の職員の報
酬及び費用弁償に関する条 ○ ○ ○ 〇 〇
例の一部改正（※別冊）

可決

非常勤の職員（別表第3）について、職種の新設及び廃止並びに報酬
の額の改定等を行う。報酬を改定する職種：学校薬剤師はじめ８職種、
新設する職種：就学奨励軍務嘱託員はじめ19職種、廃止する職種：教
育センター視聴覚指導員

名古屋市子ども・子育て支
援法施行条例の一部改正
● ○ ○ ○ ○
（※別冊）

可決

国の幼児教育無償化の拡充の方針を受け、市町村民税非課税世帯の第
2子利用者負担額を無償化、市町村民税課税世帯のうち、一部の世帯
にかかる利用者負担額を軽減。2017年4月1日施行

可決

経済的理由によって高等学校等への修学が困難な者に対し支給する奨
学金を設置。受給資格、支給額及び支給手続を規定。2017年4月1日施
行

可決

国の幼児教育無償化の拡充の方針を受け、名古屋市立幼稚園の、市町
村民税非課税世帯の第２子利用者負担額を無償化する。2017年4月1日
施行

名古屋市消防関係事務手数
○ 〇 〇 〇 〇
料条例の一部改正

名古屋市奨学金条例の制定 ○ ○ ○ ○ ○
名古屋市立学校の授業料等
に関する条例の一部改正
● ○ ○ ○ ○
（※別冊）

２．追加議案
案 名

結果

議

４件（2017補正予算３件、予算１件） ※継続審査中の天守閣関連６議案関連の新年度予算分
各会派の態度

2017年度名古屋市公債特別
● ○ ○ ○ ○
会計補正予算（第1号）

３．議員提出議案
案 名

補正額846万円。財政調整基金を取り崩し一般会計へ繰り出し
補正額443万円。天守閣会計からの繰り入れで公債取扱手数料433万円。

1件（予算組み替え動議：1件
各会派の態度

備

共 自 民 公 減
◎ ● ● ● ●

◎＝提出 〇＝賛成 ●＝反対

否決

一般会計予算組み替え動

天守閣は入場者確保や補助金、減税見直しで財源確保し工費削減を

結果

議

補正額4243万円。一般会計からの借入金で３人分の人件費3396万円、
事務費413万円、公債手数料の繰り出433３万円。

可決

2017年度名古屋市基金特別
● ○ ○ ○ ○
会計補正予算（第1号）

補正額846万円。天守閣関係人件費３人減の△3396万円、天守閣会計
への貸付4243万年。財政調整基金からの財源繰り入れで賄う。

可決

● ◎ ◎ ◎ ○

考

可決

付帯決議

可決

2017年度名古屋市名古屋城
● ○ ○ ○ ○
天守閣特別会計

可決

2017年度名古屋市一般会計
● ○ ○ ○ ○
補正予算（第1号）

〃

備

共 自 民 公 減

考

無駄な歳出を58億円減らし、福祉など140億円を増額。必要になる一
般財源は、金持ち減税をやめて117億円を捻出。これにより市債発行
を28億円減らせます。

共：日本共産党

自：自民党 民：民主党 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ
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請願・
陳情審査の結果（2017年3月23日）
新規の請願（９月定例会に受理された請願。2016年10月～2016年11月での委員会で審査された分です）
請願名

請願者

同上

○ ● ● ● ●

日本軍「慰安婦」
問題の解決を求め
る会・緑区

同上

○ ● ● ● ●

日本軍「慰安婦」
問題の解決を求め
る会・守山

同上

○ ● ● ● ●

元慰安婦の間題を解決すること
を求める意見書提出に関する請
願

日本軍「慰安婦」
問題の解決を求め
る会（準備会）中
区

同上

○ ● ● ● ●

不採択

1 荒子小、大清水小、西山小の給食調
○ ● ● ● ●
理業務の民間委託を直営体制に戻す
2 市立小学校の給食調理業務の委託を
○ ● ● ● ●
拡大しない
小学校給食調理業務の民間委託
平成28年
名古屋の学校給食
第20号 撤回を求める請願
をよくする会
3 保護者の声を学校給食に反映させる
○ ▲ ▲ ▲ ▲
ための協議の場を各小学校につくる

動向を見守る

4 待機児童解消は、公立保育所を含む
○ ● ● ● ●
認可保育所の新増設で対応を
5 保育士等の大幅な処遇改善を

動向を見守る

6 自園の正規職員がつくる給食を守る ○ ● ● ● ●

動向を見守る

総環
2017.
2.2
総環
2017.
2.2

教子
2017.
1.16

教子
2017.
1.16

保留

(2)耐震・防災対策を早急に進める

総環
2017.
2.2

打切

7(1)公立保育所の修繕や施設の充実を ○ ▲ ▲ ▲ ▲

不採択

子供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 昭和区住民
（19,298名）
願A

保留

平成28年
第21号

総環
2017.
2.2

不採択

3 保育料を値下げする。第3子以降の
保育料は、所得制限なしで3歳児以
上も無料化を

総環
2017.
2.2

保留

2 公私間格差を是正する制度を守る

総環
2017.
2.2

不採択

1 これ以上の公立保育所廃止・民営化
○ ● ● ● ●
及び利益目的の企業の参入をやめる

備考
(委員
会)

打切

4 市全体の小学校給食について、献立
や食材の検討にも保護者の声を反映 ○ ▲ ▲ ▲ ▲
させるための仕組みをつくる

不採択 不採択 打切

日本軍「慰安婦」
問題の解決を求め
る会・中川

不採択

平成28年
第19号

元慰安婦の間題を解決すること
を求める意見書提出に関する請
願
元慰安婦の間題を解決すること
を求める意見書提出に関する請
願
元慰安婦の間題を解決すること
を求める意見書提出に関する請
願

不採択

平成28年
第18号

下記内容の意見書提出を
1 日韓合意の履行は、一刻も早く納得
日本軍「慰安婦」 のいく解決となるよう誠実に進める。
問題の解決を求め 2 元慰安婦の問題を歴史的事実として ○ ● ● ● ●
る会・中村
記載した図書を教科書として認める。
3 多くの資料が失われないよう、公の
資料館に展示する。

不採択

平成28年
第17号

1 稼働から40年前後を経過した高浜原
発1号機及び2号機並びに美浜原発
○ ● ● ● ○
3号機を廃炉にするよう関西電力に
要請する

不採択

平成28年
第16号

元慰安婦の間題を解決すること
を求める意見書提出に関する請
願

共 自 民 公 減
不採択

稼働から40年前後を経過した高
浜原発1号機及び2号機並びに美
平成28年
浜原発3号機を廃炉にするよう 天白区住民
第14号
関西電力に要請することを求め
る意見書提出に関する請願

平成28年
第15号

各会派の態度

請願項目

結果

請願
番号

(3)送迎用の駐車場を確保する

〇＝賛成 ●＝反対

▲＝打切

×＝棄権

- 63 -

共：日本共産党

自：自民党

民：民進党

公：公明党

不採択

(4)リフレッシュ預かり保育事業に必
○ ● ● ● ●
要な人員を配置する

減：減税日本ナゴヤ

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）
新規請願の続き
各会派の態度
請願名

請願者

請願項目

共 自 民 公 減

動向を見守る

(3)障害児受入加算を1人ごとにする

○ ● ● ● ●

9(1)産休あけ・育休あけ保育所等入所予約事
業実施施設をふやす

動向を見守る

(3)保育時間の区分はやめる

○ ● ● ● ●

○ ● ● ● ●

不採択

(5)休日保育の受け入れ枠をふやす

教子
2017.
1.16

不採択

(4)各保育所で病後児デイケァ事業を実施で
きるようにする。天白区内に病児デイケア ○ ● ● ● ●
事業の実施施設をふやす

打切 不採択

(2)利用調整は、点数制だけでなく、家庭の
○ ▲ ▲ ▲ ▲
事情も丁寧に聞き取る

不採択 保留

(2)学童保育所の移転・建てかえの際には、
必要な補助をする

備考
(委員
会)

保留

8(1)名古屋市が学童保育所の土地及び建物の
確保に責任を持つ

子供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（つづき）

結果

請願
番号

(6)兄弟姉妹の同一保育所入所を
動向を見守る

保留

(7)ア障害児保育補助金を増額する
イ天白養護学校の教室不足を改善する
1 国民健康保険料の大幅引き下げを

国民健康保険制度、高齢者医
療制度及び介護保険制度の改
善を求める請願

3 ０歳の乳児から18歳までの子供を均等割の
名古屋の国保 対象としない
と高齢者医療 4 資格証明書・短期保険証の発行や、生活実
○ ● ● ● ●
をよくする市 態を無視した差し押さえはやめる
民の会
（8,608名） 5 後期高齢者医療制度の保険料９割軽減など
を継続する
動向を見守る

財福
2017.
2.8

保留

6 介護保険料及び介護保険利用料の減免制度
の新設を

不採択

平成28年
第22号

動向を見守る

保留

2 減免制度を拡充し、該当する全世帯を自動
的に減免する

7 要支援者が今までどおり介護サービスが受
けられるように
動向を見守る

4 民間社会福祉施設運営費補給金制度を堅持
する
1 マクロ経済スライドを廃止する

動向を見守る
○ ● ● ● ●

私立高校生に対する授業料助 愛知私学助成
成の堅持・拡充を求める請願 をすすめる会
〇＝賛成 ●＝反対

1 平成29年度予算で、私立高校生に対する市
独自の授業料助成額を、愛知県の授業料助
○ ○ ○ ○ ●
成額変更に伴い、これまでの算定方式に基
づいて是正・増額する

▲＝打切

×＝棄権
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共：日本共産党

自：自民党

民：民進党

公：公明党

財勘採択

平成28年
第25号

教子
2017.
1.16

財福
2017.
2.8

不採択

若者も高齢者も安心できる年
金制度の実現を求める意見書
提出に関する請願

保留

全日本年金者 2 最低保障年金制度の早期実現を
組合愛知県本
動向を見守る
部名古屋市内 3 年金の支給開始年齢を引き上げない
支部協議会
4 年金積立金の株式運用を厳しく制限し、損
失が生じた場合は、年度ごとに補填する制 ○ ● ● ● ●
度を

平成28年
第24号

打切 不採択 保留 不採択

全ての子供たちが豊かに育つ
2 全ての保育所等認可施設で等しい保育環境
○ ▲ ▲ ▲ ▲
条件を平等に保障し、保育士
平成28年
愛知保育団体 を保障するために、独自の予算を
の抜本的な処遇改善で保育を
第23号
連絡協議会
豊かに広げることを求める請
3 保育士などの配置基準を見直し、改善を
○ ● ● ● ●
願

保留

1 隠れ待機児童解消に保育施設の整備を

教子
2017.
1.16

減：減税日本ナゴヤ

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）

保留の請願（11月定例会以前に受理された請願でこれまでに一回は委員会で審査され保留となったもの）
請願名

請願者

各会派の態度

請願項目

結果

請願
番号

共 自 民 公 減

平成27年
第6号

地方自治の尊重を求める意見書 新婦人名東
地方自治を尊重すること
支部
提出に関する請願

動向を見守る

平成27年
第7号

自治体及び住民意思の尊重を求 子どもを守
り隊避難者 自治体及び住民意思の尊重を
める意見書提出に関する請願 グループ

動向を見守る

総環
2016.
9.7
総環
2016.
9.7

保留

動向を見守る

保留

地方自治の堅持を求める意見書
住民自治及び団体自治を2本の柱とする地方
千種区住民
自治の堅持を
提出に関する請願

保留

平成27年
第5号

備考
(委員
会)

総環
2016.
9.7

1 道路事業廃止や自動車入り込み対策は「住
民意向調査」の集計結果を尊重し、速やか
に寒現を

保留

相生山緑地に関する道路事業の
廃止及び整備について、「市民 相生山緑地 2 相生山緑地の整備は「住民意向調査」の結
平成27年
様子を見守り
による住民意向調査」の集計結 を考える市 果を尊畢し、緑地を分断して自然を破壊せ 慎重に審査する
第8号
民の会
果を尊重し、反映させることを
ず、ヒメボタル・オオタカの生息地を守る
求める請願

土交
2016
8.30

3 緑地整備に市民の意向を尊重、反映するた
めのシステムを
千種図書館の新築に当たって
（1）耐震で安全・安心な建物に
（2）安心のバリアフリーに

千種図書館の新築を求める請願 千種図書館
を考える会

（3）建物全体を広く。常設の自習室、会議
室、親子室、機器活用スペースなどの設置
を

様子を見守る

保留

平成27年
第10号

教子
2016.
9.5

（4）駅に近い場所に設置を
（5）意見や要望が反映されるワークショッ
プを

児童発達支援センターの充実を ンターの早 よう定員をふやす
様子を見守り
期建設を実 2 どんな障害があっても、毎日安心して通え 慎重に審査する
求める請願
現させる会

性的少数者の支援に関する請願

るセンターに

1 電話・来所による相談窓口やコミュニティ
スペースの設置を
特定非営利
活動法人PR 2 パートナーシップ証明等の性的少数者に関
OUD LIFE
する諸制度を検討するための調査や検討会
の設置を行う

様子を見守る

教子
2016.
8.26

総環
2016.
9.7

保留

2 公私間格差を是正する制度を守り、保育の
慎重に審査する
質を維持・向上する

保留

平成27年
第14号

保留

地域療育セ 1 通園を希望する子どもが全員が入園できる

平成27年
第12号

6 保育所について
(2)耐震・防災などの対策を早急に
慎重に審査する

保留

(3)公立保育所に送迎用の駐車場を

子供たちが健やかに育つために
7 学童保育所について
平成27年
(1)名古屋市が土地及び建物を確保し、経年
公的保育制度の堅持を求める請 天白区住民
第15号
(20,194名)
劣化した施設・設備を修繕する
願

教子
2016.
8.26

(6)ア 障害児認定の年齢枠を撤廃し、希望 慎重に審査する
者が入所できるようにする

保留

(5)障害児を含む兄弟姉妹が、同一保育所に
入所できるようにする

イ 天白養護学校を建てかえる

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

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切

×＝棄権
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共：日本共産党

様子を見守る

保留

平成27年
第16号

1 新制度について
(2)職員の処遇を抜本的に改善する
愛知保育団
体
2 必要とする全ての子が、希望する保育を受
連絡協議会 けられるよう認可保育所の整備を進める
(8,000名)
4 名古屋市単独助成の継続・拡充を

教子
2016.
8.26

自：自民党 民：民進党 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）
保留請願の続き
請願名

請願者

請願項目

結果

各会派の態度

請願
番号

共 自 民 公 減

備考
(委員
会)

1 国民健康保険料の大幅引き下げを
名古屋の国保
2 減免制度の該当世帯を自動的に減免へ
国民健康保険制度及び高齢者 と高齢者医療
をよくする市
医療制度の改善を求める請願 民の会
3 0歳～18歳は均等割の対象としない
(20,056名)

平成28年
第4号

子供の成長を支える学校給食
であり続けるために、小学校
給食調理業務の民間委託撤回
を求める請願

1 小・中・高等学校全学年で正規の教員配置
で少人数学級を早急に拡大実施する

慎重に見守る

2 特別支援学校をふやす

名古屋の学校
2 学校給食の調理業務で民間委託を行わず、
給食をよりよ
安全・安心でおいしい給食を市が責任を持っ 慎重に検討する
くする会
て実施する
(24,622名)

保留

子供と保護者が安心できる少 北区住民
人数学級の拡充を求める請願 (4,700名)

財福
2016.
9.6

5 後期高齢者医療制度の保険料９割軽減など
の継続を国に求める
保留

平成28年
第3号

慎重に見守る

保留

平成28年
第1号

教子
2016.
9.5

教子
2016.
9.5

1 介護保険料・利用料の独自減免・減額を
2 特養ホームなどの増設で待機者解消を

介護保険制度の改善を求める 千種区住民
(934名)
請願

4 介護サービス利用希望者には、要介護認定
の実施を。要支援者の訪問介護・通所介護 慎重に検討する
は、現行サービス水準を維持する

保留

平成28年
第5号

財福
2016.
9.6

5 介護職員の待遇改善を
6 国庫負担の引き上げを国に要請する

慎重に検討する

総環
2016.
9.7

保留

議員報酬引き
上げを考える
市民の会

1 議員報酬を決めるに当たっては、市民、納
税者の声・意見を聞き、反映させる

保留

議員報酬を決めるに当たって
は、市民、納税者の声・意見
平成28年 を聞き、それらを反映させ、
第6号 決まった議員報酬に対して、
市民、納税者への説明責任を
果たすことを求める請願

教子
2016.
11.17

2 決まった議員報酬には、市民、納税者への
説明責任を
1 病児・病後児デイケア事業の利用料の第

2子以降減免を
子供たちが健やかに育つため
北
区
保
育
団
2
〃 事業の末実施の区及び支所管内の地 様子を見守り
平成28年 に病児・病後児ディケア事業
体 連 絡 会
域に実施施設の開設を
第13号 の拡充と一時保育事業の拡充
慎重に審査する
（744名）
を求める請願
3 一時保育事業を公立保育所のエリア支援保
育所で実施を

陳情
陳情名

陳情者

各会派の態度

陳情項目

共 自 民 公 減

結果

陳情
番号

備考
(委員
会)

平成28年
第21号

議会改革として、政務活動費の領収書等
1 議会改革として、政務活動費の
をインターネットで公開することを求め 天白区住民 領収書等をインターネットで公
開する
る陳情

ききおく

総環
2017.
2.2

平成28年
第22号

市立幼稚園の授業料を私立幼稚園並みに
1 市立幼稚園の授業料を私立幼稚
値上げし、民業圧迫をやめることを求め 天白区住民 園並みに値上げし、民業圧迫を
やめる
る陳情

ききおく

教子
2017.
1.16

平成28年
第23号

名古屋市議会議員の政務活動費の領収書 名古屋市民 1 政務活動費の収支報告書と、こ
等を議会のホームぺージで公開すること オンブズマ れに添付して提出される支出に
係る領収書等を、議会のホーム
ン
等を求める陳情
ぺージで公開する

ききおく

総環
2017.
2.2

瑞穂区の弥富通3丁日交差点に、スクラン
1 瑞穂区の弥富通3丁目交差点に、
ブル方式の歩車分離式交差点を設置する
スクランブル方式の歩車分離式
平成28年
西中根町内
交差点を設置するか、または、
か、または、既存の横断歩道橋をエレべ
第24号
会
既存の横断歩道橋をエレベーター
一ターつきの横断歩道橋へ改修すること
つきの横断歩道橋へ改修する
を求める陳情

ききおく

土交
2017.
2.14

〇＝賛成

●＝反対

▲＝打切

×＝棄権

共：日本共産党

自：自民党
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民：民進党

公：公明党

減：減税日本ナゴヤ

名古屋市政資料№194 (2017年2月定例会）

請願の採択を求める討論（3月23日）
医療費や介護保険料などで大幅な負担増

目減りする制度をやめ、安心して暮らせる年金に
さいとう愛子議員
11月議会閉会から２月議会開会までの閉会中に、各委員会で請願審査が行われ、日本共産党が採択
を求めたにもかかわらず、「不採択」や「審査打切り」となった請願について、本会議での採決が行
われました。このうち、「安心できる年金制度の実現を求める意見書提出に関する」請願についての、
さいとう愛子議員の討論と結果を紹介します。
【さいとう議員】ただいま議題となっております
「安心できる年金制度の実現を求める意見書提出に
関する」請願のうち、マクロ経済スライドの廃止を
求めることと、現行の年金積立金の株式運用を厳し
く制限することの項目の採択を求めて討論します。

高齢者の暮らしはたいへん
2016年度の老齢基礎年金は、満額で月額65,000円
です。年金額は、物価スライドの特例措置がとられ
た2000年度以降15年度に１回上がったのみで、据え
置きかもしくは下がり続けています。
厚生年金では、月額で男性18～19万円、女性９～
10万円の年金の方が一番多く、ここから各種保険料
の天引き、医療費の増、物価上昇など、食生活さえ
も切り詰める状況です。ある高齢者は「38年間厚生
年金をかけて、保険料などが引かれると10万円程度。
全く外食はしなくなり、交際費もかけられない。そ
の上に2013年10月からは、月額で1200円も減った。」
と言っています。

機的運用をやめ、年金財政の安定に貢献できる運用
にすべきです。
以上、請願項目の採択を求めて、討論を終わりま
す。

年金抑制のマクロスライド

自・民・公・減が不採択に

昨年末に、国会で、『国民年金法等の一部改正』
が成立しました。これにより、年金受給者は、賃金・
物価の低い方に合わせて年金が下がり、若い世代は、
受け取る時だけ手取り収入の50％であとは長生きす
るほど目減りします。その上、年金抑制の「マクロ
経済スライド」の未実施部分を翌年以降に上乗せし
て引き下げる「キャリーオーバー制度」の導入によ
り、消費税が10％に増税になっても、年金が下がる
危険性もあります。今でも貧困な老後の生活がいっ
そう追いつめられることになります。

投機的運用はやめよ
また、国民の財産である年金積立金は、危険な投
- 67 -

採決の結果、自・民・公・減・維の多数で不採択
になりました。

名古屋市政資料№194 （2017年2月議会）

請願・陳情

2017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 受理年月日

平成29年
第1号

請願名

請願者

紹介議員

青木ともこ 江上博之 岡田ゆき子 くれまつ順
子供と保護者が安心で
平成29年
子 さいとう愛子 さはしあこ 柴田民雄 高橋ゆ
きる少人数学級の実現 北区市民（8,345名）
3月8日
うすけ 田口一登 西山あさみ 藤井ひろき 山
を求める請願
口清明(以上共産)

子供たちの健やかな成長は、名古屋市民の心からの願いである。
私たちは、心が通い、命を大切にする学校をつくるために、子供たちに最善の環境を与えたいと思う。
名古屋市では、2002年度より順次小学校1・2年生の30人学級、中学1年生の35人学級が実施されてきたが、7年前より改
善が進まず、全学年実施が危ぶまれている。一方で、市立の小中学校において、この10年余りに非正規の臨時教員が急増
し、教員の2割を超える異常な事態である。そのため、学校の教育活動からゆとりと継続性が奪われ、子供たちに不安を与
え、一人一人を大切にする教育ができないこともあった。
2017年度の県費負担教l幟員に係る政令市への権限移譲により、学級編制基準、教職員定数、新規教職員の採用数などは
市が独自に決定することが可能となる。今後、名古屋市が国に先駆けて必要な予算と教職員を充て、全ての学校に少人数
学級を計画的に実施することを願う。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

学級編制基準を緩和し、名古屋市立の小学校、中学校及び高等学校の全学年に正規の教員配置で少人数学級を早急

に拡大実施すること。
２

特別支援学校をふやし、子供たちを大切にする教育を進めること。

請願番号 受理年月日

平成29年
第2号

請願名

請願者

紹介議員

介護 労働者の動務 環
青木ともこ 江上博之 くれまつ順子 さいとう愛
平成29年 境 改 善及 び処 遇 改 善 愛知県医療介護福 子 さはしあこ 柴田民雄 高橋ゆうすけ 田口
3月8日 の実現を求める意見書 祉労働組合連合会 一登 西山あさみ 藤井ひろき 山口清明(以上
提出に関する請願
共産)

介護現場では、20l5年4月の介護報酬改定で、ほぼ全ての介護サービス事業所で基本報酬が引き下げられ、介護サービス
事業所の経営状態は深刻となっている。愛知県は、介護労働者の有効求人信率が4倍と東京に次いで高く、どの施設も介護
労働者が不足し、人材確保に苦慮している。
国は、2015年4月の介護報酬改定で、介護職員処過改善加算の改定を行つたが、基木報酬の引き下げの影響で、介護職員
の増給が不十分であることから、2017年4月にも1万円程度の増給を検討することが報じられている。
介護労働者の人材不足の一番の要因は、全産業の平均賃金より月額9万円から10万円も低い賃金にあり、収入源である介
護報酬が現行のままでは、介護サービス事業所の努力に限界がある。国は、少なくとも全産業の平均給与水準を目指して、
介護労働者の低賃金を一刻も早く改善することが求められている。
他の産業との人材獲得競争が激しい愛知県の介護人材は、団塊世代が75歳以上となる2025年までに、2万4000人不足する
と想定されており、県は、2016年9月の補正予算で、福祉・介護人材確保対策費を計上し、高齢者等の人材バンクの創設な
ど新たな試みを始めたところである。
介護現場は、年次有給休順はもとより、公休すら計画どおりに取得できないという実態が横行しており、人員配置基準
を引き上げ、16時間以上に及ぶ長時間での1人体制の夜動の改善など、労働環境の改善を図ることは、離可設防止を進める
上で、極めて重要な課題となっている。
国は、将来を担う介護用戦員が定着して働き続けられるよう、介護労働者の処遇改善と人員配置基準の引き上げを一刻
も早く実施することが求められている。
ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるようお願いする。
１

介護職員を初めとする介護現場で働く全ての労働者の処遇改善を図ること。

２ 介護保険施設の人員配置基準を、利用者2人に対して介護職員１人以上に引き上げること。夜間の人員配置を改書し、
１人体制の夜動を解消すること。
３ 介護順設員を初めとする介護現場で働く全ての労働者の処過改善を図ること並びに介護保険施設の人員配置基準を、
利用者2人に対して介護職員1人以上に引き上げること及び夜間の人員配置を改善し、1人体制の夜動を解消することの
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実現を図るために、介護報酬の大幅な引き上げを行うとともに、処遇改善についての費用を国費で賄うこと。
請願番号

平成29年
第3号

受理年月日

請願名

請願者

紹介議員

安全・安心の医療・介護の
青木ともこ 江上博之 くれまつ順子 さいとう
愛知県医療介護
平成29年 実現と 夜動・交代制労働
愛子 さはしあこ 柴田民雄 高橋ゆうすけ 田
福祉労働組合連
3月8日 の改善を求める意見書提
口一登 西山あさみ 藤井ひろき 山口清明
合会
出に関する請願
(以上共産)

2014年l0月に施行された改正医療法では、医療従事者の動務環境改善に関する規定が明記され、都道府県の役割として、
医療機関の動務環境改善のための相談、情報提供、助言、調査、啓発活動等の支援と、その拠点となる医療動務環境改善
支援センターの設置が努力義務とされた。
愛知県は、2016年2月に愛知県医療動務環境改善支援センターを設置し、愛知労働局と一体となった医療従事者の動務環
境改善に向けた取り組みが始まったところである。愛知県は、2015年10月に、県内の病院で働く看護職員4991人を対象に、
看護職員の就業継続に関する意識調査を行い、3192人から回答を得た。その中で、この1年の間に離職を考えたことがある
かとの問いに、「ある」と答えた看護職員は50.2％に上り、動務年数10年以上15年未満の看護可設員で、離職を考えたと
答えた人は58.8％を占めた。離職を考えた理由は、「給与に不満がある」と答えた人が最も多く5811％、「看護研究や委
員会が負担」と答えた人が52.5％、「責任が重い」と答えた人が48.8％、精神的な健康面が不安と答えた人が48.7％、身
体的なl建康面が不安と答えた人が44.9％、有給休順がとれないと答えた人が44.7％、医療事故が不安と答えた人が44.6％
と上位を占め、安全・安心の医療を提供するために、過重な働き方を改善するための対策強化が一刻も早く求められてい
ることが明らかとなった。
2014年7月に、愛知県議会は、看護職員の確保対策の充実についての意見書を国に提出したところではあるが、2025年超
高齢化社会が訪れるもと、愛知県内の医師・看護師不足は、依然として深刻な状態にある。よって、国には、医療従事者
の定着に向け、離職の大きな要因となっている夜動・交代制労働を改善するための規制を設けることが強く求められてい
る。また、介護施設においては、16時間以上に及ぶ長時間での1人体制の夜勤が圧倒的に多く、夜動労働の苛酷さから、介
護職員の離職率はl6.5％と高どまりとなっている。
ついては、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるようお願いする。
１

医師・看護師・医療技術職員・介護職員などの夜動・交代制労働における労働環境を改善すること。

（１）１日８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や動務間のインターバルの確保や夜勤回数の制限など、労働環境
改善のための規制を設けること。
（２）夜勤・交代制労働者の労働時間を短縮すること。
（３）介護施設などにおける1人体制の夜勤を早期に解消すること。
２

安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師,医療技術職員・介護職員を増員すること。

請願番号

平成29年
第4号

受理年月日

請願名

請願者

紹介議員

青木ともこ 江上博之 岡田ゆき子 さいとう愛
子 さはしあこ 柴田民雄 高橋ゆうすけ 田口
政務活動費の収支報告書、
一登 西山あさみ 藤井ひろき 山口清明(以
平成29年 会計帳簿及び領収証の全
市民の会なごや 上共産) 浅井康正 大村光子 鹿島としあき
3月21日 てをネットで公開することを
鎌倉安男 佐藤あつし 佐藤ゆうこ 鈴木孝之
求める請願
高木善英 田山宏之 手塚将之 増国成美 余
語さやか（以上減税）

名古屋市会議員に支払われている政務活動費は、その使途の公開が主権者及び納税者である市民に対し不十分な制度で
ある。
昨年、メディア等でも大きく取り上げられた、富山市議会議員による政務活動費不正使用を発端に、多くの市会議員が
辞職に至った事件、岐阜市での同様の事件を受けて、納税者の不信が募っている。
また、本市においては「夜な夜な錦三で「天守の調査」?」や、「政活費で切手購入行脚」という政務活動費の使途につ
いての新聞報道があった。
領収書の写しを誰もがネットから入手することができる制度になっていれば、政務活動費の不正使用は防げたのではな
いだろうか。
政務活動費も議員報酬同様に名古屋市民の血税から支払われていることは、深くご認識のことと存ずる。それゆえ、そ
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の使途は公開し、市民が情報を得られることが不可欠である。
現在のように、平日の昼間に議会事務局に行かなければ閲覧することができず、その上に紙での関覧のため不便である。
また、写しを受けて持ち帰るためには、1枚当たり10円のお金がかかるという現状があり、全部の写しを入手するには、
多額の費用を負担しなければならない。これでは、市民、納税者への情報公開を果たしているとは言えない。直ちに政務
活動費の収支報告書及び支出に係る領収書等をネットで公開することが、議員の責務ではないだろうか。
既に、50以上の府県市町議会において、領収書等のネット公開がなされている。市民のより一層の理解と信頼が得られ
るように、政務活動費の使途の透明化を進めてほしい。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

政務活動費の収支報告書、会計帳簿及び支出に係る領収書をネットで公開すること。

請願番号

平成29年
第5号

受理年月日

請願名

請願者

現行の「議員報酬1455万
円」は、民意を反映してい
平成29年
市民の会
るとは言いがたく、直ちに
3月21日
なごや
800万円に戻すこと 等を
求める請願

紹介議員

青木ともこ 江上博之 岡田ゆき子 さいとう愛子 さは
しあこ 柴田民雄 高橋ゆうすけ 田口一登 西山あさ
み 藤井ひろき 山口清明(以上共産) 浅井康正 大
村光子 鹿島としあき 鎌倉安男 佐藤あつし 佐藤ゆ
うこ 鈴木孝之 高木善英 田山宏之 手塚将之 増国
成美 余語さやか（以上減税）

名古屋市議会では、平成28年3月8日、議員報酬の特例値を800万円から655万円も大幅に引き上げ、年間1455万円もの金
額にする条例案を提出し委員会の識論すら行わず本会議で採決を行い可決した。
議会に本来求められている機能である議論も十分せず、数の力で押し通すやり方は、議会制民主主義の根幹を揺るがす
ものであり、市民、納税者として認めることができない。
議員報酬は、全会一致で決めるべきものである。
名古屋市議会議員の議員報酬は、わずか6年前、市民による「議会のリコール」という強い意志で行われた市議会議員の
再選挙による結果を受けて、議員全員の賛成による全会派一致で決定されたものである。
そもそも議員報酬は、市民、納税者が必死に働いたお金である血税から支払われるものである。市民、納税者へ一切の
説明もせずに引き上げを決めるとは、言語道断である。
私たち「市民の会なごや」は、現在の議会三会派の「議員報酬の大幅引き上げ」に対する多くの市民の怒りの声を受け、
「名古屋市議会解散請求」の署名活動に取り組み、11万余の市民・有権者の方々の署名をいただいた。残念ながら達成は
できなかったが、その後も続々と「市民の怒りの声」は属いている。
議員報酬は、名古屋市議会基本条例第16条第1項において、「民意を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を活用す
ることができる」とあるように、市民、納税者の意見を聞き、これを尊重し、市民・納税者に対して説明責任を果たした
上で決めるべきものである。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

現行の「議員報酬1455万円」は、民意を反映しているとは言いがたく、直ちに800万円に戻すこと。

２

議員報酬を決めるに当たっては、「報酬審議会」のみに諮るのではなく、公聴会制度等を広く活用し、市民・納税

者の声を聞き反映させること。
３

いまだ果たしていない議員報酬引き上げにっいての市民・納税者への説明責任を直ちに果たすこと。

◆陳情
陳情番号

平成29年
第1号

受理年月日

陳情名

陳情者

平成29年 野生の動物に餌をやらないことを広
天白区住民_
2月20日 報なごやに掲載することを求める陳情

野生の動物がふえて問題になっている。コイがふえて小魚が減つている。ハトやスズメのふん害が目に余る。カラスが
大量にいて怖い。ムクドリが夕方になるとうるさい。
餌をやるのは善意だったり、知識がないためだったり、慈悲だったりする。
犬や猫に関することは、保健所が広報なごや等で啓発している。ハクビシンやアライグマに関することは、緑政士木局
都市農業課が啓発している。
カラス、ハト、ヒョドリ、スズメ、亀、ユリカモメ、カモ、サギに対しても餌をやらないよう、全市民に対して、広報
なごやで周知、啓発してほしい。
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ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

野生の動物に餌をやらないことを広報なごやに掲載すること。・

陳情番号 受理年月日

平成29年
第2号

陳情名

平成29年 市道弥富相生山線の都市計画決定を速やかに取り消すことを求め
2月20日 る陳情

陳情者

天白区住民

市長は、相生山緑地を分断する市道弥富相生山線を廃止することを、2014年12月に表明した。
この英断は、市民の財産である約125ヘクタールの相生山緑地の自然を守り、市民の意向に沿つたものだった。
しかし、2年以上たっても名古屋市都市計画審議会に諮られず、道路事業の廃止の都市計画変更がなされていない。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

速やかに市道弥富相生山線の都市計画決定を取り消すこと。

陳情番号 受理年月日

平成29年
第3号

陳情名

平成29年
相生山緑地の事業認可を取得することを求める陳情
2月20日

陳情者

天白区住民

天白公園は、かって無断耕作、車の放置、建築廃材の焼却などが見受けられ、天白区のごみ箱のようであり悲惨な状態
だったが、天白公園早期実現に関する請願が採択され、今日、名古屋の都市公園として、他区の人々が訪れ愛される憩い
の場となっている。
ところで、相生山緑地は、長期未整備公園緑地として、半世紀以上、不安定な状態である。用地買収は５割くらい終わっ
たとはいえ、名古屋市民には、公園としての認知度は極めて低い。地元の天白区においても、位置づけが微妙な空間であ
る。
世界の相生山緑地ではなく、名古屋の相生山緑地を確実につくってほしい。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

名古屋市の本気度を示すためにも、相生山緑地全域について、愛知県知事の事業認可を取得すること。0

陳情番号 受理年月日

平成29年
第4号

陳情名

平成29年 慰安婦像を韓国内外へ設置することに絶対反対・拒否する決議及び
2月20日 意見書提出に関する陳情

陳情者

大阪府住民

我が国の領土で韓国が独島と呼び不法占拠を続けている竹島にまで、慰安婦像を設置する計画があると報道されている。
日本と韓国の歴史問題の最大のとげとされている慰安婦問題に関して、一昨年、韓国政府が元慰安婦の支援のために設
立する和解・癒やし財団に、日本政府がl0億円を拠出し、両国が、この問題について、最終的かつ不可逆的に解決すると
の日韓合意がなされた。
ところが、2011年12月14日にソウルの日本大使館前に慰安婦像が設置された問題があることに加え、昨年末に釜山の日
本総領事館前に慰安婦像が設置されたことをめぐり、韓国駐在の大使と在釜山の総領事が一時帰国するまでに発展した間
題は、年を越しても、解決のめどは立っていない。
現在、慰安婦像は、韓国を中心に50体以上設置され、週刊誌によれば、外国も含め、80体設置することが目標と言われ
ている。
また、京畿道議会の議員らは、2017年12月に竹島に慰安婦像を設置するために、設置費用総額で約680万円を目標とす
る募金活動を行った。
慰安婦像を設置している市民団体の一つがキョレハナである。韓国語でキョレは同胞、ハナは一つという意味であり、
キョレハナは、北朝鮮を支援し南北統一を目指す団体と言われている。
懸案である釜山の日本総領事館前の慰安婦像は、撤去どころか、釜山市東区が、防犯カメラや安全フェンスを設置し管
理することを検討しているようである。報道によれば、韓国の国定教科書の案では、ソウルの日本大使館前の慰安婦像の
解説が強化されている。
大統領の職務を代行している黄教案首相は、慰安婦像の設置は、民間の団体が行っていることで、政府が関与するのは
難しいと言っている。大使と総領事を韓国に帰任させられる状況ではない。
次期大続領選に出馬意欲があった藩基文元国連事務総長は、日本政府による10億円の拠出について、慰安婦像撤去が条
件であれば、金を返すべきと発言していたそうである。
次期大続領選に出馬意欲があった藩基文元国連事務総長は、日本政府による10億円の拠出について、慰安婦像撤去が条
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件であれば、金を返すべきと発言していたそうである。
日韓合意は、国と国との合意である。私は、これらの間題を看過できない。国民が声を上げ、政府に国民としての意思
を伝えるべきである。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

貴議会が、慰安婦像を韓国内外へ設置することに絶対反対・拒否する決議を行うこと。

２

貴議会が、慰安婦像を韓国内外へ設置することに絶対反対・拒否することを求める意見書を政府に提出すること。

陳情番号

平成29年
第5号

受理年月日

陳情名

平成29年
新堀川からの悪臭に対する臭気対策・環境改善を求める陳情
2月20日

陳情者

株 式会社エステ
ム管理サービス

当社は、新堀川沿いにあるマンションの管理会社である。
そのマンションは、総戸数83戸の投資型の分譲マンションで、その入居者のほとんどが賃貸入居である。
多くの入居者から、新堀川の悪臭がひどく、窓をあけて生活ができないとの苦情や、ベランダに干した洗濯物に、新堀
川の悪臭が移るとの苦情がくる。
この悪臭の状況が、梅雨の時期から夏にかけてひどくなる。
物件を貸しているオーナーが、空室期間が続くため現地確認をした時、臭気が気になり、賃貸業者に確認したところ、
賃貸業者からは、他の地域と競合すると、臭気を感じない地域での成約となり、この臭気が理由で客を逃したとの報告が
あったという苦情がオーナ一からきた。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

新堀川からの悪臭に対する臭気対策・環境改善をすること。

陳情番号

平成29年
第6号

受理年月日

陳情名

陳情者

憲法第25条を守り、障害者権利条約に基づいた障害者福祉施策の実現を
平成29年
ゆたか福祉会労
国に要望し、障害者福祉施策を充実させ、福祉労働者の労働条件を改善す
3月21日
働組合
ることを求める陳情

現在、政府は、社会福祉・社会保障に対して、「自然增も含め聖域なく見直し、徹底的に効率化」するとして、生活保
護基準の引き下げや介護保険の改悪などを強行し、社会福祉・社会保障を破壊し続けている。こうした弱者を切り捨てる
国の動きに、私たちは大きな危惧を抱いている。
障害者福祉分野では、平成28年に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)の
見直しが行われたが、当事者や関係者が求めていた、障害者自立支援法違意訴訟における基本合意や障がい者制度改革推
進会議総合福祉部会の骨格提言を踏まえた見直しとはならなかった。この間の政府の動向は、憲法25条も守られず、ます
ます障害者の権利を侵害する方向に向かっていると言わざるを得ない。逆行する国の動きに歯どめをかけ、改めて憲法を
守り、障害者権利条約並びに上記の基本合意及び骨格提言に沿つた制度改革が必要である。
あわせて、障害を持つ者たちへの支援に日々携わる福祉労働者の労働環境や労働条件も、苛酷な状況が続いている。現
在の低賃金や不安定雇用、また、余裕のない厳しい労働環境のもとでは、どんなに情熱があっても、安心して働き続ける
ことはできない。障害者及びその家族の願いに応えるためには、福祉施策の充実とあわせて、福祉労働者の労働環境・労
働条件の大幅な改善も必要である。
名古屋市においては、国に対して障害者福祉施策の抜本的な見直しを求めるとともに、障害者及びその家族の願いをも
とに、独自に障害者福祉にかかわる施策を充実させ、福祉労働者の労働環境・労働条件の改善につながる施策を講じてほ
しい。
ついては、次の事項の実現をお願いする。
１

障害者権利条約並びに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障害者福祉施策の実現を、国に強く要望すること。また、名古屋市としても、独自に利用者
本位の障害者福祉施策を推進すること。
２ 福祉労働者の労働環境・労働条件の抜本的な改善、すなわち不安定雇用の非正規職員が多数を占める実態を改善し、
正規職員の配置を大幅にふやすことにつながる施策を講じること。
３

社会福祉法人以外の運営主体の参入数增加を理由に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成を廃止した

ことは容認できないため、社会福祉法人の役割を発揮させていくためにも、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の
公費助成を復活させるよう国に要望すること。あわせて、名古屋市としても、独自に公費助成の実施を検討すること。
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意見書・決議（2017年3月23日）
日本共産党をはじめ各会派から提案された８件の意見書案について、政審委員長会で内容についての協議・修正などが行
われ、議会運営委員会での協議を経て、４件について合意が得られ、３月２３日に議決しました。
日本共産党提出の3件のうち１件は自民公案と一本化されて可決しました。

意見書案に対する各会派の態度（議会運営委員会理事会）
意 見 書

原案
提出

案

結果

各会派の態度
共

民

民

公

減

骨髓移植等に関する提供希望者(ドナー)に対する支援の充実に関する意見
書(案)

自・民・公 可決

○

○

○

○

○

精神障がい者を対象とした運賃の割引制度の適用に関する意見書(案)

自・民・公 可決

○

○

○

○

○

高齢者の円滑な民間賃貸住宅への入居に関する意見書(案)

自

可決

○

○

○

修正

○

無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進に関する意見書(案)

公

可決

○

○

○

○

○

性的少数者に係る法整備等を求める意見書(案)

減

精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用に関する意見書(案)

共

可決

バスの運転者の確保に関する意見書(案)

共

否決

○

●

○

●

●

核兵器禁止条約の実現に向け交渉の先頭に立つことを求める意見書(案)

共

否決

○

●

●

●

●

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
●が１つでもあれば議案として本会議に上程されません。
会派 共：日本共産党 自：自民党 民：民進党 公:公明党 減：減税日本ナゴヤ

取下げ

△＝保留

《採択された意見書》
骨髄移植等に関する提供希望者（ドナー）に対する支援の充実に関する意見書
骨髄移植及び末梢血幹細胞移植は、白血病等の難治性の血液疾患等に対する有効な治療法と言われている。広く一般の方々
に対し、善意による骨髄等の提供を呼びかける骨髄バンク事業は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法
律に基づき、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となって実施されている。
骨髄バンク事業においては、平成28年12月末現在の提供希望者（ドナー）登録数は46万人を超え、ヒト白血球抗原（ＨＬ
Ａ）の初回検索適合率は９割を超えている。一方、ドナーの健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院等のための休暇を
認めるか否かについて、事業主ごとに対応が異なることなどのさまざまな要因により、移植率は６割未満にとどまっている。
骨髄バンク事業では、骨髄等の提供のための検査費用、入院費といった費用のドナー側の負担はなく、また、万一、骨髄等
の提供に伴う健康障害が生じた場合でも、骨髄バンク団体傷害保険による保険金が支払われるなど、ドナーの負担軽減に向
けたさまざまな取り組みが行われている。
しかし、ドナーが検査や入院等で仕事を休業した場合の補償は、一部の地方公共団体や企業を除いて現在行われておらず、
ドナーが安心して骨髄等をより多くの患者に提供できるよう、早急な仕組みづくりが求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、骨髄移植等の一層の推進を図るため、ドナーに対する支援の充実に関し、
次の事項を実現するよう強く要望する。
１

事業主等向けに策定した労働時間等見直しガイドラインの中で、ドナー休暇制度を明示するなど、企業等の取り組み

を促進するための方策を講ずること。
２

ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、打ち合わせ等のために休業する場合の助成制度を創設するとともに、ド

ナー休暇の制度化を実現すること。

精神障がい者を対象とした運賃の割引制度の適用に関する意見書
障害者基本法では、精神障がい者は身体障がい者及び知的障がい者と同じ障がい者として定義されており、障がい者の自
立及び社会参加の支援等のための施策が講じられている。
障がい者の自立及び社会参加を促進するためには、公共交通事業者による経済的な移動支援が必要不可欠であり、現在、
身体障がい者及び知的障がい者に対しては、鉄道、バスなどの公共交通機関において運賃の割引制度が実施されており、経
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済的負担の軽減が図られている。
一方、精神障がい者に対しては、本市内で運行している地下鉄・市バス・あおなみ線・ガイドウェイバス・リニモにおい
て身体障がい者及び知的障がい者と同等の運賃の割引料金を適用しているなど、一部の公共交通機関で運賃の割引制度が適
用されているものの、公共交通機関全体では、身体障がい者及び知的障がい者と同等に運賃の割引制度が適用されている状
況とは言えず、精神障がい者の自立及び社会参加を促進する上で大きな課題となっている。
平成26年２月に国内において発効された障害者の権利に関する条約及び平成28年４月に施行された障害者差別解消法など
により、障がい者のための制度改革が着実に進められている中、こうした課題解決に向けた取り組みが求められている。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、精神障がい者についても、身体障がい者及び知的障がい者と同等に運賃の
割引制度の適用対象とするよう公共交通事業者に強く働きかけを行うなど、必要な措置を講ずるよう強く要望する。

高齢者等の住宅確保要配慮者の円滑な民間賃貸住宅への入居に関する意見書
本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、多様な世帯が健康かつ生きがいを持ち、安心・安全で豊かな生活を営むこ
とが可能となるための住まいの確保は、極めて重要な課題である。こうした中、民間賃貸住宅において、高齢者の入居が敬
遠される貸し渋りが問題となっていることなどから、若年・子育て世帯や低額所得者等を含めた住宅確保要配慮者に対する
賃貸住宅の供給の促進が求められている。
平成27年に公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が管理会社に対して実施したアンケートでは、高齢者世帯の入居に拒否感
がある賃貸人の割合は70.2％、単身高齢者の入居を拒否している賃貸人の割合は8.7％に上るとの調査結果が得られている。
入居を拒否する理由としては、61.5％が家賃の支払いに対する不安を、次いで56.9％が住戸内での死亡事故等に関する不安
を挙げており、特に単身高齢者の場合、保証人の確保や死亡後の遺品整理などで手間がかかると感じている家主が多いとの
指摘もある。また、若年・子育て世帯においては、収入の減少や教育費等の負担や住宅が狭小のため子どもをふやせない世
帯が存在するなど、高齢者等の住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居するための環境整備が喫緊の課題となってい
る。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、国が創設を進めている新たな住宅セーフティネット制度について、迅速か
つ着実に推進を図るなど高齢者等の住宅確保要配慮者の円滑な民間賃貸住宅への入居を促進するための取り組みを推進する
よう強く要望する。

無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進に関する意見書
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、通信環境の整備、とりわけ無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗ
ｉ－Ｆｉ）環境の整備は喫緊の課題となっている。平成28年度に観光庁が行った訪日外国人旅行者の国内における受入環境
整備に関するアンケート結果によると、18.5％が旅行中最も困ったこととして、無料公衆無線ＬＡＮ環境と回答しており、
特に公共施設や観光施設におけるＷｉ－Ｆｉ環境の普及や利用手続の簡便性の面での課題が指摘されている。
また、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備促進は、インバウンドのさらなる増加だけでなく、防災拠点となる公共施設等の災害時にお
ける通信手段の確保にも大きく貢献するものである。政府は、防災等に資するＷｉ－Ｆｉ環境の整備として、平成29年度か
ら31年度までの３カ年で、約３万カ所のＷｉ－Ｆｉ環境の整備を目指すとともに、空港や駅・鉄道、宿泊施設などには民間
による整備を働きかけているが、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備をより一層促進していく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

鉄道・バス等の公共交通機関やホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に対するＷｉ－Ｆｉ環境の整備に関する支

援事業を一層拡充すること。
２ 観光拠点や観光案内所におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること。
３

防災の観点から、避難所・避難場所の学校、コミュニティセンター、公民館等の防災拠点や、博物館・都市公園等の

被災場所として想定され、災害対応の強化が望まれる公的拠点へのＷｉ－Ｆｉ環境の整備を行う地方公共団体に対して、
財政支援措置を講ずこと。

《採択されなかった日本共産党提案の意見書案》
バスの運転者の確保に関する意見書（案）
バスは乗り合い・貸し切り合わせて年間45億人の人々に利用される身近な交通機関であり、通勤・通学等の日常生活や観
光輸送などにおいて重要な役割を担っている。しかし近年は輸送人員の減少とともに路線の廃止も進み、バス事業者の経営
破綻も各地で発生している。そして現在、厳しい経営環境、労働時間の長時間化、大型二種免許取得者の減少、高齢化等を
背景として、バスの運転者不足が深刻な問題となっており、運転者不足を原因とした連行回数の削減といった事例も起きて
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いる。
平成26年7月におけるバスの運転者の確保及び育成に向けた検討会とりまとめによれば、この10年でバスの運転者はほぼ
横ばいの約13万人で推移しているが、平均年齢は48．3歳と全産業平均の42.0歳を大きく上回り、6人に1人が60歳以上と高
齢化が進んでいるほか、女性運転者の割合が、いまだ1.4％と全産業平均の43％を大きく下回っている。労働時間も全産業
平均の一月当たり177時間に対して209時間と長時間化の傾向にある。また、年間所得額は全産業平均の469万日を6.2％ほど
下回る440万円となっている。さらに営業用パスの運転に必要な大型二種免許の保有者も減少傾向にある。こうした実態を
背景にして、パスの運転者の志望者・採用者が減少傾向にあることに加え、既に採用されているバスの運転者も早期に高い
確率で離職するという問題が生じているなど、パスの運転者不足が深刻化していることがうかがえる。
バスの運転者不足を放置すれば、将来的には、地域における住民の足を支える生活路線を現行の水準で維持していくこと
が困難となる事態も危惧される。地域の生活交通を支えるパス輸送の維持や安全の確保の観点から、パスの運転者の安定的
な確保と育成、定着は喫緊の裸題である。
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 地域公共交通の確保と安全運行の確保のために、パスの運転者の不規則な就業形態及び長時間労働などの改善並びに
年間所得の上昇を中心とした労働条件の改善を促進すること。
２ 女性運転者の採用と定着を図るために、女性が働きやすい職場環境の整備を支援すること。
３ 免許取得費用に対する助成制度の拡充を初め自社養成体制の支援など大型二種免許の取得環境の改善を進めること。
４ ワーク・ライフ・バランスの向上を図りつつ、特に若者や女性に対してバス事業やパスの運転者のイメージアップに
資する取り組みを進めること。
５ 高齢化や韓境問題への関心が高まる中で、バス事業とパス運転者確保の重要性を国と地方の公共交通政策体系の中に
位置づけること。

核兵器禁止条約の実現に向け交渉の先頭に立つことを求める意見書（案）
昨年12月23日の国連総会において、核兵器禁止条約の締結交渉を開始する決議が、賛成113カ国という圧倒的多数で採択
され、核兵器を禁止しその全面廃絶につながるような法的拘束力のある文書（核兵器禁止条約）の交渉のための会議が、市
民社会（反核平和運動）の参加も得て、本年3月及び6月から7月にかけて国連本部で開催されることになった。
核兵器のない世界の実現は人類にとって死活的な緊急課題である。核兵器禁止条約に国連加盟国の多数が参加して条約が
蹄結されれば、核兵器は人類史上初めて違法化され、核兵器廃絶に向けて世界は新しい段階に入ることになる。
平成27年3月10日に名古屋市会は、「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築への取り組みを求める意見書を全会一
致で可決し、国会及び政府に対し、核兵器禁止条約を初めとする法的枠組みの基本的理念となる核兵器の非人道性や人間の
安全保障並びに地球規模の安全保障について、唯一の戦争被爆国として積極的に発信し、核兵器のない世界に向けた国際的
な合意形成を促進することを強く要望した。
しかし、日本政府は国連の核軍縮作業部会における、核兵器廃止条約の交渉のための会商を2017年中に開催することを国
連総会に勧告する内容の報告書の採択を棄権し、また、国連総会における今回の歴史的決議に際しては、アメリカ合衆国な
ど核保有国と歩調を合わせて反対の態度をとった。この態度は、唯一の戦争被爆国の政府にあるまじき、日本国民の意思を
踏みにじるものとして厳しく批判されなければならない。
よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、我が国が核兵器禁止条約の交渉のための会議に参加して、条約の実現こ向
け交渉の先頭に立つよう強く要望する。
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後期高齢者医療広域連合議会第1回定例会（2017年2月8日）
名古屋港管理組合議会３月定例会について
一、後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会は、２月８日午後１時30分からメルパルク名古屋で開催されました。
一、後期高齢者医療広域連合議会には、名古屋市からの８名を含め、各地域から32名の議員が選出されています。そのうち
日本共産党からは、くれまつ順子議員（名古屋市選出）、伊藤建治議員（春日井市選出）の２名が広域連合議員に選出さ
れています。
一、１月24日午前10時半から議案説明会が行われ、２月８日の定例会は午後１時30分から、会期一日で行われました。議案
は2016年度補正予算案や2017年度予算案、条例改正案と請願の８件でした。
一、伊藤建治議員が後期高齢者医療に関する条例の一部改正と後期高齢者医療特別会計予算について質疑及び反対討論を行
いました。
一、くれまつ議員がマイナンバー制度の運用に関連して一般会計予算と第３次愛知県後期高齢者広域連合広域計画の策定に
ついて質疑と討論を行いました。
一、一般質問にはくれまつ議員がたち、懇談会委員の公募、人間ドックなどの健康診査の拡充、国の一連の制度改悪への対
応などについて質問しました。
一、年金者組合と社保協から出された「後期高齢者医療制度の改善を求める請願書」は、８日の議員全員協議会の場でくれ
まつ議員が趣旨説明し、本会議では採択を求める討論をくれまつ議員が行いました。
一、日本共産党は、後期高齢者医療に関する条例の一部改正と一般会計予算案、特別会計予算案、および広域計画の４件に
反対、請願を含む５件に賛成しました。加藤議員以外の他の議員は議案すべてに賛成、請願に反対しました。

後期高齢者広域連合での議案に対する態度（2017年2月8日）
愛知県後期高齢者医療広域連合議会定例会（2017年2月8日）
態度

議案・請願（請願者）

共産党 他議員

結果

内容
児童福祉法の改正により、特別養子縁組などの里親に関する規定
を加えるとともに、介護休業等に関する法改正で、介護している
職員の残業規制や介護休暇の分割取得等について改正
法改正に伴い、特別養子縁組などの里親に関する規定を加え、同
一の子への再度の育児休業の追加など

議案
職員の勤務時間、休暇等に関する条例
第１号 等の一部改正する条例

○

○

可決

議案
職員の育児休業等に関する条例
第２号

○

○

可決

議案
後期高齢者医療に関する条例の一部改
第３号 正

●*

○

可決

保険料の均等割額の5割・2割軽減の判定についての所得基準を引
き上げる一方で、低所得者への所得割額の5割軽減を29年度は2割
に、30年度には廃止する。また、被扶養者の均等割9割軽減を7割
軽減、5割軽減へと削減

議案
平成28年度愛知県後期高齢者医療広域
第４号 連合一般会計補正予算（第2号）

○

○

可決

補正額1億6,577万円。補正後14億円。低栄養防止・重症化予防の推
進事業（2市町）や保険料収納対策費（2市）、歯科健康診査（20
市町村）への補助金1408万円。人間ドック・脳ドック等の長寿健
康増進事業への国の調整交付金1億5,169万円など。

平成28年度愛知県後期高齢者医療広域
議案
連合後期高齢者医療特別会計補正予算
第５号
（第2号）

○

○

可決

補正額38億9,686万円。前年度繰越金の確定値278億円による、精算
38億円。

議案
平成29年度愛知県後期高齢者医療広域
第６号 連合一般会計予算

●

○

可決

14億1,141万円。前年比7.20％増。市町村分担金13億3,349万円6.6％
増。議員報酬34人174万円、職員はすべて派遣で給料は派遣元が支
出。時間外手当や管理職手当などで1,714万円。システムエラーを
頻発し、全国的に不具合が相次ぎ情報の漏えいの危険性も払しょ
くされないマイナンバーに関し、情報連携をすすめるための医療
保険者向け中間サーバー運営負担金などで7400万円。

議案
平成29年度愛知県後期高齢者医療広域
第７号 連合後期高齢者医療特別会計予算

●

○

可決

8,078億9,011万円。前年比4.60％増。保険料906億円。保険給付費8,0
44億円、うち療養給付費7,560億円。保健事業費30億円など。

議案
第3次愛知県後期高齢者広域連合広域
第８号 計画の策定

●

○

可決

自治法に作成が義務付けされているため、2017年度～2021年度の
5年間の計画。現状と課題、および基本方針を追加する

後期高齢者医療制度の改善を求める請
請願
願書（愛知県社会保障推進協議会・全
第１号
日本年金者組合愛知県本部）

態度：○＝賛成 ●=反対

○

●

1.保険料を引き上げない
2.窓口負担引き上げや高額療養費の見直しをやめさせる
3.低所得者に対し、愛知県独自の保険料軽減制度を
不採択 4.一部負担金減免を生活保護基準の1.4倍以下の世帯に
5.「短期保険証」の発行をやめ、差押えはしない
6.公募委員は公募に
7.葬祭費の申請勧奨を

日本共産党以外の全議員は同じ態度でした。ただし*は三好市の加藤議員も反対。
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《後期高齢者医療に関する条例の一部改正案の質疑》

保険料軽減措置の見直しで増える保険料の負担増への
対策は
伊藤建治議員（春日井市）
均等割額軽減の内容と所得基準の改正

保険料軽減措置の見直しにおける
影響額等について

区分

現行

改正

５割軽減 33万円＋26.5万円×被保険者数 33万円＋27万円×人数

均等割軽減の基準緩和で対象拡大
対象人数や保険料の影響は

２割軽減 33万円＋48万円×被保険者数

33万円＋49万円×人数

低所得者に対する所得割の軽減

【伊藤建治議員（春日井市）】今回の改定内容は大
きく三点あります。それぞれについて、詳細をお伺
いいたします。

区分

現行

軽減率

５割軽減

改正
2017年度

2018年度以降

２割軽減

軽減なし

一点目が均等割額の２割軽減と５割軽減の対象と
なる所得基準の引き上げについてです。この改定で
対象となる方が増えます。その人数と、影響額をそ
れぞれお伺いします。

8.3万人
7.8億円

２割軽減で２千人、２千万円の増、
５割軽減で２千人、４千万円の増
【事務局長】２割軽減の対象者は約８万３千人から

7.1万人
16.6億円

約８万５千人と約２千人の増、軽減額は約７億８千
万円から約８億円と約２千万円の増に。５割軽減の

2割軽減
5.1億円
9.1万人
5割軽減
12.7億円

6.9万人
16.2億円

対象者は６万９千人から７万１千人と２千人の増、

8.6万人
8億円

軽減額は16億２千万円から16億６千万円と４千万円
の増となります。

所得割５割軽減の特例廃止の影響は
【伊藤議員】二点目が、所得割額における５割軽減
の廃止です。年金収入が153万円以上211万円以下の
されていましたが、これを段階的に廃止し、2017年

元被扶養者の特例軽減を段階的廃止、
加入後２年限定だけ５割軽減に

度は、軽減率を５割から２割に、2018年度に全廃す

【伊藤議員】三点目が、元被扶養者の方の一律軽減

るとのこと。

の廃止です。配偶者やご子息の加入する社会保険の

方の所得割については、これまで、５割の軽減がな

この影響を受ける人数と影響額についてお伺いし

扶養家族となっていた方が、75歳で後期高齢者医療

ます。また、影響額については、全体の数字と合わ

に加入するにあたり、それまで実質的に支払いの必

せ、一人当たりの額も答弁願います。

要がなかった保険料が発生します。この負担を軽減

91,000人が7.6億円、一人平均8,308円
の負担増、全廃でさらに5.1億万円、
１人5,539円の増となる

するために実施されていた一律９割の軽減措置が段

【事務局長】影響を受ける対象者数は９万１千人、
５割軽減から２割軽減となった場合の軽減額は12億
７千万円から５億１千万円に７億６千万円の減、１
人当たりの影響額は8,308円です。軽減額が０円となっ
た場合は、さらに５億１千万円の減で、１人当たり
の影響額は5,539円です。
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階的に縮小され、最終的には資格取得後２年間のみ
５割軽減するだけとなります。
社会保険の被扶養者から、後期高齢者医療に移ら
れている方が全体としてどれぐらいいらっしゃいま
すでしょうか、その人数をお伺いします。社会保険
の被扶養者は年金収入180万円以下の方であることが
原則ではございますが、元被扶養者の所得階層ごと
の人数内訳も合わせてお開きします。
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そして、改定による影響です。2017年度には７割

の影響額は7,586円です。５割軽減になると、低所得

軽減へと縮小、翌2018年度には５割、さらに2019年

で引き続き8.5割軽減に該当される方が１万５千人で

度には資格取得後2年間のみ５割の軽減をする、と段

あるため、これを除いた４万５千人に影響があり、

階的に縮小していきます。

軽減額は25億３千万円、前年度から４億２千万円の

低所得者で均等割額の軽減対象の方であれば、２

減で、１人当たりの影響額は9,397円です。

割、５割、8.5割、９割それぞれの軽減割合までで下

平成31年度の資格取得後２年間のみ５割軽減とな

げ止まりますので実質的な影響についてお聞きしま

る場合、対象者数は８万人から１万４千人となり、

す。段階的に縮小される年度ごとに、影響を受ける

６万６千人の減で、このうち３万２千人は均等割額

人数、影響額、及び一人当たり影響額をお伺いいた

の９割、8.5割及び５割軽減が適用されるため影響が

します。

なく、３万４千人に影響があります。このうち２千

９割軽減対象者８万人が、７割軽減で
６万人に、５割軽減で4.5万人に減。最
終で対象者は1万4千人に減る

人が、均等割額の２割軽減に該当し、影響額は平成

【事務局長】元被扶養者の人数は全体で８万人です。
所得階層別人数は、軽減判定を世帯ごとの所得に基

30年度から３千万円の減で、１人当たりの影響額は
14,095円です。３万２千人が軽減なしとなり、影響
額は平成30年度から７億４千万円の減で、１人当た
りの影響額は23,492円です。

集計する必要はなく、所得階層別データを保有して

均等割額の軽減特例の見直しが見送り
となった経緯等を問う

おりません。代わりに、世帯の所得に基づく軽減区

【伊藤議員】これら低所得者に対する軽減措置のう

分ごとに人数をお答えしますと、９割軽減に該当さ

ち、国保を上回る部分については特例措置という名

れる方が２万人、8.5割軽減に該当される方が１万５

目で実施されおり、軽減措置の縮小は本則に戻すと

千人、５割軽減に該当される方が４千人、２割軽減

いう言い方で実施されるわけです。社会保障審議会

に該当される方が３千人、均等割額の軽減に該当し

の医療保険部会では、軽減措置の縮小の対象として、

ない方が３万８千人です。

均等割額の8.5割と９割軽減は、本則の７割まで縮小

づき行っており、個人の所得データを階層区分別に

元被扶養者に対する被保険者均等割額の軽減は、

することも検討されておりましたが、今回の改定で

元被扶養者８万人のうち低所得で引き続き９割軽減

は、この部分については、縮小が見送られています。

に該当される方が２万人であるため、これを除いた

見送りに至る経緯や議論の内容について、その概要

６万人に影響があります。

をお尋ねいたします。

９割軽減から７割軽減となると軽減額が34億円か
ら29億５千万円、４億５千万円の減で、１人当たり
元被扶養者の軽減特例の廃止
現行
９割軽減

７割軽減

【事務局長】保険料軽減特例の縮小・廃止について
は、厚生労働省が素案を作成し、社会保障審議会医

改正
2017年度

見直しに慎重な意見等があった

療保険部会において議論され、最終的には政府与党

2018年度

2019年度以降

５割軽減

資格取得後
2年間だけ５割軽減

の調整を経て決定されております。
厚生労働省が作成した見直し案は、本則である７
割軽減に段階的に縮小する案や、介護保険料軽減の
拡充や年金生活者支援給付金の支給と合わせて見直
しをする案等でありました。
これを受け医療保険部会では、「均等割の軽減特

1.4万人・17.9億円

例については、世代間の公平の観点から、段階的に
本則に戻していくべき」との見直しの方向性を支持
する意見や、「低所得者については一定の配慮を行
4.5万人・25.3億円

うべきとの観点から、見直しの実施は介護保険料の

6万人・29.5億円

軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給と合わせ
るべき」との見直しに慎重な意見等があった旨の議

8万人・34億円

論の整理がなされました。
この議論を受け、政府与党において、９割軽減及
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び8.5割軽減については、低所得者に配慮し、将来、

保険料の軽減見直しによる影響

介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支
給といった負担減施策と合わせて見直しを実施する

・均等割額の軽減判定に用いる所得基準引き上げ

予定とされたものと認識しております。

一部の人が値下げ
・所得割の５割軽減➡２割軽減（2017年）➡なし

改定で平均保険料はどう推移するか

（2018年）

【伊藤議員】今回付議されている内容での改定をす

・元被扶養者に対する均等割の軽減

ると思われますが、どう推移する見込みであるかを

９割軽減➡７割軽減（2017年）➡５割軽減
（201 8年）➡資格取得２年間のみ５割軽減

お尋ねいたします。

（2019年）

べて実施した結果、一人当たりの平均保険料は上が

＊平均保険料

３年後84,446円から87,613円になる

84,446円

【事務局長】現行制度のままですと一人当たり平均

➡85,727円（2017年）（＋1,281円）
➡86,756円（2018年）（＋1,029円）

保険料は、84,446円です。今回の改正により平成

➡87,613円（2019年）（＋857円）

29年度は、85,727円となり、1,281円の増で、平成30

（3年で3,167円）

年度は、86,756円となり、さらに1,029円の増で、平
成31年度は、87,613円となり、さらに857円の増です。

８万人の半数以上となります。これらの方が180万円

元被扶養者の半数が除外される理由は
（再質問）

以上の収入があるとは思えませんので、この理由を
お伺いします。

【伊藤議員】元被扶養者の軽減特例の見直しによる

世帯単位で所得を判定するため

影響について、軽減区分別の人数の答弁をいただき

【事務局長】均等割軽減の判定につきましては、世

ました。社会保険の被扶養者になれる方は、収入180

帯単位で所得を判定することとされており、元被扶

万円以下の方であります。後期高齢者医療に加入し

養者の所得が少ない場合でも、世帯主や同一世帯の

た後に収入が増えることはありうるにしても、多く

他の被保険者の所得が一定以上ある場合や、所得が

は同水準の収入状況のままであろうと推察できます。

不申告である者がいる場合、軽減に該当いたしませ

収入180万円以下であれば、軽減区分でいえば均等割

ん。
このことから、２割軽減及び軽減に該当しない方

額の５割軽減に該当します。
答弁では、２割軽減の該当者が3,000人、軽減に該

が多くなっております。

当しない方が3万8,000人とのことで、元被扶養者、

「後期高齢者医療に関する条例の一部改正」にたいする反対討論

低所得者に対し、とんでもない額の負担増となる見直しだ
伊藤建治議員
低所得者軽減廃止で12億円、元被扶養者の軽減
特例見直しで16億円の負担増は認められない
【伊藤議員】今回の改定は、均等割の２割軽減、５
割軽減に該当する基準を引き上げる部分以外は、大
幅な負担増になる内容ばかり。それも、均等割の軽
減拡大の影響額とは、文字通りの桁違いの負担増で
あります。
２割、５割の軽減拡大による影響額は合わせて６
千万円程度。
これに対し、所得割額の軽減特例廃止の影響で、
新たに加入者の負担になる金額は、最終的には12億
７千万円にもなる。元被扶養者の軽減特例の見直し
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による負担増は最終的には16億４千万円にもなりま
す。併せて30億円近くにもなります。
看過できないのは、これらの大幅な負担増の影響
を受けるのが、いずれも低所得者に集中していると
いう点であります。
所得割額の軽減特例廃止の影響を受けるのは、年
金収入153万円から211万円の間の方です。元被扶養
者の大幅縮小で影響を受ける方のほとんどは、年収
180万円以下の方です。しかも、均等割額の軽減は、
本人の収入ではなく世帯収入をベースにするため、
それまで扶養していた方の所得がこちらに反映され
てしまう。答弁では、８万人の元被扶養者の方のう
ち、実に半数３万８千人が、均等剖額の軽減に該当

名古屋市政資料 №194 愛知県後期高齢者医療連合議会（（2017年第1回定例会）
しなくなってしまう。2019年度の資格取得２年間の

の必要性が高い高齢者だけを集めて保険制度を構築

み５割軽減となった際の一人当たり影響額は、一気

すれば、加入者の負担は大幅に増えることは誰の目

に最大で2万3,492円もの負担増と、大変大きな金額

にも明らかでした。そうならないための措置として、

です。

軽減特例は機能していたわけですが、そのほとんど

一連の動きの中で、少しだけ希望を見出せたのは、

を一気に取り払ってしまおうというのが、今回提案

９割軽減と8.5割軽減は現状据え置きになったという

されている改定内容です。

点です。2015年２月の議会では、軽減特例廃止見直

医療は本来、社会保障の主要な構成要素であり、

しの意見書が採択され、国に提出されました。この

すべての人が必要な医療を受けられることを保障す

愛知での意見書が皮切りとなり、他の広域連合から

ることが必要ですが、医療保険制度をめぐっては、

も同様の意見書が上がったことで、少しではありま

たびたび「相互扶助、互助の枠組みだ」という議論

すが歯止めになった部分もあるのかと思います。

がなされることもあります。百歩譲って、相互扶助

とはいえ、今回の改定では、低所得者に対し、常

としてみた場合でも、75歳以上の高齢者を枠組みの

軌を逸しているともいえる額での負担増となります。

外に追いやることは道理に合わず、その無理が今回

そもそも、後期高齢者医療制度の創設の狙いは、

の大幅な負担増となっているわけです。

社会保険の扶養家族から医療費のかかる高齢者の切

繰り返しになりますが、今回の改定によって、低

り離しをし、社会保険の負担の軽減を図る。そこに

所得者の方々に対しとんでもない額の負担増となる

拠出する企業の負担の軽減を困るというもの。医療

わけで、とても容認することはできません。

年金収入別保険料比較例
2016保険料（円）

夫の年金

夫
153.1万円

妻

所得割

48（ 5割軽減）

均等割

7,047（8.5割軽減）

所得割

0

均等割

7,047（8.5割軽減）
計

夫
211万円

妻

27,666（ 5割軽減）

均等割

23,492（ 5割軽減）

均等割

0
23,492（ 5割軽減）
計

所得割
夫
222万円

妻

均等割

所得割

266万円

妻

7,047（8.5割軽減）
0
7,047（8.5割軽減）

51,100

23,400

計
44,266（ 2割軽減）
23,492（ 5割軽減）
0
23,492（ 5割軽減）

74,500

37,587（ 2割軽減）
0

計

37,500

23,492（ 5割軽減）
0

107,802
46,984

所得割

0

均等割

46,984
計

7,100

100

7,000

-

14,100

100

67,700

16,600

23,400

-

81,100

16,600

89,300

△ 14,100

23,400

△ 14,100

112,700

△ 28,200

145,300

△ 9,400

37,500

△ 9,400

182,800

△ 18,800

14,000

9,400

23,492（ 5割軽減）
140,900

均等割

増減

65,826
103,400

37,587（ 2割軽減）
計

夫

7,000

65,826

所得割
均等割

7,000

14,000

所得割

所得割

2017保険料
77（ 2割軽減）

計
107,802

154,700

46,900

37,587（ 2割軽減）
0
37,587（ 2割軽減）
201,600

計

・妻の妻の年金は80万円以下で、所得割額は0円。

被扶養者軽減の縮小
所得割
元被扶養者

均等割

0
4,698

0
4,600

＊所得が一定以上で、9割、8.5割軽減に該当しない場合。
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14,095
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《後期高齢者医療特別会計予算案の質疑》

保険料軽減措置の見直しで保険料の負担増は何人の人
にどのくらいの影響額になるのか
伊藤建治議員（春日井市）
の影響を受ける方がどれぐらいいるのれその人数に

高額療養費費制度の見直しにおける
影響人数等について

ついて、一般所得、現役並み所得、それぞれ答弁を
願います。

算定基準額の見直しの影響は

一般所得者で13万１千人、
現役並み所得者で1万人

【伊藤議員】今予算は、制度見直しの影響額を見込

【事務局長】今回の見直しは、70歳以上の人が対象

んだ額での計上とのことです。2017年度途中で高額

となっておりますが、国は高額療養費受給者のうち、

療養費制度の算定基準額の見直しが実施される予定

全国で一般所得者390万人、現役並み所得者30万人に

で、これにより、保険給付費の減額の影響が出るも

影響があるものと推計しています。

のですが、影響額の見込みについて伺います。

この推計値に70歳以上全国人口に占める、当広域
連合の被保険者割合を乗じたところ、一般所得者に

10億4千万円の歳出削減
【事務局長】平成29年度予算への影響額としまして
は、平成28年9月１箇月の診療分をベースに試算し、
10億４千万円の歳出減額を見込んでいます。

影響を受ける人数は
【伊藤議員】今回の改定で、算定基準額の引き上げ
高額療養費制度の見直し

外来(個人)
44,400円

80,100円＋１％
(44,400円)＊4

一般
（課税所得145万円未満）＊2

12,000円

44,400円

住民税非課税

現役並み
(課税所得145万円以上)

8,000円

れており、第二段階の改定によって、現役並の所得

第2段階（2018年8月～）
区分
課税所得690万円以上

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
（140,100円）＊4

15,000円

課税所得380万円以上

167,400円＋(医療費－558,000円)×１％
（93,000円）＊4

課税所得145万円以上

80,100円＋(医療費－267,000円)×１％
(44,400円)＊4

外来(個人)
57,600円

80,100円＋１％
(44,400円)＊4

住民税非課税

一般
18,000円
(課税所得145万円未満)＊2 (年間14.4万円上限)

住民税非課税
(所得が一定以下)＊3

5万7600円
（44,400円)＊4

現行

15,000円

現役並み
（課税所得
67万円
145万円以上）

区分

15,000円

入院時生活療養費制度の見直し

2018年8月～
限度額

24,600円
8,000円

＊1 同じ世帯で同じ保険者に属するもの
＊2 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）
の場合を含む）
＊3 世帯全員の各種所得（公的年金は控除額を80万円で計算）が0
円の方等
＊4 年4次会以上利用する場合の4回目以降の上限

高額介護合算療養費制度の見直し
区分

57,600円
(44,400円)＊4

住民税非課税

24,600円
8,000円

限度額
(世帯)＊1

外来(個人)

24,600円

限度額
(世帯)＊1

一般
14,000円
(課税所得145万円未満)＊2 (年間14.4万円上限)

住民税非課税
（所得が一定以下）＊3

【伊藤議員】高額療養費の改定は、二段階で予定さ

いたします。

第1段階（2017年8月～2018年7月）
区分

第二段階の改定で現役並所得階層を
細分化するとどうなる

所得階層の人数がそれぞれどうなるのか、お伺いを
限度額
(世帯)＊1

現役並み
(課税所得145万円以上)

住民税非課税
（所得が一定以下）＊3

影響があると見込まれます。

階層はさらに細分化されます。現加入者において、

現行
区分

おいて13万１千人、現役並み所得者において1万人に

現行
限度額

2017年10月～ 2018年4月

医療区分Ⅰ(ⅡⅢ以外の者)

320円/日

370円/日

課税所得380万円以上 141万円

医療区分ⅡⅢ
(医療の必要性の高い者)

０円/日

200円/日

課税所得145万円以上

難病患者

０円/日

０円/日

課税所得690万円以上 212万円
67万円
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320円/日
０円/日
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課税所得690万円以上２千人、課税所
得380万円以上２千人、課税所得
145万円以上６千人
【事務局長】平成28年12月時点での現役並み所得者

の所得階層区分割合を、平成29年度に影響がある1万
人にあてはめますと、課税所得690万円以上の方２千
人 、課税 所得 38 0 万 円以 上 の方 ２千 人 、課 税 所得
145万円以上の方６千人です。

《後期高齢者医療特別会計予算案への反対討論》

保医療費の自己負担でも、保険料でも、負担増を織り込んだ
予算は認められない
伊藤建治議員（春日井市）
【伊藤議員】2017年度愛知県後期高齢者医療広域連

い方でも、現行の倍。多い方では５倍以上になって

合後期高齢者医療特別会計予算について、反対の立

しまいます。

場から討論いたします。

現役並みにする、という言葉を使われますので、
高齢者の医療費負担は現役よりも少ないのではない

保険料軽減措置の見直しで保険料が増大
反対理由は、歳入においては、今議会の議案３号
として上程された、軽減特例の大幅な見直しによる
保険料収入の影響があることと、高額療養費の算定
基準額の引き上げが実施されることにより、保険給
付が大幅に抑制されることです。

かとの印象を受けますが、改定前の現段階において
も、医療費における自己負担は、収入に対する割合、
実質的な金額、ともに現役世代の約２倍です。
2016年9月29日開催の社会保障審議会医療保険部会
資料1-1「高額療養費制度の見直しについて」におけ
る「年齢階級別の負担状況①」の記載によると、20

高額療養費制度の見直しで負担増

～64歳1.4％

先ほどの質疑で、高額療養費の見直しによる影響

3.9万円、75歳以上4.4％

7.5万円と

なっています。

額は、年度の半ばからの変更であっても、10億4,000

医療が必要な方にとっては、高額療養費は命綱の

万円との答弁がありました。抑制とはすなわち、被

役割を果たすもの。より医療の必要性が増す後期高

保険者の負担の増加を意味するものです。

齢者においても、必要な治療を受けられるようにし

一般所得の方は、現行12,000円が、今予算中に14,000
円へと引き上げられ、最終的には2018年8月に18,000

ていくために、高額療養費の算定基準額は適切な設
定であるべきです。

円になる。現役並み所得の方は、現行44,400円が、

医療費の自己負担でも、保険料でも、負担増を織

今予算中に57,600円へと引き上げられ、最終的には

り込んだこの予算は認めることができないものです。

25万2,600円、16万7,400円、8万0,100円と、一番低

《第３次愛知県後期高齢者医療広域連合広域計画の策定についての質疑》

マイナンバーシステムの不具合・トラブルに対して、
どう対応するのか
くれまつ順子議員
りこまれております。そこで、前回も質疑をさせて

個人情報の適正な管理及び
利用について

いただきましたが、マイナンバー制度に関して3点伺
います。

【くれまつ議員】第３次愛知県後期高齢者医療広域
連合広域計画の策定について、「個人情報の適正な
管理及び利用に関して、お伺いします。
今回提案の第３次広域計画は、2017年から５年の
総合的な計画がまとめられています。第２次広域計
画と比較しますと第３次広域計画には、国の社会保
障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度にもと
づき、個人情報の管理および利用の事務が新たにも
- 82 -

マイナンバー制度で医療の抑制を
狙っているのではないか
【くれまつ議員】1点目は、マイナンバー制度の医療
への影響についてです。
マイナンバー制度の利用により、被保険者の方が
必要とする医療が受けられなくなり、一方で保険料
負担が増えていくのではないかという懸念がありま
す。
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税・保険料の額と、社

当と認められたものが公表されることになるが、現

会保障として給付された

在のところ、公表されてないので、主務省令で定め

額を比較し、“この人は

る以外の情報は現時点ではありません。

負担にくらべて給付が厚
すぎる”などと決めつけ
て、医療、介護、福祉な
どの給付の削減が日本経
団連から国に提言してい
ます。そうした経済界か

必要な経費はどれだけか
【くれまつ議員】３点目は、情報連携のために必要
となる経費について伺います。

中間サーバの運用経費73,285千円
（来年度は９か月分）など

らの要請のもとで、社会

【事務局長】平成29年度予算では、医療保険者向け

保障の給付抑制がマイナンバー制度の真のねらいで

中間サーバ運営負担金及び回線利用料を見込んでい

はないかと考えます。マイナンバー制度による高齢

ます。後期高齢者医療広域連合は国の方針により、

者の医療への影響についてお伺いします。

協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険組合とと
もに、社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人

公平な負担のあり方を実現するために
活用が検討されている

国民健康保険中央会が「取りまとめ機関」としてシ

【事務局長】経団連は、国に対し、金融資産等を勘
案して負担を求める仕組みを、マイナンバー制度等
を活用し、医療・介護の全般にわたって適用するこ
とを検討することとしておりますが、給付の削減に
は触れられておりません。
国では、マイナンバーの導入等の正確な金融資産
の把握に向けた取り組みを踏まえつつ、引き続き医
療保険制度における負担への反映方法について関係
審議会等において検討し、その結果に基づき、平成
３０年度末までに必要な措置を講ずるとしています。

ステム構築、運用を行う「医療保険者向け中間サー
バ」に専用端末を接続することとなっております。
この中間サーバの運用に係る必要経費について、加
入者数の割合に応じ各保険者が負担することとされ
ており、当広域連合では平成29年度予算に情報連携
が開始される7月から９か月分の経費73,285千円を見
込んでおります。
また、この中間サーバと接続をするために平成28
年度に新たに敷設した専用回線の年間利用料162千円
を見込んでおります。

あり方を実現するために活用が検討されているもの

新たに「個人情報・・・」を追加した
理由は（再質問）

であり、高齢者が必要な医療を受けることを控えな

【くれまつ議員】マイナンバー制度により高齢者へ

ければならないような状況につながるものではない

の医療給付抑制の懸念は考えられないとの答弁をい

と認識しています。

ただきました。

このように、マイナンバー制度は、公平な負担の

第３次広域計画と前の第２次広域計画をくらべて

各自治体へ提供する個人情報は
【くれまつ議員】２点目は、各自治体への情報連携
として、どのような個人情報を提供していくのか、
お伺いします。

「資格取得日」「資格喪失日」「有効
期限」などや「葬祭費」「高額介護合
算療養費情報」を提供
【事務局長】内閣府・総務省令において、資格情報
として「資格取得日」「資格喪失日」「有効期限」
など、給付情報として「葬祭費」「高額介護合算療
養費情報」を提供することになり、提供する情報の
中にはマイナンバーは含まれません。
地方公共団体が条例で定める独自利用事務につい
ては、国の個人情報保護委員会へ届出がなされ、適
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みますと、第２次広域計画にはなかった「個人情報
の適正な管理及び利用」が新しく加えられています。
なぜこの項目を加えたのか、あらためて伺います。

マイナンバーの利用が開始された
【事務局長】これまでの広域計画は後期高齢者医療
制度を安定的かつ円滑に実施するために広域連合と
構成市町村の役割分担を定めることを目的に策定し
ました。個人情報の取扱いは、広域連合と市町村に
差が無いことから記述していませんでしたが、これ
までも適正に情報の管理及び利用を行っています。
今回の第３次広域計画においては、より一層、事
務の安定的かつ円滑な処理に資する計画とするため、
新たに「現状と課題」及び、それに対応するための
「基本方針」を加えました。

名古屋市政資料 №194 愛知県後期高齢者医療連合議会（（2017年第1回定例会）
平成27年度のマイナンバー制度の導入により、後

マイナンバーのシステムそのものの不具合トラブル

期高齢者医療制度を含めた社会保障の分野でマイナ

は、後期高齢者医療制度におけるマイナンバーの利

ンバーの利用が開始され、個人情報の取扱いについ

用等に関する問題ではございませんので、広域連合

て、より厳格な管理が求められていることから、

は国に対応を求める立場にありません。

「個人情報の適正な管理及び利用」を基本方針の一

マイナンバーの活用を計画に盛り込む
必要はない（意見）

つとしたものです。

国への対応を求めるべきだ（再質問）

【くれまつ議員】第３次広域計画に新たな項目とし

【くれまつ議員】マイナンバー制度は一昨年から施

て「個人情報の適正管理及び利用」を加えた理由は、

行されましたが、昨年１年だけでも「通知カードが

マイナンバー制度導入により「厳格な管理」が求め

届かない」「従業員から集めたマイナンバーが盗難

られているために、追加したとのお答えでした。一

にあい流出した」などのトラブルが全国で発生して

方でそのマイナンバー制度施行後、内ナンバーカー

います。マイナンバーのシステムそのものもストッ

ド発行の遅延、企業におけるマイナンバー紛失事案、

プするなどトラブルも発生していると聞いておりま

そしてマイナンバーシステムの不具合トラブルの状

す。マイナンバーを口実にした詐欺などが頻発して

況を広域連合において認識されているが、広域連合

いる中で、プライバシーを守ることが不十分である

は国に対応を求める立場にはないとのお答えには、

と考えます。個人情報の漏えい、なりすましなどの

残念です。マイナンバー制度は個人情報の漏えいや

犯罪などが発生、マイナンバーのシステムそのもの

なりすまし詐欺などを発生させる危険性のある制度

の不具合トラブルに対して、広域連合として国に対

と考え、廃止すべきという立場です。個人情報はき

応を求める必要があると考えますが、見解を伺いま

ちんと管理するのは当たり前のことですが、マイナ

す。

ンバー制度導入で被保険者のプライバシーを守れな
くなる危険性はぬぐわれておりません。従いまして、

マイナンバーそのものの不具合トラブ
ルは、後期高齢者医療制度におけるマ
イナンバーの利用とは関係ない

第３次広域計画にあえて、マイナンバー制度活用を
前提にした「個人情報の適正管理および利用」の項

【事務局長】マイナンバー制度施行後、マイナンバー
カード発行の遅延や、企業におけるマイナンバー紛

はもりこむべきではないと考えます。
以上で質疑は終わります。

失事案等発生していることは承知しておりますが、

《第３次広域計画の策定についての反対討論》

マイナンバー制度活用を前提にした事項を計画に盛り込むべきではない
くれまつ順子議員
【くれまつ議員】第3次広域計画の策定に関する議案

短期保険証発行者数は899名

に、反対の立場から討論を行います。

となっています。高齢者のみ
なさんが、いつでも安心して

廃止すべき制度を５年も継続する
反対の第一の理由は後期高齢者医療制度を2017年
から５年間継続してすすめていく内容であるからで
す。
後期高齢者医療の保険料は２年ごとの改定を繰り
返し、第二次広域計画策定時の平均保険料79,962円
が今では82,144円へと上がりました。

医療が受けられる状況には遠
のいている現状があります。
年齢で区別する後期高齢者医
療制度は、もとの老人保健法
にもどすべきです。

マイナンバーは情報漏えいの懸念

後期高齢者の医療費は制度発足当より増えている

反対の第２の理由は、個人情報の漏えいやなりす

中で、高齢者の保険料も増えている中で、消費税増

ましなどが懸念されるマイナンバー法の活用が見込

税も加わって、保険料の滞納者が増えています。保

んだ事務計画がもりこまれているために、被保険者

険料を払えずに、滞納されている方も増えています。

のプライバシーを守れなくなる懸念があるからです。
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《一般質問》
懇談会委員の公募／人間ドック・脳ドック／歯科
健診／高齢者負担増について
くれまつ順子議員
従来通りの無作為抽出された中から委員を選定する

懇談会の公募委員について

方法を変えるお考えはないとの答弁でした。私は、
制度に関心をもたれている方を公募する方が、無作

６連合が懇談会の公募委員を選任、
愛知県でも公募で懇談会委員を
【くれまつ議員】後期高齢者医療制度に関する懇談
会の公募委員の選定方法について、伺います。
全国すべての後期高齢者医療広域連合では懇談会
等により被保険者の意見を聞く場が設けられている
と聞いております。その中で、被保険者の選任を公
募で行っているところは北海道、青森、神奈川、富
山、鳥取、香川の６つと聞いております。

為抽出の方法より、懇談会においてより積極的にご
意見をいただけるのではないかというふうに考えま
す。愛知県国健康保険運営協議会の公募の仕方では、
レポートの提出が募集要項に含まれておりました。
他の広域連合などで公募されているところの状況を
調べて委員の選定方法を見直されるよう要望します。

人間ドック・脳ドックについて

へ募集をしているとのことです。他の公募をしてい

2016年度交付金を申請した自治体数
や受診者数は

る広域連合と同様に、すべての被保険者の方に呼び

【くれまつ議員】人間ドック・脳ドックについて、

かけて、公募委員を募集すれば、高齢者医療制度に

伺います。愛知県の市町村においては、後期高齢者

関心を持たれている方から積極的なご意見をいただ

への人間ドック・脳ドックの費用助成を行っている

けるのではないでしょうか。

自治体があります。国は、平成20年度より長寿・健

愛知県広域連合では、無作為抽出された400人の方

別の団体ですけれども、愛知県は、国民健康保険

康増進事業として、人間ドックや脳ドックの被保険

制度の広域化にむけて、愛知県国民健康保険運営協

者の自己負担分を除く費用の全額が特別調整交付金

議会を今年３月に設置することを発表しましたが、

として市町村に支出しています。被保険者は通常の

その運営協議会の被保険者を代表する委員を公募し

３割負担で受診できるために、この制度を受ける自

ています。新たなスタートをする国民健康保険運営

治体が少しずつ増えています。そこで、２点お伺い

協議会において公募されることも参考にして、後期

します。

高齢者医療制度の懇談会の委員を公募してはどうで
しょうか。

１つは、2016年度交付金を申請している自治体の
数と受診者の人数についてお答えください。

各自治体へ提供する個人情報は
【事務局長】制度について詳細な知識のないまま被

20自治体が申請、人間ドック5,434人
脳ドックが756人受診

保険者となっている方も、数多くお見えになると考

【事務局長】今年度は20市町村に特別調整交付金の

えています。そうした皆様からも意見を頂戴するこ

申請をいただいており、受診者数につきましては、

とも必要と考え、無作為に抽出した方から、委員を

年度末までの受診見込みで、人間ドックが5,434人、

お願いしている。

脳ドックが756人の計6,190人です。

公募委員からは積極的に意見をいただいている。

他の自治体へ広げる方針はないか

なお、被保険者の方等の意見は、ホームページや印
刷物に問合せ先を掲載して、対応させていただいて
いる。

制度に関心をもっている方を公募する方が、
より積極的に意見をいただける（意見）
【くれまつ議員】懇談会の委員の選定については、
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【くれまつ議員】２つは、広域連合として人間ドッ
ク・脳ドックを広域連合内の他の市町村に拡大する
べきと考えますが、この制度についての課題と今後
の方針についてお答えください。

各自治体へ働きかける
【事務局長】特別調整交付金の申請をいただいてい

名古屋市政資料 №194 愛知県後期高齢者医療連合議会（（2017年第1回定例会）
2016年度 人間ドック・脳ドック実施市町村
（後期高齢者医被保険者対象分）
市町村数

交付金
申請

交付金
未申請

合計

歯科健診について

市町村名

平成28年度の実施市町村数や受診者
数などはどうか

豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城
市、蒲郡市、江南市、小牧市、新城市、大府市、
20
知立市、高浜市、岩倉市、北名古屋市、長久手市、
扶桑町、大口町、幸田町、飛島村

4

【くれまつ議員】後期高齢者の健康診査事業の一つ

春日井市、西尾市、弥富市（人間ドック事業とし
て、後期高齢者医療健康診査を兼ねて実施したも
のは対象外）

として、歯科検診も国から3分の１の補助金支出のも

大治町（総費用額と同額程度を被保険者が自己負
担しているため）

広域連合においては2015年から実施されています。

とに実施されておりますが、愛知県後期高齢者医療
この事業は、健全な食生活と肺炎等の病気の予防

24

の観点から後期高齢者の健診事業に加えられている

るのは20市町村にとどまっており、市町村数の増加
が課題でございますので、引き続き市町村課長会議
において働き掛けてまいります。

34自治体が申請しない理由、希望す
る人はすべて受診できるか（再質問）
【くれまつ議員】人間ドック・脳ドックの事業は特
別調整交付金を受けている20市町村で受診者数は人
間ドック5,434人、脳ドック756人と言う答弁でした。
愛知県の広域連合に参加されている自治体は54です
から、34自治体で特別調整交付金を受けていない理
由と逆に特別調整交付金を受けている市町村では募
集人員に対して申し込みをされる人数は多いのか、
特別調整交付金を受けている自治体でのこの事業へ
の評価について伺います。

と思いますが、歯科検診について２点、お伺いしま
す。一つは、歯科検診の事業は、どのような高齢者
に対して行われているのか、実施している市町村の
数と受診人数、実際の補助額、二つは、事業の評価
と今後の方針です。

20自治体で4,244人、他へ働きかける
【事務局長】病院に６月以上継続して入院している
者及び介護施設入居者等を除き、被保険者の資格を
有している者を対象者として実施しています。
今年度は年度末までに、20市町村、4,244人の見込
みであり、補助額は4,536,000円です。
歯科健診も、補助を受けているのは20市町村にと
どまっており、市町村数の増加が課題ですので、引
き続き市町村課長会議において働き掛けていきます。

補助を受けない自治体の理由と
希望者数は（再質問）

交付対象外などが理由、半分以上
で申し込みが少ない
【事務局長】34市町村が特別調整交付金の申請を行っ
ていない理由につきましては、人間ドック・脳ドッ
クを実施しているものの、後期高齢者の被保険者を
対象としていない自治体が15、実施内容が特別調整
交付金の交付対象とならない自治体が４などです。
募集人員に対する申し込み人数につきましては、募
集人員を設けている自治体は12ございまして、この

【くれまつ議員】歯科検診の事業は補助金を受けて
いる20市町村で受診者数は4,244人と言う答弁でした。
愛知県の広域連合に参加されている自治体は54です
から、34自治体で補助金を受けていない理由と逆に
補助金を受けている市町村では募集人員に対して申
し込みをされる人数は多いのか、補助金を受けてい
る自治体でのこの事業への評価について伺います。

うち、申し込み人数が募集人員を超えている自治体

各他部署との調整不足などが理由

が４、申し込み人数が募集人員を割り込んでいる自

【事務局長】34市町村が補助金を受けていない理由

治体が８、でございます。

2016年度 歯科健診事業実施市町村
（後期高齢者医被保険者対象分）

また、市町村に評価を伺ったところ、ほとんどの
ところが特別調整交付金の交付要件は妥当である、

市町村数

市町村名

としております。
なお、今後受診者数や実施市町村数が増加しても、

補助金申請

20

満額が交付されるよう、国の予算枠を確保してほし
い、という意見がございました。

独自実施
合計
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名古屋市、春日井市、碧南市、刈谷市、蒲郡
市、江南市、岩倉市、豊明市、日進市、北名
古屋市、弥冨市、あま市、長久手市、豊山町、
大口町、大治町、東浦町、武豊町、飛島村

5 岡崎市、小牧市、扶桑町、南知多町、東栄町
25
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については、後期高齢者の被保険者を対象としてい

として実施しているところです。

ない自治体が29あり、このうち、広域連合が補助を

県内全54市町村に事業規模を拡大しますと、必要

開始した平成27年度から日が浅いため、実施にあたっ

経費が国の交付基準または予算枠を上回ることが見

ての他の部署や関係機関との調整ができていないと

込まれますので、不足する財源を、保険料へ転嫁す

するところが８団体です。

る、あるいは市町村に求めることとなります。市町

このほか、後期高齢者を対象に実施しているもの
の、受診者数が少ないため、費用対効果の観点から
補助申請をしなかった自治体が５です。

村の負担につきましては、各市町村において、議会
を含めた意思決定が必要です。
こうしたことから、広域連合といたしましては、

募集人員に対する申し込み人数につきましては、
募集人員を設けている自治体は２団体でございまし

これらの事業については、当面、現行のとおり実施
していかざるを得ないと考えています。

て、いずれも申し込み人数が募集人員に達しており
ません。
市町村に評価を伺ったところ、補助要件について

後期高齢者医療制度の
一連する改悪について

変更してほしいという意見はありません。課題とし
て、高齢のため受診しに行くのが困難な方が多い中、
受診率を高めること、を挙げるところもありました。

広域連合で健診実施を（再再質問）

改悪しないよう国へ求めるべきだ
【くれまつ議員】後期高齢者医療制度の一連する改
悪について、伺います。

【くれまつ議員】人間ドック・脳ドック及び歯科検

保険料の低所得者への特例軽減の縮小廃止や高額

診について、現状は現在愛知県内54市町村の中で20

療養費の大幅引き上げ、さらに窓口負担の２割への

の市町村が実施状況です。実施自治体を増やすため

引き上げなど、一連する後期高齢者医療保険制度の

に、実施されている自治体での評価をお聞きしまし

改悪について、これ以上実施しないように広域連合

た。特段のご意見はないけれども、経費を確保する

として国に対応を求める考えはないか、伺います。

ことが課題であるとのお答えであったかと思います。
そこで、広域連合が独自に、54市町村を対象に人間
ドック・脳ドック及び歯科健診を行えば、この事業
の参加自治体を増やせるのではないかと考えまして、
提案しますが、お答えください。

「改悪」という評価は不適当。
必要な要望は行う
【事務局長】制度見直しによって高齢者の方々に求
められることとなる負担増を、「改悪」と評価する
ことは適当ではないのではないかと考えます。

全自治体へ広げると財源不足になる
ので、現行通りで行く

後期高齢者医療制度の見直しに対する要望につき
ましては、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通

【事務局長】現状は、市町村ごとに実施にバラつき

じ、現行制度維持の要望を前提として、やむを得ず

があることから、国庫支出金及び保険料を財源に全

見直す場合には、必要な受診を控えることとなるよ

市町村へ委託して実施している特定健診とは異なり、

うな内容としないこと、低所得者へ配慮すること、

これらを国庫支出金の範囲での市町村への補助事業

及び急激な負担増とならないようきめ細やかな激変
緩和措置を採ることなどを国に要望している。
今後も、機会を捉えて、こうした要望活動を実施
したいと考えております。

連続改悪でどれだけの負担を強いる
のか（再質問）
【くれまつ議員】保険料の所得割軽減の廃止、元被
扶養者の一律軽減の廃止や、高額療養費の上限引き
上げ、医療費の窓口負担の引き上げなどによる、高
齢者の負担増について、「改悪」と評価することは、
適当ではないとの答弁でした。今回の高齢者の方方
への大きな負担増は、納得がいくものではありませ
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ん。

おりますが、制度見直しによる2017年、2018年、20

今回の条例改正や予算などで示されている後期高

19年の負担額についてお答えいただきました。

齢者への負担増、すなわち、保険料の所得割軽減の

保険料軽減措置見直し、所得割軽減縮小廃止で、

縮小・廃止、元被扶養者の均等割軽減の段階廃止に

2017年7億6千万円、2018年度5億1千万円、元被扶養

よる負担増、高額療養費制度の上限引き上げによる

者の軽減見直しでは2017年4億5千万円、2018年4億

負担額について、それぞれ2017年、2018年、2019年

2千万円、2019年7億４千万円。

一体高齢者にどれだけの負担を強いることになるの

高額療養費制度の見直しでは2017年10億４千万で

でしょうか、お尋ねします。

あるとのこと。
おこたえいただいた額を合計しますと39億2千万円

高額療養費の見直しで、2017年度は
10億円。以後は計算していない

にもなります。2018年、2019年の高額療養費制度の
負担増額を2017年と同額程度見込めば、一連の負担

【給付課長】高額療養費制度の見直しにより、被保
険者の負担は2017年度に10億4千万円の増となります。
この影響額は、平成29年度予算を作成するにあたっ

増の金額は2018年49億円、2019年は59億円という大
きな負担増になるのを見過ごすわけにはまいりませ
ん。大きな負担増によって、受診を我慢して、症状

て積算したものであり、以降の影響額は積算してお

が悪化してから医療を受けるということにならない

りませんので、お答えすることができません。

か、大変心配であります。連合長にお伺いします。

なお、国も平成29年度のみ影響額を示していると

高齢者の命と健康を守るために、大きな負担増を行

ころでございます。

わないように国に強く要望してください。今回の医

所得割の軽減見直しで12億円、元被扶
養者の軽減見直しで15億円の負担増

療制度見直しによる数十億もの負担増の対応につい
てお伺いします。

【管理課長】軽減措置の見直しによる負担増につい

必要な受診を控える内容とならない
よう、しっかり要望していく(連合長)

て、過去の動向を基に算出した被保険者数と、平成
28年度確定賦課時点の所得データで算出した平成

【連合長】確かに、お一人お一人を見ますと、負担

29年度保険料の試算ベースでお答えいたします。

増になる方というのはいらっしゃるわけでございま

所得割の軽減見直しにより、被保険者の負担は20

す。ただ、今回の制度改正は、世代間の公平性、ま

17年度に７億６千万円の増、さらに、2018年度に５

た同世代の中での公平ということから、負担能力に

億１千万円の増となります。

応じた負担を求めるものとして私どもは受けとめて

元被扶養者の軽減見直しにより、被保険者の負担

いるところでございます。

は2017年度に３億９千万円の増、2018年度に４億２

それぞれについてはもう事務方からも答弁がござ

千万円の増、さらに、2019年度に７億７千万円の増

いましたので、重ねてもうし上げることは控えます

となります。

けれども、この後期高齢者医療制度というものが被

負担増は39億円（再々質問）

保険者の方にお支払いいただく負担金等を合わせて、
広く皆様の税金と、さらに現役世代からの支援金で

【くれまつ議員】改悪ではない、見直しと言われて
保険料の差し押さえ（滞納処分）
差し押さえ
対象
預貯金
年金

2013年度
件

保険料の滞納処分実施者数と金額

2014年度

金額(円)

件

金額(円)

2015年度
件

金額(円)

実施年度

70 11,270,735

84 11,797,492

55

7,362,826

10

43 10,129,444

18

3,726,000

2,734,830

滞納処分
人数

金額（円）

2008年度

0

0

2009年度

19

1,804,540

2010年度※

58

13,011,355

不動産

9

4,806,372

7

217,000

6

2,263,000

2011年度

128

43,634,818

生命保険

4

1,424,300

6

953,800

2

48,100

2012年度

99

16,664,787

給与

-

-

1

276,600

-

-

2013年度

88

20,501,237

2014年度

117

24,328,136

2015年度

86

15,537,926

国税等還付金

3

265,000

6

2,475,700

4

700,500

その他

-

-

4

1,055,700

5

1,437,100

計

99 20,501,237 151 26,887,736

90 15,537,926
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※2010年度までの数値は、差押え、参加差押え、交付要求を対象としているが、20
11年度以降の数値は、差押えのみを対象としている。（国報告における滞納処分の
定義の変更によるもの。）
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成り立っているわけでございます。高齢化社会の中

れたわけでございます。くれまつ議員がご指摘のと

で増える医療費、新しい薬、高い薬も出てくるわけ

おり、必要な受診を控えると、こんなことは絶対あっ

でございましけれども、それを誰かが負担しなけれ

てはならないと思っております。今回のことは当た

ばいけないという中でぎりぎりの議論、検討が行わ

らないと考えておりますけれども、今後とも続く医

れて、その後に成り立つ成案であろうと私どもは受

療保険制度の見直しにあたりましては、もういろん

け取めております。

な機会をとらえて制度設計を行う厚労省であったり、

低所得者への配慮という点で、今回の改正も９割
軽減、8.5割軽減のところについては、現状は維持さ

国に対してはしっかりと現場で起きていることを伝
えていきたいと考えております。

【請願審査（全員協議会での説明）】
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
くれまつ順子議員
広域連合議会での請願は、定例会開会の３週間前までに議会事務局で受理した請願を、当該定例会で審査等を行
います。議員に対する説明は本会議前の全員協議会（非公開）で紹介議員が行い、本会議では、事務局が請願説明
とそれに対する見解を述べたうえで質疑・討論・採決が行われます。

【くれまつ議員】後期高齢者医療制度の改善を求め
る請願書の趣旨説明を行います。

また、70歳以上の高額療養費制度の負担上限引き
上げ、療養病床に入院する65歳以上の光熱水費の負

請願事項１について申し上げます。

担増が、予算案に盛り込まれています。

安倍政権は社会保障費の伸びの一律カット路線を

これらが実施されれば大幅な負担増となり、高齢

すすめています。2017年度予算案では高齢化などに

者の生活を圧迫し必要な医療を受けられない事態を

よる社会保障費の年１兆円近い「自然増」を1,400億

招く懸念があります。このような見直しを行わない

円削減し、「経済・財政再生計画の改革工程表」20

ように関係機関へ働きかけを求めるものです。

16改定版（以下、工程表という）を昨年末に決めま

請願事項２について申し上げます。

した。工程表には、医療・介護提供体制の適正化や、

保険料は制度創設以来、２年ごと改定のたびに増

負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化など、

え続けております。低所得者に対する保険料の軽減

社会保障費の抑制のメニューが示されています。

措置も実施されていますが、まだまだ負担が重いの

後期高齢者医療制度の保険料アップをし、後期高

が実情です。東京都や石川県では独自に生活困窮世

齢者の窓口負担の在り方について、70歳から74歳の

帯への所得割軽減を実施しています。愛知県におい

窓口負担の段階的な引き上げの実施状況等も踏まえ

ても同様な措置の実施を求めるものです。

つつ検討と記されています。今後は75歳以上の窓口

請願事項３について申し上げます。

負担については、前期高齢者が後期高齢者医療に加

一部負担金は、現在、生活保護基準の1.15倍以下

入するタイミングである、2019年に75歳以上の窓口

の所得で減免、1.3倍以下で5割軽減となっています

負担を現在の１割から２割にする方向です。

が、生活保護基準そのものが引き下げられています。
真に困窮している人に対する制度として機能させる

短期保険証交付者の所得階層（各年12月末）
所得階層

2015年

ために、一部負担金減免の対象の拡大を求めるもの

2016年
保険料法定軽減区分別対象者数（2016年12月末）

０円

370

371

～58万円

140

140

58～200万円

346

316

９割軽減

220,398

83

200～400万円

56

53

8.5割軽減

131,315

84

400～600万円

18

9

５割軽減

69,478

89

600万円～

8

10

２割軽減

83,912

113

938

899

均等割軽減なし

388,508

530

計

893,611

899

計

均等割軽減区分

所得階層は保険料算定に用いる「旧ただし書き所得」（所得金額から33万円を控除し
たもの）を基として階層別に区分
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短期証交付者数

名古屋市政資料 №194 愛知県後期高齢者医療連合議会（（2017年第1回定例会）
です。

した400人に募集チラシを送付する方法を取っていま

請願事項４について申し上げます。

す。意欲と能力のある委員を選任するには、広く呼

受診機会を保障する上では、短期証の発行は好ま

び掛けをする方が効果的であると考えます。

しくありません。また、財産差し押さえも生活その

請願事項６について申し上げます。

ものへの影響が懸念されるものです。滞納者に対し

葬祭費は本来100％支給されるべきものですが、現

ては、勧奨に努め、分割納付を活用するなど、丁寧

状、申請漏れと思われる未支給分があります。未申

な対応がなされるべきものです。

請者に対し、申請勧奨の実施を求めるものです。

請願事項５について申し上げます。

以上請願項目の趣旨について申し上げました。い

後期高齢者医療制度に関する懇談会の公募委員の

ずれも、後期高齢者医療の運営に対する、建設的な

選任にあたっては、多くの広域連合が、広報誌など

問題提起であり、多くの議員の皆さんの賛同をご期

で公募しているのに対し、愛知県では無作為に抽出

待申し上げます。

【請願審査（採択を求める賛成討論）】

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
くれまつ順子議員
高齢者が医療を受けられなくなる
【くれまつ議員】内閣府が昨年末にとりまとめた経

後期高齢者医療制度の改善を求める請願書

済・財政再生計画の改革工程表の社会保障分野では、

【請願趣旨】

医療・介護提供体制の適正化や負担能力に応じた公

者の生活を圧迫し必要な医療を受けられない事態を

後期高齢者医療制度の愛知県の保険料は、2016年2月の改定
で2.3％値上げされました。しかし、政府は、後期高齢者医療
の窓口負担割合引き上げや入院時の居住費負担増などを計画
しています。政府・与党で2016年末に合意した高齢者の高額
療養費特例見直しは、70歳以上の６割以上が引き上げの対象
となります。公的年金給付が切り下げられているなか、この
ような国の計画は容認できるものではありません。
また、愛知県として独自の保険料軽減や一部負担金の減免
制度を設けることも必要です。
後期高齢者医療制度に関する懇談会の委員は、愛知県広域
連合の調査では、全国で６広域連合が、被保険者からの公募
を実施しており、愛知県広域連合としても広く公募をすべき
です。
葬祭費の支給は申請が必要ですが、平成27年度には2,032件
（4.3％）が支給未申請となっており、前年比でも増加し、
「周知は十分図られている」とはいえない状況にあります。
全国で９広域連合が申請勧奨しており、愛知県広域連合とし
ても申請勧奨をすべきです。
私たちは、後期高齢者医療制度の速やかな廃止を求めてい
ますが、後期高齢者のいのちと健康を守る立場から、当面、
直ちに次の事項の実現を求めます。

招く懸念があります。

【請願事項】

平な負担、給付の適正化など、社会保障費の抑制の
メニューが示されています。医療保険における後期
高齢者の窓口負担の在り方について、70歳から74歳
の窓口負担の段階的な引き上げの実施状況等も踏ま
えつつ、関係審議会等において検討し、結論と記さ
れています。今後は75歳以上の窓口負担については、
前期高齢者が後期高齢者医療に加入するタイミング
である、2019年に75歳以上の窓口負担を現在の1割か
ら２割にする方向です。
また、70歳以上の高額療養費制度の負担上限引き
上げ、療養病床に入院する65歳以上の光熱水費の負
担増が2017年度の国の予算案に盛り込まれています。
これらが実施されれば大幅な負担増となり、高齢

負担増をやめさせて
請願事項１は、後期高齢者の医療費の窓口負担を
引き上げや、高額療養費制度の負担上限引き上げを
行わないように国に働きかけを求めるものです。

県独自に保険料の軽減を
請願事項２は、制度創設以来、改定のたびに増え
続けている保険料の独自軽減を求めるものです。低
所得者に対する保険料の軽減措置も実施されており
ますが、まだまだ負担が重いのが実情です。それば
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1．国に対して、後期高齢者の窓口負担割合引き上げや高齢者
の高額療養費特例見直しを行わないよう、求めてください。
2．低所得者に対し、愛知県独自の保険料と窓口負担の軽減制
度を設けてください。
3．一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。
4．保険料未納者への「短期保険証」の発行はやめ、「財産の
差し押さえ」は行わないでください。
5．愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会の公募委員は、
無作為抽出によるものでなく、広く被保険者から公募する
よう改めてください。
6．後期高齢者医療葬祭費の支給に関して、申請勧奨してくだ
さい。
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かりか保険料特例軽減への廃止の方向が打ち出され

自治体別短期保険証交付状況 （各年12月末）

ております。東京都や石川県では独自の負担軽減を

2012年

2013年

2014年

2015年

名古屋

235(69)

268(94)

357(86)

399(88) 389(110)

豊橋市

26( 4)

43

63

66

64

請願事項３は、一部負担金減免の対象の拡大を求

岡崎市

42

44( 1)

44( 1)

53( 6)

44( 8)

めるものです。一部負担金は、現在、生活保護基準

一宮市

20

25( 4)

54( 8)

61( 3)

66( 2)

の1.15倍以下の所得で減免、1.3倍以下で５割軽減と

瀬戸市

12

10

24

12

なっていますが、生活保護基準そのものが引き下げ

半田市

18( 3)

16( 4)

13( 5)

13( 4)

16( 5)

られています。真に困窮している人に対する制度と

豊川市

68

27

34

32

27( 6)

して機能させるために、一部負担金減免の対象の拡

刈谷市

5

豊田市

57

88

57

66

50

安城市

31( 3)

24( 2)

26

31( 1)

31( 2)

11

12

10

27( 4)

20( 3)

17( 4)

18( 2)

18( 1)

15( 1)

実施しており、愛知県においても同様な措置の実施
を求めるものです。

窓口負担の軽減拡大を

大が必要であると考えます。

短期証発行や差し押さえはやめよ

7( 2)

8( 1)

6( 1)

2016年

8

8( 1)

請願事項４は、短期保険証と差し押さえの問題で

西尾市

-

す。保険料の支払いが困難な方にとっては、短期保

蒲郡市

7( 2)

険証の発行や財産の差し押さえなどの処分では、根

小牧市

4

9

稲沢市

12

16

新城市

3

3( 1)

3

東海市

5

1

1

3

3

大府市

-

-

-

3

3

中しています。滞納者に対して納付勧奨に努め、分

知多市

3( 1)

7( 1)

5( 1)

5

9( 2)

割納付を活用するなど、その方の生活に寄り添い丁

知立市

6( 1)

4

2

6

5

寧な対応がなされるように、広域連合から各自治体

尾張旭市

-

-

-

5

5

への支援強化していくことが必要であると考えます。

岩倉市

1

-

1

4

11( 1)

豊明市

7( 1)

6

9

13

12( 1)

請願事項５の後期高齢者医療制度の懇談会の公募

日進市

6

3

-

2

委員についてです。６つの広域連合では、広く被保

田原市

14

17( 2)

13( 3)

19( 3)

20( 1)

険者から公募しています。国民健康保険の広域化に

愛西市

19( 3)

22

18( 5)

19( 1)

14

向けて愛知県国民健康保険運営協議会が3月に設置さ

北名古屋市

-

-

-

-

れますが被保険者の代表委員は公募で選定されます。

弥富市

5( 2)

6( 2)

4

2( 1)

5( 2)

後期高齢者医療制度について関心を持たれている方、

みよし市

1

4

3

1

本的な問題は解決しません。短期保険証の発行は20
15年12月末 938件、2016年12月末 899件もあります。
899件の内訳は、所得０円以下は371名、所得58万円
以下が140名、所得200万円以下が316名とここまでで
９割の方が該当しており、所得が低い方に問題が集

懇談会の委員は広く公募で

意見を述べたい方はたくさんいらっしゃると思いま
短期保険証交付者の負担区分内訳（各年12月末の人数）
一部負
担割合

課税
非課税

3割
課税

1割
非課税
計

負担区分

2013

2014

2015

2016

現役並み所得
者

62

80

73

76

基準収入適用
(現役並み所得)

16

10

14

2

一般

443

493

593

577

区分I・区分Ⅱ
(未申告者含む)

189

251

258

244

710

834

938

899

あま市

18( 6)

15( 2)

14
17( 6)

7

19( 6)

6
12( 3)

24( 7)

5
11( 2)

1

13( 1)

19( 2)

東郷町

4

2

1

1

1

大治町

6

4

1

6

3( 2)

蟹江町

-

-

-

1( 1)

1

飛島村

-

-

-

1

0

阿久比町

-

-

-

1

1

美浜町

-

4

3

3

3

武豊町

2

3

3

7( 1)

4

幸田町

4

5

4

3

4

合 計

641(95) 710(121) 834(122) 938(123) 899(153)

（注）カッコは、有効期間が経過し、未更新となっている件数
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すので、広く呼び掛けて委員を選ぶべきと考えます。

被保険者数の状況（年度末）

葬祭費の申請漏れがないように

年度

被保険者数 対前年度比 65歳以上75歳未満 対前年度比
（人）
（％）
の障害認定者(人)
（％）

請願事項６の葬祭費支給による申請勧奨について

2010

696,054

104.2

40,906

です。葬祭費は本来100%支給されるべきものですが、

2011

724,297

104.1

40,598

99.3

現状、申請漏れと思われる未支給分があります。未

2012

755,704

104.3

41,595

102.5

申請者に対し、申請勧奨の実施を求めるものです。

2013

778,651

103.0

42,989

103.4

2014

807,006

103.6

43,483

101.2

2015

840,979

104.2

42,853

98.5

ぜひ採択を

98.3

以上、いずれも、後期高齢者医療の運営に対する、
年齢階層別被保険者数の状況（年度末）（単位：人）

建設的な問題提起であり、本請願の採択を求めて討

年度 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳

論を終わります。

2011

18,441

22,157

304,445

204,228

114,542

45,541

2012

19,200

22,395

314,020

215,227

121,142

48,354

2013

19,647

23,342

317,238

222,921

128,230

51,477

2014

20,329

23,154

324,280

233,245

134,393

54,969

2015

21,198

21,655

335,818

244,421

140,903

58,861

被扶養者であった被保険者の状況（年度末）
年度

被保険者数
(人)

被扶養者であった
被保険者(人)

被保険者数に占め
る割合(％)

2010

696,054

79,036

11.35

2011

724,297

78,249

10.80

2012

755,704

78,024

10.32

2013

778,651

76,892

9.88

2014

807,006

76,012

9.42

2015

840,979

75,701

9.00

所得区分別被保険者数の状況（年度末）
年度

被保険 現役並所得
者(人) 人数 (％)

一般
人数

(％)

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

人数

人数

(％)

(％)

2011 724,297 67,972 9.38 425,965 58.81 124,120 17.14 106,240 14.67
2012 755,704 67,392 8.92 442,990 58.62 134,038 17.74 111,284 14.73
2013 778,651 68,560 8.80 453,019 58.18 142,367 18.28 114,705 14.73
2014 807,006 71,972 8.92 464,752 57.59 151,422 18.76 118,860 14.73
2015 848,979 72,913 8.67 480,812 57.17 163,881 19.49 123,373 14.67
現役並み所得（3割負担）：同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者
の方がいる世帯の方。
一般（1割負担） ：現役並み所得、区分II、区分Iに該当しない方
区分Ⅱ（1割負担）：市町村民税非課税世帯で、区分Iに該当しない方。
区分Ⅰ（1割負担）：世帯全員の各種所得（公的年金は控除額を80万円で計算）が0円の方。
世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給
している方。
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名古屋港管理組合議会３月定例会（2017年3月27日～29日）
名古屋港管理組合議会３月定例会について
一、名古屋港管理組合議会3月定例会は、3月27日か

質問しま

ら29日の会期で行われました。

３月議会の日程

した。

一、名古屋港管理組合議会には、愛知県と名古屋市

一、日本共

から各15名、計30名の議員が選出されています。

産党は一

日本共産党は、名古屋市議会から高橋ゆうすけ議

般会計予

員、山口清明議員の２名が選出され、県会からの

算と給与

選出はありません。

条例改正

月

日

会議

内容

議員総会

議案説明・資料要求
その他事務説明

特別委員会

ガーデンふ頭にぎわ
い創出特別委員会

3月27日(月)

本会議

提案説明
一般質問・議案質疑

3月28日(火)

委員会

議案審査・意思決定

3月29日(水)

本会議

委員長報告・採決

3月13日(月)

一、企画総務委員会と港営建設委員会の２つの常任

の２件に

委員会のほか、特別委員会として、ガーデンふ頭

反対しま

にぎわい創出特別委員会（全議員参加）、決算特

した。27日には閉会中に審査された2015年度決算

別委員会が一般・特別会計と公営企業開閉の２つ

4件の採決が行われ、一般会計決算と事業会計決

の委員会が設置されています。

算の２件に反対しました。四日市港と名古屋港を

一、議案は2016年度補正予算案や2017年度予算案、

一体で管理する伊勢湾運営会社の設立に反対した

条例改正案の9件が提案されました。

ものです。

一、一般質問には高橋ゆうすけ議員と山口清明議員

一、自民の県議が展示場で一般質問。知事にできな

がたち、空見ふ頭の大型展示場建設問題、ポート

いことを言わせました。議運では議長から「でき

アイランドの活用に向けたアクセス問題、港の賑

ない」旨の決議の提案もされましたが、不適切と

わいづくりの課題、港湾運営会社の問題について

いう意見に撤回、閉会挨拶で同内容で議長があい
さつを行いました。

日本本共産党議員の委員会所属.0
委員会
議会運営委員会
常任委員会

議員
高橋ゆうすけ

企画総務委員会

高橋ゆうすけ

港営建設委員会

山口清明

ガーデンふ頭にぎわい創出特別委員会

高橋ゆうすけ
山口清明

特別委員会 一般・特別会計特別委員会
公営企業特別委員会

高橋ゆうすけ
山口清明

名古屋港管理組合について
所在地

名古屋港の概要（2015年度 ）

名古屋市港区港町１番１１号
（地下鉄名港線｢名古屋港駅」1番出口すぐ）
電話052-661-4111

開港

明治40年（1907年）

区域

４市１村（名古屋市、東海市、知
多市、弥富市、飛島村）にわたる
陸域（4,216万㎡で日本最大規模）
と水域（8,184万㎡）

取扱貨物

総取扱貨物量1億9,798万トン
（14年連続日本一）

管理者

愛知県知事と名古屋市長が2年交替で就任
平成27年9月8日～現在：大村秀章愛知県知事

設立

昭和26年（1951年）9月8日

職員数

587人（平成28年4月1日現在）

職務概要

愛知県と名古屋市を母体にした一部事務組合形式の特別地方公共団体。 貿易額
16兆8,706億円（国内第２位）
名古屋港の港湾管理者として、名古屋港の開発・運営から将来計画の
外貿コンテナ貨物 247万TEU（国内第３位）
策定、船舶に対する諸サービスなど、多岐にわたる業務を行う。

予算規模
2016年度

一般会計287億6,000万円
基金特別会計2億4,150万円
施設運営事業会計22億6,300万円
埋立事業会計13億9,000万円
計326億5,450万円
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名港議会での議案に対する態度（2017年3月27・29日）
2017年3月 名古屋港管理組合議会
議案名

議案一覧（3月29日採決2015決算は27日）

名古屋市会選出 県議会選出
結果
共 自 民 公 減 自 民 公

概要

267億円。前年比▲7.1％。県市負担金79億円。四日市
港と一体化した伊勢湾港湾運営会社の設立など国際競
2017年度名古屋港管理組合
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 争力・産業競争力の強化などに35億円、安全確保、防
一般会計予算
災対策等に67億円、シャチ購入に4億8000万円など親し
まれる港づくりに24億円など。一般職員448人。▲8人。
6.7億円。179.3％増。水族館振興基金499.0％増、海事
2017年度名古屋港管理組合
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
基金特別会計予算
文化振興基金▲58.1％増、環境振興基金623.3％。
支出50億円。122.8％増。上屋40棟、貯木場8か所、荷
2017年度名古屋港管理組合
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
施設運営事業会計予算
役機械8基、ふ頭用地238万㎡。利用料41億円等。
2017年度名古屋港管理組合
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 支出13.8億円。▲0.1％。西部地区、南５区埋立地など。
埋立事業会計予算

給与条例の一部改正

名古屋市の給与改定に従い、2017年4月から0.18％引き
下げ、期末手当は2016年4月から4.135月から4.35月に、
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 2017年4月からは4.3月に。育児休業等に係る子の範囲
を拡大。専任副管理者の期末手当を2016年4月からは3.
101月から3.201月に、2017年4月からは3.25月に。

新たに16.4万㎡を整備し256万㎡のふ頭用地を2021年度
名古屋港管理組合港湾整備
事業の設置等に関する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 目標に提供。港湾施設の整備めどを2016年から2020年
の一部改正
に改め、規模を縮小する。
３企業体による事後審査型一般競争入札でみらい・中
工事請負契約の締結（大江
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 日・東海特定建設工事共同企業体が9億7740万円で。陸
ふ頭岸壁改良工事４）
上地盤改良と上部工など一式。工期2018.10.31。
非公募でホーメックス（株）に指定。
指定管理者の指定（堀止緑
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
地）
2017.4.1～2018.3.31。
4億9800万円の減額補正。国の補正による直轄事業の増
2016年度名古屋港管理組合
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
一般会計補正予算
と公共事業費の内示との差額の精算。
2015年度名古屋港管理組合
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
一般会計決算
2015年度名古屋港管理組合
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
基金特別会計決算
2015年度名古屋港管理組合
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
施設運営事業会計決算
2015年度名古屋港管理組合
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
埋立事業会計決算
〇＝賛成 ●＝反対 ／ 共：日本共産党 自：自民党 民：民主党 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ
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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）

空見ふ頭の大規模展示場構想をどうする／ポートア
イランドへのアクセスには課題が多すぎる
高橋ゆうすけ議員
名古屋港管理組合議会は3月27日～29日の会期で行われ、2015年度決算の採決と2017年度予算案の審議・採決
などが行われました。日本共産党からは高橋ゆうすけ議員と山口清明議員が組合議会議員となっています。本会
議での一般質問を紹介します

建設予定地の周辺を見回してみると、工場や資材

空見ふ頭への
大規模展示場建設について

が置いてあるばかりです。もしここに大規模展示場
ができたとしても、周辺機能の整備をすることはで
きません。これは名古屋市の経済水道委員会所管事
務調査の説明資料でも明らかです。そこでお聞きし

大規模展示場としてふさわしい場所か

ます。

【高橋議員】空見ふ頭への大規模展示場建設につい

私はこのような場所が、大規模展示場を建設する

て、昨年の本組合議会3月定例会で、課題等につい

ためにふさわしい場所だとは思えませんが、管理組

て質問を行いました。その質問の中で、この地域が

合としてはどのように考えているのでしょうか。

工業の用に供する用地とされており、安全面の確保
名古屋市議会では、本年2月定例会において、空見

空見ふ頭は、産業や物流の拠点として
の利用を見込む（室長）

ふ頭への大規模展示場建設に向けた調査費が計上さ

【企画調整室長】空見ふ頭は、検討エリアの東側に

れ、賛成多数で可決されましたが、「（愛知県と名

鋼材やセメント等を取り扱う企業が立地し、産業や

古屋市の）両者の関係が解きほぐされ、調査に向け

物流の場となっており、引き続き、産業や物流の拠

た環境が整ったと認識しうる段階において、……議

点としての利用を見込んでいる。

にも課題が大きいことが明らかとなりました。一方

会が了承したうえで執行すること」という付帯決議

交通集中による渋滞の可能性や物流機能
が損なわれる恐れがあるのではないか

が添えられました。管理組合にとっても影響がある
のではないでしょうか。

【高橋議員】空見ふ頭に大規模展示場ができた場合、

まず、この地域は、先ほども述べた通り、港湾計

周辺の道路環境はどのようになるのでしょうか。空

画において、工業の用に供する工業用地として位置

見ふ頭の北側から流入する車両は、必ず通らなけれ

付けされています。大規模展示場を建設するにあたっ

ばならない汐止町という交差点があります。金城ふ

ては、この地域の土地利用の計画を見直さなければ
なりません。ではこの場所が、大規模展示場施設建
設場所としてふさわして地域なのでしょうか。

質問する高橋議員と
管理者（大村知事）
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頭への交通アクセスについては、この汐止町交差点

デッキ整備などの周辺整備も調査の中身として挙げ

で、一般車両と物流車両を分けるといった対策が進

られていますが、整備をすればその間、交通規制も

められることとなっています。しかし大規模展示場

発生する可能性もあります。また、港湾管理者とし

予定地は、物流車両が通る金城ふ頭線側に接してい

て見過ごすことのできない課題も数多くあるのでは

るだけです。伊勢湾岸道から来た人はどうなるか。

ないでしょうか。

インターチェンジを降りた後、そのまま進んでしま

港湾管理者として本組合が名古屋市に対して必要

えば、金城ふ頭線に出ることになり、一般車両と物

な情報の提供を求め、課題を指摘し、意見を申し述

流車両を分けることが難しい状況です。

べるべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。

更に見てみると、建設予定地の南北側については

市による調整の状況等を注視する（室長）

接する道路がありません。したがって、金城ふ頭線

【企画調整室長】名古屋市の構想には、今後の名古

側から入るしかないのが現状です。これでは、レゴ

屋市による調整の状況等を注視していく。

ランド開業にともなって行われる、交通の混乱を避

空見ふ頭への大規模展示場の建設は、
名古屋港の発展に資するか

けるための一般車両と物流車両を分ける方策も意味
のないものとなりかねません。
そこでお聞きします。もし仮に大規模展示場が空

【高橋議員】一番大事なことは、この空見ふ頭への

見ふ頭に建設されることになった場合、周辺地域に

大規模展示場が名古屋港の発展に資するのかという

おいて、交通集中による渋滞が発生する可能性はあ

ことです。現在ある金城ふ頭の国際展示場、愛知県

りますか。またそのことによって物流機能が損なわ

が建設を進めている空港島の大規模展示場、そして

れてしまうおそれはありませんか。

空見ふ頭への建設を進めれば県内に3つの展示場が

渋滞等による産業や物流へ大変大きな影
響が生じることが懸念される（室長）

でき、市民県民からも税金の無駄遣いとの批判があ
がっています。
また、人がたくさん集まることによって、この地

【企画調整室長】金城ふ頭は完成自動車を取り扱う

域の物流機能を支える名古屋港にとっても混乱する

物流拠点として機能し、レゴランド等の交流拠点開
発も進められ、空見ふ頭は産業や物流の拠点であり、
金城ふ頭へ通過するところ。仮に空見ふ頭へ新たに
展示場のような大規模集客施設を整備する場合には、
渋滞等による産業や物流へ大変大きな影響が生じる

ことになるのではないかと私は心配をしてきました。
河村名古屋市長は、「3つ合わせて日本一の展示場
になる」と、日本一にこだわっているようです。ポー
トメッセの拡張については、時代に合わせて必要で
あると私は思いますが、それ以上の拡張を、港湾の

ことが懸念され、一般車両と物流車両との抜本的な
交通対策が必要となる。

市に対して必要な情報の提供を求め、
意見を述べることはできるか
【高橋議員】名古屋市は今後、この地域に大規模展
示場が建設できるかどうかなど、様々な視点から調
査を行うとしています。あおなみ線への新駅設置、

空見ふ頭
（東邦ガス工場跡地）
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大切な役割である工業や物流機能を削ってまで行う

けで進められるものではありません。管理組合とし

必要があるのでしょうか。

て、冷静に判断し、名古屋市に対しても情報提供を

実際に課題が数多くある中、もし港湾計画を見直

求め、また意見を言っていただきたい、そのことを

して、空見ふ頭への大規模展示場の建設が進んだ場

強く要望します。

合、名古屋港の発展に資するのですか。

ポートアイランド調査について

既存の産業や物流に大きな影響が懸念さ
れ、慎重に見極める必要がある（室長）
のにぎわいづくりに寄与する施設ですが、空見ふ頭

莫大な費用のかかるポートアイランドへの
アクセスルートに実現の可能性はあるのか

への整備は、既存の産業や物流へ大変大きな影響が

【高橋議員】現在、

懸念され、慎重に見極める必要がある。

ポートアイランドは、

【企画調整室長】展示場施設は、産業の振興や地域

名古屋港の航路及び

空見ふ頭への大規模展示場の整備より金
城ふ頭の整備を優先すべし（意見）

泊地で毎年約100万㎥
発生しているしゅん

【高橋議員】展示場予定地周辺には様々な課題があ

せつ土砂を受け入れ

り、仮に建設を進めるようであればこの地域の産業・

るために、国が埋め

物流に大変大きな影響が出てしまうという答弁でし

立てを行っている区

た。実際に、展示場予定地のすぐ南側には、石油貯

域です。現在は、埋

蔵タンクが並んでいるような場所です。そして多く

め立てが進められて

の貨物車両が行き来をする場所です。名古屋市がこ

いるところであり、

のような場所に人がたくさん集まることになる大規

区分上は水面となっていますが、将来において、物

模展示場を作ろうとしていること自体、私は非常に
疑問を感じます。

ポートアイランドのアクセス基礎調査の概要
項目

名古屋市の調査は、県との調整が進み、市議会で
の了承が得られた後に進められる予定ですが、管理
組合の管理する地域でのことですから、状況を注視
求めていくことも必要です。
４月からはレゴランドも開業し、金城ふ頭にます
ます人が集まる。そんな中、金城ふ頭の整備こそま
ずはやらなければならないことだと思います。
空見ふ頭への大規模展示場の整備については、既
存の産業や物流の影響を慎重に見極める必要がある
と回答されたように、名古屋市が進めたいというだ

主な条件

するだけではなく、名古屋市に対して状況の報告を

内容

現在就航している又は建造が計画されている船舶の最大
船型
想定船舶
高さ：クルーズ船(水面上65.0ｍ)
喫水：コンテナ船(東航路16.0ｍ、中・西航路14.0ｍ)
港湾施設

航路幅 (東航路600ｍ、中・西航路430ｍ) 及び泊地の配置
岸壁基礎杭深さ(飛島ふ頭岸壁等)： Ｎ.Ｐ. -31ｍ～ -61ｍ
荷役機械高さ(飛島ふ頭ガントリークレーン)
：Ｎ.Ｐ.+103ｍ～+127ｍ

名港導水路海底トンネル
：管底高Ｎ.Ｐ.-27ｍ～-32ｍ
海底埋設物 西名古屋火力発電所用ガス導管
：管底高Ｎ.Ｐ.-37ｍ～-50ｍ
大規模
コンテナターミナル、 火力発電所、 製鉄所等
事業所
※航路幅は、高潮防波堤の開口幅内で航行できる最大幅として設定
※Ｎ.Ｐ.：名古屋港基準面
施設

規模

参考費用

主な施設規模

橋梁

ルート延長 約3,400ｍ～7,300ｍ
桁下高
水面上69.0ｍ

約1,000億円
～1,800億円

トンネル

ルート延長 約2,200ｍ～8,300ｍ
天端高
Ｎ.Ｐ.-18ｍ～-69ｍ

約1,300億円
～3,700億円

※ルート延長は、取付を含む。
※橋梁の桁下高は、余裕高等を考慮して設定
※トンネルの天端高は、航行船舶に必要な余裕水深、トンネルに必要
な土被り厚等を考慮して設定
※参考費用は、類似した他事例を基に設定した面積当たり費用等によ
る推計(鉄道は駅舎・保安設備費等は含まず)であり、支持層の深さな
どの地盤条件による下部構造、施工方法等により金額は変動する。
名称

参<考 >

名港中央
大橋
新衣浦海底
トンネル
※Ｋ.Ｐ.:衣浦港基準面
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施設
橋梁
トンネル

規模
橋 長:1,170ｍ
桁下高:水面上55ｍ
延 長:1,550ｍ
天端高:Ｋ.Ｐ.-14ｍ
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流・産業・交流・環境などの利用が想定される空間

がかかる可能性もあります。それだけの費用をだれ

だと認識されています。

が負担するかによって、今後のポートアイランドの

そのポートアイランドへのアクセスルートを検討

在り方について大きく左右することになっていきま

するため、本年度予算において調査が行われ、先日

す。

議員への調査結果が報告されました。その調査では

私はこの結果を見て、率直に言って実現可能性は

6つのアクセスルートについて報告されており、橋

薄いと思いました。管理組合としてはこの結果につ

りょうならば長さ3,400ｍから7,300ｍ、桁下高は水

いてどのように受け止めているのでしょうか。

面上69ｍで1,000億から1,800億円。トンネルの場合

そこでお聞きします。この莫大な費用のかかるア

は長さ2,200ｍから8,300ｍで天端高は水面から－18

クセスルートの実現可能性について、どのように考

ｍから－69ｍ、費用として1,300億から3,700億とい

えていますか。また、もし建設するとなった場合、

う調査結果が出されました。これは、支持層の深さ

負担を含め管理組合が事業を進めることになるので

などの地盤条件による下部構造や施行方法等により

しょうか。

金額変動の可能性もあることから、これ以上の金額

名古屋港のしゅんせつの実績（単位：千.）(2015は見込み)
事業主体

場所

国

直轄事業として整備する航路や泊地等
東航路（拡幅・増探）
庄内川（埋没しゅんせつ）
金城ふ頭（航路泊地・泊地しゅんせつ）

港湾管理者 港内の維持しゅんせつ

2013年度 2014年度 2015年度

2016年度 2017年度
（見込） （予定）

620

690

690

710

340

－

－

56

141

14

受入
ポートアイランド
弥富ふ頭第1貯木場南側
稲永ふ頭

名古屋港のしゅんせつの計画（港湾計画目標年次：平成30年代後半。単位：千㎥）
場所

土量

発生

金城ふ頭(航路泊地・泊地しゅんせつ)、飛島ふ頭(航路泊地・泊地しゅんせつ)、鍋田ふ頭(航路泊地・泊地しゅん
せつ)、中航路(拡幅・増深)、庄内川(埋没しゅんせつ)、ポートアイランド(仮置土)等

40,700

受入

南５区（第２期）、北浜ふ頭、ポートアイランド（第４ＰＩ）、金城ふ頭、貯木場等

40,700
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大型船舶の航行など名古屋港の機能維持に
は大規模な施設が必要（室長）
【企画調整室長】今年度の「ポートアイランド地区

題があるのではないですか。その点についてどのよ
うに認識していますか。また、課題解決のための検
討は進めていますか。

へのアクセス基礎調査」は、港湾計画等の基本的な

仮置き土砂の取り扱いが大きな課題（室長）

条件を基に、多様なルートの抽出、類似した他事例

【企画調整室長】現在、埋立計画高さから最大で10

等の情報収集を行い、アクセス方法の基礎的な整理

ｍを超える高さのしゅんせつ土砂が仮置きされ、国

を行ったもので、大型船舶の航行を始めとする名古

の「名古屋港で発生する汝渡土砂の新たな処分場計

屋港の機能維持を図るためには、大規模な施設が必

画の環境影響に関する検討書」では、平成30年代前

要になることとなりました。

半には仮置きが限界に達する見込みとされ、まずは、

アクセスルートや事業主体等は、今後、ポートア

仮置き土砂の取り扱いが大きな課題と考えている。

イランドの利活用の検討が進められていく際に、議

現在、国で検討されている新たな処分場計画の中で、

論がなされていく。

仮置き土砂の取り扱いについても検討が行われてお
り、国を始め関係機関と連携し、適切に対応してい

ポートアイランドの活用には解決
しなければならない課題がある

きたい。

土砂の受け入れを行っています。しかし、本来予定

費用対効果も考え環境問題への取り組みなど船
によるアクセスでの活用も視野に入れ（意見）

されていた5.31ｍを超えた16ｍの高さまで土砂が積

【高橋議員】ポートアイランドの調査結果について

み上げられています。国土交通省によると、毎年約

は、アクセス方法の基礎的な整理を行ったものであ

100万㎥を受け入れた場合、あと数年しか受け入れ

り、ルートの建設やその負担については今後の検討

ることができない状況となっています。また、当初

ということでした。あまりにも莫大な金額がかかる

予定よりも高く積み増しています。土砂受け入れの

ものです。作ったはいいけれど過大な負担にならな

ため、現在よりも高く積み上げた場合、地震などの

いか非常に心配するところです。費用対効果も考え、

発災時に港内へ土砂が流出、航路をふさぐ恐れなど

作らないという選択肢もあるということは意見とし

も指摘されています。この仮置きされている土砂に

て述べておきたいと思います。

【高橋議員】ポートアイランドは、現在しゅんせつ

ついて、管理組合は昨年3月の定例会での私の質問

また、ポートアイランドの抱えている課題につい

に、「土地の利活用方法の検討などと併せて、国と

ては、仮置きされているしゅんせつ土砂をどうする

連携し適切に対応してまいりたい」と答えています。

かということが一番大きな課題であるという認識を

また、ポートアイランドを活用するとしても、埋

持っているという答弁でした。あと数年で仮置きも

め立てに使っている土砂はしゅんせつ土砂ですので、

限界となる、その後のことをこれからしっかりと検

一定の地盤改良も必要となってきます。他にもどの

討していかなければいけない時期になってきている

自治体の所属になるのか、発災時のライフラインや

のではありませんか。

避難経路の確保など、まずは課題を整理しなければ、
将来の利活用は到底できるものではありません。

ポートアイランドの利活用のことが言われていま
す。しかし計画が作られるのは今すぐのことではあ

将来、ポートアイランドを土地として活用するに
は、アクセス問題以外に解決しなければならない課

- 101 -

りません。その間、この区域が放置されたままなの
はもったいないという声も聞こえてきます。

名古屋市政資料№194 (名港議会2017年3月定例会）
アクセスは何も橋やトンネルだけではありません。
船によるアクセスを行うこともできます。そうすれ
ば、今後のポートアイランドの利活用が決まるまで
の間、今すぐにでも、ポートアイランドを何らかの
形で利用できるのではありませんか。
実際に今、ポートアイランドにおいて、しゅんせ
つ土砂による干潟の実証実験が行われています。他
にもや広大な土地を利用した菜種の栽培、メガソー
ラーを含めた再生可能エネルギーの施設整備など、
現時点でも活用することもできるはずです。
本格的な利用計画ができるまでの間、この場所を
活用できるように、管理組合としてぜひ検討をして
いただきたい。このことを要望しておきます。
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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）

親しまれる港づくりに創意を生かそう／伊勢湾に一
つの港湾運営会社の性格をただす
山口清明議員
親しまれる港づくりへの課題

成自動車を取り扱うというものです。

―金城ふ頭～ガーデンふ頭～中川運河―

名古屋港において金城ふ頭はどのような場所とし
て位置づけられているのか。交流機能と物流機能を

【山口議員】金城ふ頭にはもうすぐ大型テーマパー

両立させるための課題についてどうお考えか、まず

クのレゴランド及び大型商業施設メーカーズピアが

お答えください。

オープンします。名古屋市の予測では年間来場者数

一般車両と物流車両の適正な
分離を図る（担当部長）

150～200万人とされており、人の流れ、車の流れが
大きく変わります。
名古屋港管理組合としては、この機会をとらえて
この地域の回遊性を高めて金城ふ頭のにぎわいを、
中川運河の水上交通の整備やガーデンふ頭の再開発
とあわせて、港全体のにぎわいにつなげたい、と考
えているようです。そこで以下数点うかがいます。

【総合開発担当部長】交流拠点開発の進展に伴い増
加する一般車両と背後地とふ頭内を往来する物流車
両が適正に分離され、訪れる県民市民の安全の確保
とふ頭内における円滑な港湾活動を実現していきた
い。

人と車が増える金城ふ頭での大気
環境が保てるよう、測定と監視を

金城ふ頭の位置づけと交流機能と物流
機能を両立させるための課題はなにか
【山口議員】名古屋港基本計画では、「金城ふ頭に
ついて、商業開発等とクルーズ船やフェリーなどが
連携した交流拠点の開発が求められている。また、
名古屋港水族館などの賑わい施設が立地するガーデ
ンふ頭、都心部とガーデンふ頭を結ぶ中川運河等に
ついて、港湾の特性を活かした身近で親しまれる交
流空間の形成が求められている。」としています。
同時に現在、自動車関連産業の国際競争力の維持・
強化をめざすとして国による金城ふ頭再編改良事業
が着手されています。水深12ｍの耐震強化岸壁をつ
くり、レゴランドの約2倍にあたる16.4haを埋め立
て、自動車保管場所を45ha確保し、年間57万台の完

【山口議員】金城ふ頭の開発によって、2.4haの中
央緑地が失われました。8.9haのレゴランドのうち
1.6haなどが緑化されたと聞きました。植栽は確か
にありますが基本的に舗装された空間です。緑が減
るのに来場者と入り込み車両が増えます。
自動車の排気ガスによる大気汚染が心配です。
一昨年に行われた金城橋南交差点交通量調査によ
ると平日一日の通過車両は約１万７千台、うち大型
車が約６千台、休日では約１万２千５百台、うち大
型車が約２千５百台です。
レゴなどの来場予測ではこれに休日一日当たり8
200台が加わります。さらにふ頭の再編改良事業に
伴う工事車両が加わるでしょう。小さな子どもたち
が野外で過ごすのにふさわしい環境が保てるでしょ
うか。
大気汚染の常時監視は、大気汚染防止法にもとづ
き愛知県や名古屋市が行うことになっていますが、
この法令では、臨港地区は「住民が生活していると
は考えられない地域」として測定値の評価対象から
除外されており、金城ふ頭は名古屋市の測定対象か
ら外されています。
このままでいいのでしょうか。臨港地区ではあり
ますが、金城ふ頭でも大気汚染について必要な測定
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と監視を行うべきです。

プール駐車場で、窒素酸化物や浮遊粒子状物質等に

車両の通行量についてはモニタリングが行われる

ついて測定した。」と答弁しています。

とは聞いていますが金城ふ頭における大気環境につ

残念ながらこの時は、臨港地区内では測定されま

いて、管理組合自ら汚染状況を測定するか、または

せんでしたが、県と市に測定するようには要請して

名古屋市に測定を要請するなどして、大気環境の把

いただきました。

握と保全に努めるべきではありませんか。金城ふ頭
の大気環境の現状をどう認識しているのか、答弁を

この時の答弁と比べて、さっきの答弁は後退して
はいませんか。

求めます。

そこで専任副管理者にうかがいます。

大気の監視や測定は市がやることで、
必要性を判断する立場にはない（室長）

物流と交流の二つの機能が交差する金城ふ頭及び

【企画調整室長】名古屋市域は、名古屋市が常時監
視を行う責務があり、測定局の配置も決定している
が、金城ふ頭では測定されていません。金城ふ頭に
おける大気環境の測定の必要性は、本組合が判断す
る立場にはない。
金城ふ頭における測定を名古屋市に要請すること
は、現時点では考えていないが、今後の交通量を注
視していきます。
組合としては、名古屋港内における緑地の整備や
渋滞緩和に向けた臨港道路の改良を進めていく。

その周辺の大気環境について、自らの環境対策の効
果を検証する意味でも、管理組合自身が主体的に測
定すべきではありませんか。
臨港地区は大気汚染防止法令では「常時監視の評
価の対象外」とされていますが、測定は禁止されて
いませんね。この点も確認したい。
少なくとも管理組合から名古屋市に対し、金城ふ
頭に隣接して住民が居住するエリアでありながら、
観光客と物流業者の車両がどちらも通過する汐止交
差点付近をふくめ、金城エリアの大気汚染の測定を
要請すべきです。いかがですか。責任ある答弁を求
めます。

金城エリアにおいても測定するよう
名古屋市に要請してはどうか。（再質問）
【山口議員】金城ふ頭での大気環境の測定の必要性
について「本組合が判断する立場にない」と言われ
た。名古屋港管理組合には企画調整室に環境問題を
担当する部署がありますよね。

県や市に要望し、臨港地区の隣接地（南
陽プール）で測定されている。交通量増
大の懸念に応じて要望する（副管理者）
【専任副管理者】本組合は、交通負荷の軽減策とし
て、臨港道路の改良等に取り組んでいるところです
が、平成22年に港湾管理者として可能な対策を検討

先ほどの答弁でも「港湾活動による大気

名古屋港のふ頭

環境の負荷を軽減するために、緑地の整備
や渋滞緩和に向けた道路の改良を引き続き
進める」とおっしゃった。環境負荷を軽減
できたか否か、その効果は自分たちで測定
しないのですか。費用対効果の検証抜きで
管理組合は仕事をしているのですか。
金城ふ頭ではレゴのオープンにあわせて、
緑地が減り、道路は改良された、その結果
も測定しないで自分たちの仕事の成果をど
う評価するのですか。
先ほどの答弁には、全然納得できません。
５年前になりますが、2012年6月議会で
私は、臨港地区は大気汚染の規制対象区域
外だが、公害患者団体の要望も踏まえて、
大気汚染の測定が必要ではないか、と質問
しました。当時の企画調整室長は、「本組
合の要望に基づき、愛知県が飛島インター
北側で、名古屋市は臨港地区隣接地の南陽
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するため、臨港地区での大気環境調査を愛知県及び

デンふ頭とセットと思われている遊園地、シートレ

名古屋市に要望いたしました。

インランドへの影響についてはどう考えていますか。

これにより、名古屋市においては、毎年、臨港地
区隣接地の南陽プールの駐車場において、大気環境
測定車により測定が行われております。
臨港地区における大気環境の測定については、禁
止されているものではありませんが、その必要性に
ついては、環境行政を所管する名古屋市が判断する
ものと考えております。
また、名古屋市からは、一般的に道路環境が変化
し地域住民から要望があれば、大気環境測定車によ

競合もあるが、レゴランドからガーデンふ頭
へ誘導、波及させる機会になる（担当部長）
【関連事業担当部長】名古屋港水族館を始めとした
ガーデンふ頭に立地する観光施設と競合することも
ありますが、広域からの集客力を有するレゴランド・
ジャパンに訪れる来港者を、ガーデンふ頭へ誘導す
ることにより、名古屋港全体のにぎわいに波及させ
る絶好の機会でもあります。

本組合といたしましては、今後、交通車両のさら

レゴランド水族館の計画は知っていたか、
名古屋港水族館への影響はないか

なる増大が懸念されるようであれば、金城エリアに

【山口議員】レゴランドが水族館シーライフを2018

おける測定につきまして、名古屋市に要請すること

年にオープンする予定だとの発表に正直、私は驚き

を検討してまいります。

ました。管理組合はこの計画を知っていたのですか。

る測定について検討すると聞いております。

車両増大に備えて巨大駐車場も作っ
た、物流拠点の発展も目指すという
なら積極的に環境測定を（意見）

名古屋港水族館の集客に与える影響は検討されたの
ですか。それぞれ答弁を求めます。

大気環境の測定について、名古屋市への要請を検討

一時的な影響もあるかと思われるが、更
なる魅力向上で、金城ふ頭からの来港者
を呼び込みたい（担当部長）

する、との答弁をいただきました。

【関連事業担当部長】平成30年開業予定のホテル内

【山口議員】専任副管理者からは、金城エリアでの

ただし、交通車両のさらなる増大が懸念されるよ

に併設される比較的小規模な体験型水族館「シーラ

うであれば、と言われたが、交通車両が増大するか

イフ」のコンセプトや展示内容等の詳細は明らかに

ら6千台収容の駐車場をつくったんでしょ。物流の

なっていないが、一時的に名古屋港水族館の集客へ

拠点としてもさらに発展させるんでしょ。新たな開

の影響もあろうかと思われる。

発に伴う新たな課題にもしっかり対応してください。

名古屋港水族館としては、更なる魅力向上の施策

かつて深刻な公害の発生源であった臨港地区から、

やレゴランド・ジャパンとの連携を進め、金城ふ頭

環境面でも安全ですと胸を張れるように、積極的に

に訪れる広域からの多数の来港者を呼び込みたい。

取り組んでいただくよう強く要望します。

そのため、レゴランド・ジャパン株式会社、名古屋
港水族館の指定管理者の公益財団法人名古屋みなと

レゴランドのオープンでシートレイン
ランドなどガーデンふ頭への影響は

振興財団、名古屋市及び本組合の4者で、レゴラン

【山口議員】休日には一日当たり37,000人が金城ふ
頭に来場する予測ですが、新たなテーマパーク、ア
ミューズメント施設の開業によるガーデンふ頭地区
への影響はどうでしょうか。
名古屋みなと振興財団

ド・ジャパンと名古屋港水族館が連携した事業展開
やPRの取組の検討を進めている。

金城ふ頭の開発をガーデンふ頭にぎ
わいにつなげるための課題と来訪者
増加に向けた取組はなにか

が編集・発行したパンフ

【山口議員】レゴランドと名古屋港水族館、それぞ

レット「名古屋港ガイド

れにそれなりの料金とそれなりの滞在時間が必要で

マップ＝ＧｏＧｏ名古屋

す。レゴランドの１デイパスポート大人6900円、３

港」には、みんなで楽し

歳から12歳5300円。水族館は大人2000円、子どもは

めるアミューズメントパー

500円から1000円。お金をかけたら、長く楽しみた

クとしてシートレインラ

い、またそれだけの魅力がある施設でしょう。

ンドが紹介されています。

金城ふ頭とガーデンふ頭間の移動手段も検討され

来訪者にとってはガー

ていますが、もちろん料金が必要で、時間もかかり
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ます。

からの訪問を想定しています。

シャトルバスは片道30分、大人500円、小学生以

今後の課題としては、広域からの集客力を有する

下300円。水上バスもブルーボネット経由で片道約

レゴランド・ジャパンに訪れる来港者をガーデンふ

30分ちょっと、大人900円、子ども450円です。もち

頭へ誘導することであると考え、両ふ頭を結ぶ交通

ろん市バス地下鉄で使える一日乗車券、土日エコキッ

手段の拡充として、民間事業者によるシャトルバス

プは使えません。

の運行や、名古屋港水上バス「トリトンライン」の

回遊性を高めるといいますが、そんなに簡単では
ありません。

平日運航が本年4月より開始されることに加え、10
月からは、堀止と結ぶ水上交通の試験運航も開始す

金城ふ頭の開発をガーデンふ頭のにぎわいにつな
げるための課題は何か。ガーデンふ頭地区と水族館
への来訪者を増やす目標と手立てについても答弁を
求めます。

30％が遠来客と想定するレゴランドか
らのアクセスを拡充する（担当部長）

る予定です。

中川運河における水上交通の運航計画
と課題等はなにか
【山口議員】中川運河の水上交通についてうかがい
ます。新年度予算では、水上交通モニタリング調査
に係る負担金など、中川運河に関して16億円を超え

【総合開発担当部長】「平成27年度名古屋市観光客・

る事業費が計上されています。そこでうかがいます。

宿泊客動向調査」によると、名古屋港水族館への訪

予定されている水上交通について、どんな運航計

問客は、愛知県内からが約54％、東海4県からが約

画になっているのか。検証すべき課題はなにか。ま

78％を占めています。一方、レゴランド・ジャパン

た、水上交通の運行は民間会社が自力で行うのか。

によれば、年間入場者数200万人のうち、60万人が

船の運航そのものへも公的な助成を行うのか。答弁

海外、または関東、関西をはじめとする遠方の国内

を求めます。

堀止～ガーデンふ頭を6往復/日、堀止～
ガーデンふ頭～金城ふ頭を3往復/日、土
日祝日と夏休み期間の平日など年間約170
日を予定（担当部長）
【総合開発担当部長】名古屋市と連携して実施する
水上交通のモニタリング調査では、ささしまライブ
24地区のまちびらきに合わせ、本年10月から試験運
航を実施し、名古屋市と採算性について検証します。
運航計画は、堀止～ガーデンふ頭間を日6往復程度、
堀止～ガーデンふ頭経由～金城ふ頭間を日3往復程
度運航し、運航日は、土日祝日と夏休み期間の平日
など年間約170日を予定しています。
港区港明地区において、平成30年秋に「みなとア
クルス」のまちびらきも予定され、需要動向の変化
も踏まえつつ、モニタリング調査として将来の民間
事業者による定期運航の実現に向けた検証を進めた
い。
調査スキームは、名古屋市発注の委託業者が運航
事業者とともに運航計画に基づく試験運航を実施し、
今後の定期運航に向けたデータの取りまとめや課題
の抽出等を行う。
試験運航結果を踏まえた採算性の検証を名古屋市
とともに厳正に行い、定期運航の実現に向けた取組
を推進したい。
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中川閘門や中川橋などを生かした取
り組みを
【山口議員】運河の水上交通にとって、通過に時間
を要すネックでもあり、しかしまた運河ならではの
魅力的な空間、観光スポットにもなるのが中川口通
船門です。
通常、中川運河の水位は名古屋港よりも低くなっ
ています。通船門は、2つの水門で前後を仕切られ

経験できない貴重な観光スポットになりえる中川口
通船門は、隣接する中川口緑地に案内看板、閘室内
に水位表示を設置するなど、通船作業を紹介する施
設を整備してきました。
今後は、水上交通のモニタリング調査における乗
船客からの意見も参考にしながら、関係するパンフ
レットに中川運河の魅力を掲載するなど、県民市民
にしっかりPRしていきたい。

可能にしています。このような構造の水門を閘門と

埋もれた資産を観光に生かす積極的な
発信を（意見）

いいます。パナマ運河と同じ仕組みです。

【山口議員】親しまれる港づくりについて、交流機

た空間内の水位を上下に調整することで船の通行を

閘門と言えば中川運河と堀川を結んでいた松重閘

能と物流機能の両立、金城ふ頭とガーデンふ頭の両

門が有名です。かつて「東洋のパナマ運河」と呼ば

立、金城からガーデンへの観光客の誘導、それぞれ

れたほどの存在でしたが、もう現役ではありません。

課題が多い。ていねいに取り組んでいただきたい。

中川口通船門は現役の閘門です。生きた産業遺産

中川運河についても、護岸の整備や水質改善など

を体験できる貴重なスポットでもあり、もっと光を

を直実に進めることが大前提ですが、そのうえで中

当てる価値があります。そこでうかがいます。

川口通船門など、埋もれた価値を再発見し、その魅

貴重な閘門である中川口通船門について、動画の

力を積極的に発信していただきたい。愛知県には、

アップはもちろん、現地やガーデンふ頭などでも案

木曽三川公園に国の重要文化財に指定された船頭平

内を充実させる、閘門の模型をつくり、ポートビル
や水族館、名古屋駅などに置いて、子どもたちも作
動体験できるようにする。
またガーデンふ頭から歴史的遺産である赤いアー
チの中川橋を通り、通船門まで護岸沿いに歩ける遊
歩道を整備するなど、この機会をとらえて積極的に
ＰＲに取り組むべきだと考えます。いかがですか。

中川口緑地の案内看板以外にもパンフ
レットへの掲載でPRしたい（担当部長）
【総合開発担当部長】中川口通船門は、水上交通の
体験乗船においても、参加者から「通船門の体験は
楽しかった」「運河の仕組みが理解でき貴重な体験
でした」など多数の意見をいただいています。普段

松重閘門

中川口閘門の開設図（左）と中川閘門（上）
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（せどひら）閘門もあります。

この日をすぎると、どの会社の何ができなくなる

ゼロメートル地帯として防災問題にどうしても力

のですか。たとえば現在の特例港湾運営会社への国

が入りますが、水運で栄えたこの地域ならではの観

からの優遇措置が受けられなくなるのでしょうか。

光資源にもぜひ光を当てていただきたくよう要望し

この日を期限とされる港湾は他にもあるのですか。

ます。

9月11日で現行会社は制度のメリットを失
うため無利子貸し付け等の機能を分割・
移動して新しい運営会社で活用する。

伊勢湾における
港湾運営会社について

【企画調整室長】港湾法に基づき、平成29年9月

新会社と現行会社の併存、新会社の業
務内容、9月11日の期限の意味はなにか
【山口議員】伊勢湾で一つの港湾運営会社の指定に
向けた新会社の設立に向けた動きについて質問しま
す。

11日をもって、現在の特例港湾運営会社はその地位
を失うため、港湾運営会社制度を継続していくため
には、新会社は、期限までに港湾運営会社の指定を
受ける必要がある。
そのため、新会社は、港湾運営会社として指定さ
れるために必要な機能を名古屋港埠頭株式会社から

期限とされる今年9月までに、三千万円の出資で

吸収分割により移行させる。具体的には名古屋港埠

新会社を設立するということですが、両港それぞれ

頭株式会社が特例港湾運営会社として行っていた、

の特例港湾運営会社は、特例ではなくなるのかもし

国や港湾管理者が所有する岸壁、荷さばき地、荷役

れませんが会社として存続するようなお話のようで

機械等の借受け業務や、8割の無利子貸付金を活用

す。まず三つうかがいます。

した新たな施設の整備業務等を引き継いで行く。

第一に、なぜ二つの会社の合併ではないのか、で
す。

名古屋港埠頭株式会社は、港湾運営会社制度のメ
リットを受けられなくなるが、京浜港や阪神港と同

伊勢湾で一つの港湾運営会社と言われてきたと思
うのですが、伊勢湾には三つの会社が併存すること
になるのですか。二社が合併して湾で一つの会社に
するのではなかったのですか。

様に、既存施設の管理などのため、存続させること
を想定している。
本年9月11日の期限は名古屋港と四日市港のみで
す。四日市港埠頭株式会社から新会社への機能の移

第二に、新会社は何をする会社か、です。

行や同社の扱いは、現在、検討中と聞き、新会社の

それぞれの港湾運営会社を残したままで、三つ目

本社の位置及び社長人事は、現在、調整中です。

のこの会社はいったい何をする会社ですか。そして、
本社はどこに置くのか、どんな人が社長になるのか、
お答えください。
特例港湾運営会社には業界の高い地位の方を社長
に招きましたが、もっと偉い人を社長に据えるので
すか。
港湾運営の効率化と言いながら、会社が増えれば、
どんどん複雑になるのではなりませんか。
第三に、9月11日の期限とはなにか、です。
港湾法では９月１１日が伊勢湾で一つの港湾運営会
社となる期限と定められていますが、まず、この期
限はいったい何のためにあるのですか。
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「伊勢湾で一つの港湾運営会社」
の指定に向けた新会社の設立
伊勢湾で一つの港湾運営会社による一体的なコンテナ
ターミナル運営の実現に向けて、両港の特例港湾運営
会社(名古屋港埠頭株式会社・四日市港埠頭株式会社)
及び両港の港湾管理者(名古屋港管理組合・四日市港管
理組合)による協議を進め、港湾運営会社の指定に向け
た新会社の設立に取り組んでいる。
１ 新会社の概要(設立時)
資本金:3,000万円
名古屋港管理組合 1,950万円(65%)
四日市港管理組合1,050万円(35%)
設立時期 : 2017年5月頃
※設立後、民間からの出資の受入れと、特例港湾
運営会社の機能移行(名古屋港埠頭株式会社を吸収
分割）などを想定
２ スケジュール(予定)
・2017年3月定例会に予算提出
・5月頃新会社の設立
・6月頃国土父通大臣へ港湾運営会社の指定申請
（9月11日が伊勢湾で一つの港湾運営会社となる期限）
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京浜港、阪神港の港湾運営会社の概要と伊
勢湾の新会社の特色、新会社における今後
の民間及び国からの出資はどうなるか

二つの組合(自治体)の外郭団体への
関与ができるのか

【山口議員】東西の国際コンテナ戦略港湾に指定さ

管理組合にとってはもう一つ外郭団体が増えること

れた港湾では、先行して湾で一つの港湾運営会社が

になります。二つの組合(自治体)の外郭団体という

設立されています。湾で一つの、といいましたが東

ことになると、指導・監督はもちろん、自治体間の

京湾の港湾運営会社は我が道を行くが国は容認して

利害関係の調整や議会や行政からのコントロールが

いることは、前の議会で紹介した通りです。そこで

難しくなりませんか。

うかがいます。
先行して湾で一つの会社を設立した京浜、阪神の
戦略港湾の港湾運営会社の概要を教えてください。
その二つの会社との比較で、伊勢湾につくろうとす
る会社の特色はなにか、あわせてお答えください。
新会社の資本金は3000万円、名古屋港管理組合は
1950万円（65％）、四日市港管理組合が1050万円
（35％）とされています。設立後、民間からの出資
を受け入れるとのことですが、公民の出資比率はど
うするのですか。

【山口議員】新会社ができるということは名古屋港

京浜港や阪神港も参考に、四日市港管理
組合と連携して適切に関与する（室長）
【企画調整室長】港湾利用者に対する更なるサービ
ス向上に取り組んでいく必要があり、新会社に対し
ては、先行して取り組んでいる京浜港や阪神港の状
況も参考にしながら、四日市港管理組合と連携し、
港湾管理者として適切に関与していく。

国際コンテナ戦略港湾の政策や捲湾法に
おける名古屋港の位置付けが変わるのか

ちなみに現在、名古屋港の特例港湾運営会社の民

【山口議員】最後に、湾で一つの会社をつくると、

間出資は出資金額の0.45％です。民間会社とよべる

国の国際コンテナ戦略港湾の政策上、また港湾法に

のか、と以前にも質問したことを思い出しますが、

おける名古屋港の位置づけは何か変わるのでしょう

新しい会社ではどうでしょうか。

か。

また東西の港湾では導入された国からの出資はな
いのですか。そして筆頭株主の地位はずっと名古屋
港管理組合が担うのですか。答えてください。

京浜港は国50％、横浜市45％、川崎市4.5％、
民間0.5％。阪神港は国34.2％、大阪市と神
戸市各30.8％、民間4.1％。伊勢湾は、国の
出資ゼロ、地元の出資が基本（室長）
【企画調整室長】京浜港の港湾運営会社は、横浜港

位置づけは変わらない（室長）
【企画調整室長】港湾法により、港湾運営会社を国
が指定する場合、京浜港で一つ、大阪港と神戸港で
は、両港併せて一つ、名古屋港と四日市港も、両港
併せて一つの会社とすることとなっており、伊勢湾
で一つの港湾運営会社の実現により国際コンテナ戦
略港湾の政策上や港湾法における名古屋港の位置付
けが変わるものではありません。

と川崎港のコンテナターミナルを一体的に運営する

港湾運営会社制度を活用し、当地域の産業の国際

会社として、資本金は5億1000万円、株主構成は、

競争力強化のため、引き続き、取り組んでいきます。

国が50％、横浜市が45％、川崎市が4．5％、民間出

複数の自治体の共同出資でつくられる港
湾運営会社をどう民主的にコントロール
していくのか（再質問）

資が0．5％となっています。阪神港の港湾運営会社
は、大阪港と神戸港のコンテナターミナルを一体的
に運営する会社として、資本金は7億3000万円、株
主構成は、国が34．2％、大阪市と神戸市が同じ30．
8％、民間出資が4．1％となっています。
港湾法により、国からの出資は京浜港と阪神港の
港湾運営会社のみとなっており、伊勢湾の新会社の
特色としては、新会社に対する国からの出資がなく、
地元の出資を基本とした会社であることが挙げられ
る。今後、新会社は民間からの出資の受入れを想定
し、詳細は、調整中ですが、本組合は民間出資後も、
新会社の筆頭株主になる。
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【山口議員】伊勢湾における港湾運営会社について、
「港湾管理者として適切に関与してまいります」と
の答弁がありましたが、適切な関与とは具体的にど
ういうことか、これは地方自治の問題としても重要
だと思いますので、管理者に再度うかがいたい。
自治体が区域をまたいだ規模で別組織をつくり仕
事をすることはよくあります。一部事務組合、広域
連合、どちらも議会を作り、住民や自治体の意思を
反映させる仕組みが整えられています。
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京浜港や阪神港の状況を参考にして、とあるがど
ちらも国が筆頭株主で、自治体間の利害関係の調整
ができるように見えます。

ついて、効率性を維持し、各地域の意向を踏まえつ
つ、どう民主的にコントロールしていくのか。
県と市の調整にもたいへんな苦労をされている管

伊勢湾ではどうか。民間会社のはずだが、現状で
は民間の出資が多くは望めない。自治体の外郭団体
としての性格が強いと思われます。公的な性格が強
い株式会社です。出資に応じた発言権がすべてを決
める株式会社の論理だけで運営するわけにはいかな
いのではないでしょうか。
名古屋港と四日市港と、二つの管理組合を構成す
る四つの自治体の意思をどう民主的に反映させるか、
新たな課題だと考えます。
一方で、外郭団体の整理や合理化も自治体の課題
とされてきました。民の力で効率的なターミナル運
営を、という要請もあるでしょう。湾で一つの港湾
運営会社の発足は、自治体の港湾運営にとって新た
な課題をつきつけるものです。
管理者には、港湾運営への見識とリーダーシップ、
そして調整能力がいままで以上に問われる。
そこでうかがいます。事実上、複数の自治体の共
同出資でつくられる伊勢湾で一つの港湾運営会社に

理者に、ぜひ総括的に答えていただきたい。

伊勢湾の「ものづくり産業」を支援する
という共通認識のもと、名古屋港と四日
市港の実情を踏まえた港湾運営会社の運
営を行う（管理者）
【管理者】港湾運営会社制度により、これまでの取
組を、引き続き、維持・発展させると共に、伊勢湾
への集荷拡大及び更なる利用者のサービス向上に取
り組むことで、それらの相乗効果が背後圏産業の国
際競争力強化につながるものと考えています。
引き続き、伊勢湾の「ものづくり産業」を支援す
るという共通認識のもと、名古屋港と四日市港の実
情を踏まえた港湾運営会社の運営を行いながら、当
地域の産業の発展につなげていきます。
なお、県としての調整に大変苦労されている管理
者へと、 こういう質問をいただきましたが、別に
全く苦労していると思っておりません。できるもの
はできる、できないものはできないということだけ
でございます。

複数の自治体が連携を図る仕組みが制度
として盛り込まれていないなど未解決な
課題が多い（意見）
【山口議員】管理者からは、ものづくり産業を支援
するという共通認識のもとで、二つの管理組合がそ
れぞれの港湾管理者として、連携を図りながら、取
り組んでいく、との答弁でした。そのとおりです。
問題は、複数の自治体が連携を図る仕組みが、こ
の新会社の運営には制度として盛り込まれていない
ことです。
仕組み上、株式会社ですから、出資比率によって
物事が決まっていく。それぞれの管理者の認識がく
いちがう場面も出てくるでしょう。その場合にどう
調整していくか、複数の自治体が一つの会社をどう
民主的にコントロールしていくか、この点がまだ解
決されていません。
だから東京のように湾で一つの会社には加わらな
い、といった選択も起こるのではないか。
まだまだ解決すべき課題も少なくない。現段階で
は、諸手を挙げて伊勢湾で一つの新会社の設立を歓
迎するわけにはいかない、と申し上げ、質問を終わ
中部経済新聞

ります。

3月14日
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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、困窮者支援も含めた年末年始援護対策の充実に関する申し入れ（12月26日）
２、2017年度予算編成(市長査定)についての重点要望（1月16日）
３、図書館指定管理者制度試行導入における住民説明会に関する申し入れ（1月30日）
４、ヘイトスピーチデモに関する緊急の申し入れ（2月15日）
５、海上自衛隊多用途支援艦「えんしゅう」の広報活動を目的とした名古屋港入港に関する申し入れ（2月27日）

困窮者支援も含めた年末年始援護対策の充実に関する申し入れ
2016年12月26日
名古屋市長

河村たかし様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登

市民の健康と暮らしを守る毎日の取り組みに対し敬意を表します。
今市内では、リーマンショック直後のような、年の瀬の宿泊にも困窮する人があふれかえるといった状況は解消されてき
ましたが、昨年時点でも90件近い方が相談に訪れ、無料宿泊所を利用されており、本市の年末年始援護対策は今後も欠かせ
ない施策となっています。
経済的格差と貧困は、子ども、若者、高齢者と年代問わず広がっており、マスコミ報道でも多く取り上げられています。
子どもの貧困に対しては、自治体による実態調査が始まり、沖縄県に次いで愛知県でも子どもの貧困実態調査に取り組む
ことになりました。また、一昨年民間団体によって実施された、ホームレス実態調査では、ホームレスの方の中の6割に精
神障害や知的障害の方が存在していることも明らかとなりました。こうした社会的弱者の方が支援を受けながら地域の中で
自立していくためには、縦割りの行政ではなく、関係部署が連携する仕組みをもち、市民がワンストップで相談ができ、そ
の人の背景に応じた適切なサポートができる仕組みが求められています。
毎年この時期に取り組まれている「年末年始援護対策」や困窮者支援について以下の諸点を申し入れます。
１

援護が必要な方すべてが安心して年末年始を過ごせるように、支援団体とも連携し、無料宿泊所と事前・臨時相談窓口
に関する広報がいきわたるよう努めること。

２

年末年始援護対策の対象となる方には、少なからず精神障害や知的障害などの方が含まれると考えられるので、精神保
健福祉士や保健師など専門職員の配置に努め、障害特性に応じた対応、支援に努めること。

３

結核検診はじめ健康診断などとともに、歯科についても歯科衛生士による口腔内観察などできる限りの健康チェックに
努めること。

４

子どもの貧困対策では子ども青少年局との連携による支援も進められているが、相対的貧困率の高いひとり親家庭など
についても、年末年始の暮らしの実態について子ども青少年局とともに把握し、支援の対象としていくなど、この時期を、
困窮者支援を進める集中期間として設定すること。

２０１７年度予算編成(市長査定)についての重点要望
2017年1月16日
名古屋市長

河村たかし様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登

1月10日に公表された予算要求に対する財政局査定は「訪れたくなる名古屋」をめざすことに重点がおかれています。し
かし優先すべきは「住みたくなる名古屋」をめざすくらしや福祉の施策です。そこで現時点での重点要望を下記の通り提出
します。ご検討いただき予算編成に反映されるよう強く要望します。
（１）財政局査定で未計上とされた事項のなかでとくに予算計上を求める事項
①高等学校給付型奨学金
②子ども・若者総合支援体制の強化
③新堀川における悪臭対策
④世界の相生山プロジェクト
⑤名古屋城文化財建造物の修理に向けた調査
（２）新年度予算編成にあたり、現時点であらためて要望する重点事項
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①学校給食費を無料にする。まず第三子からの無料化を開始する
②子ども医療費無料制度の対象年齢を18歳まで拡大する
③18歳までの子どもは国民健康保険料の均等割対象からはずす
④正規教員を増やし、中学２年への35人学級導入など少人数学級を広げる
⑤教育に空白をつくらぬよう臨時教員の再雇用禁止期間は廃止する
⑥就学援助の入学準備金は支給時期を６月から入学前の3月へと変更する
⑦市内に在住・在勤する若者を対象とした奨学金返還支援制度を創設する
⑧住宅リフォーム助成制度及び商店リニューアル助成制度を創設する
⑨臨時職員及び公共事業・委託事業従事者の時給を千円以上に引き上げる
⑩負担増が続く介護保険について保険料・利用料の減免等で負担を減らす
⑪あじま保育園の民間移管を中止し公立保育園整備計画を抜本的に見直す
⑫小学校の給食調理の外部委託の拡大は中止し、直営に戻す
⑬図書館への指定管理制度導入を止める
⑭保健所は１区１保健所体制を堅持し、公衆衛生行政を充実する
⑮社会保障・税番号制度＝マイナンバーの運用拡大の予算は計上しない
⑯事業費の膨張が止まらない名古屋駅周辺地下公共空間整備など、リニア開業を前提とした名古屋駅周辺の大型開発推進
予算は計上しない
⑰大企業と富裕層優遇、「行革」のテコとされる市民税５％減税は廃止する

図書館指定管理者制度試行導入における住民説明会に関する申し入れ
2017年1月30日
名古屋市長 河村たかし様
教育長 杉﨑正美様
日本共産党名古屋市会議員団 団長

田口一登

日頃からの教育行政の推進に敬意を表します。
さて、本市は２０１３年４月から志段味図書館に指定管理制度を試行導入しました。指定管理者制度導入については、長
期的展望をもった郷土の研究・資料作成を十分に行うことができず、本来図書館が果たすべき図書館奉仕の役割を担うこと
ができないなどの問題があるにもかかわらず、今年４月から、さらに緑図書館及び徳重図書館、中村図書館及び富田図書館
の４館において試行導入を拡大します。すでに導入されている志段味図書館については引き続き試行します。
新たに指定管理者制度を導入する図書館については、地域住民を対象とした説明会を２月１０日徳重地区会館、１１日緑
図書館、１６日中村図書館、富田図書館で実施することとしています。
導入にあたっては、図書館を利用する住民に広く知らせることは本市としての務めです。しかし、人口が２０万人を越え
る緑区や中川区でさえ、説明会の定員はそれぞれ２０名程度となっており、周知するには、ほど遠い定員数と言わざるを得
ません。これでは、図書館を利用している住民に対して十分周知されるとは到底言えません。
そこで、以下の２点を申し入れます。
記
１

新たに指定管理者制度が試行導入される図書館の説明会において、広く地域住民に周知するためにも、定員を制限せ

ず、受け入れる体制をとること。
２

志段味図書館については、地域住民の不安が払しょくされないまま、引き続き試行されようとしており、検証結果を

報告し、あらためて試行導入を継続するための説明会を実施すること。

ヘイトスピーチデモに関する緊急の申し入れ
2017年2月15日
名古屋市長

河村たかし様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登

日頃より、本市の人権擁護政策推進へのご尽力に敬意を表します。
2月19日、「在日特権を許さない市民の会（在特会）」主催のヘイトスピーチデモが、本市中区下園公園を集合場所とし
て行われようとしています。「行動する保守運動」のホームページによれば、この集会の主催は「在日特権を許さない市民
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の会愛知支部」、現場責任者は在特会副会長長尾旭となっています。デモの表題は「竹島奪還！不法入国・不法滞在する不
逞鮮人を叩きだせ！」とされており、差別扇動が趣旨であることは明らかです。
在特会は、昨年５月にも本市でヘイトスピーチデモを行っています。
昨年６月に施行された「ヘイトスピーチ対策法」および本年2月、法務省が示した「差別的言動の具体例」に照らしても、
在特会が違法行為である「ヘイトスピーチ」を繰り返そうとしていることは疑いようもありません。
川崎市では、昨年５月、ヘイトスピーチデモの公園使用を都市公園条例「公園の管理に支障がある行為」として、「使用
許可取り消し」処分を行いました。さらに、ヘイトスピーチを事前に規制する施策の策定を目指しています。
愛知県大村知事は、ヘイトスピーチは「基本的人権の蹂躙であり規制されてしかるべき」との意向を重ねて表明しており、
河村市長は昨年６月定例会において、「愛知県と連携する」と答弁しました。本市には、法の趣旨と議会答弁をふまえ、ヘ
イトスピーチに対して厳正な対応をとることが強く求められています。
このたび、本市の当該公園を利用しようとしている団体は、明らかな人権侵害に値する「不当な差別的言動」をあつかう
ものであり、本市の都市公園条例に定める使用許可条件「その行為が公衆の都市公園の利用又は都市公園の効用を害しない
もの」にあたらないものです。ヘイトスピーチは言葉の暴力であり、「表現の自由」を保障されるべき対象ではないと本市
は判断すべきです。
よって、下記の申し入れをします。
１．２月１９日の当該団体における下園公園の使用を認めないこと。
２．関係部局および愛知県と連携し、集会やデモにおいて「ヘイトスピーチ」に該当する言動が認められた場合、ただちに
中止要請を団体に申し渡すこと。

海上自衛隊の多用途支援艦「えんしゅう」の広報活動を目的とした名古屋港入港に関する申し入れ
2017年2月27日
名古屋港管理組合 管理者 大村秀章様
日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登
横須賀を母港とする海上自衛隊の多用途支援艦「えんしゅう」（980ｔ、乗員40名）が、自衛隊の広報活動を目的として、
３月２日から５日まで名古屋港に入港し、ガーデンふ頭３号岸壁に接岸することが明らかになった。
多用途支援艦は、艦艇などの曳航をはじめとした訓練支援や物資輸送などを主な任務としているが、必要に応じて機関銃
が設置できる装備も備えている。
後方支援と称する兵站活動なども含めて軍事目的のために港湾を利用することは戦争放棄を定めた日本国憲法の下で容認
できない。ましてや名古屋港は、商業港であり軍港ではない。軍事目的の艦船入港を認めるべきではない。
自衛隊艦船の名古屋港入港に際しては、これまでは多くの場合、入港目的は乗組員の休養、補給、そして一般公開とされ
ていた。しかし今回の「えんしゅう」入港は、自衛隊の広報活動そのものが目的とされ、一般公開及び特別公開が計画され
ている。いま自衛隊への入隊希望者は減少傾向が続き、中学生をも対象にした勧誘活動等が問題視されている。
ちなみに2009年4月20日の自衛艦入港に関する我が党市議団の申し入れに対し、当時の港営部長は「自衛官募集は一般公
開とイコールではないので、海上自衛隊には考慮してもらうよう要請した」と述べている。
自衛隊の広報活動そのものを目的とした名古屋港の利用は問題であると言わざるを得ない。よって以下の点を申し入れる。
１ 自衛隊艦船の名古屋港入港を拒否すること。
２ ガーデンふ頭を艦船の一般公開等に利用させないこと。隊員勧誘のための港湾施設の使用を認めないこと。
３ 日本国憲法を順守し、憲法９条をあらゆる港湾行政に貫き積極的に活かすこと。
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資 料
資料１ 市民３分間演説のテーマ（2017年3月1日)
資料２ 給与条例・天守閣、および2017年度予算に対して自・民・公がつけた附帯決議
資料３ 「検証！河村名古屋市政」シンポジウムの報告集ができました
資料４ 新聞記事

資料１ 市民３分間演説のテーマ（2017年3月1日)
（総務環境委員会） 1.名古屋市「職員ハンドブック」から、公務員の職務・責任等について意見を述べて、今後の対応について
2.請願、陳情の委員会審査時、理事者席後方を利用し傍聴者定員を20名に増員へ
（財政福祉委員会） 1.高齢者などを対象とした「地域の足プロジェクト」について
（教育子ども委員会）1.図書館の指定管理者制度導入の問題点と課題について
2.名古屋市の図書館のあり方について
（土木交通委員会） 1.川名公園などの市営公園に人工芝のラグビー練習場の設置を

資料２ 給与条例・天守閣、および2017年度予算に対して自・民・公がつけた附帯決議
附帯決議（給与条例改正案関係）
１

特定の事業を実施するための職員給与
の削減については、その効果検証が困難
であり、職員のモチベーションへの影響
も懸念されるなど、本市の行政運営に多
大な影響を与えることが危惧されること
から、職員が誇りを持って働き続けるこ
とができるよう、人事委員会の勧告を真
摯に受けとめ、市長の責任において、本
市の適正かつ持続可能な人事行政に支障

附帯決議(天守閣木造復元予算の関係)
１ 名古屋城天守閣木造復元事業を進めるにあたっては、入場者数と収支見込みに対し
て民間調査会社から長期の予測は不可能であるとの指摘があることから、独立採算
による収支相償の財源フレームを堅持するために、入場者数目標の達成に向けてあ
らゆる努力をすること。
１ 財源フレームの基本的な考え方については、市民の機運醸成を図り寄付金などの募
集をするほか、事業の意義について国や県の理解を得て補助金を確保するとともに、
市民税５％減税の検証による見直しも含め財源を確保すること。
１ 総事業費505億円については、工期設定の適切な見直しを行うなど大幅な圧縮に努

を来すことのない給与体系を実現するこ
と。

附帯決議(教育子ども委員会)
1 科学館B6型蒸気機関車の動態展示については、
今年度実施した車両状況の調査結果に基づき、
整備に伴う費用対効果、整備時期等に係る課
題整理を早急に行った上で、動態展示の方法
を含めた今後の方針を決定すること。

めるとともに、文化庁や優先交渉権者との協議調整状況ならびに仕様や工程および
契約内容等について適宣議会への報告を行い、議会に諮りながら進め、あわせて市
民の理解を得ながら市民とともに事業を進めること。
附帯決議(経済水道委員会)
1 空見地区における大規模展示場整備につては、現段階においては、場所、交通ア
クセス、港湾の用途規制、事業性などに関し、市長と愛知県知事の認識が必ずし
も一致しているとは認められない状況を受け、整備に関する調査の予算は、両者
の関係が解きほぐされ、調査に向けた環境が整ったと認識しうる段階において、
市民に対する説明責任を十分果たす観点から、議会が了承した上で執行すること。

資料２ 給与条例・天守閣、および2017年度予算に対して自・民・公がつけた附帯決議

市民が主人公の名古屋市政へ
日本共産党市議団は2月4日、「検証！河村名古屋市政」シンポジウムを開き、市民
ら約１４０が参加しました。遠藤宏一元南山大学教授、中村強士日本福祉大学准教授、
山口清明市会議員がパネラーとして報告。学校給食民間委託や公立保育園民営化など
についての現場からの報告や会場からの意見によって、河村市政の実態と本質の一端
が浮き彫りになりました。
田口かずと団長は閉会あいさつで、「市民が主人公の福祉・暮らし・教育優先の名
古屋市政への転換をめざして、幅広い共同を追求して全力をあげる決意」を述べまし
た。
このシンポの報告集（64ｐ）ができました。3名の
報告と会場からの発言などを掲載していますのでご
活用ください。
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資料４ 新聞記事
2017年3月4日
中日新聞

2017年2月17日 中日新聞

2017年1月21日 中日新聞
2017年1月20日 中日新聞夕刊

2017年2月10日 中日新聞
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2017年1月 24日
朝日新聞

2017年3月2日
朝日新聞

2017年2月11日 朝日新聞

2017年1月27日
毎日新聞
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2017年3月13日

2017年1月6日

中日新聞

2017年3月29日
読売新聞

朝日新聞

2017年1月7日 朝日新聞
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2017年3月22日
朝日新聞

2017年3月28日
朝日新聞

2017年3月1日
読売新聞

2017年3月14日
読売新聞

2017年3月 広報なごや
テーマパークの宣伝
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2017年3月23日 中日新聞
2017年3月24日 読売新聞

2017年3月28日

朝日新聞

2017年3月11日 毎日新聞
2017年3月22日
読売新聞

2017年3月3日 毎日新聞

2017年2月25日
朝日新聞
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2017年3月4日

読売新聞
2017年2月22日 中日新聞

2017年3月23日 毎日新聞
2017年3月28日 読売新聞
2017年3月29日 朝日新聞
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10月26日 朝日新聞

- 121 -

名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）

11月15日 日経新聞

11月19日 中日新聞

11月8日 中日新聞
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名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）
11月19日

中日新聞

11月24日
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朝日新聞

名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）

12月3日 中日新聞

11月30日 日経新聞

12月1日

12月6日

読売新聞

12月7日 朝日新聞
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読売新聞

名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）

12月7日 毎日新聞

12月13日 読売新聞
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名古屋市政資料№194 （2017年2月定例会）
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(北区)

岡田ゆき子

℡ 915-2705

(昭和区)

柴田民雄

℡ 858-3255

(守山区)

くれまつ順子

℡ 793-8894

(西区)

青木ともこ

℡ 532-7965

(中川区)

江上博之

℡ 363-1450

(緑区)

さはしあこ

℡ 892-5190

ご意見・ご相談はお気軽にどうぞ
日本共産党名古屋市会議員団
〒４６０－８５０８
名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 名古屋市役所内
℡ 052（972）2071 fax 052（972）4190 mail.dan@n-jcp.jp
ホームページをご覧下さい

http://www.n-jcp.jp/

(中村区)

(中区)

藤井ひろき

℡ 411-4161

(港区)

西山あさみ

℡ 263-050０

(南区)

山口清明

℡ 651-1002

(名東区)

高橋ゆうすけ

℡ 692-4312

(天白区)

さいとう愛子

℡ 704-1928

田口かずと

℡ 808-8384
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