西山あさみ の市 議 会レポート

誰もが自分らしく
私らしく
生きられる社会へ
9/18に中区で開催された 性の多様性をアピールする「虹色どまんなかパレード2017」に参加した西山議員

「誰もが自分らしく生きていくことのできる名古屋市にしたい」
─西山あさみ議員の熱い思いです。
6月議会で西山議員は、
「ＬＧＢＴへ名古屋市の取り組み」
について質問。同性愛や、性別に違和
感を覚えるなどの性的少数者（ＬＧＢＴ）が、８％程度はいるという調査結果も示し、市長に対応を求め
ました。
法的効力はありませんが、
“君たちを結婚していると認めるよ”
と自治体が証明するパートナーシッ
プ制度を創設する市町村がひろがりつつあります。三重県・伊賀市では、
パートナーシップ宣誓を行っ
たカップルの市営住宅への入居申請を可能にし、市民病院でも家族同様の扱いをしています。
西山議員は、河村市長が「中日新聞」
(4/18)の「同性パートナーシップに取り組むつもりはあるか」
との問に
「あります」
と答えていることを示し、
市長に実施を迫りました。市長は
「もうすこし待ってちょ」
と答弁。
西山議員は引き続き、みんなが私らしく生きられる名古屋市へがんばります！

新堀川ヘドロ除去工事開始
11月24日から新堀川の悪臭対策で、
堀川と合流する内田橋の西側(南区)で、
堆積しているヘドロをしゅんせつする
工事が始まりました。さっそく西山
あさみ市議は現地に出向いて工事の
様子を視察しました。

住民とふれあい、声を聞き

真剣な顔でサーブする西山議員

地域のさまざまな行事に足を
運び、住民のみなさんと交流す
る西山議員。レクバレーチーム
のみなさんとの交流試合では、
「中区の体育館は暑い。どうにか
ならないか？」との声。どこに
行っても“中区の困った”をお聞
きし、解決に全力を挙げます。

ただちに行動し、行政に届け
「地下鉄『大須観音』駅の西側
にエレベータをつけて」─西山
議員は住民からの声を聞き、実態
を調査。２基目のエレベータを
工事中の「丸の内」駅の経験もい
かし実現へ早速動き出しました。
エレベータまでの距離を測る西山議員

ヘドロのしゅんせつ場所を視察する西山議員

来年度は
大井橋以北
３億4千万の予算

市政の動きを市民に報告
年4回の議会ごとに中区のみな
さんに「市政報告会」を開催して、
市政の現状や議会の 様 子 を 報
告しています。また、「市政報
告会」で市政へのご意見･ご要望
をいただき、議会活動にいかし
ています。

11月17日に公開された来年度予算
案への各部局からの予算要望に、新
堀川の悪臭対策で3億4千300万円の
予算要望が行われています。来年度は
中区の大井橋から北の地域でヘドロの
しゅんせつ工事が行われる予定です。
市政報告を行う西山議員

市政に対するご意見ご要望
くらしの相談は

市会議員

西山あさみ事務所

TEL.263- 0500
〒460 -0012 中区千代田 2 -24 - 8

岡 田ゆき子 の市 議 会レポート

市民の声を届け
市 政を動 かす
介護、保育、教育、障害者支援…。住民のみなさんの切実な
要求を直接聞き、市政に届け、市政を動かす岡田ゆき子議員。
重度の障害を持つ娘さんとともに、誰もが人間らしく生きて
いくことのできる名古屋にするために全力を尽くします。

上飯田連絡線
敬老パス利用者の
無料化実現！
味鋺駅から上飯田駅に向かう上飯田連絡線の列車

名古屋市内なのに敬老パスが利用できない
「上飯田連絡線」
の味鋺—上飯田間。岡田議員は、
敬老パス利用を求める住民のみなさんとともに、
繰り返し名古屋市に実現を迫りました。ついに
来年度予算要望で味鋺−上飯田間の敬老パス利
用者の運賃が無料になる見通しとなりました。
また市は、敬老パスの利用者負担も今後10年
間は値上げせず、現行維持する方針を明らかに
しました。

住民の声を聞き 区内をくまなく歩いて

国保料値上げ許さず

安倍政権が強行した国民健康保険の運

障害者権利を守って

営を市町村から都道府県に移す制度改定。

名古屋の就労継続支援A型事業所の閉

鎖に伴う障害者大量解雇問題の解決のた

国、
県は市の国民健康保険の赤字解消を求め、

めに、岡田議員は東奔西走。厚生労働省

保険料値上げが危惧されていました。岡田

では「障害者を食い物にする企業が出てきた

議員は党県議団、市民運動と共に、制度が

のはなぜなのか」と担当者に迫り、名古屋市
が実施する事業所説明会にも厚生労働省が

変更されても市の保険料軽減策を堅持する

出向くよう要請しました。

よう求め、制度改定による保険料の引き上げ
はしないことを約束させました。

巡回バスの改善へ

「大規模団地や図書館前を通るバスがほ

報徳幼稚園は廃園しないで

しい」の声を受け、交通局に繰り返し住民と

名古屋市は報徳幼稚園を2020年に閉園

求めてきました。
「楠巡回の大曽根駅停留

する方針を突然発表。岡田議員に保護者の

所がターミナルからずいぶん離れている」

みなさんから相談が寄せられました。保護

という住民の声が寄せられ、岡田議員は実

者のみなさんによる「報徳幼稚園を存続さ

態調査を実施。ターミナルまで200メートル

せてほしい」という１万５千をこえる署名が

以上あり、信号を２つ渡らなければなりま

集まり閉園を１年延期させました。

せん。早速交通局へ改善を申し入れ。

子ども食堂の拡充

上飯田や味鋺地域で行われている子ども

市政報告会を各地で

岡田議員は、学区単位の「市政報告会」を

食堂に足を運び、子どもたちやお父さん、

定期的に開催し、市政の現状や議会の様子

お母さんと交流する岡田議員。見えにくい

を報告しています。また、
「市政報告会」で

子どもの貧困を地域で支える子ども食堂の

市政へのご意見･ご要望をいただき、議会

開設助成金創設、就学援助の入学準備金を

活動にいかしています。

入学前に支給できる仕組みに改善してきま
した。行政が何をすべきか、何ができるのか
を常に考え、行動しています。

市政に対するご意見ご要望
くらしの相談は

市会議員

岡田ゆき子事務所

TEL. 915 -2705
〒462- 0807 北区御成通 1 - 15 石川ビル1F

規制の必要性を訴えました（写真）。

「客引きをなんとかしてほしい」
地元のみなさまから、相談が…

藤井議員の質問に市民経済局長は
「詳細な実態調査や条例を制定してい

2015年の夏前、日本共産党名古屋市

る他都市の調査を行ない、地域の方々

会議員藤井ひろき事務所に「客引き行

とも協議しながら条例制定を含め検討

為を何とかしてほしい」と、名駅周辺

する」と前向きの答弁をしました。

のお店の方々が訪ねてこられました。

その後、市は現地調査や市民アンケー

名駅・金山などの繁華街では、居酒

トを実施。アンケート結果では、居酒

屋やカラオケ店などの客引き行為等に

屋・カラオケ店等の客引きに対して、

より、安心して歩きにくい、繁華街の

何らかの規制を求める声が合計で８割

イメージが悪くなるなどの問題が生じ

を超えました。

ています。

安心・安全で快適なまちづくり実現へ

市議会本会議で2度にわたり、質問

市は今年度、条例制定に向けた予算

2015年11月市議会で藤井ひろき議員

を組んで外部有識者らによる「客引き

は、この問題を初めて取り上げ、客引

行為等への対策検討懇談会」を設置。

き行為等を防止するための条例制定を

同懇談会での議論を踏まえ、11月20日

提案。愛知県警と連携をとりながら、

の市議会経済水道委員会で、罰則規定

名古屋市として早急に客引き行為等対

などを盛り込んだ条例案の素案を明ら

策に取り組むよう強く求めました。

かにしました。

さらに2016年9月市議会では、名駅や

誰もが安心して、安全にすごせる、

金山駅周辺の店舗関係者が利用客に行

快適なまちづくり実現に向け、藤井ひ

なった、客引きに関するアンケート

ろき議員は今後も皆さんの声を議会に

（回答者376人分）を取り上げ、改めて

届けてまいります。

すでに条例を制定した神奈川県川崎市の事例を
紹介し、「名古屋市でも条例制定を！」と、本
会議で質問する、藤井ひろき議員。

戦争遺跡を保存活用し、
次世代に「悲惨さ」継承を
身近にある戦争遺跡の紹介

天守閣木造復元関連予算案に本会議場で反
対の討論（2017年11月議会）

藤井議員は2017年9月議会の本会議質問
で、戦争の悲惨さを次世代に伝えるために、

天守閣木造関連の補正予算案につ

市内各地にのこる戦争遺跡の保存・活用を

いての採決に先立ち、藤井議員が反

求めました（写真）。

対討論を行ないました（写真）。

戦争遺跡とは戦争の痕跡、戦争のために

藤井議員は、2022年の木造化完

造られた施設や戦争で被害を受けた建物な

成スケジュールにあわるため急いで

どで、戦時中の様子を当時のまま今に伝え

行おうとするもとで、重大な問題が

る建築物なども含まれます。

生じていることを指摘しました。

藤井議員は議場で、市庁舎時計塔裏外壁

「本物」の文化財である名古屋城天守台の石垣

の迷彩を施した跡や、鐘楼に吊り下げられ

の現状を、適切な調査に基づいて把握し、石垣を

ている石製の鐘（東区・円明寺）などの写

守り抜くという観点からも、スケジュールありき

真パネルを紹介。「戦争の悲惨さを後世に

で事をすすめる名古

伝える、歴史の生きた教材になる」と力説

屋市の強引な進め方

し、市の把握状況について質問しました。

は問題だと力説。

答弁にたった教育長は「戦争遺跡を実際

「木造化、急ぐな！

に訪れ、見たり触れたりすることで戦争の
悲惨さや平和について考えていただくきっ 石製の釣鐘を紹介し、質問する藤井
議員（上）。市庁舎全体に迷彩色を

かけになるのではないかと考える」と答え 施した当時の写真（中）と、現在も
迷彩色の跡が残る外壁部分（下）
ました。

生活相談、お気軽に
お声をかけてください！

中村区上石川町3-2-3

TEL411-4161

あわてるな！いった
ん、立ち止まってしっ
かり議論を」と討論
を行いました。

日本共産党名古屋市会議員

藤井ひろき事務所

計画の見直しへ
（左）東山公園計画の見直
しを求めて質問する田口議
員。新開副市長（当時）は、
「土地利用の状況、樹林地
保全の観点などを踏まえて、
総合的に考えていきたい」
と答弁しました。（下）東
山公園の計画見直し案。ピ
ンク色が「削除」区域

「立ち退きしなくてもよくなるのです
ね」――東山公園や荒池緑地の公園計画
区域内の住民から、喜びの声が田口かず
と市会議員の事務所に寄せられました。
名古屋市が発表した長期未整備公園緑地
の「都市計画の見直し」案で、宅地化が
進行している区域の多くが、公園計画区
域から「削除」されるからです。

「立ち退かなくてもよくなった！」
東山公園南部の天白渓地区では、「樹
林地を残しながら住み続けたい」という
声が上がり、天白渓地区の３町内会が、
アンケート活動や市との話し合いなどを
進めてきました。
田口かずと議員は、2016年９月議会の
本会議質問や都市消防委員会の質疑で、
住民の声を届け、計画の見直しを求めま
した。今回の見直しは、住民が声を上げ
てきた成果です。ただ一部は「削除」区
域から外れるので、町内みんなが住み続
けられるようにすることが大切です。

八事天白渓線

道路計画も廃止へ
天白渓地区の３町内会は、地区を
横切る都市計画道路「八事天白渓線」
の廃止も求めて運動されてきました。
田口かずと議員は、2012年12月議
会と2016年９月議会の２度にわたっ
て、八事天白渓線の廃止を要求しま
した。この道路計画は、未着手都市
計画道路の「第２次整備プログラム」
で「廃止候補路線」となりました。

市営住宅のリフォーム

小学校給食の民間委託

高坂荘で若年世帯向けに

天白小・植田東小

市営高坂荘で空き家４戸が
全面的にリフォームされ、20
17年６月から「若年世帯向け
リノベーション住宅」（写真）
として入居が始まりました。
高坂荘では高齢者世帯が６
割近くを占め、子どもの数が
減少。建築後50年経ち、「間
取りや設備が陳腐化」（市住
宅都市局長）し、子育て世帯
のニーズに合わなくなってい
ます。高坂学区から「若者向
け間取りにリフォームを」と
の要望が市に出ていました。
田口かずと議員は、2015年
２ 月 議 会 の 本 会 議質問で 、
「空き家修繕の際に、全面的
なリフォームを実施し、子育
て世帯の入居を促進すべきだ」
と求めました。

無料なんでも相談

田口かずと議員は、15年
前の2002年6月議会の本会
議質問で、市営住宅の全面
的なリフォームを提案しま
した。
「（設備、間取りの更新
など）全面的なリフォーム
をおこなう『トータルリモ
デル事業』を実施すべきだ」
という田口議員の質問に、
市は「可能性について検討
したい」と答弁しました。

保護者から不安の声

小学校の給食調理の民間委
託が2016年度から始まりまし
た。天白区では2017年度に天
白小で、2018年度は植田東小
でも実施予定です。
田口かずと議員は、2017年
２月議会の代表質問で、天白
小の保護者から届いた手紙を
紹介し、「委託業者の社員も、
いい給食を提供したいと努力

◆信念を持って子どもたちの
ために努力してくださる民間
もあるとは思いますが、〝質
〟を保持するには、市で運営・
管理してほしいです。名古屋
城天守閣の木造復元よりも、
子どもたちが安心して育って

お困りごとは、田口かずと事務所へ

されているが、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
がまさっている」と指摘。
「調理員の退職者不補充を理
由とする民間委託は、市職員
の削減によるコストカットが
目的で、教育の一環である学
校給食の質の向上とは無縁の
ものだ」と追及しました。
いけるよう、財源の使い方を
見直してほしい。（30歳代）
◆今回の給食の件、とても不
安に感じています。万一のこ
とが子どもたちに起こったら、
誰が責任をとるのだろうと憤
りを感じます。どうか自校式
で、安全な給食が食べられる
ようにしてほしいです。（井
口２丁目、２児の母）

☎８０８－８３８４
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たみニャン
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名古屋市会議員

た み お

柴田

民雄

協同の力で政治を変えましょう
2016年２月議会では

2017年９月議会では
ヒバクシャ国際署名に河村市長の
サインを求める

市民の文化活動拠点・稽古場
不足の対策を

7月に国連で核兵器禁止条約が採択され

市民文化の活動拠点・稽古場所は、

た情勢を受け、平和首長会議に参加してい

現状では飽和しており、ニーズに応え

る河村市長に、ヒバクシャ国際署名にサイ

られていません。商店街の活性化策な

ンして、政府に核兵器禁止条約への批准を

どと結びつけ、抜本的な量的拡大を求

求めるよう迫りました。

めました。

「高校生の描く原爆絵画展」を
名古屋でも
広島平和資料

文化振興計画に市民文化の
振興・社会教育の位置づけを
市民文化の振興は、民主主義・地方

館の主催で、広

自治の基礎となる重要な課題との視点

島市立基町高校

2017年9月15日 本会議場
で質問に立つ柴田民雄市議

が文化振興計画に不十分と指摘し、社

の生徒たちが1 0

会教育としての位置づけを高めるよう

年前から制作し

求めました。

ている、原爆絵
画。

2017年２月議会では

「被爆者から
の繰り返しの聞

マイナンバーの市民税特別徴収
税額決定通知書への記載中止に

き取りや描き直
し作業を通じて、

市は、事業主が従業員の市民税を天引き

２度と繰り返さ

で納税する特別徴収の税額通知書にマイナ

ないために自分

ンバーを記載し、誤配送の危険のある普通

に何ができるの

2016年５月議会では
「議員報酬は市民の声を聞いて」
住民投票条例の制定に賛成討論
2月議会で、市会議員の報酬特例値を 14
55万円に引き上げる条例が制定されたこと
の賛否を市民に問う住民民投票条例案に、
賛成の立場から本会議討論を行いました。
赤旗2017年4月30日

郵便で送る計画でした。中止を求め、政令

かと模索する強
い動機になっている」「市の事業として絵
画展を開き、核兵器廃絶の世論啓発に踏み
出すべきだ」と求めました。

市で初めて中止させました。

瑞穂区高層マンション問題
市は責任をもって解決を
瑞穂区白竜町では、中・低層住宅しかな

高すぎる国民健康保険料の
負担軽減を

い地域に突然10階建ての高層マンション建

名古屋市の一人当たりの平均保険料は、
2017年度に過去最高水準の91,688円に達し
ています。柴田議員は、「国保は市民全体
の問題。2018年度から開始される都道府県
単位化の本来の趣旨に沿って、国からの財
政支援を保険料負担の引き下げに回せば、
まだまだ引き下げは可能だ」と、負担軽減
を強く求めました。

設が始まり、住民の反対運動が起こってい
ます。市の道路拡幅計画が中止になって、
「もう高層マンションは建てられるはずが
ない」と住民が思っていた経緯には、市に
も責任の一端があると迫るとともに、他地
域でも繰り返さぬよう求めました。
反対住民の一人が、監視カメラにやってい
ないことがはっきり映っている暴行事件を
でっちあげられ逮捕されており、共謀罪の
先取りではと注目されています。

2017年３月
ななめ歩道がまっすぐに
住民からの訴えで現場を調査し、9度
の傾きが見つかっていた「塩付通２」
信号北のななめ歩道。昭和土木事務
所に対応を求め、補修され、平坦に
なりました。

無料なんでも相談

塩付通２

お困りごとは、柴田たみお事務所へ ✆ 858-3255

敬老パスを
日本共産党名古屋市会議員
についてどう考えているのか」と質問

すると説明しています。私鉄への拡大

をしました。市長は「不平等はわかる

にがんばっていきます。

が、交通系に乗れない人との不平等も
あり、考えている」と答えました。

守山区住民が市長に申し入れ
名鉄沿線などで不公平感
くれまつ順子議員は、2017年11月定
例会で、敬老パスの私鉄・JRへの利用
拡大について質問しました。
守山区での市民アンケート結果から

党市議団が守山区の1万戸で実施し
た市民アンケート（798通回答）の結
果を市長に提出し、敬老パスの私鉄へ
の利用拡大を申し入れました。

名鉄・ＪＲへの拡大には９億円

も私鉄・JRへの要望が大きかったこと

名古屋市は、昨年末、対象交通機関

を紹介し、「名鉄沿線住民は敬老パス

の拡大にかかる事業費がおよそ9億円

が名鉄で使えなく不公平感があること

と試算し、より使いやすい制度に検討
敬老パスの名鉄線等へ拡大
するために必要な事業費
名鉄全線 3.8億円
近鉄
0.7億円
ＪＲ全線 1.0億円
市営交通 3.2億円
合計
8.7億円
財政福祉委員会資料より

河村市長に敬老パス拡大を申し入れる市民と
くれまつ議員

ヘルプマーク実現へ近づく
2016年11月定例会でくれまつ議員は、
「ヘルプマークを名古屋でも検討して」
との守山区民の声を議会でとりあげ、市
長は「愛知県といっしょ
に導入を検討」と答弁。
昨年10月に「ヘルプカー
ド」の配布が始まり、市
バスでもヘルプマークが
表示されるようになりま
した。新年度予算にヘル 東京都都営地下鉄
のヘルプマークの
プマーク導入が当局から ポスターを調査す
るくれまつ議員
要望されています。

安全な暮らし
をもとめて
Ｆ35戦闘機
Ｃ１３０輸送機
イラク戦争の際米兵を輸送。 最新鋭の戦闘機。核爆弾搭載
小牧基地の主力輸送機です。 可能。110デシベルを県が測定。

守山区上空を飛ぶ自衛隊機が増えて
います。くれまつ議員は、名古屋空港

空港から離れた緑区でも発生している

を飛び立つ航空機の騒音対策について

など情報を集め騒音測定を拡充するよ

てを行うとともに、点検・整備なども

昨年の11月議会でとりあげました。

う求めました。

行うリージョナルデポ（地域整備拠点）

名古屋空港は、国際線が中部国際空

ことを示し、自衛隊機の飛行訓練空域

環境局長は「Ｃ130の低空飛行訓練や

とされました。

港 に移って以 降、年

ヘリコプターの緊急飛行などの騒音に

くれまつ議員は、「本格的にＦ35の

間 総発着回数 は６万

よる苦情などが寄せられている」「自

配備がされると、点検・整備などで名

回から３万回に減少。

衛隊機の低空飛行訓練は防衛上の機密

古屋空港に飛来する機数が増加し、騒

一 方、空港に 隣接し

事項だから訓練内容を事前に把握する

音被害が増える。それでも、現状どお

て いる航空自 衛隊小

ことができない」と答えました。

りの騒音監視体制でよいのか」と質問。

牧 基地の自衛 隊機の
発着回数は6千回から
1万2千回へ倍加して
います。

マンションの真上を飛ぶ自衛隊機

Ｆ３５戦闘機がものすごい爆音
「これまで聞いたことのない航空機
の大音量に驚いた」という守山区や北
区の住民からの苦情が区役所や自衛隊
に寄せられています。この爆音は、ア

市内では北区と守山区の２地点で冬季

メリカロッキード社製のF35戦闘機でし

の２週間だけ騒音を測定。今年も北区

た。名古屋空港に隣接した三菱重工小

で環境基準を超える60㏈、守山区で基

牧南工場で機体を組み立て、試験飛行

準値の57㏈でした。くれまつ議員は、

を昨年６月から行っているためです。

自衛隊機のＣ130輸送機の低空旋回飛行

名古屋空港がF35の点検整備拠点に

による騒音問題を追及。騒音の苦情は

困ったら…
まず電話を

三菱重工小牧南工場はＦ35の組み立

暮らしの無料相談は
（午後１時～５時）

環境局長は、「Ｆ35を含めた自衛隊機
に限らず離着陸回数が大きく増加する
など、定期監視の測定結果が現状より
も高くなっていくような場合は、適切
な測定地点、期間となるよう騒音監視
体制の見直しを検討したい」と答弁し
ました。
航空機騒音調査のお願い
生活の場である市街地での航空機騒音の実
態を調査します。ご協力ください。
騒音発生の日時、場所、機種、飛び方、音
量など、くれまつ事務所までご連絡ください。

くれまつ順子事務所へ

守山区喜多山1-6-21

☏ 793-8894

さいとう愛子議員は、福祉・教育分野での民営化や業務委託化など、人件費削減を理由に次々と市民サービ
スを削る河村市政に対し中止・見直しを求めてきました。今年も市民のみなさんと力わせてがんばります。

る、公務員司書を集約した直営のAタイ

館だからこそ利用率が高い」と力説し

プ（アクティブ・ライブラリー）図書

ました。

館を、星ヶ丘駅周辺につくることを明

名東図書館をなくさないで！
名古屋市は昨年、「なごやアクティ
さいとう議員はいまある図書館を縮小・
だしました。市当局は、名東・守山両
や外部有識者などの意見を聴取しなが
ら、ブロック内全体の図書館機能の再
配置の中で検討」すると述べ、存続さ
せるとは明言しませんでした。
また、現在の千種図書館については
「早急に施設整備の方向性の検討を進
めたい」と答弁。15万冊の蔵書を有す

「売却」など断じて認められない！

方向は、何よりも区民の意見を聞いて
決めるという姿勢に立つべきだ」と強

さいとう議員は、市が行なったパブ

く要望しました。

リックコメントでも、機能縮小に否定
的な意見や不安の声が多かっ

アクティブライブラリー構想での図書館の役割

たと指摘。
区分

名東図書館の最新の利用
実績（入館者数は市内２０

分館中８位、貸出冊数は２ 鶴舞中央図書館
地域サービス館

図書館について、「利用状況等の分析

守山両図書館とも、将来の施設整備の

位）に触れ、「名東図書館
は、41年前に千種区から分
区した時に、子どもたちが
ゆっくりと寝ころんで本が

アクティブ
ライブラリー
コミュニティ
ライブラリー
スマート
ライブラリー

読めるようなコーナーをつ

貸出返却所

くってほしい、などの区民

協働運営所

の要望を取り入れてつくら

自動車図書館

れた。地域に根付いた図書

基礎的サービス 専門的サービス

新たなサービス

市民や
WiFi
お話会 専門資
行政の 自動貸 ゆとり 整備、
貸出・
等の行 料の収
課題解 出返却 の空間 PC専
返却
集
事
決支援
用席

蔵書

直営 直営 民間活力の活用を検討

廃止する同構想について、本会議でた

らかにしました。

運営形態

ブ・ライブラリー構想（案）」を発表。

そのうえで、さいとう議員は「名東・

130万冊
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○

○

○

○

○
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15万冊

○

○

○
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○
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○

○

―

△

○
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○

1～4万冊

○

△
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―

○
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△
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―
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―

―

○

△

―

―

―

―

―

―

○

△

―

―

―

―

―

○は実施 △は一部実施 ―は実施しない

スクールランチから中学校給食へ発展を
小学校給食の調理業務委託は撤回すべき

「主菜が冷たい」「おいしくない」
中学校のスクールランチは1996年の
実施以来約20年経過しましたが、家庭
弁当も認めており、喫食率は50％台に
とどまっています。生徒からは「肉や
魚が冷たい」「おいしくない」などの
不満の声があがっています。

生徒たちにとって重要な問題であり、

ちの食育が犠牲

抜本的改善が必要だ」と提起。

にされるのは本

市当局は「現行制度は一定の評価が
ある」と述べるにとどまりました。

さいとう議員は、全国平均に比べ名
古屋の中学生は朝食を食べない子ども
が多いと指摘。「子どもの貧困が問題

理 上 10℃ 以 下 に す る 必 要 が あ る か ら

になる中、昼食が重要になっている。

（仕方ない）」と改善に消極的です。

生徒や保護者、学校関係者の意見をよ

札幌市や北九州市は小学校の調理場

く聞き、改善の検討をはじめる時期で
はないか」と重ねて求めました。

を活用した「親子調理場方式」を実施。

給食調理業務の民間委託撤回を

業務委託弁当だった大阪市は、2020年

名古屋市はこの間、小学校の給食調

度までに「学校調理場方式」に移行す

理業務の民間委託化がおしすすめ（右

る予定です。川崎市は2017年１月から

表参照）、今後は食数551食以上の学校

４校で「自校調理場方式」にするなど

で順次行なう方針です。

学校給食の改善がすすめられています。

市は「給食調理員が退職しても、補

さいとう議員は本会議で、こうした

充はしない」として委託化を推進して

他都市の状況を示しながら「成長期の

いますが、経費節減のために子どもた

無料生活相談

くらしの相談はお気軽にどうぞ

名東区名東本通5-43 ファイブヒルズ２F

安心・安全な
給食にとって、教員・栄養士・調理員

抜本改善の時期だ

市は「民間調理場方式のため衛生管

全国で広がる自校調理場方式など

末転倒です。

の３者が一体になって行なうことは不
可欠ですが、調理業務の民間委託化は、
献立と調理を切り離す事になります。
さいとう議員は、契約期間が約４年
では技術の継承もできない、「すでに
実施された学校では直営に戻し、これ
以上委託化を拡大してはならない」と
訴えました。
小学校給食の調理委託計画
2016年度 荒子小（中川）、大清水小（緑）、
実施３校 西山小（名東）
山田小（西）、瀬古小・下志段味
2017年度
小（守山）、桶狭間小（緑）、天
実施５校
白小（天白）
田代小（千種）、苗代小（守山）、
2018年度
松栄小（昭和）、大高南小（緑）、
実施予定
植田東小（天白）、稲葉地小（中
７校
村）、千音寺小（中川）

さいとう愛子事務所 ☏ ７０4-１９２８

－そして、緑区から名古屋を変える－

久屋大通公園は、市民の大切な都市公園。都市の貴重なオープンスペースをまちづくりを理
由に建ぺい率の緩和を進めていいのか、また、事業者を公募する手続きの中で、住民説明会な
ど利用者や周辺住民の意見を聞く場を設ける機会はあるのかと本会議で質問しました。
住宅都市局長は「市民 から意見募集を行ったうえで、公募に参加していただく」と述べた
ものの、住民への説明は考えていないと答弁。
さはしあこ議員は、委員会審議でも「設計に市民の意見を反映させるべきだ」とさら
に追及しました。ついに「整備・運営の段階で、必要な場面で市民の意見をいただく場
はある」と当局が答弁。計画を市民に周知し、意見を
聞く機会を設けると表明させました。

「避難所で子どもが泣いたらどうしよう」「多くの方が身を寄せてい
る避難所では我慢してまう妊産婦さんがみえた」。さはしあこ議員は、
久屋大通公園の再生を願う市民のみなさんが「樹
木を３分の２も伐採しないで」「３車線の南北道路
を１車線化しないで」「魚ノ棚通及び京町通の車道
を閉鎖しないで」の３項目を市議会に提出。
紹介議員の、さはしあこ議員は「見通しの良い公
園にすることは必要だが、３分の２も伐採するのは
切りすぎだ」と採択を求めました。樹木の伐採は、
採択されませんでしたが、道路の２項目は、請願者
の願いが反映されました。市民のみなさんに寄り添っ
たまちづくりを進めていきます。

本会議で、災害時に妊産婦・乳幼児のいのちを守る支援の拡充を求めま
した。
「新たに芽生えた大切な命を守り、安定した状態で出産を迎え、妊産
婦・ 乳幼児が安心して過ごせる福祉避難所として看護学校や大学に協力
を求め、受け入れを働きかけたらどうか」と提案。「熊本地震などの教
訓を受けて、妊産婦や乳幼児の方などに一定の配慮が必要と考える。関
係局とともに検討する」との答弁を引き出しました。さらに、さはし議
員は防災危機管理局に対して、リーダーシップを発揮し各局に働きかけ、
妊産婦・乳幼児の支援を前に進めてほしいと求めま
した。

「緑区のみなさんに市政や地域での活動をお知
らせ したい ！」議 員に なっ て以 来 、週 一回
「みどりの風」を発行。あこの連載コラム
「道（ラ・ストラーダ）」も好評です。
お読みいただける方は、さはしあこ連絡事
務所まで。
みなさん、「市会だより」は、お読
みいただいていますか？一人でも多く
の市民のみなさんに、わかりやすく読
みやすい紙面づくりを目指して、編集
委員のひとりとして頑張っています。
お困りごとはご相談ください。
まずはお電話を！

「側溝に
「側溝 に 落ち て ケ ガ を
した。
した。何
何 とか し て ほ し
い」。住
い」。 住 民の み な さ ん
からの悩みや相談ご と
があれば
があれ ば 、ど こ に で も
駆けつけます。
さっそく現地を調査し、県の住宅供給公社に
はたらきかけたさはし議員。県営東丘住宅のゴ
ミステーション前の側溝にフタが整備され、安
心して通れるようになりました。

市会議員 さはしあこ連絡事務所

緑区滝ノ水五丁目３１０の１
電話（８９２）５１９０

市民とともに市政改革にがんばっています
日本共産党名古屋市会議員

江上博之

市民要求実現と河村市政の監視そして対案を示す江上博之市議の活動を報告します。

はとり幼稚園の廃止計画は撤回を
中川区の市立はとり幼稚園で、昨年4月
25日、お迎え時間の午後２時に「明後日、
説明会を行います」というお知らせがあり、
27日の説明会で「幼稚園を廃止します」
という発表がされました。

「具体的な人口目標を掲げてはいない」と

日本共産党は、現鉄筋鉄骨コンクリート

いう姿勢を示しました。河村市長は、まと

の天守の耐震化・老朽化補強、学芸員など

もに答えませんでしたが、人口の自然減に

専門家を増やし博物館機能の充実、名古屋

は危惧を示しました。

城全体の整備などで、名古屋城へ行けば、

民間委託や指定管理者制度は雇用の
悪化を進め、少子化克服に反する

名古屋の歴史、未来、名所がわかる情報発

「突然こんな話をするなんて、もっと前

江上博之市議は、「民間委託や指定管理

からいうべきだ」「２人目を入れたいと思っ

者制度導入は、運営費削減で結局、人件費

ていたのに」など保護者は怒りの声でした。

を削減し、非正規、低賃金労働者を作るも

信施設づくりを提案しています。この提案
も含め市民の声を聞いて、名古屋城の魅力
づくりを行い、2022年木造化を止めるこ
とを呼びかけています。

撤回を求め、河村市長は、「閉園はやむを

「民間の能力を活用しつつ、市民サービス

得ないが、丁寧な説明をせないかんわなあ」

等の維持、向上や経費の節減等を図るため

2027年リニア開通を理由にした名
古屋駅周辺のまちづくり破壊を許
さない

と回答しました。1 1月議会での質問には、

に導入している」と拒否しました。江上市

河村市長は、名古屋駅周辺再開発の大型

「幼児人口の減少などで、定員に余剰が見

議は、少子化克服、人口減少克服に矛盾す

込まれ、閉園する」と、答弁を変えません

ると批判しました。

でした。ただ、「引き続き丁寧にご説明す

2022年名古屋城天守閣木造化は、
「急ぐな」、市民の声を聞け

江上博之市議は、6月議会で廃止計画の

る」と回答し、保護者の説明会開催の求め
に対し開催が計画されています。

ので中止を」と求めました。しかし、市は、

公共事業を進めています。
その一つに、名鉄が「名古屋駅前再開発

河村市長は、市民サービス削減の一方、
名古屋城天守閣木造化を急いでいます。
昨年の6月議会で、江上博之市議は、20
22年木造化の見直しを求めて河村市長に
質問しました。

計画」を昨年3月29日発表しました。高さ
150ｍから180ｍ、現名鉄百貨店から南へ、
笹島交差点をまたいで、現日本生命ビルま
で南北延長400ｍの超高層ビル建設計画で
す。前々日の27日に名古屋市は、環境ア
セスメントの対象を、この地域では高さ
「100ｍ以上」としていたを「180ｍ以上」
に緩和すると発表しました。6月議会で、
江上博之市議は「環境を守るべき名古屋市
が、市民の発言の場を奪うのか」と質問し、

（写真）来年度も園児募集しています。中川
区のはとり幼稚園

河村市長は「やっぱり、東京、横浜と伍す
る建物を作っていかないかん」というだけ

少子化、人口減少を理由にした
市立施設の廃止・縮小は見直せ
名古屋市は、少子化・人口減少を理由に、
幼稚園の廃止をはじめ保育園の廃止、若宮
商業高校の廃止、図書館業務の縮小を発表

です。江上博之市議は、町破壊のこの計画
（写真）戦災跡も痛々しい名古屋城天守閣
の石垣。内部の調査はまだこれからです。

を含め、名古屋駅前の一極集中でなくバラ
ンスのあるまちづくりを提案しています。

12月16日には「まだ止められる名古屋
城天守閣木造化」と題して日本共産党名古

しました。
江上博之市議は11月

屋市議団がシンポジウムを開催しました。

議会で、「少子化・人

江上博之市議はパネラーの一人として、

口減少に対し、若者の

石垣と天守建設の問題が出ている中、「文

結婚したい希望、もっ

化財として本物の価値がある石垣保存を丁

と子どもが欲しいとい

寧に行うことが必要であり、そのための時

う希望をかなえるのが

間が必要で、市の計画通りには進まない」

名古屋市の仕事であり、

ことを示し、「来年4月の市会議員選挙で、

その施策を進めるのが
名古屋市の役割ではな

（写真）本会議で質問
する江上博之議員

いか」「『名古屋市まち・ひと・しごと創

（写真）名鉄百貨店などに新たな再開発計画
が進められている名古屋駅前。

木造化を急がない議会勢力、特に、日本共

1993年以来、早朝宣伝で市政報告
などを毎週2日以上続けています

産党市議を増やすことで、2022年木造化

江上博之市議は、1993年の名古屋市会

を止めることができる」と発言しました。

議員補欠選挙での立候

生総合戦略』では、『本市の若い世代の結

補以来、毎週早朝宣伝

婚・出産に関する希望が実現し、東京圏へ

を続け、市政報告など

の転出超過が解消され、人口減少に歯止め

を話しています。

がかかると2060年に228万人程度の人口が

「これからも、市民

確保される』という推計を示しています。

要求の実現、市政の監

この施策実現のためには、経済的不安が大

視役、提案者として、

きいのだから、非正規労働、低賃金労働を
改善する施策が必要でないか」と求めまし
た。しかし、市は、「大変ハードルが高い」

困ったら…
まず電話を

（写真）元大阪城館長の講演などで盛り上がった
シンポでは、木造復元はムダ、ほかにやることが
あるとの声が噴出しました（2017年12月16日）

暮らしの無料相談（子育てや教育問題も）は毎週
弁護士相談は 毎月第３木曜日

区民の皆さんに情報を
伝えていきます」と決

（写真）駅頭や街頭での
市政報告には多くの人か
ら激励も寄せられます

意を新たにしています。

月・木の午後６時半～８時

江上博之事務所
☏３６３-１４５０

始業式から臨時教員の担任でいいのか
日本共産党名古屋市会議員

高橋ゆうすけ

高橋ゆうすけ市会議員（南区選出）は、安心して暮らすことのできるまちづくりを進めるために全力でがんばっています。

小学校でも 入 学準 備 金の
前倒し支給を！
高橋ゆうすけ議員は、2017年11月定
例会で、就学援助の入学準備金につい
て、中学校入学時について入学前支給
に改善したことを受けて、小学校入学
時についても入学前に前倒し支給する
ように求めました。
小学生でもランドセルや学用品の購

入のために、少なくない負担があり、

名古屋市は不足分

入学前に支給を求める声があがってい

を臨時教員で補っ

ます。そうした事情から、入学前に支

ていますが、子ど

給する自治体が広がっています。名古

もたちに寄り添っ

屋市でも実施をすべきと求めたところ、

た教育を進めるた

教育長からは、「小学校入学時におい

めにも、不足を解

ても、入学前に支給できるよう検討す

消するために正規

る」と前向きな答弁がありました。

採用をすべきと求め、教育長から、学

必要な教員は正規教員で！

級数などの見込みを精査して、採用不

高橋議員は、名古屋市立学校教員の
小学1年生への入学準備金前倒し支給
政令指定都市比較

採用が不足していることを議会で

足を減らしていきたいとの答弁を引き
出しました。

取り上げました。

・既に前倒し…福岡市、北九州市、熊本市
・来年度から前倒し…京都市、神戸市
・前倒しに向け検討中…広島市、横浜市

民間賃貸住宅への
家賃補助制度を！
高橋議員は空き家となっている民間
賃貸住宅を活用した住宅セーフティネッ
ト機能の強化を求めて、低所得者を対
象とした家賃補助制度の創設を求めま

毎年100名前後の採用不足が生
じており、特に2017年度は183名
と大幅に増えていることを指摘。

ります。
国でも空き家を含めた民間賃貸住宅
を活用したセーフティネット機能の強
化が必要との方向性が出されています。
名古屋市は、空き家を含めた民間賃
貸住宅の活用を促進することが重要と

の認識が示されました。
今後も、家賃補助制度実現に向け、
取り組みを進めていきます。

地域の要望を実現！
高橋議員は、区民のみなさんから出
された要望に耳を傾け、安心して暮ら
せるように行政へ働きかけてきました。

した。

これまで、交通事故の多い交差点へ

高齢になり、市営住宅を希望しても、
当選しないという実態があり、住宅確

のカーブミラーの取り付け、一方通行

保は大きな課題となっています。民間

に間違って入り込む自動車が多いこと

賃貸住宅においては、高齢者であるこ

から見やすい場所への道路標識の設置、

と、低所得であることなどを理由に入

転倒の危険のある深型排水溝の改修な

居を拒否されるケースも多くあるのが

どを実現してきました。

実態です。一方、民間賃貸住宅では空
き家が増え続けているという問題もあ

本会議で質問する高橋ゆうすけ議員

民間賃貸住宅での入居拒否

写真・深型排水溝の改修前（左）と改修後（右）

暮らしの無料相談
困ったら…

まず電話を

高橋ゆうすけ事務所
資料：住宅セーフティネットアンケート
（平成 22 年度に名古屋市が東海 3 県の民間賃貸住宅の所有者向けに実施したアンケート調査：有効回答者数 1,009 名）

名古屋市南区氷室町15-13
【TEL】052-692-4312

敬老パスや国保料で

円との試算が 示され ました 。

市からは利 用拡大 は約九 億

利用拡大へも一歩前進

実現を」と求めました。

よう名鉄など への利 用拡大 の

「この効果を さらに 発揮す る

経済も元気に する」 と指摘 し

る敬老パスが 公共交 通と地 域

くいとめた！負担増
山口議員は 市議会 で福祉 の

値上げせず

論戦をリードしています。

敬老パス
十二月の財政福祉委員会で、
敬老パスにつ いての 山口議 員
の質問に、名 古屋市 は「今 後
十年間は現行 制度を 維持で き
る」と明言しました。
敬老パスの 交通局 への負 担
金積算方式に ついて マナカ の
マイレージ割 引と乗 継割引 を
新たに適用し約三億円を節約、
高齢者の負担は増やしません。
山口議員は 「よく 考えた 提

山口議員は「 以前の 試算は 五
十億円だった 。実現 の可能 性

津波避難ビル減らすな！

ＵＲから中駒産業に売却さ

新たな棟も指定され、津波避

協定継続にこぎつけました。

団地守れ！住民と行動
れた九番団地。引き続き、津

難ビルが増えました。
しかし粗大ごみの扱いなど

波避難ビルとして協定を結ぶ
ように市・区役所、学区役員

等と粘り強く会社に働きかけ、 新たな問題も。山口議員は、
コミュニティ活動も支えなが
ら住民とともに行動。
企業献金受け取らない党だ
からこそ積極的に動けます。

名古屋港管 理組合 議会の 議

員三十人のな かで十 四年間 、

ずっと議員を 続けて いるの は

山口市議ひと り。毎 議会で 本

会議質問を続けています。
議員に答弁しました。

ついて取り上げました、

六月議会で は、港 の上屋 に

されても名古 屋市の 保険料 軽

員。市長の金 持ち「 減税」 を
やめれば介護 保険料 値上げ も
ス止められる ！敬老 パスを 守
るのも市民の力、と語ります。

十棟のうち十 三棟が 耐震改 修

管理組合が 所管す る上屋 四

地を調査し質問しました。

は港湾労働者 の声を 聴き、 現

制限されてい ます。 山口市 議

築五八年の 稲永ふ 頭の上 屋

減制度を堅持 するよ う強く 求

２棟が老朽化 し危険 に、立 入

めてきました。
名古屋市は 「市の 責任で 法
定外の繰り入 れも維 持し、 都
道府県単位化 しても 保険料 水
準をあげない 、現行 の負担 軽

市民と議会 をつな ぐ山口 議

市 民運 動 と 共産 党 の 論 戦
が市政を変える

南陽地区会館で展示された
市橋英子さん作の絵手紙

減策は全て継 続する 」と山 口

憲法九条守ろう！

＊上屋＝ふ頭
の貨物の一時
保管や荷捌き
等を行う施設

未実施です。 「緊急 性の 高い

老朽化対策は 今年度 に」 と答

弁を引き出し 、対策 が動 き出

しました。

ヒアリ対策、金城ふ頭やガー

デンふ頭の開 発問題 、公 害・

環境問題も取り上げています。

山口清明事務所
地下鉄東海通
４番出口から
徒歩5分

案」と評価し 、「高 齢者の 健
康づくりと社 会参加 を支援 す

が見えてきた ね」と 述べ、 市

港区東海通５-４
電話 651-1002
fax 652-2166

（写真）九番団地

（写真）名古屋港の安全対策
を求める山口議員（名港管理
組合議会）

（写真）安倍９条改憲を止めようと、
広範な市民とともに３０００万人署名
運動に取り組んでいる山口議員。

も「前向きに 検討す る」と 答
えました。

軽減制度を
続けます！
新年度から 国保が 市と県 の

国保料

敬老パス京都集会で報告する山口議員

（写真）住民とともにＵＲに申
し入れる山口議員と本村のぶこ
衆院議員

○１月 党港区後援会で津波避難歩道橋を視察
○２月 党市議団「検証！河村名古屋市政 減
税のねらいは？シンポジウム」で報告
○３月 市議会本会議最終日に討論
名港議会で本会議質問
○４月 市長選挙 岩城正光候補を共同で応援
○５月 武田良介参議院議員と名古屋港の環境
問題を調査
○６月 名港議会本会議で質問
市議会本会議で質問
○７月 ヒアリ対策を名港管理組合に申入れ
九番団地の売却で住民とＵＲ交渉 党
市議団「介護シンポ」でまとめの報告
○８月 港区公職者会で国土交通大臣へ陳情
○９月 市長に285項目の新年度予算要望
○10月 解散総選挙
○11月 名港議会で本会議質問
市会財政福祉委員会で市民税減税と介
護保険料の値上げ提案を厳しく批判
○12月 市会財政福祉委員会で国保の都道府
県単位化と敬老パスの見直しを議論

軍艦より帆船がにあう名古屋港に

山口きよあき事務所

生活相談は
お気軽に

共同運営に変 わりま す。国 や
県からは市の 赤字解 消が求 め
られ、国保料 の値上 げが危 惧
されていました。
日本共産党 は、制 度が変 更

山口きよあき年間活動日誌

新春号

瑞穂区の高 層マ ンシ ョ ン
問題 市は責任をもって解決を
瑞穂区白龍町の中・低層住宅しかない

山の図書館を他の施設と集約したり、駅
ビルに間りする形態になるのかと、住民
の不安は大きくなっています。

地域に突然、高層マンション建設が始ま

千種図書館の整備を急げ

り、住民の反対運動が起こっています。

市内で最も古い千種図書館の改築につ

日本共産党は、名古屋市の道路拡幅計

いて日本共産党が追及し、教育長は「千

画が中止になって、「もう高層マンショ

種図書館は建て替えが必要。構想を策定

ンは建てられるはずがない」と住民が思っ

してから検討する。名東・守山の図書館

ていた経緯について、「市にも責任の一

は、再構築で『余剰』が生じた場合には、

端がある」と市議会で迫り、住民の立場

売却などによる有効活用を図る」などと

に立って、マンション業者側に譲歩を求

答弁しました。

める仲裁を行うよう求めました。

昨年12月の委員会に報告しました。
これまで敬老パス事業費の暫定上限額
が142億円に抑えられ、上限を超えるな
ら制度を見直すとされました。
報告では、交通局への負担金の清算方
法を見直し、マナカのマイレージポイン
トによる割引率と乗継割引を新たに適用
して約３億円を節約することで現行制度
を維持し、高齢者の負担は増やしません。

名鉄・ＪＲへの拡大
必要な財源は９億円

日本共産党は「新館設置よりも、老朽

また、対象交通機関の拡大にかかる

化が著しい千種図書館などの整備こそ必

事業費がおよそ9億円と試算し 、より

要」と強く求めました。

使いやすい制度に検討すると説明して
います。皆さんと力を合わせて私鉄へ
の拡大にがんばっていきます。
敬老パスの拡大に必要な事業費推計

快適な居住環境を
白龍町では、反対住民の一人が、暴行
事件をでっちあげられて逮捕されるとい
う異常な事態になっています。
日本共産党は、名古屋市に対し「高さ
を制限して快適な居住環境を保った中で、

写真は1968年開館の千種図書館（名古屋市
のＨＰより）。守山図書館も1972年、名東
図書館は1976年の開館です。

国保料

軽減制度を続けます

周辺の住民の皆さんの生活と文化に深く

新年度から国保が市と県の共同運営に

結びついた豊かな商業施設をどう誘導す

変わります。国や県からは市の赤字解消

るかという点に知恵を絞る」ことを提案

が求められ、国保料の値上げが危惧され

しています。

ていました。

図書館サービスを縮小
名古屋市はアクティブライブラリー構
想で第１ブロック（千種・東・名東・守

日本共産党は、制度が変更されても名
古屋市の保険料軽減制度を堅持するよう

名鉄全線
近鉄
ＪＲ全線
市営交通
合計

3.8億円
0.7億円
1.0億円
3.2億円
8.7億円

財政福祉委員会資料より

92%の請願を紹介
2015年4月に12人に躍進して以来市民
と共に活動してきた日本共産党市議団。
この間、先の11月議会までに提出された
請願は66件でした。日本共産党はその92
％にあたる61件の請願に紹介議員となり
市民と市議会や市政をつなぐ役割を果た
してきました。

強く求めてきました。

山・志段味の図書館）から再編を進めよ

名古屋市は「市の責任で法定外の繰り

うとしています。１館だけ拡充するのは

入れも維持し、都道府県単位化しても保

どこか、老朽化が深刻な千種・名東・守

険料水準をあげない、現行の負担軽減策
は全て継続する」と答弁しました。

敬老パス

10年間は値上げしません

敬老パス制度の今後について、名古屋
市は「10年は現行制度を維持できる」と

＊１月１日から、民進党市議団は「名古屋
民主市議団（民主）」と改名、立憲民主党
名古屋は民主に合流しました。

