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一、９月市会定例会は、9月14日に開会。大阪北部地震の教訓から、

保育園や学校のブロック塀の取り壊し改修などの補正予算案やリハ

ビリテーションセンタ一条例の改正案、指定管理者の指定など21議

案が提案され、後日、台風21号の被害の修繕の補正予算や人事案件

など３件が追加、それらの審議後に2017年度決算認定案が審議され、

終日に議員提出議案３件が追加されました。

一、決算認定案を除く議案について、市長提出議案24件と議員提出３

件の27件に対し、日本共産党市議団は、空見スラッジセンターの汚

泥処理施設の第２期事業をＰＦＩ制度を利用した行うことを前提に

事業者選定を行う審議会設置条例１件に反対、他の26議案には賛成

しました。

一、議案外質問では、山口清明議員が地震・豪雨・台風などでの強化

すべき課題を提案、さいとう愛子議員が市立図書館再編・民営化問

題と市立高校でのエアコンの父母負担について、青木ともこ議員が

市立保育園での保育士の労働実態とリニア名古屋駅付近の推定断層

及び名古屋駅市バスターミナルの暑さ対策について、藤高橋ゆうす

け議員が地球温暖化対策に自然エネルギーの促進導入と中村区役所

への地中熱利用について、江上博之議員が名古屋城天守閣整備事業

の見直しを求めて質問に立ち、市長を追求しました。

一、2017年度の決算認定の審議において日本共産党は市民の暮らしの

実態と河村市政がすすめる市民犠牲の実態を明らかにし、市民の暮

らしを守り向上するために奮闘しました。一般会計歳入歳出決算を

はじめ、８件の認定案について反対しました。

一、柴田民雄議員が、安倍政権に言いなりの市政で「行革」を推進し、

保育園などの公共施設の統廃合や民営化の推進などの市民サービスの切り捨てがすすめられたこと、その一方

で、名古屋城天守閣の木造再建や、名古屋駅周辺再開発などの大型開発を指摘し、金持ち減税をやめて福祉や

教育・暮らしの予算を充実するよう求める反対討論を行いました。他会派はすべての決算に賛成しました。

一、意見書は、日本共産党をはじめ各会派から提案された９件のうち、５件を可決。日本共産党が提案した３本

の意見書案のうち２件が一部修正のうえ、可決されました。

一、新規請願が１件、陳情は５件が受理され、日本共産党は請願１件の紹介議員となりました。

一、９月議会前に鎌倉議員が減税日本ナゴヤを退団し、なごや無所属クラブとなったことで、質問時間や議席の

変更がありました。

一、9月14日に来年度予算編成への333項目の要望を提出し、市長と懇談しました。
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９月定例会について

2018年9月議会の日程（予定）

月日 曜 時間 会議 備考

9月14日 金 11時 本会議 補正予算等提案説明

9月20日 木

10時 本会議 議案外質問9月21日 金

9月25日 火

9月26日 水

10時
30分
など

委員会

補正予算や条例改正
案などを審議
（質疑）
（総括質疑）
（意思決定）

9月27日 木

9月28日 金

10月 1日 月

10月 2日 火

10月 3日 水 １時 本会議
補正予算などの採決
意見書の決議
決算の提案説明

10月 4日 木 予備日

10月 5日 金

10時
委員会

決算審議（説明）

10月 9日 火 決算審議 質疑

10月10日 水 決算審議 質疑

10月11日 木
証拠書類審査

13時

委員会

決算審議 総括質疑

10月12日 金 10時 決算審議 総括質疑

10月15日 月 11時 意思決定

10月17日 水 １時 本会議 決算の議決

議案質疑と議案外質問の会派別発言時間（答弁を含む）

会派【人数】
自民
(22)

民主
(18)

公明
(12)

共産
(12)

減税
(9)

無ク
(1)

基本時間（各会派15分） 15分 15分 15分 15分 15分 15分

議員数による按分（全550分） 164分 134分 90分 90分 67分 8分

計（640分） 179分 149分 105分 105分 82分 23分



今夏の災害を振り返る

【山口議員】この夏、多くの災害が日本列島を襲い

ました。大阪府北部地震、平成30年7月豪雨、台風

21号、北海道胆振東部地震。名古屋では記録的猛暑

もありました。被災された方々に心からお見舞いを

申し上げます。併せて被災地の救援・復旧に駆けつ

けた職員並びにボランティアのみなさんにも感謝と

敬意を表します。

さて、伊勢湾台風を踏まえて災害対策基本法がつ

くられたように、災害の法律は災害に応じて充実さ

せるものです。名古屋市の防災施策も同様です。こ

の夏の災害を踏まえて、防災施策の強化点をご一緒

に考えたいと思います。

はじめに、この夏の災害を簡単に振り返ってみま

しょう。

6月18日、 大震度6弱の大阪北部地震が発生。ブ

ロック塀の倒壊で幼い命が奪われました。被災した

住宅の9割以上が「一部損壊」というのもこの災害

の特徴でした。

7月6日から7日、西日本中心に広範囲で豪雨災害

が発生。土砂災害は1500か所を超えました。倉敷市

真備では地域の約3割1200haが浸水し51人が犠牲に

なりました。ここでは「想定と一致した浸水域 ハ

ザードマップ生かせず」と報じられました。正確な

ハザードマップだけでは被害が防げない。重い教訓

です。

9月4日、非常に強い台風21号が大阪湾を直撃しま

した。大阪港では過去 高の潮位を記録。関西国際

空港では、 大瞬間風速が観測史上 大の58.1ｍを

記録、高潮が高さ５ｍの防潮壁を越えて浸水しまし

た。暴風と高潮の威力を見せつけられました。

そして9月6日早朝、北海道で 大震度７の地震が

発生し41人が犠牲となりました。北海道では台風翌

日の地震です。異なる災害の連続発生です。北海道

全体295万世帯が停電するブラックアウトも発生し、

エネルギーの安定供給も新たな課題として浮上しま

した。

すべての課題に触れることはできませんので以下

三点に絞って質問します。

複合災害への認識と対処方針は

【山口議員】第一に、複合災害への備えについてで

す。本市の地域防災計画は、災害の想定として大き

くは、風水害と地震の二本立てですが、この夏は、

異なる災害が同時に又は連続して発生する複合災害

の危険性が明らかになりました。

北海道の厚真町では、台風や大雨で緩んだ地盤が
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議案外質疑（9月20日）

地震・豪雨・台風など、この夏の災害を踏まえ、防

災において強化すべき課題を提案

山口清明 議員

複合災害への対応について

2018年夏の大きな災害と被害状況

6月18日 大阪北部地震（7/29消防庁集計）
・死者5名

・負傷者435名（うち重傷者17名）

・住家の全壊12棟、半壊273棟、一部破損41,459棟

・火災7件

6月28日～7月8日 平成30年7月豪雨
（9/6朝日新聞集計）

•死者 227 人

•行方不明者 10 人

•負傷者 421人（重傷 71 人、軽傷 347 人、程度不明 3 人）

•住家の全壊 6,296 棟、半壊 1万508 棟、一部破損 4,

379 棟、床上浸水 8,937 棟、床下浸水 2万545 棟

•公共建物の被害 11 棟、その他の非住家被害 193 棟

（西日本を中心に北海道まで含む台風7号と梅雨前線等によ

る豪雨）

9月4日 台風21号（9/14消防庁集計）
•死者13人

•行方不明者0人

•負傷者912人（重傷38人、軽傷857人、程度不明17人）

•住家の全壊9棟、半壊46棟、一部破損2万1920棟、床上浸水

28棟、床下浸水191棟

•公共建物被害5棟、その他非住家被害66棟

9月6日 北海道胆振東部地震（9/25消防庁集計）
•死者41人

•負傷者681人（重傷15人、軽傷674人）

•住家の全壊156棟、半壊434棟、一部破損4068棟



地震で揺すぶられ、多くの土砂崩れが発生しました。

大阪北部地震で屋根が壊れ、ブルーシートをかぶせ

た状態の住宅を台風21号の暴風雨が襲いました。

日本では、震度５弱以上の地震と警戒水位を超え

る洪水が一カ月の間に起きた事例がこの110年に20

回発生した記録があると言われています。

そこで防災危機管理局長にうかがいます。この夏

の災害も踏まえて、台風や地震などが連続する複合

災害への認識と対処方針をお聞かせください。

次期実施計画に位置付ける（局長）

【防災危機管理局長】防災対策にあたっては、地震

と台風などが連続して発生する可能性も視野に入れ

て進める必要があり、地域防災計画や震災対策実施

計画、風水害対策実施計画などの各種計画に基づき、

想定される一つ一つの災害への対策を行っていくこ

とが、複合災害時の安全確保につながると考えます。

現行の実施計画を着実にすすめ、次期実施計画に

位置付けることで、想定されるそれぞれの災害に対

応したハード整備や、市民が状況に応じた適切な避

難行動がとれるよう、地域ごとの災害リスクの周知

や各種訓練の実施などのソフト対策をすすめます。

しっかり推進を（意見）

【山口議員】複合災害については、視野に入れて防

災施策を進めていく、次期実施計画で位置付ける、

こういう答弁をいただきましたのでしっかりやって

いただきたい。

高潮浸水想定をハザードマップで周知させる考えは？

【山口議員】第二に、高潮による浸水被害への対策

です。私は今年２の月定例会で、市街地で浸水が続

く長期湛水域について質問しました。これは津波に

よる想定でしたが、高潮による浸水被害が現実の脅

威となってきました。

高潮による浸水想定は2014年に愛知県から公表さ

れ、２年前には本議会でも取り上げられています。

私も名古屋港管理組合議会において９年前の2009年

に、台風18号により三河湾でコンテナが流された被

害について質問したのをはじめ、スーパー伊勢湾台

風への備えと高潮対策、地震と台風の複合災害につ

いて何度か取り上げてきました。

59年前の伊勢湾台風では名古屋港で海抜（ＴＰ）

3ｍ89㎝（ＮＰ5ｍ31㎝）の潮位を記録しました。こ

の高潮を踏まえて現在、名古屋港では高潮防波堤と

防潮堤を整備し、護岸の高さも海抜（ＴＰ）4.6ｍ

です。

県の想定では港区の大部分は約５ｍも浸水すると

されましたが正直、実感がわきませんでした。とこ

ろが台風21号では防潮壁５ｍの関空があの惨状です。

神戸港をはじめ大阪湾一帯で浸水被害が発生しまし

た。台風の進路が少しそれたら伊勢湾を直撃してい
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高潮浸水想定への対応について



ます。５ｍを超える高潮浸水は現実問題です。

では名古屋市の対応はどうか？いま防災危機管理

局は高潮など大規模風水害時の避難行動のアンケー

トを行っています。台風による高潮は、地震による

津波と違い事前予測が可能で、広域避難のあり方を

検討するといいます。

台風21号では、名古屋市で 多82カ所の避難所に

203人が避難しました。一番多かったのが港区で、

避難所が16カ所開設され、64人が避難しました。防

潮堤の海側の地域336世帯709人には避難準備情報が

出されましたが、その方々は開設された避難所には

一人も来ませんでした。情報は届いたのか、避難し

たのか、どこへ避難したのか、自宅にいたのか、検

証が必要です。

港区では、津波避難ビルの充足率を学区ごとに調

べ、浸水が想定される区域の住民全員が避難できる

津波避難ビル（指定緊急避難所）の確保に取り組み、

ようやく20学区中15学区で充足できました。

この経験が広がり、いま市内で津波浸水が想定さ

れる７区でも津波避難ビルの充足率を把握するよう

になりました。広域的な水平避難だけでなく、身近

な垂直避難の避難先を確保すべきです。

そこで防災危機管理局長にうかがいます。

愛知県が作成した高潮浸水想定マップは県のホー

ムページでは見れますが、市が作成した地震や洪水

のハザードマップのようには市民に配布されてはい

ません。ハザードマップとして位置づけ周知を図る

考えはありますか。

県の指定の後にハザードマップを作成
する（局長）

【防災危機管理局長】愛知県高潮浸水想定は2014年

11月に公表されたものですが、平成27年の水防法改

正を受け、愛知県が2020年度末までを目途に、想定

しうる 大規模の高潮浸水想定区域の指定に向けた

検討を行っているところです。

市としては、愛知県が想定 大規模の高潮浸水想

定区域を指定した後に、高潮のハザードマップを作

成し、市民への周知を行っていく予定です。

県の想定は２年後。現実の災害対応をしっ
かり検証して対策を積み上げるべき（意見）

【山口議員】高潮浸水想定ですが、新たな県の想定、

大規模の浸水想定がでるのは２年後。それからハ

ザードマップをつくってい

く。遅いんじゃありません

か。そして出てきた浸水想

定で港区をはじめゼロメー

トル地帯は一面浸水します、

こういうハザードマップを

配られても、じゃどうする

の？ということになりかね

ません。避難の参考になるのか。大規模な災害予測

と広域避難だけでなく、現実に発生した災害での対

応はどうだったのか、これをしっかり検証して、こ

つこつ具体的な対策を積み上げてくのが大事だと思

います。

高潮浸水想定区域でも、避難先の確保を検
討すべきでは

【山口議員】津波避難ビルの充足率を紹介しました

が、高潮の浸水想定区域全体でも避難が必要な人数

をきめ細かく把握し、地域ごとで身近な避難先の確

保を検討すべきではありませんか？

台風21号の検証を踏まえ、避難先の拡充を
図りたい（局長）

【防災危機管理局長】2017年度に愛知県高潮浸水想

定区域内において避難が必要とされる人数の調査を

行った。台風21号で避難準備・高齢者等避難開始を

発表した際に対象となった方々の避難行動の検証な

どを踏まえ、さらなる啓発や、現在の津波避難ビル

を高潮の際にも活用するなど避難先の拡充を図りま

す。

台風の避難行動の検証は市民参加で進めよ
（意見）

【山口議員】検証すると答えていただきましたが、

まずは先の台風での、避難行動の検証を市民参加で

進めていただきたい。情報は適切に出せたか。住民

に届いたか、区役所は機能したか、避難先は適切だっ

たか、しっかり考えていただきたいと思います。

高潮による長期湛水を想定した対策を講じ
るべきでは

【山口議員】県の高潮浸水想定の湛水域は津波によ

る湛水域の想定と整合していますか。高潮の場合で

も水がなかなか引かないという想定で対策を講じる
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必要はありませんか。

避難行動のさらなる検討をすすめる（局長）

【防災危機管理局長】湛水が発生した地域では、避

難生活が長期に及ぶことも懸念させる一方、すべて

の方に浸水想定区域外へ避難していただくためには、

その移動手段や避難先の確保など多くの課題があり

ます。そのため、命を守ることを第一に、皆様に混

乱なく安全に避難していただけるよう、垂直避難と、

浸水想定区域外への避難を組み合わせた避難行動に

ついてさらなる検討を進めます。

「一部損壊」被害住宅に対する再建支援策は

【山口議員】第三に、「一部損壊」世帯への支援に

ついてです。防災施策には、災害を防ぐ、災害から

逃げる、情報を伝える、の３分野がありますが、加

えて、被災者を支える、ことが大切です。

想定する災害や被害の規模は大きくなりがちです

が、実際に起きた災害で、被災者支援に不足してい

たのは何か、その一つが比較的軽度とみられていた

被害にこそ支援が必要という現実でした。

倉敷市真備では浸水エリアの約2100軒が一括して

全壊と判定されました。被害認定の「効率化・迅速

化」が初めて適用されました。この方法はゼロメー

トル地帯での浸水被害でもおおいに参考になります。

でもこれは例外に近い。多くの災害では、住宅の被

害は、全壊や半壊ではなく一部損壊が多数を占めて

います。

大阪北部地震では約４万２千の住宅被害の99％が

一部損壊。熊本地震でも約20万の住宅被害の79％が

一部損壊でした。台風21号でも9月11日の大阪府の

発表では全壊１件、半壊７件、一部損壊5761件、

99％です。一部損壊は軽微な被害なのか。特に問題

となるのは屋根が壊れたケースです。ブルーシート

に覆われた家並みが被災地の象徴としてよく報道さ

れますが、いまの災害救助法、被災者生活再建支援

法では、こうした一部損壊世帯に対する公的支援は

ほぼ皆無です。

名古屋市では一部損壊世帯には罹災証明を発行す

るだけ。ブルーシート1枚すら支給しません。経済

的にも精神的にも負担が重いのに医療費の減免も対

象外です。 列島各地で、それぞれの災害を踏まえ

て自治体の独自支援を始めています。

鳥取県、兵庫県、京都府が一部損壊についての独

自支援制度を常設しました。熊本県内6市町が補助

金を新設し、この夏には大阪の高槻市や枚方市など

が住宅改修への補助制度を設けました。高槻市では、

一部損壊でも国保料や介護保険料の半額減免も設け

ました。一部損壊世帯に住む多くが高齢者です。い

まさら住宅を建て替えるわけにもいかず、かといっ

て公営住宅にも移れない。被害を受けた自宅でがん

ばる方々への支援策こそ必要とされたのです。

大阪北部地震を踏まえた指定都市市長会はこの夏

の提言で、被災者の生活再建支援制度の見直しをか

がげており、「一部損壊世帯のうち、障害者世帯、

ひとり親世帯、非課税世帯といった特に配慮を要す

る世帯、被害の程度が大きい世帯及び宅地被害につ

いても支援金の支給対象とすること」を国に求めて

います。国に制度拡充を求めつつ、名古屋市として

も独自に備えるべきです。

圧倒的多数の被災者に支援の手を差し伸べてこそ、

復旧・復興に向けた住民の意欲と一体感を地域全体

で育むことができるのではないでしょうか。

そこで、被災者への支援業務を所管する健康福祉

局長にうかがいます。実際の災害で、被災者の多数

を占める「一部損壊」被害に対しどう認識していま

すか。

支援対象外だが、生活に支障を生じる場合は
あると認識（局長）

【健康福祉局長】住家の被害は「全壊」「半壊」

「一部損壊」に区分され、災害救助法の支援対象は

「全壊」と「半壊」、被災者生活再建支援法の支援

対象は「全壊」と「大規模な半壊」となっており、

「一部損壊」はいずれの支援対象でもありません。

名古屋市政資料№200 (2018年9月定例会）

- 5 -

一部損壊世帯への
生活再建支援について

（写真→：倉敷市真備地区

の土砂災害跡）

（←写真：大阪北

部地震の屋根被害

でブルーシート）



しかし、「一部損壊」とはいえ、屋根の破損等、

生活の維持に支障を生じる場合はあると認識してお

ります。

「一部損壊」も支援対象にすべきでは

【山口議員】「一部損壊」に対しても、被災者生活

再建支援法にもとづく支援の対象にすべきとは考ま

せんか。

支援制度の拡充は国に要望する（局長）

【健康福祉局長】本年６月の大阪北部地震以降、被

災した一部の自治体において、国の支援制度の対象

外になる損害についても独自で支援を開始しており、

現在詳細な情報収集に努めている。これまでも国に

対し、あらゆる機会をとらえ、被災者の方々の生活

再建のための支援制度の拡充を要望してきましたが、

このたび発生した災害による被害状況や被災した自

治体の取り組みを踏まえ、引き続き必要な支援策が

行なわれるよう、要望していく。

市独自に医療費負担や保険料減免などを講ず
るべきでは

【山口議員】支援金の支給をはじめ医療費負担や保

険料の減免等、市独自の支援策を講ずる考えはない

か、答弁を求めます。

「床上浸水」には「半壊」相当の国保料減免
を適用（局長）

【健康福祉局長】国民健康保険料等の減免には、2000

年の東海豪雨はじめ浸水災害が発生した際の「床上

浸水」にも「半壊」相当の減免を適用しています。

「一部損壊」世帯への市独自の支援制度を

【山口議員】「一部損壊」世帯への支援という点で

河村市長に質問します。

健康福祉局長からは、「一部損壊」でも生活の維

持に支障を生じる場合はある、被災自治体の取り組

みも情報収集している、そして名古屋市でも東海豪

雨などで支援対象を独自に拡大してきた、こういう

実績がある、と言われた。これは大事な答弁だと思

いますが、それでも結論は、引き続き国に制度拡充

を要望する、ということでした。ぜひもう一歩、踏

み込んでいただきたい。

河村市長は先日の提案理由説明で、こう述べられ

ました。「市民の皆様の生命・財産を守ることは、

行政に携わる者の 大の使命の一つであり、大規模

災害への万全の備えが急務である」と。

「市民の生命・財産を守る」と言うんだったら、

災害にあって財産を失った、住まいを壊された、こ

ういう市民の生活再建にも力を注いでいただきたい。

被災の程度に関わらず、失われた財産の回復を支援

するのは行政として当然の使命だと私は考えますが、

市長のお考えはいかがでしょうか。

とくに現行法では支援の対象とならない一部損壊

世帯に対する支援制度を名古屋市としても整備し、

災害に備える必要はありませんか。答弁を求めます。

「一部損壊」被災者を応援することは必要。
勉強してすすめたい（市長）

【河村市長】小学校５年生のときにちょうど伊勢湾

台風がきて、木造二階建てだったもんで、壁がみん

な抜けてまってえりゃーことになりました。半壊っ

て言ってましたけど、定義に当てはまらなんだか、

どういうふうにされたかわかりませんけど、当時は

大変だったもんで。だから全壊、半壊ということだ

けでわけてしまうというのは、適当でにゃーと思い

ます。壁が抜けた場合はどうなるんだ、適用がにゃー

んでにゃーかという話だそうですわ。「一部損壊」っ

ていろんな対応があると思いますけど、応援するこ

とは必要であって、名古屋市独自のやり方も、他の

自治体がだいぶやりかけたようですので、ちゃんと

勉強させていただいてすすめていきたいと、こうい

うふうに思っとります。

支援から漏れる被災者がないよう、市長の
イニシアティブを（意見）

【山口議員】市長からは前向きの姿勢が示されたと

思います。被災者の生活を再建する。今市長も壁が

抜けたとおっしゃられましたが、屋根が抜けたらほ

んの一部であっても大変なんです。とりわけ住まい

の補修と再建が重要です。そのためには健康福祉局

だけじゃなく、住宅都市局の力も借りなければなら

ない。この二局が連携し、支援から漏れる被災者が

ないように。そのためには二局にがんばっていただ

くのと同時に、市長と防災危機管理局のイニシアティ

ブが本当に必要になります。市民の生命と財産、守

り切るための力強い防災行政をすすめていただくよ

う要望して質問を終わります。
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「なごやアクティブ・ライブラリー構想」
は知られていない

【さいとう議員】昨年末に策定された「なごやアク

ティブ・ライブラリー構想」は、鶴舞中央図書館を

除く市内20図書館を5つのブロックに分け、図書館

に蔵書数などで格差をつける構想ですが、名東区も

千種区も、まず始めに実行される第１ブロックにあ

ります。第１ブロックでは、アクティブライブラリー

と名づけられた蔵書数15万冊の直営館は、「千種区

内に置き」と明記されているので、名東・千種両図

書館ともに大きく変わることになります。運営は

「民間活力の活用」となり、司書は、市内５ブロッ

クに１か所のアクティブライブラリーに集約され、

蔵書数は、それぞれ約10万冊近い現状から、５～７

万冊のコミュニティライブラリーか、１～４万冊の

スマートライブラリーとなってしまい、大幅に減ら

される「構想」です。

教育長は昨年１１月定例会での私の質問に対して、

アクティブ・ライブラリー構想にもとづく「第１ブ

ロック内全体の図書館機能の再配置を検討する際に

は、市民アンケートやワークショップを実施するな

ど、市民意見の把握に努める」と答弁されました。

私たちは、独自に、名東区と千種区を中心にして、

図書館のアンケートを地域へ配布し、671通の返信

と貴重なご意見をいただきました。アンケートは、

図書館利用の回数、「なごやアクティブ・ライブラ

リー構想」を知っているかどうか、図書館に期待す

る役割などを聞き、市の図書館への要望も記述して

いただきました。

この「構想」について、名前も知らなかった方が、

名東区では64％と千種区では65％、ほぼ3分の2で、

認知度は非常に低いという結果です。2つの区とも、

名前も内容も知っていた方は約11％にすぎません。

月に１回以上の利用者でも、約14％しか、内容を知

らなかったと答えており、毎月図書館を利用する人

でも85％は内容を知らないのです。しかも、内容も

含めて知っていた人ほど「反対」が多く、回答者の

中でも利用回数が多いほど、反対の割合が高くなっ

ています。

名東図書館の蔵書数を維持することが、図
書館機能充実に絶対必要な条件ではないか

【さいとう議員】名東区のみなさんには、「『構想』

によると、本の冊数が現行約９万冊から１～７万冊

になるなど、縮小の方向ですが、どう思いますか？」

と聞きました。回答者の56％が「反対」。「やや反

対」を合わせると、７割を超えています。

「反対」の人からは、「現在の冊数でも充分（充

実している）とは感じていないのに、さらに減って
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議案外質問（9月20日）

市民の願う図書館機能の充実を／市立高校のエア

コンの父母負担解消を

さいとう愛子 議員

市民が願う
図書館機能の充実について

なごやアクティブ・ライブラリー構想

区分 運営形態 蔵書数

中央館（鶴舞図書館） 直営 130万冊

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の

地
域
サ
ー
ビ
ス
館

アクティブライブラリー 直営 15万冊

コミュニティライブラリー

民間活力の活用

5～7万冊

スマートライブラリー 1～4万冊



しまうとしたら図書館の魅力がなくなり、利用し

なくなると思う」「もともと名東図書館には読み

たい本の在庫数が少なかったり、そもそも蔵書し

ていないことが多いのに、さらに減るなどもって

のほか」など強く反対する声がだされました。中

央図書館など、他の図書館から借りる方法は利用

しにくい、という意見もありました。たとえば、

子どもが利用しようとするとき、「子どもはその

場にある本の中から選ぶ事がほとんどのため、図

書館に本がある事が大事」「蔵書の数が多いほど、

自分や家族が読みたいと思う本に出会える機会は

増えると思う。蔵書の数が少ない図書館はあまり

行きたいとは思いません」などです。

このように、名東図書館の蔵書数が減ることに

ついては、強い反対の声、サービス低下につなが

り、行きたくないとの声がたくさん寄せられてい

ます。この声を受け止めるべきです。

そこで、教育長にお尋ねします。名東図書館の

蔵書数については、少なくとも現状の冊数を維持

することが、図書館機能を充実させる絶対必要な

条件になると考えますが、いかがお考えですか。

「なごやアクテティブ・ライブラリー構想」
にもとづいて再編（教育長）

【教育長】2017年12月に策定した「なごやアクテ

ティブ・ライブラリー構想」では、蔵書数を含め、

これまでの一律的な図書館運営を見直すこととし

ており、「アクティブライブラリー」など、利用

目的に合わせた３タイプとし、いずれの図書館も、

新しいサービスと組み合わせ、居心地のよい、魅

力のある施設にしていきたい。

名東図書館も、利用状況や市民ニーズなどを踏

まえた蔵書と居心地のよい施設とし、ブロック全

体として、今まで以上に機能の向上を図り、より

充実したサービスを提供できるようにしたい。

ブロックの範囲は広大、各区ごとの図書館
機能の充実やサービス向上が必要（意見）

【さいとう議員】名東図書館の蔵書数を維持する

ことを求めましたが、「ブロック内をひとつのネッ

トワーク網としてサービスを向上させる」といわ

れました。

第１ブロックは千種区・名東区・守山区・東区

とたいへん広大な地域です。利用目的に合わせて

3つのタイプ違いの図書館があるといわれても、利

用者は広域に図書館を利用しているわけではあり

ません。

「構想」策定のおりに、教育委員会自身が調査

した、地域別実貸出率でも、図書館所在学区と隣

接学区は貸出者の割合が、明らかに高くなってい

ます。また、私たちが実施したアンケートでも、

名東区では名東図書館の利用が７０％、千種区で
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は千種図書館の利用が64％と地元図書館の利用が

圧倒的に多いのです。まさに、地元図書館の大幅

な蔵書の縮小は、図書館の魅力を半減させ、新た

な利用者をふやすどころか、現在利用している人

の期待にも応えられないのではないですか。

新しいサービスと組み合わせ、居心地の良い施

設をつくると言われてましたが、地元の図書館の

利用が圧倒的であることをふまえ、蔵書数の縮小

ではなく、身近な図書館として機能の充実、サー

ビスの向上こそ必要であると考えます。

市職員の司書を集約して市民の要望に応え
られるか

【さいとう議員】図書館に期待する役割として、

６割を超えたのは、「誰もが資料や情報を無償で

自由に利用できる」「読書などを楽しむことがで

きる」「子どもたちが読書の楽しみを育むことが

できる」の項目を選んでいます。

図書館にどんな本を置くのか、選書という作業

は、日ごろ市民が求める本を、レファレンスや貸

し借りの中で司書が決めていく重要な仕事です。

司書は、毎日、市民と接し、ていねいに要望を聞

き、いっしょに本を探したり、疑問に答えたり、

と図書館を訪れる市民の気持ちに寄り添って仕事

をしています。日ごろから利用者のそばにいて、

どんな本をさがしているのか、読まれているのか、

一番知っているのは、それぞれの図書館にいる司

書であり、将来的な展望を見据えての図書館方針

や計画を立てるのが司書の役割です。

司書がアクティブライブラリーに集約されたら、

この選書機能はどのようになるのでしょうか。

現在、志段味図書館の選書は、鶴舞中央図書館

が行い、中村と富田の図書館の選書は、中川図書

館、緑・徳重図書館の選書は、瑞穂図書館が行っ

ています。通常、利用者と接していない隣の直営

館の司書が、歴史や風土、地域の状況もそれぞれ

特色のある各図書館利用者の要望に応えて、選書

を行うことは、むつかしいのではないでしょうか。

地域の特性をふまえ、身近に市民と接する司書が、

各図書館で選書を行っていくことが市民にとって

も望ましく、現在進められている指定管理化の

重大な問題点であると考えます。

アンケートでは、「司書が少なく、カウンター

業務の担当者の知識不足を感じることも伴って、

正直なところ利用しづらいことがある」「地域の

特色を生かすべきで、司書は充実する方向である

べきで、集中化すべきでない」「司書を引き上げ

集約統合した大図書館づくりは市民を図書館から

遠ざけることになる」との意見をいただいていま

す。

そこで、教育長にお尋ねします。鶴舞中央図書

館と各ブロックのアクティブライブラリー以外で

進められようとしている「民間活力の活用」とい

う名の指定管理化では、地域にあった、市民の要

望に沿った選書ができなくなるのではないですか。

市全体のバランスを考慮して選書する（教育長）

【教育長】構想では、鶴舞中央図書館のほか５つ

の図書館は直営とし、市職員である司書を配置す

ることにしている。このことで、直営館ではブロッ

ク内の選書の他、専門的サービスや各地域の状況

を踏まえた企画立案等に特化した業務を行うこと

ができるようになる。

民間活力を導入する図書館での選書は、スタッ

フに一定割合の司書を配置し、市職員の司書と協

力しながら、ブロック内の地域や学校など関係機

関と連携を深め、地域の特性や市民の要望をきめ

細かく把握する。

市職員の司書が各館の収集方針、本市図書館の

蔵書全体のバランスを考慮しながら、責任を持っ

て選書を行っていきたい。

アンケートでも要望が大きい、千種図
書館の建て替えはいつなのか

【さいとう議員】千種区のみなさんには、現在の

千種図書館について、自由に記述していただきま
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した。「ベビーカーで行けないので、そういった

ことを考慮した作りにして欲しい」「駅から近い

所で」など、立地条件が悪いことに対する意見が

多数ありました。

部屋の配置についても「勉強をするスペースが

少なく不便。学習室があればもっとひんぱんに利

用したい。階段が多くしんどい。もっと充実させ

てほしいと前々から思っていました」「とにかく

問題は現代にはそぐわない施設」など、図書館機

能にふさわしい改築をおこなってほしいと切望す

る声が多く届いています。

千種図書館は、今年で築50年となり、耐震性が

低く、2015年には土砂災害特別警戒区域にも指定

され、今年の豪雨災害・地震災害を考えると、一

刻も猶予のない状況です。

千種図書館について、教育長は、昨年１１月定

例会での私の質問に対して、「『なごやアクティ

ブ・ライブラリー構想』の策定後、早急に施設整

備の方向性の検討を進めたい」と答弁されていま

す。「構想」は昨年末に策定されました。

そこで、教育長にお尋ねします。「施設整備の

方向性の検討」は始まっていますか。千種区民の

多くは、地下鉄駅に近い場所への移転・改築を求

めていますが、具体的に進展がない理由はなんで

すか。移転・改築時期を明らかにしてください。

建て替えが必要なことは認識。第1ブロック
の整備方針を決めながら検討する（教育長）

【教育長】現在の千種図書館は建て替えが必要で

あると認識している。「なごやアクティブ・ライ

ブラリー構想」では、建築年次の古い施設が多い

千種図書館を含む第１ブロックの施設を優先して

整備することにしている。構想策定後、第１ブロッ

クの施設整備方針策定に向けた調査の進め方の内

部検討を進めており、今年度は、第１ブロックの

施設整備方針の策定に向けて、市民ニーズ調査や

有識者からの意見聴取などを行っていく。

千種図書館の移転・改築時期は、第１ブロック

の施設整備方針を策定する中で、検討したい。

ニーズ調査をもうやっている。駅付近に移
転改築を（再質問）

【さいとう議員】築50年目の耐震性の低い千種図

書館の早急な建て替えについては、認識が一致す

るところですが、スピード感が全くありません。

今年度、ニーズ調査を行いながらとのことですが、

私たちはすでにアンケートをおこないました。そ

の中では、駅に近いところに図書館を移転改築し

てほしいという声が多く寄せられていると先ほど

も申し上げましたが、この要望に応えていただき

たいと思います。再度、教育長にお聞きします。

第１ブロックの施設整備方針を策定する中
で検討（教育長）

【教育長】千種図書館の建て替えは、交通の便が

よい図書館での入館者数が多い図書館の利用状況

も踏まえながら、第１ブロックの施設整備方針を

策定する中で検討していきたい。

一刻も早く、駅近で、千種図書館の建て替
えを（意見）

【さいとう議員】千種図書館については、改築時

期も移転先も、これから検討するということです。

かつて、東山動植物園再生プランの中で東山公園

駅前での建て替えが構想されたこともありました
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が、この構想が白紙になり、建て替え計画の具体

化は進んでいません。「なごやアクティブ・ライ

ブラリー構想」という図書館の再編・集約化を理

由に、建て替えが大幅に遅れていることは問題だ

と思います。

「一刻も早く」「駅に近い場所で」という市民

の要望に応えて、建て替え計画の具体化を急いで

いただくよう要望します。

市立高校のエアコンの保護者負担をやめ、
市の責任で設置、運用を

【さいとう議員】今年は“災害”といわれるほど

の猛暑が襲い、熱中症による死者が100人をこえる

異常気象となりました。市立小中学校のエアコン

設置は、市の責任において2013年度から順次進め

られてきたので、普通教室は100％、特別教室は

41.9％の設置率です。

また、市立高校ですが、学校によって違いはある

ものの、夏期講習や補習、文化祭準備などで夏休

み６週間のうち４週間程度は学校の教室を使用し、

学習や交流活動をおこなっています。小中学生よ

りも暑い夏の時期に学校にきており、今年は36日

も猛暑日となったので、エアコンは必需品だった

のではないでしょうか。現在、市立高校のエアコ

ンの設置は、普通教室には100％、特別教室などで

は56.0％となっています。

ところで、設置されている市立高校のエアコン

にかかる費用の負担はどのようになっているでしょ

うか。小中学校と違い、親が負担しＰＴＡ会費と

いっしょに集められています。10数年前、ＰＴＡ

からの提案でエアコン設置がはじまり、去年まで

に全市立高校14校の普通教室にエアコンが設置さ

れました。

ほとんどの学校で、

エアコンはリース契

約を行い、リース料、

光熱費の合計をＰＴ

Ａが頭割りで負担し

ています。ある学校

では、ひと月に、概

ねリース料600円、

光熱費100円で、計700円、年間で8,400円の負担と

なっています。

夏のエアコンはこのようにＰＴＡ負担ですが、

冬の暖房費はどうでしょうか。暖房費については、

ストーブの設置、ガス代などを本市が負担し、小

中学校同様、ＰＴＡ負担とはなっていません。

今年の異常な猛暑を経験し、学校設置者の責務

として、「学校保健安全法」に基づいて、「その

設置する学校の児童生徒及び職員の心身の保持増

進を図るために」、暖房費と同じく、本市が負担

すべき費用ではないでしょうか。

そこで教育長にお尋ねします。市立高校のエア

コンにかかる設置・維持費などの費用を、小中学

校と同じように、設置者として責任を持つべきと

考えますがいかがですか。

エアコンはＰＴＡの要望で設置。県立高校
も同様。国の補助が無いため（教育長）

【教育長】高等学校の普通教室等の空調設備は、

夏休みの補習授業を実施していた学校のＰＴＡか

らの要望に沿って、2007年度から学校施設の使用

許可という形で導入された。

そうした経緯から空調にかかる機器のリース代

や光熱費はＰＴＡ会費で負担することになった。

同様の経緯で愛知県立高等学校でも、公害対策校

を除く空調設備校133校全てがＰＴＡ会費による費

用負担となっており、近年開設した高等学校もこ

れまで同様、ＰＴＡ負担となっている。

一方、高等学校の施設整備全般に小・中学校の

ような国の補助制度がないため全て市費で賄う必

要があり、非常に厳しい状況です。高等学校では、

校舎の老朽化や生徒の要望の強い古いトイレの課

題などがありますが、その対策が遅れている現状

もあるので、老朽化対策という喫緊の課題に対応

したい。

快適な学習環境を整えるのは設置者の責任
ではないか（再質問）

【さいとう議員】今年2018年４月２日文科省から、

学校環境衛生基準の一部改正の通知がだされ、望

ましい温度の基準については、「10℃以上、30℃

以下」から、「17℃以上、28℃以下」となりまし

た。「温度の基準については、健康を保護し、か

つ快適に学習する上で概ねその基準を遵守するこ
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とが望ましいものであることに留意すること」と

も明記されています。

学校における、児童生徒等及び職員の健康の保

持増進を図ることを目的とした「学校保健安全法」

の第４条の規定に基づき、学校設置者に、「当該

学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充

実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものと

する」とあり、この法律は、財政上の措置につい

ても国及び地方公共団体に求めています。法にて

らしても、やはり生徒を保護し、心身の健康と快

適な学習環境を整備するのは、学校設置者の責務

ではありませんか。ＰＴＡ負担から本市への負担

に転換すべきと思いますが、教育長の見解を伺い

ます。

指定都市で国に要望、トイレなどの老朽化
対策が喫緊の課題（教育長）

【教育長】施設整備に係る国の補助制度を指定都

市間で連携して国に要望している。

法律の趣旨は十分認識しており、教室等の望ま

しい温度の基準は、ＰＴＡの協力で満たしている。

今後、児童生徒の急増期に建てられた校舎の計

画改修の時期を迎える中で、新たな費用負担は大

変厳しく、喫緊の課題である老朽化対策に焦点を

しぼり対応していく。

「ＰＴＡの協力があるから良し」ではダメ。
設置者としての責務を果たせ（意見）

【さいとう議員】老朽化が喫緊の課題で、エアコ

ン予算がでない、とのことですが、国への要望も

行いながら、本市の負担のあり方について、ＰＴ

Ａのご協力がえられているもの、としないで学校

設置者の責務を果たしていただきたくことを求め

て、質問を終わります。
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市立高等学校の概要

区分
生徒数
(人)

学級数
校地面積
（㎡）

建物延面積
（㎡）

教室数

普通 特別

菊里 1,075 27 35,841 13,747 30 41

向陽 1,081 27 26,486 11,970 30 18

桜台 1,071 27 28,724 13,810 30 19

北 912 23 35,180 13,196 28 21

緑 1,067 27 38,226 12,024 30 17

富田 836 21 33,808 11,458 25 25

山田 831 21 29,838 11,614 28 18

名東 1,077 27 35,011 13,054 30 21

西陵 597 15 31,997 14,083 22 17

名古屋商 871 22 29,176 16,814 24 23

若宮商 669 17 32,526 11,786 24 15

工業 710 18 42,554 23,873 24 21

工業
（定時制）

120 4 － － － －

工芸 836 21 43,232 25,516 21 21

中央 777 26 93,418 12,073 16 13

計 12,533 323
452,247

１校当たり
32,303

205,018 362 290



臨時保育士59名・嘱託保育士127名が不足
定員超過受け入れの体制が取れない

【青木議員】全国的な保育士不足が深刻となる

なか、本市の現場でも、保育士確保が大きな課

題となっています。現在、公立保育所では、フ

ルタイムの臨時保育士が、９月１日で59人、パー

トの嘱託職員は127人が不足しています。この

ため、待機児童対策の定員超過受け入れの体制

が取れず、保育士が足りている他の園から職員

を借りてくるというケースや、本来フリーとし

て欠員補助にあたるはずの予備保育士ひとりで

超過受け入れをこなすというケース、また、園

全体で欠員をカバーするために、園長が給食を

作るという事態も起こっています。

保護者からも手不足を心配する声

【青木議員】そんななか、慢性的な人手不足を

心配する声が保護者たちからあがり始めていま

す。親同士のラインで「産休代替の先生がいつ

まで経っても発表されない」と話題になったり、

また、ある保護者からは「こんなギリギリの状

態で、事故ひとつ起こさず、子どもたちをしっ

かり見てくれているのには本当に驚き感謝しま

す。だけど、そこに頼るだけで私たちは安心出

来ません。名古屋市にはなんとかしてもらいた

い」そんな声が聞かれます。

過重労働や家庭との両立の困難さなどで
保育士のなり手が不足

【青木議員】保育士不足が生じる背景に、子ど

もたちの命と安全をあずかるという職責に、賃

金が見合っていないということ、過重な労働に

よる家庭との両立の困難さなどが、保育士のな

り手不足を招いていると指摘されますが、この

事を裏づける実態調査があります。

研究者が中心となった「あいち保育労働実態

調査プロジェクト」が、今年３月初め、市内の

公・民認可保育所の正規職員を対象にした調査

結果を発表しました。全職員の約４割に当たる

2660人が回答したもので、公立園では76.5％が

回答し、これだけ大規模な調査は全国初となり、

メディアも大きく取りあげ注目されています。

調査結果は、保育士の時間外労働は月平均

16.6時間。うち13時間がいわゆる「サービス残

業」で、残業40時間以上は１割近く、過労死ラ

インをはるかに超える135時間という回答もあ

ります。「持ち帰り仕事をしている」は約８割

にものぼり、賃金への不満は62.4％で若い層に

目立ち、理由は「仕事に見合わない」「他の産

業に比べ低い」「残業代が支払われない」。そ

の一方、「仕事へのやりがい」は95.7％という

高さにも関わらず、「仕事を継続したい」は50

％、「迷っている」24.2％と、やりがいが継続

意欲に必ずしも結びつかないという結果となり

ました。
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議案外質問（9月21日）

市立保育園での保育士の労働実態／リニア名古屋駅

付近の推定断層／名古屋駅市バスターミナルの暑さ

対策について 青木ともこ 議員

公立保育所における保育士の
労働実態把握について

中日新聞
2018年3月9日



そこで、子ども青少年局長にうかがいます。こ

の調査結果をどのように受けとめておられますか。

また、本市も独自にこのような保育士の労働実態

調査を行い、課題解決に向けた取り組みに活かす

ことが必要と考えます。まずは、公立保育所を対

象に実施すべきではありませんか。

公立保育所での業務実態は延長など職員
から聞いて把握している（局長）

【子ども青少年局長】公立保育所での業務実態は、

園長はじめ職員からの意見や要望を聞くなかで把

握しており、今後とも労働実態の把握に努めたい。

サービス残業をなくすために、「カード
リーダー」による出退勤管理の検討を

【青木議員】「子どもたちがいる時間はすべて子

どもたちに向き合う」のが、保育士のみなさ

んの１日です。しかし、クラス便りや週案と

月案の作成、保育準備に行事準備と、保育指針に

定められた業務を、子どもたちと向き合いながら

時間内にやり切るのはとても困難で、多くの保育

士が休憩や休暇制度を返上し、時間外にも業務を

こなし、それでも終わらなければ「持ち帰り仕事」

をせざるをえないのが現状です。業務量に見合っ

た人員配置へ、抜本的な改善が必要です。本市は、

この事態を受けて、公立保育所に対し超過勤務の

申請をうながすなど、「サービス残業」や「持ち

帰り仕事」をなくしていくよう、働きかけていま

すが、状況の改善をめざすなら、まずは保育士の

勤務実態を把握することが必要です。本市の公立

保育所では、本庁や区役所に見られるような「カー

ドリーダー」による出退勤管理が行われていませ

ん。「いつ出勤して、いつ帰ったのか」、客観的
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に勤務実態を把握したうえで、業務量に見合った

人員配置の見直しなど、改善策を検討して頂きた

い。そこで子ども青少年局長に提案いたします。

本市の公立保育所において「カードリーダー」

による出退勤管理を早期に検討するお考えはあり

ませんか。お答えください。

園長が帳簿で把握、管理している（局長）

【子ども青少年局長】園長が管理者として帳簿等

を利用して勤務時間の把握、管理を行っている。

労務管理を適正に行うことは重要で、園長が職員

に声かけするなど職場全体での意識付けに注意を

払っている。今後とも適正な労務管理に努めたい。

保育職場の疲弊は保育の質の低下につな
がる。実態調査せよ（再質問）

【青木議員】「あいち労働実態調査」は、保育職

場の疲弊をありありと示す結果が出たわけです。

民間の調査だと看過できる状況ではないという問

題意識はおありでしょうか。

教育委員会は、2011年より、小中学校などの教

員を対象に勤務実態に関するアンケートを２回実

施し、調査結果を活かした多忙化対策などに取り

組み、今後も調査を継続していくとのことです。

教員も保育士も等しく、子どもたちと向き合う仕

事をしています。保育士が調査の対象にならない

理由はないはずです。

保育職場の疲弊は保育の質の低下につながりか

ねません。「本市の責任で、保育士の労働実態を

つかむ」、その本気を示すべきではありませんか。

調査の実施を再度求めます。

参考点があるか研究したい（局長）

【子ども青少年局長】教育委員会の「教員の勤務

実態に関するアンケート」は、教員の勤務状況及

び多忙感についての実態把握等を目的として実施

されたと聞いている。調査内容を確認し、公立保

育所における保育士の労働実態の把握に参考とす

べき点があるか研究したい。

保育士の実情にどうか向き合ってくださ
い（意見）

【青木議員】「教員のアンケート」は、教員の多

忙化を解消し、子どもたちにより良い教育をと願っ

て、役立てるための労働実態調査だと理解してい

ます。より良い保育をめざすなら、保育士に対し

ても、同様の調査が必要です。カードリーダーに

よる勤務実態把握の導入と合わせて、引き続き要

望してまいります。

名古屋市は、国の保育士配置基準を上回り、民

間保育士に対しても、公私間格差是正の民調費と

いう市独自の制度があり、他都市に比べて条件が

良いと言われますが、先のプロジェクトの実態調

査の結果は、その見通しに反するものでした。こ

の実情にどうか向き合ってください。そして、国

の低すぎる保育士配置基準、抜本的な拡充が必要

ですが、自治体として出来ることに力を尽くして

くださいますことをお願いします。

名古屋都心部の推定断層とリニアルート
が交差のおそれ

【青木議員】断層が引き起こす地震は、熊本、大

阪北部、北海道胆振東部と、各地で甚大な被害を

もたらしています。現在、確認されているだけで

も2000本以上の断層が全国に存在するといわれま

すが、各地の地震災害には、これまで見つかって

いなかった断層が引き起こしたとされる事例が相

次いで報告され、「未知の断層」への警戒が高まっ

ています。

2016年４月発生の熊本地震が、活断層によるも

のと評価されたことを受け、本市付近に推定され

る断層、いわゆる「堀川・尼ケ坂断層」などの調

査が行われました。こちらのパネルをご覧くださ
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本市付近に推定される
断層への認識について



い。本市が過去の調査研究にもとづき推定断層の

位置を赤い線で示し、公表したものです。防災危

機管理局は、同年１２月、推定断層について「地

表に撓曲（たわみ）が確認されており、これを生

じさせる断層の可能性は否定できない」との調査

結果を公表。対策を講じる必要があるとして、現

在、国に詳細な調査を求めています。名古屋の都

心部を南北に縦断するといわれる断層、「もしも

のことがあれば」、その影響を考えると、一刻も

早い解明が急がれます。

そして、もうひとつの問題として、今回取りあ

げたいのは、この推定断層にリニアが交差するか

もしれないということです。このパネルの図に、J

R東海が公表しているリニアのルートを黄色で示し

て重ねると、このようになります。

ＪＲ東海が2027年の名古屋開業をめざすリニア

について、私は繰り返し取りあげてきましたが、

2015年６月の本会議では、南アルプスの中央構造

線など、日本第１級の活断層を通過するリニアの

危険性について、多くの専門家が警戒しているこ

とを指摘しました。

危機管理の視点から大いに問題があるリニアで

すが、事業のあり方についても、ここで一言触れ

ます。ビジネス雑誌の大手「日経ビジネス」8月20

日号は、「リニア新幹線 夢か、悪夢か」と題し

て、リニアを大々的に特集しました。見出しには、

「陸のコンコルド」「談合が生まれる構図」「第

３の森加計問題」など、多面的にリニア事業の実

態に切り込み、注目されました。

何かと疑問が広がるリニアですが、話を戻しま

すと、本市には、「堀川・尼ケ坂」の解明を急ぐ

とともに、リニア事業の安全性にも、関係自治体

として、危機管理の視点で注視していく責任があ

ると考えます。

この問題には、リニア沿線住民の関心が高く、

各地の工事説明会や公聴会で質問が相次ぎました。

ＪＲ東海の回答は、「断層については自社の調査

で問題はないと判断している」というものでした。

そこで防災危機管理局長にお尋ねします。

本市付近に推定される断層の調査結果に照らし

て、「自社の調査で問題はない」というＪＲ東海

の回答をどう受け止めておられますか。見解をお

聞かせください。

断層の評価を実施するよう、国への働き
かけが重要（局長）

【防災危機管理局長】推定断層は、2016年度に本

市が専門家とともに行った調査結果で、「明確な

地層の変位は確認されなかったが、地表をたわま

せるような断層の可能性は否定できない」とされ

た一方、「断層の有無を明らかにするためには、

国による詳細な調査が必要」とされたところです。

鉄道事業者が実施した調査はリニア中央新幹線

の事業区域を対象にしたもの。市の調査区域とは
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異なるが、所定の手続きや指針に基づいてボーリ

ング調査等を実施し、推定されている断層は事業

区域周辺には達していないと判断されたものです。

この調査結果は、推定されている断層について

知見を高める上で参考になる一方で、断層の有無

を明らかにすることは、専門性が高く技術的知見

を要するため、国で断層の評価を実施するよう働

きかけを行っていくことが重要です。

一刻も早い国による専門的な調査を国に
求めるべき（再質問）

【青木議員】ＪＲ東海が実施した調査の結果は参

考になるが、断層の有無を明らかにするには、高

い専門性と技術的知見を要するので、国の評価が

必要とのお答えでした。私は、堀川・尼ケ坂断層

の調査研究に関わる、専門家の方に直接うかがい

ましたが、ＪＲ東海の見解はひとつの説としても、

あらゆる可能性を追求する立場で見れば、十分な

調査とは言えず、やはり国による専門的な調査が

必要との見解でした。そこで、おたずねします。

本市は2016年12月に推定断層の調査結果を発表

して以降、国に対し断層の評価を要望してきたわ

けですが、すでに２年近くが経過しています。国

はどのように回答しているのでしょうか。この間

にも、「未知の断層」が関わるとされる地震災害

が相次いでいます。堀川・尼ケ坂断層の可能性に、

解明が急がれます。本市としては、国に対し、一

層強く求めていくべきではありませんか。見解を

求めます。

国に本市付近に推定される断層の評価を
強く求める（局長）

【防災危機管理局長】国は、2012年度から全国を

エリアに分けて評価を行う「地域評価」を順次実

施しており、九州、関東、中国及び四国地域の評

価を終え、現在、中日本地域に係る評価に着手し

ていると聞いている。市としては、国において断

層の評価を実施するよう、強く働きかけたい。

１日も早く調査が進むよう、国に働きか
けを（意見）

【青木議員】防災危機管理局長から「国に強く働

きかけていく」との決意をお聴きしました。１日

も早く調査が進むことを期待します。そして、リ

ニアについては、事業の安全性を注視して頂き、

必要に応じて、防災危機管理の立場から意見を述

べてくださいますことをお願いいたします。

暑さ対策の具体化を

【青木議員】いま共産党市議団が取り組んでいる

市政アンケートに、次のような声が続々届いてい

ます。

「名古屋駅バスターミナルの冷房設置をお願い

します。サウナ状態です」「名駅バスターミナル

の空調の向上を考えていただきたい。とりあえず

夏の期間だけでも。高齢

の方、体の不自由な方は

長い時間不快な中で待っ

ておられます」「冬はま

だ防寒してガマンできま

すが、夏の暑さは耐えが

たい！河村市長も一度真

夏に歩いてみてほしい！」

等など、ここでは紹介し

きれませんが、どれも大

変な状況が伝わってくる声ばかりです。また、８

月８日付、中日新聞夕刊の投書欄にも、同様にバ

スターミナルの暑さ対策を求める声が届いていま

す。

昨年４月、名古屋駅 ＪＲゲートタワーとＪＰタ

ワー名古屋の１階にオープンした市バスターミナ

ルは、全２１系統、１日約820本が発車し、訪日観

光客もあわせ、約１万３千人の利用がありますが、

広い構内には冷房も空調設備もありません。私も

時々利用しますが、夏には熱気がこもり相当な暑

さです。

私は、昨年夏に「名古屋駅バスターミナルの暑

さをなんとかしてほしい」と、近隣の方からご相

談を受けて以来、交通局に対応を求めて来ました

が、状況は、暑さ対策が必要と認識しているもの

の、冷房などを設置するには、バスターミナルの

立地がビルとビルをまたがる「半屋外」という構

造上の課題をどうするか、関係事業者と協議中と

のことです。今年の夏は「命に関わる」猛暑でし

た。今後も同じような状況が続かないとも限りま
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名古屋駅バスターミナルの
暑さ対策について



せん。

そこで交通局長におたずねします。９月に入っ

ても、日中は３０度前後の厳しい残暑が続いてい

ます。バスターミナルの空調設置には構造上の課

題があるのは理解出来ますが、たとえば、スポッ

トクーラーの設置など、なんらかの暑さ対策がい

ま必要と考えますがいかがでしょうか。

バスターミナル事業者と協議し、検討
（交通局長）

【交通局長】名古屋駅バスターミナルは、ＪＲゲー

トタワーとＪＰタワー名古屋の２つのビルの１階

にまたがる形で整備され、２つのビルの間には外

気とつながっている大きな開口部があるため、空

調の効果が十分得られないことから、空調設備は

設置されていない。

しかし、バスターミナル事業者と協議し、昨年

８月から非常扉の一部を開放するとともに、本年

７月には、密閉の明かり取りとしてのガラス窓を、

風を通すことができる窓枠に取り換え、外気が流

れるような対策を講じています。

名古屋駅バスターミナルの暑さ対策は、今後と

もバスターミナル事業者と協議し、検討していく。

市長もバスターミナルを歩いて暑さを実
感し、暑さ対策に尽力を

【青木議員】昨年夏から今年にかけて、構内の風

通しが良くなるよう様々な工夫をして頂きました

が、今年７月の猛暑は予想を越えました。バスター

ミナルの構造の問題、悩ましいのも十分理解でき

ますが、関係者との協議に鋭意取り組んで頂きな

がら、スポットクーラーなどの応急設置もひとつ

の方策として検討をお願いします。

そして、河村市長にも要望いたしますが、私ど

ものアンケートに、「市長も一度バスターミナル

を歩いてほしい」との声が届いています。今週末

の予想 高気温は３０度を超えるようですので、

市長も現地を一度歩いて頂き、名古屋の玄関口、

市バスターミナルの暑さ対策に力を注いでくださ

いますようお願いしまして質問を終わります。

名古屋市政資料№200 (2018年9月定例会）

- 18 -

名古屋駅バスターミナル。⑨～⑩乗り場の上がビル谷間。 ⑩乗り場から東のほうを見るビルの谷間。

バスターミナルの上は商業施設（２階以上）

↑
バ
ス
↓

←歩行者通路→



35度を超える猛暑日が36日、40.3度など
記録的な猛暑の名古屋

【高橋議員】今年は記録的な猛暑が続きました。連

日東海地方や名古屋が全国で一番暑いと報道され、

本市では35度を超える猛暑日が36日、８月３日には

40.3度を記録、例年に比べ熱中症で搬送される市民

も増えるなどの影響がありました。エアコンがなく、

あっても電気代が心配で使えないという声も少なく

ありません。ある生活保護を受給している方からは、

部屋にエアコンはあるものの壊れて使えない。大家

は修理してくれないし、自分で修理するお金もない

から困っているとの相談がありました。またある病

院では、熱中症で搬送された患者も多かった。家に

帰したくても、エアコンのない部屋には帰すことが

できないとの話もお聞きしました。医師の診断にも

とづく生活保護受給世帯へのエアコン支給や電気代

相当の夏季加算復活など、部屋の中での熱中症予防

対策も求められています。

温室効果ガスの排出量削減は喫緊の課題

【高橋議員】こうした猛暑となる背景には、温室効

果ガスの増加による地球温暖化の影響がないとは言

えません。温室効果ガスの排出量削減は喫緊の課題

です。

本年３月、低炭素都市なごや戦略第２次実行計画

を発表しました。この計画は、人間活動の拡大に伴

う二酸化炭素（ＣＯ２）やメタンなどの温室効果ガ

スが大量に大気中に排出されることによって引き起

こされる地球温暖化を防ぐための本市の方針を示し

たものです。この計画によると、市民や事業者の省

エネ意識の高まりなどにより、エネルギー消費量が

抑えられ、2013年の温室効果ガス排出量は1990年度

比でマイナス８％を実現したとのことです。一方、

このままで温暖化対策を行わずにいた場合、2030年

度には2013年度比で９％の増加となってしまうこと

が推計されており、何らかの対策を取らなければな

りません。

災害時のリスクマネジメントとしても活
用できる自然エネルギー

【高橋議員】名古屋は地形的な影響や都市化による

ヒートアイランド現象などで暑いと言われています。
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議案外質問（9月21日）

地球温暖化対策に自然エネルギーの促進導入を／中

村区役所への地中熱利用を

高橋ゆうすけ 議員

地球温暖化対策に
自然エネルギーの導入促進を



そうした中、毎日のように晴れが続き、日照時間

が長い地域でもあります。それは太陽光発電に適

した地域でもあります。そこで、太陽光発電を中

心とした自然エネルギーをフル活用して、名古屋

の電力をまかない、猛暑に伴うエアコンの電気代

を作りしてみませんか。

北海道では胆振東部地震による大規模な停電が

置きました。台風21号では市内各地で停電が発生、

港区役所では非常用電源を作動させる事態となり

ました。エネルギーは集中より分散させ、地産地

消を行うことは、災害時のリスクマネジメントと

しても重要です。

日照時間が長い名古屋の特性を生かして
自然エネルギーのフル活用を

【高橋議員】本市では、すでに住宅の低炭素化を

進めるために、太陽光発電や蓄電システムなどの

導入への補助制度がありますが、猛暑の名古屋だ

からこそ、自然エネルギーの導入と促進について、

野心的な目標と計画を持つべきではないでしょう

か。都市型の自然エネルギー促進には、市民が仲

間を募り、自主的に取り組む市民発電所に支援を

行うとか、産業型の屋根貸し、臨港地区の倉庫や

大型の展示場、ショッピングモールなどの屋根や

壁面を借りたり貸したりして太陽光発電を行うな

ど、様々なことができるかと思います。

自然エネルギーが電力に占める割合の現
状と見通しは

【高橋議員】そこで環境局長にお聞きします。積

極的な目標と計画を設けた自然エネルギー導入促

進計画を独自に作るべきではありませんか。現状

では市内の自然エネルギーが電力に占める割合は

どの程度か、低炭素都市なごや戦略第２次実行計

画では、いつまでに、どういう方法でどれぐらい

の電力を自然エネルギーで賄うのか、その見通し

と課題及びその対応についてもお示しください。

現在19万キロワット（年間使用量の6％）、
2030年までに37万キロワット（年間使用
量の11％）を目指す

【環境局長】今年３月に策定した「低炭素都市な

ごや戦略第２次実行計画」で自然エネルギー利用

に関する今後の方針を定め、着実に導入を進めて

いく。名古屋市は日照条件に恵まれていることか

ら、太陽光発電設備を中心として導入を進める。

市内の太陽光発電設備の導入容量は、昨年12月

末で約19万4干キロワット、市内の世帯の年間電気

使用量の約６％に相当する。実行計画では、太陽

光発電設備の導入容量を2030年度までに37万キロ

ワットとする目標を掲げており、達成した場合に

は、市内の世帯の年間電気使用量の約11％に相当

することになる。

しかし、近年、固定価格買取制度における買取

価格の低下により金銭的なメリットが薄れている

ことなどから、年間の導入容量が減少傾向にあり、

これをどのようにして増加させるかが課題です。

太陽光発電設備は、地球温暖化対策につながる

だけではなく、災害時の非常用電源としても利用

できるものであり、防災の観点からも導入メリッ

トを積極的に啓発し、年間の導入容量を増加させ

ていきたい。

11％の電気使用量は約12万世帯分。南区
と港区の世帯すべての電力が賄える。そっ
と積極的にすすめよ（意見）

【高橋議員】自然エネルギーの導入促進について

は、2030年度に太陽光で市内世帯の約11％分の電

気使用量になるとのことでした。これは約12万世

帯分。南区と港区の世帯すべての電力が賄えるこ

とになります。これだけ太陽光で電気が作り出せ

れば夏のエアコン代を市内で作り出しも暑い夏を

乗り切るための施策にもなります。防災の観点か

らも増加させたいということでしたので、何とし

ても実現していただきたい。そのためにはより踏

み込んだ提案も必要になるでしょう。設置場所の

貸し借りや導入方法なども含め、研究し進めてい

ただきたいと要望しておきます。
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小水力や地中熱などの活用への具体的な
検討を

【高橋議員】これまで本市では、低炭素モデル地

区の形成や低炭素トップランナー事業者支援、環

境教育などに取り組み、温室効果ガスの削減を進

めてきました。また行政も施設・設備の省エネル

ギー化などに取り組んできましたが、温室効果ガ

スを削減するためには、行政の主体的な自然エネ

ルギーの活用の取り組みは欠かせません。これま

で本市は市施設の屋根貸しによる太陽光パネル設

置にも取り組んできましたが、今後、他の自然エ

ネルギーの導入についても検討が必要であり、導

入事例が少ない自然エネルギーの導入促進も検討

していく必要があります。

そこで環境局長にお尋ねします。本市において、

小水力や地中熱など、これまで活用して来なかっ

たエネルギーの活用の導入について、どのように

位置づけていますか。また、今後導入等に向けて

具体的な検討は行っていますか。

新技術や他都市の事例などを調査し導
入促進に向けて取り組みたい（局長）

【環境局長】小水力や地中熱などのエネルギーの

活用は、再生可能エネルギー源の多様化を図る観

点から、実行計画において導入促進をしていくも

のと位置付けている。

今後、 新技術の情報収集に努めるほか、他都

市の事例などを調査し、導入促進に向けて取り組

んでいきたい。

家庭での地中熱利用ヒートポンプ導入へ
の設置補助の新設を（再質問）

【高橋議員】太陽光発電の促進に合わせて、小水

力や地中熱などの活用も導入促進に向けて取り組

んでいきたいと応えていただきました。太陽光と

新たなエネルギーはそれぞれ単独ではなく、掛け

合わせることによっていっそうＣＯ２削減が進むこ

とになります。そのためには市民による導入も必

要不可欠です。

本市では住宅の低炭素化を応援するために、Ｚ

ＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・太

陽光発電設備・蓄電システム・エネファームの４

種類について、低炭素化促進補助が行われていま

す。これをさらに一歩前進させてみませんか。環

境局長、本市の住宅の低炭素化促進補助に、新た

に家庭における地中熱利用ヒートポンプ導入の際

の設置補助も新設してはいかがでしょうか。

太陽光発電設備と地中熱の効果の比較を
しながら研究したい（局長）

【環境局長】家庭での地中熱利用ヒートポンプの

導入補助は、技術開発の動向や他都市の施策も参

考にしながら、太陽光発電設備と比較してＣＯ２削

減効果がどの程度あるのかなども含め研究したい。

４政令市を含む67自治体ですでに実施し
ている。もっと前向きにやれ（意見）

【高橋議員】独自に調べたところ、何らかの形で

補助が行われている自治体は67にのぼっており、

そのうち政令市による家庭への補助は４市で行わ

れています。愛知県内でも豊橋で補助があります。

市民のみなさんにもＣＯ２削減の取り組みに参加し

てもらいやすくするためにも、様々な補助制度が

あることが大切です。そのこともしっかりと踏ま

えていただき、補助制度新設に向けて取り組んで

いただきたいと要望します。
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市の施設の移転改築時に地中熱ヒートポ
ンプシステムの導入で、年間通して15度
の安定した地中熱の利用を

【高橋議員】冷暖房を行うにあたっては、地中熱

を利用した冷暖房システムの利用促進も挙げられ

ています。これは一年を通して安定した温度となっ

ている地中の熱を、ヒートポンプや空気循環・水

循環といった仕組みで建物内の温度管理に利用す

るというものです。今日はその中で、ヒートポン

プシステムについて提案をしたいと思います。

（パネル掲示）地中熱利用ヒートポンプシステム

は、地中に設置された地中熱交換機に不凍液等を

循環させ、室内に設置したヒートポンプによって

熱交換させることによって冷房や暖房などに利用

するもので、設置場所を問いません。地中の熱を

取り出すために電力を必要としますが、必要とな

る電力量を大幅に削減させることができるもので

す。環境省の資料によると、特に６月から９月の

冷房の必要となる時期には、70％近くの節電にな

るとの報告もあります。電力消費が抑えられれば、

ＣＯ２発生量を大きく抑えることが可能であり、

また空調の排熱によるヒートアイランド現象の抑

制にもつながるため、導入するオフィスも広がり

つつあります。

名古屋市の地下５ｍの温度も、年間通して15度

前後と安定していると言われており、地中熱を利

用できる条件は整っています。本市が率先して地

中熱利用を進めていくべきです。たとえば本市施

設の老朽化に伴う移転改築等を行う際、地中熱ヒー

トポンプシステムを導入するということも必要で

はないでしょうか。

現在移転改築が予定されている中村区役所の改

築基本計画では、基本方針に「（５）環境に配慮

した施設」として、「太陽光発電などの再生可能

エネルギーの利用、建物の断熱性能向上や省エネ

機器の採用を図るなど、環境に配慮した施設とし

ます」「『名古屋市役所環境行動計画２０３０』

に基づき、温室効果ガス排出量削減等の環境配慮

に取り組む施設とします」とありますが、まずは

中村区役所に地中熱利用ヒートポンプを設置して

みてはいかがですか。

民間事業者のノウハウを活かした提案を
求めている（局長）

【市民経済局長】中村区役所等複合庁舎等整備事

業は、今年８月から設計・施工を一括で担う事業

者を公募している。この公募は、具体的な仕様に

基づいた発注ではなく、市が求める施設の機能や

性能を規定して発注しており、それ以上の部分は

事業者の提案に委ねている。この機能や性能の一

部として「環境に配慮した施設」等の項目も盛り

込んでおり、現在民間事業者のノウハウを活かし

た提案を求めている。

今後、民間事業者から具体的な提案がされてく

るので、環境配慮の観点も含め、 適な提案を選

定したい。

未来に環境負債を残さないためにも、地
中熱利用など、できることに取り組め
（再質問）

【高橋議員】中村区役所新庁舎については事業者

からの提案に委ねているとのことでしたが、今後、

市がどれだけＣＯ２削減を進めていくのかを考え

れば、もっと積極的な提案がされても良かったの

ではないでしょうか。未来に環境負債を残さない

ようにするためにも、できることにとにかく取り

組む、その姿勢は今後さらに求められてくるでしょ

う。

全国でも、公共施設に地中熱を導入する自治体

も広まりつつあります。仙台市では市役所分庁舎

で導入、今後進められる本庁舎の建て替えにあたっ
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中村区役所新庁舎への地中熱利用を



ても環境負荷の低減を図るために地中熱利用も含

めた環境配慮技術の導入を検討がされているそう

です。県内では豊明市や西尾市などでも地中熱が

利用されています。

そこで環境局長に再質問させていただきます。

本気でＣＯ２の削減を進めるためにも、学校や体

育館、区役所など本市施設への地中熱利用ヒート

ポンプシステムの導入を積極的に進める方針を具

体化してはいかがですか。

市施設の新築・改築には自然エネルギー
の活用を働きかけたい（再質問）

【環境局長】市施設への導入は、 新技術の情理

収集に努めるほか、他都市の事例などを調査し、

導入に向けた研究を進め、本市施設の新築・改築

を行う際には、関係局に対し、地中熱を含めた自

然エネルギーの活用を働きかけていきたい。

本気になって考えよ（意見）

【高橋議員】関係局に働きかけるとの回答をいた

だきました。ＣＯ２削減は環境局だけで考える課

題ではありません。市全体で考えていく課題であ

り、市の施策として非常に大事な視点です。導入

に当たっては費用対効果の課題等もあるかもしれ

ませんが、環境に対してどれだけ配慮するのか、

本気になって考えていただきたいと思います。

また地中熱だけではなく、太陽光発電や蓄電シ

ステムなどと組み合わせることによって、エネル

ギーを地産地消することができ、災害発生時の電

源の確保にもつながります。今後、本市の公共施

設の建て替えや改修を進める際、ＺＥＢ（ネット・

ゼロ・エネルギー・ビル）化も含めた、環境への

配慮を本気で進める計画も立てていただきたいと、

強く要望しておきます。
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10月の文化庁文化審議会には申請できな
いとはっきり言え

【江上議員】名古屋城天守閣整備事業の見直しを求

めて質問します。

第１に、事業は今どのようになっているのかです。

21日の答弁で、文化庁の「現状変更許可」は、「時

間的に大変厳しい」とありました。申請そのものも

行っていないことも明らかです。その経過も含めて、

7月4日から21日の答弁まで3か月近く市民や議会に

何ら報告されていないことが問題です。６月議会は

7月4日閉会しました。その後、有識者による「石垣

部会」や「天守閣部会」が開催され、河村市長が、

7月26日、8月3日、文化庁と話し合い、市長は、

「基本計画の見直しに１か月ほどかかる」「９月上

旬提出」と報道されていました。

しかし、議会閉会以後、事業が今どうなっている

のか、市民にも、議会にも報告されていません。９

月議会でも審議の予定はありません。名古屋市は、

10月の文化庁の文化審議会で「許可」を得るのは厳

しいと答弁していますが、まだ、ありうるかのよう

なことを言っています。

そこで質問します。３か月近くの間どのようなこ

とが行われたのか明らかにしてください。そして、

事務手続き上、10月の文化審議会に諮ることはでき

ないことを明言してください。

10月文化審議会は時間的に大変厳しい
（局長）

【観光文化交流局長】7月13日に石垣部会、19日に

天守閣部会を開催し、基本計画書案について、それ

ぞれの部会で頂いた意見を反映したものを文化庁に

提出する計画でした。

しかし、石垣の保存方針について、有識者と認識

の一致を見ていない事を文化庁から指摘されたこと

により、基本計画書案の提出を見送りました。その

後、石垣の評価や保存対策について再検討し、今後

実施する調査に基づき、特に北面の孕み等、緊急性

の高いものについては優先的に対応するなど、石垣

保存方針を見直していますが、９月下旬となり、10

月の文化審議会は時間的に大変厳しい状況です。

石垣保全について、石垣部会と名古屋市
で食い違っているのではないか（再質問）

【江上議員】「10月文化審議会に諮ることはできな

いとの明言」を求めましたが、「大変厳しい状況」

と繰り返すだけでした。現天守の解体を考える前に、
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議案外質問（9月25日）

バリアフリーや石垣修復問題など課題が山積する

名古屋城天守閣整備事業は見直すべき

江上博之 議員

名古屋城天守閣整備事業の
見直しについて

2018年9月22日
読売新聞

名古屋城内にある竹中工務店の工事事務所



先に天守石垣保全修復を求めましたがこれも回答

がありません。では、なぜ、回答しないのか。

「石垣の保全方針について、地元有識者と認識

の一致をみていないことを文化庁から指摘された」

と答弁がありました。名古屋市は、「今後実施す

る調査に基づき、特に北面孕み等、緊急性の高い

ものについては優先的に対応」し、天守閣修復後

に本格的な石垣の修復を行っていくという二段階

の主張です。一方、有識者の皆さんは、一般的に

は復元建物整備より石垣保全が 優先ということ

です。新聞で、「市側から有識者を納得させる案

は示せなかった」とも報道されています。ここが

有識者と名古屋市の「認識の一致をみていない」

点と理解していいでしょうか。お答えください。

石垣部会は「石垣保全が 優先で、市の
石垣保存方針では不十分」という（局長）

【観光文化交流局長】石垣部会は、「天守台石垣

が深刻な状況にあり、石垣の保存について検討し

必要な措置を取ることが 優先であり、市の示し

た石垣の保存方針では不十分」と考えていると認

識している。さらに専門的な助言を得ながら、石

垣保存方針を検討し、石垣部会と一致した認識で

事業を進められるよう努めている。

現天守は文化庁からも高く評価されてい
る。解体しない検討を

【江上議員】第２に、現天守閣の価値の高い位置

づけから、現天守を解体していいのか、という点

です。

7月19日の「天守閣部会」で、文化庁に提出予定

の「基本計画案」が提出されました。その内容を

読むと、「現天守の価値」や「天守台石垣の保全

と安全対策」ついて、昨年12月25日市議会に提出

された「案」から大幅な加筆がされています。こ

の間、文化庁とのやり取りで、一つは、「戦後都

市文化の象徴であるＲＣ(ＳＲＣ)造天守を解体す

るにはなお議論を尽くす必要がある」もう一つ

「天守解体及び木造天守建築時における、天守台

石垣に対する影響」などが意見として出されその

回答が名古屋市に求められています。その回答と

して、「現天守の価値」を記述していると思われ

ます。５点ほどに整理しています。

１点目に、戦後復興の象徴として名古屋のシン

ボルとしての役割がある。

２点目に、「市民の機運－熱意―の高まりによ

り再建された」。

３点目に、豊富な史資料に基づく外観「復元」

で、その「精度―精密さーは、他の城郭には見ら

れない名古屋城の特徴であると位置づけることが

できる」。

４点目に、鉄骨鉄筋コンクリート造建築物とし

ての価値として、「外観は焼失前の天守閣と寸分

も違わぬ姿に復元されるなど、当時の建築技術の

水準を表わすものとしても現天守は評価できる。」

「内部についても、2つのらせん階段や人造大理石

の柱など、近代建築技術の粋を集めた造作が施さ

れ、『モダニズム建築』としても文化財としての

価値を今日有するものと評価されている。」「二

度と焼失することのないようにという願いも込め

られていたのである」と記述しています。

５点目に、博物館としての機能と活用があげら

れています。

そこで質問します。これだけ価値のある現天守

を解体していいのでしょうか。市民の思い、文化

財としても残す選択肢を考えるべきではないでしょ

うか。

木造復元の意義を丁寧に説明し、復元を
進める（局長）

【観光文化交流局長】保存活用計画において「現

天守閣の価値を超える木造復元の意義を丁寧に説

明することを前提として、整備方針は木造とし検

討を進める」として、天守閣の木造復元を進めて

いる。

現天守閣には、戦後の復興期に、市民の機運の

盛り上がりによって再建された名古屋のシンボル

であることなど、大きな価値がありますので、現

在の天守閣を解体するにあたっては、ＶＲや映像

など、様々な方法で記録を作成し、その価値を広
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く発信して、後世へとつないでいきたい。

まず特別史跡の石垣を保全修復すべき

【江上議員】第３に、特別史跡の本物である石垣

保全・修復について、文化庁から回答を求められ

ている石垣問題についてです。

石垣について、有識者から、天守台北側のふく

らみ、ハラミと言っているようですが、「約100セ

ンチ孕みだしている」と記述されています。7月

13日の石垣部会で有識者から、内部が空洞の可能

性があり「危機的な状況」「深刻」といわれてい

ます。「一般論として、復元建物を整備するにあ

たり石垣の保全を後回しにすることはない」とも

指摘されています。石垣保全・修復が先と言って

いるのです。しかし、名古屋市の計画では、天守

は、石垣に負荷をかけないから、石垣の保全、修

復は、木造完成後９年間で行う計画になっていま

す。

そこで質問します。現天守解体を考える前に、

特別史跡である石垣の保全修復を先に進めるのが

当然ではありませんか。

石垣の修復は、詳細調査の成果に基づい
て現況を把握したうえで保存方針を立て、
適切な対応を行う（局長）

【観光文化交流局長】調査結果を報告した本年7月

13日の石垣部会で、天守台石垣北面が強く孕み出

しており、きわめて危険な状態であることが指摘

されました。石垣の修復は、詳細調査を進め、そ

の調査成果に基づいて、石垣の現況を把握したう

えで保存方針を立て、適切な対応を行っていきま

す。

上階への階段が1か所の現計画では安全
性に問題があり、入場制限が必要になる
のでは

【江上議員】第４に、天守 上階への階段につい

てです。

7月19日の天守閣部会の有識者会議では、災害時

の避難について提案されました。現在の竹中工務

店提案では、「4～5層も木造階段を追加し、各層

すべて2か所ずつの階段設置をすることで、昇り・

降りの一方向観覧者ルートを実現し、観覧経路の

ボトルネックをなくします」という案がありまし

た。ところが、今回の提案では、4～5層は一か所

の階段だけで、追加階段計画はない、としていま

す。 上階の5層は、展望階となります。 も多く

の人が訪れたいと思っている階です。その層の階

段は、幅１ｍ50センチで45度程度の角度で昇り降

りするというものです。しかし、１か所になれば、

人の流れは止まり、入場者を制限することになる

のではないでしょうか。また、入場制限をするこ

とになりますから入場者数も想定より少なくなる

のではないでしょうか。

そこで質問します。 上層への階段を1か所にす

ることによる観覧者の安全や、入場制限の必要性

がでてくるのではないでしょうか。どう考えてい

るのでしょうか。

管理運営面の工夫で対応する（局長）

【観光文化交流局長】史実に忠実な復元とするた

め 上階への階段を1か所としているが、管理運営

面の工夫で安全面を確保すると共に、出来る限り

入場制限をせず、多くの方が観覧できるよう努め

たい。

2022年完成の天守閣木造化にこだわるな
（再質問）

【江上議員】有識者との「認識の一致をみていな

い」点について、有識者は石垣保全が 優先に、

つまり、現天守解体前に石垣保全という私の理解

を局長は、否定しませんでした。有識者と市が認

識を一致するのは簡単ではないと、名古屋市は認

識しているのではないですか。来年５月の文化審
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天守閣の石垣調査をするためにかけられた足場



議会での「許可」も難しいと明言すべきです。こ

れが言えないのはなぜか。2022年木造化完成にこ

だわっているからではありませんか。河村市長に

質問します。

日本共産党市議団は、８月から市政アンケート

を行っています。現時点で１万件ほど返信があり、

そのうち1200件について集計しました。「名古屋

城天守閣の今後のあり方について、どうお考えで

すか。」に対し、市長提案の「2022年完成目標で

木造化する27％」、「いったん立ち止まり、改め

て検討する32％」「耐震補強などを行い木造化は

行わない27％」、で市民の意見は分かれています。

市長がこだわっている「2022年完成」に市民合意

はありません。

石垣保全修復が第一といわない。現天守の「大

きな価値」があると市は認めているのに解体しよ

うとする。計画する木造天守の安全性、エレベー

ター問題もあります。2022年完成の天守閣木造化

にこだわることが、すべての問題の原因となって

います。いったん立ち止まって市民の声を聞くた

めに計画を見直すことを求めます。市長お答えく

ださい。

見直すつもりはまったくない（河村市長）

【河村市長】市長選挙で公約に掲げており「まあ

一回河村さんがんばってちょう」と、こういう風

になったのがまず一つ。

もう一つは議会で議決をいただいており、これ

は私に対する一つの命令ですので、それに従って

実行していかなければいけない。

それと、ＩＳ値が0.14と本当に危険極まりない

建物になっておりますので早く解体する必要があ

る。僕の考えでは下で工事やっているひとも本当

に危ない状況だ。一階は瓦ですので、それが落ち

てきたりする可能性も十分ある。

それとやっぱり国宝一号として名古屋の空にずっ

と333年間輝いてきた城を、図面があることから本

物に復元して、あと千年残していくことは私ども

の今名古屋に生きる人間の使命だと思っておりま

すので、見直すつもりはまったくありません。

耐震改修を放置してきたのは市長だ。市
民の声を聞くためにいったん立ち止まり、
計画を見直せ（意見）

【江上議員】耐震化問題は2009年に分かっていた

ことであって、市がやってきていない、河村市長

になってからもとっくに分かっていた、そういう

問題である事を指摘しておきます。

できないことはできないと市民に明らかにする

ことも市長の責任です。

505億円もの事業が、この３か月間、市民や議会

は、事業がどうなっているか知らされていません。

市民の置き去りの事業は、見直すべきです。

名古屋へ人を呼び寄せるための観光資源として

の名古屋城でなく、文化財としての価値がある名

古屋城をどう保存するか問われております。文化

財保護より観光という考え方を改めることです。

2022年完成の天守閣木造化は中止し、いったん

立ち止まって市民の声を聞け。そのために計画を

見直すことを求めて質問を終わります。
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4年前の搦手馬出周辺の石垣改修工事

今年になっても何も変わらず

2003年から改修が始まった搦手馬
出周辺の石垣の石は堀の中に保管
されています。

30代4０代中心のＷＥＢ回答（左）と6300通の中間集計（右）
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各常任委員会の概要(補正予算案等の質疑）

一
般
会
計

事 項 金額 左の財源 説 明

再犯防止推進モデル事業 4,020 国庫 4,020
軽微な犯罪によって起訴猶予処分となり、福祉的な支援が
必要とされた高齢者・障害者・若者を関係窓口につなぎ、
その後の状況確認や必要な支援等を実施

市民御岳休暇村セントラ
ル・ロッジ等復旧工事の
設計

11,000 一般財源 11,000
平成29年6月に発生した長野県南部の地震により被害を受
けたセントラル・ロッジ及び展望台復旧工事の設計

総合リハビリテーション
センターにおける就労定
着支援及び自立生活援助

6,437
支援収入 4,496
一般財源 1,941

障害者総合支援法の改正により平成30年度に新設された就
労定着支援及び自立生活援助を12月から実施

地域密着型サービス事業
所等の消防設備整備補助

19,029 国庫 19,029
スプリンクラー設備等設置に対する補助小規模多機能型居
宅介護事業所1カ所 有料老人ホーム 2カ所

保育所のブロック塀撤去
等の設計

8,188 繰入金 8,188
現行の建築基準に不適合のプロック塀等撤去及びフェンス
新設の設計8カ所

学校のブロック塀撤去等
の設計

19,512 繰入金 19,512
現行の建築基準に不適合のプロック塀等撤去及びフェンス
新設の設計 小学校 8校 中学校 7校 高等学校 4校

一般会計 計 68,186
特定財源 55,245
一般財源 12,941

特
別
会
計

基金会計

財源の繰出 27,700 基金積戻金 27,700 震災対策事業基金

特別会計 計 27,700 特定財源 27,700

企
業
会
計

病院事業

医療事故賠償金 51,235 医業外収益 51,235
東部医療センター及び西部医療センターにおける医療事故
に対する損害賠償金 3件

公営企業会計 計 51,235 特定財源 51,235 保険で充当

総 計 147,121
特定財源 134,180
一般財源 12,941

前年度繰越金12,941

債務負担行為

事 項 期間（年度） 限度額（千円） 説 明

再犯防止推進モデル事業 31～32 9,450 委託が3カ年にわたるため

2018年9月議会 補正予算等の委員会日程の予定（決算は10月5日から）

月日 曜 開会時間 総務環境 財政福祉 教育子ども 土木交通 経済水道 都市消防

9月26日 水

10時
(3分演説)

２人 １人 １人 １人

10時 5分
～30分

10時10分
調査（災害ごみ
支援環境）

10時30分
質疑(病院・財政)

10時05分
質疑(子ども)

10時05分
質疑(土木)

10時05分
質疑(経済・観光)

10時30分
質疑(住都)

9月27日 木 10時30分 質疑(健福) 質疑(教育) 総括質疑(土木) 質疑(水道) 総括質疑(住都)

9月28日 金 10時30分
総括質疑(病院・

財政)
総括質疑(子ども)

総括質疑(経済・
観光)

10月1日 月 10時30分
総括質疑(健福)
調査（自殺対策・

衛研什器）
総括質疑(教育)

総括質疑(水道)
調査（緊急雨水整

備）

10月2日 火 10時30分
11時 意思決定
調査（工事契約）

意思決定 意思決定 意思決定 意思決定
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2018年度9月補正予算（追加分）の概要 （単位：千円）

一
般
会
計

事 項 金額 左の財源 説 明

台風２１号による災害復
旧

215,000 一般財源 215,000 道路付属物 １億３６００万円、公園樹 7900万円。

一般会計 計 215,000 一般財源 215,000 前年度繰越金で充当

公有水面埋立区域
（名古屋港管理組合）

公有水面埋立区域
（国土交通省中部地方整備局）

あおなみ線
金城ふ頭駅

国際展示場

金城ふ頭の埋立
（輸出用自動車置場の集約と搬出岸壁）

台風21号による区別被害状況

区分 種別 単位 数量
区ごとの内訳

千種 東 北 西 中村 中 昭和 瑞穂 熱田 中川 港 南 守山 緑 名東 天白

人的被害 負傷者 軽傷 人 39 3 2 3 1 4 5 2 5 2 3 2 2 1 1 1 2

住家被害 一部損壊 棟 122 16 3 15 21 11 3 3 10 2 7 2 7 11 11 0 0

非住家
公共建物 棟 9 3 2 2 2

その他 棟 65 2 12 7 15 13 0 1 7 0 1 2 4 1 0 0 0

道路附属物

道路照明等の
損傷・倒壊

箇所 197 13 1 27 15 9 26 2 5 0 10 3 16 10 47 6 7

街路樹倒木 本 447 34 39 20 24 35 47 21 27 9 41 25 25 24 33 18 25

公園樹
倒木 本 343 20 l3 22 20 4 18 6 3 14 40 30 29 l8 55 23 28

倒木(東山) 本 432 うち350本はユーカリ

合計 1,419 倒木のおもな樹種は、ハナミズキ、桜、さるすべり等

＊補正予算は、道路付属物関係で1億3600万円、公園樹775本で7900万円。倒木は伐採後にチップ化して燃料にする。



名古屋市政資料№200 （2018年9月定例会）

- 30 -

１ 当局当初提案 ２１件（補正予算：３件 条例案：６件、一般案件：１２件）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 自 民 公 減 無

2018年度名古屋市一般会計補
正予算(第3号)

○ ○ 〇 〇 ○ ○ 可
決

補正額 6,818万6千円。御岳休暇村ロッジの復旧設計、保育所や学
校のブロック塀の撤去費用など。

2018年度名古屋市基金特別会
計補正予算(第3号)

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

補正額 2,770万円。震災対策事業基金の取り崩し。ブロック塀の撤
去費用に繰り出し。

2018年度名古屋市病院事業会
計補正予算(第1号)

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

補正額 5,123万5千円。医療事故賠償金３件。医療事故に備えた保
険で賄う。

名古屋市総合リハビリテーショ
ンセンタ一条例の一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

名古屋市総合リハビリテーションセンターで自立訓練と就労移行支
援に加え、就労定着支援、自立生活援助を実施する。2018年12月
1日施行。

区役所支所の設置並びに名称
及び所管区域に関する条例の
一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

区画整理の換地に伴い、徳重支所の所管区域に諸の木２丁目を追加
する。

名古屋市コミュニティセンタ
一条例の一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

中村区岩塚に岩塚コミュニティセン夕一（中村区岩塚町3丁目192番
地）を設置。

名古屋市下水汚泥焼却施設整
備等事業者選定審議会条例の
制定

● 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

空見スラッジリサイクルセンター第２期事業の焼却施設の整備等を
ＰＦＩ方式で進めるための事業者選定のために名古屋市下水汚泥焼
却施設整備等事業者選定審議会を設置。

名古屋市屋外広告物条例の一
部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

名古屋市景観計画で名古屋城の眺望景観の保全を図るため、指定区
域内での広告物等の規格を設ける。2019年4月1日施行。

名古屋市建築基準法施行条例
の一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

建築基準法の一部改正。接道許可を許可申請から認可申請にして狭
い道路での申請を簡素化する。仮設建築物の許可を１年を超えてで
きるようにする。オリンピックなどで工事期間が長くなるため。

損害賠償の額の決定 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

2016年7月に名古屋市立東部医療センタ一で発生した医療事故に関
し、損害賠償額を1500万円に決定。

損害賠償の額の決定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

2016年2月に名古屋市立東部医療セン夕一で発生した医療事故に関
し、損害賠償額を250万円に決定。

損害賠償の額の決定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

20165年8月に名古屋市立西部医療セン夕一で発生した医療事故に関
し、損害賠償額を3,373万4,510円に決定。

指定管理者の指定（清風荘＆
安田荘）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

名古屋市清風荘の指定管理者を社会福祉法人なごや福祉施設協会に、
名古屋市安田荘の指定管理者を社会福祉法人愛生福祉会に指定。20
19年4月1日～2029年3月31日。

指定管理者の指定（植田寮） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

名古屋市植田寮の指定管理者を社会福祉法人芳龍福祉会に指定。20
19年4月1日～2023年3月31日。

指定管理者の指定（第二斎場） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

名古屋市立第二斎場の指定管理者を太陽・近鉄グループに指定。20
19年4月1日～2024年3月31日。

指定管理者の指定（歴史の里） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

名古屋市志段味古墳群歴史の里の指定管理者を「しだみの里守グルー
プ（中電興業・岩間造園・古代ニワの里文化遺産ネットワーク・と
んざこ設計室）」に指定。2019年4月1日～2024年3月31日。

指定管理者の指定（川中コミ
セン）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

川中コミセンの指定管理者を川中学区連絡協議会に指定。供用開始
日～2028年3月31日。

名古屋港内の公有水面埋立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

名古屋港管理組合が弥富と金城ふ頭にある輸出用自動車のモーター
プールを集約し、金城ふ頭に新設するために、名古屋港内（港区金
城ふ頭三丁目1番及び2番1に接する工作物の地先 157,281.58㎡）の
公有水面の埋立てについて、港湾管理者（名古屋港管理組合）から
地元市町村長として意見を求められたので、異議なき旨の意見を提
出する。220万㎥。３年間で埋立。

名古屋港内の公有水面埋立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

国土父通省 中部地方整備局が行う、自動車運搬船の大型化に対応
するため１２ｍ岸壁を金城ふ頭に造成するため、名古屋港内（港区
金城ふ頭三丁目1番及び2番1に接する工作物の地先 5,525.70㎡）の
公有水面の埋立てについて、港湾管理者（名古屋港管理組合）から
地元市町村長として意見を求められたので、異議なき旨の意見を提
出する。

〇＝賛成 ●＝反対 ×＝棄権 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ 無：なごや無所属クラブ

主な議案に対する会派別態度(10月3日）
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（つづき）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 自 民 公 減 減 無

市道路線の認定及び廃止） ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 可
決

13路線を市道として認定、7路線の一部又は全部を廃止する

訴えの提起 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 可
決

陽子線がん治療施設の運転等管理業務を行う日立製作所に対し、現
在係争中の費用負担の在り方（日立が工事中断の損害医賠償を求め
る）と並行して、東日本大震災や日立の事務事業の遅れに伴って実
際に短縮された業務期間についての運転・保守・維持管理費（4億
4,323万6,904円以内）を減額することを求める裁判を行う。

２ 追加議案（３件） （補正予算案：１件 人事案件：２件）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 自 民 公 減 減 無

2018年度名古屋市一般会計補
正予算(第４号)

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 可
決

補正額 2億1500万円。台風２１号による倒木や街路灯の改修費用。

教育委員の選任 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 同
意

西淵茂雄（1957年生、名東区。瀬古小校長、指導主事、教育次長。
愛教大副学長）

愛知県公安委員会委員の推薦 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 同
意

那須國宏（1944年生、東区。愛知県弁護士会会長、日弁連副会長、
愛知県人事委員会委員長など）

３ 議員提出議案 3件（人事案件１件、議員海外派遣２件） （議員派遣は10月17日の議決）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 自 民 公 減 減 無

地域環境審議会委員の推薦 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 同
意

任期2年、各区の議員数と同じ定数。75人。議員の推薦などによる。

名古屋市会トリノ姉妹都市交
流公式代表団

○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 同
意

10月23日～10月31日。トリノ市、バレンシア市、バルセロナ市。ト
リノ市公式行事参加のほか、展示場や文化財保存、オリンピック会
場跡地など。坂野公寿、ふじた和秀、橋本ひろき。三輪芳裕（議長、
各派団長（代理））。共・減は参加せず

名古屋市会副議議長海外派遣 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 同
意

台中市議会との友好交流の一環。台中フローラ世界博覧会開幕式な
ど。11月2日～4日。木下優（副議長）

〇＝賛成 ●＝反対 ×＝棄権 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ 無：なごや無所属クラブ

【地域環境審議会委員】

千種：楜澤征子（1943年生、無職）夏目勝弘1947年生、無職）青山俊夫（1951年生、無職）横井初惠（1947年生、無職）齋藤美恵子

（1948年生、団体職員）。東：鈴木邦尚（1951年生、管理的地方公務員）三宅勝（1952年生、大学教員）。北：北村勝利（1945年生、無

職）奥和子（1937年生、無職）小林いく子（1950年生、団体役員）森下和子（1946年生、無職）小川貴大1976年生、団体事務）。西：村

瀬利子（1934年生、無職）中島絢美（1940年生、無職）川合秀明（1936年生、無職）中山靜子（1943年生、無職）渡邊義已（1942年生、

無職）。中村：片岡良友（1956年生、薬剤師）大野勝正（1949年生、無職）西森昇（1937年生、無職）矢澤直彦（1954年生、自営）奥村

善男（1949年生、無職）。中：鈴木貴博（1964年生、自営）冨田捷治（1940年生、無職）林宏一郎（1967年生、会社役員）。昭和：冨田

卓邦（1944年生、無職）田中義啓（1936年生、自営）小島七郞（1945年生、無職）榊山不二夫（1944年生、無職）。瑞穂：浅山カズ子

（1942年生、無職）佐合文憲（1942年生、無職）渡邉義孝（1949年生、専門学校講師）。熱田：笠井典秀（1941年生、社会保険労務士）

矢形智（1969年生、会社役員）。中川：佐藤貴史（1964年生、会社員）長谷川博一（1952年生、会社員）住田吉隆（1961年生、会社役員）

奥村敏彦（1940年生、団体職員）吉田滋（1946年生、会社役員）風岡邦昭（1939年生、無職）山本傳（1942年生、無職）。港：曽根里史

（1950年生，会社員）横山保（1954年生、嘱託社員）土井照雄（1942年生、無職）坂野行雄（1936年生、無職）下里康寿（1962年生、保

育園園長）。南：磯部力三（1938年生、無職）伊藤栄（1950年生、団体役員）伊藤正貴（1954年生、自営）中嶋茂（1949年生、無職）山

口賢司（1959年生、医師）。守山：飯田美智子（1943年生、無職）志水正子（1941年生、無職）杉原武（1944年生、無職）臼井清

（1944年生、化粧品店経営）野々垣滋子（1955年生、無職）小栗馨（1940年生、会社員）。緑：中村弘子（1947年生、学校講師）濱島正

継（1957年生、会社役員）大角輝夫（1939年生、無職）小島教正（1957年生、団体役員）大橋公雄（1943年生、無職）大橋享（1964年生、

自営業）近藤優（1979年生、会社役員）永谷英策（1934年生、無職）。名東：杉本一夫1950年生、無職）中村あゆみ（1961年生、無職）

花岡哲司(1951年生、無職)星野健治（1946年生、会社役員）山岡由紀美（1958年生、パート）。天白：梶原義隆（1935年生、無職）沢野

鳴美（1949年生、無職）栗山知久（無職）新戸敏彦(1950年生、会社員)望月健三(1936年生、無職)



2017年度一般会計決算認定案に対する、柴田民雄

議員の反対討論は、以下のとおりです。

安倍政権いいなりに
民間委託や統廃合

【柴田議員】日本共産党名古屋市会議員団を代表し、

2017年度名古屋市一般会計決算認定案に対して、反

対の立場から討論を行います。

この年も河村市政は、安倍政権の方針言いなりに、

民間委託で人減らしを行い、公共施設の統廃合を推

進しました。

要介護認定事務の集約・委託化で
大混乱

まず、要介護認定事務の集約化・外部委託化を、

現場を詳しく知らないまま「委託ありき」で進めた

ことで、「介護認定の決定に従前よりも大幅な期間

を要する事態が発生し、大きな混乱を招いた」と、

監査委員からも指摘を受ける重大事態を引き起こし

ました。介護認定という介護保険制度の根幹にかか

わる部分は、直営に戻すべきであり、委託化を前提

とした介護保険会計への繰出は認められません。

市立幼稚園や図書館、若宮商業高校な
どの統廃合や廃止計画に市民は猛反対

また、3つの幼稚園の廃止計画、図書館の規模縮

小・指定管理を進めるアクティブライブラリー構想、

若宮商業高校の廃校計画など、相次ぐ教育施設の統

廃合計画を打ち出しました。しかし、いずれも当事

者を中心に市民の大きな反対運動が起こり、その中

で若宮商業高校の廃校方針は撤回に追い込まれまし

た。

公立保育園の民間移管推進に、
引き受け法人がゼロの事案も

この年３つの公立保育所が民間移管され、公募要

件を緩和したまま、さらに６ヶ所の民間移管の準備

がすすめられました。民間保育園からは、「待機児

童対策で受け入れを増やす上に、公立の運営まで引

き受けるのは質を保つ限界を超えている」との声が

上がっています。引き受ける法人の応募がゼロとい

う事態にまで至った民間移管は、ストップすべきで

す。

学校給食調理業務の民間委託を8校に
拡大、衛生面の不安への対応で経費増

小学校給食調理業務の民間委託は２年目となり、

前年度の３校に続き、新たに５つの小学校へ委託を

広げました。こちらは前年度に相次いだトラブルの

反省から委託要件を厳しくしたため委託料が上昇し

たことに加え、衛生面が不安だと「衛生等指導員」

を追加配置せざるを得なくなり、目的とする経費削

減効果はほぼ打ち消されました。直営に戻すべきで

す。
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2017年度決算に対する反対討論(10月17日)

委託や統合などで福祉・サービスを縮小・解体。

市民の意見を聞かず、自分勝手な市政運営は許せ

ない 柴田民雄 議員

際限なく進められる市立保育園の民営化

すでに民営化済み

千種台・振甫(千種)、矢田（東）、田幡・
東志賀（北）、山田（西）、則武・御田
（中村）、南・氷室（南）、苗代（守山）、
汐見が丘（緑）、にじが丘（名東）

2017年度に民営化 北千種(千種)、東栄（瑞穂）、畑田（中川）

2018年度に民営化予
定

味鋺（北）、二ツ橋（中村）、梅森坂（名
東）、島田第二（天白）

2019年に民営化予定 土古・茶屋（港）

小学校給食の調理委託計画

2016年度実施 荒子（中川）、大清水（緑）、西山（名東）

2017年度実施
山田（西）、瀬古・下志段味（守山）、
桶狭間（緑）、天白（天白）

市立幼稚園の今後のあり方に関する実施計画（案）より

園児数
(定員)

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

報 徳
(北区)

44人
(85人)

３歳児の
終募集

３歳児の
募集停止

４歳児の
募集停止

年度末閉
園

― ―

はとり
(中川区)

49人
(85人)

３歳児の
終募集

３歳児の
募集停止

４歳児の
募集停止

年度末閉
園

―

比良西
(西区)

55人
(85人)

３歳児の
終募集

３歳児の
募集停止

４歳児の
募集停止

年度末
閉園

＊ 園児数は2017年度。
＊2017年6月に報徳幼稚園の計画は1年繰り延べになりました。



減税財源を確保するために
統廃合や民間移管を推進

これらの市民サービス削減・人減らしの「テコ」

とされてきたのが、意図的に財源不足を作り出す、

市民税減税です。

減税の経済効果は少ないとの
検証結果

市民税減税は、例えば個人市民税で見ると、市

民全体の人口のたった1割以下のお金持ちに、減税

総額の6割近くの約50億円をプレゼントするという

「金持ち減税」です。ではそのプレゼントをもらっ

た皆さんが、経済効果をもたらしてくれたかと言

えば、この年の11月に報告された市民税減税の検

証結果でも、経済効果はほとんど無い、むしろ減

税しない方が指標は伸びるというシミュレーショ

ン結果が明らかとなりました。

この検証結果を受けて、法人市民税の方は廃止

が決まりましたが、個人市民税のほうも、きっぱ

り廃止すべきです。

過大な需要予測に基づく
大型事業を推進

こうして市民税減税を「テコ」に市民サービス

を低下させてきた一方で、将来の市民の暮らしに

大きなツケを回す、過大な需要予測に基づく大型

事業を推進しました。

名駅南巨大地下通路は中止を

「リニア」開業を見据えた街づくりの一環とし

て計画された、笹島交差点から南に向けての巨大

地下通路の整備では、その必要性として、「名駅
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通の歩行者量の増加」や、「名古屋駅からの距離

感の軽減」などが挙げられていました。しかし、

この年、ささしまライブ24地区の「まちびらき」

後の歩行者量の調査結果では、休日のピーク時で

すら、予測量の６割程度にしか達しませんでした。

あおなみ線、ウエルカムバスの利用客数も増えて

おり、不要な地下通路計画は中止すべきです。

中空の発着回数は前年より減

中部国際空港2本目滑走路建設促進期成同盟会負

担金の支出も認められません。現空港の旅客数は

当初目標値に届かず、旅客機と貨物機合計の航空

機発着数は、前年度に比べ減少しています。全国

的視野で見れば空港数は過剰です。2本目を作る必

要はありません。

市民を無視した天守閣木造復元

また、市民合意の無い2022年完成を目指す天守

閣木造化のための基本設計などの事業費支出は認

められません。「木造化すれば入場者が現在の倍

近くに増え、505億円もの建設費が入場料だけで賄

える」と言う根拠もあいまいです。石垣の保全修

復問題、バリアフリー問題などを解決しないまま

強引に推進したことが、文化庁への「現状変更許

可」申請すらできないという事態につながってい

ます。いったん立ち止まって市民の声を聞くべき

です。

市民の暮らし優先の市政に
以上、反対の主な理由を申し上げました。改め

て、市民の暮らしや福祉の願いを実現する市政へ

と舵を切り変えることを求めて、討論を終わりま

す。
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名古屋駅周辺地下公共空間整備
の進捗

予算額 2億6,067万7,000円
決算額 1,697万5,680円
不用額 2億4,370万1,320円

＊実施内容
管理等基本設計
交通量調査
笹島自転車駐車場移設等
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消防力の整備指針の充足状況（2017年4月1日現在）

区分 基準（人等） 現有（人等） 充足率（％）

施
設

署所 66 65 98.5

車両等 288 281 97.6

人
員

消防職員の総数 2,494 2,279 91.4

うち警防要員 1,990 1,836 92.3

うち予防要員 311 250 80.4

庶務等の要員 193 193 －

プラスチック製容器包装の
焼却に伴うＣＯ２排出量

ＣＯ２排出量 7万4千トン

相当する世帯数 1万7千世帯

「ごみ非常事態宣言」
（第5次一般廃棄物処理基本計画

策定時アンケートより）

知っている 54.4％

知らなかった 44.5％

不明 1.1％

プラスチック製・紙製容器包装の分別率が低下している原因
（第5次一般廃棄物処理基本計画策定時アンケートより）

プラ製・紙製容器包装は何か、を理解していない 71.7％

分別区分変更で容器包装も可燃ごみになったと勘違い 60.7％

分別すべき理由を理解していない 52.5％

リサイクルできる資源であることを知らない 32.8％

家庭内で保管する場所がない 22.1％

資源の収集日、排出場所を知らない 8.2％

その他 17.2％

社会保障・税番号制度関連システム経費（2017年度）

局 （千円）

総務局 54,161

財政局 11,934

市民経済局 26,936

健康福祉局 83,117

子ども青少年局 3,317

教育委員会事務局 2,324

合計 181,789

区分 （千円）

情報連携基盤システム開発等業務委託 14,853

情報連携基盤システム運用等業務委託 14,193

情報連携基盤システム運用機器賃貸借 10,432

中間サーバー・プラットフォームの交付金 14,683

合計 54,161



名古屋市政資料№200 （2018年9月定例会）

- 37 -



名古屋市政資料№200 （2018年9月定例会）

- 38 -

政令市での自衛隊関係者の市職員への任用

区分 所属等 勤務形態 人数

札幌市
危機管理対策室危機管理
対策課

非常勤 2

仙台市 危機管理室危機管理課
常勤 1

非常勤 1

さいたま市 総務局危機管理部 常勤 1

千葉市 総務局危機管埋課 常勤 1

川崎市 総務企画局危機管理室 常勤 1

横浜市
総務局危機管理室危機管
理部緊急対策課

常勤 1

非常勤 7

相模原市 危機管理局緊急対策課 常勤 1

静岡市 総務局危機管理総室 常勤 1

浜松市 危機管理課 常勤 1

大阪市 危機管理室 非常勤 2

堺市 危機管理室 非常勤 1

広島市 危機管理室 常勤 1

北九州市 危機管理室 非常勤 1

福岡市
危機管理監 常勤 1

危機管理専門官 常勤 1

熊本市 総務局危機管理防災総室 常勤 1

（注）任用はいずれも、退職自衛官の採用。新潟市、名古屋市、
京都市、神戸市及び岡山市は任用実績なし。

市役所での新聞の購入（単位：部）

区分
一般紙及び専門紙

その他
日刊紙 その他

会計室 6 4 0

防災危機管理局 4 4 0

市長室 43 4 0

総務局 41 17 0

財政局 28 8 0

市民経済局 51 48 0

観光文化交流局 13 5 0

環境局 52 32 2

健康福祉局 60 53 4

子ども青少年局 44 17 3

住宅都市局 52 49 3

緑政土木局 59 39 2

市会事務局 13 24 3

監査事務局 4 4 0

人事委員会事務局 5 4 0

教育委員会事務局 39 109 2

選挙管理委員会事務局 4 4 0

消防局 51 4 0

上下水道局 44 196 0

交通局 18 25 2

病院局 7 7 1

（注）日刊紙は毎日発行される新聞（土日及び祝日休刊を含む）。
市民閲覧用と学校を除く。
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2017年度決算認定案に対する会派別態度（10月17日）

決算認定案 結
果

各会派の態度
備 考

共自民公減無

一般会計決算 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇

市民税５％減税の影響は119億円の減収。個人市民税が前年比22億円増の1,649億
円。法人税は前年比1億円増の643億円。市税全体では固定資産税33億円増などで
55億円の増。市税収納率が0.1％アップの99.5％。市債残高は1兆6,212億円。天
守閣木造再建や名古屋駅周辺開発などを推進する一方で学校給食の民営民間委託、
図書館の指定管理をすすめる。

特
別
会
計
決
算

国民健康保険 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
年度末加入者486,358人（321,250世帯）。一人あたり保険料11.0万円→11.7万円。
資格証明書を3,599件も発行（前年度4,080）。歳出決算額△3.2％は後期高齢者
への移行によるもの。

後期高齢者医療 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
年度末274,917人→283,209人。一人当りの保険料8.9万円→8.9万円。医療費101.
4万円→102.0万円。保険料減免制度を改悪。

介護保険 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
年度末１号被保険者560,946人。15段階保険料。特徴503,095人、普通57,851人。
要介護・支援認定104,352人→108,157人。うち要支援は37,447人。認定事務を委
託化する準備。

母子父子寡婦福
祉資金貸付金

可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇
貸付:母子1,721件9.6億円。父子77件3,984万円。寡婦58件4,147万円。償還率:母
子57.0％(1.0増)。父子71.2％。(△3.5)。寡婦67.2％(1.9増)

市場及びと畜場 可
決

○ 〇 〇 〇 〇 〇
本場と北部で青果50.2万㌧、水産物12.3万㌧。南部で食肉2.1万㌧、と畜が大動
物8,202頭、小動物211,863頭。本場と北部と南部で施設整備改修工事など

名古屋城天守閣 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇 決算額12億4772万円。基本設計と石垣調査。寄付金は2億735万円。

区画整理組合貸
付金

可
決

○ 〇 〇 〇 〇 〇 貸付金：継続１件（千音寺）の4.5億円、償環金：なし。貸付残高：15.2億円。

市街地再開発事
業

可
決

○ 〇 〇 〇 〇 〇
鳴海駅前(3.2ha)の連続立体交差化と駅前広場の整備など。7698万円で477㎡の取
得など1億9542万円の事業費と他会計繰出金5億円

墓地公園整備事
業

可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
みどりが丘公園整備。使用料値上げしても前年比△6800万円の1.9億円。新規貸
付248件（△58件）。累計25,670区画(188増。2035年までの目標47,000区画)。公
園用地0.79haの取得。

基金 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
財政調整基金など16基金の整理。名古屋城天守閣を新設。有価証券920億円、現
金1,507億円。計2,427億円。ほかに土地（8億円）と美術品（69点で3.8億円）の
2基金

用地先行取得 可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇
公共用地の先行取得に5.6億円。都市開発用地取得に2.9億円。相生山緑地など
7公園・緑地で8,064㎡を加え、147万㎡、1,230億円の土地を保有。

公債 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
事業推進のための借金と返済。1,817億円の新たな借金。全会計での残高は2兆7,
146億円、781億円減。

企
業
会
計
決
算

病院事業 可
決

○ 〇 〇 〇 〇 〇

東部・西部医療センターの会計。診療科、東部28科・西部33科。延患者数77万人。
うち入院は東部498床13万人・西部500床15万人。医師東部86人西部102人で定員
から17人不足。看護師は充足。8億円の純損失（6.2億円増）、経常収益は前年比
6.8億円増益。緑は指定管理。患者14万人、入院300床6.6万人。

水道事業 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
130万戸に76万㎥／日を給水、有収水量71万㎥／日。純利益8.2億円。不要な徳山
ダム関連に ●億円負担。職員1282人▲10人。うち損益関係1150人▲13人。

工業用水道事業 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇
117ヶ所（2増）に2,283万㎥､1日6.2万㎥を給水。純利益9,215万円。むだな木曽
川導水路の負担金175万円（一般会計からの出資）。職員2名。

下水道事業 可
決

○ 〇 〇 〇 〇 〇
汚水処理面積29,017ha。普及率99.3％、処理水量4.4億㎥。有収水量2.5億㎥、
32億円の黒字。職員958人（▲14人）うち損益関係741人▲10人。

自動車運送事業 可
決

● 〇 〇 〇 〇 〇

運転キロ1日99,038km。乗合乗員年間1億2,584万人。1.6％増、定期2.7％増。敬
老パス分66億円、19億円の純益（▲3億円）。名古屋駅バスターミナルを開始。
港回転場を利用した委託準備。交通事故461件（▲67）構内事故97件（13増）車
両故障47件。職員1,396人(前年比17人増)。

高速度鉄道事業 可
決

〇 〇 〇 〇 〇 〇

運転キロ1日189,263km。乗員年間4億7,936万人。1日131万人。定期2.3％増。女
性専用車両の名城線への導入。東山線５駅の委託拡大。耐震対策。敬老パス分8
5億円。172億円の純益（9億円増）。運転事故（扉の開閉事故）5件、輸送障害
（保守作業事故）1件。職員2,756人（▲19人）。東山線のワンマン化。

〇＝賛成 ●＝反対 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ 無：なごや無所属クラブ
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請願・陳情 2018年9月議会に受理されたもの

９月定例会には下記の請願１件が受理されました。10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 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第6号

平成30年

10月15日

子供たちが健やかに育

つために名古屋の保育・

子育てを豊かにすること

を求める請願

北区住民

青木ともこ 江上博之 岡田ゆき子 くれまつ順子

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(共産)

現在、保育士不足により、保護者から「子供を預ける際に不安を感じる」という声が上がっている。子供の命と安全、

発達を保障するためには、保育士不足を解消する対応が必須である。保育士確保のために、保育士の処遇を名古屋市の施

策で改善してほしい。

名古屋市の待機児童数はぜロとされているが、「兄弟バラバラの入所になってしまい登園が困難」、「決定通知書で決

まった保育施設が我が子を預けようとは思えない環境だった」などの理由から、入所に至らない子供が2018年４月現在で8

33人もいる。保護者が求めているのは、安心して預けられる０歳児から５歳児までの認可保育所である。公立保育所を減

らすことなく認可保育所の増設を進めてほしい。認可保育所の増設、公立保育所民間移管の凍結・見直しを求める。

休日保育事業については、「休日保育があり助かる」という声がある一方、「休日保育を申し込もうとしたら、既に定

員いっぱいでキャンセル待ちになってしまう」という声が出されている。病院、福祉現場や飲食店、美容院などのサービ

ス業で働くく子育て世帯は多く、子育て中の世帯にとって休日保育事業は欠かせないと言える。しかし、休日保育事業実

施施設は限られており、ニーズに応え切れていない状況である。現在実施している施設での受入定員をふやすだけでなく、

実施胞設をふやしてほしい。

病児・病後児デイケア事業については、「安心して預け、仕事を続けることができて助かっている」という声がある一

方、「利用料金が高く利用しづらいので、負担を軽減してほしい」「病気の子供を遠くまで連れて行くのは大変。近くに

開設してほしい」という切実な声があり、市内で実施されていない区及び支所管内の地域での開設を求める声が強まって

いる。

一時保育事業については、非定型保育、緊急保育、リフレッシュ保育のどれもがニーズが高い。しかし、「妊娠し、安

静が必要なときに申し込んだが、定員が埋まっていて利用できず困った」、「メンタルの病気になり子育てがつらいとき

に、一時保育に預けられるとよかったができなかった」という声など、急に子育てが困難になったときに利用しにくいの

が現状である。リフレッシュ保育については、名古屋市の制度では月３回の利用が可能であるにもかかわらず、ほとんど

の場合月３回利用できていない。また、公立預保育所によるリフレッシュ預かり保育事業について「子育てがしんどいと

きに安心して預けることができ、肩の荷がおりた気がした」という声とともに、「利用したくても定員が埋まっていて利

用できない」という声が多数上がっているのが実態である。一時保育事業を必要なときに利用できるように拡充すること、

公立保育所によるリフレッシュ預かり保育事業の１カ所ずつの受入日をふやすなど拡充し利用しやすくすること等、子育

て世帯の実態に見合った対応が求められている。

ついては、名古屋市が公的責任において、速やかに次の事項を実現することをお願いする。

l 名古屋市の責任のもと、保育士の処遇改善と保育士確保を行い、子供を安心して預けられる環境を整えること。

2 公立保育所の社会福祉法人への移管にかかる計画を凍結し、見直しをすること。

3 休日保育事業のニーズに見合うよう、実施施設の数をふやすこと。

4 病児・病後児デイケア事業の利用料を下げて、さらに第２子以降は減免すること。

5 病児・病後児デイケア事業を未実施の区及び所管内の地域に病児・病後児デイケア事業実施施設を開設すること。

6 一時保育事業を公立保育所のエリア支援保育所で実施すること。

7 公立保育所によるリフレッシュ預かり保育事業の予算を確保した上で、保育体制を充実させ、１カ所ずつの受入日をせ

めて６日にふやし、利用しやすいように拡充すること。

◆陳情
陳情番号 受理日 陳情名 陳情者

平成30年

第12号

平成30年

9月12日
名古屋市禁煙条例の制定を求める陳情 天白区住民

他人のたばこの煙による望まない受動喫煙を防ぐことは、人権に関する重大な問題である。

ついては、次の事項を内容とする国際標準の条例の制定をお願いする。
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続き

1 幼稚園、保育所、小・中・高等学校等の学校、公園、行政機関及び病院の敷地内並びに飲食店の建物内を禁煙とするこ

と。

2 喫煙禁止場所において喫煙し、喫煙の中止又は退出をしない場合や、施設の管理権原者が改善命令に従わない場合に、

5万円以下の罰則を科すこと。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成30年

第13号

平成30年

9月12日
政務活動費の改善を求める陳情 天白区住民

政務活動費は、どの議員が使ったのか不明である。視察先へのお土産代に使われている。国内視察等の報告書がない。

政務活動補助員の人件費について、誰に支払われたのか不明である。600万円も振り込まれているのに、利子の報告がない。

ついては、次のように改善されるようお願いする。

1 議員個別にも政務活動費を支給すること。

2 お土産代には支出しないこと。

3 国内視察等の成果、所感がわかるように報告書を添付すること。

4 人件費の領収書について、黒塗りをやめて公開すること。

5 利子を報告すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成30年

第14号

平成30年

10月1日
名古屋市平針原保育園の改善を求める陳情 平針原保育園父母の会

幼児用プールは、2階遊戯室の横に設置してある。プールに水が入った状態で大勢の子供がプールの設置場所にいる場合、

建物がその重さに耐えられるか不安がある。プールの下には年中児及び年長児の部屋があり、重量オーバーになってしまっ

た場合、大変危険である。早急に現在の耐荷重を計測し、危険な場合は設置場所の強度を商める、プールを交換する等の

対策をお願いする。

園庭のトイレは、ドアや電灯がなく内壁の傷みもひどいため、子供が使用を嫌がる。また、換気・排水も悪いため、悪

臭がひどく不衛生である。さらに、園庭遊びの際、園庭のトイレではなく室内トイレに行くことにより、保育士の目が行

き届かず危険が予想される。早急に明るく衛生的なトイレへの改修をお願いする。

雨が降ると園庭に多数の水たまりができ、水はけが悪いため、雨がやんでもなかなか外で遊べない。その際は、保育士

がスポンジ等で水取りをしている。雨上がりにできるだけ早く園庭で遊べるよう、また、保育士の負担も軽減できるよう、

園庭の水はけを改善するための対策をお願いする。

１歳児クラスの布団や備品を入れている棚には扉がついていない。何らかの拍子で中の物が子供たちの上に落下したら

とても危険である。大きな事故につながりかねないので、早急に扉を設置してほしい。

２歳児クラスのおむつ入れを置くスペースがなく、使用後のおむつを入れた各自のビニール袋をトイレにつるしている

状況である。においもするし、とても不衛生である。

２歳児クラスのためにも１歳児クラスと同様の棚をトイレに設置し、おむつ入れを置けるようにしてほしい。

１歳児クラスで使用中の靴箱は、下段に雨が直接当たってしまうため一部が腐食してきている。この靴箱のある中庭は、

乳児が遊んだり、水遊びをしたりするスペースとして使用されており、乳児が腐食した部分に触れたり、破片を目にして

しまう可能性があり危険である。また、靴箱の区切り一つ一つが大きいため、二人で一つのスペースを共用している。こ

れらを解決するため靴箱を取りかえたいと考えているが、靴箱は建物に備えつけてあり、取りかえは容易ではない。新た

に簡易な靴箱を設置するだけでは、靴箱が倒れる可能性があり危険であるため、既存の靴箱の取りかえ工事をお願いする。

ついては、次の事項の実現をお顔いする。

1 幼児用プールの設置場所の耐荷重を計測し、必要な対策をすること。

2 園庭のトイレを改修すること。

3 園庭の水はけを改善するための対策をすること。

4 １歳児クラスの布団棚に扉を設置すること。

5 ２歳児クラスの使用済みおむつ入れを置く棚をトイレに設置すること。

6 １歳児クラスの靴箱を取りかえること。
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つづき

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成30年

15号

平成30年

10月1日

名古屋市が一部の意見のみを取り入れて進めている客引

き行為を禁止する条例の制定について、再検討することを

求める陳情

守山区住民

言うまでもなく議会は市民のためにある。広く一般市民が発表したり傍聴したりできるように、制度の見直しが必要だ

と思う。愛知県では、犬山市議会が平成30年の３月議会から市民フリースピーチ（５分間発言）制度を実施している。先

日、第3回のフリースピーチを傍聴した。７名の市民が発表した。議長の冒頭の挨拶を聞いて、地方議会は民主主義の起

点であり、市民が市政に関心を持ち、この政治不信を一掃するためにも、市民の自由な意見や提案は大切であると理解し

た。犬山市商会では、市民の意見にその場で議員から質問がある。その場で発言者とのやりとりがなされる。そして次は、

全員協議会において議員の皆さんで胞議をするそうである。スマートフォンやタブレットなどでの撮影も可能で、その場

でメッセンジャーなどで関係各所に送信することも許された。一般公開するということだった。１回目は夜間に実施され

た。３回目は市民の強い要望が通り日曜日に行われた。夜間や週末の場合、議会事務局職員６名に時間外勤務手当が必要

で、夜間に行った場合は、エレベーターの稼働とセキュリティーシステムを少し動かすことが必要であり、日曜日開催で

は、市役所の一部開庁日と連動させていた。

もちろん、議会の規模が全く違うので、そっくり他市のやり方を名古屋市会に導入することはできないところもあるか

もしれない。しかし、議会は市民のためにあることを考えれば、すぐにでもできることばかりだと強く感じている。市民

フリースピーチを実施している地方議会はほかにも栃木県大田原市がある。こちらも５分である。

18歳の選挙が始まった。議会のこと、しかも一番自分たちに近い市議会・県議会の傍聴すら今できているだろうか。政

治に関心を持つことで主権者意識も培われると思う。政胎はみんなのものであり、市民が陰に陽にかかわってこそすばら

しい議会ができると思う。みんなが住みやすいまちができると思う。安心して暮らせるまちづくりのために、市民の意見

を自由に聞き、それを盛会や行政に反映させる制度、演説制度の見直しをぜひお願いしたい。

ついては、名古屋市会市民３分間読会演説制度を次のように改善されるようお願いする。

1 各発言者の演説時間を３分から５分に延長すること。

2 演説の場所を本会議場にすること。

3 発言者の原稿や添付資料の持ち込み、提出ができるようにすること。

4 市民の演説を録画・録音し、ホームページでの一般公開ができるよう発情手段を講じること。

5 週末や夜間に演説を実施すること。

6 演説を委員会や議会に反映させること。また、質疑がその場でできるようにすること。

7 カメラ等の持ち込みができ、一定のマナーのもとで撮影ができるようにすること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成30年

16号

平成30年

10月15日
政務活動費の領収書の改善を求める陳情 市民 いどばた会議

今回、名古屋市の政務活動費の領収書の公開に当たり、市会図書室にて友人と閲覧した。しかし、領収書には受取人の

個人名が入っておらず、これでは明細がわかりにくく、領収書公開の意味がない。

ガソリンのレシートは、どのような政務に使われたのかわからない。領収書を公開しているのに、何のために使われた

のかわからないようでは意味がない。もっと市民にわかりやすい政務活動費の領収書公開であってほしいと思う。

ついては、政務活動費の領収書を次のように改善するようお願いする。

1 領収書には受取人の個人名を入れること。

2 領収書には政務活動の報告書をつけること。

3 領収書の黒塗りをやめること。

4 インターネットにて、領収書を誰でも見られるようにすること。
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保留の請願（６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
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 自 民 公 減

平成27年
第5号

地方自治の堅持を求める意見書
提出に関する請願

千種区住民
住民自治及び団体自治を2本の柱とする地
方自治の堅持を

動向を見守る 保
留

総環
2018.
9.11

平成27年
第6号

地方自治の尊重を求める意見書
提出に関する請願

新婦人名東
支部

地方自治を尊重すること 動向を見守る 保
留

総環
2018.
9.11

平成27年
第7号

自治体及び住民意思の尊重を求
める意見書提出に関する請願

子どもを守
り隊避難者
グループ

自治体及び住民意思の尊重を 動向を見守る 保
留

総環
2018.
9.11

平成27年
第8号

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
による住民意向調査」の集計結
果を尊重し、反映させることを
求める請願

相生山緑地
を考える市
民の会

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、
速やかに実現を

様子を見守り
慎重に審査する

保
留

土交
2018
9.13

2 相生山緑地の整備は「住民意向調査」の
結果を尊重し、自然を破壊せず、ヒメボ
タル・オオタカの生息地を守る

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

平成27年
第10号

千種図書館の新築を求める請願 千種図書館
を考える会

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

様子を見守る
保
留

教子
2018.
9.11

（2）安心のバリアフリーに

（3）建物全体を広く。常設の自習室、会
議室、親子室、機器活用スペース等
の設置を

（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

請願・陳情審査の結果（2018年10月4日）

新規の請願（６月定例会に受理された請願はありませんでした。

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 ×＝棄権 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ

平成27年
第12号

児童発達支援センターの充実を
求める請願

地域療育セ
ンターの早
期建設を実
現させる会

1 通園を希望する子どもが全員が入園でき
るよう定員をふやす 様子を見守り

慎重に審査する
保
留

教子
2018.
9.112 どんな障害があっても、毎日安心して通

えるセンターに

平成27年
第14号

性的少数者の支援に関する請願
特定非営利
活動法人PRO
UD LIFE

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

様子を見守る 保
留

総環
2018.
9.11

2 パートナーシップ証明等の性的少数者に
関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

平成27年
第16号

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

愛知保育団
体連絡協議
会(8,000名)

1 (2)職員の処遇を抜本的に改善する

様子を見守る
保
留

教子
2018.
9.112 必要とする全ての子が、希望する保育を

受けられるよう認可保育所の整備を

平成28年
第5号

介護保険制度の改善を求める請
願

千種区住民
(934名)

1 介護保険料・利用料の独自減免・減額を

慎重に検討する 保
留

財福
2018.
9.12

2 特養ホームなどの増設で待機者解消を

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
介護は、現行サービス水準を維持する

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

平成28年
第24号

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

全日本年金
者組合愛知
県本部名古
屋市内支部
協議会

2 低保障年金制度の早期実現を

動向を見守る 保
留

財福
2018.
9.12

3 年金の支給開始年齢を引き上げない
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保留請願の続き

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 自 民 公 減

平成29年
第13号

なごやアクティブ・ライブラリー
構想に関する請願

名古屋市の
図書館を考
える市民の
会

3 図書館運営に新たな施策を実施する時は
市民に丁寧な説明を行い、意見を聞く

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

平成29年
第14号

名古屋市の小中学校の給食費を
無償にすること等を求める請願

新日本婦人
の会北支部
(667名)

1 小中学校の給食費を無償に 動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

平成29年
第15号

名古屋市の小中学校の給食費を
無償にすることを求める請願

新日本婦人
の会中村支
部（124名）

1 名古屋市の小中学校の給食費を無償にす
る

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

平成29年
第16号

名古屋市の小中学校の給食費を
無償にすることを求める請願

新日本婦人
の会愛知県
本部（704名）

1 名古屋市の小中学校の給食費を無償にす
る

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

平成29年
第18号

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

名古屋の国
保と高齢者
医療をよく
する市民の
会

1 国民健康保険料を大幅に引き下げる

動向を見守る 保
留

財福
2018.
9.12

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

3 ０歳～18歳は均等割の対象としない

5 後期高齢者医療制度の保険料の９割軽減
などを継続するよう国に求める

6 介護保険料を引き下げ、保険料及び利用
料の独白の減免制度を新設する

7 要支援者が今までどおり介護サービスを
受けられるようにする

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 ×＝棄権 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ

平成29年
第2号

介護労働者の動務環境改善及び
処遇改善の実現を求める意見書
提出に関する請願

愛知県医療
介護福祉労
働組合連合
会

1 介護現場で働く全ての労働者の処遇改善
を

動向を見守る 保
留

財福
2018.
9.12

2 利用者２人に介護職員１人以上に引き上
げる。１人夜動の解消を

3 介護報酬の大幅な引き上げを。処遇改善
についての費用を国費で

平成29年
第3号

安全・安心の医療・介護の実現
と夜動・交代制労働の改善を求
める意見書提出に関する請願

愛知県医療
介護福祉労
働組合連合
会

1(1)医療・介護の職員の労働環境改善へ、
労働時間の上限規制や勤務間のインター
バルの確保や夜勤回数の制限などの規制
を

動向を見守る 保
留

財福
2018.
9.12

(2)夜勤・交代制労働者の時短を

(3)1人夜勤を早期に解消する

2 医師・看護師・医療技術職員・介護職員
を増員する

平成29年
第4号

政務活動費の収支報告書、会計
帳簿及び領収証の全てをネット
で公開することを求める請願

市民の会な
ごや

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

動向を見守る 保
留

総環
2018.
9.19

平成29年
第5号

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
と等を求める請願

市民の会な
ごや

1 現行の「議員報酬1455万円」は直ちに800
万円に戻す

動向を見守る 保
留

総環
2018.
9.11

2 議員報酬は、「報酬審議会」のみでなく、
公聴会制度等を広く活用する

3 議員報酬引き上げについての説明責任を
直ちに果たす

平成29年
第6号

名東区の公立保育所を廃止・民
営化せず、必要な認可保育所の
増設を求める請願

子どもの未
来を守る会
＠名東（2,00
2名）

3 臨時職員や嘱託職員の処遇改善や、正規
職員の補充などを早急に講じる

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

平成29年
第9号

国民健康保険制度の都道府県単
位化に関する意見書提出を求め
る請願

愛知県社会
保障推進協
議会

2 来年度以降も国保料を上げず、払える国
保料にするために十分な保険者支援を

動向を見守る 保
留

財福
2018.
9.123 一般会計からの法定外繰入や保険料の決

定などで名古屋市の判断と自主性尊重を

平成29年
第10号

名古屋市の小中学校の給食費を
無償にすることを求める請願

新日本婦人
の会天白支
部

1 名古屋市の小中学校の給食費を無償にす
る

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

平成29年
第12号

名古屋市議会における請願制度
の改善を求める請願

南区住民

1 締め切り日以前に受け付けた請願は、愛
知県議会と同様、その会期中に審査を 議運理事会の課題

であり見守る
保
留

総環
2018.
9.112 請願・陳情の受付の締め切り日を公表す

るなど、その仕組みを周知する
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保留請願の続き

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度 結

果
備考
(委員
会)共 自 民 公 減

平成29年
第19号

子供たちが健やかに育っために、
休日保育事業、病児・病後児デ
イケア事業及び一時保育事業の
拡充を求める請願

北区保育団体
連絡会

1 休日保育事業実施施設をふやす

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

2 病児・病後児デイケア事業の利用料を下げ
て、さらに第２子以降の減免を

3 病児・病後児デイケア事業の未実施の区や
支所管内に開設する

4 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

平成29年
第22号

子供たちが健やかに育つために
公的保育制度の整持を求める請
願

天白区住民
（18,774名）

2 公私間格差を是正する制度を守る

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

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歳児以上も無料化する

5 保育士等の大幅な処遇改善を図る

(2)耐震・防災などの対策を早急に進める

(3)送迎用の駐車場を早急に確保する

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

(2)建てかえ時の代替施設の家賃や地代など
は市が全額負担する

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

(5)休日保育の受け入れ枠をふやす

(6)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

(7)ア 守山養護学校高等部産業科の増築及
び天白養護学校の整備を

イ 全保育所で障害児の受け入れを推進
する

平成29年
第23号

全ての子供たちに豊かな育ちを
保障し、名古屋の保育・子育て
を豊かにすることを求める請願

愛知保育団体
連絡協議会
（160,001名）

1 保育士不足を早急に解消する

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.114 保育料の大幅引き下げを

平成30年
第1号

名古屋市図書館の縮小及び民間
活力の導入をやめることを求め
る請願

千種区・名東
区・守山区・
東区の図書館
を考える市民
の会（405名）

1 図書館の縮小や民間活力の導入をやめる

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

2 千種、名東、守山図書館の速やかな建てか
えを

3 市民の声を聞いて図書館づくりを

平成30年
第2号

子供と保護者が安心できる少人
数学級の実現を求める請願

北区住民（5,
833人）

1 学級編制基準を緩和し、小・中・高校全学
年に正規の教員配置で少人数学級を

動向を見守る 保
留

教子
2018.
9.11

2 特別支援学校をふやす

平成30年
第3号

社会保険診療に関する控除対象
外消費税を解消することを求め
る意見書提出に関する請願

愛知県保険医
協会

1 社会保険診療に関する控除対象外消費税の
解消を

動向を見守る 保
留

財福
2018.
9.12

平成30年
第5号

食の安全を守るために、主要農
作物種子法の廃止を撤廃するこ
とを求める意見書提出に関する
請願

名古屋市民議
会

1 食の安全を守るために、主要農作物種子法
の廃止を撤廃する

○ ▲ ▲ ▲ ▲ 打
切

財福
2018.
9.12

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 ×＝棄権 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ



名古屋市政資料№200 (2018年9月定例会）

- 46 -

陳情
陳情
番号

陳情名 陳情者 陳情項目
各会派の態度 結

果

備考
(委員
会)共 自 民 公 減

平成30年
第8号

瑞穂区の弥富通３丁目交差点の横断歩道
橋に関する陳情

瑞穂区西中根
町内会
（2988名）

1 弥富通３丁目交差点の横断歩
道橋は、東西に横断する部分
及び昇降するための北側階段
部分のみを残し、その他を撤
去、新たに交差点の束西両側
に南北に横断する平面横断歩
道を設置する

ききおく
土交
2018
9.13

平成30年
第9号

名古屋市会の委員会において、委員長の
判断で傍聴者をふやすことができるよう
にすることを求める陳情

天白区住民
1 委員会の傍聴者数は委員長の

判断で人数をふやすことがで
きるようにする

ききおく
総環
2018.
9.11

平成30年
第10号

監査委員の議員枠廃止を求める陳情 天白区住民 1 監査委員の議員枠を廃止する ききおく
総環
2018.
9.11

平成30年
第11号

「生活保護利用」との表記・表現等は今
後も使用しないことを求める陳情

北海道旭川市
住民

1 「生活保護受給」を「生活保
護利用」とする表記・表現等
には違和感があるため、今後
も使用しない

ききおく
財福
2018.
9.12

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 ×＝棄権 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ
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海上自衛隊の史上 大級の護衛艦・ヘリ空母「い

ずも」が名古屋港に入港することが分かりました。

7月20日～23日に金城ふ頭85号岸壁に接岸し、隊への

勧誘活動にもつながる特別見学会も行われるなど、

自衛隊の広報が目的の入港です。

戦争放棄を定めた日本国憲法の下、商業港である

名古屋港への自衛隊艦船の入港は容認できないと、

名古屋市議団は10日、入港拒否を求める申し入れを

行いました。

閉会中の委員会審査等（9月25日）

名古屋港管理組合へ申し入れ（7月10日）

自衛隊ヘリ空母の名古屋港入港に抗議
港湾行政にも憲法9条をつらぬけ 日本共産党市議団

ヘリコプター護衛艦 DDH-183 いずも（海上自衛隊HPより）

・第1護衛隊群（横須賀基地）

建造費 約1200億円、2015年3月竣工

・諸元

長さ248ｍ 幅38ｍ 深さ23.5ｍ

喫水7.2ｍ。排水量 19,500トン

ガスタービン4基2軸 馬力112,000PS。

速力30ノット。乗員470名

・兵装

高性能20ミリ機関砲 2基 対艦ミサイル防御装置 2基

魚雷防御装置、対水空レーダー 対水上レーダー、ＥＷ装置

水上艦用ソーナーシステムなど

哨戒ヘリ 7機 救難ヘリ 2機 大積載基数 14機

自衛艦の入港拒否を申し入れる、（左から）田口一登、山口清明両市議、
わしの恵子、しもおく奈歩両県議、高橋ゆうすけ市議。

熱中症による7月の救急搬送が多発
記録的な猛暑となった今夏、気象庁は7月23日、猛

暑について異例の記者会見を行い、「経験したこと

のないほどの暑さになっている地域がある。命に危

険が及ぶレベルで、災害と認識している」と述べま

した。

名古屋市内でも多くの人が熱中症により救急搬送

され、7月23日は市内で過去 多の128人が搬送され

ました。

厚生労働省は、今年度から新たに生活保護利用を

開始した世帯で、熱中症防止のため一定の条件を満

たす場合にエアコン購入費などの支給を認める通知

を出しました。

日本共産党名古屋市議団は、この通知の運用に向

けて、7月30日、河村市長に生活保護利用者へのエア

コン購入費などの支給に関する緊急の申し入れを行

いました。

申し入れでは、通知内容を周知し、必要な対象者

への速やかなエアコン設置、今年3月以前に生活保護

の利用を開始した人も対象とするよう国に要望する

ことなど５項目の実施を求めました。

3月以前の生活保護世帯への適用は、
もっともな要望

健康福祉局長は、「今までに無かった制度なので、

生活保護利用者等の熱中症に関する緊急申し入れ(7月30日)

熱中症の防止に欠かせないエアコンの設置
通知の周知と３月以前の生活保護利用者への適用を！

杉山健康福祉局長（右から３人目）に申し入れる党市議団
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厚労省に申し入れ（8月1日）

日本共産党名古屋市議団は８月３日、厚生労働省

に対し、生活困窮者のエアコン設置に関する緊急申

し入れを行いました。

必要な世帯への支援が届かない
厚生労働省は６月２７日に生活保護世帯へのエア

コン設置を保護費でも行えるとする通知を出しまし

た。しかし、対象も今年４月以降の利用者に限定さ

れており、さらに、生活保護を利用していない低所

得世帯への支援も不十分です。

実態を示して支援の拡充を要請
市議団の申し入れは、①４月１日以前の保護利用

者も対象とすること、②「少なくとも医師等から冷

房設置が必要と判断」された場合には支給対象とす

ること、③夏季加算の創設、④生活困窮者等への貸

付制度の改善の４項目です。

緊急申し入れ事項について、岡田、山口、青木、

藤井各市議が、生活保護の実態を示し対応を求めま

した。申し入れには、田村智子・倉林明子・武田良

介各参議院議員の秘書が同席しました。

福祉資金（緊急小口資金）でエアコン設置可能
厚労省は以下のように回答しました。

①生活保護世帯のエアコン購入費支給対象は今年４

月以降の新規受給者に限定している。ただ多くの

団体などから３月以前の保護利用世帯も対象にと

要望が寄せられている。

②医師等がエアコンが必要と判断があれば支給する

ようにという要望については受け止めさせていた

だく。

③2014年の調査では夏季に限って光熱費が上がるこ

とがなかったので夏季加算は検討していない。

④社協の貸付制度の運用については、「社協の認識

不足など問題が起きているため、エアコンについ

ては、より認定の早い「緊急小口貸付」（無利子・

保証人 など不要）の対象とすることを、２日に

すべての生活困窮者のエアコン設置に関し、
厚生労働省に緊急の申し入れ（８月３日）

各区に2回にわたって周知した。3月以前の生活保護

利用者への適用については、もっともな要望であり、

担当課からも厚労省に要望した」との返事がありま

した。

生活保護利用者のエアコン設置状況は「8割程度が

設置しているのではないか」との観測を示しました。

相当数の未設置世帯があり、現在約50世帯から設置

の申し込みがあり、別に約50世帯から生活資金貸付

制度の相談があるとのことでした。

命に責任負う対応を
議員団からは「災害に匹敵する猛暑で健康で文化

的な 低限度の生活を営む権利が侵害された状況で

あり、何よりも市民の命と安全に責任を負う対応」

を重ねて要請しました。

なお、3月以前の生活保護利用者を対象から外して

いる問題については、8月3日に岡田・山口・青木各

議員が上京し、厚労省に要請・懇談を予定していま

す。

厚労省に申し入れる名古屋市議団（参院議員会館内）
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教育子ども委員会が９月11日に開かれ、保留扱い

となっていた15件の請願審査が行われ、全てが引き

続き「保留」の扱いとなりました。日本共産党名古

屋市議団は、すべての議案の紹介議員となっており、

子育て支援を拡充する立場から請願採択を求めまし

た。

認可保育所の増設、保育士の処遇改善を
名古屋市は待機児童数はゼロとしていますが、保

育を希望しながら利用できていない、いわゆる「隠

れ待機児童」が前年より118人も増えています。その

理由について子ども青少年局は、「賃貸型の保育所」

を28カ所増やすつもりだったのが、17カ所に留まっ

たことが大きな原因」と答えました。それに対して、

さいとう愛子議員は、この問題を解決するためにも

保育条件が整備される認可保育所の増設が必要だと

述べました。 また、青木ともこ議員は３月に公表

された「愛知県保育労働実態調査」なども紹介しな

がら保育士の過酷な労働状況の実態と改善を求めま

した。とくに、「臨時教員」の不足が今年４月より

も増えている問題を取り上げ、処遇の改善を求めま

した。

給食の無償化、図書館縮小に反対
小中学校の給食費の無償化について文科省は20

17年度の実施状況を調査し７月27日に発表、76市町

村で小中学校ともに無償にしています。また、「一

部分のみ無償」など何らかの援助をしている自治体

を合わせると全体の約３割の市町村が実施していま

す。教育委員会は、「完全無償化をしている自治体

は人口１万人以下が多い」「政令市ではまだ一部無

償を含めて一つもない」と紹介し、現在、「『名古

屋市学校給食のあり方懇談会』で検討している」と

述べました。

青木議員は、実施する自治体が増えてきているも

とで、政令市で一番目に実現するよう求めました。

このほか、さいとう議員は、図書館縮小に反対す

る立場から請願を採択するように求めました。

総務環境委員会は台風のため9月4日の予定を11日

に延期し、継続審査中の請願などの審査を行いまし

た。

請願はすべて継続審査（保留）に
議会関係の請願３件について、田口一登議員は、

政務活動費の領収書をネット公開している現状をた

だし、政令市２０市中、収支報告書の公開をしてい

ないのは名古屋市など４市のみ、領収書のネット公

開も名古屋など１１市が公開していないことが明ら

かになりました。全国市民オンブズマン連絡会議が

先日公表した政務活動費の公開度ランキングでは、

昨年に引き続き政令市で 下位です。田口議員は日

本共産党が行っている議会改革の申し入れに沿った

改革を早急に進めるよう求めました。

1450万円に引き上げられた議員報酬は、直ちに800

万円に戻し、議会が公聴会を開くなどして市民の意

見を積極的に聞いて決めることを求めました。

全社協に再度伝えた。

生活福祉資金の貸付制度・・・県社
協がエアコン設置で運用を見直し
厚労省の連絡を受け、愛知県社会福祉協議会では、

エアコンの購入費の貸付は、これまで月２回の審査

で貸付決定していたが、９月末までは、毎週審査す

るように運用を見直しました。

名古屋市議団と愛知県議団は９日、県社協と懇談

し、申請状況などを聞き、市区町村への周知の徹底、

申請から貸付までの期間短縮等をさらに見直すよう

要請しました。

9月11日 教育子ども委員会（青木ともこ委員、さいとう愛子委員）

保育の充実・改善、学校給食の無償化、
図書館縮小の反対など請願15件がすべて保留に

請願審査

9月11日 総務環境委員会（さはしあこ副委員長、田口一登委員）

政令市で最低の政務活動費の公開度は直ちに改善が必要。
報酬は積極的に市民意見を聞き、請願審査の時期は改善を

請願・
陳情審査
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請願審査は、閉会中に慎重に行うことも重要だが、

早急に審査する必要のある場合などには会期中に審

査を行うなどの改善を求めました。

ＬＧＢＴのアンケート結果待ちにせず、
直ちにパートナーシップ制度導入を
性的少数者の支援に関する請願について、田口議

員が、千葉市でもパートナーシップ宣誓制度を実施

予定としていることを紹介し、アンケートの結果を

待つことなく直ちに改善するよう求めました。

地方自治を守り委員会傍聴の改善を
その他、地方自治の堅

持や尊重を求める請願３

件は引き続き「保留」に、

議会関係の陳情２件は

「ききおく」となりまし

た。

公明党の委員からは、

委員会傍聴席の増設を求

める陳情に対し、物理的

な限界からもネット公開

が先進的に行われている

のでもっとＰＲすればい

いという意見が出されま

した。また、自民党の委

員からは地方自治も重要

だが、国があってこその

地方自治だと主張しまし

た。

政務活動費のホームページで
の公開(2018年8月）

（△は公開予定）

自治体
収支

報告書
領収書
など

札幌市 〇 ×

仙台市 〇 〇

さいたま市 〇 △

千葉市 〇 ×

横浜市 × ×

川崎市 × ×

相模原市 〇 ×

新潟市 △ △

静岡市 〇 〇

浜松市 〇 ×

名古屋市 × ×

京都市 〇 〇

大阪市 〇 〇

堺市 〇 〇

神戸市 〇 〇

岡山市 〇 ×

広島市 〇 〇

北九州市 〇 ×

福岡市 〇 ×

熊本市 × ×

計 16 9

9月12日 財政福祉委員会（岡田ゆきこ副委員長・柴田民雄委員）

国保料・介護保険料の引き下げなど
請願7件は引き続き「保留」、種子法意見書は「打切」に

請願・陳情を審査

9月12日の財政福祉委員会では、請願８件と陳情１

件の審査が行われました。日本共産党名古屋市議団

は、すべての請願の紹介議員となり、委員会審査で

は、柴田民雄議員が請願の採択を求めました。

審査結果は、下表のとおり「種子法の廃止撤回の

意見書を求める請願」が審査打切、そのほかの７件

の請願は「国の動向を見守りつつ、慎重な審査が必

要」との理由で「保留」となりました。

国保料・介護保険料引き下げは市民の願い
柴田議員は、名古屋の国保と高齢者医療をよくす

る市民の会の「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」について、

「介護保険、国保、後期高齢者医療のいずれの保険

料も、名古屋市は他都市と比べて負担が重い」と指

摘し、請願の採択を求め、実施を迫りましたが、審

査結果は保留となりました。

国保料減免の自動適用を
また、「国保料特別軽減の自動適用」について、

お知らせの工夫など、市の努力は認めるが、窓口に

申請に行くことが障壁となって、申請率が伸び悩ん

でいることを指摘し、請願どおり該当者全員を自動

適用とすべきことを改めて求めました。

控除対象外消費税解消の意見書を
愛知県保険医協会から提出された「控除対象外消

費の解消に関する意見書提出を求める請願」につい

て、柴田議員は、病医院が仕入れや設備投資等で支

払った消費税が充分補填されていない問題を指摘し

ました。

そして病院への補填率が「病院全体で82.9％、公

立病院で69％しか補填されていない」との当局の答

弁を引き出し、市立病院の控除対象外消費税の解消

のために、国に意見書提出を求めましたが、「国の

動向を注視し、慎重に審査する」として、保留とな

りました。



日本共産党をはじめ各会派から提案された９件の意見書案について、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（理事会）での協議を経て、５件について合意が得られ、10月3日の本会議で議決しました。日本共

産党提出の３件のうち２件が修正にうえ可決されました。

《採択された意見書》

賃貸物件による保育所に対する補助制度の拡充に関する意見書

我が国では、少子高齢化が進む一方で、女性の就業率は年々上昇し、それに伴い保育所等の利用申し込み児童数も年々増

加している。このような中、待機児童対策は喫緊の課題であり、国においては、待機児童解消加速化プランに引き続き、子

育て安心プランを策定し保育の受け皿整備を進めている。

本市においても、待機児童解消に向けたさまざまな取り組みを実施し、国の調査要領に基づく待機児童数は、平成30年４

月１日現在において５年連続でゼロ人を達成している。しかし、保育所等を申し込んだものの利用できていない児童は増加

傾向にあり、さらに、今後も保育所等の利用申し込み児童数は増加すると見込まれていることから、その対策をさらに進め

ていくことが強く求められている。

本市を含め、都市部においては、賃貸物件を活用した保育所整備が待機児童対策として極めて有効であるものの、昨今、

計画どおりに進んでいない状況に陥りつつあり、大きな課題となっている。

その理由の一つは、運営期間中の賃借料に対する支援として設けられた公定価格の賃借料加算の額が都市部の実勢賃料と

大きく乖離しており、実情に見合ったものとなっていないことにある。平成29年度から都市部における保育所等への賃借料

支援事業が実施されているが、根本的な解決策とはなっていない。

また、施設整備費についても、実整備費が国庫補助基準額を大幅に超過している状況にあることから、整備を促進するた

めには、改修費及び開設準備期間における賃借料・礼金の補助基準額を拡充し、事業者の負担を軽減する必要がある。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。

１ 賃貸物件による保育所の運営期間において、公定価格の賃借料加算の単価を引き上げるとともに、指定都市の単価の適

用区分を都道府県と別に定めることにより、より実勢に適合した単価に改めること。

２ 賃貸物件による保育所の設置に係る改修費及び開設準備期間の賃借料・礼金の補助基準額を拡充すること。
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意見書・決議

2017年9月定例会での意見書に対する各会派の態度 2018年9月26日 議会運営委員会理事会

件名 提出 結果
各会派の意向

共産 自民 民主 公明 減税

賃貸物件による保育所に対する補助制度の拡充に関する意見書(案) 自民 可決 ○ ○ ○ ○ ○

下水道施設の改築に係る国庫補助の継続に関する意見書(案) 自民 可決 ○ ○ ○ ○ ○

自動車関係諸税の抜本改革に関する意見書(案) 民主 否決 ● ○ ○ ○ ○

ヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及促進を求める意見書(案) 民主 可決 〇 ○ ○ ○ ○

キャッシュレス社会の実現を求める意見書(案) 公明 否決 ● ○ ○ ○ ○

被災者生活再建支援法の支援対象拡大に関する意見書(案) 共産 可決 ○ △ △ 修正 △

生活保護受給世帯のエアコン設置等に関する意見書(案) 共産 可決 ○ △ 修正 △ ○

性的マイノリティに関する差別の解消を求める意見書(案) 共産 否決 ○ ● △ △ ○

ヘルプマークの普及促進を求める意見書(案) 減税 可決 民主案と一本化（取り下げ）

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 △＝要検討 修正＝修正して賛成

●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 共産：日本共産党 自民：自民党 民主：名古屋民主 公明:公明党 減税・減税日本ナゴヤ



下水道施設の改築に係る国庫補助の継続に関する意見書

本市の下水道は、大正元年に供用開始して以来、100年以上にわたり整備しており、膨大な施設を有している。これらの

多くは高度経済成長期に建設され、今後、老朽化に伴い一斉に改築時期を迎えることから、施設の改築には、多額の費用と

長い期間が必要になる。一方で、平成29年度の財政制度等審議会において、受益者負担の観点から、汚水に係る

下水道施設の改築について、排出者が負担すべきとの考えが示された。

しかしながら、下水道は地域から排出される汚水を排除、処理することによって、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保

全に貢献するなど、公共性の高い社会資本である。その国費負担は地方財政法上、国が義務的に支出する負担金として整理

されており、公共的役割に対する国の責務は新設時も改築時も変わるものではない。また、下水道施設の改築時には、施設

の機能維持とともに災害への備えとして、耐震化や雨水排水能力の増強など、施設の機能向上を図る必要がある。

本市では、名古屋市地域強靱化計画を策定し、南海トラフ巨大地震や集中豪雨など、大規模災害に備えた防災性の高い都

市を目指しており、市民が安全で、安心して暮らせる減災都市名古屋を実現するためには、防災・減災にも資する下水道施

設の改築を進めていくことが大変重要である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、下水道施設の改築に係る国庫補助を継続するよう強く要望する。

ヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及促進を求める意見書

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方など障害があることが外見からはわからない方、

または妊娠初期の方などが身につけることで、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせることができるよう作成さ

れたマークである。また、ヘルプカードは、緊急連絡先や必要な支援内容などを詳しく記載し、災害時や日常生活で困った

時に見せることで、周囲に自己の障害への理解や支援を求めることができるよう作成されたものである。

ヘルプマーク及びヘルプカードは平成24年に東京都が作成し、配布を始めたものであるが、昨年７月に日本工業規格（Ｊ

ＩＳ）の案内用図記号に採用されたこともあり、導入する地方公共団体が全国に広がっている。本市においても、昨年10月

にヘルプカード、本年７月にヘルプマークの配布を開始している。

ヘルプマーク及びヘルプカードが効果を発揮するためには、援助や配慮を必要とする方が所持・携帯をすることに加えて、

周囲の方がその意味を理解していることが必要であるが、国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また、地方公

共団体間をまたがる公共交通機関などではヘルプマーク導入の連携が難しいなど、課題も浮き彫りになってきている。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、ヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及促進を図るため、次の事項

を実現するよう強く要望する。

１ 各地方公共団体が行うヘルプマーク及びヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を充実させ

ること。

２ 国民へのさらなる普及及び理解促進を図るため、関係省庁において、ヘルプマーク及びヘルプカードの積極的な広報活

動を実施すること。

３ 公共交通事業者を初めとする民間企業等においてもヘルプマークの導入が進むよう、国として積極的に働きかけること。

被災者生活再建支援法の支援対象拡大に関する意見書

本年６月18日の大阪北部地震では、４万棟を超える住家が被害を受け、その後発生した西日本豪雨災害や北海道胆振東部

地震においても、非常に多くの住家被害が発生するなど、昨今、大規模災害が多発するとともに、被災地における住家の被

害は極めて深刻なものとなっている。

しかし、被災者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的として制定

された被災者生活再建支援法における支援の対象は、「全壊」及び「大規模半壊」等に限定されている。

相次ぐ大規模災害による建物被害の状況を踏まえると、被災者生活再建支援法の支援対象を拡大することが急務である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、被災者生活再建支援法の支援対象の拡大を検討するよう強く要望する。

生活保護受給世帯の冷房器具設置に関する意見書

ことしの夏は全国各地で記録的な高温が続き、気象庁は「命に危険を及ぼすレベルで、災害と認識している」と異例の記

者会見を行った。全国で熱中症によると考えられる死者は100人を超え、本市においても、熱中症による救急搬送人数が急

増した。

平成29年３月現在、本市の生活保護受給世帯のうち約半数を高齢者世帯が占めており、働くことの難しい傷病者・障害者

の世帯も含めると、１日の大半を住居内で過ごす世帯は非常に多いと考えられ、実際に、熱中症の救急搬送者は、年齢別で

は65歳以上の高齢者が50％で も多く、発生場所では住居内が47％と も多くなっている。

厚生労働省は生活保護受給世帯に対し、平成23年度から冷房器具の購入のために生活福祉資金貸付制度等を利用すること
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を認めているが、償還は生活保護費を含めた収入から行うこととされている。

このような中、厚生労働省はことしの６月27日に生活保護受給世帯への冷房器具設置を保護費で行えるとする通知を出し

た。しかし、その対象は平成30年４月１日以降に生活保護開始となった世帯に限定されており、災害と位置づけられるよう

な高温下での冷房器具の使用が欠かせない状況においては、まだ改善の余地があると考えられる。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、厚生労働省の通知による冷房器具の購入費用支給の対象者について、平成

30年４月１日以降に保護開始した被保護世帯に限らず、 低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせがない全ての被保護世

帯を対象とし、医師等から冷房器具の設置が必要と判断される状態にある被保護世帯には優先的に支給するよう強く要望す

る。（注：タイトルもエアコンから冷房器具に修正されました）

《採択されなかった日本共産党提案の意見書案》

性的マイノリティに関する差別の解消を求める意見書（案）

性的指向及び性自認における少数者、いわゆる性的マイノリティの人たちが肩身の狭い思いをしたり、差別や偏見のため

にありのままの自分を肯定できなかったりすることは、人権擁護の観点から黙視できない問題である。

性的マイノリティの人口規模に関する公的な統計等は存在していないが、人口規模の約 8%との調査がある。そして、少

なくない当事者が声を上げ始めてきたこともあり、国際的にも性的マイノリティの人権を擁護することは社会全体の問題で

あるとの認識が広がっている。国際オリンピック委員会は2014年の総会で「オリンピック憲章に性的指向による差別禁止を

盛り込む」とする内容の決議を採択した。2020年には東京オリンピックが開かれるが、 我が国の対策が国際的にも問われ

ることとなる。

法務省のホームぺージには「性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくしましょう」とあり、人権擁護機関では

啓発活動の強調事項として掲げられ、また閣議決定されれた「ニッポン一億総活躍プラン」及び「経済財政運営と改革の基

本方針2017」においても「性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け入れる環境

づくりを進める」とも記載された。

経済産業省もダイバーシティ(多様性)を重視した企業の表彰を行うなどしており、経団連も性的マイノリティの適切な理

解を促す取り組みを進めている。また、地方自治体でもさまさまな取り組みが始められている。

しかしながら、いまだに性的マイノリティへの差別と偏見をあおるかのような発言が公の場でなされる遺憾な事態も起き

ている。基本的人権や個人の尊厳をおろそかにし、少数 者の排除につながりかねない言動は我が国の人権政策の進展にも

逆行するものであり容認できない。

性的マイノリティの人々が、社会の中で自然な存在として溶け込み、ありのままの自分を肯定できるような社会に向けた

取り組みが強く求められている。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、性的指向や性自認を理由とする差別を解消する実効性のある指導や勧告、

啓発等の諸施策を積極的に行うよう強く要望する。
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一、後期高齢者医療広域連合議会第２回定例会は、8月23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、県内各地域か

ら34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、岡田ゆき子名古

屋市会議員が広域連合議員に選出されています。

一、7月24日に臨時会が行われ、5月の各市町村の議会人事に基づく議員の交代など

による議会人事などが行われ、議長には久野議員（名古屋市）、副議長に村上議

員（春日井市）が選任されました。その他副連合長に竹内阿久比町長、議選の監査委員に馬場議員（安城市）

を選出しました。

一、8月9午前10時半から議案説明会が行われ、23日の定例会は午後からの会期一日だけで行われました。議案

は条例改正の専決処分と2018年度補正予算案、2017年度決算認定案、請願の６件でした。

一、岡田議員が2017年度決算認定案について質疑を行い、マイナンバー制度、短期保険証と差し押さえなどに

ついて追及し、反対討論を行いました。

一、さらに一般質問では、保険料軽減判定の誤りへの対応、窓口負担増の引き上げへの姿勢、葬祭費への市町

村からの支援、高額療養費の申請勧奨、熱中症への保健指導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23日の議員全員協議会

の場で岡田議員が趣旨説明を行い、本会議でも採択を求める討論を行いました。

一、他の議員は、一人だけ質問を行いました。また請願に対しては不採択の討論まで行って不採択にしました。

一、日本共産党は、決算認定案の２件に反対、専決処分と補正予算２件と請願の計４件に賛成しました。他の

議員は請願を除く５議案すべてに賛成、請願には反対しました。
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後期高齢者医療広域連合議会( )

後期高齢者議会第２回定例会について

愛知県後期高齢者医療広域連合議会定例会（2018年8月23日）

議案
各議員の態度

結果 内容
共産党 他議員

承認
第1号

愛知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者
医療に関する条例の一部を改正する条例の
専決処分

○ ○ 承認
高額療養費の算定基準の見直しで、2号の現役並み所得区分
を、現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに細分化したため、条項の番号
が変わる。

議案
第6号

平成30年度愛知県後期高齢者医療広域連合
一般会計補正予算（第1号）

○ ○ 可決
800万円の補正。繰越金を財源に、後期高齢者医療制度事業
費補助金704万円及び調整交付金95万円の超過交付分を償還。

議案
第7号

平成30年度愛知県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

○ ○ 可決
130億4,345万円の補正。療養給付費や高額療養費などの清算。
国が作った電算システムの保険料軽減判定システムの設定誤
りによる誤徴収を清算する。

認定
第1号

平成29年度愛知県後期高齢者医療広域連合
一般会計歳入歳出決算認定

● ○ 承認
市町村負担金12.7億円、国庫支出金2.53億円など。
事務局長以下派遣職員39名、議会費など

認定
第2号

平成29年度愛知県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

● ○ 承認

保険者数912,301人。一人当たり医療費946,433円、一人当たり
30.8件。保険料86,277円、収納率99.59％。健診実績315,562人
（35％）、人間ドック実施自治体22。歯科健診自治体23、保
養所利用11,320人

請願
第2号

後期高齢者医療制度の改善を求める請願書
（年金者組合・社保協）

○ ● 不採択
保険料を引き上げない、県独自の保険料軽減を、一部負担金
減免を、短期保険証を出さない、公募委員を、葬祭費をもれ
なく、窓口負担割合引上げや高額療養費特例見直しをしない

態度：○＝賛成 ●=反対 日本共産党以外の全議員は同じ態度でした。

後期高齢者広域連合での議案に対する態度（2018年8月23日）

2018年
8月23日

あいさつする伊藤連合長
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2018年度 一般会計補正予算 （千円）

歳入

項目 補正額 備考

前年度繰越金 8,003

計 8,003

歳出

項目 補正額
財源内訳

国県 起債 他 一般財源

老人福祉費 償還金 8,003 8,003

後期高齢者医療制度事業費補助金 7,048千円
調整交付金 955千円

2018年度 特別会計補正予算 （千円）

歳入

項目 補正額 備考

市町村負担金 247,055 過年度分療養給付費負担金

県負担金
160,290 過年度分療養給付費負担金

23,485 過年度分高額医療費負担金

繰越金 12,612,620 前年度繰越金

計 13,043,450

歳出

項目 補正額
財源内訳

国県 起債 他 一般財源

償還金 13,043,450 13,043,450

計 13,043,450 13,043,450

議案の概要等

高額療養費の負担区分の見直し

負担区分 自己負担限度額（月額）

～2018年7月 2018年8月～
負担
割合

個人の限度額
（外来のみ）

世帯の限度額
（外来＋入院）

現
役
並
み
所
得
の
あ
る
方

課税所得
145万円
以上

現
役
並
み
所
得
の
あ
る
方

Ⅲ
課税所得
690万円
以上

3割

252,600円＋（医療費－842,000
円）×1％

[4回目からは140,100円]

Ⅱ
課税所得
380万円
以上

167,400円＋（医療費－558,000
円）×1％

[4回目からは93,000円]

Ⅰ
課税所得
145万円
以上

80,100円＋（医療費－267,000
円）×1％

[4回目からは44,400円]

一般 一般 1割
18,000円

（年間144,000
円を上限）

57,600円
[4回目からは
44,400円]

区分Ⅱ 区分Ⅱ 1割

8,000円

24,600円

区分Ⅰ 区分Ⅰ 1割 15,000円

歳出

区分 決算額

諸会費 3,749,164

総務費 858,931,360

民生費 672,669,514

公債費 0

予備費 0

合 計 1,535,350,038

※差引 100,393,198円

2017年度一般会計決算

歳入

区分 決算額

分担金及び負担金 1,278,033,000

国庫支出金 253,129,000

寄附金 0

繰入金 0

繰越金 104,497,600

諸収入 83,636

合計 1,635,743,236

2017年度特別会計決算

歳入

区分 決算額

市町村支出金 153,182,054,902

国庫支出金 248,834,755,838

県支出金 63,109,578,445

支払基金交付金 332,102,954,000

特別高額医療費共同事業交付金 211,834,532

寄附金 0

繰入金 4,689,843

繰越金 31,691,751,403

県財政安定化基金借入金 0

諸収入 1,349,458,235

合計 830,487,077,198

歳出

区分 決算額

保険給付費 781,253,676,125

県財政安定化基金拠出金 30,329,655

特別高額医療費共同事業拠出金 227,106,421

保健事業費 2,769,201,799

公債費 0

諸支出金 16,305,235,004

予備費 0

合計 800,585,549,004

※ 差引 29,901,528,194円

差引合計 30,001,921,392円

医療費の自己負担割合（一部負担金）

負担
区分

課税
区分

判定基準
自己負担

割合

一般 課税
「現役並み所得のある方」、
「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」に該当
しない方。

１割

現役並み
所得の
ある方

課税
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
者がいる世帯の方。

３割

区分Ⅱ 非課税
市町村民税非課税世帯で、区分
Ⅰに該当しない方。 １割

区分Ⅰ 非課税

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。または、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。

１割



＊以下の質問や答弁の年月は、すべて西暦表記に統一しています。

保険料軽減特例の見直しによる被保険者

への負担増の件数や金額は

【岡田議員】2017年度から３年かけて、保険料の特

例軽減の見直しがおこなわれ、低所得者に対する所

得割軽減が年金収入211万円以下の方について、こ

れまでの５割軽減から２割軽減に、今年度は軽減な

しとなりました。

均等割部分の見直しでは、被扶養者であった被保

険者は、９割軽減から７割軽減に、さらに今年度は

５割軽減となっています。2017年度の決算で、所得

割、均等割の見直しで、それぞれ負担増となった件

数、影響額、一人当たりの保険料はいくら増額となっ

たかお聞きします。

所得割での増額10万1千人、８億円、元被扶

養者での増は５万９千人、４億円（課長）

【管理課長】所得割の軽減割合の変更に伴う影響は、

保険料が増となった方が約10万1千人、その影響額

は約8億円で、対象者1人あたりの保険料は7,855円

増となります。

元被扶養者に対する均等割の軽減割合の変更に伴

う影響は、保険料が増となった方が約5万9千人、そ

の影響額は約4億2千万円で、対象者1人当たりの保

険料額は7,150円の増となります。

負担増となった人からの苦情等の実態は

【岡田議員】負担増となった被保険者本人または家

族から保険料に関する相談や苦情がどうであったか、

実情をお聞きします。

丁寧に説明している（課長）

【管理課長】保険料に関する相談や苦情は、当広域

連合にも寄せられていますが、丁寧に説明する中で、

理解を得られるよう努めています。引き続き、被保

険者の立場にたったきめ細かく丁寧な説明に心がけ

ます。

後期高齢者の実態把握は急務（意見）

【岡田議員】保険料軽減特例の見直しについて、決

算からも改めて軽減特例の見直しによる高齢者の負

担増の実態が明らかとなりました。軽減特例の見直

しによって、負担増が高齢者の生活をさらに追い込

み、必要な医療受診の抑制につながっていないか、

後期高齢者の実態把握は急務であり、市町村と連携

し広域連合として把握することを求めます。
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後期高齢者議会 決算認定案への質疑（8月23日）

マイナンバー導入は情報漏えいの不安が大きい。短

期保険証の交付や生活実態を無視した差し押さえは

やめよ 岡田ゆき子議員

【認定第１号及び2号】 決算認定案

保険料の法定軽減対象者数(延べ人数）（事業概況より）

年度
区分 2014 2015 2016 2017

均
等
割
額

９割軽減 136,550 143,172 145,921 148,806

8.5割軽減 119,181 128,076 136,397 145,664

５割軽減 53,980 65,477 72,815 81,286

２割軽減 65,408 77,524 87,809 98,837

被扶養者(９割) 81,739 81,459 81,022

被扶養者(７割) 80,516

小計 456,858 459,708 523,964 555,109

所得割
軽減

５割軽減 84,801 90,744 97,309

２割軽減 103,610

合計 541,659 586,452 621,273 658,719



短期保険証・未渡し・差し押さえの件数と

金額は

【岡田議員】2017年度の短期保険証発行件数、未渡

し件数、差し押さえ件数とその金額について、それ

ぞれ過去３年の推移をお聞きします。

2017年度末現在、短期保険証は806件の交付、

未渡しは174件

【管理課長】短期保険証の交付件数は、2016年3月

末現在34市町813件、2017年3月末現在が6市町811件、

2018年3月末現在37市町 806件と、2016年3月末から

2018年3月末で交付市町は3市町の増、交付件数は

7件の減です。

短期保険証の未交付件数は、2016年3月末現在

19市町43件、2017年3月末現在19市町157件、2018年

3月末現在27市町174件と、2016年3月末から2018年

3月末で、市町数は 8市町の増、未渡し件数は31件

の増です。

短期保険証の未渡しが増えているが、実情

を把握しているか（再質問）

【岡田議員】短期保険証の発行件数はこの３年間大

きな増減はないということですが、保険証の未渡し

は市町村数も件数も増えています。

差し押さえに関しては、2015年度末の90件から20

17年度末には2.3倍の211件と大きく増えました。

未渡しの方について、その対象者の健康状態、受

診状況など把握がされていたのでしょうか。保険料

未納だけでなく、他に滞納が重複していなかったか

どうかについて、再度お聞きします。

電話や訪問などで丁寧に対応（課長）

【管理課長】短期保険証の交付にあたっては、原則

的に来庁することを前提にしており、来庁しないと

未渡し状態となります。

未渡し状態の方には、各市町村において、文書に

よる来庁案内、電話、臨戸訪問などにより接触を図

る中で、受診希望があれば、健康状態等を把握し、

医療が必要な状況であるかを確認のうえ、必要な期

間の短期保険証を交付するなど、丁寧な対応に努め

ています。

他の滞納との重複の状況は、市町村が他税等の滞

納も含め、個々の生活状況に即したきめ細かな収納

対策が適切に行われていると認識しています。

売掛金まで差し押さえるような異常な事態

だ（再質問）

【岡田議員】国民健康保険の被保険者の事例ではあ

りますが、名古屋市内に在住の小規模業所の経営者
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短期保険証交付状況（各年3月末）

自治体 2017年 2018年 自治体 2017年 2018年

名古屋市 351(97) 333(80) 高浜市 - 1

豊橋市 56 63(27) 岩倉市 10( 3) 6( 1)

岡崎市 42( 7) 39( 7) 豊明市 10( 1) 12( 3)

一宮市 60 70( 5) 日進市 1 6( 2)

瀬戸市 7 10 田原市 17( 3) 13( 2)

半田市 15( 5) 8( 3) 愛西市 14( 2) 17( 2)

豊川市 24( 5) 19( 4) 北名古屋市 12( 1) 19( 5)

刈谷市 8 9( 6) 弥富市 5( 2) 6( 2)

豊田市 45( 11) 25( 1) みよし市 1 2( 1)

安城市 28( 5) 24( 1) あま市 17( 1) 17( 3)

西尾市 8 10 東郷町 1 1

蒲都市 13( 3) 18( 3) 大治町 3( 2) 5( 1)

小牧市 12( 1) 18( 4) 蟹江町 2 3( 2)

稲沢市 5 3 阿久比町 1 1

新城市 11( 3) 8( 2) 美浜町 3 3

東海市 3 8( 2) 武豊町 3 1

大府市 2 2 幸田町 2 3( 1)

知多市 9( 3) 9( 1)

合計

811(157) 806(174)

知立市 5( 2) 10( 3)
36市町村 37市町村

尾張旭市 5 4

カッコの数字は、有効期間が経過し、未更新となっている件数

短期保険証の負担区分別・保険料減額区分別交付状況
(2018年3月末時点)

負担区分
短期保険証
交付件数
(件)

保険料減額区分別の内訳(件)

減額
なし

２割
減額

５割
減額

8.5割
減額

９割
減額

３割(現役並み所得) 76 74 0 0 2 0

１割(課税世帯) 497 329 74 52 22 20

１割(非課税世帯) 233 67 18 41 46 61

計 806 470 92 93 70 81



から相談をうけました。保険料の滞納があった方で

すが、その方の通帳に売掛金が入金された。入金さ

れた途端、差し押さえとなったため、従業員の給与

に充てる予定が、給与が支払えなくなり、商売が継

続できなくなったとして現在、不服審査請求されて

います。後期高齢者医療の場合、何を差し押さえし

ているか、事前にお聞きしましたが、預貯金の差し

押さえが も多く、ついで年金だということでした。

75歳以上の方でも、お元気で商売されている方も少

なくないと思われます。地域の経済を支えている中

小業者の差し押さえは、市民の暮らしにもかかわる

問題です。後期高齢として差し押さえが行われてい

ることに関して、深刻な事態は起こしていなかった

と言えるか、市町村にどう確認してきたか、お聞き

します。

適切に行われている（課長）

【管理課長】徴収事務は法に基づき、市町村事務な

ので、当広域連合としては、年1回、市町村からの

報告で、差し押さえの件数、種別及び金額について

確認をしている。

差し押さえを含む滞納処分については、市町村が

納付相談等のきめ細やかな収納対策を適切に行い、

滞納者の生活状況等を十分に把握したうえで、十分

な収入、資産等があるにもかかわらず、なお保険料

を納めない被保険者に対して、負担の公平性の観点

から、適切に行われていると認識しています。

【岡田議員】2017年度一般会計及び特別会計の決算

認定に対し、反対の立場で討論します。

マイナンバーへ不安・不信を無視して運用

反対する理由は３つ。

第１に、一般会計において、医療保険者向け中間

サーバー運営負担金を支出したことです。マイナン

バーの漏洩、なりすまし被害の懸念、市町村が事業

所に出す特別徴収税額決定通知書の誤送付問題など

全国で起きており、マイナンバーそのものへの信頼

が揺らいでいます。現に愛知県のマイナンバカード

交付率は9.7％と低迷しています。マイナンバー制

度への不信が払拭されないまま、制度を室前提にし

た多額の中間サーバー運営負担金は認められません。

保険料軽減特例の見直しで負担増

第２に、特別会計において、2017年度から2019年

度にかけて実施される保険料軽減特例の見直しを行っ

たことです。見直しの初年度となった2017年度は、

年金収入153万円を超えて211万円以下の方の所得割

軽減が5割が2割軽減となり、一人7855円の負担増で

した。また元被扶養者の均等割額は9割軽減から7割
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保険料の差し押さえ（滞納処分）

差し押さ
え対象

2015年度 2016年度 2017年度

件 金額（円） 件 金額（円） 件 金額（円）

預貯金 55 7,362,826 81 10,584,517 94 8,734,266

年金 18 3,726,000 59 5,640,701 92 7,822,348

不動産 6 2,263,400 9 1,679,000 6 2,307,700

生命保険 2 48,100 2 276,800 9 1,867,900

給与 5 127,805

国税等の
還付金

4 700,500 7 1,958,229 3 1,788,000

その他 5 1,437,100 6 892,887 7 2,234,900

計 90 15,537,926 169 21,159,939 211 24,755,114

一般会計・特別会計決算認定案への反対討論（8月23日）

マイナンバー制度を導入し、制度廃止を送りしたう
え、負担軽減特例を改悪した決算は認められない

岡田ゆき子議員



軽減となり、一人平均7150円の負担増となりました。

これらの負担増の対象者の多くは低所得者であり、

年金のみの収入の高齢者にとって、大変な打撃で認

められません。

未渡し状態を容認し生命の危機にさらす

第３に、保険証の未渡し、財産の差し押さえが増

え続けていることです。徴収事務が市町村にあると

しても、未渡し状態を容認することは、後期高齢者

にとって生命の危機であり、医療を受ける権利を奪

うものです。受診希望があれば短期保険証を交付す

るというのであるなら、そもそも未渡しというペナ

ルティを科すべきではありません。

以上の理由で、認定第１号及び第２号は認められ

ないことを申し上げて反対討論を終わります。

対象者数や金額はどうか

【岡田議員】昨年問題となった、国による保険料軽

減判定の誤りによる問題についてお聞きします。

国の保険料計算システムの設定ミスにより、一部

の加入者に対し、誤徴収をしていたことが判明した

わけですが、県広域連合の対象者で、明らかとなっ

た、対象者数、金額、還付と徴収の実績、死亡等で

還付徴収ともできかった件数と金額をお開きします。

増額515件 878万円、減額2,672件 6,117万

円、時効には特別返還金を支給（課長）

【管理課長】保険料は年度ごとに変更決定するため、

実の対象者数ではなく、延べ件数で報告します。

2018年３月末時点で、増額更正は515件8,789,700

円、減額更正は2,672件 61,179,900円でした。

保険料の「還付と徴収に関する実績」と「死亡等

で還付徴収ともできなかった件数・金額」は、保険

料の徴収事務が市町村の役割なので、進捗状況など

の詳細を広域連合として把握することは困難な状況

で、市町村と連携して、適切に対応がなされるよう

努めます。

時効により減額更正とならなかった保険料は、広

域連合において還付金及び還付加算金に相当する

「特別返還金」を支給しています。

2017年度末に判明した件数は110件ですが、現在

までに106件の支給を終えています。残る４件は、

今後、市町村にも協力をいただき、丁寧な働きかけ

を行う予定です。

市町村の事務負担費用を国に求めよ

【岡田議員】市町村では抽出された対象者の過去の

所得調査を行っており、名古屋市では還付が必要な

件数が651件、不足のために改めて徴収が必要な件

数が135件ありました。特に徴収に関しては理解を

得るために、戸別訪問を行って丁寧に説明する必要

があり、通常の業務に支障が出るなどの問題があっ

たと聞いています。そうした事務の実態はどうだっ

たのか、業務過大に対し国へ人件費相当の費用負担

を求めるなど必要性があるのではないかと考えます

が、認識を聞きます。

人件費は国庫補助対象外（課長）

【管理課長】保険料軽減判定誤りへの対応では、徴

収事務を担う市町村の果たす役割が大きく、当広域

連合が抽出した候補者の中から対象となる方を確定

させるための所得調査や、保険料に変更のあった方

に丁寧な説明を行うための戸別訪問など、きめ細や

かに対応いただいている。広域連合として、市町村

に対応をお願いしたことで市町村の事務量が増大し

たことは理解している。
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後期高齢者議会 一般質問（8月16日）

保険料軽減判定の誤り／患者の窓口負担増／市町村
は葬祭費分の支援を／高額療養費の請求漏れ／熱中
症対策 岡田ゆき子議員

保険料軽減判定の誤りについて

保険料軽減判定誤りに係る保険料更正実績(2018年3月末現在)

件数（件） 金額（円）

增額更正 515 8,798,700

減額更正 2,672 61,179,900

合 計 3,187 -



しかし、従前から人件費相当分は国庫補助対象外

とされ、本件も、国に費用負担を求めることは困難

と考えています。

誤りのまま放置した国の責任は重い。費用

負担を求めるべきだ（意見）

【岡田議員】保険料軽減の判定誤りについて、保険

料の徴収事務は市町村が行うということで、広域連

合としては、今回の保険料の判定誤りにより、影響

のあった3187件の 終的な還付、徴収の結果を把握

していないという答弁でしたが、ことは後期高齢者

医療に関わることであり、広域連合として掌握はす

べきではありませんか。事業の責任者として求めて

おきます。

保険料軽減の判定誤りは、そもそも制度開始当時

から、国の後期高齢者医療システムの設定ミスが原

因で、自営業者などの一部の加入者の保険料の軽減

額に誤りを生じていたもので、制度発足以来生じて

いたミスを、10年近く放置したことに問題の発端が

あります。特別返還金は平成27年度分の保険料相当

と聞いていますが、この期間だけ見ても、答弁のよ

うに４件の未支給が発生しており、まして、10年前

の加入者に遡っても死亡や不明などで払い過ぎてい

た保険料が返せないという事態がより多く発生して

いると推察されます。ちなみに、名古屋市では、本

年6月末時点で、返還が必要な件数651件のうち、死

亡や不明などで、54件が返還できない事態を生んで

います。この点で、国の、判定誤りのまま放置した

責任は重い。この事務に関わって、市町村では過去

にさかのぼり対象者の所得調査を行い、一軒一軒訪

問し説明するということを、人員削減の中で、行っ

ているわけで、広域連合協議会でもその事務負担は

国が持てと要請しているのですから、費用負担を国

に求めることは困難との回答は問題です。市町村に

代わって、改めて広域連合として国に要望していた

だきたいと思います。

窓口負担の１割から２割への引き上げに対

する姿勢を問う

【岡田議員】愛知県の広域連合も加わる、全国後期

高齢者医療広域連合協議会は毎年、国に対し、制度

改善などを求めて要望書を提出しています。特に、

今、後期高齢者の医療機関窓口での１割負担を２割

負担に引き上げる議論がされております。本年６月

６日に全国後期高齢者医療広域連合協議会が厚生労

働省に対して行った要望はこの点についてどのよう

な要望をしていますか、また、要望に至った経緯を

改めて聞きます。

現状維持に努め、やむを得ず変更する場合

は十分な周知期間と丁寧な説明を要望（課

長）

【総務課長】2015年12月24日に国の経済財政諮問会

議で決定された経済・財政再生アクション・プログ

ラムにおいて、世代間・世代内での負担の公平を図

り、負担能力に応じた負担を求める観点から、後期

高齢者の窓口負担の在り方について、関係審議会等

において検討し、2018年度末までに結論を得ること

とされています。

当広域連合を含めて全ての都道府県の広域連合で

構成する全国後期高齢者医療広域連合協議会では、

厚生労働省に対して、後期高齢者の窓口負担の在り

方について、制度の根幹である高齢者が必要な医療

を受ける機会の確保という観点から現状維持に努め

ること及びやむを得ず窓口負担の変更を実施する場

合は、被保険者に対し、十分な周知期間を設け、国
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患者の窓口負担増について

後期高齢者医療制度に関する要望書

平成30年6月6日

全国後期高齢者医療広域連合協議会

（中略）

10. 後期高齢者の窓口負担の在り方について、関係審議会等

において平成3 0年度を目途に検討されているところである

が、制度の根幹である高齢者が必要な医療を受ける機会の確

保という観点から現状維持に努めること。

しかしながら、やむを得ず窓口負担の変更を実施する場合

は、被保険者に対し、十分な周知期間を設け、国による丁寧

な説明を行うこと。



による丁寧な説明を行うことを要望しています。

現行窓口1割負担を継続するよう独自に要請

を（再質問）

【岡田議員】後期高齢者の窓口負担のあり方につい

て今年度中に結論を出すということでしたが、現行

の１割負担を２割に引き上げる案について、当事者

である高齢者や医師会からは懸念の声が上がってい

ます。今年行われた社会保障審議会でも、日本医師

会や全国老人クラブ連合会から反対の声が上がりま

した。老人クラブ連合の委員は「経済的に苦しい人

ほど医療にかかるのが遅くなる実態があり、患者の

孤立化・重症化につながる」と主張され、医師会の

委員からも「２割負担には反対」との意見が出され

ていました。

国の保険料軽減特例見直し方針に対して、2015年

２月に当議会が国に提出した意見書でも、「年金の

段階的引き下げや生活必需品の値上がりなど後期高

齢者の環境が極めて厳しい」と指摘してきましたが、

その状況は今も変わりありません。

また、負担増となる場合に対しては周知期間を設

けることは必要ですが、2017年度からの保険料の軽

減特例の見直しの際も、広域連合や市町村に問い合

わせが大変多く届いていると聞いていますので、負

担増に対し高齢者の納得が得られていないのは明ら

かです。窓口負担増で危険なのは、受診が抑制され

重症化することであり、結果、医療費が増大するな

ら本末転倒です。

愛知県広域連合として、現行窓口１割負担を継続

するよう独自に要請するべきだと考えますが、再度

答弁をもとめます。

全国後期高齢者医療広域連合協議会として

要望することが適当（課長）

【総務課長】後期高齢者医療制度における全国共通

の課題は、全都道府県の広域連合の意見・ 要望を

集約し、全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じ

て、国に対して要望を行っている。

後期高齢者の窓口負担割合も、愛知県のみならず、

全国の被保険者に関わる課題であることから、全国

後期高齢者医療広域連合協議会において、他の広域

連合と連携して要望を行うことが適当と考えていま
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保険料の推移（事業概況より）

均等割 所得割率 1人り保険料 収納率

2008年度 40,175円 7.43％ 76,388円 99.40％

2009年度 40,175円 7.43％ 75,283円 99.26％

2010年度 41,844円 7.85％ 76,210円 99.40％

2011年度 41,844円 7.85％ 75,588円 99.48％

2012年度 43,510円 8.55％ 80,275円 99.47％

2013年度 43,510円 8.55％ 79,930円 99.51％

2014年度 45,761円 9.00％ 83,235円 99.53％

2015年度 45,761円 9.00％ 81,325円 99.56％

2016年度 46,984円 9.54％ 85,155円 99.56％

2017年度 46,984円 9.54％ 86,227円 99.56％

一部負担金免除の実績

件数 免除額 うち大震災関連

2012年度 728件 2,031,747円 519件、1,504,086円

2013年度 269件 1,526,202円 119件、369,975円

2014年度 204件 913,362円 132件、442,060円

2015年度 253件 2,350,793円 144件、1,188,640円

2016年度 375件 2,647,182円 153件、1,638,531円

2017年度 378件 1,765,758円 211件、1,224,068円

保険料の減免状況（現年賦課分・事業概要より）

件数 減免額

2012年度 371件(34) 9,563,600円（1,031,200円）

2013年度 333件( 6) 8,462,900円（ 380,300円）

2014年度 389件( 8) 10,319,700円（ 321,500円）

2015年度 247件( 7) 7,525,500円（ 137,800円）

2016年度 257件(10) 7,128,900円（ 108,300円）

2017年度 279件( 9) 7,737,200円（ 106,100円）

（ ）内は東日本大震災被災者



す。

国保が負担してきた葬祭費の多くを引き受

けてきた

【岡田議員】県と市町村に葬祭費分の支援を求める

ことについて、自主財源を持たない広域連合が事業

のための財源の一部を市町村から支援してもらうこ

とも改めて必要と考えお聞きするものです。

後期高齢者医療制度は、国・県・市からの公費と

各医療保険者の支援金、後期高齢者の保険料で賄っ

ていますが、後期高齢者の特徴として、低所得世帯

が被保険者の34％を占め、また年齢的特徴からも一

人当たり医療費は現役世代の3倍という実態があり

ます。今後の医療費の増加分を高齢者の負担で賄う

のは限界です。国庫支出金の増額を求めることはも

とより、葬祭費などは、市町村に求めている広域連

合もあり、２月議会でも市町村の負担のあり方につ

いて求めたところでありますが、特に、葬祭費に関

しては、後期高齢者医療制度が開始した際、国民健

康保険が負担してきた葬祭費の多くを後期高齢者医

療が引き受けてきたことを考慮すれば、市町村に葬

祭費分の支援を求めることには正当性があると考え

ます。見解をお聞きします。

全国一律の制度なので市町村には負担を求

めない（課長）

【総務課長】後期高齢者医療制度は、国民健康保険

を始め他の医療保険から移ってくることから、他の

医療保険に比べて葬祭費の支出が多いことは事実で

すが、こうした面も勘案の上、後期高齢者医療制度

の費用全体は、被保険者の保険料のほか、国庫支出

金、県支出金及び現役世代からの支援金、更には国

民健康保険の保険者でもある市町村の公費負担、即

ち市町村の住民の皆様の税金による負担の均衡の下

で賄われるよう、全国一律の制度として設計されて

いる。

したがって、市町村に対し、国の制度を上回る負

担を求めるのは適当ではないと考えます。

後期高齢者医療制度の開始で、国保の葬祭

費が大きく減ったので市町村に負担を求め

るべき（意見）

【岡田議員】国は後期高齢者の医療費が増大するこ
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市町村に葬祭費分の支援を求める

2017年度葬祭費支給実績(2018年7月末時点)

振込件数 未申請件数 支給率 振込件数 未申請件数 支給率 振込件数 未申請件数 支給率

名古屋市 14,774 1,072 93.23 小牧市 904 23 97.52 あま市 539 13 97.64

豐橋市 2,550 112 95.79 稲沢市 962 48 95.25 長久手市 238 5 97.94

岡崎市 2.330 52 97.82 新城市 535 40 93.04 東郷町 239 5 97.95

一宮市 2,675 91 9,671 東海市 598 25 95.99 豊山町 84 0 100.00

瀬戸市 1.065 15 98.61 大府市 464 21 95.67 大口町 143 1 99.31

半田市 794 26 96.83 知多市 534 33 94.18 扶桑町 241 3 98.77

春日井市 1,846 50 97.36 知立市 391 12 97.02 大治町 176 2 98.83

豊川市 1,353 42 96.99 尾張旭市 492 8 98.40 蟹江町 277 3 98.93

津島市 501 11 97.85 高浜市 298 2 99.33 飛島村 47 0 100.00

碧南市 515 17 9,680 岩倉市 310 5 98.41 阿久比町 224 6 97.39

刈谷市 762 25 96.82 豊明市 447 4 99.11 東浦町 312 12 96.30

豊田市 2,260 70 97.00 日進市 430 25 94.51 南知多町 258 1 99.61

安城市 1;005 18 98.24 田原氏 495 14 97.25 美浜町 190 6 96.94

西尾市 1,299 30 97.74 愛西市 523 18 96.67 武豊町 277 9 96.85

蒲郡市 686 50 93.21 清須市 413 12 97.18 幸田町 234 0 100.00

犬山市 579 12 97.97 北名古屋市 477 6 98.76 設楽町 90 5 94.74

常滑市 454 7 98.48 弥富市 303 12 96.19 東栄町 75 3 96.15

江南市 748 18 97.65 みよし市 243 7 97.20 豊根町 21 0 100.00

合計 48,680 2,107 95.85



とに対して、世代間・世代内の負担の公平を繰り返

し主張し、高齢者に負担増を求めていますが、そも

そも、後期高齢という年齢から、病気を多く抱えや

すく、現役世代と比べて医療費が3倍近くなってし

まうという身体的特徴を無視し、75歳以上だけを集

めて医療制度を作ってきたことに問題の根源があり

ます。国に財源を強く求めることを広域連合として

行いながら、質問したように、葬祭費については、

後期高齢者医療制度の開始で、国保の葬祭費が大き

く減 ったことも事実ですから、市町村にその負担

を求めること を再度要望します。

請求漏れは何人で総額はいくらか

【岡田議員】高額療養費が請求できるにもかかわら

ず、2017年度に請求漏れだった対象者は何人あり、

総額いくらになりますか。それは市町村により差は

ありますか。

未申請者は延べ1万8,842人、1億円余、

申請率は97.27％（課長）

【給付課長】2017年度の実績は、被保険者への償還

給付分として、愛知県全体で延べ69万1,093人、総

額46億7,800万4,375円の高額療養費がありました。

そのうち未申請だった対象者は、延べ1万8,842人で

金額は1億132万7,070円、申請率は97.27％になって

います。

いずれの市町村も申請率が95％を超えており、大

きな差は生じておりません。

申請勧奨はどうしているか

【岡田議員】高額療養費の請求漏れの世帯に対する

申請勧奨はどのように行っていますか。

「支給申請のお知らせ」ハガキを送付(課長)

【給付課長】高額療養費に該当した際には、その都

度本人宛に「支給申請のお知らせ」ハガキを送付し、

申請の勧奨を行っています。2回目以降は、初回の

申請時に登録された口座に自動的に口座に振り込む

こととしており、一度申請すれば毎回申請する必要

はありません。

「支給申請のお知らせ」ハガキを送付しても申請

のない方には、翌年に再度「支給申請のお知らせ」

ハガキを送付し、申請の再勧奨を行っています。

認定証の交付を確実にするための勧奨を

【岡田議員】限度額適用・標準負担額減額認定証、

以下認定証と言います、認定証の交付を受けること

で、高額療養費の支給申請をしなくとも限度額での

支払いが可能ですが、認定証の交付を確実にするた

めの勧奨をどのように行っていますか。

「後期高齢者医療制度のご案内」で周知（課長）

【給付課長】過去に「減額認定証」の交付を受け、

2018年度も該当する場合には、新たな申請の必要は

なく、新しい「減額認定証」を7月に発送した。
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高額療養費の請求漏れについて



「減額認定証」を持っていない人には、1か月の窓

口支払いを自己負担限度額までにするためには「減

額認定証」の交付を受ける必要がある旨を記載した

「後期高齢者医療制度のご案内」という小冊子を年

次更新時及び後期高齢者医療への新規加入時に送る

被保険者証に同封して被保険者全員に対し周知を

図っている。

その他、愛知県内の主要な病院、愛知県医師会お

よび愛知県病院協会に対し、小冊子と同様の文章を

記載した「周知チラシ」を配布して、入院等により

高額療養費に該当する被保険者への周知を依頼して

います。

未申請となってしまった理由はなにか（再質問）

【岡田議員】高額療養費の対象であるにもかかわら

ず、支給されなかった人が1万8842人、1億132万円

あったということですが、未申請となってしまった

理由はなんでしょうか。

本人死亡で相続人が未定、遠隔地への転居、

入院中などを想定（課長）

【給付課長】高額療養費は医療機関からの診療報酬

の請求等を集計する作業が必要であり、診療を受け

た月の概ね４か月後に「支給申請のお知らせ」ハガ

キを送付しています。

未申請となった理由は、①「被保険者が死亡した

場合、相続人が申請することになるが、相続人がい

ない、またはまだ決ま っていない等により申請が

遅れている」②「遠隔地に転出したため、なかなか

手続きに来ることができない」③「一人暮らしで入

院中のため申請にくることができない」等ではない

かと考えています。

認定証の交付申請についてわかりやすい

「周知チラシ」を（再質問）

【岡田議員】高額療養費が確実に支給されるために

は、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証

の交付を受けておくことは重要です。入院となった

場合などは医療費が高額となることから、病床を持

つ県内の医療機関は、有床診療所も含めて648カ所

存在しますが、その全ての医療機関に認定証の交付

申請についてわかりやすい「周知チラシ」を配布し、

周知を徹底すべきだと考えますが、見解をお聞きし

ます。

主要な病院に配布、十分に周知されている（課長）

【給付課長】減額認定証の周知チラシを愛知県内の

主要な病院に配布しており、愛知県内の病床数200

以上の病院109機関が該当しています。

また、愛知県医師会および愛知県病院協会に対し

ても周知チラシを配布していることから、十分な周

知がされていると考えます。

予防するために適切な保健指導、啓発を

【岡田議員】今夏の猛暑を気象庁は災害と認識する

ほどの異常気象が、８月中続くと言われています。

そのような猛暑の下で、熱中症発症も異常に多く発

生しており、中でも高齢者に多く発症し、死亡者も

でている状況です。名古屋市では７月中の救急搬送

が13,616件でした。うち、熱中症による搬送は1,30

1と過去 高となりました。

冷房器具の未設置や設置していても使用していな

いなど、環境の変化に対し、対応が鈍くなりやすい

点で、高齢者への熱中症への注意喚起は重要です。

熱中症が悪化すれば入院治療など適切に行われなけ

ればなりませんが、一方、適切な環境整備と水分補

給などで予防することも可能であり、熱中症で入院

という事態にならないよう、予防するために適切な

保健指導、啓発は広域連合としても行うべきだと考

えます。例えば、来年夏に向けて7月の保険料通知

を送付する機会に、注意を促す広報などは検討でき

ると考えますが、認識をお開きし

ます。

また、市民税非課税世帯が３割

を超える後期高齢者であれば、エ

アコン購入のための社会福祉協議
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熱中症に関する保健指導について



会の資金貸付制度の案内などの広報も、啓発として

可能と考えますが、見解をお聞きします。

ポスター、リーフレットのほか、地域会合

や訪問等で指導、啓発(課長)

【給付課長】熱中症予防は、政府各省からの周知、

広報の他、市町村においても、ポスター掲示、リー

フレット配布や、地域会合や訪問等により指導、啓

発を行っており、エアコン設置等の熱中症予防に関

する具体的な事業、補助等については、市町村ごと

で様々に対応しています。

保健指導は広域連合では自主財源ではなく国等の

補助に基づく事業として実施しており、現在、重複・

頻回受診の方等を対象に訪問指導などをしています。

事業を補助対象とするため、事業の内容はあくまで、

補助の基準に沿ったものにしており、当該事業に熱

中症予防を含めることは難しいと考えます。

熱中症予防に係る事業等は引き続き、市町村にお

いて実施していただく方が有効であると考えます。

高齢者の負担増をどう思うか（再々質問）

【岡田議員】制度開始から10年が経過し、75歳以上

の後期高齢者を対象とした医療制度は、世代間・世

代内での負担の公平性を図るとして、後期高齢当事

者の負担は増え続けていると質問してきました。し

かし、高齢者の実態は、繰り返しますが、年齢的に

は現役世代に比べて医療依存度が高いことは当然で

あり、医療の必要度から考えれば、経済的負担だけ

を見て現役世代と公平を図るという前提には無理が

あります。

こうしたことを踏まえ、２点、広域連合長に考え

を伺います。

第１に、特に、後期高齢者の経済的状況は、介護

保険の負担増と年金の削減で、ますます出費を切り

詰めた生活となっています。こうした低所得者が比

較的多く、ほとんどの場合、収入が増えることのな

い高齢者に対するさらなる負担について、どう認識

していますか。

高齢者の方の負担が過重なものとならない

よう配慮することが重要（広域連合長）

【連合長】現役世代を含めまして、それぞれの負担

能力に応じた公平な負担であること、また、低所得

者の負担軽減を図ることなど、高齢者の方の負担が

過重なものとならないよう配慮することが重要と考

えている。

制度の存続は必要か（再々質問）

【岡田議員】第２に、愛知県の広域連合も加わる広

域連合協議会が国に対して、「高齢者だけが負担増

とならないよう、国庫負担の増加や国の財政支援の

拡充」ということ等を求めているわけですが、後期

高齢者の健康増進と適正な医療を推進すべき愛知県

の広域連合として、後期高齢者医療制度は今後どう

あるべきだと考えますか、 後にお聞きして質問を

終わります。

適正な医療給付や保健事業等の現行制度の

運営をしっかりと取り組む（広域連合長）

【連合長】本制度を通じて、高齢者の方に必要なと

きに適切な医療を受けていただけることが も重要

であり、そのためには、本制度が安定して持続可能

であるべきと考えます。

こうしたことから、現段階においては、広域連合

といたしましては、適正な医療給付や保健事業等の

現行制度の運営をしっかりと取り組んでいきたいと

考えております。

また、今後の制度改革については、国における議

論を注視し、必要な要望等を行っていきます。

制度開始以降に負担増の見直しを次々と

【岡田議員】愛知県社会保障推進協議会および全日

本年金者組合愛知県本部より出されました「後期高

齢者医療制度の改善を求める請願」に対し、賛成の

立場から討論します。
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保険料の負担軽減などは当然の要求。ぜひ採択を

岡田ゆき子議員



請願趣旨にありますように、後期高齢者医療制度

は、2017年度から行われている軽減特例の見直しに

よって、被扶養者で、あった方の均等割額の軽減は

9割軽減から今年度には５割軽減に、来年度には資

格取得後２年間だけの軽減になります。また、年金

収入211万円以下の方の所得割に対する軽減も今年

度からは廃止となりました。

県独自の負担軽減策はすみやかに実施を

制度開始の際は、当時被扶養者で、保険料負担が

なかった高齢者に新たな負担を強いることに対して

反対の声が大きく、低所得者には一定の配慮を行う

べきとして、軽減特例が設けられました。制度開始

時と10年経過した現在と比較して、この間消費税増

税、介護保険料の値上げ、年金削減など、高齢者の

経済的負担が増えており、さらに今回の軽減特例の

見直しは、高齢者の暮らしに追い打ちをかけるもの

です。

請願が求めるのは、少なくとも、県独自で軽減策

を設けること、一部負担金減免の対象に、生活保護

基準1.4倍以下の低所得者を含めることであり、多

くの高齢者が求めていることだと考えます。

国のすすめる制度改悪をやめさせよ

また、国が、窓口負担割合のあり方を検討してい

る今、負担割合引き上げを行わないよう、国に求め

ることは、議会としてできることであります。

不要なペナルティでなく親身な相談を

短期保険証などの発行や財産の差し押さえなどの

ペナルティを課すのではなく、丁寧な相談にこそ力

を注ぐべきです。

懇談会委員は被保険者すべてから公募を

こうした現状に対し、当事者の声を広く反映させ

るために、後期高齢者医療制度に関する懇談会の公

募委員を、無作為抽出した400人に限定して公募す

るのではなく、広く被保険者から公募するべきです。

以上、請願全てについて、採択を求め討論を終わ

ります。
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請願第２号

後期高齢者医療制度の改善を求める請願書

【請願事項】

1．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。

2．一部負担金減免について、生活保護基準の1．4倍以下の世

帯に対しても実施してください。

3 葬祭費などの特別対策に対し、県及び市町村が負担金を拠

出する制度を設けてください。

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．国に対して、後期高齢者の窓口負担割合の引き上げや高齢

者の自己負担限度額を引き上げないよう、意見書を提出し

てください。

愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会委員（2018年7月24日）

区分 氏名 所属等

被
保
険
者

久木好子
（公財）愛知県老人クラブ連合会副会長
（一宮市老人クラブ連合会副会長）

柿沼 晋
（公財）愛知県老人クラブ連合会女性部会副部会長
（稲沢市老人クラブ連合会会長）

高橋マサ
（公財）愛知県老人クラブ連合会理事
（東海市シニア連合会副会長）

伊藤二彦 （公社）名古屋市老人クラブ連合会副会長

坪山政子 公募

富安光行 公募

医
療

関
係
者

杉田洋一 （公社）愛知県医師会（副会長）

椙村豊彦 （一社）愛知県歯科医師会（副会長）

鈴木弘子 （一社）愛知県薬剤師会（副会長）

保
険
者

団
体

斎藤隆夫
健康保険組合連合会愛知連合会副会長
（デンソー健康保険組合常務理事）

杉本正弘 豊田市（国保年金課長）

学
識経

験
者

井口昭久 愛知淑徳大学健康医療科学部教授

田川佳代子 愛知県立大学教育福祉学部教授

議会終了後に傍聴者の皆さんと懇談する岡田ゆき子議員
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被保険者数の状況（年度末）

年度
被保険者数
（人）

対前年度比
（％）

65歳以上75歳未満
の障害認定者(人)

対前年度比
（％）

2010 696,054 104.2 40,906 98.3

2011 724,297 104.1 40,598 99.3

2012 755,704 104.34 41,595 102.46

2013 778,651 103.04 42,989 103.35

2014 807,006 103.64 43,483 101.15

2015 840,979 104.21 42,853 98.55

2016 878,837 104.50 41,610 97.10

2017 912,301 103.81 40,532 97.41

新規資格取得者の事由 （年度末）（単位：人）

年度 転入 生活保護廃止 年齢到達 その他 計

2010 1,574 320 64,299 7,007 73,200

2011 1,654 398 64,746 7,483 74,281

2012 1,674 408 67,560 8,913 78,555

2013 1,714 491 60,454 8,733 71,392

2014 1,809 477 67,385 8,191 77,862

2015 1,759 467 75,404 7,357 84,987

2016 1,799 475 82,028 6,938 91,2430

2017 1,907 605 79,201 6,906 88,619

※障害認定による資格取得は「その他」に含まれる。

資料

保健事業 件数/金額(主要施策報告書より）

項目
年度 健康診査 歯科健診 人間ドック

脳ドック含む
協定保養所

2010
205,223人

1,278,921,126円
受診率 30.73％

-
11市町村

28,382,000円
7,029人

7,029,000円

2011
220,056人

1,735,346,086円
受診率 31.46％

-
11市町村

34,278,000円
7,391人

7,391,000円

2012
236,634人

1,918,439,878円
受診率 32.67％

-
15市町村

41,412,000円
8,374人

8,374,000円

2013
248,762人

2,093,031,193円
受診率 32.92％

-
15市町村 8,426人

8,426,000円

2014
266,353人

2,288,103,075円
受診率 34.21％

-
16市町村

59,811,000円
8,917人

8,917,000円

2015
283,242人

2,452,232,131円
受診率 35.10％

15市町村
2,446,000円

18市町村
121,587,000円

9,819人
9,819,000円

2016
294,718人

2,571,164,560円
受診率 35.04％

19市町村
3,036,000円

20市町村
146,198,000円

10,636人
10,636,000円

2017
315,562人

2,769,201,799円
受診率 35.91％

23市町村
3,934人

4,245,000円

22市町村
7,309人

170,700,000円

11,320人
11,320,000円

医療費実績の推移

一人当り
医療費

一人当り
件数

1件当り
医療費

1日当り
医療費

2010年度 912,680円 28.3件 32,225円 14,727円

2011年度 924,525円 28.8件 32,096円 15,059円

2012年度 927,431円 29.3件 31,706円 15,412円

2013年度 941,626円 29.7件 31,697円 15,855円

2014年度 941,916円 30.1件 31,331円 16,169円

2015年度 960,009円 30.4件 31,541円 16,681円

2016年度 940,921円 30.6件 30,708円 16,705円

2017年度 946,433円 30.8件 30,721円 17,183円
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６月議会以後９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 海上自衛隊の護衛艦「いずも」の名古屋港入港に関する申し入れ（7月10日）

2 生活保護利用者等の熱中症に関する緊急対策の申し入れ（7月30日）

3 生活困窮者のエアコン設置に関する緊急申し入れ(8月3日)

4 冷房器具購入に関する「生活福祉資金」の取扱いについての厚生労働省事務連絡の徹底と迅速な運用を求める要望書

(8月9日)

海上自衛隊の護衛艦「いずも」の名古屋港入港に関する申し入れ

2018年7月10日
名古屋港管理組合 管理者 河村たかし様

日本共産党愛知県議会議員団 団長 わしの恵子
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護衛艦「いずも」（排水量19,500トン、全長248ｍ、乗員約470名）が7月20日から23日

の4日間、名古屋港に入港し、金城ふ頭85号岸壁に接岸することが明らかになった。

護衛艦「いずも」はヘリコプター搭載護衛艦として航空運用機能を重視した艦船である。また、輸送艦・補給艦などの機

能も有しており、任務の多様化への対応が想定されている。さらにF-35Bなどの航空機が離着陸できる空母への改装につい

ての調査も行われ、今以上に攻撃性能を高めようとしているこの動きは専守防衛から大きく逸脱し、自衛隊が海外で戦争で

きる国づくりをすすめる一環であり、容認できない。

現在の国際情勢は、朝鮮半島の非核化等をめぐって南北や米朝首脳会談が相次ぎ行われるなど、対話による平和的解決の

流れが広がっている。そんな中、攻撃性の高い艦船を保有・運用することは、戦争の危険を増やすことにつながる。

「いずも」の名古屋港への入港は2016年の伊勢志摩サミット警備のための寄港に続き2度目である。今回の入港の目的は物

資補給、乗組員の休養、広報活動とされているが、16歳から25歳を対象とした特別見学会も予定されているなど、自衛隊へ

の勧誘を目的とした入港であると言わざるをえない。近年自衛隊への入隊希望者の減少傾向が続く中、特別見学会が行われ

るのは、昨年3月の「えんしゅう」入港時に引き続き2度目である。

名古屋港は本来、貿易を中心とした商業港であり、軍港ではない。戦争放棄を定めた日本国憲法の下、商業港である名古

屋港への自衛隊艦船の入港は容認できない。

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．金城ふ頭を艦船の一般公開等に利用させないこと。自衛隊員勧誘のための港湾施設の使用を認めないこと。

3．日本国憲法を厳守し、憲法9条をあらゆる港湾行政に貫き活かすこと。

生活保護利用者等の熱中症に関する緊急対策の申し入れ

2018年7月30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

記録的な猛暑となった今夏、7月14日から22日の9日間に、愛知県内では2266人、名古屋市内では765人が熱中症により救

急搬送されました。翌23日は市内で過去 高の128人が搬送されています。気象庁は7月23日、猛暑について異例の記者会見

を行い、少なくとも8月上旬までは、西日本から東日本にかけての広い範囲で同じような暑さが続くという予想を明らかに

し、「経験したことのないほどの暑さになっている地域がある。命に危険が及ぶレベルで、災害と認識している」と述べま

した。

厚生労働省は6月27日、今年度から新たに生活保護利用を開始した世帯に、一定の条件を満たす場合にはエアコン購入費

などの支給を認める通知を出しました。

一方、2018年3月以前に生活保護を利用していたエアコンを所有しない世帯は、購入費が支給対象とはならず、このまま

では、災害規模の猛暑の中で、命の危険を感じながら暮らさなければなりません。これは、憲法が保障する「健康で文化的

な 低限度の生活を営む権利」を侵害する事態です。

市民の命と安全に責任を負うため、下記の緊急措置をとることを強く求めます。
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記

1.6月27日の厚労省通知に該当する生活保護世帯に、その内容を周知徹底し、必要な対象世帯には可及的速やか

にエアコンを設置すること。

2.2018年3月までに生活保護の利用を開始した生活保護世帯に対しても、上記通知が適用されるよう、政府に対

して緊急の要望を行うこと。

3.政府の対応がなされない場合でも、名古屋市としてエアコン設置のための緊急貸付を行うなど、人命 優先

の対応を行うこと。

4.夏季の冷房利用に伴う電気代相当額については、夏季加算を復活し補うこと。

5.社会福祉協議会による生活資金貸付制度の運用について、緊急的対応が必要な事案に対しては、県社協の審

査会の回数増など、資金貸付が速やかに行われるよう要望をすること。

生活困窮者のエアコン設置に関する緊急申し入れ

厚生労働大臣 加藤 勝信 様
2018年8月3日

日本共産党名古屋市会議員団 団長 田口一登

記録的な猛暑となった今夏、7月14日から22日の9日間に、愛知県内では2266人、名古屋市内では765人が熱中

症により救急搬送されました。23日は市内で過去 多の128人が搬送されています。気象庁は7月23日、少なく

とも8月上旬までは同じような暑さが続くと予想を明らかにし、「経験したことのないほどの暑さになっている

地域がある。命に危険が及ぶレベルで、災害と認識している」と述べています。

厚生労働省は6月27日、近年の熱中症による被害が多数報告されていることを踏まえ、冷房器具の購入に必要

な費用の支給を認める事務連絡を出しました。

本年7月以降の保護開始や転居の場合、加えて、本年4月1日から6月30日までに冷房器具が必要と実施機関が

認定する場合も同様に支給してよいとしています。

しかし、保護開始当時から、冷房器具を持ち合わせておらず、昨夏まで過ごしてきた対象者にとって今夏の

「命にかかわる危険な暑さ」に対し、これからのやりくりで冷房代をねん出することは困難です。生活困窮者

も含め、生活資金貸付は厳格なルールにより、貸付までに 短でも3週間かかるという実態があります。

速やかに必要な受給者には、冷房器具設置で「健康で文化的な 低限度の生活を営む権利」が侵害されるこ

とのないよう、下記の通りに緊急対策を求めます。

記

1.厚生労働省の通知による冷房器具の購入費用支給の対象者について、4月1日以降に保護開始した被保護世帯

に限らず、今夏「 低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがない」すべての受給世帯を対象とすること。

2.少なくとも、生活保護法による保護の実施要領の第７の（６）（ア）から（オ）に該当しない場合でも、医

師等から冷房器具の設置が必要と判断される状態にある被保護世帯は支給対象とすること。

3.夏季の冷房利用に伴う電気代相当額については、夏季加算を創設して補うこと。

4.生活困窮者に対する生活資金貸付制度（社会福祉協議会）の運用については、可及的速やかに貸付決定が行

われるよう運営実施機関に対し求めること。

冷房器具購入に関する「生活福祉資金」の取扱いについての厚生労働省事務連絡の徹底と迅速な運用を求める要望書

愛知県社会福祉協議会会長 大沢 勝 様
2018年8月9日

日本共産党愛知県会議員団 団長 わしの恵子
日本共産党名古屋市会議員団 団長 田口一登

記録的な猛暑となった今夏、熱中症で救急搬送された人が、2018年6月から8月5日までに7万1,266人に達し、

2008年の調査開始以来過去 多、死亡者も138人、愛知県では熱中症による救急搬送者は5,195人、死亡者は全

国で2番目に多い12名となっています。名古屋でも40度超えを記録しました。気象庁は「命に危険が及ぶレベル
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で、災害と認識している」と述べています。

厚生労働省は6月27日、近年の熱中症による被害が多数報告されていることを踏まえ、生活保護受給者に対す

る冷房器具の購入に必要な費用の支給を認める事務連絡を出しました。しかし、その対象者は今年4月以降の受

給開始した世帯と限定されており、保護開始当時から、冷房器具を持ち合わせていない対象者や生活困窮者に

は、社会福祉協議会の「生活資金貸付制度」の活用して対応することが想定されています。

8月3日に、日本共産党名古屋市議団が厚生労働省に対し、冷房器具購入費支給について要請を行った際、

「生活資金貸付制度」の運用では、申請から資金支給までに１ヶ月近くかかる事例もあることを指摘したとこ

ろ、貸付に関しては「緊急小口資金」を活用した、「迅速な対応」を再度周知する事務連絡を全社協に行った

と報告がありました。

事務連絡を受け、愛知県社会福祉協議会においては、月２回の福祉費審査を、冷房器具購入に関しては9月いっ

ぱいまで、緊急小口資金と同様に週１回に審査回数を増やす対応をしていただいたところですが、資金支給ま

で今なお10日以上かかるなど、厚生労働省が求める「迅速な対応」には、さらに改善が必要なことから、下記、

運用の改善を求めます。

記

1.『生活保護受給者の冷房器具の購入に関する生活福祉資金の取り扱い』をすみやかに市区町村の社会福祉協

議会に徹底し、｢取り扱い｣にもとづく運用がなされるようにすること。あわせて、生活困窮者に対しても制

度の活用を呼び掛けること。

2.熱中症対策の緊急性に鑑み、申請から貸付金交付までの期間を可能な限り短縮するよう、いっそう運用改善

を行うこと。

3.すでに審査を終えた利用者にも、無利子3年間返済の貸し付け条件を遡って適応すること。
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１ 今後の財政収支見通し

２ 2019年度予算の財源配分の考え方
以下の経費区分により 一般財源を配分
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資 料

資料１ 収支見通しと新年度予算の編成方針（9月12日）

資料２ 2018予算に対する要望書（9月14日）

資料３ 新聞記事

収支見通しの作成方法

区 分 説明

歳

入

市税

2019年度は直近の経済情勢を勘案して推計
し、2020年度以降は内閣府が公表した「中
長期の経済財政に関する試算」で示された
名目経済成長率の見通し等を勘案して各年
度の税収の伸びを見込む

市債 歳出に合わせて現行の充当率で積算

地方交付税、
臨時財政対
策債

地方交付税及び臨時財政対策債（地方交付
税の振替分）は、2018年度見込みとし、20
20年度以降も同額

その他
歳出に合わせて増減するもの及び臨時収入
は積算し、それ以外は2018年度予算を参考
に推計

歳

出

人件費
退職手当は所要額、その他は2018年度予算
に定昇分等を勘案し推計

公債費 市債発行額に応じ積算

投資的経費
債務負担行為等により事業費が確定してい
るものは所要額、その他は2018年度予算を
参考に推計

扶助費、
その他

債務負担行為等により事業費が確定してい
るものは所要額、員数の伸び等により年度
毎に増減がある事業は積算し、その他は20
18年度予算を参考に推計

収支不足への取り組み（単位：億円）

区分 年度
2018
予算

2019 2020 2021 2022 2023

行財政改革の取り組み 56 49 92 118 154 184

経常分 36 39 82 118 154 184

臨時分等 (20) (10) (10) (－) (－) (－)

歳出の削減 33

47

(10)

(

う
ち
19
取
り
組
み
分

53)

92

(10)

(

う
ち
20
取
り
組
み
分

36)

118
 

(-)

(

う
ち
21
取
り
組
み
分

36)

154

(-)

(

う
ち
21
取
り
組
み
分

30)

184

(-)

内部管理事務等の見直し 25

うち臨時分等 (4)

事務事業の見直し 5

うち臨時分等 (0)

公の施設等の見直し 2

外郭団体に関する見直し 1

歳入の確保、その他 20

うち臨時分等 (16)

人件費関係分 3 2

定員の見直し 3 2

その他人件費の見直し 0 -

うち臨時分等 (0) (-)

財源対策 25 25 12 - - -

貸付金の返還 25 25 12 - - -

合計 81 74 104 118 154 184

一般会計市債現在高年度末
見込み

16,301 16,217 16,169 16,064 16,064 16,065

一般会計収支見通し 2018は予算 その他は見込み （単位：億円）

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023

歳
入

市税 5,690 5,936 5,901 5,813 5,875 5,925

減税前 5,811 6,051 6,004 5,907 5,961 6,012

減税額 △121 △115 △103 △94 △86 △87

市債 918 977 892 833 846 855

うち臨時財政対策債 (250) (216) (216) (216) (216) (216)

その他 5,489 5,309 5,479 5,571 5,632 5,687

うち地方交付税 (80) (64) (64) (64) (64) (64)

計 12,097 12,222 12,272 12,217 12,353 12,467

歳
出

人件費 2,644 2,674 2,697 2,703 2,701 2,690

扶助費 3,083 3,172 3,212 3,279 3,352 3,432

公債費 1,282 1,287 1,266 1,252 1,281 1,247

投資的経費 1,179 1,211 1,225 1,155 1,190 1,240

その他 3,909 3,952 3,976 3,946 3,983 4,042

計 12,097 12,296 12,376 12,335 12,507 12,651

差引収支 － △74 △104 △118 △154 △184

（注）2019年度から2021年度の減税額には、企業寄附促進特例税制による減免額を含む。

①経常経費
事務事業の積極的な
シフト 見直しを促
し、財源不足に対応
するため、圧締して
配分

②経常化している政策経費

③法定事業 債務負担行為等経費 → 所要見込額を配分

④臨時・政策経費必要額 → 77億円を留保

2019年度予算編成の予算配分の考え方

①経常経費
②経常化している政策経費

③法定事業
債務負担行為等
経費

④臨時・政
策経費必
要額

特定財源(国庫補助金など) 特定財源(国庫補
助金など)

特定財源一般財源
(市税収入など)

2,250億円

↓圧縮

2,211億円

一般財源
(市税収入など)

4,843億円

一般財源
77億円

行財政改革の取り組み
39億円

経費圧縮の考え方（行財政改革の取り組み、節減など）

・人件費…計画的な定員管理等による削減額

・扶助費、維持補修費…圧縮なし（2018圧縮なし）

・貸付金・・△5％（2018△5％）

・投資的経費、物件費 補助費等…△10％（20187△10％）



 

 

 

〈参考〉経費区分について
１ 概念図 ２ 経費区分別の主な事業

１ 安倍政権の暴走から市民を守るために国へ強く働きかける

1. 日本国憲法を守り、立憲主義を貫く。

2. 戦争する国づくりをすすめる憲法違反の「安全保障関連法」は廃止する。

3. 国連で採択された核兵器禁止条約をただちに批准する。

4. 憲法と教育基本法が禁じる教育への不当な政治介入を許さず、地方自治体と学校の自主的で多様な教育活動を尊重する。

5. 消費税の10％への再増税は中止する。

6. 原発の再稼働は行わない。再稼働した原発は即時停止する。脱原発・再生可能エネルギーの本格的な導入へと、エネルギー政策を転換

する。

7. 75歳からの医療窓口負担の２倍化、要介護度１・２の利用者の介護保険からの締め出しなど社会保障の改悪を中止し、年金や生活保護

など社会保障制度の拡充をはかる。

8. 危険な米軍機オスプレイの飛行を即時に停止させ、沖縄などの配備を撤回する。自衛隊への導入を中止する。

9. 沖縄県の名護市辺野古への米軍基地建設を中止する。地方自治を尊重し、沖縄県など関係自治体と真摯に協議を行う。

10. 名古屋空港の基地機能強化に反対する。小牧基地に配備された空中給油機を撤去する。三菱重工業小牧南工場の米軍によるＦ-35東ア

ジアリージョナルデポ（整備拠点）指定の取り消しを求める。

11. 日本の経済主権と国民生活を脅かすＴＰＰ11を発効せず離脱する。

12. 賭博そのものであるカジノ解禁推進法を廃止する。

13. マイナンバー制度は運用を中止し、廃止する。

14. 過労死するまで働かせる「働き方改革」関連法は廃止する。

15. 全国一律で 低賃金を時給1,000円以上に引き上げ、1,500円をめざす。
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通
常
枠

①経費区分

②経常化している政策経費

③法定事業、債務負担行為

事業、債務負担行為に準

ずる固定経費

臨
時
・
政
策
経
費

財源配分枠 別枠

［通常枠］

経費区分 主な事業

経常経費 人件費、庁用経費、施設運営費など

経常化している
政策経費

各種助成制度、ごみ処理経費など

法定事業
生活保護扶助賓、民間保育所措置委託、障害者
自立支援制度、児童手当など

債務負担行為事
業

新斎場の整備、本丸御殿の復元工事など

債務負担行為に
準ずる固定経費

公債費、退職手当、国直轄道路事業負担金など

［臨時・政
策経費］

臨時・政策的な事業で、各局が通常枠とは別に要求し、個別に査
定を行う経費

市民生活を支える日々の活動に敬意を表します。

この夏、多くの災害が日本列島を襲いました。地震、豪雨、台風、そして猛暑。被災者支援と被災地の復旧・復興を全力で支援する

とともに、災害から得られた貴重な教訓をこの地域での防災とまちづくりに活かしていくことが強く求められています。

さて、世界に目を転じると、核兵器禁止条約の採択に続き、朝鮮半島では南・北及び米・朝の首脳会談が行われ、同半島非核化への

道が開かれてきました。いまこそ日本政府は、核抑止力論から抜け出し核兵器のない世界の実現へ、アジアと世界の平和に向けて積極

的に貢献することが求められています。日本国憲法第９条を守り、そして活かすべき国際情勢となっています。

ところが残念なことに、安倍政権による「森友・加計」疑惑など国政の私物化、障害者雇用の水増しなど政治への不信感を助長する

問題が続発し、厳しい批判が高まっています。アベノミクスの５年間で、大企業の内部留保は400兆円を超える規模にふくらむ一方で、

労働者の賃金は物価上昇に追いつかず実質賃金の減少が続いています。政治への不信や不満にとどまらず、くらしと平和を守るために

いまの政治を変えよう、との声が広がっています。

日本共産党名古屋市議団はいま、市政アンケートに取り組んでいます。既に１万通近い返信が届いており、市政への要望では、無駄

な公共事業の削減・介護保険料や利用料の軽減・敬老パスの維持拡大などが上位を占めています。

しかし名古屋市政では、天守閣木造復元やリニアを起爆剤にした名古屋駅周辺開発など、呼びこみ型の大型事業がすすめられる一方

で、保育・教育に対する公的責任の後退や、介護保険料の値上げなど市民の負担増が続いています。

大型事業を見直し、くらし・福祉・防災優先の市政への転換こそ急務であり、国の悪政から市民を守る防波堤となる市政の実現こそ

求められています。

こうした視点から、以下333項目の要望をとりまとめました。ご検討いただき、来年度の予算編成に反映されますよう強く要望しま

す。



16. 被災地の復興事業については国が責任を持つ。被災者生活再建支援法を改正し、支援上限額を500万円へ引き上げるとともに、支給対

象を一部損壊世帯まで広げる。宅地被害への補償制度を創設する。

17. リニア計画は国の責任で問題点を検証し中止させる。同計画への財政投融資は中止する。鉄道・バスなど公共交通を確保する責任を果

たす。

18. 地方交付税制度をゆがめる「トップランナー方式」を中止する。

19 .医療費助成へのペナルティを全廃し、子ども医療費無料制度を創設する。

20. 幼児教育・保育の無償化は、地方自治体の財政負担とならないようにする。

２ 福祉日本一の名古屋をつくる

（国民健康保険）

21. 国民健康保険料を一人1万円引き下げる。

22. 国民健康保険の運営は都道府県単位化されたが、保険料を決める権限は引き続き名古屋市にあり、市独自減免と一般会計繰入などの施

策を堅持する。

23. 愛知県に対し、国民健康保険の運営方針に関する以下の点を申し入れる。

・一般会計繰入金について削減・解消の義務付けや期限設定をせず、市町村の自主性を尊重する。

・財政安定化基金は市町村財政及び保険料の負担増とならない運用ルールとする。

・国の財政基盤強化のための支援は一般会計繰入金の解消のためではなく、保険料軽減のために活用し、医療費削減の手段としない。

・県費補助を復活する。

24. 法定減額の該当世帯を対象とする特別軽減は、対象者全員に自動適用する。

25. 18歳までの子どもは、国民健康保険料「均等割」の対象としない。

26. 保険料滞納世帯に対する一律機械的な差し押さえ、資格証明書の発行などの制裁的な措置は中止する。滞納世帯に対しては、国保推進

員など職員によるていねいな納付相談を基本に、換価の猶予や処分停止の活用、分割納付の柔軟な運用などで粘り強く解決にあたる。

27. 医療費の一部負担金減免・猶予制度の周知を徹底し柔軟に運用する。申請・対象要件を緩和する。

28. 特定健診の受診率向上計画をつくり、がん検診とあわせ受診者数を増やす。

29. 国保運営協議会に公募委員枠を設ける。

（介護保険・高齢者保健福祉）

30. 第８期介護保険・高齢者保健福祉計画では、一般会計からの繰り入れも決断するなどして介護保険料を引き下げる。保険料をさらに多

段階化し、低所得者の保険料率を引き下げて応能負担を強める。介護保険料・利用料の減免制度を設ける。

31. 保険料滞納者に対する給付制限は設けず、必要な介護は正規の負担割合で受けられるようにする。

32. すべての要介護認定者を障害者控除の対象とし、障害者控除対象者認定書を送付する。

33. 特別養護老人ホームの待機者はいまだ3,514人(2018年4月1日)であり、待機者ゼロをめざして特別養護老人ホーム、小規模多機能施設

などの整備を急ぐ。地域包括支援センターを中学校区単位で設置する。

34. 人材確保のための処遇改善加算の効果を調査し検証する。ヘルパーなど介護職員の人材確保と処遇改善のための独自施策を講じる。

35. 介護保険の認定に関する調査と事務は、委託化により市民サービスが著しい低下を引き起こしている事態を早急に改善するため、市直

営に戻す。

36. 新総合事業は、事業所アンケートなどによる検証結果を踏まえて、現場の要求に沿って介護予防の本来機能を果たせるように改善する。

37. 基準緩和型サービスへの機械的な誘導をせず、要支援者の訪問・通所介護については引き続き専門職による支援を行う。新規・更新申

請時は要介護認定を基本とし、チェックリストは補足的な実施にとどめる。

38. 「状態像の目安」を用いた障害や認知症の自立度に基づく振り分けは、事実上、基準緩和された生活支援型サービスへの機械的な誘導

となっているため、ケアマネジャーの判断を尊重する対応へと転換する。

39. 生活支援型訪問サービス、ミニデイ型及び運動型通所サービスの報酬を引き上げる。通所サービスの利用期間に関する６カ月の制限を

撤廃する。

40. 高齢者サロンなど一般介護予防事業を抜本的に拡充する。

（後期高齢者医療制度）

41. 後期高齢者医療制度の保険料「特例軽減」の継続を国に強く求めるとともに、愛知県独自の保険料と窓口負担の軽減制度を設けるよう、

愛知県後期高齢者医療広域連合に求める。

42. 後期高齢者医療保険の滞納者に対する差押えは行わない。

43. 高額療養費及び葬祭費の申請勧奨を徹底し、支給漏れをなくす。

44. 名古屋市民御岳休暇村を協定保養所として位置づけるよう、愛知県後期高齢者医療広域連合に求める。65歳以上の市民への助成制度を

設ける。

（敬老パス・高齢者福祉）

45. 敬老パスの一部負担金は値上げしない。「65歳から」「所得制限なし」「利用上限なし」の現行制度を堅持する。６割を切った交付率

（2017年度末59.4％）の向上計画を設定する。未交付高齢者へ利用の働きかけを行う。プライスキャップを理由にした利用者への負担

増、制度縮小は行わない。

46. 敬老パスの名鉄・ＪＲ東海・近鉄など市内の民営公共交通機関(鉄道・バス)への利用拡大を早急に行う。

47. 高い利用率を維持している休養温泉ホーム松ケ島は廃止せず、施設の継続をはかる。

48. 授業料値上げで出願者が減少した、高年大学鯱城学園の授業料を軽減する。

（医療・保健衛生）

49. 子どもの医療費無料制度を18歳まで拡大する。

50. 75歳からの高齢者医療費無料制度を創設する。70歳～74歳までの医療費負担について、市独自の高齢者医療費助成制度を設け、1割負

担に戻す。
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51. 障害者医療助成制度の所得制限を廃止する。自立支援医療(精神通院)の自己負担分を助成する。

52. 市の福祉医療制度（子ども、障害者、ひとり親世帯、高齢者）を存続・拡充する。愛知県に対し、福祉医療制度への所得制限及び一部

負担金の導入検討をやめ、子ども医療費の対象年齢を拡大するよう強く働きかける。

53. 難聴予防に重要な、新生児を対象にした任意の新生児聴覚検査への助成制度を新設する。聴覚検査の受診機会を増やす。

54. 高齢者対象の肺炎球菌ワクチンは、65歳以上全年齢での接種を継続するとともに、自己負担（現行4,000円）を半減する。

55. 産科・小児科の医師や看護師など、医療スタッフの確保・養成対策を強化し、名古屋医療圏の医療供給体制を整備・充実する。

56. 保健センターにおいて、引き続き公衆衛生医師をはじめ必要な人員を確保する。保健と福祉の統合を理由にした人員削減は行わない。

民泊対策など、市民の相談に応じる専門的な人的体制を充実する。

57. 感染症の発生など、危機管理に対応する保健所や衛生研究所、生活衛生センターなど公衆衛生の体制を強化する。必要な施設・設備の

耐震化を急ぐ。

（市立病院）

58. 市立病院については、救急医療をはじめ災害拠点病院や地域医療支援病院としての機能を充実させる。病院運営に地域住民・患者と家

族の参加を保障する。必要な医療スタッフの確保と定着に努める。

59. 東部医療センターの新病棟では、市民病院にふさわしい病室環境の整備と特別室の料金設定に努める。

60. 西部医療センターでは、外来診療の待ち時間の改善をはかるとともに、利用率が低迷している特別室の料金や運用の見直しをすすめる。

61. 指定管理者制度が導入された緑市民病院においても必要な医療水準の維持向上に努め、地域住民の病院運営への参加を保障する。要望

が強い産科を復活させる。経営指標の情報公開で透明性を確保する。

62. 陽子線がん治療における患者負担の軽減策を拡充するとともに、患者動向を踏まえ、愛知県にも一定の財政支援を求める。

63. 民間へ売却された「城西」「守山」の後継病院について、診療科目など売却時の約束どおりに運営されているのか点検し、必要な指導

を行う。

（障害者福祉）

64. 65歳からの障害者については、介護保険優先ではなく、介護保険と障害者福祉のサービス選択を認め、負担増を防ぐ。

65. 障害者差別解消条例の実施にあたっては、市の施策自身が違反しないよう十分な対策を講じる。市の施策を第三者の立場から点検・指

導する制度を設ける。

66. グループホームなどの報酬単価の改善を国に求めるとともに、市独自の加算や補助金を増やす。施設建設補助金の増額や市有地の無償

貸与などで、整備を促進する。

67. 通所施設併設の緊急ショートステイ機能を拡充し、利用定員も増やす。

68. 重度訪問移動支援には上限を設けず、本人家族が希望する時間を支給する。

69. 低所得の単身生活者への家賃補助制度を設け、地域生活の選択肢を広げる。

70. 民間企業での障害者雇用について、就労継続支援事業所も含めた実態調査を行い、雇用環境の改善に努める。3年に1回の実地監査を増

やす。倒産や廃業による影響を 小限にくいとめる。

71. 法定雇用率の引き上げを踏まえ、市内企業に対してより積極的に雇用を働きかける。外郭団体や指定管理者、委託事業所を含め、市と

して障害者雇用の拡大に率先して取り組む。法定雇用率未達成の教育委員会及び外郭団体に早期達成を働きかける。特別支援学校卒業

生に多様な進路を保障する。

72. 就労継続支援Ａ型事業所の閉鎖により雇止めになった障害者をフォローする。この問題について市として検証し、監査指導や経営改善

支援を強めるとともに、国に必要な制度改善を求める。

73. 困難ケースが増加している実態を踏まえ、障害者基幹相談支援センターを含む相談支援専門員の体制を充実する。精神に関する相談支

援体制を独自に構築する。

74. 強度行動障害などへの専門的な支援の担い手養成を、大学などと連携してすすめるとともに、事業所に対する配置加算制度を設ける。

75. ヘルプマークの配布を区役所や保健センターにとどめず地下鉄駅や市バス内でも行い、必要な市民が入手しやすい環境を整える。コン

ビニやスーパーなどとも協働を広げ、よりいっそうの普及啓発に努める。

（生活保護・貧困対策）

76. ケースワーカーの一人当担当世帯数（2017年度平均107件）を国標準数（80件）となるよう増員する。あわせて、査察指導員について

も国標準数通り配置する。警察官ＯＢの配置は見直す。

77. 市として法外援助を拡充する。国による扶助費削減の影響が大きい、子育て世帯に対する独自援助施策を復活・強化する。

78. 猛暑による熱中症予防のための夏季加算を復活する。2018年3月以前の受給開始世帯に対しても、エアコン設置費用を支給するよう国

に求めるとともに、独自の設置支援制度を設け、速やかな設置を促す。

79. 就労支援については寄り添い型でていねいに行う。心身の不調を抱える要保護者にはとくに留意する。

80. 仕事・暮らし・自立サポートセンターなど、「生活困窮者自立支援法」に基づく諸事業について、生活保護も含めた支援機関との連携

でセーフティネット機能を高める。

81. 植田寮の指定管理制度の導入にあたっては、業務の質の担保について十分に留意し、サービス低下があれば直ちに直営に戻す。建替え

を含む老朽化対策を速やかに行う。

82. 生活困窮者や高齢者への宿泊提供事業について、相次ぐ火災事故や「貧困ビジネス」といわれる不正事例を踏まえた実態調査を行う。

許認可制の導入を国に求めつつ、監視と指導を強化する。

83. 孤立死対策として各局及びライフライン業者などとの連携を強め、情報の共有化と迅速な対応をすすめる。生活困窮による水道料金な

どの未納者には、給水停止前に必ず連絡をとるなど、相談につなぐ対応を徹底する。

３ すべての子どもの成長と発達を中心にすえた保育・教育行政の推進

（保育）

84. 2018年4月1日時点で833人にのぼる、「隠れ待機児童」の解消に責任を持ち、市の保育実施責任が明確な認可保育所の整備をすすめる。

85. 保育料は値上げしない。実費徴収や上乗せ徴収による保護者負担を増やさない。現在、保育料が半減となっている低所得世帯の第２子
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の保育料を無料にする。第３子の保育料無料制度にかかる所得制限は撤廃する。

86. 公私間格差を是正する民間社会福祉施設運営費補給金制度を堅持する。

87. 病児・病後児保育所を千種、瑞穂、熱田各区に新設し、全区・全支所管内に設置する。利用手続きの簡素化、利用料の軽減、空き状況

のネット確認、始業時刻に間に合う開所時間の設定など、利用しやすい制度へ改善をはかる。

88. 小規模保育事業などの認可基準については、保育にあたる職員はすべて保育士有資格者とし、給食は自園調理で調理員を配置するなど、

施設・事業の違いによる保育の格差を生じさせない。

89. 移管要件の緩和まで行っている公立保育所の廃止・民間移管は中止する。現在103カ所の公立保育所を78カ所まで減らす「名古屋市公

立保育所整備計画」を廃止し、保育需要に応える新たな施設整備計画を策定する。

90. エリア支援保育所をはじめ、保育所などにソーシャルワーカーを配置する。

91. 公立保育所を幼保連携型認定こども園に移行させない。

92. 営利企業の保育所経営への参入を拡大させない。

（学童保育）

93. 学童保育所への運営費助成を拡充する。ひとり親家庭への補助を拡充し、就学援助世帯への補助を新設するなど、保育料の負担軽減を

はかる。

94. 学童保育所の指導員が常時複数配置でき、安定して働き続けられるだけの処遇改善加算を拡充する。2020年4月までに「放課後児童支

援員資格研修」を対象者全員が受講できるよう、愛知県へ働きかける。

95. 学童保育所の維持・移転の際に も困難な土地及び施設を、市の責任で確保する。家賃補助の増額、賃借用の土地や空家の紹介、地代

補助の導入など、きめ細かい助成策を講じる。

96. 学童保育所に無償貸与される専用室は、子どもたちが長時間生活するのにふさわしい居住空間となるよう、耐震性を備えた木造の建築

とする。

97. 学童保育の機能を十分果たしているとはいえないトワイライトルームは、住民合意がないまま拡大しない。

（療育・障害児福祉）

98. 療育を希望しているのに定員枠いっぱいで通園できない療育待機児が21名(2018年4月1日)存在する。必要な定員枠と受入れ体制を確保

する。

99. 西部及び北部地域療育センターの民間移管計画を撤回する。

100.療育センターにおける巡回療育体制を拡充する。

101.老朽化が著しい発達支援センター「あつた」「ちよだ」の建て替え、修繕を市の責任で早期にすすめる。

102.親子の通院・通園負担の軽減のため、地域療育センターの増設やサテライト施設の新設など、新たな整備計画をつくる。

103.児童発達支援センターの運営費補給金は、出席率によって補助金が減らされる制度ではなく定額を支給する制度に戻し、職員の処遇と

体制を守る。

104.放課後等ディサービスの実態を調査・把握し、子どもたちの年齢と発達段階に応じた環境整備をすすめる。職員の研修や養成の充実を

はかる。

（小・中学校）

105.少人数学級を全学年に拡大する。30人以下学級を小学校3年生以上に段階的に拡大する。中学校では全学年を35人以下学級にする。そ

の際には正規教員の増員を基本に対応する。

106.「ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画」の策定にあたっては、小規模校存続の選択肢も盛り込み、保護者や地元合意のないまま小中

学校の統廃合をすすめない。

107.過大規模校では教室が不足し、仮校舎を建てて運動場が狭くなるなど多くの弊害が生じており、地元住民と合意形成をはかりながら必

要な分割と新設を急ぐ。

108.小学校給食を無償とする。

109.小学校給食は「直営・自校方式」を堅持する。退職者不補充を理由にした調理業務の民間委託を中止し、教育の一環としての給食を経

費削減の対象としない。

110.中学校スクールランチは生徒、保護者、教職員の意見を聞き、無償化も視野に入れ、温かく美味しくなるよう改善する。

111.食育の推進のために栄養教諭を全小学校に配置する。中学校や高校でも食育をすすめる体制を整える。

112.就学援助の所得基準を保護基準の1.3倍相当に戻す。就学援助対応事務員を 低でも国基準に基づき該当校に配置する。

113.就学援助制度は必要な世帯が漏れなく利用できるように全員申請方式とし、制度の周知には申請への躊躇が緩和されるよう思いきった

配慮や工夫をこらす。

（市立高校・特別支援学校）

114.高等学校給付型奨学金の支給対象を全学年及び非課税世帯まで拡大する。

115.定時制高校は志望者全員が入学できるよう定員を増やす。

116.高校の施設改修を計画的にすすめる。悪臭がひどいトイレなどは緊急に改修するとともに、体育館周辺への多目的トイレの新設をすす

める。

117.ＰＴＡ負担となっている市立高校のエアコン費用などは市が責任を持つ。

118.高等養護学校を新設し、特別支援学校のマンモス化を早期に解消する。市立高校に特別支援学級を設置する。

119.発達障害通級教室の全校への拡大をはかる。

（学校運営）

120.標準運営費をはじめとする教育予算を抜本的に増やす。

121.地域に根差した幼児教育の実践の場である市立幼稚園は、保護者や地元の合意がないまま民間移管・統廃合しない。

122.小学校の部活動を2020年から教員以外で担うことについて、児童・教職員・保護者の意見をよく聞き、関係者の納得と合意のもとです

すめる。中学校・高校の部活動については、文科省の通知に基づき「適切な休養日等の設定」を行い、生徒と教員の過重負担を解消す
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る。

123.教科書の選定にあたっては、教育関係者の教科書研究と閲覧に十分な便宜をはかる。一般展示の会場と展示冊数を増やすとともに、閲

覧しやすい環境を整備する。

124.子ども応援委員会の活動について、子ども青少年局にも十分な情報提供を行い、子どもの権利と福祉の視点を学校運営に活かす。

125.スクールソーシャルワーカーを市立の小学校、中学校及び高校（定時制を含む）に配置する。

126.教職員の任用は正規雇用を原則とする。臨時教員の正規採用を積極的にすすめ、同一校で欠員がある場合は継続任用を認める。

127.臨時教職員の待遇について、有給休暇制度などにみられる愛知県や他都市との格差を早期に是正し、正規並みへと引き上げる。

128.いわゆる「過労死ライン」を超える教職員の長時間労働の解消を緊急課題に位置づけ、そのための計画を速やかに策定し、実行する。

129.市立の全学校の体育館・講堂及び特別教室にエアコンを設置する。

（いじめ対策）

130.子どもの命まで奪う深刻ないじめ問題の解決に向け、事件の検証報告も踏まえて、いじめに対応する基本原則を確立する。

131.人権侵害と暴力である、いじめの放置・隠ぺいは、学校における「安全配慮義務」違反であることを明確にして対応する。被害者、遺

族の知る権利を尊重する。

132.いじめの疑いがある段階で様子見せず、全教職員、全保護者で情報を共有し迅速に対応する。被害者の安全を確保し、加害者へもしっ

かり対応する。

133.子どもの自主的活動を育み、いじめを起こさない人間関係を子どもたちのなかにつくる。

134.重大事案発生後に設置される第三者委員会は、構成委員の選出や調査方法に関し、独立性と透明性の確保に留意する。情報開示の是非

については被害者及び保護者の意向を尊重する。

135.教員の多忙化解消、少人数学級の推進、養護教諭の増員など、いじめの予防、発見、相談、解決に取り組むための条件整備をすすめる。

（児童福祉・子どもの貧困対策）

136.いじめや虐待、貧困などの諸課題について及びは「子どもの権利条約」及び「なごや子ども条例」に基づき、子ども青少年局と教育委

員会が協力して、相談と支援、予防とフォローの体制を強化する。

137.不登校の子どもたちのための子ども適応相談センターを増設し、市内４カ所体制を早期に確立する。

138.増加する虐待事案に迅速に対応するとともに、担当者の業務量が過重にならないよう、現在104人の児童福祉司と25人の児童心理司を

さらに増員する。連携する区役所の職員体制も強化する。

139.児童相談所の一時保護所の過密状態を解消する。保護された子どもたちの学習を保障するため、院内学級のような学習支援環境を整え

る。

140.児童養護施設入所者の退所後の生活基盤を確保するため、自立援助ホームなどの居場所づくりをすすめる。

141.児童館の機能と役割を再整理し、子育て支援のための機能を高めるとともに、老朽化対策を強める。

142.中高生の居場所となる役割を備えた新しい「児童館（仮称＝子どもの家）」づくりを中高生の参加ですすめる。

143.「子どもの貧困対策の推進に関する法律」と愛知県の「こども調査」を踏まえ、子どもの貧困の実態を把握し、改善のための行動計画

を当事者の参加も得て作成する。手当の増額など、ひとり親世帯への経済的支援施策を拡充する。

144.「子ども食堂」をはじめ、子どもたちの居場所づくりや学習支援などに取り組む市民活動へのサポートを拡充する。

145.学習支援事業の対象となる児童生徒の年齢や要件を緩和・拡大し、高校入学後のフォロー体制を強化する。

（名古屋市立大学）

146.名古屋市立大学への交付金を増額し、教育と研究の予算と人員を確保する。

147.名古屋市立大学を学生負担軽減モデル大学と位置づけ、学費の引き下げ、学費減免の拡充、スタート支援奨学金の拡充など学生の負担

軽減を大胆にすすめる。

148.市大病院の駐車場待ち渋滞を解消するために、駐車場の立体化や博物館の敷地活用などで必要な駐車台数を確保する。

（若者支援）

149.若者の雇用と生活を守る総合的な施策の推進をはかる。ユースクエア（名古屋青少年交流プラザ）や、子ども・若者総合相談センター

の体制を強化する。就職活動支援やニート・引きこもり支援、スポーツ・文化活動の拠点、若者の居場所となる若者サポートステーショ

ンを地域ごとに設ける。

150.ブラック企業、ブラックバイトなどに特化した相談窓口を設け、非正規雇用などで働く若者からのＳＯＳを受けとめる。繁華街などで

もブラック企業相談会(仮称)を開催する。

151.いわゆるブラック企業への指導監督を関係機関に強力に働きかける。また本市におけるブラック企業の実態調査を行う。

152.不安定就労の若者への支援を当事者が集う場もつくりながらすすめる。

153.市独自に奨学金返還支援制度を創設し、奨学金の返済に苦しむ若者の負担を軽減する。

（図書館・社会教育）

154.志段味・緑・徳重・中村・富田図書館での指定管理者制度の試行を打ち切り、他の図書館への導入を拡大しない。

155.築40年以上が経過し、老朽化がすすむ千種図書館及び守山・名東の各図書館の建て替えを早急にすすめる。

156.「なごやアクティブ・ライブラリー構想」は蔵書数の削減や司書の集約化、民営化の拡大など、市民に身近な図書館サービスを縮小し、

市民の平等利用を損なうものであり、撤回する。

157.専任の学校司書を全校に配置するとともに、処遇改善と勤務時間の拡充をはかる。

158.生涯学習センターをはじめとした社会教育機能の活性化をはかる。

159.瑞穂体育館の設計と建設にあたってはスポーツ関係者や地域住民の要望を反映させる。

４ 中小企業の活性化で雇用と内需の拡大に貢献する

（中小企業支援・雇用）

160.昨年度で累計1,228件となった市内中小企業を対象とする訪問調査の結果を速やかに公開しその成果を施策に反映させる。引き続き訪

問調査を行い、とりわけ製造業などで４人以下の小規模事業所への訪問を増やし、実態把握に努める。
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161.中小企業振興基本条例に基づき、小規模企業に絞り込んだ振興計画を事業者とともに策定する。

162.小規模企業経営力強化設備投資補助金については、補助対象をいわゆるリース契約設備まで拡大するなどして、制度の普及活用をすす

める。

163.工場家賃や設備リース料などの固定費補助制度を創設する。

164.無担保・無保証で納税要件も配慮した、小規模事業者への緊急支援融資制度など、市独自の金融支援策を講じる。

165.責任共有制度による銀行審査が、信用保証付き制度融資の迅速な審査と利用の障害にならないよう、関係機関に働きかける。

166.小規模企業振興資金の利用者に対する保証料補助制度を創設する。小規模事業振興金融公社への支援を強め、融資対象を拡充する。

167.中小企業の魅力を学生に伝えて採用につなげる機会を設ける、市内の中小企業に就職した新卒者に奨学金返済の一部免除を行うなど、

中小企業の後継者対策・人材育成を支援する。

168.短期的な就労支援から正規雇用につながる支援に、雇用施策の基本を切り替え、職業訓練や資格・技術習得など再教育の機会を増やす。

非正規から正規雇用への転換目標を設定し、正規雇用を拡大した企業を支援する。

169.下請業者の相談をていねいに受けとめる体制を整える。小規模事業者に対して行っている専門相談などの積極的な周知を行う。

（公共事業・公契約）

170.公共事業は小規模・生活密着・福祉型に転換し、分離分割発注をすすめる。

171.中小企業向け官公需発注比率（2017年度88.9％）を引き上げる。

172.小規模事業者登録制度を設けるなど、地元業者の受注機会を増やす。

173.公契約条例を制定する。市が発注する公共事業や委託事業について、執行状況の把握と指導を強め、適正な賃金や事業費を確保する。

174.公共事業の 低制限価格を労働者の時給1,000円以上に設定して積算する。

175.業務委託や指定管理者制度のもとで働く人の賃金水準を高める。 低限の時給を速やかに1,000円以上に引き上げ、1,500円をめざす。

176.資材の高騰や人手不足などによる入札不調、契約成立後の事業費追加補正などが相次いでいる現行入札制度を改善する。

177.契約金額がとくに高額な案件について、応札業者が一者のみで落札率が95％を超えた場合には、競争性や価格の正当性など必要な調査

を行うとともに、入札のやり直しも検討する。

５ 脱原発、防災・環境の先進都市をめざす

（脱原発・自然エネルギー）

178.浜岡原子力発電所の永久停止と、大飯原発をはじめとする福井県の原発群の再稼働中止を、中部電力及び関西電力に申し入れる。

179.浜岡及び福井の原発に関する原子力災害の想定に基づき、名古屋市における避難計画の具体化をすすめる。

180.「原子力発電から撤退し自然エネルギーへ転換する名古屋市宣言(仮称)」を行う。自然エネルギーの普及を要にすえた、「自然エネル

ギービジョン（仮称）」及び「自然エネルギー導入促進条例(仮称)」を策定し、自然エネルギーの導入目標を定め、その実現のために

あらゆる手立てを尽くす。

181.市民の力で太陽光発電などをすすめる「市民発電所」づくりを支援する。地中熱利用設備や小水力発電設備などの導入の取り組みを支

援し、バイオマスエネルギーの利活用の拡大をはかる。

182.地球温暖化防止のため、「低炭素都市なごや戦略第二次実行計画」に基づいて、温室効果ガスの排出削減を推進する。

183.住宅の低炭素化促進に向け、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、太陽光発電設備、蓄電システム、家庭用燃料電池システム

(エネファーム)の導入に対する補助金の件数・単価を拡大する。断熱工事など、省エネルギー化のための住宅リフォームに対する補助

制度を創設する。

184.大気や食品などの放射線を測定できるよう、放射線測定機器を各保健センターに備える。衛生研究所の機能と体制を強化する。

（防災・消防）

災害想定

185.地域防災計画は、風水害や地震など複合災害の発生を想定した計画とする。

186.堀川及び尼ケ坂断層など、市内に推定されている断層について、さらなる詳細な調査をすすめ、必要な費用負担を国に求める。

187.台風による高潮・浸水及び、洪水・内水氾濫による浸水想定区域を見直す。

188.愛知県の高潮浸水想定を踏まえたハザードマップを作成する。

189.市内338地域の土砂災害警戒区域の総点検を行い、愛知県に対して必要な開発規制を求めるとともに、安全対策の構築を急ぐ。

190.丘陵部の宅地の危険性に関する大規模盛土造成地の調査を早期に完了し、住民への周知と対策を具体化する。

191.港防災センターの機能を高めるとともに、名古屋大学減災館、名古屋都市センター、港防災センターの連携をはかり、災害の歴史を踏

まえた防災まちづくりをすすめる。

避難先確保

192.津波避難ビルが足りないゼロメートル地帯には、防災公園としての機能を持つ津波避難施設「命山」をつくる。

193.津波避難ビルの充足状況を把握し、指定拡大をすすめる。津波避難ビルへの固定資産税減免制度を活用するため、愛知県と「津波災害

警戒区域」指定について協議する。浸水想定地域での新たな高層建築物には津波避難ビルの機能をもたせる。浸水想定地域のコミュニ

ティセンターは順次3階以上に建て替える。

194.臨海部の開発などに際しては、防災拠点として多面的に活用できるオープンスペースの確保に努める。

195.浸水想定区域の見直しを踏まえ、避難所及び指定緊急避難場所の配置を見直し、安全確実な避難先を確保する。

避難行動

196.浸水想定区域内にある、災害時要配慮者の施設2,140か所の避難確保計画の作成を援助する。

197.大規模な風水害などに対応するため、広域避難や後方支援について愛知県や近隣市町村などとの調整を急ぐ。

198.地域の避難計画策定や地域防災マップづくりなど、住民主体の積極的な取り組みが全学区ですすむよう、地域避難行動計画策定支援事

業を拡充する。

199.ハザードマップを実際の避難行動に活かすために必要な周知と訓練を行う。

200.高齢者や障害者、妊産婦などの避難誘導計画を具体化する。支援を希望する難病患者や、手帳をもたない障害者などにもきめ細かく周

名古屋市政資料№200 （2018年9月定例会）

- 78 -



知し、要配慮者リストに加える。

201.ＮＰＯなどとも連携して、地域の防災リーダーを育てる。

避難所

202.福祉避難所の設置を拡大するとともに、福祉避難所運営指針をつくる。

203.災害時にリスクが大きくなる妊産婦への配慮として、妊産婦・乳幼児専用の避難所の設置を検討する

204.指定避難所のバリアフリー化をすすめ、整備状況を随時、市民に公開する。

205.指定避難所での災害用トイレの備蓄を拡充する。

耐震化促進

206.海岸・河川の堤防・防波堤、護岸・水門など、水際の防災施設の総点検を行い、構造物の耐震化や地盤の液状化対策などの補強改修を

急ぐ。

207.民間木造住宅の耐震診断及び改修工事への助成制度をさらに拡充するとともに、改修費用の無利子貸付制度を創設する。

208.家具転倒防止をＮＰＯや市民の力も活かしてさらに促進する。地域ぐるみ耐震化促進支援事業の対象団体を、ＮＰＯなどの市民団体へ

拡大する。

209.ブロック塀などの撤去助成について、道路沿いに限らず広場や公園に隣接する塀も対象とするとともに、代替となる軽量フェンス設置

への助成も行う。通学路沿いの撤去がすすんだか、他に危険な塀はないか、調査を継続する。

210.上下水道管の耐震化及び老朽化対策をすすめる。

211.液状化対策と軟弱地盤の改良に取り組む。

豪雨・河川対策

212.集中豪雨による道路冠水、住宅などへの浸水対策を強化する。浸水・冠水多発地域での訓練を行う。建物などからの雨水流出防止対策

を強化する。

213.河川敷での樹木の伐採及び除草などを着実に行う。中小河川の浸水対策推進プランを着実にすすめる。

職員体制

214.消防職員を少なくとも「消防力の整備指針」に基づく必要数まで増員する。

215.災害時のライフライン確保のためにも、水道事業などの直営を堅持する。防災拠点でもある水道営業所などの統廃合は行わない。

216.災害廃棄物処理計画の実行を担保できる人員・車両・機材を維持する。

217.大規模災害に対応するための職員を、区役所や土木事務所などに配置するとともに、災害対応のスキルアップをはかる。

被災者支援

218.被害が局地的で災害救助法が適用されない規模の災害でも、必要な支援が即時に行えるよう、必要な体制を整える。

219.仮設住宅の確保について、プレハブを前提とせず、木造仮設住宅や、みなし仮設住宅(借り上げ)を積極的に活用するよう、愛知県と協

議する。

220.被災者生活再建支援法の助成対象外となっている、「一部損壊」「半壊」住宅に対する、市独自の住宅修理・生活再建支援の制度を設

ける。

221.被災者生活再建支援のために、国制度と合わせて全壊家屋への 高額が500万円となるよう、市独自の生活再建支援助成制度を設ける。

222.地盤沈下や斜面の崩れなどを含む、宅地被害への補償を検討する。

（道路）

223.市道弥富相生山線については、道路事業の廃止に向けた課題の解決に取り組むとともに、速やかに都市計画変更を行う。緑地内の園路

については、廃止する市道弥富相生山線のルート上を通さない。相生山緑地の保全・整備計画には住民の意見を反映させる。

224.未着手都市計画道路の整備に関する「第二次整備プログラム」で「計画廃止候補路線」に分類された、「山手植田線」「八事天白渓線」

については、速やかに都市計画の廃止決定を行う。また、「計画廃止候補路線」に分類された30路線は、地元合意を得たうえで速やか

に廃止決定を行う。いまだ地元説明会が未開催の17路線（2018年7月）は速やかに説明会を開催する。

225.名古屋都市高速道路については、騒音・振動・大気汚染などの環境基準・環境保全目標を厳守し、環境非悪化の原則及び都心部への車

の流入を防ぐ都市高速道路の理念を厳格に貫く。

226.建設工事が始まっている名古屋環状二号線名古屋西南部事業 については、沿線住民へのていねいな情報提供と、公害防止対策を関係

機関に働きかける。また、国直轄道路事業負担金については、引き続き負担金の廃止を国に強く要望する。

（環境・公害）

227.名古屋駅周辺や栄地区の再開発などにおいて、環境保全の立場から、環境アセスメントの規模要件を引き下げ、対象となる事業を拡大

する。

228.大気汚染による健康被害者への医療費助成制度をつくる。大気汚染常時監視測定局を増設する。

229.沿道環境改善策として名古屋南部地域の国道23号線で始まった、大型車に中央寄り走行を要請する「国道23号線通行ルール」の徹底に、

市も責任をもって取り組む。公用車及びゴミ収集車に啓発ステッカーを貼る。

230.新堀川・堀川・山崎川・中川運河の水質改善、浄化及び護岸の緑化をすすめ、親水空間として整備する。とりわけ新堀川では浚渫の効

果を検証しつつ、悪臭調査を継続して行い、水流の確保などの抜本的な対策も検討する。

231.県営名古屋空港において、F－35を含めた自衛隊機による航空機の離着陸回数が大きく増加する場合には、「航空機騒音測定・評価マ

ニュアル」に基づき、測定地点・期間などの騒音監視体制を見直す。

232.公害被害の歴史を後世に伝え、資料を保存するために、エコパルなごやのリニューアルにとどまらず、「公害資料館」の設置を引き続

き検討する。

233.家庭から出る可燃ゴミの約3割を占める生ごみを削減するため、生ごみの分別収集・資源化の仕組みを構築する。プラスチック製・紙

製容器包装の資源分別率が低下していることから、分別の必要性や排出方法などについて、ワンルームマンション・共同住宅居住者な

ど対象者を絞って説明会を開くなど、広報・啓発を強化する。

234.木曽川水系連絡導水路事業の中止を国に求め、事業から撤退する。
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235.水質保全のためにも、長良川河口堰は開放する。

６ にぎわいとうるおいのある暮らしやすいまちづくり

（まちのにぎわい）

236.近隣の商店・スーパーの撤退などで、高齢者などが日常の買い物に不便を感じている「買い物困難地域」の実態を調査する。「困難地

域」において民間事業者や商店街、ＮＰＯなどによるミニ店舗や移動販売、「お買い物タクシー」など、買い物機会の提供につながる

取り組みを支援する。

237.「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」が施行された。安全・安心・快適な環境を維持し、魅力と活力ある繁華街となるよう、

引き続き商店街や関係部署との連携を密にして、必要な対策をとる。

238.卸売市場法改正に伴う関連条例の改定にあたり、市場関係者の意見を十分に聴取し、公正な価格形成などに寄与している現行の取り引

きルールを堅持する。

239.小売業や食堂、理美容店などの改修工事・設備投資などに簡易に活用できる、「商店リニューアル助成制度（仮称）」を創設する。古

民家や土蔵、空き家などをリフォームして創業する事業者なども対象とし、歴史的なまちなみの保全と活性化につなげる。

（文化・芸術）

240.文化・芸術関係の予算と支援体制を計画的に拡充し、イベントのみならず予算削減が続く「子ども巡回劇場」などへの市の負担金を引

き上げる。市民芸術祭の予算を増額する。市民の自主的な文化・芸術活動に幅広く支援できるよう助成制度を拡充する。

241.文化団体などが抱える問題や市への要望などを直接聞く機会を設け、施策に生かす。文化施設の技術継承という点からも市の直営に戻

す。

242.市民会館は古沢公園への移転を前提とせず、現在地でバリアフリー化を含めた改修をすすめる。

243.ダンスや演劇などの稽古場不足を解消するために、演劇練習館や音楽プラザのような、安価に利用できる夜間の練習場を増設する。

244.名古屋市内の伝統技術や文化・芸能について、有形無形を問わず、その継承と発展を促進する支援制度を拡充する。地域に根ざした文

化振興を、まちのにぎわいづくりとしても位置づけ支える。

245.名古屋ボストン美術館が閉館に至った原因と責任の所在を明らかにするとともに、今後については当面、市民ギャラリーとして活用し

つつ、市民の文化芸術活動に寄与する施設となるよう検討をすすめる。

（居住福祉）

246.健康で文化的な住生活に必要な面積を定めた 低居住面積水準を満たさない住宅の割合は、2013年時点で名古屋市内は10.3％である。

早期の解消をめざして対策を講じる。

247.新婚家庭や若者世帯などを対象にした家賃補助制度を創設する。定住促進住宅における子育て世帯への家賃減額については、中学生が

いる世帯まで拡大する。

248.住宅確保要配慮者向けの補助事業（住宅改修費補助、家賃減額補助、家賃債務保証料減額補助）の対象を、現在の10戸程度から大幅に

増やす。その際、市独自の補助制度も検討する。

249.瑞穂区白竜町におけるマンション建築紛争を教訓に、片側１車線の幹線道路沿線で近隣商業地域に指定され、絶対高45ｍの高度地域と

されている地区については、都市計画のルール変更も含めた見直しや、地区計画、建築協定などの広報啓発を行う。

250.住宅の性能向上と地域経済の活性化をすすめる、一石二鳥の取り組みである住宅リフォーム助成制度を創設し、耐震改修助成などと組

み合わせて利用できるようにする。

251.マンションなどの集合住宅の大規模修繕やバリアフリー化についても、住宅リフォーム助成の対象として支援する。

（市営住宅）

252.入居希望者が多く高倍率となっている地域では、市営住宅の新規建設を復活する。そのために市営住宅への国庫補助の拡充を国に求め

る。

253.市営住宅駐車場使用料の減免対象を、福祉向け住宅入居者などに拡大する。

254.老朽化した市営住宅の建て替えを推進する。建て替えが困難な老朽住宅については総合的なリフォームを行い、天白区・高坂荘をモデ

ルに実施されている若年世帯向けリノベーション住宅事業を拡大する。

255.外壁改修などの市営住宅の計画修繕については、本市独自の修繕周期の基準年数を定めて、計画期間を順守し実施する。劣化がひどい

個所については、必要に応じて柔軟に修繕に取り組む。

256.市設建築物の耐震診断により、耐震性能の著しい不足と診断された市営住宅については、早急に建替えが進むよう国庫補助の拡充を国

に求める。

257.14.3倍の高倍率(2017年度)となっている単身者向け住宅を増やす。一般募集において応募がなかった住宅については、住宅入居者の年

齢構成等に留意しつつ、単身者向け面積基準（55㎡）を緩和し単身者入居も可能とする。

258.一般募集落選者を対象とした応募ゼロ住宅の再募集案内について、通知ハガキだけでなく、対象住宅一覧を届けるなど、きめ細かく周

知をはかる。

259.空き住宅への入居を促進するために、住宅の間取りや立地、周辺施設の情報をわかりやすく紹介する「市営住宅検索アプリ(仮称)」を

作成・活用するなど、とくに若い世代への周知を工夫する。

260.同性パートナーが市営住宅に入居できるよう、入居申請要件を改める。

（交通）

261.自動車利用と公共交通の割合を「7：3」から「6：4」に引き上げる目標を引き続き堅持（現在64：36）し、公共交通の充実をはかる。

262.パーク・アンド・ライド、パーク・アンド・バスライドなどの推進を始め、環境に配慮した交通体系を形成する。

263.市バス運転手は嘱託職員ではなく、正規雇用の職員で計画的に増やす。委託先企業も含めたバス運転手の健康と安全管理を徹底する。

運転手の確保は、公共交通の維持に不可欠な課題として位置づけ取り組む。

264.市バスの路線及び運行回数については、地域住民の声を活かして充実する。

265.市バス及び地下鉄駅務業務の民間委託については、市営交通としての責務を果たすために、また災害時の対応からも、これ以上拡大し

ない。
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266.地下鉄駅の可動式ホーム柵については、名城線・名港線での整備を急ぐ。鶴舞線についても名鉄との協議を鋭意すすめ、早急に整備方

針を確立する。

267.東山線をはじめ地下鉄各駅ホームの安全対策を徹底する。ホーム端の保守点検用の柵を施錠し、線路やトンネルへの進入を防ぐ。

268.名古屋駅や金山駅など、一日乗降客が10万人を超える主要駅について、名鉄やＪＲ東海、近鉄に対して可動式ホーム柵の設置を急ぐよ

う働きかける。

269.名古屋駅バスターミナルの待合スペースが夏、暑いとの苦情が多い。ミスト噴霧や空調設備の導入などで快適な環境へ改善する。

270.名鉄本線などの高架化事業は、環境と安全に十分に配慮しつつ促進する。

271.自転車利用を促進するための基本となる「指針」を定める。そのために、道路走行に関するルールなどの課題を整理し、自転車利用者

も参加する検討チームをつくる。専用レーンの拡大など、自転車走行の安全性を高める。

（公園・緑地保全）

272.里山など多様な自然生態系を保全・再生し、緑被率 30％目標（2015年時点22.0％）を早期に達成する。新たな緑地保全制度を創設す

る。

273.緑被率を高めるために、多面的な機能を持つ農地の保全に努める。水田を含めた市民農園の積極的な配置などで、現在の1,200haの市

内農地を減らさない。

274.街路樹や道路、河川敷の雑草が伸び過ぎないよう、必要な剪定・除草を計画的に行う。

275.公園遊具の安全点検や樹木の伐採状況などをきめ細かく点検し、安全安心を確保するために公園監視員を公園数に応じて増やす。各公

園での遊具の配置については関係住民、公園利用者の意見や要望を踏まえて検討する。

276.老朽化したテニスコートの整備改修をすすめる。利用者の意見を踏まえてオムニコート(人工芝)化やナイター施設の拡大なども積極的

に検討する。

277.みどりが丘墓地公園に合葬式樹木型墓地を整備する。

（東山動植物園）

278.東山動植物園内での、高齢者や障害者の移動の円滑化を促進する。電動カートの活用など新たな移動手段を検討する。モノレールも移

動手段として位置づける。

279.東山動植物園内のバリアフリー化を促進する。子どもや車いす利用者の目線から、柵や手すりなどの配置についても見直す。

280.動物展示施設の整備は、動物福祉の視点から良好な飼育環境となるよう、バックヤードの確保を含め、計画的にすすめる。

281.鳥インフルエンザなど、感染症に対する予防段階からの総合的な対策をたてる。

７ 大型開発と大企業優先を改め、市民が主人公の市政に

（名古屋城）

282.現天守閣の解体及び2022年12月完成をめざす天守閣木造化は中止する。天守閣をどうするのか、改めて市民の声を聴き、抜本的に再検

討する。

283.現天守閣はまず、耐震改修と老朽化対策、バリアフリー改修を行う。

284.特別史跡として歴史的価値が高い石垣について、石垣部会が求める穴倉・根石・背面などの詳細な調査を優先し、ていねいに保全に取

り組む。

285.学芸員を特別史跡にふさわしく増員する。

286.名古屋城の整備は、櫓の復元や二之丸庭園の保存整備なども含め、総合的かつ計画的にすすめ、城址全体としての魅力向上に努める。

287.現天守閣の博物館機能を向上させ、城址からの情報発信機能を強める。名古屋市博物館などとの連携を強める。

（リニア）

288.ＪＲ東海のリニア建設計画は、沿線住民への事業説明や情報提供が依然として不十分である。沿線住民への十分な説明をＪＲ東海に重

ねて要請する。

289.リニア建設工事が及ぼす環境負荷などの問題は未解決である。沿線住民の理解なしに工事を行わないよう、ＪＲ東海に強く申し入れる。

290.大深度地下使用計画について、ルート上の住民に説明会開催を直接知らせるとともに、ルート上の事前家屋調査を行うことをＪＲ東海

に申し入れる。

291.名城非常口の工事車両運行により、搬出入ルートは交通量の増大による環境悪化が懸念される。必要な環境保全措置の実施をＪＲ東海

に求める。

292.リニア駅開削工事にかかる用地取得について、立ち退き対象の住民からは、転居に伴う不安や立ち退きを望まない声がある。用地取得

の交渉に当たっては、関係住民の意向を十分に尊重し、強制的な土地収用には協力しない。

（市街地開発・大型事業）

293.名古屋駅周辺交通基盤整備については、バリアフリー化や乗り換え利便性の向上を図りつつ、事業費が過大にならないよう留意する。

ＪＲ東海など関係事業者には応分の負担を求める。

294.名駅南の地下公共空間整備事業（ささしま巨大地下通路建設）は中止する。

295.金山駅周辺再開発に関し、市民が必要としている古沢公園を存続させる。

296.臨海部全体のビジョンを示す総合計画を策定する。金城ふ頭地区については、レゴランドの入場者数など必要な情報を関係企業と行政

で共有し、必要な対策が講じられるよう、エリアマネジメントを強化する。

297.料金収入でまかなう名古屋市営金城ふ頭駐車場の収支計画について、損失が生じた場合には関連企業にも応分の負担を求める。

298.国際展示場の建て替えはＰＦＩ方式でなく直営で行う。全国的な需要と供給状況を見定めたうえで過大・過剰な計画とならないよう留

意する。新たな大規模展示場建設は必要性がなく、検討は中止する。

299.あおなみ線のＳＬ定期走行は実施しない。調査費も計上しない。

300.国際会議場の改修・増築にあたっては、需要と供給の状況を見定めたうえで、過大な規模とならないよう留意する。

301.中部空港二本目滑走路の建設促進活動から脱退する。

302.カジノ施設は誘致しない。
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（市政運営）

303.アセットマネジメントについては、「保有資産量の適性化」や民営化など、運営方針の見直しを至上命題としない。「市設建築物再編

整備の方針」に基づく公共施設の整備と維持管理手法については、市民に十分な情報開示を行い、市民の参加と合意を得ることを前提

に、慎重に検討をすすめる。

304.市有地の安易な売却は行わず、地域住民の要望などを踏まえた公的利用をすすめる。

305.議会基本条例を尊重し、議会報告会の開催や議会広報の増ページなど必要な予算措置を講じるとともに、議員の任期中一回の慣例的な

海外視察は予算化しない。

306.常設型の住民投票条例を制定するなど、直接民主主義の仕組みを整える。各種審議会などには、原則として公募市民枠を設ける。

307.男女平等参画推進条例に基づく施策を各分野で推進する。とくに市の各種委員会・審議会などでの女性比率を、現在の36.3％(2018年

4月)から速やかに50%まで引き上げる。

308.西区役所跡地については、医療対応型特別養護老人ホームの整備とともに、それと連携する、多世代が交流でき、コミュニティ機能を

併せ持つ複合的な利用の可能性を追求する。事業者任せにせず、積極的な情報公開に努める。市民意見を聴き反映させる機会を設ける。

309.中村区役所の旧本陣小学校跡地への移転計画の具体化は、住民の参加と合意を得てすすめる。そのために中村区全体を対象とした説明

会をはじめ、各学区単位での説明会、本陣学区での町内単位の説明会などをきめ細かく開く。

310.コミュニティセンターを早期に全学区で整備するために、用地交換による市有地の有効活用に努めるとともに、市による用地取得など、

従来の考え方にとらわれない方策を講じて用地を確保する。またコミュニティセンターの長寿命化をはかるための修繕計画を立案する。

311.市職員定数の削減をやめる。教員、看護師、保育士、消防士、ケースワーカー、給食調理員、図書館司書など市職員の正規採用を増や

す。スクールカウンセラーなど相談業務に従事する職員については、本人の希望を踏まえ、正規職員へ積極的に転換する。

312.市職員の長時間労働の解消に向けて、少なくとも年600時間以上の残業を行っている職員がいる職場については人員増で対応する。

313.官製ワーキングプアとよばれる非正規職員の待遇を抜本的に改善する。公立保育所などで慢性化している臨時・嘱託職員の欠員状態を

解消するために必要な処遇改善を急ぐ。

314.上下水道局について、上下水道の技術継承や大規模災害時の対応に必要な新規職員を計画的に採用する。

315.ごみ収集を担う職員については、日常的な住民サービス向上と安定的な技術継承、及び災害時のセーフティネット維持に必要な人員を

確保するため、新規採用をさらに増やす。

316.アジア競技大会については、スポーツを通して国際平和と友好を促進するオリンピック精神の実現に努めるとともに、簡素で身近なス

ポーツ振興に役立つ大会となるように努める。大会計画の具体化にあたっては、「主催者負担経費800億円、うち公費負担の上限600億

円」という財政計画を堅持する。市民への情報公開を徹底し、大会の民主的運営に努める。大会を口実にした大規模開発は行わない。

（税務・市民税「減税」）

317. 高額所得者優遇の「市民税減税」は、意図的に財源不足をつくり出し、公的福祉の縮小・解体をすすめる「行革」のテコにされてい

る。「減税」は中止し、福祉・くらし充実のための財源を確保する。

318.市税事務所などによる一律かつ強制的な徴収及び差し押さえは行わない。資力を超えた徴収が強制的に執行されていないか調査する。

319.滞納者の生活と営業の実態に寄り添い、相談者の意向を十分に踏まえて納税猶予・換価の猶予・分割納付及び処分停止の制度を柔軟に

適用する。

320.税務担当職員を対象とする小規模事業者の実態や課税の仕組みなどに関する研修を事業所訪問を含めて行う。

321.市税事務所を廃止し、税務課及び納税課の機能を区役所に戻す。税金や保険料などくらしに関する相談に総合的に応える。

322.市民税減免制度について周知方法を改善し、申請期限を延長する。

323.納税者の権利保障を明らかにした「市民納税者憲章(仮称)」を制定する。

（平和）

324.市長の南京大虐殺否定発言は名古屋市としての公式見解ではないことを南京市に伝えるなどして、交流の再開に努める。

325.「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」に賛同し、「平和首長会議」加盟都市にふさわしい非核平和行政を推進

する。被爆者援護を拡充し活動を支援する。核兵器廃絶を明言した非核平和都市宣言を行う。

326.市街地における行軍訓練の中止を自衛隊に申し入れる。中学校の自衛隊基地での職業体験をやめる。陸上自衛隊高等工科学校の募集案

内を中学校において配布しない。

327.名古屋空港の基地機能強化とブルーインパルスの曲技飛行に反対する。曲技飛行についての自衛隊との協議内容を公開する。

328.軍艦船の入港及び武器や資機材の搬入搬出を含む、名古屋港の軍事利用に反対する。

329.武力攻撃を前提にした国民保護法に基づく対応では、市民生活を守れない。国民保護法の廃止を国に求める。

（人権）

330.いわゆる「ヘイトスピーチ対策法」の成立を踏まえ、施設管理に関する条例に禁止行為の明確なガイドラインを設けるとともに、ヘイ

トスピーチの防止と根絶に向けた、実効性ある「ヘイトスピーチ対策条例(仮称)」を制定する。

331.「人権都市宣言」（仮称）を行い、民族差別や性的マイノリティの排除を許さず、市民の人権と個人の尊厳を守る立場を明確にする。

332.性的マイノリティへの差別や偏見をなくすために、パンフレット作成など啓発活動に取り組む。「パートナーシップ宣誓制度」を導入

するとともに専門相談窓口の設置など、当事者に寄り添う支援を行う。

333.性暴力防止に向けた理解促進のためのグッズを作成し、学校などで活用する。性暴力救援センターの運営及び業務の拡充について、愛

知県に必要な施策を求めるとともに、市としても積極的に支援する。
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2018年8月23日 中日新聞

2018年9月6日 中日新聞

2018年9月4日
読売新聞
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読売新聞
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2018年8月14日 朝日新聞
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読売新聞

2018年9月22日 朝日新聞
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2018年10月6日 朝日新聞

2018年9月22日
日経新聞
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2018年8月23～26日 朝日新聞



名古屋市政資料№200 （2018年9月定例会）

- 91 -

2018年8月27日 朝日新聞

2018年10月3日 読売新聞

2018年9月29日
毎日新聞

2018年9月29日日経新聞

2018年10月6日 中日新聞
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2018年10月10日

読売新聞

2018年10月17日

読売新聞

2018年10月31日 読売新聞





(北区)

岡田ゆき子
℡ 915-2705

(西区)

青木ともこ
℡ 532-7965

(中村区)

藤井ひろき
℡ 411-4161

(中区)

西山あさみ
℡ 263-0500

(昭和区)

柴田民雄
℡ 858-3255

(中川区)

江上博之
℡ 363-1450

(港区)

山口清明
℡ 651-1002

(南区)

高橋ゆうすけ
℡ 692-4312

(守山区)

くれまつ順子
℡ 793-8894

(緑区)

さはしあこ
℡ 892-5190

(名東区)

さいとう愛子
℡ 704-1928

(天白区)

田口かずと
℡ 808-8384

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/
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