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一、11月市会定例会は、11月21日～12月10日の会期で行われまし

た。補正予算案など16議案が当初に提案され、追加で人事案件

１件が提案されました。

一、河村市長が人事委員会の勧告を受け入れ５年ぶりに給与改定

を提案。通常は12月の間に合わせるため11月中に審査しました

が、今回は本給の改定がなく期末手当のみだったため、通常の

委員会で審査しました。

一、補正予算案は総額7.16億円。一般会計2.65億円は民間ブロッ

ク塀撤去助成、苗代小学校用地取得、上志段味土地区画整理組

合への貸付。繰越明許として、改元情報が四月以降になること

によるシステム改修費など10件。特別会計は4.51億円で区画整

理と震災対策基金などが計上されました。

一、日本共産党市議団は、17議案すべてに賛成しました。

一、議案質疑では、柴田議員が「障害のある人もない人も共に生きるための障害

者差別解消推進条例の制定」について質問。議案外質問では、くれまつ順子議

員がＪＲ新守山駅西の改札口と名古屋空港のＦ３５戦闘機の試験飛行、岡田議

員が買い物弱者への支援と障がい者グループホームでのバリアフリー対応、さ

はし議員が福祉避難所の確保と保健センターでの避難訓練、山口議員が医療法

人偕行会の不正について、それぞれ質問しました。

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件の意見書案の協議

が各会派政審委員長会でおこなわれ、理事会、議会運営委員会をへて、５件が

成立。日本共産党議員団が提案した３件の意見書案はすべて否決されました。

一、閉会中審査で不採択となった１の請願について、本会議で採決が行われまし

たが、自・民・公・減の反対で不採択と打切になりました。

一、新規請願は８件、陳情は３件が受理されました。日本共産党は請願８件すべての紹介議員になりまし

た。

一、減税団長の浅井康正議員が今年建設した自宅ブロックの建築基

準法違反問題（今年6月の大阪南部地震での高槻市のブロック塀の

倒壊・死亡事故があったにもかかわらず、9月に違法ブロックを築

造。議会では危険ブロックへの対応と撤去費用の助成が議論され

ていたし、名古屋市からの撤去要請も無視してきた）で団長を辞

任、減税日本ナゴヤ市議団を離団し、一人会派「市民の会」を設

立しました。離党はしていません。浅井議員は所属していた教育

子ども委員会での副委員長を辞任し、財政福祉委員会へ移動し、田山議員が財政福祉委員から子ども教

育委員会に変更になりました。本会議の議席も変更されました。

一、減税幹事長の田山議員が、今年５月に浅井団長が教育子ども委

員会副委員長就任に対して、過去の身勝手な行動から就任を批判

する声があり、それに対し「よく指導する」との約束があったこ

とに対する責任も追及されました。

一、減税の団長には鈴木孝之議員になりました。
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１１月定例会について

１１月定例会日程表

月日 曜 時間 会議 備考

11月21日 水 11時 本会議 補正予算等提案説明

11月28日 水

10時 本会議
議案質疑、議案外質
問

11月29日 木

11月30日 金

12月3日 月 10時

委員会

12月3日は3分間演説
の後、委員会審議。

補正予算や条例改正
案などを審議

12月4日 火

10時
30分

12月5日 水

12月6日 木

12月7日 金

12月10日 月 １時 本会議 補正予算などの採決

12月11日 火 予備日

◇会派構成（2018年12月10日現在）

日本共産党名古屋市会議員団（共産） １２

自由民主党名古屋市会議員団（自民） ２２

名古屋民主市会議員団（民主） １８

公明党名古屋市会議員団（公明） １２

減税日本ナゴヤ（減税） ８

なごや無所属クラブ（無ク） １

市民の会（市民） １

欠員（緑区） １

違法ブロック塀



条例の目的は差別行為や差別意識を根絶させること

【柴田議員】2013年に制定された国の障害者差別

解消法、2015年に制定された愛知県障害者差別解

消条例に続き、本市においてもやっと差別解消推

進条例が制定される段階を迎えられたことを喜ぶ

とともに、その過程で多くの当事者の皆さんのお

力をお借りしてきたことに対して感謝を申し上げ

たいと思います。

この第1条（目的）に示されている「障害の有無

にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され、住

み慣れた地域で安心して暮らせる社会」という社

会像は、まさにその通りの社会をぜひ実現したい

し、そのために共にがんばりたいと思うものです。

しかし現実には、社会的障壁も多く存在してお

り、合理的配慮の欠如や、不当な差別的扱いも多

く残っています。また、障害の有無によらず一切

の暴力行為も根絶させられるべきものですが、と

りわけ障害に対する無理解や差別意識からくる、

しょうがい児・者への虐待行為なども、教育機関

や医療機関など閉塞的な状況であるほどに、根絶

することは決して容易いことではないように見え

ます。

そこで伺います。この条例の目的として実現を

目指す社会では、障害者に対する差別行為を含め

て、それらの根底にある差別意識を根絶させるこ

とを目的としていると考えてよろしいでしょうか。

障害の有無に関わらず、誰もが人格と個性を尊重

され、共に暮らせる社会を目指す（健康福祉局長）

【健康福祉局長】これまでも、障害者権利条約、

障害者基本法、障害者差別解消法等の趣旨に沿っ

た取り組みを進め、 「障害のある人もない人もお

互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる

地域社会」の実現に努めてきました。

一方で、今なお、障害や障害者に対する誤解や

偏見があり、周囲の理解が不十分なことにより、

障害者の自立や社会参加が妨げられているという

現状があります。

この条例では、市、事業者及び市民における障

害や障害者に対する正しい知識や理解を深め、一

体となって、障害を理由とする差別の解消の推進

に取り組むことで、障害の有無に関わらず、誰も

が人格と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心

して共に暮らせる社会の実現を目的としている。

条例は実効性のある意識啓発策を要請している

【柴田議員】本条例を制定するにあたって、この

条例の理念と仕組みに基づいて、率先垂範の観点

から、本市の施策のなかで、障害者差別を行わな

い、しょうがい児・者に対する虐待を行わないと

いう、強い姿勢を示す必要があろうと思います。

ところが、本市では近年、差別を助長するよう

な事件が起こっています。

その一つが、天白養護学校で起こった障害児に

対する虐待事件です。

今後、本条例を制定し、施行してゆくなかで、

差別解消の意識啓発を行っていく見本となる必要

があります。
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議案質疑（11月28日）

障害者の皆さんの思いにこたえるよう、障害者差

別解消推進条例にそった施策の推進を

柴田民雄 議員

障害のある人もない人も共に生きる
ための障害者差別解消推進条例の制

定について



そこで伺います。本条例案第20条（啓発等）で、

「全ての人が相互理解を深めることができる機会

及び情報の提供を行うものとする」としています

が、このようなケースに対して、たとえ学校であ

ろうと例外なく、しょうがい児本人や保護者・家

族などの不安が払しょくされる、実効性のある意

識啓発策を示し取り組むことを要請しているとい

う考え方でよろしいですか。

障害を理由とする差別の解消の推進に市は率先して

取り組むべき（健康福祉局長）

【健康福祉局長】実効性のある意識啓発策障害者

に対する虐待や差別の背景には、障害や障害者に

対する誤解や偏見、理解の不足があることが考え

られる。その解消のためには、正しい知識や理解

を深めていくことが、非常に重要なものです。今

後は、条例に関して幅広く広報啓発を進めること

で、条例の趣旨及び理念の浸透を図っていきたい。

加えて、障害を理由とする差別の解消の推進に

率先して取り組むべきと考えており、市職員も、

なお一層障害や障害者に対する理解を深め、職員

対応要領に則った適切な対応が図れるよう、研修

等の充実を図っていく。

天守閣へのエレベーター不設置方針は、条例に照ら

し是正されるべき

【柴田議員】もう一つの問題が、天守閣へのエレ

ベーター不設置問題です。

ＮＰＯ障害者インターナショナル日本会議の皆

さんは、5月の本市会議長に対する申入れの中で、

「スプリンクラー」「屋内の照明」「館内アナウ

ンス設備」など例をあげ「多くの人が利用するも

のは史実に忠実ではなくても設置するのに、障害

者や高齢者等が必要なエレベーターは史実に忠実

という名のもとに設置しない。これは障害者への

差別です。」と訴え、条約が「新規の施設は誰も

が利用できるユニバーサルデザインにしなければ

ならないとしています。」と、この件が、障害者

権利条約に違反していると指摘しています。

また、新聞報道によれば、車いす利用の弁護士・

東(ひがし)俊(とし)祐(ひろ)さんは「名古屋市の

方針は合理的配慮以前の問題です。現在の名古屋

城にはエレベーターがあるのに、それを壊してま

で、障害者が上れない城をわざわざ再建しようと

いうのですから。これは差別解消法が禁じる直接

差別。障害を理由にした『不当な差別的取り扱い』

にあたると考えます」と述べ、障害者差別解消法

に違反すると指摘しています。

本条例は、障害者権利条約に基づいて作られた

障害者差別解消法に対し、より一層推進する立場

で作成されているはずであり、法律で禁じている

のに条例で例外を認めるものではないはずです。

そこで伺います。「不特定多数の者の利用に供

される建物」に対して、障害者の皆さんがエレベー

ター設置を求めているのに、設置しないまま工事

を認めることは、本条例案基本理念、不当な差別

的取り扱いの禁止義務規定、合理的配慮の提供義

務規定に照らして、是正が求められるものなので

はありませんか。見解を伺います。

バリアフリー環境の整備は重要だが、不当な差別的

取扱いの禁止や合理的配慮の提供の規定から是正

が求められるものではない（健康福祉局長）

【健康福祉局長】本条例では、障害の有無にかか
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わらず、誰もが等しく基本的人権を生まれながら

に有する個人として尊重され、地域で自立した生

活を営む権利が保障されることを前提として、あ

らゆる分野の活動に参加する機会が確保されるこ

と等を、障害を理由とする差別の解消を推進する

ための基本理念として第3条に掲げている。

この基本理念に基づき、条例第7条では、本市及

び事業者が施設や設備の整備を始めとする必要な

環境の整備に努めなければならないと規定してい

る。不特定多数の者に供される建物のバリアフリー

環境の整備は、この環境の整備にあたるものであ

り、バリアフリー法等の既存の法令における義務

付けの対象となることはあるが、不当な差別的取

扱いの禁止や合理的配慮の提供の規定に照らし是

正が求められるものではない。

しかし、合理的配慮を的確に行うためには、環

境の整備を進めることは重要であり、条例の理念

及び規定について、幅広く広報啓発を進め、理解

の浸透を図ることで、必要な環境の整備が進むよ

う努めたい。

「すべての“ひと”や“まち”が段差や壁をなくすために柔

軟に変容していく」（河村市長）という考えに従い、今後名

古屋市が作ってゆく建物も柔軟に変えていくべき

【柴田議員】市長は提案理由説明の中で、「例え

ばアメリカでは、世界に先駆けて障害を理由とす

る雇用差別を禁止し、障がいの有無にかかわらず

働くチャンスは平等であることが大前提となって

おります」と述べています。また「障がいのある

方が“障がい”を感じるかどうかは、社会の側の

問題であって、行政、企業、学校、地域コミュニ

ティをはじめ、すべての“ひと”や“まち”が段

差や壁をなくすために柔軟に変容していくことが

重要でしょう」とも述べています。

その通りです。

そこで市長に伺います。おっしゃる通り、今後

名古屋市が作ってゆく建物も、この考えに従って、

柔軟に変えてゆくんですよね。

過度の負担とならないような合理的配慮という規定があ

る（河村市長）

【河村市長】提案理由説明で述べたことはそのま

まです。局長もいいましたように、法律はちゃん

と条文を持ってまして、過度の負担とならないよ

うな合理的配慮をすること、またそのような環境

を整備することを規定しており、そういう精神で

今後やっていくということです。

個人の違いが、社会参加への障害とはならず、個性とし

て尊重されるよう社会が変容すべき（意見）

【柴田議員】過度の負担かど

うかは、これから作る物を設

計する段階で、まだ十分検討

する余地があるのに、ことを

強引に推し進める理由にはな

らないと思います。

繰り返しになりますが、本

条例案第1条（目的）に示さ

れている「障害の有無にかかわらず、誰もが人格

と個性を尊重され、住み慣れた地域で安心して暮

らせる社会」という社会像は、まさにその通りの

社会をぜひ実現したいし、そのために共にがんば

りたいと思うものです。

市長の提案理由説明にある通り、障害を障害た

らしめているのは社会の側の問題であり、障害者

本人に障害があるのではありません。あるのは一

人一人の違いだけです。一人一人の違いが社会参

加への障害にならなくなるだけでなく、その違い

が個性として尊重されるようになるまで、社会の

側が変容してゆくことを、この条例案は求めてい

るのだと思います。

その観点に立って考えれば、先ほどの健康福祉

局長の答弁の、バリアフリー法等の既存の法令に

おける義務付けの対象となるという答弁は重要で

す。法令違反の可能性のある建物を、本市の条例

案で是正を求めることができないということで、

市民の納得が得られるのでしょうか。引き続き委

員会での議案審査で継続してまいります。

この条例案は、条文を見れば、障害者の皆さん

の願いに応える、よいものだと思います。

しかし、提案者の市長の姿勢はどうでしょうか。

「まず隗より始めよ」という言葉を市長にお贈り

して、議案質疑を終わります。
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JR新守山駅の東西駅前広場の都市計画の

考え方はどうだったのか

【くれまつ議員】今、各行政区で実施されている

タウンミーテイングは、名古屋市の今後の総合計

画に対して、市民のみなさんからこんな名古屋に

してほしいと、熱い思いが語られる場になってい

ます。

守山区のタウンミーテイングでは、新守山の西

側で人口が増えている、新守山駅は東側に駅前広

場があるが、西口や南口にはないので整備してほ

しいなど、駅周辺の開発整備を求めるご意見があ

りました。

今回、次期総合計画で、災害に強く、環境にや

さしい持続可能な都市を構築するとして、こんな

名古屋をつくろうとよびかけている時です。西駅

前広場の整備は守山区公職者会で要望しているこ

とですので、新守山駅周辺の都市計画が進んでい

くよう質問をします。

先ず、駅周辺の都市計画は、どのような内容に

なっているのでしょうか。

今から数十年前、昭和35年8月に駅周辺の都市計

画は策定されています。

駅周辺の都市計画の施設をパネルにしましたので

ごらんください。

駅をはさんで東西の都市計画道路は、西側に幅

員16ｍの幸心線、東側に幅員18ｍの大永寺線、ま

た、それぞれの都市計画道路の端部に西駅前広場

1000㎡、東駅前広場3300㎡が計画されています。

しかし、これら東西の駅前広場の距離は離れてお

り、都市計画道路でつながっておらず、このよう

な形で計画されている駅前広場は、おそらく市内

ではここだけかもしれません。どのような考え方

で都市計画を決定したのか、数十年前のことなの

で、当時の地図や歴史をひもとかないといけない

と思います。古い地図は住宅都市局にはあると思

います。そこで、ＪＲ新守山駅周辺の道路や駅前

広場の都市計画はどのような考え方で策定されて

いるのか、都市計画を所管する住宅都市局長に伺

います。

東西に駅前広場を設け、そこを起終点として都

市計画道路を配置し駅周辺の交通を処理する

計画（局長）

【住宅都市局長】ＪＲ新守山駅周辺の道路や駅前

広場の都市計画は、1960年8月に決定され、線路の
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議案外質問（11月28日）

ＪＲ新守山駅の西駅広場と改札口を／名古屋空港の

Ｆ３５戦闘機の試験飛行は危険で騒音も大変

くれまつ順子 議員

ＪＲ新守山西駅前広場の
整備について



東西にそれぞれ駅前広場を設け、これら東西の駅

前広場を起終点として都市計画道路を配置するこ

とで駅周辺の交通を処理する計画としている。現

状は地下道で東西それぞれの都市計画道路をつな

ぎ、西側からの駅利用者も東駅前広場を利用して

いる。

西駅前広場の都市計画の見直しと

事業化に向けた検討を

【くれまつ議員】1960年に都市計画が策定された

後、都市計画道路は順次整備され、1977年に東駅

前広場が整備されていますが、西駅前広場は、未

整備のまま今日に至っています。1964年に貨物駅

といっしょに開業した新守山駅ですが、貨物駅の

機能は廃止され、現在はショッピングセンターや

娯楽施設が開発整備されています。そのような中

で、駅西側の地区の人口は年々増加しており、ま

た、１日の乗車人員も8,000人に迫ってきており、

西駅前広場の整備への地域住民の期待が高まり、

できる限り早く西駅前広場の整備を望む声が広がっ

ています。

西駅前広場は、周辺の土地利用の状況や駅の位

置から考えれば、現在の計画のまま整備するので

はなく、東駅前広場の反対側のところに位置等を

見直すべきだと考えます。

そこで、住宅都市局長に伺います。ＪＲ新守山

駅の西駅前広場の都市計画を今後どのように見直

すことで、駅周辺の都市計画を実現するつもりで

あるのか、事業化に向けた展開についての考え方

をおたずねします。

西側から駅を利用するための新たな施設を

整備する必要があり、関係者との調整など、

必要な対応をしたい（局長）

【住宅都市局長】西駅前広場の整備は、現在、西

側から駅を利用できる状況ではないため、鉄道事

業者と調整して西側から駅を利用するための新た

な施設を整備する必要がある。

西駅前広場の整備には、こうした施設整備や周

辺の土地利用と連携して効率的に進めていくこと

が重要と考えている。そのため、今後の周辺まち

づくりの動向を見極めつつ、関係者と調整するな

ど、必要な対応をしていきたい。

市がプランをしめしながら、鉄道事業者などと積

極的に会合の場がもてるように働きかけを（意

見）

【くれまつ議員】住宅都市局長からは西側から駅

が利用できるように新たな施設整備が必要である

という答弁をいただきました。西駅前広場の整備

の進め方についても確認をさせていただきました。

地元から粘り強く要望が出ている都市計画ですの

で、現状に合わせた西駅前広場の図面などをどう

つくっていくのか、やはり、本市がプランをしめ

しながら、鉄道事業者などと積極的に会合の場が

もてるように、働きかけを強めていただくように、

要望をしまして、この件は終わります。

Ｆ３５の試験飛行はどれだけ行われたのか

などの情報はどうなっているか

【くれまつ議員】次に、県営名古屋空港における

Ｆ３５戦闘機の試験飛行について、伺います。

昨年11月議会で県営名古屋空港を飛ぶ航空機騒

音の問題をとりあげました。騒音の中でも今まで

に聞いたことがないすさまじい爆音を響き渡らせ

るＦ３５戦闘機について、飛行ルートをもとに騒

音測定をし、監視体制の強化を求めて質問をしま

した。Ｆ３５の飛行回数が増えてくれば、測定方

法もみなおすという答弁でした。

私は、騒音の質問をした後、守山区民のみなさ

んによびかけて航空機騒音調査を行いました。自

衛隊の監視活動を行っておられるＳさんは名鉄瓢

箪山駅付近で月に2回くらい、昼間、どんな航空機

がどの方角にどのように飛んだかと調査をされま
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県営名古屋空港のＦ３５戦闘機の
試験飛行について



した。その報告書によれば、Ｃ１３０輸送機やＫ

Ｃ７６７空中給油機など７種類の自衛隊機が、小

牧基地方面へ飛行したり、東から西へ旋回飛行、

Ｆ１５戦闘機の爆音も聞いた。１日の飛行回数は

高で16回観測されたとのことでした。4月19日に

はＦ３５がものすごい音で飛んだことを教えてい

ただきました。Ｓさんが撮影されたＦ３５戦闘機

です（写真）。「他のジェット戦闘機と比べて、

遠くから大きな音がしたために、写真を写したら

噴射口が一つのＦ３５だった」そうです。また、

守山区の市営住宅本地荘の方から、「うちは自衛

隊機の飛行ルートになっている。ものすごい爆音

で飛んだ。」

Ｆ３５戦闘機は名古屋市内上空をすさまじい爆

音を放ちながら試験飛行を行っています。昨年6月

から始まっている試験飛行。38機を組み立てると

いうことです。Ｆ３５戦闘機が県営名古屋空港を

利用する際には、防衛省から県営名古屋空港を運

営している愛知県に情報提供があり、愛知県から

空港周辺の自治体にＦＡＸで情報提供があるとい

うことを聞いております。

そこで、県営名古屋空港を所管する観光文化交

流局長にお尋ねします。

Ｆ３５の試験飛行については、国から愛知県に

対して「Ｆ３５の試験飛行に係る地元への説明」

がされていると、国会答弁がありますが、どのよ

うな説明がなされているのでしょうか、Ｆ３５は

昨年度から今年度までのところで何号機まで組み

立てられて、何日、何回、名古屋市内上空を飛ん

だのでしょうか、お伺いします。

42機取得し、１機４回の試験飛行を昼間に実施。

昨年は６回、今年はこれまでに17回（局長）

【観光文化交流局長】Ｆ３５の試験飛行に係る地

元への説明としては、2017年４月20日に国から愛

知県を通じて情報提供があり、航空自衛隊が同機

を42機取得するといった導入計画のほか、試験飛

行は、米国政府が管理する機体として、米国及び

防衛省による安全性の確認を経たのち実施され、

原則1機４回、平日の昼間に実施されるとのことで

した。組み立て機数については情報提供がありま

せんでした。

Ｆ３５の飛行日数および回数は、昨年度6日間で

7回、今年度は10月末現在14日間で17回の飛行であっ
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小牧空港で見られる主な自衛隊機

Ｃ-１３０Ｈ ＫＣ-７６７ Ｆ-１５Ｊ Ｆ-３５Ａ

輸送機（ハーキュリーズ）

乗員 6名＋64～92人

全幅 40.4m

全長 29.8m

全高 11.7m

自重 32.940kg

エンジン 4基

制作 ロッキード

全備重量 約70.3t

大速度 620km/h

航続距離 約20t/4,000km

約9t/8,200km

空中給油・輸送機

乗員 ４～8人＋200人

全幅 48m

全長 49m

全高 16m

大離陸重量 約176t

エンジン 2基

制作 ボーイング社

大速度 850km/h

航続距離

7,000km（30ｔ搭載時）

戦闘機（イーグルス）

乗員 1人/2人

全幅 13.1m

全長 19.4m

全高 5.6m

エンジン 2基

大速度 マッハ約2.5

航続距離 約4,600km

武装

20mm機関砲

空対空レーダーミサイル

空対空赤外線ミサイル

ステルス戦闘機

乗員 1人

全幅 10.7m

全長 15.6m

全高 4.4m

エンジン １基

大速度 マッハ約1.6

航続距離 約2,200km

武装

25mm機関砲

空対空レーダーミサイル

空対空赤外線ミサイル



たと把握している。

いつまで試験飛行が続くのか、飛行スケジュール

などの詳しい情報が不明。情報提供を求めよ

（意見）

【くれまつ議員】Ｆ３５試験飛行日は、昨年度７

回が今年度10月末まで17回と飛行回数が倍以上に

増えていることがわかりました。試験飛行は、１

機あたり４回で42機購入計画である、何号機が飛

んでいるのかは、不明ということでした。いつま

で試験飛行が続くのか、飛行スケジュールなど詳

しい情報はわかりません。名古屋空港の安全・安

心の利用という

点から、観光文

化交流局におい

ては、愛知県に

詳細な試験飛行

の情報提供を求

めていただくよ

う要望します。

F３５によって航空機騒音は増えたのか

【くれまつ議員】一方、県営名古屋空港を利用す

るＦ３５含む自衛隊機の飛行による騒音の苦情は

昨年から増えているのでしょうか、航空機騒音の

測定結果に影響が出ているのでしょうか、Ｆ３５

の試験飛行回数が昨年から増えている状況である

わけですが、現時点で騒音測定の対象航空機とい

うふうにみなされているのかどうか、環境局長に

伺います。

航空機騒音はこの３年間で４件、３件、１件（局長）

【環境局長】Ｆ３５を含む自衛隊機の飛行による

騒音の苦情は、2016年度４件、2017年度３件、20

18年度は10月未までの集計で1件となっています。

航空機騒音の測定は、国の定めた「航空機騒音

測定・評価マニュアル」に基づき、毎年市内２か

所で定期的に実施し、測定結果は、北区六が池町

で2016年度が60デシベル、2017年度は58デシベル、

守山区守山二丁月で2016年度が57デシベル、20

17年度は56デシベルとなっており、大きな変化は

ないと考える。

騒音測定の対象は、測定期間中に飛行するすべ

ての航空機で、今後も引き続き、このマニュアル

に基づき、航空機騒音の測定を適切に行い環境基

準の達成状況を評価していきたい。

騒音測定の場所や測定日数を増やすなど、騒

音監視活動強化を（意見）

【くれまつ議員】昨年から始まったＦ３５の試験

飛行ですが、今年1月から2月に北区と守山区で騒

音測定が行われました。ちょうど測定装置を守山

区に移動させる切れ目の日にＦ３５が飛行したた

めに、測定されなかったということを聞いており

ます。１年間に２週間、２地点での測定で、Ｆ３

５の爆音がそもそもその日に飛ばなかったら測れ

ないということですから、騒音測定の方法の見直

しをぜひ検討していただきたいと考えます。毎日

のように自衛隊機Ｃ１３０が低空飛行訓練してお

り、それに加えて、Ｆ３５戦闘機の試験飛行が増

え、爆音の発生が増えていくことが大変心配され

ますので、騒音測定の場所や測定日数を増やすな

ど、騒音監視活動強化を要望しておきたいと思い

ます。

試験飛行段階は米軍所有で、日米地位協定が

適用される。飛行中止を申し入れよ

【くれまつ議員】次にＦ３５の爆音問題に加えて、

安全性への懸念が広がっています。自衛隊機や米

軍機の事故が全国で発生しています。Ｆ３５戦闘

機は米国防総省報告書で重大な276件の欠陥が指定

され、それに加えて米国政府監査院報告書で966件

の欠陥が指摘されており、未完成な戦闘機といわ

れております。国産初号機の初飛行直後の昨年6月

にはトラブルで県営名古屋空港に緊急着陸をし、

今年4月には、燃料を空中で投機し空港に緊急着陸

するという事態となっています。さらに今年9月に

は米国サウスカロライナでＦ３５が墜落事故を起

こしています。欠陥をかかえたＦ３５の試験飛行、
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航空機騒音の調査結果
（Ｌden）（単位：㏈）

①北区
六が池町

②守山区
守山二丁目

2014年度 61 57

2015年度 60 55

2016年度 60 57

2017年度 58 56

環境基準
(用途区域)

57
(第1種
住居地域)

57
(第1種
住居地)



騒音問題に加えて、安全に飛ぶのか、不安が増大

します。

さらに、新たな問題は、自衛隊が購入するＦ３

５戦闘機は三菱小牧南工場で組み立て、試験飛行

段階までは、米軍の所有と管理のもとに置かれる

ということが日本共産党の本村伸子衆院議員の4月

5日に行った国会質問で明らかになりました。「日

本側への引き渡しが行われる前に試験飛行を行う

Ｆ３５戦闘機は、米国政府が管理をしております

ので、日米地位協定の適用のある航空機となりま

す」という答弁です。

日米地位協定によって、Ｆ３５が市内上空で爆

音をまき散らしていくことになっても、国の防衛

政策によるから、爆音を低減せよということはで

きないというのが、地位協定です。住宅密集地で、

安全に飛ぶかどうか試験飛行をして、万一墜落し

たら、大惨事になります。そういった大惨事・事

故が起きないよう住宅密集地で試験飛行するなと、

いうべきではないでしょうか。そこで、市長に伺

います。米軍管轄のＦ３５戦闘機の試験飛行が国

の防衛政策であっても、市民を守るために、Ｆ３

５をとばさないようにと言うべきではないでしょ

うか。

空港周辺の自治体の首長、春日井市長、小牧市

長、豊山町長は、空港の安全利用の観点から、国

に米軍機の飛行中止の申し入れをされております。

名古屋市も空港に隣接した周辺の自治体です。県

営名古屋空港は米軍機の離発着はこれまでオスプ

レイが名古屋市内上空を飛びました。これから米

軍管理のＦ３５が試験飛行の回数がふえていく前

に、Ｆ３５試験飛行を中止せよと国に申し入れる

べきではないでしょうか。

市長のお考えを伺います。

国家の安全保障上のことなので、

私が言う立場でない（市長）

【市長】Ｆ３５は「日米地位協定」により米国の

管理下にあり、航空法の一部について適用を受け

ずに航行をすることができるということだそうで

す。

2018年4月5日の衆議院の総務委員会において、

政府側から「米軍機の運用に際しては、安全性が

大限確保されることは当然でございます」との

答弁がなされています。

これはきわめて国家の安全保障上のことでござ

いますので、私が言う立場でないと思います。

試験飛行中止の申し入れを（再質問）

【くれまつ議員】日米地位協定の実施により、航

空法の一部について適用を受けずに航行できると

いうことですが、いくら騒音測定を環境局にて行っ

ていただいても、騒音基準が適用されないのでは

ないかと心配されます。

米軍基地のある自治体で

は騒音被害で訴訟が起き

ています。市長、これか

らＦ３５の飛行回数が増

えていきます。今までき

いたことがない爆音で市

民が苦しんでいくことが

想像されます。市長は、

それでよいとお考えでしょ

うか。

騒音はルールがあるので環境局がやらないかん

（市長）

【市長】騒音は騒音できちっとしたルールがあり

ますので、きちっと、環境局がやらないかんと思

います。

市民の生命財産を守るために力を尽くせ（意見）

【くれまつ議員】その騒音も、日米地位協定によっ

て適用されないという心配があるのです。米軍基

地がある自治体では騒音問題での訴訟が起きてい

るくらいです。

自治体の使命は住民の生命・財産をまもること

にあります。日米地位協定によって万一の事故が

起きた場合には、自治体で原因が追究できないと

いうことになります。全国知事会はこうした米軍

の事故の被害から住民を守るために日米地位協定

の見直しを決議しています。米軍機の飛行で、市

民生活が脅かされないよう、市長におかれまして

も、市民の生命財産を守るために力を尽くされる

よう、強く要望しまして、私の質問を終わります。
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買い物弱者の実態を具体的に把握しているか

【岡田議員】身近なスーパーが撤退するなどして、

生鮮食料品など日常の買い物が困難な状況に置か

れている市民、いわゆる「買い物弱者」は以前か

ら問題にされています。

買い物弱者については、国において明確な定義

はありませんが、農林水産省では「65歳以上で、

自宅から500ｍ圏内に生鮮食料品販売店舗がなく、

かつ自動車を保有していない」ものとしています。

また、内閣府の調査は、「買い物に不便と感じる」

高齢者は全国で700万人程度いると推計しています。

買い物弱者が生じることによる影響について、

経済産業省が2014年に公表した報告書では、①高

齢者の外出頻度の低下による生きがい喪失、②商

店までの距離が遠くなることによる高齢者の転倒・

事故リスクの増大、③食品摂取の多様性が低下す

ることによる低栄養化及びこれによる医療費や介

護費の増加の可能性がある、としてします。

名古屋市の状況はどうでしょうか。

市街地に立地する公営住宅では、高齢化が進み、

5年前と比べても、65歳以上の高齢者がいる世帯は

40.9％から47.6％、北区内の市営住宅では40.

9％から49.2％と、大きく増えています。

30～40年前に建設された公営住宅では、入居当

時は、近くにスーパー等なくても大きな問題はな

かったと思いますが、今では入居者の多くが高齢

となり、これまであったスーパー等が撤退したこ

とで、運動機能が低下した高齢者にとって買い物

に行けないという事態が

起き、死活問題となって

います。

生鮮食料品の確保には、

介護保険を利用してヘル

パーによる買い物、配食サービスによる弁当の利

用、地域ささえあい事業による買い物代行、民間

業者による配達等ありますが、これらは、高齢者

宅に届けるものです。高齢者が自宅から買い物に

出かける外出の頻度や自ら商品を見て品定めする、

考えるといった活動の機会が減少することは否め

ません。

５年前に、党市議団は買い物弱者問題について

取り上げ、北九州市の取り組みを例に、「高齢者

の買い物環境に関する調査が必要」と質問しまし

た。健康福祉局長は「買い物弱者対策の取り組み

の実施状況について検証」し、「高齢者や関係者

の意見を聞くなど実態把握に努める」と答弁され

ています。

この5年間で高齢者の実態はどうなっているでしょ

うか。買い物に困っている高齢者はどこにどれだ

けおられるのでしょうか。課題は何か健康福祉局

長に聞きます。

生活支援に係わる協議体を設置し、実態を把握

している（健康福祉局長）

【健康福祉局長】65歳以上の高齢者の状況を５年

前と比較しますと、高齢者数は、2018年４月１日

時点で約56万6千人、一人暮らし高齢者数は、約10

万2千人と、それぞれ約１割増加。高齢化率は24.

9％と、５年前から1.5ポイント増加している。

日常の買い物が困難な高齢者の状況は、2016年

度に市内在住65歳以上の介護認定を受けていない

高齢者を対象に実施した「健康と暮らしの調査」

に回答のあった約1万

8千人のうち、「近所

に買い物ができる場

所がなくて困る」と

の回答が4.9％ありま

した。

2015年度から名古
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議案外質問（11月29日）

買い物弱者への支援を／障がい者グループホームで

のバリアフリー対応を

岡田ゆき子 議員

買い物弱者への支援について



屋市社会福祉協議会に委託し、区ごとに生活支援

コーディネーターを配置し、行政、地域活動者、

民間事業者などからなる「生活支援に係わる協議

体」を開催。高齢者の様々な地域の生活課題を把

握している。その中で、スーパーの撤退などによっ

て買い物に困っている地域の把握に努めている。

買い物が困難な方の多様なニーズに応じた適切

な支援が課題と認識しており、社会福祉協議会と

連携し、地域支えあい事業などの買い物代行や買

い物同行に加え、民間事業者によるサービスを紹

介するほか、移動販売業者の誘致を行うなどの実

情に応じた支援を実施している。

半径500ｍ圏内に生鮮食料品販売店舗がない

地域はどのくらいあるか

【岡田議員】買い物弱者が生まれる要因は、一つ

は、買い物する側の高齢化、もう一つは、郊外に

大店舗が進出する一方、商店街などの衰退、団地

などに併設の店舗の閉鎖、地域の生鮮品、日用品

などを販売する小規模小売店舗が減少するなど、

近くで日常的な買い物ができないという買い物環

境の変化です。

市民経済局長にお聞きします。この5年間で飲食

料品小売業はどう変化していますか。半径500ｍ圏

内に生鮮食料品販売店舗がない地域はどのくらい

あるかについて把握していますか。

地域振興の観点から、地元の商店街や小規模小

売店が地域と連携し、買い物弱者支援を行うこと

で、消費喚起につながる経済効果が期待できます。

販売先の確保によって地域の商店の活性化や地産

地消につながる可能性はないでしょうか。地域の

商店が元気に商売を続けられるように支援するこ

とが、結果的に買い物弱者の解決につながります。

市民経済局として買い物弱者支援の意義について

どう考えますか。

飲食料品小売業は、2012年の4,891から

2016年の4,597へ４年で294（約６％）減

少（市民経済局長）

【中田市民経済局長】

買い物弱者に対する支

援は社会的な課題であ

り、こうした課題への

取り組みは大変重要で

あると認識している。

経済センサスによ

ると、市内の飲食料

品小売業の事業所数

は、2 0 1 2年は4 , 8

91事業所、2016年は

4,597事業所と、４

年間で294事業所、

約６％の減少となっている。

そうした状況の中、商店街においても、生鮮食

料品を取り扱うマルシェなどを定期的に開催して

いるほか、地域ごとの状況に合わせてＮＰＯ法人、

福祉団体、民間事業者など様々な主体が、買い物

弱者支援に取り組んでいる。

買い物弱者対策としての移動販売などに市独

自の援助を

【岡田議員】市内のある地域には、築40年前後と

なる４つの公営住宅が集中し、合わせて717世帯

1400人を超える方が生活しています。10数年前に

近くのスーパーとコンビニエンスストアが撤退し、

一番近い生鮮食料品のあるスーパーまでは約１キ

ロです。高齢者の足では30分以上かかることがあ

り、買い物弱者の高齢者が多く居住しています。

買い物支援を考える市民有志でアンケートを行っ

たところ、暮らしで困っていることに「買い物」

を上げる方が多く、移動に時間がかかる、持ち運

びが大変、体調が悪いと出かけられない、など切

実な声が聞かれました。独居の高齢の男性は、

「風邪をひき、出かけられず、食料が底をついて

どうなることかと思った」と体験を話されました。

問題意識を持つ町内役員と住民、移動販売の経験

のある事業所、地域支え合いを担当する区社会福

祉協議会とで話し合いの場をもち、団地敷地内で

買い物できるような移動販売を試験的に始めるこ

とになりました。今年夏に行った第一回移動販売

は、広報に力を入れたこともあり、200人を超える

参加で大いに賑わいました。

しかし、日常的に生鮮食料品を購入するならば、

毎週開催したいという思いがありますが、日時や

場所の問題、役員の負担、赤字が出ない程度に客

が確保できるかなど悩みもあり、しばらく立ち止

まっていましたが、少なくない高齢者から、再開

してほしいとの声があり、再度2か月間、週１回で
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再開することになりました。

一人では、離れたスーパーに行くことができな

かった高齢者が、団地内の移動販売まで毎週歩い

て買い物に来れる、また、買い物を通して、新た

な交流ができるなど買い物に伴う心身の変化がみ

られ、町内役員さんのやりがいにも繋がっていま

す。

しかし、継続に不安もあります。そもそも、購

買力の低い地域での販売であり、お客さんを確保

するまでは、赤字になります。商品の選択、販売

方法の工夫などは業者が、宣伝やお客さんの呼び

込みなどは町内会、社協で分担したとしても、開

始当初の売り上げは不安定です。開始当初の不安

定な状況を少しでも緩和できる仕組みが必要と考

えますが、そのような仕組みがありません。

北九州市では、移動販売や朝市の日は、たくさ

んのお客さんに来てもらうため、のぼりやワッペ

ン、エコバック等を住民の支え合い団体に交付し、

宣伝効果を上げていると聞きます。市民経済局長

にお聞きします。移動販売を始めた地域からは、

宣伝や広報に力を貸してほしいというのが今一番

の声です。地域の取り組みを支える一つとして、

宣伝効果を期待し、移動販売でも使える「のぼり」

等交付することはできませんか。

経産省がまとめた「国、地方公共団体による買

い物弱者支援策」の中に、名古屋市市民経済局の

取り組みとして、「商店街魅力アップ支援事業」

があります。この事業は、商店街の魅力を高める

ことで地域のコミュニティの活性化や地域経済の

活性化を図る事業であり、商店街の中での取り組

みに限られています。

しかしながら、名古屋市郊外や、区画整理の地

域では、商店街がない場合もあり、同様に買い物

に困難を感じる高齢者も増えています。

ＮＰＯ法人等や福祉団体などが地域と連携して

食料品や日用品販売などで地域の課題に取り組む

場合も、支援事業の対象にすることはできません

か。お答えください。

地域の実情に合わせたきめ細かい支援を行う

（市民経済局長）

【市民経済局長】商店街と福祉団体等が連携して

買い物弱者支援に取り組む場合は、のぼりなどの

作成をふくめ助成をするなど、地域の実情に合わ

せたきめ細かい支援を行っていく。

市民経済局、健康福祉局、住宅都市局、社会福

祉協議会からなる「買い物弱者への対応に関する

検討会」を定期的に開催し、半径500ｍ圏内という

農林水産省の基準に関わらず、買い物に困ってい

る地域の具体的な状況や移動販売を行う事業者な

どの情報を共有するとともに、地域と事業者との

橋渡しをしている。

市民経済局では、ヒアリング等により幅広く買

い物支援サービスの情報の把握に努めるとともに、

商店街の有無に関わらず、民間事業者に対し、移

動販売や電話・ＦＡＸによる宅配サービスなどの

取り組みを働きかけている。

買い物弱者対策を推進する仕組みが必要（再

質問）

【岡田議員】買い物弱者への支援について、答弁

から「高齢者は増えて、生鮮食料品を扱う店舗は

減っている」と、数字の上でも深刻な事態が進行

していると示されましたが、地域の皆さんはすで

に肌で感じている事実です。

答弁から、要介護者を除いた4.9％の高齢者、お

よそ２万２千人の高齢者が買い物に困っているこ

とがわかりました。そして、健康福祉局は「生活

支援にかかる協議体」を作り、実態把握に努めて

いる、市民経済局は課題のある地域と事業者との

橋渡しをしているということでした。こうした取

り組みが始まったことは重要です。

市長に伺います。生鮮食料品などの店舗の撤退

が、高齢者の行動に与える影響は深刻で、地域の

支え合いや個別支援で支えきることはできません。

商店の減少、買い物弱者、公営住宅に高齢者が多

く集中するような街つくりでいいのか、この問題

を市全体の課題と捉えるべきだと思います。

買い物弱者の全体像や関連性を明らかにせずに、

対策は打てません。各局の情報共有という段階か

ら進んで、多くの問題が内在する「買い物弱者対

策」を推進する仕組みをつくり、全市的に実態調

査する必要があります。市長に見解をお聞きしま

す。

実際に困っている人を応援しないといけない（河

村市長）

【河村市長】当局は十分やっているという話らし
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い。組織を作って丁寧にやっていると。

シンガポールでは、ガバメントテクノロジーと

言って、買い物や通院などＩＴを結んで商売にな

るほどの仕組みを相当やっているそうだ。

アメリカでは、インスタカートといって、買い

物難民の世話をして、売る方の情報も入れて、一

気にすすめていく。ビジネスで行うので早い。そ

ちらの方の事業者が入ってすすめるのを研究する、

早く声をかけるように言っている。

調査ばかりしていてもしょうがないので、実際

に困っている人を応援しないといけないので、そ

れをすすめたい。期待しとってちょ。

地域での取り組みをまとめ、広く市民に周知を

（意見）

【岡田議員】商売が活性化することと、買い物弱

者の対策は関連している。

健康福祉局、市民経済局、住宅都市局など市の

内部で検討会をはじめ、ネットワークをつくって

取り組んでいる。検討会が年2回開かれているそう

ですが、地域の取り組みの事例が上がっているの

だから、事例集にして市民のものにしてほしいと

思う。事例集にまとめて、市民に知ってもらうた

めにホームページで公開するなど広く広報してほ

しい。要望します。

総務省の報告では、課題を挙げているというも

のですが、買い物弱者に特化して警笛を鳴らして

いるのは重要です。来年消費税10％の引き上げは、

この問題に拍車をかけるものでとても認められな

い。地域の支え合いは、行政の支えがあってこと

発揮できると思うので、しっかり取り組んでいた

だくことを要望します。

障害者グループホームのバリアフリー化に、市

独自の助成を

【岡田議員】自分の好きな場所で自由に住むこと

ができることは、憲法が保障する基本的人権の一

つです。障害のある人の住まいは、今大規模な入

所施設から地域へと移行が進み、その中でグルー

プホームは地域で豊かに生活する暮らしの場とし

て、名古屋市内に416ヶ所あります。

新設するグルー

プホームや、公営

住宅併設のグルー

プホーム等では、

バリアフリー対応

である場合が多く、

高齢化や2次障害

等で身体障害となっても住み続けることは可能で

すが、築20～30年のアパートや賃貸マンションを

利用したグループホームでは、入所当時は問題が

なかった段差が高齢化等により、くらしに支障が

出てきています。

瑞穂区の42歳知的障害のある女性は、 近パー

キンソン症候群に類似した症状が現れ、服薬を始

めていますが、医師からは、4～5年先には、車椅

子生活になるだろうと言われています。賃貸マン

ションであるグループホームは築30年を超えてお

り、廊下、浴室、トイレ、キッチンの段差はあり

ませんが、リビングと居室に20㎝の段差があり、

上り下りに怖さを感じ、また、45cmの浴槽をまた

ぐことが難しくなっています。また緑区の60歳知

的障害のある男性は脚力の低下があり、浴室、ト

イレの段差で転びやすくなっています。2人とも、

ホームでの生活は10年以上で、一緒に暮らすホー

ムの仲間や、職員さんとの家族のような関係があ

ります。住まいがバリアフリーにできないために、

通いなれた職場や地域との良好な関係まで、すべ

てを断ち切ることは避けなければなりません。こ

こで暮らしたいという選択の自由は、保障される

必要があります。それは健常者も障害者も同様で

す。

グループホームの施設整備に対する補助制度に

は、国の「社会

福祉施設等施設

整備費補助金」

があり、改修の

場合、30万円以

上1200万円まで

の枠で、国と市

が費用の３／４

負担するもので

す。

この補助制度

は、国との協議

名古屋市政資料№201 (2018年11月定例

- 13 -

障害者グループホームにおける
バリアフリーについて

社会福祉施設等施設整備費補助金

整備年度 相談件数 協議件数 採択件数

2016年度 24 21 20

2017年度 27 25 25

2018年度 17 15 13

社会福祉施設等施設整備費補助金

（グループホーム関係）

整備年度 相談件数 協議件数 採択件数

2016年度 15 15 15

2017年度 21 20 20

2018年度 12 12 12

前年度補正分を含む。

スプリンクラー等整備補助含む



により、毎年採択数が決定されるため、年により

採択されないものがあるというのが現状であり、

採択されずに必要な改修ができない可能性があり

ます。

川崎市は、国の制度も利用しますが、市独自の

障害者グループホーム新築・改修事業補助金制度

があり、費用の下限はなく、一般財源で上限600万

円、エレベーターを設置する場合は、200万円を上

乗せしています。大阪市も同様に「グループホー

ムに入居する障害当事者が高齢化、重度化しても、

新たな施設に移ることなく、住み続けられる住居

を保障する」という目的で、市独自のバリアフリー

補助制度があります。

先ほどの２つの事例は、段差に対して手すりや

スロープの設置、浴室の洗い場の底上げなどによ

り、入居者の利便性は向上し、費用も30万もかか

りません。しかし少額のため、国の補助対象では

なく、名古屋市には、独自の補助制度がないため、

そうした改修ができないのが現状です。

このような他都市の状況を踏まえしょうがいしゃ

しょうて、名古屋市独自のグループホームのバリ

アフリー化に対する補助制度を作ることを求めま

すが、ご答弁ください。

障害者の高齢化・重度化に対応し、ハード・ソフ

ト両面で検討（健康福祉局長）

【健康福祉局長】本市独自の補助制度として、グ

ループホームを運営する法人に対し、人的支援体

制の充実を図るための運営費補助のほか、既存物

件を賃借する際の敷金・礼金や初度備品の購入費

用等を補助する設置費補助を行うなど、グループ

ホームの安定した運営や事業者の新規参入促進の

ための様々な支援を行っている。

この結果、市内のグループホームは、2008年度

末に148ヵ所だったものが、本年10月1日現在で、

約2.8倍の416ヵ所となっている。

バリアフリー化を目的とした既存のグループホー

ムに対する改修補助は、社会福祉法人などの非営

利法人を対象に、国庫補助金を活用して対応して

いる。

現在、次期名古屋市障害者基本計画を策定中で、

その検討の中で、障害者団体の方々からは、障害

のある方の高齢化や重度化への対応について意見

をいただいている。本市としても、重要な課題で

あると認識しており、今後は、グループホームの

利用者の高齢化・重度化対策として、居住環境な

どのハード面や人的支援のあり方などのソフト面

の両面の視点で、検討したい。

国との協議待ちとせず、市独自の補助制度を

（意見）

【岡田議員】障害者グルー

プホームにおけるバリア

フリーについて要望を言

います。これまで、障害

者の親の高齢化で親がい

なくなった後の生活の場

は大きな問題でした。こ

の10年でグループホーム

は2.8倍に増えたことは

重要です。しかし、今後、障害当事者の高齢化の

問題は親にとって、残されている課題のひとつで

す。

高齢化対策としてのハード面の支援を検討して

いくという答弁でしたので、国との協議待ちでは

なく、必要な改修は速やかにできるよう、市独自

の補助制度を早急につくっていただくことを要望

します。
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指定避難所の福祉避難スペースは、要配慮者が

安心して避難生活ができるように充足しているか

【さはし議員】本市は、「南海トラフ巨大地震の

被害想定」を公表しており、発災１日後の避難者

は約31万9千人と想定しています。現在、指定避難

所の小学校では、地域の方とともに福祉避難スペー

スとして活用する部屋を決めています。

私が見てきた学校では、福祉避難スペースを予

定している会議室に応接セットが置いてあったり、

また別の学校では、特別活動室を使うことにして

いますが、来年、児童が150人ほど増えるため、そ

の特別活動室を教室に転用することになり、新た

に福祉避難スペースの部屋を確保することは難し

くなるとのことです。

このように、指定避難所における福祉避難スペー

スの設置は、そう簡単ではありません。しかしな

がら、災害時、特に配慮が必要な方が不安なく過

ごせる場所の確保は絶対に必要です。必要とする

方々に十分足りるのでしょうか。

そこで、防災危機管理局長にお伺いします。指

定避難所に設置される福祉避難スペースの現場の

状況を踏まえ、支援が必要な要配慮者が利用する

福祉避難スペース設置に対する認識と現状の取り

組み及び受け入れ体制についてお答えください。

９割弱の指定避難所がスペースを確保できたが、

課題が残っているところもある（防災危機管理局

長）

【防災危機管理局長】福祉避難スペースを設置す

ることは大変重要と認識し、発災直後の混乱期に

も迅速に開設できるよう、日頃から地域の皆様や

施設管理者が話し合い、あらかじめ設置場所を決

めており、2017年度末には９割弱の指定避難所で

スペースを確保できた。

昨年度には主要な指定避難所である市立小中学

校において、要配慮者を受け入れる環境整備とし

て施設入り口から福祉避難スペースまで段差を解

消するための簡易式スロープの配備を行った。

しかし、指定避難所の福祉避難スペースは平常時

における各施設本来の活用目的もあり、福祉避難

スペースの設置場所が課題となっている施設もあ

る。防災危機管理局として要配慮者が安心して避

難生活を送ることができるよう引き続き関係局や

区役所と連携して福祉避難スペースの確保に向け

て鋭意取り組む。

高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦など要配慮者の

福祉避難所の受入体制は

【さはし議員】先日、「障がいのある人もない人

もともにつくる緑区民のつどい」で、熊本地震で

被災された障がいのある男性の話をお聞きしまし

た。その方は、日常、車イスで生活されており、

地震の発災時、自宅から助け出されるのに数時間

かかり、ようやく助け出され、小学校へ避難した
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議案外質問（11月29日）

災害時に妊婦や乳幼児が安心して過ごせる福祉避難

所の確保を／保健センターでの避難訓練を

さはしあこ 議員

災害時における要配慮者の
避難先について

福祉避難所運営に関する実態調査（内閣府2015年3月より）



ものの、福祉避難スペース

は、車イスが通るスペース

がなく、多目的トイレもな

かったそうです。そのため、

他の避難所へ行かざるをえ

なく、転々と病院や障がい

者施設を回ったそうです。

受け入れ先でも、生活する

場の確保が大変だったと語

られました。

本市も福祉避難所につい

ては、指定を受けてくれる

先方の理解や受け入れ体制

の課題を丁寧に取り組んで

こられているとは思います。

しかし、指定がなかなか進

まないのが現状で、そのほ

とんどが高齢者施設と障が

い者施設です。

国は、さらに、「その他

特に配慮を要する者」として、妊産婦、傷病者、

内部障害者、難病患者等の人数も把握し、福祉避

難所の指定をすすめるように求めています。

そこで、健康福祉局長におたずねします。災害

時、福祉避難所を利用する要配慮者等を何人と想

定しており、現在、指定されている福祉避難所で

の受け入れ体制についての現在の状況、また、福

祉避難所の指定がすすまない要因をお答えくださ

い。

対象者数の把握は困難だが、一つでも多い方が避

難者の方々にはメリット（健康福祉局長）

【健康福祉局長】「避難行動要支援者名簿」を作

成しているが、一般の指定避難所での生活の可否

は、その方の個別的具体的な状況で判断すること

になり、福祉避難所の対象者数をあらかじめ把握

することは難しい。2016年の熊本地震では、熊本

市で福祉避難所へ避難された方は585人で、この人

数をもとに算定すると約1,900人となり、福祉避難

所の必要数を考える上で、大まかな目安になる。

現在、福祉避難所は121カ所、受け入れ可能人数

は4,876人です。福祉避難所の指定は、高齢者・障

害者を対象とした社会福祉施設が適当と考えるが、

社会福祉施設は平時から稼働しており、災害時は

施設を利用されている方々の安全確保が第一であ

るため、福祉避難所を開設し、避難者を受け入れ

る余裕がないとの判断で、指定数が大きく伸びな

いのではないか、と考えている。

福祉避難所は一つでも多い方が避難者の方々に

はメリットがあると考えるので、今後もより多く

の福祉避難所の指定に向けて努力したい。

妊産婦・乳幼児専用の福祉避難所は国が「自治体の

判断にまかせる」と言っているが、市はどう考えるか

【さはし議員】私は、2016年11月定例会の質問で、

災害時リスクが高くなる妊産婦・乳幼児専用の福

祉避難所の指定を求めました。健康福祉局長は、

「妊産婦や乳幼児の方は、通常の避難所の中に設

置される福祉避難スペースで、巡回による保健所

保健師のケアを受けながら避難生活を送っていた

だくことを想定、国のガイドラインに沿った対応

を取ることとしている。」と答弁されました。国

のガイドラインに基づき、すすめているというこ

とですが、本市が判断基準にしている国のガイド
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福祉避難所施設
2018年4月1日現在

区別 か所数

千種 5

東 9

北 8(1)

西 7(1)

中村 5

中 4

昭和 9

瑞穂 6(1)

熱田 5

中川 6(2)

港 10(1)

南 8(1)

守山 9

緑 8

名東 5

天白 14(1)

・福祉避難所は、通常の
避難所に避難した要援
護者が二次的に避難す
るために開設されるも
ので直接避難すること
はできない。

・（ ）は洪水時浸水が
想定される避難所

避難所マップの例

福祉避難所の指定（防災計画より）

種類
・身近な福祉避難所（福祉避難スペース）

・拠点的な福祉避難所

対象者
・移動が困難な者

・集団生活が困難な者

指定基準

主に福祉会館やデイサービス等の通所事業を行う施

設。特別養護老人ホーム等入所居住型の施設は原則

指定しない。（併設型施設の場合は、入所者の処遇

に支障がない限り、指定は妨げない）

(1) 原則、バリアフリー化がされていること

(2) 避難者用スペースとして20㎡（1人当たり２㎡

換算で10人分）以上が確保できること

(3) 原則、耐震・耐火構造の建築物

指定箇所数 当面、１１０箇所の指定を目標

周知
地域防災計画には掲載するが、施設名については積

極的に周知を行わない



ラインのスクリーニング例では、妊婦の区分は

「自立」、避難・誘導先

は「大部屋」となってい

ます。

そこで、私が、内閣府

に確認したところ、本市

が搬送の判断基準にして

いるスクリーニングの例

は、あくまでも例であっ

て、妊婦・乳幼児を指定

した福祉避難所に搬送す

ることは、自治体の判断にまかせるとの回答を得

ました。地域防災計画では、福祉避難所は、福祉

スペースと拠点的福祉避難所いわゆる福祉避難所

に区分されています。そこで、健康福祉局長にお

たずねします。前回は、妊産婦・乳幼児は、福祉

避難スペースの対象になるとしか答えませんでし

たが、拠点的福祉避難所の対象と考えていいです

か。国の見解を踏まえて、あらためて認識をうか

がいます。併せて、今後の指定の方向性について

うかがいます。

福祉避難スペースや福祉避難所を利用いただく

（健康福祉局長）

【健康福祉局長】地域防災計画に妊産婦・乳幼児

を福祉避難所の対象者として明記しており、災害

発生時には、他の被災者と同様、まず、一般の指

定避難所に避難した上で、必要に応じて、指定避

難所の福祉避難スペースや福祉避難所を利用する

よう考えている。

今後も、配慮の必要な方が福祉避難スペースや

福祉避難所で安心・安全に過ごせるよう、関係局

とともに進めていく。

子ども青少年局は妊産婦・乳幼児専用の福祉避

難所の必要性をどう考えるか

【さはし議員】（2016年11月の質問に対して）健

康福祉局長は「妊産婦・乳幼児専用の福祉避難所

の設置の必要性も含めて、今後どういったことが

できるかについて、関係局とともに検討してまい

ります。」と答弁されています。そこで、関係局

である子ども青少年局長におたずねします。妊産

婦・乳幼児のための専用の福祉避難所の必要性に

ついて、どのようにお考えですか。お答えくださ

い。

専用の福祉避難所は、必要性も含め、慎重に検討

（子ども青少年局長）

【子ども青少年局長】妊産婦・乳幼児は、必要に

応じて一般の指定避難所における福祉避難スペー

スでの生活を、また、身体等の状況から一般の指

定避難所の福祉避難スペースでも避難生活が困難

な方は、福祉避難所で受け入れることとされてい

る。

妊産婦・乳幼児への避難時の対応は、安心・安

全の観点から今後どういったことができるか、関

係局とともに専用の福祉避難所の必要性も含め、

慎重に検討したい。

災害時に地域子育て支援拠点の活用を検討し

てはどうか

【さはし議員】私は、小さなお子さんのいる家族

が、避難所へ行くことさえためらい、避難所生活

で、他の避難されている方々への気遣いなどから

居づらくなることがあっては

ならないと思います。

「熊本県男女共同参画センター

はあもにい」が実施した、育

児中の女性へのアンケート調

査によると、避難所生活の不

安は、「こどもが夜泣きする

等で迷惑をかけること」「申
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し訳ないと避難所に行くのをためらうお母さんた

ちも少なくなかった」とあります。乳幼児のいる

家族が一緒に過ごしやすい避難所を求める声が多

かったこともわかりました。

災害時、乳幼児や小さな子どもを持つお母さん

たちの不安を少しでも解消し、負担を軽くするた

めに、支援のひとつとして、例えば、子育て支援

拠点も、活用すべきだと考えます。母子がよく過

ごす慣れ親しんだ場所である地域の子育て支援拠

点を避難所として活用することをはたらきかけて

はいかがですか。子ども青少年局長に見解を求め

ます。

災害後、すみやかに拠点機能を回復し、身近な

地域の子育て親子の交流拠点として早期の開

設に努めたい（子ども青少年局長）

【子ども青少年局長】地域子育て支援拠点は20

19年度までに中学校に１カ所以上を目標として設

置を進めている。この拠点は、民間の団体がマン

ションの一室や民家、空き店舗などを賃貸した物

件等を拠点として指定し、１日５時間、週５日の

開設を行っている。そのため、スペースや設備、

開設時間等に制限があり、地域子育て支援拠点を

避難所として活用するにあたっては多くの課題が

ある。

災害復旧時にはすみやかに拠点機能を回復し、身

近な地域の子育て親子の交流拠点として早期の開

設に努めることが、被災した子育て親子の不安の

軽減につながると考える。

妊産婦・乳幼児の専用避難所の設置の決断を（意見）

【さはし議員】福祉避難所について、前回の答弁

では、妊産婦・乳幼児は、福祉避難所の対象とし

ていませんでしたが、今回の質問で、対象者であ

るとしっかりと確認させてもらいました。

健康福祉局長は、「妊産婦・乳幼児も必要に応

じて、福祉避難所も利用いただく」と答弁されま

した。一方で、福祉避難所の指定が伸びない理由

として、「高齢者や障がい者の施設は、避難者を

受け入れる余裕がない」と答弁されています。

つまり、既存の高齢者・障がい者の施設では、

妊産婦・乳幼児の利用は難しいと思います。私が

前回紹介した、例えば京都市。全区で大学と妊産

婦・乳幼児専用福祉避難所の設置の協定を締結し

ました。また、江南市も愛知江南短期大学と協定

を締結し、乳児とその保護者の受け入れに特化し

た避難所の選定をすすめています。他の自治体で

も設置が広がっています。本市も踏み出すべきで

す。

緑区は市内で一番子どもが多い区です。だから、

切実です。次回、また、お聞きします。その時ま

でに、健康福祉局と子ども青少年局で協力して、

妊産婦・乳幼児の専用避難所の設置を決断し、す

すめていただくことを要望します。

緑区保健センターのように他の保健センターで

も乳幼児健康診査の際の避難訓練を実施して

はどうか

【さはし議員】本市は、学校・

学区・町内会レベルで、定期

的に大規模災害を想定した防

災訓練や避難所開設訓練を実

施しています。

緑区においても、他の区に

先駆けて、取り組んできた宿

泊型避難所開設訓練は、毎年、行政、関係団体の

協力のもと実施し、今年で８回目を迎えました。

多い時で、総勢576名が参加し、夜、194名が泊まっ

たため、体育館の中で眠るスペースがなく、廊下

や外で寝た方もみえたなど、実践さながらの訓練

となり、その都度、課題や問題を改善し、防災意

識の向上や実践的な知識を身につける取り組みと

なっています。地震が起きた時、いつ、どこにい

たとしても対応できるように、あらゆる場所・時

間を想定した訓練は、市民の命を守るためにもと

ても大切なことです。

そこで、本市の保健セ

ンターについては、どう

でしょうか。センターは、

病院などの医療機関に対

し、指導監督する役割を

持っています。病院の安

全管理や指導監督する立

場である保健センターこ
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そ、自ら、災害に備えた計画を策定し、避難訓練

にも取り組むべきではないかと考えます。

また、保健センターは、年間を通して、乳幼児

健康診査、子どもの予防接種、子育てサロンなど

があり、絶えず、子どもを連れた多くのお母さん

やお父さんが訪れる場所です。

特に、乳幼児については、生後３か月、１歳６

か月、３歳時点において、健診を受けに来ます。

昨年度、市全体で保健センターの健診を受けた乳

幼児は、３か月健診19,487人、１歳６か月健診19,

351人、３歳児健診18,926人です。こうした健診日

数は、多い区では月10回実施されており、２日に

１日は、乳幼児が健診を受けに来ているといえま

す。乳幼児に加え、その乳幼児に同伴する保護者

の方を含めると本当に多くの方が訪れる場所となっ

ています。もしも、健診を受けに来た時に、地震

が起きたらと思うととても心配です。

さらに、本市は、乳幼児健診の取り組みとして、

保護者に対して健診を受けるようにはたらきかけ

ています。本市が健診を受けるように勧めている

以上、健診場所であるセンターにおいて、いかな

る場合であっても、乳幼児の安全を確保しなけれ

ばならないと考えます。大規模災害が発生した場

合の対応をしっかりと進めていく必要があります。

昨年度、緑保健センターでは、本市で初めてと

なる健診時における地震避難訓練とシェイクアウ

ト訓練が実施されました。緑区の乳幼児健診は、

年間127回行われ、１回の健診で、乳幼児と保護者

が平均120名ほど訪れます。

センターの職員は、「乳幼児を連れた保護者の

方は災害弱者であり、健診は小さな子どもたちが

集まる場となり、特殊な環境。地震などが起きた

時、出口に殺到

してケガをする

恐れがあるため、

職員による速や

かな避難誘導が

必要」との思い

から計画された

そうです。

訓練は、３歳

児健診時に、震

度５弱の地震が

発生したという

想定で、地域の医師はじめ、関係団体の協力を得

て行われました。健診の 中ですから、裸になっ

ている乳幼児をどうするのか、預かっている母子

健康手帳や健診票の管理。部屋の窓ガラス、身体

計測器や体重計の対処の仕方など、訓練実施にあ

たって検討すべきことたくさんあったそうです。

訓練に参加した保護者からは「子連れで避難訓

練をしたことがなかったので大変役に立った」と

の声が寄せられており、私も、参加されたお母さ

んから「待ち時間を利用したり、子どもを抱っこ

したまま、身を守る訓練はよかった」とお聞きし

ました。職員の災害時の体制づくりに併せて、お

母さんたちの防災意識の向上にもつながりました。

幼稚園や保育園でも定期的に避難訓練が実施され

ています。多くの乳幼児が集まる場となる保健セ

ンターこそ、避難訓練は必要です。そこで、子ど

も青少年局長におうかがします。乳幼児健診時の

避難訓練に対する認識および、他の区でも実施す

るお考えはないか、お答えください。

緑区保健センターの内容を他の保健センター

に情報提供し、検討を呼びかける（子ども青少

年局長）

【子ども青少年局長】乳幼児健康診査時に避難訓

練を行うことは大変重要です。

乳幼児健康診査は保健センターの職員のみでは

なく、地域の医師や看護師など多くの協力を得て

実施しており、区によって状況は様々です。緑保

健センターでの取り組み内容を他の保健センター

へも情報提供し、各区の状況に応じて、乳幼児健

康診査の際に発災した場合に職員が適切に対応を

とれるよう、避難訓練の実施も含めた検討を呼び

かけたい。

前向きな答弁を踏まえ、積極的な推進を（さはし

議員）

【さはし議員】それぞれの保健センターで、避難

訓練を実施できるように、積極的に進めてくださ

い。
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城西病院の譲渡先としての適性と診療報酬の

不正に伴う返還金の取り扱い・・・医療法人偕行

会をめぐる数々の疑惑

【山口議員】名古屋市に本部がある医療法人「偕

行会」をめぐり、いくつかの深刻な疑惑が報道さ

れています。

一つは、工藤彰三衆院議員が代表の政治団体

「彰友会」の開いた事実上の政治資金パーティを

めぐる問題です。この政治団体の会長が偕行会の

会長です。何回も開かれた会費制集会の収支が政

治資金収支報告書に記載されず、政治資金規正法

に抵触するのでは、と厳しい批判を浴びました。

続いて、偕行会グループが２０１４年の総選挙

で自民党の工藤議員と岡本充功元厚生労働政務官

の選挙運動に、勤務中の複数の職員を派遣してい

たことがわかりました。公訴期限の３年は過ぎま

したが、公職選挙法の運動員買収の罪に問われて

も仕方がない、と報じられました。

そして、偕行会の元職員が愛知県に告発しまし

た。少なくとも５年間以上、偕行会では法人の重

要な議題を決める社員総会や理事会を開かず、議

事録を偽装し架空の議事内容を県に届けていた、

との告発です。

受理した県は11月１日から偕行会グループへ立

ち入り調査を行いました。医療法人は営利を目的

としてはならず運営の透明性を確保することが強

く要請されます。虚偽の報告をすれば20万円以下

の行政罰が科されます。

市立病院の譲渡先として適正だったのか

【山口議員】さらに遡ること10年、2008年には、

偕行会が運営する病院で、医療保険が適用されな

い手術支援ロボットを使った治療で診療報酬を不

正請求した疑いが報じられました。

この不正請求にもとづく返還金は名古屋市分だ

けで３億円以上になり、現在も支払いが続いてい

ます。

さて、名古屋市は2010年に、市立城西病院を

15億7376万9540円でこの偕行会に譲渡しました。
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病院局長にうかがいます。この医療法人が市立

病院の譲渡先として適性であると言えますか。当

時の判断と現時点での認識をうかがいます。

適正に選定された（病院局長）

【病院局長】城西病院の民間譲渡は、住民の意見

をもとに、高齢者にやさしく、地域の方々が利用

しやすい施設という理念の下、医療施設だけでな

く、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を併

せて整備することを基本方針に事業者募集を行い、

医療法人偕行会を代表とするグループを譲渡候補

者として選定した。選定委員会では、公認会計士

や病院運営に精通した方も加わり、選定基準に基

づいた評価を行っていただき、適正に選定された

ものと認識している。

現在の病院運営は、譲渡後に新病棟が整備され、

2017年度の１日平均入院患者数は102.1人、病床利

用率は85.1％となっているほか、外来の診療科も

譲渡当初より増加するなど、順調に運営している。

処分後の病院局の対応は

【山口議員】元職員の告発では、そもそも正規の

理事会が開かれてこなかった、前任者から書類の

偽装の手口が引き継がれたことが詳細に語られて

います。

つまり、城西病院の譲渡についても法人の正式

機関では何ら議論されていなかったのではないか。

譲渡先の法人決定に当たっては、有識者で構成す

る選定委員会で検討され、経営状態は良好で問題

ない、と結論付けらましたが、法人運営の実態が

隠されたままで選定されたのではありませんか。

議会でも厳しい議論がありました。2010年９月

議会では、日本共産党のかとう典子議員の質問に

対し、上田病院局長は「仮に処分がありましたら、

その内容を見て適切に対応してまいります」と答

えています。

その後の所管事務調査では、いまも議場にいらっ

しゃる渡辺義郎議員からも厳しい追及が続きまし

た。少し紹介します。

「極端なことを言えば、偕行会ありきでないか。

２年前に監査が入ったわ、決着はついていない、

これ、偕行会というのはそんなとこだわ、そんな

ところに市民の信頼のできるような、おまえさん、

病院としてお願いできるか、大きな処分が出たら

だれが責任とるの、これ。」

当局からは「まだ処分が出ていませんから」と

の答弁が続きます。

「処分が出るまで待ったらどうだね。不正をし

て、処分が出る。僕は（処分の）大小じゃないと

思うんだわ。そういうところに指定をすること自

体、まちがっておる、そんなことは常識的におか

しいと僕は指摘したいんだわ、本当に」

８年前のやりとりです。私はここまで言えませ

んが、同感です。

この不正請求について愛知県から名古屋市に正

式に処分の通知が来たのは譲渡から４年後の20

14年です。

命じられた返還額は名古屋市に対するものだけ

で国民健康保険と老人保健の合計で３億113万

2976円、このなかには不正利得分への加算金が４

割増しでついています。重い処分です。

この処分が出てから、病院局はどんな適切な対応

をとられたのか、答弁を求めます。

処分内容は病院運営に多大な影響を与えるも

のではなかった（病院局長）

【病院局長】処分の内容が、診療報酬の返還であ

り、病院の運営に多大な影響を与えるものでなかっ

たことから、患者数や病床の利用状況などの運営

状況を確認し、地域に根差した病院運営をお願い
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している。

市は調査・疑惑解明の責務がある

【山口議員】城西病院の偕行会への「譲渡に関す

る基本協定書」には、第６条で、10年間は安定的・

持続的な医療を提供するものとし、10年を経過し

た後も引き続き安定的・持続的な医療の提供に努

める、とあります。

第10条では、病院等の整備・運営等の履行状況

を確認するため、随時に実地調査を行うこと及び

報告又は資料の提出を求めることができる。

第13条には、保険医療機関の取り消し等の重大

な処分を受けたことにより運営ができなくなった

と判断したら契約を解除できる、としています。

少なくとも10年間は市として関与し、城西病院

の運営について法人を指導・監督する責務があり

ます。地域医療を支えるために現場では日々大変

な努力が続けられています。

医療を安定して提供するうえでも、揺らいだ信

頼を回復することが不可欠です。正常な病院運営、

法人運営がなされているか、必要な調査を行い、

疑惑を解明する責務が名古屋市にはあると思いま

すが、いかがですか。

譲渡先の調査は法人（偕行会）ではなく病院。病

院運営に問題ない（局長）

【病院局長】譲渡に関する基本協定書で規定する

実地調査の対象は、医療法人そのものではなく、

あくまでも病院等の整備・運営となっている。現

在、病院の運営に問題はないと考えており、安定

的な病院の運営に努めていただくよう見守りたい。

無利息・１５年分割返済の経緯は

【山口議員】私は２月定例会の財政福祉委員会で、

偕行会の診療報酬の不正受給に伴う返還金問題を

とりあげ追及しました。加算金ふくめた３億円も

の巨額な返還金は名古屋市では例がありません。

しかし、名古屋市は2015年に偕行会と、この返

還金の支払いについて、延滞利息もなしに15年、

30回の分割払いを認める債務承認弁済契約を結び

ました。返済額が多額で、全部を一時に履行する

ことが困難、との法人からの申し出で結ばれた契

約です。

税金や保険料の滞納で苦しむ市民には厳しく延

滞金を請求するのに、なぜこの法人にはこんな甘

い条件を認めたのか、私には理解できません。

城西病院の譲渡では15億円をポンと支払った法

人です。経営状態が良好だから譲渡先に認められ

たのですよね。

しかも偕行会は昨年７月、名古屋城天守閣にと

百万円を寄付しています。また工藤衆議院議員に

は５年間で約1800万円の顧問料が偕行会から渡っ

ていました。議員も認めた、と報道された。

そんなお金があるのなら、まず名古屋市に耳を

そろえて返すべきではありませんか。

健康福祉局長にうかがいます。名古屋市に対す

る債務だけで３億円を超える返還金となった偕行

会の不正請求に対する認識、返還金の納付につい

て無利息で15年の分割を認めた経緯についてお聞

きします。

偕行会は一括返済が不可能な状況だった（健

康福祉局長）

【健康福祉局長】不正請求は早期の返還を促すこ

とが必要ですが、県からの通知があった2014年度

に履行期限の延長の申請があり、市で財務状況の

確認を行った。その結果、市への返還額約３億円

のほか、市以外の保険者にも債務を負っているこ

とから、返還額が多額となり、一括返還が不可能
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な状況であったため、他の多額の返還事例も参考

にして、地方自治法施行令に定める履行延期の特

約等の規定に基づき、2015年2月に15年の分割での

返還とする旨の契約を締結した。

返還金の納付状況は

【山口議員】返還金の納付状況と今後の返還方法

についてもお答えください。私は即刻、残額全て

の納付を迫るべきと考えますが、局長はどうお考

えですか。

返済期間を10年に繰り上げ、2019年度以降再協

議する（健康福祉局長）

【健康福祉局長】現在、滞りなく納付されている

が、市としては、早期の返済を促すことも必要で

あり、当時の契約に盛り込んでいた契約の直しに

ついての条項に基づき当該法人と協議を行い、20

18年3月に、返還期間を15年から10年に繰り上げた。

また、2019年度以降に早期の返還に向けて再度

協議を行う契約となっている。

病院局は法人（偕行会）の運営になんと言って

きたのか（再質問）

【山口議員】病院局長は、「不正請求に対する処

分は、診療報酬の返還であり、病院の運営に多大

な影響を与えるものではない」といって、「その

程度の処分なら病院運営には問題ない」という答

弁でした。

しかし健康福祉局長は、「40％の加算金をつけ

た。不正請求はあってはならない」と答えた。不

正請求が認定されても黙っているんですか。

ひとつだけ確認します。病院局は以前、偕行会

の法人運営についても、直接モノを言ったことが

ありましたよね。いつ、どんな事案で、誰が、ど

んな要請をし、偕行会はどう対応したのか、答え

ていただきたい。

偕行会代表者を呼んで信頼回復を要請した（病

院局長）

【病院局長】医療法人偕行会が税法違反により、

特定医療法人の認定が取り消された事案があった。

地域の方や患者に大きな不安を与える懸念があっ

たため、2011年5月、医療法人偕行会の代表者を呼

んで、当時の病院局長が早急な信頼回復に向けた

要請を文書で行っている。

その後、医療法人偕行会から「当法人及び城西

病院の現状と信頼回復への取り組み」について報

告を受けている。

病院運営への影響を病院局長は否定。健康福

祉局長の見解は（再質問）

【山口議員】健康福祉局長は「本市への約３億円

のほか、本市以外の保険者にも債務を負っている・・・

返還額が多額となり、一括返還が不可能な状況だ」

と答弁された。

でもそれぐらいなら「病院の運営に多大な影響

を与えるものではなかった」と病院局長は答えて

います。影響があるのかないのか。どっちなんで

しょう。

一括返還が不可能な状況とは何か。いったいこ

の法人は不正請求で名古屋市には３億円。合計で

はいくらの債務を背負い込んだのか。全容を明ら

かにしてください。

「病院運営に大きな影響がない」という病院局

長の認識、健康福祉局長は共有するんですか。答

えてください。

不正請求の返還総額７億円。一括返済では法

人運営に支障（健康福祉局長）

【健康福祉局長】返還金は、当該法人から、全保

険者に対する返還額の合計が約７億円と聞き及ん

でいる。

返済額が多額であり、返還額のすべてを一括で

返済することになれば、当該法人の運営にも支障

が生じたと考えられることから、分割での返還と

した。

分割返済の判断に対する市長の見解は（再々

質問）

【山口議員】不正請求の返還額の合計は約７億円。

これ巨額な不正です。城西病院の運営を委ねた法

人がこれでいいのか。

そして以前にも、偕行会の脱税、6,800万円の所

得隠しです。特定医療法人の承認取り消し、こう

いう問題を受けて、これ法人の問題ですよ。病院

局長が直接、偕行会の代表に話をした。法人の不

正は病院運営と無関係ではないのです。

二人の局長の見解が違うので河村市長にうかが

います。
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委員会審議では、15年分割での返済を認めた契約

書は局で決裁し、市長には決済を仰がなかったと

聞いています。

あなたは、この法人の多額の不正請求と長期の

分割払いを認めた当局の判断について、今までの

やり取りを聞いてどう感じましたか。市立病院の

譲渡先として問題があるとは思いませんか。

分割返済は適切。譲渡も適正に選定された（市長）

【河村市長】文書で答えたいと思います。（答弁

メモを読みあげ）

返還金については不正な請求で得たお金なので、

きちんと返還されるべきであるが、まずは全額返

還されることを優先して分割したと思います。

返還期間の短縮も行っており、現在まで滞りな

く返還されているので、適切な判断であったと思

います。

城西病院の譲渡は、選定委員会において選定基

準に基づいて適正に選定されたものと認識してお

ります。

分割返済契約の経緯をあらためて調査すべきだ

（再々再質問）

【山口議員】不正請求の返還金３億円、15年から

10年に短縮したのは半歩前進です。でもまだ甘い。

議会で追及されたら、じゃあ10年で返します。な

らなんで 初からそうしないのか。払える能力あっ

たんですよ。

城西病院を譲渡してしまった以上後戻りできな

い。うまくやってもらわないと困る、だから経営

の重荷にならないように契約したんじゃないんで

すか。

なぜ15年分割なのか、名古屋市が長期分割を認

めれば、合計７億、他の４億円の債務先にも返済

猶予してくれと言いやすくなる。だから名古屋市

が働きかけるターゲットにされたのでは、といく

つも疑問がわきます。

相手方から、いつ、誰から、誰に、どう働きか

けがあったのか、当局の対応は問題なかったのか。

長期分割の契約が結ばれた経緯などについて、市

長、あらためて調査して、市民の疑問に答えるべ

きではありませんか。

分割契約は妥当（市長）

【河村市長】返還金については、県からの通知が

あった後、法人からの履行期限の延長の申請があっ

たことから、当該法人の財務状況の確認を行いま

して、法令に則って分割納付しております。

その後も、契約に基づいて返還期間の見直しを

行っており、法人から適切に返還されていること

から、契約は妥当であったと考えております。

なぜか市長は及び腰。法人代表に信頼回復と一

括返還を求めるべきだ（再々再々質問）

【山口議員】市長、先日の名

港議会で私質問しました。あ

なたはどう答えたか。「国会

Ｇメンの座長をやっとりまし

たんで、追及が本業でござい

ました。再発防止のためには

まず真相解明をきちっとせな

あかん」と。今日はその時と比べてずいぶんトー

ンがちがいます。この件はすっかり及び腰じゃな

いですか。

偕行会の不祥事は今回が初めてじゃない。答弁

があったとおり、２０１１年に、当時の上田病院

局長が法人の理事長に直接要請しています。

「貴法人におかれましては、市立病院を引き継

いだことを充分認識し・・・一刻も早く・・・信

頼を回復するよう努めていただくよう要望いたし

ます。」

市長、せめて、これくらいは言うべきです。

今回、偕行会による特定の政治家への肩入れも

あいつぎ報道された。法人運営の透明性にも疑問

が投げかけられた。不正請求の債務は７億円。

どこに市立病院を引き継いだ自覚があるのか。反

省が見えません。このまま、あいまいにはできな

い。

市長、法人の責任者に直接、信頼回復のために

責任をとるよう要請し、不正請求の返還金も速や

かに一括返済するよう求めるべきではありません

か。

協議をやるよう指示したい（市長）

【河村市長】偕行会城西病院は適正に運営されて

おり、返還は健康福祉局できちんと管理されてい
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ます。2019年4月以降に早期の返還に向けて再度協

議を行う契約なので、なるべく早く、まあ様々な

ご指摘を受けましたので、協議をしっかりやると

いうことで指示したい。

対応が甘い。法人と何か関係があるのか。しっかり

調査すべきだ（再々再々再質問）

【山口議員】市長の指示がなくても健康福祉局長

はそこまではやると答えているんですよ。それで

は甘い。市長にもなかなかその気がなさそうです。

この法人に対して異常に対応が甘いとしか思え

ません。何かあるのですか。

法人の代表は５年前、グループ内の会合で、

「グループの政治力の増強について強調したい」

と述べて、何人かの政治家の実名もあげ、その人

脈を誇っています。「偕行会は名古屋市の医療に

どれだけ貢献したか」とも述べ、「城西病院を偕

行会が引き受け（た）」とも語っています。

城西病院を引き受けてやったのだから、こちら

の件は頼むよ、こういう関係になっていないか、

しっかり調査すべきだと思います。

もう一度市長、調査する必要、まったくありま

せんか。お答えください。

協議の中で調査していく（市長）

【河村市長】2019年4月というともうすぐですので、

そういう契約でやっとりますので、４月以降になっ

たら、ただちに、様々なご指摘を受けて、きちん

と協議をやる、協議の中で調査していくと、こう

いうことでいかんでしょうかね。

きちんと調査し、問題の解明を（意見）

【山口議員】来年もうすぐだとのことですが、実

態をきちんと調査したうえでいうべきことを言っ

ていただきたい。

現場では多くの職員と患者さんが病と向きあっ

ています。その人々を守るためにも厳正な法人運

営が求められています。市民と患者の思いに応え

るためにも、名古屋市としてもこの問題の解明に

真摯に向き合うことを強く求めて質問を終わりま

す。
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各常任委員会の概要(補正予算案等の質疑）

事項 金額 財源 説明

民間ブロック塀等撤去助
成

26,000 繰入金 26,000
道路に面する高さ1ｍ以上の民間ブロック塀等撤去費助成の件
数を追加。助成件数 300→700件

土地区画整理組合貸付金
会計支出金

100,000 一般財源 100,000 紙志段味特定土地区画整理組合貸付資金の貸付

小学校用地の取得 139,000
地方債 125,000
一般財源 53,000

苗代小学校の教材園用地の取得

一般会計 計 265,000
特定財源 151,000
一般財源 114,000

財源は震災対策事業基金から2,600万円、繰越金1億1,400万円、
市債1億2,500万円。

予算編成過程の公開から、議会事務局が予算要求した議会報告会の開催（200万円）市会だよりの例月化（900万円）区役所等での議会広
報番組の放送（100万円）議会図書室でのネット中継の閲覧とＤＶＤ貸出（200万円）はすべて却下され、予算計上されませんでした。

繰越明許費

事項 金額（千円）

一般会計

改元に伴う福祉総合情報システム等の改修 5,000

改元に伴う保険年金システム等の改修 3,540

改元に伴う生活保護業務関連システムの改修 1,620

改元に伴う保険年金システムの改修 790

改元に伴う食肉衛生検査システムの改修 200

改元に伴う住民記録システム等の改修 4,180

契約の遅れに伴う、金山総合駅連絡通路橋の耐震補強 31,000

国保会計 改元に伴う保険年金システムの改修 5,470

後期高齢者医療会計 改元に伴う保険年金システム等の改修 1,640

介護会計 改元に伴う介護保険システムの改修 1,530

＊新元号の公表時期が2019年4月以降になる見込みのため

2018年11月議会 補正予算等の委員会日程の予定

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

12月1日 金

10時(3分演説) １人 ２人

10時 5分
～30分

10時05分
質疑(総務)

10時10分
質疑(財政)

質疑(教育) 質疑(土木) 質疑(経済) 質疑(住都)

12月4日 月 10時30分 総括質疑(総務) 質疑(健福) 総括質疑(教育) 総括質疑(土木) 総括質疑(経済)
総括質疑(住都)
調査(都心部まちづくり

ビジョン、栄角地)

12月5日 火 10時30分
調査（ICT活用方針案・
山田工場解体）

総括質疑(財政)
調査(若宮商業に併設の特

別支援学校・ナゴヤ子ども

いきいき学校づくり計画)

調査(消防団の充実強化)

12月6日 水 10時30分 総括質疑(健福)
調査(障害者基本計画)

調査(交通事業経営

計画2023)

12月7日 木 10時30分 意思決定 意思決定 意思決定 意思決定 意思決定 意思決定
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久屋大通公園（北エリア・テレビ塔エリア）特定公園施設の買入れについて

区分 金額(円)

特定公園施設の整備に要する全体費用（A） 2,998,080,000

外構工事 園路約8,000㎡、広場約12,000㎡、駐車場、駐輪場 690,410,000

植栽工事 樹木環境整備、芝生約6,000㎡ 308,460,000

設備等工事 水盤1か所、トイレ2か所、エレベーター2基、エスカレーター上下各1基 542,790,000

雑工事 既設構造物の改修等 522,040,000

諸経費 － 712,300,000

消費税及び地方消費税 － 222,080,000

事業者が収益等から充当する額（B） 341,280,000

名古屋市が負担する額（C：A－B） 2,656,800,000

準備作業に係る費用（P） 16,994,080

買入金額（E：C－D） 2,639,800,000

（注） 買入金額（E）は、一万円未満切捨て
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１ 当局当初提案 16（補正予算：7件 条例案：4件、一般案件：5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5号)

○ ○ 〇 〇 ○ ○ 可
決

補正額2億6,500万円。民間ブロック塀等撤去助成2600万円、
苗代小学校用地の取得1億3900万円、土地区画整理組合への
資金貸付1億円。繰越明許費は改元に伴うシステム改修で6件
と金山駅通路教の耐震補強。

2018年度名古屋市国民健康
保険特別会計補正予算（第
1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決補正額547万円。改元に伴うシステム改修、全部繰越明許。

2018年度名古屋市後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決補正額164万円。改元に伴うシステム改修、全部繰越明許。

2018年度名古屋市介護保険
特別会計補正予算（第1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決補正額153万円。改元に伴うシステム改修、全部繰越明許。

2018年度名古屋市土地区画
整理組合貸付金特別会計補
正予算（第1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決補正額2億円。上志段味特定土地区画整理組合への資金貸付。

2018年度名古屋市基金特別
会計補正予算（第4号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決補正額2,600万円。震災対策事業基金。

2018年度名古屋市公債特別
会計補正予算（第1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決

補正額2億2,500万円。学校用地に125，000、土地区画整理組
合貸付金に100，000の借金。

名古屋市長の選挙における
選挙運動用ビラの作成の公
営に関する条例の一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

公職選挙法の一部改正。市議選の選挙運動用ビラを公費負担
で作成できることに。1人あたりの公費負担の限度額は7円
51銭×8千枚＝60,080円。2019年3月1日より

職員の給与に関する条例の
一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

人事委員会の勧告、国や他の自治体職員給与との均衡等を考
慮して改定。勤勉手当：4.40月→4.45月（2018年12月1日適
用）、期末・勤勉手当：６月と12月で均等に支給、初任給を
205,160円→211,025円に引上げ（2019年4月1日より）

名古屋市障害のある人もな
い人も共に生きるための障
害者差別解消推進条例の制
定

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

障害の有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重され住み
慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、
障害を理由とする差別の解消の推進に開し基本となる事項を
定める。2019年4月1日より

名古屋市地区計画等の区域
内における建築物の制限に
関する条例の一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

建築基準法などの一部改正。老人ホーム等の共用廊下、階段、
宅配ボックスを容積率の算定面積に算入しない（第4条関係）、
既存不適格建築物での増改築を認める対象としてエレベーター
の設置に付随する老人ホーム等の共用廊下や階段部分、宅配
ボックス部分を追加（第13条関係）

財産の取得（久屋大通公園） ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

久屋大通公園（北エリア・テレビ塔エリア）の特定公園施設
1式を26億3,980万円で三井不動産株式会社より購入

財産の処分（武豊野外活動
センター跡地）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

武豊野外活動センターの跡地を処分。知多郡武豊町宇下山ノ
田64番275始め2筆の雑種地141，424.87平方メートルを2億3,
600万円 で株式会社フラーゴラに売却。

指定管理者の指定（道路附
属物自動車駐車場）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 可
決

名古屋市道路附属物自動車駐車場の指定管理者を、池下駐車
場：株式会社リテールバックオフィスサポート、吹上中央帯
駐車場：吹上駐車場管理運営共同体、大曽根駐車場：株式会
社日本メカトロニクス、吹上駐車場：吹上駐車場管理運営共
同体にそれぞれ指定する。2019年4月1日から2024年3月31日

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(12月7日）
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議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 自 民 公 減 無

指定管理者の指定（コミセ
ン２館）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

コミュニティセンター、岩塚コミュニティセンターの指定管
理者を岩塚学区連絡協議会に、松原コミュニティセンターは
松原学区連絡協議会に指定。供用開始日～2028年3月31日

当せん金付証票の発売 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

2019年度に市が発売する当せん金付証票（宝くじ）の発売総
額を330億円以内とする

２ 追加議案 1件（人事案件1件）

議 案 名
各会派の態度 結

果 備 考
共 自 民 公 減 無

人権擁護委員の推薦 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同
意

任期３年、満了者５人の改選。宮下正史（名東区、1952年生。
元天白区長、食肉公社理事長、新）河野豊子（北区、1958年
生、保護司、４期目）和田秀子（熱田区、1947年生、小学校
教諭、保護司、更生保護女性会会長、４期目）渡邉範子（東
区、1954年生、小学校教諭、民政・児童委員、少年補導委員、
区子ども会連絡協議会副会長、新）栗木智法（北区、1944年
生、守山区福祉部長、なごやかハウス岳見施設長、ホームド
リーム陶都施設長、５期目）

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
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請願・陳情 2018年11月議会に受理されたもの

11月定例会には下記の請願１件が受理されました。12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7号

平成30年
11月28日

名古屋市の療育施策の充
実を求める請願

名東区住民

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)

名古屋市内に地域療育センターを5カ所建設するという計画が始まって30年余りがた つ。地域療育センターは当初の計

画どおり5カ所が整備され、障害が発見された段階や不安になった段階でより身近で相談・訓練・療育が受けられるよう

に、療育システムづくりが進められてきている。しかし、不安に思った段階で 初の窓口となる相談は三、四カ月持ちで、

そこで支援が必要とされた場合に親子教室などの療育や相談につながるまでにはさらに時間がかかることになり、そうい

う中で日々不安を抱えながらの子育てになっているのが現状である。個別での訓練のニーズはさらに高まり、希望される

方に対して全て対応はできない現状がある。早期発見は進んでいるが、早期療育につながらない。名古屋市が誇る早期発

見、早期療育の理念と実践をさらに進めていくためにも、名古屋市内に地域療育センターを増設することを強く要望する。

2003年に名古屋市から移管された発達センターあった及び発達センターちよだの園舎は、それぞれ築46年、築51年が経

過し、老朽化が進んでいる。雨漏りや漏電の心配は日々ある。この間の天災などを踏まえた地震や台風による浸水への対

策も早急に対応すべき課題である。前述のとおり、児童発達支援センターに通う子供の相談や訓練のニーズは高まってい

る。障害種別で分かれていた支援の体系が一元化されたが、現在の児童発達支援センターは、肢体障害などリハビリ・医

療対応が必要な子供が通える体制になってはいない。さらに、発達センターちよだ及び発達センターあったには、ケース

ワーカーや療育グループのスタッフが配置されていないため、相談や訓練の際は他の療育センターまで通っている。児童

発達支援センターの役割を果たすためにも、専任スタッフの配置を強く要望する。

名古屋市内の児童発達支援センター、地域療育センターには、公立で運営されているものと民間で運営されているもの

がある。民間の児童発達支援センターには、市から補助金が出されている。現在、子供の出席率の見込みを88％とし、そ

れをもとに補助金が支給されている。実際の出席率が88％に満たない場合、運営法人の負担が発生するという仕組みとなっ

ている。補助金の積算方法が変更されてから3年がたっが、地域療育センタ一に通う子供は、健康状態、医療ケア面及び

障害状況を主な要因として欠席することがあり、出席率は一度もその見込みには届いていない。こういった大変な運営が

求められる制度であること、名古屋市全体を見たときにも相談・訓練・通園の待機が解消されていないことなどを考慮し

ても、民営化は難しい。また、ここ数年、小児科医師の確保が難しい。公立でも確保が困難である医師を民間で確保する

ことはさらに難しく、民営化にはなじまない。これまで同様に地域療育センターを公立で運営することを強く要望する。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 地域のニーズに応えるために地域療育センターを増設すること。

２ 発達センターあつた及び発達センターちよだの事業継続のために、老朽化した建物の建てかえ及び機能充実の整備を

すること。

３ 北部地域療育センターはこれまで通り公設公営の運営を維持すること。

請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第8号

平成30年

12月6日

子供たちが健やかに育つた

めに公的保育制度の堅持

を求める請願

天白区住民

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)

天白区では子育てに関するさまざまな要望が次々と出されてきている。各保育所では、障害児保育、病後児保育、延長

保育、休日保育、リフレッシュ預かり保育、一時保育など、地域からの多様なニーズを受けて、子育て支援の充実を目指

して実践を深めている。

また、学童保育所は、保護者の就労を支援するとともに、子供に適切な遊びと生活の場を保障する、なくてはならない

ところである。子育てのかなめともなる保育所・学童保育所を守り、公的責任を果たすことが切に求められている。

ついては、未来を担う全ての子供たちが安全で健やかに育ち、保護者が安心して子育てや仕事のできる環境、地域づく

りを目指して、次の事項の実現をお願いする。

１ 公的責任を堅持し公立保育所の廃止・民間移管をこれ以上しないこと。企業の保育事業への参入に関しては、子供の
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安全が守られるよう引き続き市として監督すること。

２ 公私間格差を是正する制度を守り、現在の保育の質を維持・向上すること。

３ 長時間労働が長時間保育を招いている現状に鑑み、ゆとりある子育てが行える社会になるよう国に働きかけること。

４ 保育士の配置基準及び利用者1人当たりの面積基準を維持または引き上げること。また、待機児童の解消についても、

定員超過入所ではなく、認可保育所の新増設で対応すること。

５ 保育士等が働き続けられる環境を整えること。

（１）「子供を安心して預けられるよう、保育士等の大幅な処遇改善を図ること。

（２）技能・経験に応じた保育士等の処遇改善について、保育士等への負担が過度にならないよう、研修の時間数、日程

等の研修内容や研修中の保育所における人員確保についての見直しを国に働きかけること。

（３）公立保育所の臨時的任用職員及び嘱託職員の慢性的な欠員状態を打開する策を講じること。

（４）年間を通し、適切な職員配匿で保育が行えるよう、産休・育休代替職員の処遇改善を図り、人員を確保すること。

６ 離乳食やアレルギー食など、一人一人に丁寧に対応し、安心・安全な給食を提供するために、外部搬入や委託ではな

く正規職員でつくる自園調理の給食を堅持すること。

７ 安心して子供を預けられるよう環境を整えること。

（１）子供の安全が確保されるよう公立保育所の危険箇所を改善するための費用を補償すること。

（２）公立保育所の送迎用の駐車場を早急に確保すること。

（３）リフレッシュ頭かり保育事業の事務手続、人員確保は市の管轄のもとで行うこと。

８ 学童保育所を守り発展させるとともに、過大な保護者負担を軽減できるような助成を実施すること。

（１）事業に係る国庫補助の基本額を増額すること及び登録児童数を補助の算定根拠にすることを国に働きかけること。

（２）名古屋市が土地及び建物の確保に責任を持ち、また、専用室建てかえ時の代替施設に必要な経費を全額保障するこ

と。

（３）障害児を2人以上受け入れる場合、1人ふえるごとに助成金を上乗せすること。

（４）現存する学童保育所の登録児童数が10名を下回っても、利用者がいる限りは補助の対象とすること。

９ 厳しさが増す保護者の労働実態を把握し、安心して働くことができるよう保育制度を充実させること。

（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し、誕生月にかかわらず、全ての子供が入所しやすいよ

う子供の定員に合わせた職員配置をすること。

（2）病児保育を実施する医療施設を天白区内にふやすよう整備すること。

（3）産休あけ・育休あけ保育所等入所予約事業実施施設であるか否かにか中わらず、看護師を配置すること。

（4）障害児も含めて兄弟姉妹が同一保育所を利用できるよう引き続き対応すること。

（5）障害児にかかわる施策を実態に合わせて充実させること。

ア 名古屋市内に高等特別支援学校を建設すること。

イ 全保育所で障害児の受け入れを推進すること。

ウ 障害児保育の補助金を引き続き増額すること。

エ 各区役所の民生子ども課窓口に、障害児の保育所利用についての専門担当者を置くこと。

請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第9号

平成30年

12月6日

小学校給食調理業務の

民間委託を撤回し給食

の充実を求める請願

なごやの学

校給食をより

よくする会

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)

名古屋市は、2016年4月から小学校の給食調理業務の民間委託を始め、2018年9月現在では15校の給食調理業務を民間委

託している。その理由は、調理員の退職によって起こる人員不足を補充しないという名古屋市の方針によるとしている。

私たちは、心身ともに急速に成長する学齢期を豊かな給食・食育で支えることは、教育の重要な役割であると考えてい

る。今、子供の貧困という観点からも、全ての児童に栄養バランスのとれたおいしい給食を提供することは、ますます大

切になっている。また、食物アレルギーのある児童が年々増加している。その対応には細心の注意を払い、教員・栄養教

諭・学校栄養職員・調理員・保護者・子供が協力してチェックを行い、子供たちに安全・安心な給食を提供している。

学校給食は、学校給食法及び食育基本法により重要な学校教育の一環として位置づけられている。給食調理業務の民間

委託は、名古屋市が責任を持って行うべき教育の役割を投げ出すことである。

また、四、五年で競争入札を繰り返して、業者がかわる委託方式では、調理業務のノウハウの蓄積や技術の継承もなさ

れず、長期的、継続的に安全・安心でおいしい給食を提供するには限界がある。
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ついては、子供たちに安全・安心な給食を届け、健やかな心身の成長を保障するために、次の事項の実現をお願いする。

１ 子供のことを第一に考え、学校給食に係る予算をふやすこと。

２ つくる人と食べる人が一体となって学校給食を食青の教材として充実させ、保護者にも開かれた学校給食にすること。

３ 名古屋市立小学の給食調理業務の民間委託をせず、正規職員による直営体制に戻して、技術の継承により安全・安心

でおいしい学校給食を提供すること。

４ 給食の献立をより充実させること。

５ 給食費を無償化すること。

請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第10号

平成30年

12月6日

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

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)

名古屋市は、5年連続待機児童ゼロ、利用保留児童も減らしていく取り組みを進める、として保育施設の整備に力を入

れている。民間社会福祉施設運営費補給金制度を守り、全国的に見ても先進的な施策を実施している。しかし、保育士不

足は深刻で運営困難等の課題は大きくなっている。子供たちの育ちに待ったはない。全ての子供たちが笑顔で伸び伸びと

育つ名古屋を目指して、保育士不足解消のための手だてを早急に打ち出し、保育の量的拡大とあわせて質的向上をより図

ることを強く求める。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 子供の命と安全、発達を保障するために、保育士不足を早急に解消すること。

２ 保育施設の職員の配置基準・処遇を改善すること。

３ 子供たちの豊かな生活を保障するために、子供にかかわる公立施設の改修を行うこと。

４ 全ての子供が等しく質の高い保育を無償で受けられるようにすること。

５ 民間社会福祉施設運営費補給金制度を堅持すること。

請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第11号

平成30年

12月6日

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

青木ともこ 江上博之 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)

名古屋市は、国民健康保険料について、2015年度から国の財政支援制度を括用し、保険料負担を緩和する努力をしてき

た。しかし、それでもなお5大政令指定都市の中で2番目に高い保険料である。さらなる保険料の引き下げのために、一般

会計から市独自の繰り入れを行うなどの努力が必要である。

名古屋市は、保険料負担を軽減する独自の減免制度を設けているが、申請しないと適用されないために、特別軽減の要

件に該当する世帯の約7割が減免されていない。また、子育て世代支援のためにも、子供からは保険料を取らない対応が

必要である。

国民健康保険料が長期間未納になっている世帯に対して、資格証明書が発行される場合が多数あり、また、差し押さえ

がふえている現状は改善が必要である。

2018年度に改定された名古屋市の介護保険料は、愛知県内で も高く、全国20政令指定都市でも5番目に高い水準であ

る。介護保険料及び介護保険利用料では、愛知県内の多くの市町村が設けている独自の減免制度が名古屋市にはない。ま

た、介護保険の要支援者が希望すれば予防専門型のホームヘルプやデイサービスを受けられるように整備することも必要

である。

ついては、誰もが健康で生き生きと暮らせる制度の充実に向け、次の事項の実現をお願いする。

１ 国民健康保険料を大幅に引き下げること。

２ 国民健康保険料の減免制度を拡充し、該当する全世帯を自動的に減免すること。

３ 18歳までの子供は、均等割を免除すること。

４ 国民健康保険の資格証明書の発行や、生活を脅かす差し押さえはやめること。

５ 介護保険料及び介護保険利用料の独自減免制度を新設すること。

６ 介護保険の要支援者が希望するサービスを受けられるようにすること。

７ 後期高齢者医療の自己負担と介護保険利用料の負担割合を2割に引き上げないよう国に求めること。
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請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第12号

平成30年

12月6日

私立高校生に対する授業

料助成制度の堅持・拡充

を求める請願

愛知私学助成

をすすめる会

自民（20）民主（17）公明（10）共産（12）の59人

＊詳細は別項へ

子どもと教育をめぐる危機が叫ばれて久しくなるが、それだけに大人社会の役割、とりわけ学校教育と教育行政の責務

は重大である。子供一人一人に寄り添い、つながって、子供が安心して豊かに育つ土壌をつくらねばならない。

愛知県の私学では、本・人・体験・社会から学ぶ21世紀型学びを目指し、広げながら、各学園が独自性を生かして、多彩

な教育を進めてきた。2018年夏の愛知サマーセミナーは、2000講座に6万5000人の参加者であふれ返った。特別講師の方々

は、2000講座の規模のすごさと、父母、市民の方々がボランティアで支えている活気ある状況、これが私学と連動してい

るということにも驚嘆された。また、参加者の多くは、講座の多彩さとともに、汗まみれになりながら、声をからして案

内する生徒や父母の姿に感銘を受け、感謝の声がたくさん寄せられている。また、2018年9月から11月にかけて行われた

オータムフェスティバルには、7万人の生徒・父母・教職員・市民が参加し、平和と復興、教育の公平を願う希望プロジェ

クトが大きな感動と共感を呼んだ。今や、愛知県の私学は、全国からも教育改革の先進として注目されている。

しかし、私たち私学内部の努力だけではどうしても解決できない問題がある。それは、 学費の公私格差の問題である。

現在、愛知県では高校生の3人に1人が、特に名古屋市では高校生の約40％が私学で学んでおり、私学は、公立とともに公

教育の重要な役割を担っている。それにもかかわらず、学費の公私格差は現在も市民に大きくのしかかり、私学を自由に

選択できない状祝にある。市の授業料助成の対象となる所得層でもそうである。

愛知県においては、平成26年度以降、国の無償化政策の見直しに伴う就学支援金の加算分を全額活用して、従来の授業料

助成制度の原則を復元し、授業料本体について、年収610万円未満程度までの乙Iランクの家庭はその３分の２で26万5200

円まで、年収840万円未満程度までの乙Ⅱランクの家庭はその半分で19万9200円までの助成が行われることになった。ま

た、入学金についても、年収350万円未満程度までの甲ランクの家庭は授業料本体と合わせて実質無償化され、乙Iランク

の家庭はその半分までが、乙Ⅱランクの家庭はその3分の1までが助成されることになった。

これまで名古屋市では、教育の機会均等という理念に基づく独自の授業料助成として、愛知県の助成対象から外れた市民

を対象に、年収840万円～990万円相当の家庭に2万6000円、年収990万円～1160万円相当の家庭に1万5000円を支給してい

る。この市の助成額は、平成12年度以降は、県の乙Ⅲランクの助成額のそれぞれ50％、30％に相当する基準で算定され、

国が高校無償化を行った平成22年度から平成25年度までは、国の就学支援金を除いた県単独負担分のそれぞれ50％、30％

に相当する基準で算定されてきた。 この算定方式によれば、県の乙Ⅱランクが増額されたのに伴い、市の新助成額は4万

200円と2万4120円となるところである。ところが、平成26年度以降の市の予算においては、この変更がなされていない。

この件に関しては、私たちの私立高校生に対する授業料助成の堅持・拡充を求める請願が教育子ども委員会における審査

の結果採択され、平成28年2月定例会においては、「教育の機会均等の理念を尊重すべく」、「授業料保護者負担の公私

間格差の是正のため、引き続き補助額の予算増額を求めていくこと」との附帯決議が付されているところである。請願に

込められた民意と市会の意向を尊重し、平成31年度には従来の算定方式に沿って、ぜひとも増額するよう切に要望する。

そもそも、名古屋市において、昭和48年に、全国に先駆けて制定された私立高校生に対する授業料助成制度は、名古屋

市私立高等学校及び私立幼稚園授業料補助に関する条例第1条にも示されているように、公私の父母負担格差は、教育の

機会均等の面からも、納税者に対する社会的公平の面からも、早急に是正すべきものであるという立場から、本来ならば

全ての高校生に支給すべきであるという崇高な理念に裏づけられていた。そのために、市の授業料助成は、愛知県の授業

料助成の対象にならない高校生に対して、当初、県の乙Ⅱランクとほぼ同額が一律に支給され、県と市を合わせれば、全

ての私立高校生が授業料助成を支給されていた。

平成24年、日本政府は昭和54年以来留保してきた国際人権Ａ規約第13条2（ｂ）及び（ｃ）の無償教育の条項の規定の

適用について、同留保を撒回しており、中等・商等教育に係る所得制限なしの無償教育の漸進的な導入は、日本国憲法第

98条に基づき誠実に遵守すべきものとなっている。

名古屋市の授業料助成をめぐっては、さまざまな議論があったが、そのたびに、教育の機会均等という確固とした理念

と原点に立ち返り、40年以上にわたって営々として守られてきた。だからこそ前述のように、平成12年度以降の市の授業

料助成は愛知県の乙Ⅱランクの助成額の50％、30％に相当する基準で算定されてきたわけである。そこには、市当局と市

会の深い理解があったことを、私たちは承知している。その原点を踏まえ、現行の授業料助成制度の内実を堅持するよう

お願いする。

私たちの願いは、憲法や教育基本法、さらには国際人権Ａ規約にもあるように、全ての子供が、親の所得にかかわらず、

等しく教育を受ける権利を保障してほしい、ということであり、その焦点は、公教育、特に後期中等教育の中の 大の不

平等である父母負担の公私格差をなくし、教育の公平を図ることである。

そのために、無償教育が国際的な潮流になる中で、今こそ名古屋市政がこれまで果たしてきた原点に立ち返り、教育の
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機会均等の精神に基づいて、先駆的な役割を果たすよう、心からお願いする。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 平成31年度予算において、名古屋市私立高等学校及び私立幼稚園授業料補助に関する条例にうたわれている教育の機

会均等の理念に沿って、私立高校生に対する市独自の授業料助成額を、愛知県の授業料助成額変更に伴い、これまでの

算定方式に基づいて是正・増額すること。

＊紹介議員59人

自民20:渡辺義郎、横井利明、岡本善博、藤沢ただまさ、伊神邦彦、ふじた和秀、成田たかゆき、斉藤たかお、松井よしのり、浅野有、

浅井正仁、中川貴元、西川ひさし、中田ちづこ、丹羽ひろし、中里高之、岩本たかひろ、小出昭司、北野よしはる、吉田茂

民主17:おくむら文洋、服部将也、斎藤まこと、久野浩平、森ともお、小川としゆき、加藤一登、山田昌弘、松本まもる、岡本やすひろ、

うえぞの晋介、塚本つよし、土居よしもと、田中里佳、くにまさ直記、橋本ひろき、日比美咲

公明10:三輪芳裕、小林祥子、田辺雄一、近藤和博、金庭宜雄、中村満、沢田晃一、佐藤健一、福田誠治、長谷川由美子

共産12:田口一と登、江上博之、岡田ゆき子、山口清明、くれまつ順子、さはしあこ、柴田民雄、高橋ゆうすけ、さいとう愛子、青木と

もこ、西山あさみ、藤井ひろき

請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年
第13号

平成30年
12月6日

名古屋空襲慰霊の日
の制定を求める請願

東邦高等学校生徒
会

丹羽ひろし（自民）日比美咲（民主）小林祥子（公
明）さいとう愛子（共産）浅井康正（当時は減税）

今から74年前の1944年12月13日午後、現在の東区大幸町にあった三菱重工業名古屋発動機の工場が、71機の米軍B29によっ

て爆撃され、愛知県を初め新潟や奈良から勤労動員で派遣されていた生徒や教員ら330人が犠牲となった。東邦高等学校の

前身である東邦商業学校では、生徒18人と教員2人の命が瞬時に奪われた。この工場は、当時全国の発動機の40％以上を生

産しており、以後、名古屋への本格的な空襲が1945年7月26日まで続く発端となった日でもある。

戦後50年を経た1995年12月14日、東邦高等学校は、爆撃跡がくっきりと残る工場の残骸を譲り受け、有志多数の寄付に

よって校舎入り口に「平和の碑」として設置した。それ以降、平和への遺志を受け継ごうと、毎年12月に慰霊の日を定め、

犠牲となった学校関係者の冥福を本校全体で祈念する行事を行っている。

私たちは、実際に名古屋空襲に遭われた本校同窓会の辰巳会の方々や幼少期に熱田空襲を経験された方から、耳を塞ぎ

たくなるような当時の状況を伺った。その中で、「家族、友人、今まで当たり前のように隣にいた大切な人がいなくなっ

てしまう」、「生きるために生まれてきたはずの人間が、人を殺すことを正当化していく」という話を聞き、言葉にでき

ないほどの悲惨さを感じた。そして、残された方々も、多くの傷を抱えて生きていくということ、それが戦争なのだと感

じた。

また、学んでいく中で、広島県出身の本校生の青葉に私たちは衝撃を受けた。「広島では、小学校や中学校で原爆につ

いての学習や被爆体験を直接聞く機会が多くあった。しかし、名古屋では、空襲のことを学ぶ機会や空襲体験を聞く機会

はほとんどなかった。この違いは何だろうか。」という青葉だった。名古屋では、1945年5月14日の国宝・名古屋城の焼失、

一度に2000人以上が犠牲となった同年6月9日の愛知時計電機等への爆撃など、計63回の空襲を受けた。戦時中に何があっ

たのか、空襲を体験された方々が今どんな思いでおられるのか、私たち市民が広く知り、歴史を伝えていく必要があると

思う。

戦争を体験された語り部の方々は、私たち若い世代に平和な社会を築いてほしいというメッセージを託しておられる。

実際に戦争を体験し、語り継ぐ方々が年々少なくなっている今、私たちが生の戦争体験を聞くことができる 後の世代で

ある。だからこそ今、名古屋空 を語り継ぐ担い手になることが、私たち若い世代に求められているのである。

本校は、ユネスコスクールに加盟している。ユネスコ憲章の前文には、次のような言葉がある。「戦争は人の心の中で

生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」。この言葉は、未来に生きる私たち一人

一人が歴史を学び、考え、行動していくことで、平和のとりでは築かれていくということを教えてくれている。

8カ月で60回以上も空襲を受けた私たちの街にとって、特定の日を名古屋空襲慰霊の日と定めることは容易ではない。そ

こで、幅広い市民の方々とともに話し合って慰霊の日を定めていきたいと考えている。私たちは、痛ましい負の歴史を再

び繰り返さず、過去の記憶を風化させないために、広く名古屋市民が平和のとりでを築き、戦争のない平和な社会を誓う

日となるよう、関係各位に働きかけていくことを決意した。この活動を通して多くの若い世代が歴史に学び、今の社会を

見詰め、未来を考えるきっかけになると信じている。

何とぞ私たちの願いが受けとめられることを心から祈っている。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 名古屋空襲慰霊の日を設けること。

２ 慰霊の日を中心に、祈念式典等の行事を毎年繰り広げること。

３ 空襲に関する資料を整え、全市民が共有できる仕組みを設けること。
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請願番号 受理日 請願名 請願者 紹介議員

平成30年

第14号

平成30年

12月6日

日本軍慰安婦問題を

解決するための意見

書提出に関する請願

愛知・日本軍「慰

安婦」問題解決

をすすめる会

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 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)

戦時における日本軍の慰安婦問題について、1993年8月に政府が河野内閣官房長官談話を発表してから四半世紀がたつ。

しかし、問題は今なお解決していない。政府は、2015年に韓国政府とともに日韓合意を発表した。しかし、実際には問

題は解決していない。被害女性の多くは無念の思いを抱いたまま他界され、名乗り出た女性たちも高齢となり、このま

までは死にきれないと悲嘆に暮れている。

慰安婦問題は、戦時に日本軍の管理下で、日本軍兵士によって行われた女性に対する人権侵害事件である。被害女性

は韓国だけでなく、日本、中国、フィリピン、インドネシアなどのアジア諸国やヨーロッパ諸国にまたがっており、政

府間の外交交渉だけでは解決しない。真の解釈のためには、日本政府が加害の真相を究明し、事実を認め、被害女性た

ちに誠意ある態度で謝罪し、賠償を行うこと及び歴史を隠さず事実を明らかにし、次世代に継承することが不可欠であ

る。

ついては、日本軍慰安婦問題の解決を進めるために、貴議会が次の事項を内容とする意見書を政府に提出されるよう

お願いする。

１ 真の解決のために、日本政府が加害の真相を究明し、事実を認め、被害女性たちの声を聞き、誠意ある態度で謝罪

し、賠償を行うこと。

２ 慰安婦問題の記述がある図書を教科書検定で合格させ、次世代に継承すること。

◆陳情
陳情番号 受理日 陳情名 陳情者

平成30年

第17号

平成30年

11月19日

天白公園のデイキャンプ場の排水処理改

善を求める陳情
天白区住民

天白公園のデイキャンプ場の浄化装置は、平均値の量の汚水は処理できるが、土曜日、日曜日、祝日や晴天時には大

量の汚水が発生するので処理できない。

この処理排水は大根池から大根川を経由して天白川に流入し、ヘドロになったり、異臭を発生させたりする原因の一

つになっている。

デイキャンプ場の排水処理は、現在の浄化装置では解決できないので、下水道に流してほしい。

ついては、公害に速やかに対処するよう、次の事項の実現をお願いする。

１ 天白公園のデイキャンプ場の排水処理を改善すること。

陳情番号 受理日 陳情名 陳情者

平成30年

第18号

平成30年

11月19日

市民情報センターの閉館時刻の変更を求

める陳情
天白区住民

市民情報センターは年間7万人が利用してにぎわっている。市民情報センターの閉館時刻は17時である。市民情報セン

ターの職員の勤務時間は17時30分までである。ならば、市民情報センターの閉館時刻も17時30分にしてほしい。窓口業

務の市民サービス向上を希望する。

なお、市会図書室の閉室時刻は17時30分である。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 市民情報センターの閉館時刻を17時30分に変更すること。

陳情番号 受理日 陳情名 陳情者

平成30年

第19号

平成30年

11月19日

情報公開窓口の12時から13時までの閉

鎖をやめることを求める陳情
天白区住民

情報公開の請求件数は年間4000件くらいと言われている。多くの人が利用しているが、ど真ん中の時間帯に窓口が休

みで不便である。

日進市や愛知県等、多くの都道府県、市町村では情報公開窓口の昼休みはない。

ついては、窓口業務の市民サービス向上のため、次の事項の実現をお願いする。

１ 情報公開窓口の12時から13時までの閉鎖をやめること。
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〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 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

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

請願・陳情審査の結果（2018年12月10日）

新規の請願（９月定例会に受理された請願は1件でした。

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 無

平成30年
第6号

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

l 保育士の処遇改善と保育士確保で、子供
を安心して預けられる環境を整える

動向を見守る 保
留

教子
2018.
11.12

2 公立保育所の民間移管の計画を凍結し、
見直しを

○ ● ● ● ● ●
不
採
択

3 休日保育事業の実施施設の数をふやす

動向を見守る 保
留

4 病児・病後児デイケア事業の利用料を下
げ、第２子以降の減免を

5 病児・病後児デイケア事業が未実施の地
域で事業実施施設の開設を

6 一時保育事業を公立保育所のエリア支援
保育所で実施を

7 リフレッシュ預かり保育事業は、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を

○ ● ● ● ● ●
不
採
択

保留の請願（９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 無

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



名古屋市政資料№201 (2018年11月定例会）

- 37 -

保留請願の続き １

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 無

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 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

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

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

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.
9.11

2 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
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保留請願の続き ２

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 無

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

取り下げ
打
ち
切
り

教子
2018.
11.12

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子以降は所得
制限なしで３歳児以上も無料化に

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

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
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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

保留請願の続き ３

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 無

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 無

平成30年
第12号

名古屋市禁煙条例の制定を求め
る陳情

天白区住民

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に

2 喫煙の中止や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、
5万円以下の罰則を科す

ききおく

聞
き
置
く

財福
2018.
11.13

平成30年
第13号 政務活動費の改善を求める陳情 天白区住民

1 議員個別にも政務活動費を支給する
2 お土産代には支出しない
3 成果や所感がわかるよう報告書を添付する
4 人件費の領収書は黒塗りをやめる
5 利子を報告する

ききおく

聞
き
置
く

総環
2018.
11.9

平成30年
第14号

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

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

2 園庭のトイレの改修を
3 園庭の水はけを改善する
4 １歳児クラスの布団棚に扉を設置する
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

6 １歳児クラスの靴箱を取りかえること。

ききおく

聞
き
置
く

教子
2018.
11.12

平成30年
第15号

名古屋市会市民３分間読会演説
制度の改善を求める陳情

守山区住民

1 各発言者の演説時間を５分に延長する
2 演説の場所を本会議場にする
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

4 市民の演説を録画・録音し、ホームページ
で公開ができるようにする

5 週末や夜間に演説を実施する
6 演説を委員会や議会に反映させる。質疑が
その場でできるようにする

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

ききおく

聞
き
置
く

総環
2018.
11.9

平成30年
第16号

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

1 領収書には受取人の個人名を入れる
2 領収書には政務活動の報告書をつける
3 領収書の黒塗りをやめる
4 インターネットで誰でも見れるようにする

ききおく

聞
き
置
く

総環
2018.
11.9

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 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



日本共産党をはじめ各会派から提案された8件の意見書案について、政審委員長会で内容についての協議・修正などが行

われ、議会運営委員会での協議を経て、3件について合意が得られ、12月10日に議決しました。

日本共産党提出の３件はすべて否決されました。

《採択された意見書》

学校施設の老朽化対策に必要な財政措置の拡充を求める意見書

学校施設は子どもたちが学習・生活する場としてだけではなく、地震等の災害発生時には市民の命を守る拠点としての機

能が求められる場所であり、子どもを初め市民の安心・安全を守るためにも着実な施設改修・整備が必要である。

しかし、公立学校施設整備に関する国の当初予算額の推移を見ると、平成10年度に1731億円であったものが、平成30年度

には682億円と大幅に削減されており、全国的に築25年以上経過した学校施設が約７割を占め、整備に要する経費が依然と

して膨大な中で、施設整備予算は大幅に不足している。

本市においても、義務教育施設などについて、耐震改修を優先して実施してきたことから、築30年経過しても老朽化対策

を実施できていない校舎等が多く残されている。特に、トイレは、災害時に学校が避難所となった際に、高齢者や障害者を

含めた非常に多くの者が使用することが想定されることから、洋式化等の改善を早急に進める必要があるが、十分な改修が

できていない。

こうした状況の中、本市は平成29年度に「名古屋市学校施設リフレッシュプラン」を策定し、経費の抑制と平準化を図り

つつ、計画的な改修により施設の長寿命化に取り組んでいるが、老朽化対策を着実に推進するためには、十分な財源を継続

的に確保するとともに、補助単価の引き上げなど、さらなる制度の充実が必要である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、学校施設の老朽化対策を計画的に実施できるよう、当初予算において必要

額を確保するとともに、対象事業の拡大や補助単価の引き上げなど、財政措置を拡充するよう強く要望する。

教職員定数改善計画の早期策定・実施と教育予算の拡充に関する意見書

未来を担う子どもたちが夢や希望を持ち、健やかに成長していくことは、全ての国民の切なる願いである。しかし、学校

現場では、子どもたちの健全育成に向けて真摯に取り組んでいるものの、いじめや不登校、非行問題行動を含めた、子ども

たちを取り巻く教育課題は依然として克服されていない。また、日本語指導や通級による指導が必要な児童生徒への支援、

小学校英語の教科化、教員の多忙化解消などの多様な課題にも直面している。
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意見書・決議

意見書案に対する各会派の態度（2018年12月3日 議会運営委員会理事会）

意 見 書 案
原案
提出

結果
各会派の態度

共 自 民 公 減

学校施設の老朽化対策に必要な財政措置の拡充を求める意見書（案) 自民 可決 〇 ○ ○ ○ ○

教職員定数改善計画の早期策定・実施と教育予算の拡充に関する意見書
(案)

民主 可決 ○ ○ ○ ○ ○

認知症施策の推進を求める意見書（案) 公明 可決 修正 ○ ○ ○ ○

無戸籍問題の解消を求める意見書（案） 公明 可決 〇 ○ ○ ○ ○

障害者基本法改正に関する意見書（案） 公明 可決 〇 ○ ○ ○ ○

2019年10月からの消費税10%への増税中止を求める意見書（案） 共産 否決 ○ ● △ ● △

日米地位協定の見直しに関する意見書（案） 共産 否決 ○ ● △ ● △

実効性ある就職活動ルールの確立を求める意見書（案） 共産 否決 ○ ● △ ● △

免震・制振オイルダンパーの大臣認定等への不適合に関する意見書（案) 減税 否決 ● 〇 〇 〇 ○

ゴチック字は可決された意見書 議運に提案された段階での態度 ○＝賛成 ●＝反対 △＝保留
●が１つでもあれば議案として本会議に上程されません。
会派 共：日本共産党 自：自民党 民：民進党 公:公明党 減：減税日本ナゴヤ
＊立憲民主党は５人以上の議員の会派という要件があるため議運には入っていません。



昨年度、文部科学省は、3415人の教職員定数の改善を概算要求に盛り込んだものの、少人数学級の推進や教職員定数改善

計画は示されておらず、不十分なものであった。さらに、政府予算においては、小学校英語の専科指導教員などのための

1595人の加配措置にとどまるなど、子どもたちの健やかな成長を支えるための施策としては課題が残るものとなった。

少人数学級は、地域や保護者からも一人一人の子どもにきめ細かな対応ができるという声が多く聞かれる。山積する課題

に対応し、全ての子どもたちに行き届いた教育を行うためにも、少人数学級のさらなる拡充を含めた教職員定数改善計画の

早期策定・実施が不可欠である。

また、子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であり、国に

よる十分な教育予算の拡充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、平成31年度の政府予算編成に当たり、教職員定数改善計画を早期に策定・

実施するとともに、十分な教育予算を確保するよう強く要望する。

認知症施策の推進を求める意見書

我が国の高齢化率は世界で も高いことから、認知症の人は年々ふえ続けている。厚生労働省が策定した認知症施策推進

総合戦略によれば、認知症高齢者数は2012年に約462万人であったものが、2025年には約700万人を突破し、65歳以上の高齢

者の約５人に１人が認知症となると見込まれている。

認知症は、誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、認知症施策の推進は極めて重要であり、医療・

介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育など、多様な場面において、総合的な支援の充実が求められている。

認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指し、当事者

の意思を尊重し、家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが必要である。特に、認知症診断直後は、必要とする相談や支援

等につながらない、いわゆる空白期間が生じており、支援体制の充実が求められている。 また、若年性認知症の場合、多

くの人が現役世代であり、配偶者が主介護者になることが多く、本人だけでなく、配偶者も仕事の継続が困難となる場合が

あることから、身体的にも精神的にも、経済的にも大きな負担を強いられており、自立支援を行う関係者のネットワークの

調整役である若年性認知症支援コーディネーターを、より効果的・効率的に活用していくことも必要である。

そもそも、認知症はその病態解明が不十分であり、根本的治療薬や予防法が十分に確立されていないため、大規模遺伝子

解析等を行うことにより、認知症を来す疾患それぞれの病態解明や行動・心理症状等を起こすメカニズムの解明を通じて、

予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発を推進する必要がある。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、認知症施策のさらなる充実、加速化のために、次の事項を実現するよう強

く要望する。

１ 国や地方公共団体、企業、地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、認知症施策を総合

的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。

２ 認知症診断直後の空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、認知症サポーター

の活用やガイドブックを作成することによる支援体制

の構築を図ること。

３ 若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディ

ネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を

進めること。

４ 次世代認知症治療薬の開発・早期実用化や 先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の

人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。

無戸籍問題の解消を求める意見書

子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を提出しないために、戸籍がないまま暮らさざるを得

ない子どもや成人が数多く存在している。

民法 772 条において嫡出推定制度が規定されており、離婚後に前夫の嫡出推定が及ぶ子が生まれた場合、前夫以外の男

性の子として戸籍に記載されることを希望するときは、嫡出否認権は前夫にしか認められないことから、前夫に対する親子

関係不存在確認の手続、あるいは実父に対する強制認知の手続を行うこととなる。しかし、前夫にその子の存在を知られた

くないなどの理由から訴えを提起することができず、出生届の提出が見送られてしまうことがある。また、実父に対する強

制認知の手続は前夫に対する親子関係不存在確認の手続を経ずにとることができるが、家庭裁判所の窓口で、先に前夫に対

する親子関係不存在確認の手続をとるようにとの誤った指導がなされた事例があったとの指摘もある。

無戸籍者は、みずからに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などで救済される場合を除き、住民登録や選挙権の
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行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益

をこうむっている。これに対し、国は無戸籍者救済の取り組みを進めており、無戸籍状態にあったとしても、関係府省庁に

よる通知等により、一定の要件のもと各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことが地方公共団体

の職員まで徹底されず、適切な対応がとられない事例があったとの指摘もなされている。

無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題であり、無戸籍者はさまざまな生活上の不利益をこうむるだけでなく、無

戸籍であること自体により、心の平穏も害されていることから、一刻も早い救済が必要である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに、

無戸籍者が生活上の不利益をこうむることのないよう、

次の事項を実現するよう強く要望する。

１ 嫡出否認の手続に関する提訴権者の拡大や、出訴期間の延長のほか、民法 772 条の嫡出推定の例外規定を設けるなど、

新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。

２ 強制認知調停の申し立てについて、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう必要

な措置を講ずること。

３ 地方公共団体の職員や関係機関に対し、無戸籍者問題の理解を促し、適切に対応するよう周知徹底すること。

障害者基本法改正に関する意見書

障害者基本法は、障害者施策に関し、基本原則を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、施策の基本

となる事項を定めること等により、施策を総合的、計画的に推進することを目的として制定された重要な法律であり、平成

23年の改正では、障害者の権利に関する条約の批准に向けた国内法整備の一環として、同条約が採用する社会モデルや合理

的配慮の概念が新たに取り入れられた。

しかし、障害者基本法には、障害者の権利に関する条約に規定されている差別や合理的配慮の定義、女性障害者への複合

的差別に関する取り組みが明記されていないこと、「可能な限り」といった限定的な文言が随所に見られることから、これ

らの規定に関する法改正を求める声が障害者団体から上げられている。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、障害当事者や家族、支援者等の意見を幅広く取り入れ、障害者の権利に関

する条約の理念により即した障害者基本法とするべく改正に向けた検討を進めるよう強く要望する。

《採択されなかった日本共産党提案の意見書案》

2019年10月からの消費税10%への増税中止を求める意見書（案）

2014年４月に消費税率は５％から８％に引き上げられた。しかし、その後、個人消費の低迷が続き、世界経済の不透明感

が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためとして、予定されていた10％への増税はこの間、二度にわたり延期され

てきた。

総務省の家計調査によると、二人以上の世帯の消費支出は、８％への増税後から昨年12月までの45カ月間のうち38カ月で

前年を下回るなど、増税による景気への悪影響が長期間に及んでいる。

また、世界経済においては、米中貿易摩擦や原油高、極端な保護主義の台頭など、今後の見通しへの不透明感が増してお

り、日本経済の先行きにも大きな不安材料となっている。

加えて、４年間の経過措置後に導入が予定されている適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度にも深刻な問題が

ある。免税業者はインボイスを発行できないために取引から排除されるか、課税事業者へと転換せざるを得なくなる。日本

商工会議所などの中小企業や商工団体からは500万を超える免税事業者が廃業に追い込まれる懸念があるとして、インボイ

ス制度の廃止を含めた見直しを求めている。

そのような中で、来年10月から消費税を10％へ増税することは、消費不況を深刻にし、さらなる景気悪化を招くことが強

く懸念される。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、2019年10月からの消費税10％への増税を中止するよう強く要望する。

日米地位協定の見直しに関する意見書（案）

日米地位協定第２条は、米国は日米安保条約第６条に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許されると規定しており、

米国は日本国内のどこにでも基地を置くことができる協定となっている。

昨今、沖縄のみならず全国各地で米軍が関係する事故が起き、また、危険性が指摘されるオスプレイの全国展開が進めら

れている。名古屋飛行場（県営名古屋空港）一帯は、アジア太平洋地域における米軍 新鋭ステルス戦闘機F35Aの整備拠点

に位置づけられており、その運用には強い危惧を覚える。

そのような中で、全国知事会は本年７月、日米地位協定の抜本的な見直し等を盛りこんだ「米軍基地負担に関する提言」

を決定した。47都道府県の知事が、各自治体住民の生活に直結する重要な問題として、米軍基地負担の現状や改善すべき課

題について共通理解を深め、基地等の所在の有無にかかわらず、全員賛成のもとで「提言」を決定したことは、極めて重い
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ものである。

日米地位協定は、日米の安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化しているにもかかわらず、締結以来、一度も改正

されていない。これまで一定の運用改善等がなされてはきたものの、米軍基地から派生する様々な事件・事故等から国民の

生命・財産と人権を守るためにはいまだ不十分と言わざるを得ず、根本的な解決のためには日米地位協定を抜本的に見直す

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 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることや、事件・事故

時の自治体職員等の迅速かつ円滑な立入の保障などを明記すること。

２ 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルー

トや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施さ

れるよう、十分な配慮を行うこと。

３ 米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取り組みを進めること。また、飛行

場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同

措置の実施に伴う効果について検証を行うこと。

実効性ある就職活動ルールの確立を求める意見書（案）

日本経済団体連合会が採用選考に関する指針の廃止を決定したことを受け、就職活動のルールが形骸化し過熱することへ

の懸念が生まれている。国において10月に開かれた関係省庁連絡会議では、混乱が起きないように現在の大学２年生までは

現行と同じ日程の遵守を経済団体といへ要請することとし、その他の論点を含む要請内容の詳細については関係省庁におい

て引き続き検討を行うこととなった。

かつて就職協定が廃止され就職活動のルールが緩和された結果、就職活動が早期化し長期間に及び、３年生以降は大学教

育が成り立たない、専門教育を受けるべき も重要な時期に学生が能力を伸ばせない、など大学教育に重大な支障を生じさ

せる事態を招いた。過熱した就職活動がもたらした苦い経験を繰り返してはならない。

現在でも、学生の就職活動は多くの会社を訪問し数次にわたる面接を受けるなど、現行の指針下でも大きな負担となって

おり、時間と労力だけでなく精神的にも経済的にも追い詰められる学生が少なくない。優秀な人材を他社よりも早く確保し

たいという企業の論理だけで就職活動のルールを弱体化させてはならない。

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 会社訪問や面接、内定などの解禁日の設定など学生の就職活動に関する新たなルールについては、就職活動の過熱化を

抑制し、学生の負担に配慮し、大学教育と両立するものとすること。

２ 就職試験や面接など企業の求人活動の在り方についても規範を示すこと。

３ ルールに違反した企業への注意・勧告・企業名の公表などのペナルティも行えるようにし、実効性を担保すること。

４ 経済団体や大学当局だけでなく、当事者である学生をはじめとした幅広い関係者の意見を検討し、ルール策定に反映さ

せること。

名古屋市政資料 №201 （2018年11月定例会）

- 43 -



名古屋市政資料 №201 （2018年11月定例

- 44 -

閉会中審査の概要

天白養護学校における虐待に関する緊急申し入れ(11月７日)

学校での虐待、早期の全容解明を求める
要望うけ、市教委が有識者会議を設置し検証を開始

日本共産党名古屋市議団は、11月７日、市教育委員会に対して天白養護学校にお
ける虐待問題の全容解明を求める緊急の申し入れを行い、９月のテレビ放映で発覚
した同校生徒への虐待について調査の経過と状況を担当者から聴き取りました。

７月時点では「体罰」認めず
申し入れには、名古屋市議団からは田口団長をはじめ８

人が参加。教育委員会からは学校教育部指導室長ら５人が

応対し、教育委員会内部での調査状況について経緯が説明

されました。

説明によると、教育委員会が事件を知ったのは体罰の告

発があったとマスコミから問い合わせを受けた２月23日の

こと。教員への聞き取りなどを行ったが、体罰と判断でき

る事実は確認出来ず、暴言や怒鳴り声、威嚇行為は認めら

れたことから７月９日時点では、「不適切な指導」という

結論を一旦出した。該当となったＡ教員本人も「不適切な

指導」については認めた、と言います。

「なごや子ども条例違反」と指摘
ところが、９月12日、Ａ教員による同校生徒への明らか

な体罰と分かる映像が放映されたことで、教育委員会とし

ても「体罰があった」とそれまでの判断を覆すことになり

ました。

しかし、それほど明白な事実を前にしても、それが日常

的に行われていたかどうかは聴取内容に食い違いが多いの

で慎重に調査を継続

している、というの

が現時点での教育委員会の対応です。

意見交換では、「Ａ教員は定年退職が近く退職後に処罰

はできないとのことだが、虐待をしたという事実と個人と

しての責任は残る。徹底的に解明しきることが大事」「学

校内で行われている『虐待』そのものであり、なごや子ど

も条例違反」と指摘しました。

障害者団体も原因調査を申し入

れ
市議団は９月市議会でこの問題を取り上げ、教育子

ども委員会及び財政福祉委員会で当局の姿勢を追及、

「今回の事件は、第３者による調査と検証で明らか

にすべき。『障害者差別解消条例』制定に向け、外

部から意見をもらう時だ」と主張しています。

申し入れ当日、教育委員会はこの問題での助言や検証を

受けるための有識者会議を３人の弁護士に依頼し、第１回

目の会合を11月14日に開くことを表明しました。

テレビ放映以降、障害者団体からの批判が相次ぎ、「愛

11月9日 総務環境委員会（さはしあこ副委員長、田口一登委員）

政務活動費の領収書のネット公開へ改善を
３分間演説は議会基本条例の精神で見直しを

総務環境委員会は11月９日に９月議会で受理された陳情

３件の審査を行いました。

陳領収書のネット公開を早急に
議会関係の陳情のうち、政務活動費に関する２件につい

て、田口一登議員は、「政務活動費は議員個人でなく会派

がチェックできる会派支給が良い。個人支給では使途のチェッ

クが個人任せになってしまう。お土産代に政務活動費を使

わないのは当然。報告書の添付について、日本共産党市議

団は実施しており、議会としてやるべき。人件費の黒塗り

をやめることは当然で、政務活動補助員は氏名が登録され

ているから隠す必要もない。利子は日本共産党では収支報

告書に記載し、昨年度は１９３円だった。領収書のネット

公開は早期に実施すべきで、議長と議会運営委員長にも改

善を申し入れており、理事会での鋭意検討が求められる」

と見解を述べました。

また、市民３分間演説の改善についての陳情に対し、田

口議員は「議会基本条例ににある市民参加の機会の確保な

どの観点で見直しは必要」と見解を述べました。

陳情３件は「聞き置く」に
陳情審査に先立ち、陳情者から意見陳述委が行われまし

た。陳情審査にあたって、他の議員からは、減税の委員が

「領収書のネット公開」について意見があった以外はなく、

いずれも「ききおく」となりました。

陳情審査
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高すぎる国民健康保険料の引き下げプラン
１兆円の公費投入で、協会けんぽ並み保険料に

日本共産党は、11月1日高すぎる国保料の引き下げプラン

を発表しました。

そもそも、国民健康保険の加入者は、高齢者、障害者、

非正規労働者、非就労者など、収入が低く、医療依存度も

高くなるという特徴があります。労働者が加入する健保組

合や協会けんぽに比べて保険料が高いために、市内の国保

加入32万世帯の内、保険料滞納は4万3千世帯余りと加入者

の1割超えています。

１兆円の公費投入 全国知事会も要望
こうした国保の構造的な矛盾を解消するために、全国知

事会は、国に１兆円の公費投入を求めています。

１兆円の公費が投入されれば、国保だけに設定されてい

る均等割保険料を廃止することができ、協会けんぽ並みの

保険料に下げることが可能です。

国保料引き下げの日本共産党の提案内容
１、高すぎる国保料の「協会けんぽ」並みの引き下げ

①全国知事会なども強く要望している公費の1兆円投入で

保険料を引き下げる

②「人頭税」と同じ「均等割」「平等割（世帯割）」を

廃止し、国保料を協会けんぽ並みに引き下げる

２、国による保険料の免除制度をつくる

３、無慈悲な保険証取り上げや強権的な差し押さえをやめ

る

４、安倍政権による「国保都道府県化」を利用したさらな

る保険料値上げを許さない

日本共産党が
引き下げ提言

子どもの均等割廃止は１８億円で実現可能
共産党は予算組み替え提案で均等割廃止を要求

名古屋市国保
の場合

市独自に国保料１人１万円引き下げを
名古屋市国保の場合、年収400万円の4人家族では、年間

34万6440円の保険料となります。所得に占める保険料割合

は13％にもなり、協会けんぽの2倍近い負担です。しかし、

均等割が廃止されれば、13万3190円へと半分以下になりま

す。（資料１）

日本共産党市議団は、国に１兆円の公費投入を求めると

ともに、当面は、名古屋市独自に国保料を１人１万円引き

下げるために、大幅に減らしてきた「一般会計からの独自

繰入額（資料２）」を元に戻すことを要求しています。

また、毎年の予算組み替え提案では、18歳未満の子ども

の均等割廃止を求めています。

2018年度予算でも、18億円の

予算で実現できることを示し、

無駄な大型事業や市民税減税を

やめれば財源はあることを明ら

かにしています。

共産党市議団は、今後も県社

会保障推進協議会、名古屋の国

保をよくする市民の会など市民

と連携した運動と、市議会での

論戦で、国保料の引き下げに力

を尽くします。

（資料１）均等割をなくせば、
協会けんぽ並みの保険料が実現

給与収入400万円
4人家族（30代夫婦・子2人）

給与年収240万円
単身者(20歳代)

保険料 所得比 保険料 所得比

名古屋市国保 346,440円 13.0％ 169,600円 11.3％

協会けんぽ 198,000円 7.4％ 118,800円 7.9％

共産党提案
(均等割廃止)

133,190円 5.0％ 116,290円 7.8％

※所得比は、所得に占める保険料の割合

均等割保険料とは
加入世帯の人数に応じて加算される保険料。 協会けんぽ

など被用者保険にはありません。国保では、生まれたばかり

の赤ちゃんにも均等割保険料がかかり、多子世帯ほど保険料

が高くなるという子育て支援に逆行する仕組みです。 名古

屋市国保は、1人年約5万3千円です。

（資料２）
一般会計からの
独自繰入額

年度 繰入額

2002 ２２４億円

2005 １５４億円

2010 ９０億円

2015 ８１億円

2018 ６２億円

※18年度は予算、他は決算

自治体キャラバンから見える名古屋市の介護

県内54市町村の中で1番高い介護保険料
介護保険料・利用料減免を実施していない自治体は少数派

名古屋市

社会保障推進協議会など自治体キャラバン実行委員会が10月から11月にかけて取り組んだ

「キャラバン要請行動」により、県内全市町村の介護保険料や、独自の減免制度などの全体像が

示され、名古屋市の介護保険料・利用料の問題点と課題が明らかになりました。
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500円の値上げで県内1高い介護保険料に
今年4月に改定された名古屋市の介護保険料基準額（月

額）は、6,391円になり、県内で も高い保険料になりま

した。

前期（2015～2017年度）から497円の引き上げで、愛知

県平均の5,526円を、865円も上回りました。

介護保険料スタート時の2.2倍に
介護保険がスタートした第1期（2000～2002年）の保険

料2,876円と比べると、2.2倍にも上がっています。

低所得世帯への配慮は、まだ改善の余地あり
介護保険料は、基準になる保険料から、低所得世帯には

倍率を引き下げ、高所得世帯には倍率を高くすることで、

応能負担が強まり、本来の社会保障の再分配機能が発揮さ

れることになります。

そのため、日本共産党市議団では「保険料段階をさらに

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」ことを求めています。

名古屋市の介護保険料について、市当局は も所得の低

い第１段階を「国基準が0.45倍のところを0.4倍に引き下

げている」と説明しています。

しかし、県内の他自治体では、第１段階を、0.30倍（弥

富市）、0.35倍（岡崎市・碧南市・刈谷市・尾張旭市・み

よし市）に引き下げています。

また、名古屋市の第３段階の倍率も、名古屋市0.65倍に

対して、0.50倍（弥富市）、0.56倍（津島市）、0.58倍

（豊山町）、0.60倍（岡崎市・豊田市など6市）と引き下

げています。

名古屋市も「まだまだ改善の余地あり」です。

介護保険料・利用料減免とも未実施は少数派
介護保険料・利用料の低所得者減免は、県内の自治体で

は、保険料減免が30自治体（56％）、利用料減免が20自治

体（37％）で、保険料・利用料減免のいずれかを実施して

いるのは38自治体（70％）です。

名古屋市のように、保険料・利用料減免のいずれも実施

していない自治体は、16自治体（30％）です。（下図の白

色の自治体）

日本共産党市議団では、議会質問で繰り返し保険料・利

用料減免の実施を求めてきました。

介護保険料上位5自治体

順位 市町村名 保険料額

1 名古屋市 6,391円

2 飛島村 6,350円

3 春日井市 5,777円

4 高浜市 5,700円

5 瀬戸市 5,627円

愛知県平均 5,526円

低所得の保険料倍率を名古屋市よりも下げている自治体

段階 倍率 自治体名

第１・２段階

（名古屋市
0.40倍）

0.30倍 弥富市

0.35倍
岡崎市・碧南市・刈谷市・尾張旭市・
みよし市

第３段階
（名古屋市
0．65倍）

0.50倍 弥富市

0.56倍 津島市

0.58倍 豊山町

0.60倍
岡崎市・一宮市・豊田市・安城市・
尾張旭市・愛西市

※名古屋市の第3段階は、他自治体では第2段階（世帯非課税で課
税年金収入と合計所得金額が80万円超～120万円以下）

保険料・利用料とも減免制度を実施（12自治体）

利用料のみ減免制度を実施（8自治体）

保険料のみ減免制度を実施（18自治体）

介護保険料・利用料減免実施３８自治体

財政福祉委員会（岡田副委員長・柴田委員）

名古屋市障害者基本計画(第４次)案を検討
2019年1月末までパブリックコメントを実施

12月6日の財政福祉委員会で、日本共産党の柴田民雄議

員は、名古屋市障害者基本計画（第４次）案をより良い計

画とする立場から質問しました。

以下、柴田議員の健康福祉局への質疑（概要）を紹介します。

あらゆる場面で力の支配排除の徹底を
柴田：「重点的に取り組むべき施策」が示されているが、最重点

として設定している項目は？

当局：療育・教育の施策には特に多くの意見をいただいた。今

回から重点施策に新たに加えた項目となる。

柴田：療育・教育・支援施策が最重点とのことだが、大問題になっ

ている天白養護学校での虐待事件は、どのような議論があった

か。
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第42回援護事業。まずは臨時相談へ

名古屋市では1977年（昭和52年）から安定した住居を持

たない日雇労働者などを対象にした年末年始援護事業を行っ

ており、今年で42回目となります。 近ではホームレスの

方が主な対象となっていますが、臨時の相談窓口を開き、

無料宿泊所を開設しています。

ただし、今年は12月29日の中村区役所での臨時相談所は

開設されず、各区役所で12月28日まで、年末臨時相談が実

施されます（下記「援護対策」参照）。

当局：詳細な報告を求める意見、対応が遅い、内部通報ができ

なかったとの指摘、体罰か虐待かの認識、再発防止策など大

変厳しい意見をいただいた。計画への対応として、教職員に人

権に関する研修をより強調して記載するべきという意見を受け

て、障害の理解、特別支援教育の専門性を深める研修を記載

したところ。

柴田：天白養護の事件は、刑事告発もされてお り、極めて深刻

な問題だ。絶対に再発させず、あらゆる場面で力による支配を

排除してゆく考え方を徹底する必要がある。

学童保育の障害児受け入れに必要な施策は？
柴田：分野別施策として、学童保育の障害児受け入れなどに関

して、この基本計画がどんな役割を果たしていくのか。

当局：インクルーシブ推進のためにトワイライトスクールや学童

保育が障害児を受け入れることが大事との意見が出され、学童

保育での障害児の受け入れをすすめる記述が入った。

柴田：放課後施策は、まさにインクルーシブな施策展開が求め

られ、高い専門性を持った指導員の雇用とセットで受け入れを

促進する必要がある。そのため補助金の抜本的な増額も、しっ

かりと働きかけていただきたい。

相談支援員をはじめ福祉人材の不足は深刻
柴田：「自立した生活の支援・意思決定支援の推進」に関して、

相談支援員が絶対的に不足している現状がある。現状認識と、

数値目標、人材確保・育成の方針は。

当局：相談支援体制充実、重度障害支援の人員配置、職場の

イメージアップの冊子の配布、仕事の関心を持って貰うために

仕事フェアの開催、研修事業、キャリアアップの支援など、効果

的な対策に取り組みたい。

柴田：相談支援員をはじめ福祉人材の不足問題は、抜本的な

処遇改善、専門性に見合った給与を出せるように補助金などを

引き上げることと、専門職養成機関の定員を増やすことが必要

だと思う。合わせて、働く人が意欲を失うような働かされ方をして

いないかもチェックが必要だろう。

障害福祉サービスの健全な提供のために
柴田：障害福祉サービスの量的拡大の一方で、質の低下も問

題になっている。A型事業所の事例のように、厚労省も「儲けを

狙って参入してくる悪質な業者を淘汰する」と制度変更したり、

受け入れ定員の条件を厳しくすることで、結果的に良心的な事

業者が経営できなくなったり、必要とする利用者がサービスを

受けられなくなってしまうのは本末転倒。透明性確保について

の認識と、考え方を聞きたい。

当局：障害者が突然働く場を失わないことが重要と認識。透明

性の確保は障害福祉サービス情報公開制度、事業者への研

修の実施、指導監査で質の向上を図り、良質なサービスが受け

られるように取り組みたい。

計画を具体的な施策に結実させることが大切
柴田：事業の企画そのものから障害者や家族をはじめとした関

係者の意見を反映する、という方針を、すべての福祉事業者に

貫くことが、透明性の確保に極めて重要だと指摘しておく。

今後、障害者基本計画をどれだけ全市的に具体的な施策と

して結実させてゆくかが大切だと思う。

名古屋市障害者基本計画策定の背景

制定年 法令・条例・計画

2007年 障害者権利条約に署名
※同条約締結に向け国内法整備を推進

2011年 障害者基本法改正

2014年 名古屋市障害者基本計画（第3次）策定

2016年 障害者差別解消法施行

2018年 名古屋市障害者差別解消推進条例制定

2019年 名古屋市障害者基本計画（第4次）策定

今後のスケジュール

時 期 内 容

2018年12月27日～2019年
1月31日 パブリックコメントの実施

2019年3月

名古屋市障害者施策推進協議会開催
※障害者基本計画（第4次）案 終検討

障害者基本計画（第4次）案公表

援護が必要な全ての人に安心した年末年始を

2018年度の年末年始援護対策
（1） 年末臨時相談の実施

・場所 区役所民生子ども課・支所区民福祉課

・期間 2018年12月2 0日(木)、21日(金)、26日(水)、
27日(木)、28日(金)

・時間 午前9時～午後3時

・内容 ①ホームレス自立支援施策、生活保護の相談・援護

②無料宿泊所の入所予約

（2） 無料宿泊所の開設

・場所 旧船見寮（港区船見町46番地）

・期間 2018年12月29日（土）～2019年1月4日（金）朝

・人員 120人

・対象 年末年始に資力がなく泊まる所がない人

過去の実績 （人）

年度 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

相談件数 808 405 199 169 115 98 102 88 34 29

宿泊者数 733 369 173 153 107 93 89 78 64 55

※2012年に開始した各区役所での事前相談数は含まない。

日本共産党名古屋市議団が申し入れ（12月19日）



・名古屋港管理組合議会11月定例会が11月5日～14日の日程で行われました。

・当局提案の議案は補正予算2件、その他2件の4件と追加の決算認定案4件でした。

・１１月５日の本会議の質問者は高橋ゆうすけ議員、山口清明議員のほか、県議会の自民２人、新政あいち１人、市議

会の公明２人の計７人となりました。

・高橋ゆうすけ議員が「再生可能エネルギーの活用」「しゅんせつ土砂」について、山口清明議員が、「台風による高

潮等の被害」「10号地灯台の活用」についてそれぞれ、一般質問を行いました。

・１１月９日に常任委員会が行われ、１１月１４日の本会議で採決が行われました。

・提案された議案はすべて全会一致で可決されました。

・決算認定案は閉会中の１２月２１日の決算特別委員会で審査が行われます。
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名港管理組合議会11月定例会について

名古屋港管理組合議会 2018年11月定例会 議案一覧

議案名
名古屋市会選出 県議会選出

結果 概要
共 自 民 公 減 自 新 公

2018年度名古屋港管理組合一般会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

補正額7億3700万円。台風21号の被害復旧費、中川口通船門
耐震補強工事1900万円、中川運河護岸補修費1億8770万円、
金城ふ頭岸壁補修工事1億2230万円、風力発電所２号機撤去
取り下げ関連など。

2018年度名古屋港管理組合基金特別会計補正
予算

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

補正額1億3620万円。水族館振興基金に水族館納付金1億938
3万円など一般会計から2億779万円をうけ積立。海事文化振
興基金にポートビル納付金から1212万円を受け積み立て、
環境振興基金の風力発電で8500万円の減額など。

工事請負契約（大江ふ頭岸壁改良工事（その
5）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
五洋・徳倉・小島特定建設工事共同企業体に8億8509万
1536円。岸壁改良工、磁気探査業務。工期2020年3月19日

指定管理者の指定（新舞子ボートパーク） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
新舞子ボートパーク運営共同企業体（ダイイチ・ヤマハ発
動機）に指定。2024年3月31日までの５年間。

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 新：新生あいち

１０月２０・２１日に海上保安庁第４管区の総合訓練がありました

新舞子ボートパーク

大江ふ頭

たまたま寄港していた
練習汽船 星雲丸

おおたきの放水あゆづきの乗員 ヘリ搭載のすずか

ヘリ かみたか うみまる くん



名古屋市政資料№201 (名港議会2018年11月定例会）

- 49 -



名古屋市政資料№201 (名港議会2018年11月定例会）

- 50 -

指定管理施設の収支状況(単位:千円)

施設名 区分 2015年度 2016年度
2017年度
(計画)

新舞子マリンパー
ク、南浜緑地、
北浜緑地

収入 70,255 70,875 67,521

支出 70,589 71,769 67,521

収支差 △ 334 △ 894 0

中川ロ緑地始め
8緑地※

収入 41,487 41,759 47,624

支出 41,033 41,142 47,624

収支差 454 617 0

富浜緑地始め8
緑地

収入 69,154 42,320 41,500

支出 69.385 42,958 44,500

収支差 △ 231 △ 638 △ 3,000

名古屋港ゴルフ
倶楽部(富浜コー
ス)等

収入 434,906 415,683 485,000

支出 432,161 432,171 485,000

収支差 2,745 △16,488 0

名古屋港ポート
ビル、ガーデン
ふ頭臨港緑園

収入 407,000 405,826 433,500

支出 367,602 370,891 381,600

収支差 39,398 34,935 51,900

中川ロ緑地始め8緑地には、堀止緑地を追加している。

指定管理施設の利用者数(単位:人、台)

施 設 名
2015
年度

2016
年度

2017年度
(見込み)

新舞子マリンパーク、
南浜緑地、北浜緑地

魚釣り施設 26,502 22,132 22,500

駐車場 32,441 68,978 66,200

中川口緑地始め８緑地 運動広場(２面) 71,880 66,240 67,000

富浜緑地始め８緑地

野球場(６面) 21,300 22,470 23,800

運動広場(３面) 86,040 91,800 90,100

テニスコート(８面) 14,232 13,192 13,300

サイクリングロード 7,629 8,171 9,100

名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)等 44,334 42,406 44,500

名古屋港ポートビル、
ガーデンふ頭臨港緑園

名古屋港
ポート
ビル

講堂 10,578 13,198 11,600

会議室 11,742 12,325 10,200

展望室 161,574 142,915 152,200

名古屋海洋
博物館

150,711 130,378 139,800

南極観測船ふじ 178,455 142,954 157,100

駐車場 303,145 290,088 303,000

※ 平成29年度の利用者数(見込み)は、上半期実績を踏まえ本組合が作成

臨港地区 変更後

港湾隣接地域の変更

名古屋港港湾隣接地域の変更
港湾区域(水域)及び港湾区城に路接する地域を保全するため、港湾法に基づき指定

条例で港湾隣接地域内の工事などを行う場合の許可事項を定めている

変更地区 変更内容 変更理由

稲永・潮凪ふ頭 指定

防災施設と一体となって水域及び護岸等の効率的な維持・
保全に対応

大手ふ頭 指定

築地東ふ頭 指定

大江ふ頭 解除

潮見ふ頭 指定・解除

中川運河 指定・解除 堀止地区における埋立造成に伴う水際線の変化に対応



新舞子風力発電所２号機の撤去取り
やめは歓迎するが、収支見通しと３
月定例会で撤去といったことへの検
証を問う

【高橋議員】今年の３月定例会で審議された当初

予算の中で、新舞子マリンパークに設置されてい

る２基の風力発電のうち２号機の撤去費用が計上

されました。このことについて私は本会議で質問

を行いましたが、今回、撤去せずに残すための補

正予算が提案されました。大きな方針転換が行わ

れたことから、改めて質問をしたいと思います。

まずこの間の経緯を確認します。新舞子マリン

パークに設置された風力発電は2005年2月、名古

屋港から排出される温室効果ガスの削減を図るこ

とを目的として供用が開始されました。ここで発

電された電気が、毎年管理組合の売電事業として

一定の収入を得ていたわけですが、昨年1月、2号

機においてギアボックスが故障、その後1年以上

発電を停止していました。点検した結果、ギアボッ

クスの補修には、製造メーカーのあるデンマーク

からの機器の調達等により、多額の費用を要する

と試算、施設の老朽化状況を踏まえた収支見通し

などを検討した結果、経費負担を 小限に抑える

ため、2号機の撤去費用が計上されました。

今回、2号機撤去等を取り下げるための減額補

正が出され、今後補修し、再度利用することとの

提案がされています。再生可能エネルギーである

風力発電が息を吹き返すことに、私は嬉しい気持

ちもありますが、複雑な気持ちもあります。３月

定例会で議論した中身は何だったのか、再度使用

できるのであればなぜその時に提案されなかった

のか。さらに言えば補修に多額の費用が必要にな

り赤字が膨れ上がるとされた検証自体が不十分な

ものだったのか。状況が大きく変わったから必要

経費も変わったのか。議会が振り回された感が拭

い去れません。
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名古屋港管理組合議会11月定例会 一般質問（11月5日）

名古屋港での再生可能エネルギー

の利活用について

再生可能エネルギーの活用／しゅんせつ土砂につい
て

高橋ゆうすけ 議員

新舞子マリンパーク

風力発電所２号機

仕様 850kW × 2基

発電量

売電 約230万kWh/年

供給 16万kWh／年

供用開始 2005年2月

風力発電所2号機の経緯

・当初（2017年度）：故障したギアボックスの繍修費が高額で、収支見通しから、経費負担を 小限にとど

めるため2号機を撤去（2018年1月地元説明）

・2018年3月・・・名古屋港管理敵合議会で撤去予算を議決

・2018年3月・・・国の政策。再生可能エネルギーの主力電源化を目指す「再エネ加速化・ 大化促進プロ

グラム（2018年3月環境省）」

・2018年7月・・・国の政策。地方公共団体は取組を加速化 大化する必要があるとする「第5次エネルギー

基本計画（2018年7月閣議決定）」

・2018年7月・・・地元から「シンボルとして2基とも残してほしい」の要請

・2018年9月・・・予防保全の考え方を導入して工法を見直し、収支改善を図る方針に変更、地球温暖化対

策に係る情勢を再認識し、2号機の補修、稼働継続を行う



そこでお聞きします。今回、風力発電2号機の

撤去を取りやめるにあたって、収支の見通しが大

きく変わったのか、変わったのであれば何が変わっ

たのでしょうか。また、3月定例会の際に説明さ

れた内容と異なる提案が今回されたことについて、

果たしてそれまでの検証が正しいものだったのか、

どのように認識をされているのか、お答えくださ

い。

補修費や発電機の取替えなどで売電
収入が減少し、撤去より収支見込み
が悪いと試算したが、今回工法の見
直し等を行った（部長）

【建設部長】3月定例会での2号機の補修にかかる

検証としては、故障したギアボックス（風車の羽

の回転を伝える主要機器）を補修した後、発電機

は故障した時点で取替えるという補修計画として

いた。このため、発電停止期間が長く、売電収入

が減少するうえ、補修費が割高だったため、撤去

と比較し、収支見込みが悪かった。

２号機再稼働による収支見通しは、今回、予防

保全の考え方を導入し、ギアボックスと発電機の

同時補修で、工事費の削減が図られ、工事期間の

短縮が可能となり発電期間が確保できたことから、

売電収入の増加が見込めるようになった。

水族館等を活用した太陽光パネル設
置や地中熱等の再生可能エネルギー
の利用計画を（意見）

【高橋議員】検証自体は問題なかったとのことで

すが、結果としては大きく収支見通しが変わる見

込みとなったわけで、検証の幅が狭かったわけで

す。今回のことをしっかりと反省し、今後に生か

していただきたいと要望し、風力発電2号機撤去

取り下げについては引き続き委員会で議論をした

いと思います。
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今後の名古屋港における再生可能エ
ネルギーのあり方等を考えよ

【高橋議員】今回、改めて風力発電を利用するこ

ととした背景には、今年3月に環境省が出した再

エネ加速化・ 大化促進プログラム2018年版があ

ると聞いています。このプログラムでは、「１．

脱炭素社会実現のために、再エネを主力エネルギー

源とすることが必要」とされ、かつ、「地域資源

である再エネを・・・地方公共団体が、担い手と

なって、自ら開発して、自ら消費し、または収益

を地域経済に循環させる取組を加速化・ 大化し

ていく必要が」あるとされています。

地球温暖化が進み、今年の夏、名古屋市では

35度以上の猛暑日が36日、 高40.3度を記録。周

辺市町でも熱中症などによる被害が拡大する中、

低炭素社会の実現は喫緊の課題です。そういった

中でこれまで管理組合が運用してきた風力発電は、

温暖化対策としても重要な役割を果たしてきたと

私は評価しています。

また、再エネ加速化・ 大化プログラムの中で

は、「災害時にも途絶しにくい自律的なエネルギー

源」として、再エネに取り組むことが必要とされ

ています。この夏、日本全国で様々な災害が発生

する中、北海道胆振東部地震では北海道全体がブ

ラックアウトするなど、電力の集中・大型化によ

る問題も明らかとなった今、災害時の物資の受け

入れ港ともなる本港において、電力を確保するた

めの方策として、太陽光や風力、そしてこれまで

活用されてこなかった様々な再生可能エネルギー

の利活用についても考えていかなければなりませ

ん。

私は、風力発電2号機の撤去費が計上された3月

定例会で、撤去するとしても、この地域の跡地利

用として、再生可能エネルギーによる発電も視野

に入れていくべきと提案しましたが、当局からは

「情勢を注視し、改めてその取扱いを検討する」

という積極性に乏しい答弁しかありませんでした。

しかし情勢は、地域を主体とする再省畜エネ活用

の促進へと舵を取り始めています。倉庫・建屋の

屋根や壁面を利用した太陽光発電の設置など、本

港でできることはまだまだあるはずです。

そこでお聞きします。管理組合は国の方針をど
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のように受け止め、今後本港における再生可能エ

ネルギーの在り方について、どのように考えてい

るのでしょうか。本港における再生可能エネルギー

政策を独自に作成する必要があるのではありませ

んか、お答えください。

国の政策で風力発電所の収支改善に
努めて継続、名古屋港の再生可能エ
ネルギーのあり方を検討する（室長）

【企画調整室長】2018年3月に環境省の「再エネ

加速化・ 大化促進プロクラム」が策定され、

7月には第５次エネルギー基本計画」が閣議決定

され、国の新たな政策を踏まえ、再生可能エネル

ギーの取組を着実に進めていくことが必要と考え

ています。

まずは、既存施設の有効活用を図ることとし、

新舞子マリンパーク風力発電所は、環境振興基金

の収支改善に努めつつ稼働継続するとともに、名

古屋港における再生可能エネルギーのあり方につ

いて検討していきます。

名古屋港水族館メインプールの観客
席屋根などを利用した太陽光パネル
設置のほか、これまで利用してこな
かった再生可能熱エネルギーを利用
したシステムを本港施設へ導入を
（再質問）

【高橋議員】再生可能エネルギーについては、今

後、新たなエネルギーについて、より一層利用促

進を図らなければなりません。この地域で災害に

よる停電が発生したとしても、港湾機能が停止せ

ずに、支援物資の受け入れができるような、電力

の確保策を準備しておくことは非常に重要なこと

です。そのためにも本港で何ができるか、本気で

考え示していただきたい。たとえば名古屋港水族

館メインプールの観客席屋根などを利用して太陽

光パネルを設置し、水族館の魅力向上とともに、

環境へ配慮した施設とすることを検討してはいか

がですか。また本港の所有する建屋等の屋根を利

用した太陽光パネルの設置も進めてはいかがです

か。

風力や太陽光による発電はもちろんのこと、ヒー

トアイランド現象の抑制などのためには、外気へ

の排熱を伴わない地中の熱や太陽熱を利用した冷

暖房や給湯システム等の構築による省エネ化も検

討すべきです。たとえば地中熱利用ヒートポンプ

システムは、年間を通じて安定した温度となって

いる地中の熱を熱交換器によって取り出して空調

に利用し、排熱はすべて地中に戻すため、都心部

で発生しやすいヒートアイランド現象の抑制に大

きな役割を発揮しており、国においても、導入促

進を促しています。省エネ化の実証実験として建

てられた石巻港湾合同庁舎においても、太陽光パ

ネル・リチウムイオン蓄電池の設置に加え、地中

熱利用ヒートポンプの設置によって、大幅なCO

2削減が実現されていることが、国土交通省の検

証においても評価されています。この夏、非常に

暑かった愛知・名古屋だからこそ、環境にこれで

もかというぐらい配慮した計画をすすめていこう

ではありませんか。そのためにも、本港施設へ地

中熱など、これまで利用してこなかった再生可能

熱エネルギーを利用したシステムの導入を行って

はいかがですか。

名古屋港水族館や上屋等、本組合施
設での太陽光パネルの設置の検討結
果は「事業採算性や耐荷重等に課題」。
今後の導入可能性を研究する（室長）

【企画調整室長】名古屋港水族館や上屋等、本組

合施設での太陽光パネルの設置は、2012年～20

14年度に検討を行い、事業採算性や耐荷重等の課

題がありました。

今後は、太陽光発電や地中熱等の再生可能エネ

ルギー設備の技術革新や経済性の向上等に期待し

つつ、本組合施設への導入の可能性に関する研究
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を進めていきます。

軽量化や発電効率も改善されたので、
積極的に導入を検討し、温室効果ガ
ス削減に本気で取り組め（意見）

【高橋議員】太陽光パネルの設置については一度

検討されたとのことでしたが、その後技術革新も

進んでいます。相当の軽量化も図られており、ま

た発電効率も上がってきていますので、積極的に

導入を検討していただきたいと思います。温室効

果ガスの削減は全地球規模の課題であり、本気で

取り組んでいかなければなりません。このことも

踏まえ、管理組合には先頭に立つ気概で取り組ん

でいただきたいと要望しておきます。

国が提案した中部空港へのしゅんせ
つ土砂処分で、港内処分という現行
の港湾計画をやめるのか

【高橋議員】次に、本港のしゅんせつ土砂処分計

画について質問します。

この件については、本年６月定例会で質問をい

たしましたが、本港のしゅんせつ土砂の処分地と

して、国が中部国際空港沖を新たな候補地として

選定したとの報告を受けて、改めて質問いたしま

す。

名古屋港内では泊地・航路を確保するために、

庄内川などの河川から流入する土砂などを毎年約

30万㎥しゅんせつ、加えて国際競争力強化のため

の増進も行っており、合わせて60万から70万㎥の

土砂をしゅんせつしています。

本年６月定例会で私は、「名古屋港内で発生し

たしゅんせつ土砂は、港湾計画で位置づけられて

いる埋め立て予定地での処分・活用が優先される

のか」と質問し、「安定して受け入れていくこと

ができるよう取り組んで」いくと答弁されました。

もともと、港湾計画では、しゅんせつ土砂の発生

と受け入れの整合性が図られなければなりません。

中部国際空港沖への処分はその整合性が図られる

のでしょうか。港外へ負担を押し付けるものにな

るのではありませんか。

そこで質問いたします。 今回国が提案した、

中部国際空港沖を候補地としたしゅんせつ土砂処

分について、現在の港湾計画との整合性をどのよ

うに考えているのでしょうか。また、現在の港内

での埋め立て計画は中止されることになるのでしょ

うか。
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関係機関と協議しながら、適切に対
応し、既存の埋立計画の取扱いも、
本港を取り巻く環境変化や関係者と
の調整を踏まえ、適切に対応する
（室長）

【企画調整室長】国は、新たな土砂処分場につい

で中部国際空港沖を候補地として、現在、環境影

響評価手続きを行っています。

しゅんせつ土砂処分に関する港湾計画の整合は、

今後、国を始めとする関係機関と協議しながら、

適切に対応していくとともに、既存の埋立計画の

取扱いについても、本港を取り巻く環境変化や関

係者との調整を踏まえ、適切に対応します。

地元の反対の声があるのに処分計画
を進めてはならない

【高橋議員】中部国際空港沖への埋め立ては、こ

の海域で漁業を営む方たちにとっても大きな影響

があります。2017年3月から5月に募集された中部

国際空港沖公有水面埋立事業環境影響評価方法書

に対する意見では、漁業関係者から「空港の工事

中・完成後において重大な影響が出ている。海苔・

あさりについては想像以上に悪い状態。その上さ

らにしゅんせつ土砂を埋め立てるのは容認できな

い」「空港島の埋め立てによって海流・潮流の流

れの変化によって、環境が悪化され、漁場が失わ

れ、アサリ・コウナゴなどが禁漁となるなど悪化

の一途をたどっている。などの意見も寄せられて

います。自分たちの生業に大きな影響があるので

すから、当然の意見です。今後、環境アセスが行

われるとのことですが、すでに出ている意見へ耳

を傾けることは大切なことであり、管理組合の責

任です。

そこでお聞きします。しゅんせつ土砂の埋め立

てに容認できないという地元の声に対して管理組

合としてどのように受け止めているのか、また、

国は候補地として示したわけですが、地元の反対

の声があるまま処分場としての計画を進めていく

ことはしてはならないと考えますが、いかがお考

えでしょうか。お答えください。

空港沖は多様な生物の生息場であり、
漁業にとって重要な海域という認識
を持つ。事業を進めるおりには、様々
な意見に対して十分に説明していく
（室長）

【企画調整室長】国が実施した調査によりますと、

当該海域は多様な生物の生息場であり、漁業にとっ

て重要な海域とされており、本組合としましても、

これと同様な認識を持っています。当該事業を進

めるにあたっては、様々な意見に対して十分に説

明していくものと考えています。

港内の埋め立て処分計画がどうして
もできないなら計画を見直す必要が
ある（意見）

【高橋議員】将来、新たな処分計画は考えなけれ

ばならないとは思う。しかし、現在ある計画では、

ポートアイランド南側や南5区の南側など、今後

調整が必要となっている埋め立て計画が残されて

います。まずはそこが優先されるべき場所である

はずですが、そこについては何も言及せずに、そ

れよりも新たな処分場の必要性を強調する。順番
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（10月26日議員総会の説明資料より）

新たな土砂処分場の確保への取組

【現況】

・名古屋港内は既に高度利用されており、大規模な土

砂処分場を計画することが困難な状況であることから、

国は、新たな土砂処分場について、総合的な視点から、

中部国際空港沖を候補地として選定した。

・現在、環境影響評価の準備書の手続きを進めている。

【今後の取組】

本組合は、新たな土砂処分場の早期確保を目指し、名

古屋港港湾計画の位置付けや必要な事業費の確保など、

国や愛知県及び名古屋市などと連携し、漁業関係者の

理解を得ながら鋭意取り組んでいく。

「中部国際空港沖公有水面埋立事業」の

環境影響評価方法書(2017年３月）

埋立地の計画容量

計画容量 3,800万㎥

港湾機能の強化や維持により発生する土砂等 3,200万㎥

港湾機能の強化や維持により発生する土砂 1,200万㎥

ポートアイランド仮置土砂 2,000万㎥

中長期的に必要な港湾機能の維持により発生

する土砂（維持浚渫 30万㎥/年 × 20年）
600万㎥



がおかしいのではありませんか。6月定例会では、

港内の埋め立て予定地の状況について、「事業実

施の目途が立っていない」「事業採算性の確保が

難しい等の課題があることから、事業化を見合わ

せている」という答弁もありましたが、計画して

いる港内での処分計画がどうしてもできないとい

うのであれば、その理由を明らかにして、まずは

計画を見直す必要がある、そのことは強く指摘を

しておきます。

合意が得られない限りは計画を進め
ないということか（再質問）

【高橋議員】管理組合としても、中部空港沖の海

域が漁業にとって重要な海域であると認識してい

るとのこと。であれば、生活に直結する漁業関係

者の理解を充分に得られると考えているのですか。

十分に説明しながら進めていくとの答弁でしたが、

合意が得られない限りは計画を進めないというこ

とですね。お答えください。

漁業関係者の合意を得ることは大変
重要。国の調査や検討結果を踏まえ、
漁漁業係者への十分な説明と対話を
重ねながら、合意が得られるよう努
める

【企画調整室長】当該事業を進めるに当たっては、

漁業関係者の合意を得ることは大変重要であると

認識しています。国は、「埋め立てた際の漁業へ

の影響の調査結果等を踏まえて、生態系動物への

影響を明らかにした上で、環境影響緩和策等につ

いて検討し、環境影響の低減に努める」としてい

ます。

これらの調査や検討結果を踏まえ、漁漁業係者

への十分な説明と対話を重ねながら、合意が得ら

れるよう努めます。

しゅんせつ土砂をいかに減らしてい
くか、このことに力を尽くすべきで
あり、港外の処分場に期待するよう
なことはやめるべき（意見）

【高橋議員】しゅんせつ土砂処分場について、漁

協関係者への合意を得ることについては大変重要

と認識を示されました。しかし、答弁では、十分

な説明と対話を重ねながら、合意が得られるよう

努めていくとしただけで、合意がない限りには進

めないとは名言されていない。もし計画を進めて

いくとしても、漁業で生業を立てている方々への

補償、想定以上の環境への負荷など考えなければ

ならない問題は多々ある。計画している港内での

処分もままならないのに、外に持ち出すことに見

通しが立つのかということも非常に疑問がありま

す。国からも指摘されていたが、しゅんせつ土砂

をいかに減らしていくか、このことに力を尽くす

べきであり、港外の処分場に期待するようなこと

はやめるべきと強く申し述べて、私の質問を終わ

ります。
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9月の台風21号、24号による被害が特
に大きかった

【山口議員】今年の夏は数々の災害が日本列島を

襲いました。港湾に関しては9月の台風21号、

24号による被害が特に大きいものとなりました。

名古屋港でも、台風による高潮浸水等の被害から

しっかりと教訓を学ぶ必要があります。

まず9月4日の台風21号による大阪湾、阪神港の

被害状況についてです。この台風により大阪港及

び神戸港では1961年の第二室戸台風を超える 高

潮位、大阪港では329㎝、神戸港では233㎝を観測

しました。

この高潮による浸水等により、コンテナの漂流

やクレーン等電気設備の損傷が発生し、コンテナ

ターミナルの利用が困難になるなどの被害が発生

し、港湾物流が大きく停滞しました。コンテナの

火災が一カ月経っても鎮火せず、多くの輸出用自

動車が火災と浸水により被害を受けました。

こうした被害の全体像や詳細の把握、原因究明、

今後の対策等については、国が設置した「大阪湾

港湾等における高潮対策検討委員会」で現在も検

討が続けられています。いくつもの課題がありま

すが、名古屋港でもすぐに対策が必要な問題につ

いて、今回は神戸港の被災状況に限定して紹介し

つつ、数点質問します。

コンテナの倒壊、流出、漂流に対す
る現状と対策は

【山口議員】第一に、コンテナの倒壊、流出、漂

流の対策です。

神戸港では 多くのコンテナが倒壊し、43本が

流出・漂流しました。９月14日までには調査及び

回収作業が終了したようですが回収までには10日

を要しました。コンテナ流出については神戸市の

地域防災計画に具体的な対策がなく、神戸港港湾

ＢＣＰ（事業継続計画）でも今後の中期的な計画

目標の一つに掲げられていただけで、具体的な対

策の検討は手付かずのままでした。

愛知県では９年前2009年に台風18号により三河

港のコンテナが136個も流される被害が発生して

います。

名古屋港の災害対策アクションプランには木材

流出対策はありますが、コンテナ流出を想定した

対策がありません。コンテナの倒壊、流出、漂流

に対する現状と対策はどうなっているのか、神戸

港の被災状況を踏まえた答弁を求めます。
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名古屋港管理組合議会11月定例会 一般質問（11月5日）

台風による高潮等の被害について

台風による高潮等の被害／戦争遺跡10号地灯台の活
用を

山口清明 議員

神戸港での台風２１号の被害

神戸市災害警戒本部（2018年9月6日現在）

【臨海部の被害状況】

・六甲アイランドの岸壁からコンテナ約 40 本流出。

・六甲アイランドで冠水した車両 10 数台が燃える火

災発生。

・六甲アイランドで冠水したコンテナ火災発生

・東灘消防署六甲アイランド出張所の冠水。

・神戸空港島で駐車場、物揚場など一部浸水。

・臨海部の工場からガスボンベ等流出。

・港島トンネルで浸水、通行止め。その他でも浸水発

生など。

※詳細等は継続調査中

芦屋に漂着したコンテナ（神戸新聞）



ヤードに勾配があり、伊勢湾台風並
の高潮でもコンテナ流出の可能性は
極めて低い。さらに「段落とし」や
「固縛措置」も実施（部長）

【港常部長】名古屋港の各コンテナターミナルに

おいては、ヤード部分が背後に向かって勾配をつ

け地盤が高くなっており、伊勢湾台風襲来時の既

往 高潮位である名古屋港基準面（N.P．）プラ

ス5.31メートルの高潮が発生した場合でも、ヤー

ド内に蔵置してあるコンテナが流出する可能性は

極めて低い。

各事業者は、台風襲来時に3段以上に積み上げ

られ蔵置されているコンテナを2段程度にまで高

さを抑えて蔵置する「段落とし」やベルト等で固

定する「固縛措置」を実施するなどの対策を行っ

ている。

発火の危険があるコンテナの対策は

【山口議員】六甲アイランドで9月5日未明に発生

したコンテナ火災は一カ月以上たっても鎮火しま

せんでした。火元はマグネシウム計66トンを積ん

だコンテナが三つあり、台風による高波で海水に

浸かった後に火が出て、他のコンテナ10個にも火

災が広がりました。マグネシウムは水に触れると

化学反応で発熱・発火する性質があります。つま

り放水では消火できません。砂をかけたり、マグ

ネシウムを重機で取り除いたりと懸命の作業が続

けられています。

名古屋港でも5年前2013年に作物用肥料の原材

料となる化学薬品シアナミドを積んだタンクコン

テナが爆発する事故が起きました。

名古屋港ではマグネシウムを積載したコンテナ

を取り扱っていますか。発火する危険性がある物

質を積んだコンテナの管理、消防との連携はどう

なっているのか、うかがいます。

消防法上の危険物の取り扱いは確認
されていないが、あれば法に基づい
て適切に行う（部長）

【港営部長】名古屋港は、現時点ではインゴット

形状でのマグネシウムの取扱いがあることは確認

しているが、消防法上の危険物の扱いとなる2ｍ

ｍ未満の粒形状等でのマグネシウムの取扱いは確

認されていない。消防法の対象となる、危険物を

取り扱う場合には、同法に基づき適切に管理する

こととなっている。

輸出用自動車の高潮に対する現状と
対策は

【山口議員】神戸港の岸壁近くの集積所(ヤード)

にあった輸出用中古自動車が数千台規模で被害を

受けました。冠水した自動車が火災を起こし炎と

黒煙があがる映像が流されましたが、被害は火災

を免れた自動車にも広がりました。

新聞記事によると「六甲アイランドの岸壁近く

のヤード、浸水被害にあって輸出できなくなった

約2500台の中古車がずらっと並ぶ。外見上は無事

のようだが、ある高級車のドアを開けると、座席

の下のフロアマットは濡れたまま異臭を放ち、本

革シートは一面カビだらけだ・・・海水に浸かっ

た車は発火の恐れがある。さらに被害から一カ月

以上で車輪周りが錆び、押して動かすこともでき

ない・・・」数千台が廃車にせざるを得ない、岸
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壁から移動もできない、まさに塩漬け、と報じら

れています。

日本 大の自動車輸出港である名古屋港のモー

タープールは大丈夫でしょうか。岸壁近くにもず

らっと並んでいる輸出用自動車について高潮に対

する現状と対策をうかがいます。

地盤も高く、港外退避の際には完成
自動車がモータープールから荷さば
き地へ搬出されることはない（部長）

【港営部長】台風の襲来は事前に把握可能であり、

台風接近時には船舶に対する暫戒体制が発令され、

港外退避が行われた場合、名古屋港では、完成自

動車がモータープールから荷さばき地へ搬出され

ることはない。荷さばき地に蔵置されている場合

は、メーカーや港運事業者の判断によりモーター

プールへ引き上げを行っている。

モータープール周辺の地盤は比較的高いため、

伊勢湾台風襲来時の既往 高潮位である名古屋港

基準面（Ｎ.Ｐ.）プラス5.31メートルの高潮が発

生した場合でも、自動車が流出する可能性は極め

て低い。

風について名古屋港の災啓対策では
どのように想定しているのか

【山口議員】さて台風による高潮被害があったの

は阪神港だけではありません。名古屋港ではどう

だったのでしょうか。

9月30日の台風24号について、名古屋地方気象

台は伊勢湾や三河湾を中心に1959年の伊勢湾台風

に匹敵する記録的な高潮になる恐れがあると発表

しました。

伊勢湾台風では名古屋港の 高潮位はＮ.Ｐ5.

31ｍでした。幸い24号接

近時の 高潮位はＮ.Ｐ

3.63ｍ、台風21号はＮ.

Ｐ3.43ｍでした。

現在、愛知県が4年前

(2014年)に作成した高潮

浸水想定では、室戸台風

（1934年、911.6hPa、

大風速は60ｍを超え測定

不能）が も高潮の影響

を受ける 悪のコースを通過したと仮定し、名古

屋港には30㎝～５ｍの浸水が想定されています。

この場合の想定潮位はＮ.Ｐ7.91ｍです。つまり

今回の高潮は、想定範囲内ではありました。

あわせて高潮被害が大きくなる要因の一つに

「風による吹き寄せ効果」があります。強い風が

沖から海岸に向かって吹くと、海水は海岸に吹き

寄せられ、海岸付近の海面が上昇します。

この効果による潮位の上昇は風速の2乗に比例

し、風速が2倍になれば海面上昇は4倍になります。

観測場所などが異なるため数値では比較できない

とのことですが、台風21号では名古屋港での 大

瞬間風速は秒速46.3ｍ、伊勢湾台風時の秒速45.

7ｍに匹敵する暴風が吹き荒れました。この風に

注意を向ける必要があります。

伊勢湾台風に匹敵する強風、暴風が吹き荒れた

わけですが、風について名古屋港の災害対策では

どのように想定しているのですか。お答えくださ

い。

名古屋港の災害対策では風について
想定していない（危機管理監）

【危機管理監】建築物や工作物の設置にあたって

は、おのおのの設計基準に応じた風荷重等を考慮

していますが、名古屋港の災害対策では風につい

て想定していません。

台風接近時には、気象庁が発表する台風情報、

気象警報・注意報や名古屋港長が発令する警戒体

制などの情報収集に努め、名古屋市、知多市、東

海市、弥富市または飛島村のいずれかに暴風に関

する警報が発表された際は、ただちに名古屋港管

理組合災害対策本部を設置するとともに、非常配

備体制を敷き、気象情報等の授受・伝達、関係機
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関との連絡調整、所管する施設等の現況把握など

を行い、災啓の発生に備えている。

名古屋港におけるコンテナの倒壊と
その原因は

【山口議員】先の議員総会では、台風による影響

について、「港湾施設などへの大きな被害はなかっ

た」と報告されましたが、ほんとうに大きな被害

はなかったのでしょうか。まず事実を確認したい

と思います。

港湾の被災状況については国土交通省が随時発

表しています。それによるとこの地域では台風

21号による被害として、四日市港では空コンテナ

約30個が転倒。三河港でもコンテナ1個が転倒。

福井県敦賀港でもコンテナが転倒し、２個が漂流

と報告されています。三河港では24号でもコンテ

ナが複数個散乱したと報告されています。名古屋

港のコンテナだけが無事だったのでしょうか。

調べてみると、「日刊ＣＡＲＧＯ」2018年9月

15日に、見出しは「名古屋港 荷役に支障なし」

とありますが、「台風21号によって鍋田ふ頭のバ

ンプールに蔵置されたコンテナの一部が崩れるな

どの被害があった」という記事がありました。ま

たＳＮＳ上にも、「鍋田ふ頭コンテナターミナル

台風対策したのにこの状況」として４段や５段

積みのコンテナが倒壊している写真が複数投稿さ

れていました。

名古屋港のコンテナターミナルは二つの台風で

はどこも浸水していません。ところが台風21号に

より、名古屋港でもコンテナの倒壊が起きていた

のではありませんか。どこで、何本崩れたのか、

その原因は何か、まず事実を正確かつ端的にお答

えください。

空コンテナが強風で40本程度崩れた
と聞く、早期に復旧した（部長）

【港営部長】名古屋港における被害状況を 終的

に確認したところ、鍋田ふ頭コンテナターミナル

背後のバンプールにおいて空コンテナが強風によ

り40本程度崩れたと聞いているが、復旧措置は早

期に終結し、物流に大きな影響はありませんでし

た。

空コンテナが40個も崩れた原因は
（再質問）

【山口議員】台風21号による神戸港、とくに六甲

アイランドコンテナターミナルなどで大きな被害

が発生したことを受け、国も高潮対策の強化に乗

り出しています。今年３月に策定したばかりの、

高潮リスク低減方策ガイドラインについても今回

の災害を踏まえた見直しを行うことになりました。

名古屋港でも、「港湾施設などには大きな被害

はなかった」で済ますのでなく被害が小さな段階

だからこそ、徹底的に教訓を学び次の災害に備え

る姿勢が必要です。

風とコンテナについて、もう少しうかがいます。

高潮については、「伊勢湾台風級」と報道され

警戒が呼びかけられましたが、実際に伊勢湾台風

級だったのは風でした。

その強風で、鍋田ふ頭でも空コンテナが崩れた。

「40本程度崩れた」かなりの数ですよ。名古屋港

でも空コンテナが崩れたことを認めましたね。な

ぜ国土交通省にも、私たち議会にもそのことを報

告しなかったのか。隠したのですか。
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四日市港では約30本が転倒と報告されている。

報告する際の基準が違うのか。きちんと被害を把

握し、その原因を検証してこそ、次の災害への備

えができるのに、こんな状態ではとても心もとな

い。

しかも「名古屋港ではヤード内からコンテナが

流出する可能性は極めて低い、台風が来た時、各

事業者は、３段以上のコンテナを２段程度まで高

さを落とす「段落とし」やベルトなどで固定する

「固縛措置」を実施する対策がとられている」と

答弁しましたね。

ところがヤード内ではありませんがすぐ隣のバ

ンプールで空コンテナが40個も、波もかぶらず、

風だけで崩れ落ちたのです。

そこでもう一度うかがいます。鍋田ふ頭で空コ

ンテナが40本も崩れた原因は、段落としや固縛措

置など 会社が十分な対策をとっていなかったた

めですか、それとも対策は十分にとっていたが想

定以上の強風のために崩れたのですか、そうだと

したら「名古屋港の災害対策では風について想定

しておりません」、と答弁されたが、名古屋港の

災害対策、被害想定が不十分だったことになりま

すね。どちらですか。それとも他に何か原因があ

るのか、はっきり答えてください。

蔵置スペースの都合で「段落し」が
できず、「固縛措置」となった５段
積みの空コンテナが崩れた（部長）

【港営部長】各コンテナターミナルでは台風襲来

時、民間事業者が物流への影響を 小限に抑える

ため「段落し」及び「固縛措置」等の対応を行っ

ています。

鍋田ふ頭のコンテナターミナル背後のバンプー

ルについても同様の措置がされていますが、蔵置

スペースの都合により「段落し」ができず、やむ

を得ず「固縛措置」のみの対応とならざるを得な

かった5段積みの空コンテナが、強風により崩れ

た。

なぜ被害報告をしなかった（再質問）

【山口議員】近隣の港ではコンテナが一個動いて

も国土交通省に被害報告を出しています。この事

態をなぜ報告しなかったのですか。専任副管理者

は報告を受けていたのか、いなかったのか。受け

ていて報告する必要がないと判断したのならその

理由は何か、明確に答弁してください。

物流に大きな影響がなかった（部長）

【港営部長】本組合では、台風通過後速やかに被

害状況の収集に努めており、各コンテナターミナ

ルでも、民間事業者の協力で被害状況の情報提供

を受けている。この際、事業者からはバンプール

で空コンテナが「ずれた」との報告を受けていた

ため、その旨を専任副管理者に報告した。その後、

ＳＮＳなどでバンプールの空コンテナが崩れてい

る状況を把握したので、改めて事業者に確認した

ところ、空コンテナが強風により崩れたとの報告

を受けた。

復旧措置は早期に終結し、物流に大きな影響は

なかったため被害報告はしなかった。今後も的確

に情報を把握できるよう、港湾関係者との連携を

十分に図っていく。

管理者は報皆をうけたのか。事実経
過を明らかにし、教訓を引き出すべ
きだ（再々質問）

【山口議員】風によりコンテナが崩れた。再答弁

では、 初、事業者からは、「コンテナがずれた」

との報告があった。あらためて問い合わせたら

「強風により崩れた」と。

質問してようやく40本という数と、やっている

と答弁した「段落とし」もやっていなかったこと

が明らかにありました。事実をありのまま報告す

るのを意図的に怠っていたとしか思えません。

名古屋港の災害対策は、これまでは南海トラフ

を震源とする巨大地震と津波への備えを中心に進

められてきました。しかし、いわゆるスーパー台

風への備えがあらためて問われます。港湾ＢＣＰ

でも台風への備え、高潮だけでなく暴風対策をしっ

かりしてください。

台風への備えとして有効だと言われるタイムラ

インも事業者といっしょに作ってください。これ

は強く要望しておきます。

コンテナが崩れた今回の災害からしっかり学び

ましょう。隠してはいけない。

管理者にうかがいます。あなたにはコンテナ被
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害の報告があがっていたのか否か、この台風被害、

大きな被害がなかった、で済ましていいのか、再

度、事実経過を明らかにし、しっかりと教訓を引

き出す必要があると私は考えます。

いまからでもおそくありません。事業者からき

ちんと経過を聞き取ったうえで、国土交通省や議

会に対して報告してください。

全然知らなんだ。真相解明をきちっ
とすし、報告する（管理者）

【管理者（名古屋市長）】コンテナの話は、全然

知らなんだけど、いかんわね。報告はないですわ。

なんでかと聞いたが、段落としとをやるために動

かさなあかんもんで、そのスペースがなかったい

うけど、本当か、やらなんだんじゃないのかと。

そういう話はようありますから。

でかいところはこうやってよく過失を隠すんで

すわ。わしも民主におったときに国会Gメンの座

長をやっとりましたんで、こういう追及が本業で

ございました。早速、この業者にちょっと来るよ

うに言って、ちゃんと聞いて、まあそこでも隠さ

れるかわからんで、そのとき仕事をやっとった人

間に聞かなあかん。本当にスペースがなかったで

段を下げれなんだのかと。まあええわ、と思っとっ

たんじゃないのかということを、再発防止のため

にまず真相解明をきちっとせなあかんでね。きちっ

と報告しますので、お約束しておきます。

10号地灯台の歴史的価値と活用の認
識について

【山口議員】名古屋港10号地(潮凪ふ頭)の突端に

現在では使われていない小さな灯台が立っていま

す。

1939年、10号地＝潮凪ふ頭の完成に伴いふ頭先

端に二基建設されました。ＲＣ造り、台座からの

高さ7.2ｍの灯台です。

当時の潮凪ふ頭は名古屋港の 南端に当たり、

入港船舶の目印になっていたと思われます。第二

次世界大戦、アジア太平洋戦争では、近くに軍需

工場が多数あり、そのあおりで激しい空襲により

被弾しました。灯台本体のコンクリートにはいく

つもの弾痕や爆弾の破片による破損個所が多くみ

られます。

1984年（昭和59年）、ふ頭の改修工事により二

基の灯台のうち一基は撤去されましたが、残る一

基が南側の現在地へ移築されました。名古屋港で

現存する唯一の戦争記録物です。名古屋港の生き

証人であり、名古屋港における戦争の歴史を現在

に伝える貴重な存在です。

2011年(平成23年)には名古屋市から、地域の歴

史的景観を特徴づけている建造物として、「認定

地域建造物資産」の認定を受けました。名古屋市

内に69件ある認定地域建造物資産は、その所有者

が民間の場合には、保存活用のための改修工事に

100万円を限度に助成する経済的支援の対象となっ

ており、また保存活用に向けた技術的支援も受け

ることができるとされています。

しかし、この灯台がたっている潮凪ふ頭は、石

炭ふ頭とも呼ばれており、安全面から敷地内への

立入りが厳しく制限されています。2004年(平成

16年)にはソーラス条約にもとづく制限区域にな

り、現在は関係者以外、敷地内立入不可となって

います。

従って現在、この灯台を見ることができるのは、

船上からのみです。船を使った名港見学会や金城
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ふ頭とガーデンふ頭を結ぶ水上交通に乗船した時

ぐらいしか見ることができません。

せっかくの歴史的遺産をもっと活用することは

できないでしょうか。

この灯台の歴史的価値をどのように認識し、活

用していくのか、まず基本的認識をうかがいます。

「みなと体験ツアー」や「クルーズ
名古屋」で船からの紹介に活用

【企画調整室長】潮凪ふ頭にある10号地灯台は、

昭和14年に名古屋港の 南端に位置していた同ふ

頭内に建設された。第2次世界大戦の空襲による

爪痕を残すこの灯台は、本組合が平成21年に策定

した「名古屋港景観基本計画」において、名古屋

港の歴史を物語る「歴史資源」として位置付けら

れており、また、平成23年10月には名古屋市によ

り、「認定地域建造物資産」に認定された。

現在、10号地灯台は、海から見える立地条件を

活かし、港務艇で港を見学する「みなと体験ツアー」

や、ささしまライブと金城ふ頭を結ぶ「クルーズ

名古屋」において、名古屋港の紹介に活用してい

る。

灯台の保守・管理、保存状態の点検
について

【山口議員】10号地灯台は建造からすでに79年、

老朽化や劣化も心配です。

台風21号では、阪神・淡路大震災で崩れた岸壁

を保存している「神戸港震災メモリアルパーク」

の一部が海に流出していたことがわかりました。

1995年、震災の激しい揺れで破壊された長さ約60

ｍの岸壁や、傾いて一部が海に沈んだ照明塔など

を神戸市が約5億2千万円をかけて整備し、被災当

時のまま残してきました。その遺構である岸壁の

一部がなくなってしまいました。

台風24号では奄美大島で高さ11ｍの灯台が折れ

て海に沈みました。8月の台風20号では神戸市兵

庫区でもコンクリート製の神戸和田岬防波堤灯台

（高さ11.5ｍ）の先端から１．５ｍが折れて消失

しました。そこでうかがいます。

この灯台の保守・管理、保存状態の点検はどの

ように行われていますか、保存状態に問題はあり

ませんか、お答えください。

目視によって確認し、適切に保存し
ていく（部長）

【港営部長】灯台の保守・管理は、被災の痕跡を

残した当時のままの姿で保存され、現在に至って

おり、保存状態の点検は、目視によって確認をし

ており、適切に保存していきたい。

歴史的資産を間近に見学できる機会
づくりについて

【山口議員】質問するために灯台を現地で確かめ

たいとお願いしましたが、荷役作業が行われてい

ること、制限区域内であることから立入りには制

限があると説明を受けました。つまり近づくこと

が拒否されました。

海上からも陸上からもアクセスできません。海

上から眺めるだけです。何とかしてより多くの方々

に見学していただくことはできないでしょうか。

せっかくの歴史的資産です。せめて年間数日でも

見学会を開くなど、灯台を間近に見学できる機会

をつくるべきと考えますがいかがですか。お答え

ください。

石炭の荷役が常時行われており、見
学者の安全を確保することは困難
（部長）

【港営部長】潮凪ふ頭は「国際航海船舶及び国際

港湾施設の保安の確保等に関する法律」に定める

国際埠頭施設であり、また、石炭の荷役作業が常

時行われており、見学者の安全を確保することが

困難であるため、陸上からの立ち入りを制限して

いる。
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石炭を取り扱う立地に係る見直しに
ついて

【山口議員】さて10号地灯台の保存と活用にあたっ

ては、このエリア全体のあり方についても検討す

る必要があります。

名古屋港では活発に石炭が取り扱われています

が、10号地で石炭を取扱うようになって約80年に

なろうとしています。

現在では、このふ頭の周囲に住宅が増えてきま

した。近隣の市営住宅の募集案内には、「工業地

帯に隣接しており、臭気・騒音などが予想されま

す」と記載されています。大型車両も頻繁に行き

かい、粉塵対策を求める声も聞こえてきます。

もちろん石炭の取扱いに際しては、十分な環境

対策が施されているとは思います。しかし市街地

に程近いこのエリアがいつまでも石炭を取り扱う

のにふさわしい場所とは思えません。

石炭を取扱う立地について見直しを検討する考

えはありませんか。

名古屋港における重要な石炭取扱基
地として位置付けている（部長）

【港営部長】潮凪ふ頭は、年間約11万トンの石炭

を取り扱っており、名古屋港における重要な石炭

取扱基地として位置付けている。

専門家による診断と必要な修繕をす
ぐに行うべきだ（再質問）

【山口議員】私は当初、灯台をもっと市民県民が

身近に見学できる場所に移築すべきだと考えてい

ました。しかし名古屋港の歴史をあらためて学ば

せていただくと、ほぼ建造当初の場所にいまも残っ

ていることがわかりました。海から見た名古屋港

の大事な景観ポイントでもあります。できるなら

いまの場所で残したい。

灯台が残るこの地域には第二次世界大戦中、愛

知時計電機を前身とする愛知航空機永徳工場が設

立され、多くの軍用機が製作されたところです。

稲永スポーツセンターの南、藤前干潟を対岸にの

ぞむ庄内川の河口には、水上飛行機を揚げ降ろし

した滑走台、辷りと呼ばれるコンクリート製の斜

路（スロープ）も残っています。このエリア全体

を歴史的に価値あるエリアとして再整備してはど

うでしょうか。

このエリアと10号地灯台の歴史的な価値を守り

つつ、さらに多くの市民県民に名古屋港の歴史、

戦争体験を伝えていくことが必要と考えます。

そこで専任副管理者に伺います。

建築後79年となる灯台の保存状態について目視

だけでは不十分です。専門家による診断と必要な

修繕をすぐに行うべきではありませんか。
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【参考】１０号地灯台（潮凪灯台）

1939年：竣工

2004年：国際船舶・港湾保安法施行により立入制限

2011年：名古屋市認定地域建造物資産に認定

※名古屋市都市景観条例第25条の2に基づき、市広

告・景観審議会の審議を経て地域の歴史的・文

化的な景観を特徴づけている建造物を認定

■立ち入り禁止区域

10号地灯台



専門家の助言を受け、適正な管理に
努める（副管理者）

【専任副管理者】10号地灯台は、名古屋市の「認

定地域建造物資産」に認定されており、「名古屋

市都市景観条例」に基づき市長が定めた要綱で、

「その現状を損なわないように管理しなければな

らない」とされている。今後は、名古屋市の「歴

史的建造物保存括用アドバイザー制度」を活用し

て専門家の助言を受け、適正な管理に努める。

また、10号地灯台は、「名古屋港景観基本計画」

において、名古屋港の歴史を物語る歴史資源とし

て位置付けられており、その趣旨に沿って、ホー

ムページや「みなと体験ツアー」等で、名古屋港

の紹介に活用している。

10号地灯台の保存及び陸上からのア
クセスについて（再質問）

【山口議員】このエリアにおける戦争遺跡の保存

活用計画を名古屋市と共につくり、灯台について

も海上からの見学に加えて陸上からのアクセスも

可能にすべきとは考えませんか。

見学のための立入りについては、困
難（副管理者）

【専任副管理者】潮凪ふ頭は「国際船舶・港湾保

安法」に定める国際埠頭施設として立入りの制限

を行っており、また、石炭の荷役作業も常時行わ

れているため、見学のための立入りは困難です。

管理者は10号地灯台を陸から直接見
たことがあるのか（再々質問）

【山口議員】河村管理者にたずねたいと思います。

10号地灯台について、「専門家の助言を受ける」

と答弁をいただいた。少し前向きの姿勢を感じる

ことができました。

貴重な歴史的建造物ですが、私は残念ながらこ

の灯台を近くで見たことがありません。管理者、

あなたは10号地灯台を船からでなく陸から直接見

たことがありますか。もし見ていないのなら、ぜ

ひ直接見て触って確かめていただき、そのうえで

保存と活用について必要な指示を出していただき

たい。なお見に行かれる際にはぜひ私も同行させ

ていただきたいと思います。いかがですか。

海から見た。登録有形文化財に申請
するための調査をしたい（管理者）

【管理者（名古屋市長）】国の登録有形文化財と

いうのがあります。50年たった建造物で、その時

代を一応シンボライズというか、あらわしとるよ

うな建物は登録有形文化財となるということでご

ざいます。この灯台ができたころは物すごい空襲

で、それこそ名古屋は地獄を味わったわけでしょ

う。特にあそこら辺は三菱重工の大江工場があり

ます。これが飛行機をつくっておったわけで、ま

た銃痕の跡もついておりますので、登録有形文化

財に申請しよまい。いろんな調査をせないけませ

んので、調査を開始しまして。

割と近くまで行きましたよ。すぐ横じゃないけ

ど。海のほうからは見たことありますので、ぜひ

そういう時代を示すものとして。へたしたら重要

文化財になるかもわからんですよ。その前段階、

ちょっと制度は違うんですけど、国の登録有形文

化財を申請するように、段取りに入るようにいた

します。
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９月議会以後11月議会終了、年末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 天白養護学校における虐待に関する申し入れ（11月7日)

２ 困窮者支援も含めた年末年始援護対策の充実に関する申し入れ（12月19日）

天白養護学校における虐待に関する申し入れ

2018年11月7日
名古屋市教育委員会 教育長 杉崎正美 様

日本共産党名古屋市議団
団長 田口 一登

「児童生徒への指導に当たり、体罰はいかなる場合においても行ってはならない」（学校教育法第11条に規

定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方）とした法に反し、市立天白養護学校において、「指導」という

名で、教員による「体罰」が日常的に行われ、またそれを黙認する教育現場であったことが、本年9月12日の報

道で伝えられた。

教育委員会は、本年2月23日には報道機関から体罰が疑われる投稿映像について取材を受けていたにもかかわ

らず、その後の初期対応の判断および当該教員による体罰が確認されるまでに、およそ半年を要し、いまだ全

容は明らかにされておらず、議会からも名古屋市障害者施策推進協議会からも対応の遅れにきびしい批判があ

がっている。

学校という閉鎖した空間で、障害のためにうまく自己表出ができず無抵抗な生徒に対して行った体罰は、弱

者に対する虐待にほかならず、決して許されない。

本来子どもの人権を守り育む学校現場で二度とこのような虐待を起こさないためには、今回の虐待事件につ

いて、その全容を明らかにすることが必要である。そのために、教育委員会に対し、以下の申し入れをおこな

う。

記

1.天白養護学校で起きた事件の全容を明らかにすること。

困窮者支援も含めた年末年始援護対策の充実に関する申し入れ

2018年12月19日
名古屋市長 河村たかし様

日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登

市民の健康と暮らしを守る日々の取り組みに心からの敬意を表します。

「ホームレスの自立の支援などに関する特別措置法」が2002年の成立から16年が経過しました。成立当初、

全国で路上生活者として確認された数は2万人を超えていましたが、今年に入り4977人と大きく減少し、名古屋

市でも、年末の臨時相談件数はピークであった2001年の808人から昨年は29人に減少しました。相談件数の減少

を踏まえて、今年は中村区役所での「臨時相談所」は開設せず、各区役所及び船見寮現地で対応する方針とな

りました。

名古屋市が長年取り組んできた、日雇労働者等の宿泊場所等に困窮する方々への無料宿泊所の提供や臨時相

談所の開設などの年末年始援護施策は、民間団体のホームレス支援、越冬活動とともに、セーフティーネット

としての役割を果たし、ホームレスからの脱却と生活改善につながってきたと考えます。

路上生活者の数は減少していますが、一方でホームレスの高齢化、長期化や、終夜営業の店舗で寝泊まりし、

都会を漂流するように暮らしているハウジングプア、ひとり親世帯等「困窮している」ことを発信しにくい人々

が増えているともいわれており、支援策が求められています。
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第４期ホームレス自立支援実施計画が策定される時期です。改めて「年末年始援護対策」の継続と困窮者支

援の拡充について、以下の諸点を申し入れます。

記

1.援護が必要な方すべてが安心して年末年始を過ごせるように、民間の支援団体とも連携し、無料宿泊所と年

末臨時相談窓口に関する広報をしっかり行うこと。支援から漏れる人が出ないよう対策を講じること。

2.精神保健福祉士などの専門職による支援が受けられるように努めること。結核検診、歯科健診も含め健康チェッ

クに努め、必要な受診につなげていくこと。

3.船見寮や一時保護所等を含めた緊急時の宿泊場所を現在の時代にふさわしい水準で提供すること。

4.12月を路上生活者以外に終夜営業施設や店舗などで過ごす困窮者、8050問題を抱える世帯、ひとり親世帯も

含めた貧困の実態把握と相談者の掘り起こしを行い、困窮者支援を進める集中期間とすること。
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日本共産党名古屋市議団は今年７末から市政アンケートにとりくみ、これまでに約１万２千通の回答が寄せられました。

ご協力いただいた市民のみなさんに、心から感謝いたします。

アンケート方法は、返信用封筒を付けたアンケート用紙（Ａ４版）を市内約70万世帯に配布して行い、ホームページ上で

も回答していただけるようにしました。ホームページ上での回答数は前回の11倍（約440通）でした。

党市議団はこれまでも２年に１度市政アンケートを実施してきました。現在も連日回答が届いており、現時点での集計内

容を報告させていただきます。

設問１.あなたについて

設問２.あなたの暮らし向きは以前と比べてどうですか？

世代別にみると、10～20代では、「良くなった」が「悪くなった」を上回り、30代以上のすべての世代で、「悪くなった」

が「良くなった」を上回り、とりわけ60代以上では「悪くなった」が「良くなった」の７倍を超えました。

【良くなった理由】

「就職による収入の増加」（20代）

「他県から引っ越してきて、自転車に乗ればなんでも揃うから」（20代）

【悪くなった理由】

「国公立大にがんばって入学したのに学費が高い。必死にアルバイトをして生活費を稼いでいて、勉学に集中できない」

（20代）

「『働き方改革』により残業代が抑制され、手取りが減少したにも関わらずベースアップが進んでいない」（20代）

「国保料、国民年金（夫がフリーランスの為）が値上りして、消費税８％とともに家計を圧迫している。」（40代）

「中小企業につとめる者には、景気がよくなった感がせず、給料が下がり、暮らし向きは悪くなった」（50代）

「物価が高くなり、生活に影響している。介護保険が年々高くなり、年金収入が減り、この先不安」（60代）

「アベノミクスとか庶民にとってマイナスでしか無い政策を上辺だけで成果があったと吹聴する現政権。中小企業にほと

んど恩利が無いのに何が成果なのか疑問です」（40代）

「年金以外にはなく、その年金が年々切り下げられています。支出面では、国保料、介護保険料が上り収入の１０％にも

なる」（60代）

設問３ 河村市政について、あなたはどう評価して

いますか？

年代別では、40代以下で「満足」が「不満」より多

く、50代以上は「不満」が「満足」を上回りました。

【不満の理由】

「保育園をもっと充実させてほしい。待機児童ゼロ

とは言うけど、保育園に入れられずにいるママも多

い。妊娠を機に仕事を辞めたため、そもそも保育園

に入園できず、仕事をしたくてもできない状態」（20代）

「名古屋城天守閣やＩＲ誘致など必要のない施策が多くパフォーマンス色が
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強い」（30代）

「天守閣木造化の予算より幼・保育園公共事業 整備費 学校道路、教育費の助成、各住宅の耐震化の助成を優先した方

が良い」（50代）

「減税はごくわずか。国保料、介護保険料など高くなっている」（60代）

「安易なカジノを導入（愛知県に）は反対 東京・大阪を意識せず住みやすい名古屋を（偉大なる田舎で結構）」（80代）

【満足の理由】

「市長報酬も全国 低で、市民のために身を切る覚悟がみえる」（30代）

「子供が今年産まれて、妊娠、出産、育児に対する補助の多さに驚きました。本当に助かっています」（30代）

「自分の給与を減しても頑張っている」（70代）

設問４.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？

見直しを求める人は、市長提案に賛成の人の２倍以

上でした。すべての年代で同じ傾向です。

なお、設問３で「満足」と答えた人でも、「５％減

税や敬老パス、自身の給与などつらぬいている。

名古屋城木造化についてはエレベーターがないなど

ちょっとおかしい」（60代）「名古屋城に金を使う

のは余り賛成ではないがその他は本音で事の是非で

やっているので良い」（70代）など、河村市長の名

古屋城木造化計画については否定的な意見が多くみられました。

【「いったん立ち止まり、改めて検討する」を選んだ理由】

「木造にしたところで観光客は増えないと思う。他に使い道はいくらでもあるのではないか」（20代）

「天守閣は２の次３の次 問題が他にたくさんある」（40代）

「木造化による集客効果はあるのかどうか分析してみるべきだと思う」（50代）

【「現天守閣耐震補強などを行い、木造化は行わない」を選んだ理由】

「誰の為の政策なのか見えてこない」（30代）

「多額のお金をかけて木造化にしても、一時的に観光客が増えるだけ」（60代）

「外観は現況で充分です補強するだけで観光にも 適です」（70代）

【「市長提案で木造化する」を選んだ理由】

「象徴的な城が国宝級になるのは嬉しい」（40代）

賛成の人でも、以下のような意見もありました。

「石垣問題が長期化すれば22年の完成がずれ込んでもやむを得ない」（70代）

「素人の目でも石垣は不安定で検討してほしい」（70代）

設問５.あなたが名古屋市政にのぞむことを選んでください（37項目から5つ以内）

トップは前回と同様、「無駄な公共事業の削減」。次いで「敬老パスの維持・

拡大」「介護保険料・利用料軽減」「国民健康保険料の値下げ」「高齢者福祉の

充実」の順です。

河村市長肝いりの大型事業である「名古屋城の整備」は34位、「名古屋駅周辺

の開発」35位にとどまりました。

年代別にみると、20代だけ、トップが「国民健康保険料の値下げ」でした。昨

年は２位。非正規雇用で国保に加入する若者の実態が浮き彫りになっています

（10代13位、30代は６位、40代は３位）。

【年代別の上位10項目】
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【年代別の上位10項目】

設問６.議員報酬額についてお聞きします

すべての世代で共通の傾向となっています。

なお、日本共産党市議団は、議会で報酬引き上げに反対し、

増額分は地震などの被災地などに寄付しています。

【自由記述】

「差額650万で減額時、何ができなかったのか、そして何

ができたのか。しっかりと一人一人教えてほしい」（30代）
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「何故そんなに引き上げる必要があるのか、お聞きしたいです」（40代）

「800万円は低すぎるかもしれないが、1450万円は高すぎる！1000万円ぐらいでは？」（50代）

「800万円で議員になったのだから、自民、公明は辞めればいい！！」（60代）

「勝手に自分達で引き上げ市民の事を考えてない」（70代）

設問７.「くらしなどでお困りのことや市政へのご要望、日本共産党へのご意見など」

市政について寄せられた意見、要望は、

「市民の意見を反映しやすくするために議会に対して簡単に意見を言える体制作りが必至」（10代）

「１日も早く国民健康保険料を値下げしてほしい」（10代）

「勉強できる大きな図書館、水泳が安い値段でできる施設が欲しいです」（20代）

「保育園が足りていなくて、友人でも働きたいのに働けない。実際にもっとふやしてくれないと困る」（30代）

「母子家庭で障がい児の子をもつ母です。将来が不安です。自分が倒れた場合の支援がもっと充実させて下さい」（40代）

「消費税アップを阻止して下さい。自営業者は５％になって８％になって除々に苦しくなっております。納税の為に借金

をしております」（50代）

「敬老パスを名鉄線でも使える様に期待します」（60代）

【日本共産党に対する意見】

「私は高校生で非常に政治（国政）に興味があります。ぜひ共産党さんの議員の先生にお話をお伺いできればと思ってお

ります」（10代）

「次の参院選では野党共闘を確固たるものとし、複数改選区で野党が議席を奪い合うようなことがないようにしてくださ

い」（20代）

「他の野党とは違い、政策の柱やスタンスが、党としてある程度きちんとあって、その点は評価でき、是非とも今後もそ

のような状態を維持していただければと思います。がんばって下さい」（30代）

「日本共産党って名前に歴史があるのだと思いますが、どうもこの「共産党」って言葉の意味がよくないイメージがある

ようで「人に本当の意味で優しい党」とかにしたら、いいのになと本気で思ってます。がんばれ！共産党！！」（30代）

「日本共産党さんは、主張している事が他の政党に比べ、ぶれない唯一の政党だと感じています」（50代）

「小生は自民党員ですが、現在の市長の議会無視は見るに難えない状況。この点については御党にも頑張っていただきた

い」（50代）

「私は、日本共産党に一度も投票した事がありません。し

かし、自宅近くで演説をされていらっしゃる内容を、聞き

感動したり、大変良いお話もありました。今後、共産党の

動き活動等々しっかり拝見させて頂きます」（60代）

日本共産党名古屋市議団は、皆さんからいただいた要望や

意見を市政に届けるとともに、福祉・暮らし 優先の市政へ

転換を求める、皆さんの願いを実現するため、今後も全力を

尽くす決意です。
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市政への要望 (年代別)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

1
ムダな
事業

国保料
値下げ

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

敬老
パス

敬老
パス

2
医療
体制

ムダな
事業

学童
保育

医療
体制

医療
体制

敬老
パス

ムダな
事業

高齢者
福祉

3
児童
虐待

保育料
医療
体制

国保料
値下げ

高齢者
福祉

介護保
軽減

介護保
軽減

ムダな
事業

4
地震
対策

待機児
童解消

待機児
童解消

児童
虐待

介護保
険軽減

国保料
値下げ

国保料
値下げ

介護保
険軽減

5
豪雨
対策

医療
体制

学校給
食無償

介護保
険軽減

豪雨
対策

高齢者
福祉

高齢者
福祉

国保料
値下げ

市政に望むこと(区別)

東区 北区 西区 中区 千種区 守山区 名東区 昭和区 緑区 天白区 瑞穂区 港区 南区 熱田区 中村区 中川区

1
ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

ムダな
事業

2
敬老
パス

国保料
値下げ

国保料
値下げ

介護保
険軽減

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

介護保
険軽減

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

敬老
パス

3
国保料
値下げ

介護保
険軽減

敬老
パス

国保料
値下げ

介護保
険軽減

国保料
値下げ

介護保
険軽減

介護保
険軽減

介護保
険軽減

国保料
値下げ

国保料
値下げ

敬老
パス

国保料
値下げ

国保料
値下げ

介護保
険軽減

介護保
険軽減

4
医療
体制

敬老
パス

介護保
険軽減

医療
体制

高齢者
福祉

介護保
険軽減

国保料
値下げ

国保料
値下げ

国保料
値下げ

介護保
険軽減

介護保
険軽減

国保料
値下げ

介護保
険軽減

介護保
険軽減

医療
体制

国保料
値下げ

5
介護保
険軽減

高齢者
福祉

高齢者
福祉

敬老
パス

医療
体制

医療
体制

高齢
者福祉

医療
体制

医療
体制

医療
体制

医療
体制

高齢者
福祉

高齢者
福祉

高齢者
福祉

高齢者
福祉

高齢者
福祉



名古屋市政資料№201 （2018年11月定例

- 73 -

2018年10月4日 朝日新聞

2018年10月6日
中日新聞

2018年10月10日 毎日新聞

2018年11月8日
中日新聞

2018年10月18日
中日新聞
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2018年10月25日 毎日新聞

2018年10月30日 朝日新聞

2018年11月9日
日経新聞

2018年10月14日 朝日新聞
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2018年11月13日 中日新聞
2018年11月29日 読売新聞

2018年11月30日 毎日新聞

2018年11月28日毎日新聞

2018年12月11日 中日新聞

2018年12月5日 朝日新聞
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2018年10月11日日経新聞夕刊 2018年10月25日 中日新聞

2018年12月15日 毎日新聞

2018年12月5日 毎日新聞

2018年12月6日 中日新聞

2018年11月6日 中日新聞
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2018年10月19日 中日新聞

2018年10月16日 中日新聞

2018年10月16日
中日新聞

2018年11月7日
読売新聞

2018年11月15日
中日新聞
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2018年10月17日 朝日新聞

2018年10月24日 中日新聞

2018年10月29日 毎日新聞

2018年11月3日
朝日新聞

2018年11月20日
日経新聞
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2018年11月6日
読売新聞

2018年11月20日 朝日新聞
2018年12月9日 毎日新聞
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2018年12月5日
読売新聞

2018年11月14日
読売新聞

2018年11月7日
読売新聞
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2018年11月13日 読売新聞

2018年11月28日
朝日新聞

2018年12月2日 朝日新聞

2018年11月14日 中日新聞

2018年10月27日 読売新聞

2018年10月18日
日経新聞
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2018年12月8日
読売新聞

2018年10月12日 中日新聞





(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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