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一、11月市会定例会は、11月20日～12月6日の会期で行われまし

た。補正予算案４件のほか職員給与条例の改正案をはじめ市民

病院の廃止条例案や工事請負契約案など17議案が当初提案され、

追加でコロナ対策の補正予算案と人権擁護委員、地域環境審議

会委員（補欠）の人事案件２件が提案されました。

一、給与改定について、人事委員会は期末手当と月例給を時期を

ずらして２回に分けて勧告しました。いずれもマイナス勧告で

あったため、河村市長は「もっと下げないと」といいながらも

勧告を受け入れて提案。とりわけ月例給はわずかなマイナスで、

国や県は実施を見送りましたが名古屋市はコロナ禍のもと、感

染の恐れや休みもとれない中でがんばっている保健所等の職員

も含めて給与削減を提案しました。

一、その他、市民病院を廃止して市大病院にするための条例案や、

市議選市長選の公報をデータ送付可能にする条例案や氷室住宅

の建て替え工事の契約などの審査を行いました。

一、補正予算案は４件、総額△3憶3700万円。一般会計△4憶3400

万円はコロナ対策費の未使用分の減額と新たな対策としてタブ

レット端末の購入などが計上されました。追加補正は68億円の

コロナ対策費。ＰＣＲ検査のために保健センターへの体制強化

などが盛り込まれました。

一、給与条例の議案質疑に田口かずと議員がたち、給与削減をよろこぶ市長

の姿勢を追求し、給与削減議案に反対しました。

一、その他、日本共産党市議団は、市民病院を廃止し市立大学病院にする議

案２件に反対。追加議案を含めた17議案には賛成しました。

一、議案外個人質問には、岡田ゆき子議員が「市民病院の廃止、大学病院化」

について、江上博之議員が「新型コロナ感染拡大防止体制の強化」「名古

屋城天守閣や石垣」について質問しました。

一、意見書は、日本共産党をはじめ各会派から提案された７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、

３件が成立。日本共産党議員団が提案した２件の意見書案は否決されまし

た。

一、新規請願は４件、陳情は５件が受理されました。日本共産党は請願４件

の紹介議員になりました。

一、各常任委員会で市長の目玉政策でもある、市民税減税、Ｂ６蒸気機関車、相生山道路、ささしま地下

通路などについての所管事務調査が行われ、市長の責任が追及されました。とりわけ総務環境委員会で

は６月議会での減税の報酬削減条例案に関連して7月3日の委員会再開要請が問題となっていましたが、

その後の経緯についての減税の対応について連日、徹底的に追求され、深夜に及ぶ議論がくりかえされ

ました。

一、減税の対応に対して浅井康正理事の発言が問題となり、追及が繰り返された結果、問責決議が提案さ

れ、委員会での委員間討論での経緯に反するような開き直りの弁明や佐藤団長の反対討論がありました

が、賛成多数で可決されました。
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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20日 金 11時 本会議 補正予算等提案説明

11月24日 火 10時 精読 議案説明会

11月25日 水
10時 委員会

給与改定案質疑

11月26日 木 給与改定意志決定

11月27日 金

10時 本会議
議案質疑
個人質問11月30日 月

12月1日 火

12月2日 水

10時
30分

委員会 委員会審議

12月3日 木

12月4日 金

12月7日 月

12月8日 火

12月9日 水

１時 本会議
補正予算の採決
追加補正の提案説明

1時
30分

委員会 追加補正の審査

４時 本会議
追加議案・意見書な
どの採決
問責決議の討論採決

12月10日 木 予備日



河村市長が就任して以来、他の自治体より厳し

いのではないか

【田口議員】給与改定の内容は、本市人事委員会

の勧告にもとづいて、月例給を0.24％、一時金を0.0

5月分引き下げるもので、本市職員の平均年間給与

は、併せて約3万4千円もの減額になります。

本市人事委員会の勧告は、国の人事院や他の地

方公共団体の人事委員会の勧告と比べて、職員に

とってたいへん厳しいものとなっています。

一時金については、国や愛知県、他の指定都市

も引き下げを勧告しましたが、月例給については、

現在のところ、国は据え置き、指定都市ではマイ

ナス勧告は仙台市だけで、0.12％の引き下げにと

どまりました。９都市は据え置き、他の９都市と

愛知県は、まだ、報告・勧告をしていません。

本市の人事委員会の勧告が、国や他の地方公共

団体と比べて厳しいのは、今回だけではありませ

ん。

河村市長が市長に就任した2009年度からの12年

間、月例給については、本市ではマイナス勧告が

５回もあった一方で、プラス勧告は３回だけでし

た。同じ時期に国ではマイナス勧告は３回でプラ

ス勧告は６回、愛知県ではマイナス勧告はたった

の１回で、プラス勧告が８回もありました。

そこで、人事委員会にお尋ねします。

本市の勧告は、今回は月例給まで引き下げを求

める内容となっており、過去の勧告も含め、国や

他の地方公共団体と比べてたいへん厳しいものに
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議案質疑（11月20日）

コロナ禍のもとで奮闘する市職員に賃下げ

「ほっとした（河村市長）」
…非情な発言は撤回を 田口一登議員

職員の給与に関する条例の
一部改正について

名古屋市と国の給与勧告

年

名古屋市 国

月例給 ボーナス 月例給 ボ一ナス

勧告率
（％）

勧告
月数

年間
月数

勧告率
(％)

勧告
月数

年間
月数

2009 △2.99 △0.35 4.15 △0.22 △0.35 4.15

2010 △2.35 △0.20 3.95 △0.19 △0.20 3.95

2011 (△0.02) － (3.95) △0.23 － (3.95)

2012 △0.73 － (3.95) (△0.07) － (3.95)

2013 (0.01) － (3.95) (0.02) － (3.95)

2014 0.27 0.15 4.10 0.27 0.15 4.10

2015 0.34 0.10 4.20 0.36 0.10 4.20

2016 △0.18 0.165 4.30 0.17 0.10 4.30

2017 0.09 0.10 4.40 0.15 0.10 4.40

2018 (0.02) 0.05 4.45 0.16 0.05 4.45

2019 (△0.02) 0.05 4.50 0.09 0.05 4.50

2020 △0.24 △0.05 4.45 (△0.04) △0.05 4.45

勧告率及び年間月数の（ ）は較差が極めて小さく実施してない

国及び政令指定都市の給与勧告（2021年度）

区分
民間との給与較差

勧告
金額（円） 率（％）

名古屋市 △921 △0.24 引下げ

札幌市 △119 △0.03 見送り

仙台市 △442 △0.12 引下げ

相模原市 △97 △0.03 見送り

新潟市 △90 △0.02 見送り

静岡市 △96 △0.03 見送り

浜松市 △96 △0.03 見送り

京都市 △42 △0.01 見送り

神戸市 △47 △0.01 見送り

岡山市 △176 △0.04 見送り

広島由 △138 △0.04 見送り

北九州市 △137 △0.03 早送り

福岡市 △109 △0.03 見送り

熊本市 37 0.01 見送り

国 △164 △0.04 見送り

2020年11月24日現在、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、
大阪市、堺市は勧告が実施されていない。



なっているという認識はありますか。

調査に基づく民間給与との比較結果によるもの

（人事委員会委員）

【人事委員会委員】人事院等と共同して、職種別

民間給与実態調査を実施し、職員給与と民間給与

との精確な比較を行っており、その比較結果によ

り、給料表に定める給料額を増減することが適当

であると認められるときは、適当な勧告をするこ

ととしている。

本年も含め、本委員会がこれまで実施してきた

勧告は、調査に基づく民間給与との比較結果によ

るものです。

今年度の勧告が実施されると、職員の平均年収

は、河村市長就任前の2008年度と比べてど

れだけ減少するのか

【田口議員】河村市政の１２年間、国や愛知県と

比べて少なかった月例給のプラス勧告でさえ、20

14年度は課長級以上については引き上げを行いま

せんでした。また、一時金についても、2016年度

は引き上げ幅を圧縮しました。

引き下げは勧告通り実施し、引き上げは勧告通

りには実施しない。こうした12年間で職員の給与

は大幅に下がっていると思います。

今年度の勧告が実施されると、職員の平均年収

は、河村市長就任前の2008年度と比べてどれだけ

減少しますか。

約81万円の減少（局長）

【総務局長】2008年度の行政職給料表適用者の平

均年収が約708万円であり、今年度の勧告を実施す

ることにより約627万円となり、約81万円の減少と

なる。

週30時間勤務の会計年度任用短時間勤務職

員のうち、報酬ランクが一番高い職種の年収は

どれだけ減少するのか

【田口議員】職員の給与

引き下げは、非正規の職

員である会計年度任用職

員にも影響を与えると思

われます。

週30時間勤務の短時間

の会計年度任用職員の場

合、報酬ランクが一番高

い職種では、現在の年収

からどれだけ減少するの

か、併せてお答えください。

約19000円減少する（局長）

【総務局長】報酬ランクが一番高い職種である

「企画調整等又は組織管理運営に伴う補助的業務

を行う者」は改定前の年収が約316万6千円、職員

の給与改定に伴う引下げにより約314万7千円とな

り約1万9千円の減少となる。

職員の意欲を削ぐ言葉は撤回を

【田口議員】市長は、人事委員会の勧告を受けて、

「国が月例給を据え置く中、マイナス勧告が出た

のでほっとした」とコメントされました。マイナ

ス勧告に「ほっとした」という市長の言葉を聞い

て、コロナ関連の業務が加わり忙殺されながら、

コロナ感染のリスクも抱えながら、市民の命と暮
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会計年度任用職員の年収（円・2020年度の上限）

短時間勤務職員（週30時間） フルタイム職員

改定前 改定後 改定前 改定後

企画調整等又は組織管理運営を伴う補助的業務を行う者 3,166,451 3,147,438 4,090,928 4,067,429

市民対応業務等の補助的業務又は専門資格を要する補助的業務を行う者 2,965,248 2,948,431 3,829,712 3,808,599

内部事務等の補助的業務を行う者 2,635,363 2,620,787 3,406,499 3,386,727

技能労務業務の補助的業務を行う者 2,456,528 2,448,754 3,173,907 3,163,862

簡易な補助的業務を行う者 1,570,184 1,565,910 2,028,986 2,023,287



らしを守るために奮闘している職員は、心が折れ

たのではないでしょうか。

感染拡大防止の 前線で尽力されている保健所・

保健センターの職員にたいして市長は、この議場

で「医療関係者の方からも『ナゴヤの保健センター

は本当に頑張っとる』という声が私の元に届いて

いる」「市民に成り代わり、職員にありがとうと

言いたい」と感謝の言葉を述べられました。

市長、これが本心なら、給与を引き下げ、職員

の労苦に報いられないことに胸が痛むのではあり

ませんか。「ほっとした」などという職員の意欲

を削ぐ言葉は撤回していただきたい。

撤回するつもりはない（市長）

【市長】保健所、保健センターの皆さんには、地

道ですけど、名古屋の健康観察は素晴らしいく、

大変な努力をされて成果もあげておられ、感謝し

ていまして、この間、感謝状も贈呈させていただ

いた。

どう考えても民間の商売の苦労というのは驚く

べきものがある。給料が安いというより仕事がな

くなりますから。そういう中で、公務員の皆さん

もちょっと下がった、あたりまえで、かえって公

務員のみなさんに対する民間の安心感作ると思い

ますよ。おんなじ気持ちでやるんだと。

撤回するつもりはありません。

低賃金の非正規職員も含めてコロナ禍で奮闘

している職員に賃下げを強いていいのか（意見）

【田口議員】市長は、ほっとしたということは撤

回しないといったが、総務局長が答弁したように、

年収が300万円ほどしかない非正規の職員も、今回

の改定で年間約１万９千円の賃下げになります。

この中には、児童虐待対応支援員やひとり親家庭

応援専門員といった、子どもやお母さんを応援す

る職員も含まれます。

年収２百数十万円台から300万円ほどしかない低

賃金の非正規職員も含めてコロナ禍で奮闘してい

る職員に賃下げを強いていいのか。引き続きの質

問は委員会に委ねて、質問を終わります。
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コロナ対策で体制確保や経営努力も限
界、なぜ大学病院化を性急に行うのか

【岡田議員】新型コロナウイルス感染拡大の第３

波は、予想以上に市内全域に拡大しており、第２

波のピーク時を超える水準となっています。とり

わけ、重篤化しやすい高齢者施設のクラスター発

生で入院治療を担う医療機関の需要は高くなって

おり、保健所が感染者の入院先探しに大変苦慮し

ているように、患者受け入れ病床数はひっ迫して

いる状態です。患者受け入れ体制の拡充は喫緊の

問題です。民間医療機関は 大限の努力で受け入

れ病床を増やしていますが、感染症患者に対応す

る医師、看護師、事務職員等の体制確保や経営努

力も限界にあります。

名古屋市保健所と市立病院は、名古屋市の感染

症対策、公衆衛生行政を進める主軸であり、民間

医療機関とも連携しながら、事態の急変に「臨機

応変」に対応することが常に求められています。

コロナ対応に組織として 大限立ち向かうべき時

に、来年4月に東部、西部医療センターを廃止し、

名古屋市立大学病院化する議案が出されました。

大きな方針転換であるにもかかわらず、パブリッ

クコメントなど市民意見を聞く場もないままの条

例改正案であり、民主的な手続きとは言えない進

め方で、市民不在の重大な問題です。

市大病院化の議論は、コロナ発生前の方針であ

り、１波２波以上に、第３波が急速に広がってい

る中、名古屋市は国、県、保健所と連携し感染対

策に集中する時ではないか。

市立病院がコロナ対策に 大限の力を集中すべ

き時に、組織改編や職員の士気にかかわる労働条

件の変更をなぜ、性急に行わなければならないの

ですか。市大病院化は一旦立ち止まるべきだと考

えますが、伊東副市長にお聞きします。

議会等での議論で、早く、という期待が
あったから（副市長）

【伊東副市長】大学病院化は、今後さらに厳しく

なる医療情勢に的確に対応していくための出発点

であり、可能な限り速やかに行うことが、市民の

皆様の利益に適う。

8月24日の所管事務調査における議論やその後の

市長からの指示も踏まえ、市立病院として、「さ

らに早く」という期待に応えていくため、令和3年

4月の統合に向けて全力で準備を進めている。

感染症発生時の対応は公的医療機関の責務であ

り、大学病院化後も、東部医療センターは引き続

き第二種感染症指定医療機関としての役割を果た

す。

新型コロナウイルス対応をはじめとする感染症

への対応は３病院がさらに連携して取り組んでい

きたい。

大学病院への運営費交付金の算定は
市民病院の繰入金と同じ考えか

【岡田議員】東部医療センターは特に、その沿革

にあるように、伝染病院として始まり、50年以上

前には、 大250床の伝染病床を持つ総合病院であっ
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個人質問（11月27日）

西部・東部医療センターが高度医療の市大病院に

コロナ禍での病院統合は立ち止まれ
岡田ゆき子議員

名古屋市立病院を市立大学病院に
することについて

（参考）
地域の医療機関との意見交換時における主な意見

・地域密着型の医療を提供している病院を、なぜ大学病院化す

るのか。

・1つの区の中で全ての医療機能を整備するのではなく、地域

医療構想に基き、医療圏の中で、病院の医療機能の分担してい

くべきである。

・高齢者医療や、認知症等の研究などに取り組むとの説明だが、

国立長寿医療研究センターと同じであり、違和感がある。

・臨床研究や人材育成は専門性が高いが、なぜそれらを大学病

院ではなく、大学病院化した市中病院でやるのか。

・認知症患者を積極的に受け入れていくと職員も必要となり、

人件費がかかるなど収支が合わず、とても経営してしいけない。



た歴史を持っています。1999年には感染症ベッド

10床の第２種感染症指定医療機関の指定を受け、

第2日赤とともに市内の感染症対応医療機関の中心

的役割と責任を持つ市立病院です。現状ではコロ

ナの拡大において、患者受け入れは２月当初の10

床から現在32床まで増床しており、今後も、市立

病院として感染症患者の受け入れの拡大は求めら

れていると思います。

名古屋市病院事業の設置に関する条例の2条には、

病院事業の経営の基本を「住民の医療需要に応じ

て、適切な医療の給付を行い、もって住民の福祉

の増進を図る」こととされ、経済的困難な方や時

に身元不明の方の救急搬送の受け入れもあり、医

療の 後の砦としてこたえていく責任と役割があ

ります。救急医療、周産期医療など不採算と言わ

れる医療は、住民に必要な医療であり、その需要

にこたえるために、総務省が示す、一般会計から

の繰り入れ基準をもとに、施設整備を除いても毎

年年間40億円余投入し、財

政的に支える仕組みがある

のです。

市大病院化以降の運営費

交付金は、総務省の繰出基

準に基づいて、同様に算定

していくのですか。

予算編成の中で具体的に協議していくが
役割は変わらない（局長）

【病院局長】来年度以降の運営費交付金の算定は、

今後の予算編成の中で具体的に協議していく。大

学病院化後も、これまでの公的役割が変わるもの

ではない。

中期目標・中期計画の中で市立病院と
しての役割は反映されているのか

【岡田議員】名古屋市が中期目標として掲げてい

るのは、「高度かつ先進的で、高い技術を要する

医療に積極的に取り組み、安心安全で 高水準の

開かれた医療を提供」し、「新しい医療を創出す

る研究中核拠点」であり、一方、市立病院は、

「住民の医療需要に応じて、適切な医療の給付を

行い、もって住民の福祉の増進を図る」ことを基

本としています。つまり、市大病院と市立病院は、

その役割は違うものです。

病院化後の東部、西部医療センターの役割は、

市大の中期目標、中期計画にどのように反映され

るのか、変わるのか。

基本方針は同じ方向を目指している（局長）

【総務局長】地方独立行政法人法で、「設立団体
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市立大学病院化後の３病院の機能分担

区分 市立大学病院 東部医療センター 西部医療センター

特長

・高度・専門医療

・がん医療

・救急・災害医療

・小児・周産期・生殖医療

・救急医療

・心臓血管・脳血管疾患に対する高

度・専門医療

・感染症医療

・小児・周産期医療

・がん医療

・脊椎医療

高齢社会の進展

に伴う医療ニー

ズへの対応

・手術支援・ロボットを活用した低侵

襲手術の推進

・３大疾病に対する高度急性期医療の

充実

・がんゲノム医療・相談支援の強化

・身体的負担の少ない心臓手術の実

施

・増加する脳卒中への対応

・骨粗しょう症の予防・治療ネット

ワークの形成

・がんに対する化学療法などの拡充

・痛みや身体の負担がない臨千線治療

の展開

・多様な手術等による脊椎疾患の専門

医療

政策的医療への

対応

・救急医療・災害医療の拡充

・難病、希少疾患に対する高度医療の

充実

・「断らない救急」の促進

・新型コロナウイルス感染症等への

対応、3病院連携による更なる体制

の充実

・年間1，000件以上の分娩への対応と

市立大学病院との連携による不．育

症治療など周産期医療の充実

・新生児医療の充実

教育

・約1,800床を活かした臨床実習、合同研修等を通じた医療人の育成

・市立大学卒業生を中心とした若手医師の確保・育成

・19基本額域すべてにおける優秀な専門医を育成

研究

・約1,800床を活かし車臨床研究の推進及び産学連携の更なる発展により、先進医療・新薬開発等の研究活動の活性化

・市立大学病院臨床研究開発支援センターとの連携による最先端の治療法の開発や、医学・薬学・看護学の3学部によ

る共同研究の促進

・市立大学大学院医学研究科脳神経科学研究所との連携による発達障害、精神疾患、認知症等難治性疾患の革新的治

療法の創出

経営

・大学病院群として効率的、効果的に運営

・各病院の特長を踏まえた高度医療機器の適正配置

・医薬材料等の共同購入の拡大によるコストの削減



の長は、地方独立行政法人が達成すべき業務運営

に関する目標である中期目標を、議会の議決を経

て定め、法人へ指示するとともに公表しなければ

ならない」とされている。また、「法人は、当該

中期目標を達成するための計画として、中期計画

を作成し、設立団体の長の認可を受けなければな

らない」とされている。

2023年度を目標期間とする名古屋市立大学第三

期中期目標では、附属病院に関する目標のひとつ

として、「地域住民の要請に応えられる医療を提

供」することを掲げている。

したがって、市大病院の中期目標と、市立病院

の「住民の医療需要に応じて、適切な医療の給付

を行う」という経営の基本方針は同じ方向を目指

している。

一方、現在の中期計画では、東部・西部医療セ

ンターの市立大学病院化に伴う数値目標の設定や

収支計画の変更などを行う必要があり、年度内認

可に向け市立大学が検討している。

大幅に給与待遇等が変わる医師など、
職員確保はすすんでいるのか

【岡田議員】今回の市大病院化に対し、市民意見

は厳しいものです。特に医療関係者からはコロナ

禍で通常の医療提供さえ困難な中ですので、「同

業種として胸がいたい」といいます。「コロナ禍

でどの病院も疲弊している。今市立病院が力を入

れなければならないのは、コロナ禍の医療体制を

どう守っていくかに尽きるのではないか。」「こ

のコロナ禍で働く職員の士気にもかかわるような、

労働条件の変更を伴う大規模な組織再編をするの

か」このように考えるのが医療従事者の率直な意

見です。

今年の２月定例会の予算審議では、附属病院化

について病院局は、「医師の処遇については・・・

モチベーションを考慮して・・・検討していく」

と答えていました。今年７月時点で職員は、20

22年４月に市大病院化の予定だと説明を受けてい

ます。

ところが、8月24日の所管事務調査から、来年４

月に市大病院化する方向が急浮上しました。私は、

コロナ禍で医師、看護師などすべての医療従事者

が、 大限の緊張の中で頑張っている、その時に、

報酬も含め労働条件が大きく変わるような、違う

組織との統合を強引に進めれば、職員の士気・モ

チベーションに多大な影響を及ぼしかねない重大

な問題だと指摘しました。
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（参考）「公立大学法人名古屋市立大学第三期中
期目標（2020年4月改訂版）」より

第 5 附属病院に関する目標

1 高度かつ先進的で、高い技術を要する医療に積極的に取

り組み、安全安心で最高水準の開かれた医療を提供すると

ともに、新しい医療を創出する研究中核拠点として、大学

病院が果たすべき機能を追求する。

2 救急医療及び災害医療の拠点として、市民の命を守るた

めの機能を強化する。

3 名古屋市が設置する医療機関を始め、地域の医療機関等

と相互協力関係を強化し、地域包括ケアシステムの構築に

寄与するなど、地域住民の要請に応えられる医療を提供し、

在宅医療・介護連携及び保健医療の推進にも貢献する。

4 日々進化する医療に対応できる高い倫理観と優れた技術・

見識を有する医療人を育成する。

5 病院長のマネジメントのもと、病院の経営改善を継続す

るとともに、将来的な収支バランスを勘案しながら機能強

化を図ることにより、健全で安定的な経営に取り組む。

（参考）名古屋市病院事業の設置等に関する条例

（経営の基本）

第2条 病院事業は、住民の医療需要に応じて適切な医療の給

付を行ない、もって住民の福祉の増進を図るとともに、常に

企業の経済性を発揮するように経営するものとする。

（参考）「名古屋市総合計画2023」より

施策４ 適切な医療を受けられる体制を整えます

①救急医療体制の充実

休日・夜間などでも必要な医療サービスを受けられるよう、

救急医療体制（第一次、第二次、第三次）の充実をはかりま

す。特に、市立大学病院において救命救急センターとしての

機能を強化するとともに、救急科専門医の育成を進めます。

また、第二次、第三次救急医療機関の軽症患者集中による負

担を軽減するため、「かかりつけ医※」を持つことの普及啓

発を行い、医療機関の適正受診を促進します。

②市立病院における医療機能の強化

救急医療、小児・周産期医療、災害・感染症医療の充実・

強化につとめるとともに、がん、心臓血管疾患、脳血管疾患、

脊椎疾患にかかる医療機能を強化します。また、東部医療セ

ンター・ 部医療センターにおいては、地域医療支援病院と

して、地域の医療機関と緊密な連携をはかるなど、市 に信

頼され、安 して受診できる医療を提供します。さらには、

市立大学病院と市立病院の連携を強化し、医療機能のさらな

る充実をはかります。

③最先端の医療の提供

市立大学病院において、すぐれた見識と技能を持つ医療人

を育成するとともに、認知症や発達障害など社会的関心の高

い先進的な研究を推進し、最先端の医療や急性期の医療を担

う特定機能病院としての役割を果たします。 部医療センター

の陽子線治療センターにおいては、患者の症状などに基づき

適切な治療方法を検討するキャンサーボードを行い、生活の

質にすぐれた最先端のがん治療法を提供します。



職員へは、８月の所管事務調査以後、スケジュー

ルを訂正して意向調査を実施しているとお聞きし

ていますが、来年度以降も、働く意思あると確認

されている職員はどれだけですか。また、給与が

も変動する医師について、来年度以降働く意思

を明らかにしている医師はどのくらいいるのです

か。

医師以外は約7割が移行確認しているが、
医師確保は各病院で行う（局長）

【病院局長】医師以外の職員には、10月末時点で

概ね７割程度の職員が来年度以降も東部・西部医

療センターで派遣職員または法人職員として働く

意向を確認している。９月以降、各職場で大学病

院化後の処遇について説明を実施し、段々と理解

が進んでいる。まだ決めかねている職員等に対し

て、大学病院化後も処遇の差異はほとんどないと

いうことも含め、各職場で個別に、丁寧に説明し、

処遇の詳細についての説明会も実施し、理解を求

めていく。

医師は全て法人職員に身分切替となり、原則と

して教育職給料表を適用するが、医療職給料表も

経過措置として選択できる予定です。これまで医

師に対しても、複数回の説明会を開催してきたが、

今後は、身分や勤務条件の個別具体的な各論に入っ

ていくので、大学の各診療科が東部・西部医療セ

ンターの所属医師へ説明を行い、確保に努める。

名市大の定款を変更して、法人や職員が
関与せず理事長を市長の任命にする理
由は

【岡田議員】大学定款の一部変更について総務局

長にお聞きします。これまで、「理事長は法人の

申し出に基づき市長が行う」とし、「理事長は学

長」と定めていました。ところが、改定案では、

理事長と学長を分離し、学長は法人内の選考会議

で選考することになりますが、理事長は市長の任

命にゆだねる。大学法人の代表の選考過程におい

て、法人や教職員が関与しない仕組みを新たにつ

くるというものです。

なぜ、理事長を法人選考会議から外し、市長任

命としたのですか。

経営に関わる理事長の選考に法人が関与しない

仕組みでは、市長の政治的介入によって、その自

治が妨げられることに

なるのではないか、行

政から独立して大学自

治が堅持されることは、

憲法23条の学問の自由

にかかわることで、重

大な問題ではありませ

んか。その認識はあり

ますか。

他都市の半数が理事長と学長を別に任
命している。1800床の巨大病院となり
法人でのウエイトが高まり経営責任が問
われる（局長）

【総務局長】地方独立行政法人法は、「公立大学

法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大

学の学長となる」とされ、「定款で定める場合に

は、学長を理事長と別に任命することができる」

とされている。全国75公立大学法人のうち約半数

の36法人は理事長と学長を別に任命し、「名古屋

市立大学」と同様に医学部を含む複数学部を有す

る「横浜市立大学」や「大阪市立大学」も、理事

長と学長が別に任命されている。

東部・西部医療センターの市立大学病院化で、
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学長を理事長と別に任命している公立大学

理事長の経歴 法人数

本学関係者 16

設立団体関係者 12

その他 8

合計 36

＊その他は、国等職員、民間企業経営者

2019年度名市大理事長候補者 選考会議委員

選出区分 氏名 役 職 等

経営審議会から
選出

大西珠枝
（議長）

・学校法人玉川学園玉川大学
教育博物館長兼芸術学部教授

加藤博

・公立大学法人名古屋市立大学
非常勤理事（財務）

・株式会社ノリタケカンパニー
リミテド 代表取締役社長

佐々木雄太 ・学校法人市邨学園 理事

教育研究審議会
から選出

林秀敏
・名古屋市立大学
学長補佐兼薬学研究科長

道川誠
・名古屋市立大学
学長補佐兼医学研究科長

吉田一彦 ・名古屋市立大学 副学長

50音順、敬称略



病床数が800床から３病院あわせて約1,800床の国

公立大学病院では全国 大の大学病院群となるな

ど、法人の規模や法人を運営する理事長の責務が

大きくなる。病院部門のウエイトが大きくなって

経営の要素が非常に大きくなり、経営と教学の役

割分担や責任の明確化を図る必要から、理事長と

学長を別に任命することにした。

この場合、地方独立行政法人法に基づき、理事

長は、設立団体の長が任命することになる。教学

を担う学長は、地方独立行政法大法で法人に設置

される選考機関の選考に基づいて理事長が任命す

ることになるので、法の規定に基づき手続きが進

められることで大学の自治が尊重される。

大学病院と市立病院での目標は明らかに
違う。高度医療に特化してしまっていいの
か。市民の期待に応えられるのか（再質問）

【岡田議員】お互いに違う組織が統合するという

ことでそれぞれに目標があり、中期目標について

局長は「市大病院の中期目標と、市立病院の経営

の基本は同じ方向を目指している」といわれまし

たが、中期目標は局長が抜き出したところだけで

なく、その前後の文章を見ればはっきり違うこと

が分かります。

中期目標は「名古屋市が設置する医療機関をは

じめ、地域の医療機関等と総合協力関係を強化し、

地域包括ケアシステムに寄与する等、地域住民の

要請にこたえられる医療を提供し」。つまり、地

域の医療機関と連携して、要請にこたえていくと

言っている。市立病院は、条例にある通りで、事

業として「住民の医療の需要に応じて適切な医療

を給付する」。住民が必要とする医療の需要にこ

たえるということで、目標が明確に違うというこ

とを指摘しておきます。

10月27日に、郡学長と中日新聞社長との対談が

掲載されていました。そこで、中日新聞社長が

「昨今では、大学病院が身近な市民病院として気

軽に診てもらえるような場所ではなくなっている

といわれ、かかりつけ医と高度医療が分かれれば

大学病院はより専門的な医療に特化することが可

能になるのではないですか」と聞かれ、これに学

長は「同感です」と答えている。大学病院はより

先進的で高度専門的な治療に特化する、もちろん

否定するものではありません。しかし、統合で、

2つの市立病院が、経営の基本にある「需要に応じ

て給付する」この基本が将来にわたっても堅持さ

れると理解していいですか。総務局に聞きます。

大学病院化後もそれぞれの役割は維持
される（局長）

【総務局長】市立大学第三期中期目標で附属病院

の目標として掲げている、「地域住民の要請に応

えられる医療を提供」することと、市立病院の

「住民の医療需要に応じて、適切な医療の給付を

行う」という経営の基本方針は、同じ方向を目指

しているものだ。

大学病院化は、３病院がそれぞれの役割を果た

しつつ、かつ、一体的に運営することで、より適

正な医師等の配置や、市民の医療ニーズに応じた、

より的確かつ 高水準の医療を継続的に提供する

ことなどを目的としており、大学病院化後も、そ

れぞれの役割は維持される。

コロナ対策に集中し、拙速な統合をやっ
ている場合ではない（再質問）

【岡田議員】いまの市立病院のありようがそのま

ま堅持されるということは、今後の運営交付金が

どのように算定されるかにも影響されるので注視

したい。

問題はコロナ禍でなぜ性急にやらなければいけ

ないかということです。第3波に入り、特に11月以

降は2週間で感染者は2倍を超えており、実際に入

院可能ベッド数は、計画では300床といっています

が、いま限界で約150床までしか受け入れができな

いといい、満床が続いています。民間医療機関は

自身の経営問題も抱え、職員確保ができない等、

今後の病床確保はままならない状況です。民間医

療機関からは市立病院の感染症病床拡大にほんと

うに期待しており、要請は相当あるわけで、これ

に市はこたえていかないといけない。そのような

時に、組織の改編を進めることは、コロナ対応の

障害にならないのかと聞きましたが、全くこたえ

られていない。コロナで職員の大変なストレスの

中、名古屋市だけ、来年4月の統合、組織の改編に

向けて、職員個々には意向確認と処遇の説明をし、

中期計画の策定を待っての認可等手続きをしなけ

ればいけない、このことが、コロナ対応に影響を

与えていないか、拙速な統合をやっている場合で
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はないのではないか。

大学病院化はコロナ対策にも応えていく
施策（副市長）

【副市長】新型コロナウイルス感染症がこれまで

以上に広がっており、市立病院の職員は日夜、患

者の皆様へ献身的かつ真撃に対応をしている。

大学病院化は、新型コロナウイルス対策を含め

た医療需要に的確に応えていくための施策でもあ

る。早期に実施して、同一法人のもと3病院がさら

に連携して取り組みたい。

コロナ対応の障害になりかねない。誰もが
納得できるように（意見）

【岡田議員】コロナ禍は日を追うごとに深刻な事

態で、市のコロナ対策本部会議にも、現在は病院

局長が加わり議論されている。直営の病院が市の

組織にあることの強みであるのに、住民の医療需

要(コロナ)にこたえるという、経営の基本が大学

病院化でどうなっていくのか、中期計画に市立病

院の役割が反映されるものができるのかも、わか

らない。

医師以外の職員の意向はこの時期において、約

3割が決めかねているし、医師においては、今後確

保に努めるというまでの答弁でした。

性急に事を進めていることが、こうした事態を

生んでいるし、コロナ対応の障害になりはしない

か、住民の利益にかなうというなら、来年4月の統

合をまずストップすべき。民主的でだれもが納得

できる手続きに切り替えるべきです。この後は委

員会の審議の場に移し、質問を終わります。
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参考：「大学の自治」にかんする日本共産党の見解

○大学における教育研究をはじめ財務・人事・組織などの運営、

学長の選考などは、教授会の審議を基礎にし、すべての教員・

職員・学生・院生など大学構成員の意思を尊重して決定すべ

きです。

○大学は、国からの干渉をうけずに自由な教育・研究を行うた

めに、「大学の自治」が保障されています。その土台をなす

のが、学問研究と学生の教育にあたる教員が自ら大学運営に

参加する制度です。法案は、この制度を骨抜きにし、トップ

にたつ学長が独断で運営するしくみを確立するものです。憲

法第23条の「学問の自由」を脅かす悪法であり、断じて認め

ることはできません。

○わが国の大学では、「大学の自治」を形成するなかで、学長

は選挙で選ぶという民主主義の制度が根づいてきました。国

立大学では、大学の評議会（学長、学部長などで構成）が選

挙結果にもとづいて学長を選んでいたのを、2004年の法人化

によって、学外者が参加する各大学の学長選考会議が学長を

選ぶしくみにされました。そのもとでも多くの大学では選挙

で1位の人を学長に選んでいます。今回の国立大学法人法改悪

案は、学長選考会議が「各大学のミッション（使命・任務）

にそった学長像」などの“基準”を定めて選考するとしてい

ます。教職員の選挙で支持をえたか否かよりも、この“基準”

に合うかどうかで学長を決めることになります。これは学長

選挙を形骸化し、無力化するものです。教職員が学長になっ

てほしい人は学長になれず、なってほしくない人が学長にな

る、民主主義のない大学になります。

○大学は多様な見識や価値観が存在するからこそ「学問の府」

といわれます。そうした多様な立場からの意見のなかで、全

学的な合意を形成する能力・資質こそが、学長に求められる

リーダーシップです。

○学長・理事長が大学経営に責任をもち、リーダーシップを発

揮することは、実行力ある大学運営に必要です。しかし、そ

れが独断専行となればかえって教職員の意欲をそぎ、大学の

活力は低下します。国立大学法人制度には、それを防ぐ機能

が欠けています。私立大学では、理事長のワンマンによる乱

脈な経営によって、財政困難に陥った大学もあります。こう

した独断専行をうまない大学制度の確立が必要です。



業種を限定せず、面的にすべての関係者にPC

R検査をおこなうべき

【江上議員】10月下旬から感染拡大が日に日に急

増し、国内感染は連日2000人を超えています。名

古屋市内でも、19日116名で過去 高を更新し、感

染経路不明が54名、感染者中46％を占めました。

検査数は675人です。そして27日には117名と更新

しました。ＰＣＲ検査能力は一日当たり1200件を

超えていますが、実際の検査数は、11月18日の

997件が 高です。検査能力は十分あります。

政府の「大都市の歓楽街における感染拡大防止

対策ワーキンググループ当面の取組方策に関する

報告書」が10月発表され、「これまでの感染拡大

の経験を踏まえれば、大都市の歓楽街が感染拡大

のいわば『急所』であり、こうしたエリアへの対

策を強化することが、今後の感染拡大防止に有効

である」としています。大都市歓楽街が感染の震

源地というのです。同じく政府の新型コロナウイ

ルス感染症対策本部11月10日では、「新宿歌舞伎

町においては、大規模・地域集中的なＰＣＲ検査

を実施したことにより、陽性者数が減少したこと

が統計的分析で明らかになっている」としていま

す。大規模・地域集中的なＰＣＲ検査の効果を認

めています。

11月29日から愛知県では、3回目の休業要請が一

日2万円の「愛知県感染防止対策協力金」とセット

で実施されています。対象は、8月休業要請の栄・

錦地区です。休業要請だけでなく、感染経路不明

が増える中、無症状の感染者を把握し、保護し、

追跡して感染経路を断つためにＰＣＲ検査を抜本

的に拡大することです。

日本共産党市議団は、今年7月からの感染拡大に

あたり、感染拡大防止のために、① 無症状の感

染者を把握し、保護し、感染経路を追跡調査する

こと。② 集中的に感染震源地である栄地区繁華

街を面的に検査すること。③ 検査方法として、

地域全体の住民、従業員など全員にＰＣＲ検査を

実施することを求めてきました。ＰＣＲ検査につ

いては、「一般的に感度は70％程度」という見解

があります。確かに、個々人の診断では、コロナ

ウイルスがのどや鼻の奥になく肺にあれば陰性と

なってしまいます。しかし、感染拡大は、くしゃ

みや息遣いによるものです。喉や鼻の奥にウイル

スがあれば、ほぼ100％検出できる精度の高いのが
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個人質問（11月30日）

新型コロナ感染拡大防止の体制を強化し面的ＰＣＲ

検査実施を／木造化よりも現天守の長寿命化、石垣・

遺構の保全こそ 江上博之議員

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のための検査・保護・追跡調査

特別定額給付金の給付状況

給付対象 1,138,243 -

申請 1,131,074 99.4%

郵送 1,089,151 95.7%

オンライン 41,923 3.7%

給付 1,125,202 98.9%

郵送 1,088,025 95.6%

オンライン 37,177 3.3%

2020年11月30日時点。割合は各区分の件

数を給付対象件数で除した値



PCR検査です。感染拡大防止の検査には効果がある

ことを示してきました。

7月28日、8月4日、8月12日、河村市長、大村県

知事に申し入れを行いました。そして、河村市長

からは、提案について「そういうつもりでやりま

す」という回答がありました。名古屋市は、10月

28日の3日間、栄繁華街の地域を特定して、無症状

の方を含めＰＣＲ検査を行いました。大いに評価

するものです。

続いて11月には、8月に休業要請した地域を特定

して、「新型コロナ感染防止対策協力店認定制度」

を創設し11月4日から申請を受け付けました。この

取り組みも大いに評価します。風俗営業法の中の

「接待を伴う飲食店」を対象に、愛知県の新型コ

ロナウイルス感染防止対策を実施している店舗で、

従業員名簿を提出していただき、市の実地調査、

無症状の従業員に対する唾液によるＰＣＲ検査を

実施。全員が陰性であれば、認定のステッカーを

発行するものです。感染防止対策と飲食店等の盛

り上げ策をめざす

ものであります。

そこで質問しま

す。感染拡大防止

のためには面的に

すべての関係者に

ＰＣＲ検査を行う

べきです。なぜ、

今回「接待を伴う

飲食店」に限定し

たのか。理由を説

明してください。

そして、名古屋

市として、業種を

限定することなく

面的に無症状の方

を含め地域関係者

全員にＰＣＲ検査

をおこなうことを

求めます。

面的ＰＣＲ検査は体制構築に課題（局長）

【健康福祉局長】国の分科会提言で、接待を伴う

飲食店がある歓楽街への早期介入や対策強化の重

要性、エリアや業種等の対象を絞った上での集中

的な対策強化の重要性が指摘されたことを踏まえ、

愛知県が営業時間短縮・休業要請を行った地区に

おいて、感染拡大のおそれがより高いと思われる、

従業員と利用者との接触が密で、時間も長い、接

待を伴う飲食店に限定した。

面的なPCR検査は、飲食店等の従業員や利用者に

一度に大量の検体採取を行う必要があること、保

健センターの職員への事務量増加に伴う負担など、

検査体制の構築といった点などに様々な課題があ

る。

飲食店等の従業員や利用者にはＣＯＣＯＡの普

及啓発に努めるなど、早期発見につながる取り組

みを進め、必要に応じてPCR検査等を受けることが

できる体制の構築に努める。

「協力店」を増やすためには金銭的補償などが

必要では

【江上議員】申請には「従業

員名簿の提出」が必要です。

また、ＰＣＲ検査実施によっ

て「陽性」と判定されれば、

１０日以上の保護が必要とな

り、仕事につけません。この

ことが、申請数が増えない原

因になっていないでしょうか。

信頼関係を作ることも求められています。

「従業員名簿」はＰＣＲ検査のため以外は使わ

ないことの周知徹底、「陽性」あるいは、濃厚接

触者となり保護された期間、仕事ができなかった

ことによる金銭的補償を行うなど支援策が必要で

す。いかがお考えでしょうか。

金銭的な補償を行う考えはない（局長）

【局長】従業員名簿は認定後に協力店で感染が確

認された際に提出するなど、感染拡大防止の目的

に限り使用するもので、申請時点に申請者に対し

て周知している。

陽性が判明した場合等に金銭的な補償を行う考

えはない。

病院・高齢者施設へのＰＣＲ検査（社会的検査）

を定期的に行うべき

【江上議員】繁華街とともに、高齢者施設での集

団クラスターが発生しています。特に、高齢者施
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名古屋市でのＰＣＲ検査数（12月22日）

検査実施人数 76,452人

うち医療機関等
（帰国者・接触者外来等）

38,068人

うち保健所
（クラスター対応等）

13,805人

うち診療所における
ＰＣＲ検査

22,899人

うちＰＣＲ検査所
（ドライブスルー方式）

1,680人

陽性患者数（12月22日）

陽性者数 7,096人

入院

177人

市内 151人
市外 26人

軽症・無症状 108人

中等症 49人

重症 20人

入院調整 7人

施設入所 86人

自宅療養 715人

調整（当日分） 86人

退院等 5,942人

死亡 33人



設では、命と直結しています。それだけに、病院

や高齢者施設等への「一斉・定期的な検査」を行っ

て集団クラスターになる前に止めなければなりま

せん。東京都世田谷区では、介護事業所で集団的

にＰＣＲ検査を行い、無症状の陽性患者がでまし

た。「重症者が出る前に感染状況がわかった」と

感染拡大防止効果が出ています。病院や高齢者施

設等への集団的な検査のために施設を特定してＰ

ＣＲ検査を定期的に行う「社会的検査」実施を求

めます。

検査体制の構築などの課題があるが、市内では

入所者・従事者全員に検査した事例もある。今

後も柔軟に検査対象を拡大して検査を実施す

る（局長）

【局長】「社会的検査」という新たな枠組みは、

まずは国において検討していただく必要があるが、

医療機関や高齢者施設等の関係者に対して定期的

に検査を実施する場合は、検査体制の構築など、

様々な課題がある。

高齢者施設の入所者や従事者に陽性が判明し、

クラスター対策上必要と考える場合には、これま

でも当該施設の入所者及び従事者全員に検査を実

施した事例もあり、今後も柔軟に検査対象を拡大

して検査を実施するなどの対応を行っていく。今

後とも適切な範囲で調査を行い、必要に応じ検査

につなげるよう努めていく。

追跡調査充実のために保健所のもと感染追跡

専門の組織・人員を確保すべき

【江上議員】無症状の方を検査し陽性となれば保

護が必要です。診断までは医療が行っても、その

後は、保健所の対応です。健康観察担当者がます

ます必要になります。

では現状はどうか。市長提案説明で、濃厚接触

者等の健康観察について丁寧に報告されていまし

た。先日、中保健センターの実情が報道されてい

ました。「行動調査や健康観察は保健師ら12人が

担う」「感染者からの折り返し電話や市民からの

相談で電話は鳴りっぱなし」「軽症者が入るホテ

ルへの入所手続といった仕事も抱え、土日は交代

で出勤。『第一波の時より忙しい』『連休が取れ

ない』『こんな状況が続けば病気になる』」「み

んな疲れきっていて、職員の応援のあり方を考え

て」の声です。ここをどうするかです。感染拡大

防止のためにはどうしてもＰＣＲ検査以後の陽性

者や濃厚接触者に対し、保護、追跡調査する感染

追跡を専門とする人員を確保しないと進みません。

東京都では、保健所の下、保健所支援拠点を設置

し、追跡調査のための「トレーサー班」を設けて

います。看護師、准看護師、保健師の資格を持ち、

個人情報保護に認識がある方となっています。名

古屋市においても追跡調査充実のために保健所の

下、感染追跡専門の組織・人員を確保することを

求めます。

感染拡大防止のための人員確保は必要。体制

強化を検討したい（局長）

【局長】感染拡大防止のため、感染者やその濃厚

接触者に対し、丁寧な疫学調査や健康観察を実施

していくための人員確保は必要であると認識して

いる。感染追跡、つまり積極的疫学調査は各保健

センターの保健師、看護師などの専門職が行って

いる。日ごろから地域との関係性を築いている保

健センターがそれぞれの区の実情に即した細やか

な調査や対応を行うため、集約化はせず、引き続

き各保健センターで調査を行っていきたい。今後、

感染拡大時にも迅速かつ的確に対応できるよう、

体制の強化を検討したい。

公費負担のPCR検査は国に全面的に負担する

よう求めるべき

【江上議員】以上のことを実施しようとすれば財

源が問題となります。名古屋市は、ＰＣＲ検査の

名古屋市負担分について新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金で対応しています。し

かし、臨時交付金には限りがあります。また、国

の責任で進めるべき事業という点からも感染拡大

防止のためのＰＣＲ検査の財源は国が全面的に負

担する必要があると私たちは考えています。公費

負担のPCR検査の財源は、国が全面的に負担するよ

う求めるべきです。

国で対応すべきところは国が負担すべき（局長）

【局長】新型コロナウイルス感染症対策に係る各

種費用の財源は、国で対応すべきところは国が負

担すべきものと考えている。
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追跡調査体制があれば、面的にPCR検査が実

施できるのでは（再質問）

【江上議員】追跡調査の体制があれば、栄繁華街

など特定地域の関係者全員を対象にして面的にPCR

検査が実施できますよね。お答えください。

柔軟に検査対象を拡大、検査を実施し、感染拡

大防止に努めたい（局長）

【局長】特定地域の関係者全員を対象とした面的

なPCR検査は、一度に大量の検体を採取するための

検査体制を構築することが一番の大きな課題です。

これまでも感染者が確認された施設などにおい

ては、迅速に各保健センターが積極的疫学調査を

行い、クラスター対策上必要と考えられる場合に

ついて、柔軟に検査対象を拡大して検査を実施し

ている。

今後とも適切な範囲で調査を行い、必要に応じ

検査につなげ、感染拡大の防止に努めたい。

大規模・地域集中的なＰＣＲ検査の効果は国も

認めている。面的検査実施の決断を

【江上議員】面的に検査を求めておりますし、高

齢者施設等で一人でも出れば全面的に検査する、

そういう姿勢で感染拡大防止に努めていただきた

いと思います。そのためにも市長に改めて質問致

します。

大都市の歓楽街での、大規模・地域集中的なPCR

検査の効果がある、と国は言っているわけです。

カネは出さない、というところに大きな問題があ

ることは承知しております。そこで、「接待を伴

う飲食店」がさらに面的に検査することが必要だ

と思っております。この点についてのご決断。

もう一点は、検査・追跡体制を充実することで

す。どんちゃん騒ぎを市内でくださいと言います

が、市民はもう一所懸命感染防止に努力していま

す。いま必要なのは市民に市のやる気を見せると

きです。

ＰＣＲ検査を栄繁華街で地域関係者全員に面的

に行うこと。少なくとも今回の休業要請を行った

業種にまで広げること。要は「接待を伴う飲食店」

のみならず、お酒関係のところですね、そういう

ところに広げること。

そして地域との関係性を築いている各保健セン

ターの下に追跡専門の人材を確保して、感染拡大

を絶つ決意を求めます。

たくさんの人にＰＣＲ検査をすることはいいこと。

調整しながらやっていきたい（市長）

【市長】全員というのは非常に課題が大きいとい

うことですし、それはそれで一人でもたくさんの

人をやっていくことはええことだと思います。名

古屋の場合は非常に保健センターが大変努力して

いて、積極的疫学調査、健康観察者のフォロー、

どこまでかといいますと、PCR検査で仮にネガティ

ブに終わりますと一応それで普通は終わってしま

うわけです。しかし健康観察者フォローの場合は

ほぼ２週間連続的に連絡を入れて、「注意して下

さいよ」と。市民の皆さんの協力がいりますけど。

これだけ毎週数字を出しているのが、政令都市・

県で名古屋市しかないです。先週でしたか2240名

健康観察チェックをしておりまして。

ＰＣＲもやれるだけというか、とにかく一人で

もようけやれるように増やしていきますけど、健

康観察の名古屋のやっとる姿というのも、大変え

えことではないかという気がしておりまして、両

方調整しながらやっていきたいと思います。

休業損失を補償し、面的なＰＣＲ検査を実施し

てこそ、経済回復の大きな力になる（要望）

【江上議員】今問題は、私自身、例えば追跡調査

で保健所や保健センターが一生懸命やってみえる

ことは承知しております。ただ私達の視点は、市

民にとって感染拡大をどう防止するか、そのため

に必要な体制をどうつくるか、そして検査につい

てもやれるだけやるのではなくて、やっぱり面的

検査をやれば効果があると言っているわけです。

いま繁華街での関係者全員への面的検査をやる

と、PCR検査をやるということは言われませんでし

た。私自身、休業要請する以上は、協力金だけで

なく事業規模に応じて損失補償すべきと考えてい

ます。同時に感染拡大防止の姿勢を市が示す、PCR

検査を徹底して行いますと、こういう姿勢、追跡

調査も徹底して行いますと、こういう姿勢を示し

てこそ、商売や経営にも大きな力になると私は思っ

ております。感染拡大防止に全力をあげてこそ経

済の回復もできます。引き続き市民の命と暮らし

営業を守るために全力を尽くすことを求め、私自
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身も全力を尽くすことを申し上げます。

文化財保護の観点から「水道」遺構調査をなぜ

行わないのか

【江上議員】重要文化財展示施設の外構工事での

江戸時代の遺構を傷つけ、工事を進めた「き損事

件」は、名古屋城整備が開発優先で、文化財保護

の観点が抜け落ちていることを示しました。幸い、

修復が可能であることが示され一安心しています。

しかし、天守閣木造復元という開発を優先し、文

化財保護がないがしろにされている例がまた出て

います。10月22日に行われた特別史跡名古屋城跡

全体整備検討会議で明らかになりました。

１、名古屋城天守閣解体のために、天守閣北側

に、解体工事用の構台設置のために、土台部分の

調査を行うと提案しています。その場所には、江

戸時代の文献「金城温古録」で、「水道」と記述

された場所があることが明らかになっています。

文化財保護の観点からこの「水道」遺構の調査を

第一優先に行うべきです。ところが、構台設置の

ために遺構に影響があるかどうかの調査のみで

「水道」遺構調査は行われません。文化財保護の

観点から「水道」遺構調査をなぜ行わないのか。

理由を説明してください。

現天守解体の際、遺構への影響が無い工法を

検討することが文化財保護につながる（局長）

【観光文化交流局長】天守台北側の構台設置地点

では、地下遺構の状況を把握するための発掘調査

を実施する。今回の調査は、現天守閣解体の現状

変更申請に対する文化庁からの指摘事項に対応す

るための調査であり、解体に際しては、仮設構台

を設置する地点の地下遺構の状況を把握したうえ

で、遺構に影響の無い工法等を選択し、遺構の保

存を確実に図ることが求められている。発掘調査

は、一度行うと二度と元に戻らないため、目的に

応じて必要 小限の範囲で行うことが重要です。

「金城温古録」に記載された「水道」遺構も、

遺構の全体像を明らかにする目的ではなく、遺構

の状況を把握するために、 小限の範囲で調査を

行う。その結果を踏まえて、工事に際して遺構に

影響のない工法等を検討することが、文化財保護

につながる。

調査は有識者会議に諮ったうえで、いただいた

意見を踏まえて計画立案し、その実施のための現

状変更許可を文化庁に申請している。

戦後復興の象徴である現天守閣の再建過程を

市民にしっかり示すことが先では

【江上議員】その検討会議で、鉄骨鉄筋コンクリー

ト天守再建にあたり、いかに、当時の建設者が再

建に苦労したか。石垣保全にも苦労したかを示す

写真が明らかにされました。このような写真は

近見つかったそうですが、少なくとも市民には知

らされていません。

そもそも、名古屋市は、1959年現天守再建以来、

再建過程を市民に知らせてきませんでした。時々

の展示をするのみです。そして、今回木造復元に

あたり、その経過を「記録」として残すというの

みです。戦後復興の象徴である現天守閣がいかに

建設されたのか、現天守再建にあたっての苦労話
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も含めてしっかりと市民に示すことが先決です。

どのように示すかお示しください。

資料等の収集・整理、ＨＰでの公表、現天守閣の

部材の展示やグッズ化なども検討中（局長）

【局長】10月22日の第34回特別史跡名古屋城跡全

体整備検討会議で、木造天守の基礎構造の考え方

を説明する中で、天守台石垣の戦後の修理や現天

守閣再建時の状祝も説明した。

鉄骨鉄筋コンクリートで再建された現天守閣は、

焼失前の木造天守に比べて重量が大きいため、天

守台石垣に荷重をかけない吊り構造を採用し、す

べての荷重を天守台内部に構築したケーソンで支

持するなど、非常に高度で困難な工事が行なわれ

ており、当時の 新の建築技術により、外観は史

実にほぼ忠実に再現し、内部は近代的な博物館機

能を有する、戦後復興の象徴として再建された。

再建に向けた機運の高まりなど当時の人々の熱意

を今に伝える建造物でもある。

名古屋城天守閣木造復元事業を進めるにあたり、

名古屋城の400年を超える歴史、その中での先人の

方々の苦労や努力、如何にして市民の精神的基柱

であり、誇りであり続けてきたか、伝え、知って

いただくことで、木造復元事業への理解をより深

めていただける。

平成29年度より毎年開催している市民向け説明

会を、事業の経緯や進捗状況の説明だけでなく、

少しでも名古屋城について学びや発見が得られる

機会となるよう、学芸員等の協力を得て、工夫し

たい。

木造天守の復元には、記録の保存として現天守

閣の図面や写真のほか、解体する外装材や内装材、

構造躯体の一部の保存、現天守閣再建までの経緯、

当時の人々の思いや苦労を伝える資料等の収集・

整理、また、人々の記憶の継承として、資料等の

デジタル化によるウェブサイトでの公表、現天守

閣の部材の展示やグッズ化なども検討している。

有識者、文化庁の意見を伺いながら、より具体的

な方策、取り組みの検討をすすめ、文化庁から提

出を求められている木造復元の具体的計画の中に

盛り込んでいきたい。

「老朽化対策で現天守は相当年数維持できる」

と文化庁。「寿命40年」の記述は撤回すべき

【江上議員】現天守は外観復元だけでも文化財と

しての価値が大変高いものです。文化庁は今年６

月、「鉄筋コンクリート造天守等の老朽化への対

応について（取りまとめ）」を発表しました。そ

こでは、老朽化した鉄骨鉄筋コンクリート天守の

５０年耐用年数について、「財務省令におけるＲ

Ｃ建物の減価償却上の年限」であって、「老朽化

対策が適切に行われれば、相当年数長寿命化を実

現することは不可能ではない」としています。再

アルカリ化など延命策によって耐震補強をおこな

えば相当年数維持できることが可能と言っている

のです。

名古屋市は、2016年名古屋城天守閣木造復元に

あたってアンケートを行い、その際「現天守閣の

耐震改修工事」について、「概ね４０年の寿命」

と記述しました。今回の文化庁の文書には、耐震

補強後４０年の寿命などという記述はありません。

専門家が協議した文書にもない記述は撤回すべき

です。

「2万人アンケート」の記述は、耐震改修実施の

有無にかかわらず天守の現状から判断した

【局長】平成28年度の「名古屋城天守閣の整備2万

人アンケート」では、コンクリートの劣化や耐震

性能が現行基準に合わないなどの課題があり、現

天守閣を耐震改修してもコンクリートが概ね40年

の寿命という調査結果が出ていることを説明し、

どうしたらよいかをきいた。コンクリートの寿命

を概ね40年としたのは、平成22年度の耐震診断と

ともに実施しました構造体劣化調査の結果をもと
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にしたもので、耐震改修の実施の有無に関わらず、

天守閣のコンクリートの中性化の進行度合いとコ

ンクリート内部の鉄筋の腐食（錆）の状況から判

断している。

調査研究センターは文化財保護の立場で全力

を尽くしているとの理解でよいか（再質問）

【江上議員】開発優先でなく文化財保護重視を求

めて質問しようとしてまいりましたところ、27日

の本会議で、また新たな問題が出ました。詳しく

は経済水道委員会で所管事務調査が行われると思

いますので、そこでしっかり議論していきたいと

思います。

そこで質問いたします。調査研究センターは、

文化財保護の立場で所長以下全力を尽くしている。

また、現在の問題にも取り組んでいるという理解

でよろしいですね。

職員一丸となって史跡の保存・活用を進めてい

る（局長）

【局長】特別史跡名古屋城跡では、今年3月の遺構

き損事故の再発防止対策として、史跡全体の適切

かつ厳格な保存を 優先にし、その大前提に立っ

て、遺構等に影響を及ぼすことのないよう、慎重

に整備・活用を図っていくことを基本原則とした。

調査研究センターも、その原則の下、名古屋城

の文化財について調査研究を推進し、史跡の保存・

活用を進めている。その役割を、所長以下、調査

研究センター一丸となって果たせるよう現在も取

り組んでいますが、廣澤副市長から調査の指示を

受けており、調査結果も踏まて、更に学芸員の育

成・能力の向上を図り、その能力を発揮できるよ

うな環境づくりを進めたい。

市がやるべきなのは現天守の長寿命化・耐震補

強。石垣、遺構の保全に全力尽くせ（要望）

【江上議員】現天守再建は非常に高度で困難な工

事であり、当時の 新の建築技術により、外観は

史実にほぼ忠実に再現し、内部は近代的な博物館

機能を有する戦後復興の象徴として再建されまし

た。また再建に向けた気運のたかまりなど、当時

の人々の熱意を今に伝える建造物の役割もありま

すと、回答がありました。これほどの文化財とし

ての価値のある建造物を名古屋市は名古屋市民に

きちんと知らせてまいりませんでした。再建時、

伊勢湾台風の被災で名古屋城どころではなかった、

というのが市民です。

それだけに文化財としての価値をしっかり市民

に知らせ、名古屋の誇りであることを示すことこ

そ、名古屋市のやるべきことではありませんか。

天守木造化でなく、現天守を現在の技術を駆使し、

また維持管理にも努めて長寿命化、耐震補強する

ことです。何より、石材片やモルタルが落ちてき

ています。当然、石垣そのものが大丈夫か、ボロ

ボロになっていないか、石垣保全こそ喫緊の課題

ではありませんか。石垣保全や遺構の保存に全力

を尽くすことを求めておきます。

名古屋市政資料№209 (2020年11月定例会）
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各常任委員会の概要(補正予算案等の質疑）

一般会計補正予算の概要 （単位：千円）

事項 金額 財源 説明

市長選挙投票所等の衛生用
品購入

10,472 国庫 10,472
4月27日任期満了の市長選挙での各投票所及び開票所へ
の消毒液

臨時特別定額給付金の支給 181,600 一般財源 181,600
9月1日までに世帯全員が亡くなり特別定額給付金を受給
できなかった方1人あたり10万円を遺族の代表者に支給

通所系介護サービス等継続
支援事業

111,634 国庫 111,634
補助事業所数の増で、現計予算の66,000千円に補正111,
634千円を追加して177,634千円に

住居確保給付金の支給 376,242
国庫 282,182
一般財源 94,060

申請件数の増で、現計予算258,662千円に補正376,242千
円を追加し634,904千円に

地域医療体制の強化 200,000
国庫 169,120
県支出金 30,880

重点・協力医療機関等での新型コロナウイルス感染症救
急患者受入当番体制を強化 30,880
コロナ感染症患者の救急受入れへの補助 169,120

公開空地等活用助成 5,000 国庫 5,000
都心部の公開空地等にベンチの設置等を行う事業者に50
万円を上限に補助

オアシス21のトイレ等環境
改善

80,000 国庫 80,000
新型コロナウイルス感染症に対応したトイレ整備及びエ
ントランス改修等

市街地再開発事業会計支出
金

1,407 一般財源 1,407
財源繰出=鳴海駅前市街地再開発事業での鳴海駅前市街
地再開発事業。国庫1040万円、市債900万円

学校における新型コロナウ
イルス感染症対策の強化等

603,500 国庫 603,500
国庫補助加算地域に指定された。1校あたり、小・中学
校100～200万円→200～400万円。高等学校300万円→400
～500万円 特別支援学校300万円→500万円

特別支援学校スクールバス
の増車

42,215 国庫 42,215
感染リスクを低減させるためのスクールバスの増車期間
を２学期終了までから年度末まで延長

事業費の減額 △2,046,000
国庫 △1,852,000
県支出金 △194,000

事業期間終了。ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事
業継続応援金△1,557,000 新型コロナウイルス感染防
止対策協力金△388,000 飲食宅配サービス利用促進事
業△63,000 学校給食調理業務委託△ 38,000

一般会計 計 △433,930
特定財源 △710,997
一般財源 277,067

財源は、繰越金3,160万円、市債3,300万円。

2019年11月議会 委員会日程

月日 曜 開会 内容
委員会

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

11月25日 水 10時30分 質疑
説明・質疑
（総務）

11月26日 木 10時30分 意思決定
質疑・意思決定
（総務）

12月2日 水 10時30分 質疑 質疑（総務） 質疑（財政） 質疑（教育）
質疑（土木）
調査（土木）

質疑（経済） 質疑（住都）

12月3日 木 10時30分
総括質疑
や調査

質疑（ス市）
質疑
（病院・健福）

調査：教育 質疑（観光）

12月4日 金 10時30分
総括質疑
や調査

総括質疑（総務） 総括質疑（財政）
調査
（住都・消防）

12月7日 月 10時30分
総括質疑
や調査

総括質疑（ス市）
総括質疑

（病院・健福）
調査：財政

総括質疑
（観光）
調査（観光）

12月8日 火
10時30分
など

意思決定
２局
調査：環境

11時：３局 １局 １局 ２局 １局

12月8日 火 1時30分
質疑・意
思決定

質疑・意思決定
（財政・健福）

質疑・意思決
定（経済）

所管事務
調査項目

・ス市 ：住民票の写し等のコンビニ交付（延期）
・環境 ：南陽工場設備更新事業の進捗及び山田工場解体工事
・財政 ：市民税減税について
・教育 ：図書館における指定管理者制度実施に関する考え方

科学館B6型蒸気機関車について

・土木 ：弥富相生山線について
・観光 ：特別史跡名古屋城跡西之丸き損地点の調査と修復

名勝名古屋城二之丸庭園整備計画（案）について
名古屋城天守閣整備事業に係る進捗状況について

・住都 ：名古屋駅周辺地下公共空間整備について
・消防 ：消防団詰所及び消防団車両の整備について
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債務負担行為

事項 期間 限度額 説明

東京2020オリンピック聖火リレーボランティ
アの運営

2021年度 1500万円 委託が2カ年にわたるため

小学校タブレット端末の購入 2021年度 24億6900万円 タブレット端末の納品が翌年度になるため

東山動植物園獣舎等の整備
（2019年第1号議決）

変更前 2020～2021年度 11億2600万円
関連工事の遅延に伴う工期の延長

変更後 2021～2022年度 9億4100万円

小学校タブレット端末のソフトウェ
ア導入・保守業務委託
（2020年第121号議決）

変更前 2021～2026年度 49億5600万円
タブレット端末の台数増加

変更後 2021～2026年度 104億4300万円

鳴海駅前市街地再開発事業
（2020年第9号議決）

変更前 2021～2022年度 1億1000万円
移転補償金の増額

変更後 2021～2022年度 1億3081万円

追加の一般会計補正予算の概要 （単位：千円）

事項 金額 財源 説明

中小企業の新しい生活様式・
働き方対応支援

6,644,484 国庫 6,644,484

申請件数の増
所要見込額 7,096,484
現計予算額 452,000

差引補正額 6,644,484

保健センターの新型コロナ
ウイルス感染症疫学調査・
健康観察体制の強化

198,383
国庫 99,191
一般財源 99,192

新型コロナウイルス感染症の急拡大で陽性者の疫学調査、
自宅療養者・濃厚接触者の健康観察を担う保健センター
の体制がひっ迫し看護師と事務職員を配置する

新型コロナウイルス感染症
患者移送体制の強化

40,119
国庫 20,059
一般財源 20,060

民間の患者等搬送事業者を活用し、感染症患者を医療機
関へ移送

一般会計 計 6,882,986
特定財源 6,763,734
一般財源 119,252

財源は、国庫6,763,734 繰越金119,252



市民病院を廃止する条例について

【岡田議員】ただいま議題となっております、名

古屋市病院事業の設置等に関する条例の一部改正

について反対の立場で討論します。

国の公立病院統廃合政策に追随

この議案は、国が進める公立病院の統廃合政策

に従い、名古屋市で唯一直営である西部・東部医

療センターを廃止し、民間的経営手法が求められ

る独立行政法人名古屋市立大学付属病院にすると

いうものです。

新型コロナ感染症で市立病院も
ひっ迫する下での性急な市大病院化

反対する第１の理由は、新型コロナウイルス感

染症の拡大で、市立病院もひっ迫する下で、市大

病院化を性急に進めていることです。

今、医療従事者はコロナ対応に心血を注ぎ、高

い感染リスクの中、必死に医療対応しているとき

です。病院局は、なによりも市民の命を守ること

に 大限注力すべきではありませんか。コロナ対

応にあたる医師はじめ医療従事者の士気を削ぐ強

引な廃止計画を性急に進めることは「コロナ対策

に応える施策でもある」などという理由は成り立

ちません。

大学病院とは役割が違うのに身近な
市民病院を維持する保証がない

第２は、教育・研究を主な目的とする大学病院

と、差し迫った住民の医療需要に対応する責任が

ある市立病院では、そもそも役割は違い、市大病

院化によって、現在の市立病院の役割が維持され

るとの保証があるとはいえないことです。

市民病院の廃止なのに「市民意見を
聞く必要はない」という病院局

第３に、名古屋市直営の病院を、すべてなくす

という重大な組織改編にもかかわらず、市民は全

容を知らされないまま進められていることです。

市民に対し透明性と市政への参画を目的としたパ

ブリックコメント制度まで、病院局は否定し、市

民に意見を聞く必要はないという態度は言語道断

です。

以上、議案に反対である理由を申し上げ、討論

を終わります。

名古屋市政資料№209 （2020年11月定例会）
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議案に対する反対討論（12月9日）

市民の意見も聞かず、市民の願う医療への保証もないまま

直営の市民病院をなくして、教育・研究が
主な目的の大学病院に 岡田ゆき子議員

2020年12月8日 中日新聞
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１ 当局当初提案 17件（補正予算：4件 条例案：5件、一般案件：7件）

議 案 名
各会派の態度

結
果

備 考
共 自 民 減 公 無

2020年度名古屋市一般会計補
正予算(第10号)

○ ○ 〇 〇 ○ ○ 可
決

補正額△4億3393万円。コロナ対策で20億円の未使用分を減額。ナ
ゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金15億円など。新
たな対策に16億円で臨時特別定額給付金、通所系介護サービス等継
続支援、住居確保給付金、オアシス21のトイレ等環境改善、学校に
おける新型コロナウイルス感染症対策の強化等。その他、東山動植
物園の獣舎改築の遅れや聖火リレーの延期に伴うボランティア運営
費の債務負担行為の変更

2020年度名古屋市市街地再開
発事業特別会計補正予算（第
1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決

補正額2081万円。建物移転補償金の算定基準改定によるもの。実施
は来年度から再来年度（債務負担行為の変更）。国1040万円、市債
900万円、繰り入れ140万円

2020年度名古屋市公債特別会
計補正予算（第4号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決

補正額900万円。市街地再開発特別会計に充当

2019年度名古屋市病院事業会
計補正予算（第1号）

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 可
決

補正額6700万円。コロナ感染者を受け入れている東部医療センター
にポータブルＸ線撮影装置2台3400万円、ベッドサイドやナースス
テーションに設置する生体情報モニター3300万円。全額交付金

職員の給与に関する条例等の
一部改正

● 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

人事委員会の勧告を踏まえ、市職員給与の改定等を行う（12月1日
適用）。勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引上げ。2020年4月1日
からは勤勉手当の支給割合を6月期及び12月期の勤勉手当の支給割
合を均等になるように配分。

名古屋市議会議員選挙公報発
行条例及び名古屋市長選挙公
報発行条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ 可
決

公職選挙法の一部改正に伴い、市議選・市長選の選挙公報掲載文を
電磁的記録で提出できるようにする。

名古屋市敬老パス条例の一部
改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

税制改正で、非課税基準が変更となり、敬老パスの一部負担金の負
担区分の所得金額を知れに合わせ、現行と同様になるようにする。
2021年1月1日施行

名古屋市国民健康保険条例の
一部改正

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

税制改正で、寡婦（夫）控除が見直され、ひとり親控除が創設され
るので所得控除の独自控除の対象者に加える。また所得控除の引き
下げで増える所得分を軽減税率の算定に加え現状を維持する。20
21年1月1日施行

名古屋市病院事業の設置等に
関する条例の一部改正

● 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

東部・西部医療センターを廃止し、市大病院にする。病院局は廃止
する。2021年4月1日施行

名古屋国際会議場整備運営事
業者選定審議会条例の制定

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

ＰＦＩ手法による名古屋国際会議場の整備運営事業者選定に関する
事項を審議する審議会を設置する。

契約の締結（枇杷島橋仮橋製
作架設工事）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

庄内川の改修に合わせて改築する枇杷島橋の現橋の撤去に先立ち、
う回路を設置する。14億7620万円で佐藤・日ファブ特別共同企業体
と契約。延長188ｍ×幅17ｍの仮橋。2022年7月29日完成予定

契約の締結（氷室公営住宅新
築工事・１次）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

築50年の老朽住宅の建て替え。3工区中の第2工区。耐火構造６階建
１棟。50戸、延面積3689㎡。7億1830万円で株式会社石田組と契約。
2022年5月31日完成予定

契約の締結（氷室公営住宅新
築工事・２次）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

同。耐火構造７階建１棟。63戸、延面積4617㎡。8億3058万円で徳
倉建設株式会社と契約。2022年5月31日完成予定

契約の締結（市役所東庁舎受
電及び変電設備工事）

○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

東庁舎地下の老朽化した設備の更新。10億7800万円で三菱電機株式
会社中部支社と契約。2024年2月29日完成予定

財産の取得 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

家庭学習用通信機器として、モバイルルータ21,543台を1億6600万
円余でＫＤＤＩまとめてオフィスから買い入れ。

公立大学法人名古屋市立大学
定款の変更

● 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

東部・西部医療センターを市立大学病院にする。学長と理事長を別
に任命し、理事を増員。本市が法人に対して出資する資産を別表中
に追加する等。2022年4月1日施行、一部規定は2021年4月1日施行

当せん金付証票の発売 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ 可
決

2021年度に発売する自治宝くじの発売総額を300億円以内とする

〇＝賛成 ●＝反対 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 公：公明党 減：減税日本ナゴヤ 無：無所属の会

主な議案に対する会派別態度(12月9日）
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続き

２ 追加議案 ３件（補正予算1軒 人事案件２件）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 自 民 減 公 無

2020年度名古屋市一般会計補
正予算(第11号)

○ ○ ○ ○ ○ ○ 同
意

補正額68億8298万円。コロナ対策で68億円の補正。中小企業の新し
い生活様式・働き方対応支援で見込みより大幅に増えて66億円増、
ＰＣＲ検査や健康観察等を担う保健センターの体制強化として中保
健センター9人、他の15区の保健センターに各3人の計45人、感染症
対策室21の総計75人（うち看護師58人）を配置。新型コロナウイル
ス感染陽性患者を医療機関へ移送する体制の強化に民間救急事業者
を活用

人権擁護委員の推薦 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同
意

市長の推薦推薦で法務大臣が委嘱する。給与無し。費用弁償を支給。
任期３年。任期満了１３人と辞任1名の後任。
落合方年（千種区、再々。1950年生）岡本政廣（千種区、再。
1949年生）桐井弘司（千種区、新。1968年生）三宅勝（東区、再。
1952年生）宮前隆文（北区、4期目。1959年生）寺崎敏博（西区、
3期目。1955年生）鈴木節子（西区、3期目。1952年生）林三芳（中
区、7期目。1948年生）野村忠司（中区、再。1956年生）住田正夫
（昭和区、11期目。1944年生）松尾知之（守山区、再。1953年生）
鈴木昭子（緑区、新。1957年生）亀山寿恵（天白区、新。1958年生）
池内久美子（港区、新。1961年生）

地域環境審議会委員の推薦 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同
意

補欠委員1名の選任。鈴木照美（東区、1955年生）

〇＝賛成 ●＝反対 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 減：減税日本ナゴヤ 公：公明党 無：無所属の会
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令和元年
第６号

名古屋市生涯学習センターの体
育室へのエアコンの設置等を求
める請願

新日本スポー
ツ連盟愛知県
連盟

1 守山を除く名古屋市生涯学習センター
の体育室にエアコンの設置を

様子を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

2 生涯学習センターのトイレを洋式でシャ
ワー機能付きに取り換える

令和元年
第７号

名古屋市の小学校の給食費を無
償にすることを求める請願

新日本婦人の
会天白支部

1 小学校の給食費を無償にする 様子を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

令和元年
第８号

名古屋市会の議会運営委員会の
視察先での暴行等の真相究明と
再発防止策を求める請願

名古屋市政を
考える市民の
会

1 2018年11月19日の議員による暴言・暴
行等の疑惑は議会の責任で事実確認し、
内容の公表を。ハラスメント防止策の
議会としての対応策を示す

慎重に審査する 保
留

総環
2020.
8.19

令和元年
第10号

名古屋市の全ての小・中・高等
学校の学校図書館に、一校専任
で、専門性を有する学校司書の
配置を早急に進め、さらに、正
規職員化することを求める請願

名古屋市の図
書館を考える
市民の会

1 全ての小・中・高等学校の学校図書館
に、一校専任で、専門性を有する学校
司書の配置を早急に進め、さらに、正
規職員化する

慎重に審査する 保
留

教子
2020.
8.21

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

請願・陳情審査の結果（2020年10月9日）

新規請願（9月定例会で受理され、閉会中に審議された請願）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

委員会
共 自 民 減 公 無

令和２年
第10号

全ての子どもたちの学びを保障
するための少人数学級を求める
請願

新日本婦人の
会千種支部

１ コロナ禍での対応としても、少人数
学級を視野に入れた少人数指導を。そ
のために必要な教員増を。 コロナ対策もあり、

国の動向を見守り、
慎重に審査する

保
留

教子
2020.
11.4

２ 学校の統廃合計画をやめ、まず過大
規模校の解消を。

保留請願（６月定例会以前に受理され、閉会中に審議されている請願）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

委員会
共 自 民 減 公 無

令和元年
第２号

政治倫理条例の制定を求める請
願

議員の資質を
考える市民の
会

1 議会運営委員会の意見交換会における
ふじた和秀議員の暴言についての真相
究明を

慎重に審査する 保
留

総環
2020.
8.192 政治倫理条例を制定し、政治倫理審査

会の設置とあらゆるハラスメント行為
の禁止規定を

令和元年
第３号

政務活動費の使途の公開を求め
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、
領収書のインターネット公開を

慎重に審査する 保
留

総環
2020.
8.19

令和元年
第４号

地下鉄東山線本山駅に早期にエ
レベーターを設置することを求
める請願

地下鉄東山線
本山駅に早期
にエレベーター
の設置を求め
る会

1 地下鉄東山線本山駅に早期に地上に通
じるエレベーターを設置する

様子を見守り
慎重に審査する

保
留

土交
2020
9.9

令和元年
第５号

千種図書館の早期移転を求める
請願

千種図書館を
考える会

１(1) 耐震性の安全・安心な建物を

動向を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

(2) バリアフリーに

(3) 常設の自習室や会議室、親子でく
つろげる部屋、機器活用スペース等
の設置を

(4) 駅に近い場所に設置する

(5) ワークショップ等を開く
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保留請願（続き）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度 結

果
委員会

共 自 民 減 公 無

令和元年
第11号

子どもたちが健やかに育つため
に名古屋市の保育・子育てを豊
かにすることを求める請願

北区住民

2 休日保育実施施設の数を増やす

様子を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

3 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

4 病児・病後児デイケア事業実施施設を
未実施の地域に開設する

5 一時保育事業を拡充する

7 保育所に送迎用駐車場を確保する

令和元年
第13号

名古屋市の療育施策及び児童発
達支援センターの充実を求める
請願

南区住民
（5714名）

1 発達センターあった・ちよだの改築は
地域療育センターとして整備を。

動向を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

2 児童発達支援センターに通う住民税課
税世帯の０歳児～２歳児も無償化に。

3 児童発達支援センターの給食費は現行
負担の維持を。

令和元年
第14号

あいちトリエンナーレ2019の開
催に係る2019年度の名古屋市負
担金の支払いを求める請願

天白区住民
1 あいちトリエンナーレ2019の開催に係
る2019年度の名古屋市負担金を必ず支
払うこと。

動向を見守る 保
留

経水
2020.
9.3

令和元年
第15号

子どもたちが健やかに育つため
に公的保育制度の堅持を求める
請願

天白区住民

3 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
2020.
8.21

4 ゆとりある子育てが行える社会に。

5 (1) 保育士等の大幅な処遇改善を。

(3) 産休・育休代替職員の処遇改善と
人員確保を。

(4) 各区での職場説明で人材確保を。

7 (2) 保育所の送迎用駐車場の確保を。

(4) 幼児教育・保育の無償化の財源及
び保育所における人員の確保の徹底を。

(5) 24時間利用できる保育所の増設を。

8 (1) 学童の国庫補助基本額を増額し登
録児童数を補助の算定根拠に。

(2) 土地や建物の確保は市が責任を持
ち、専用室建替時の代替施設に必要な
経費の全額保障を。

(4) 利用者がいる限り補助を。

(5) 学童保育の質を確保する。

9 (1) 産休・育休あけ保育所等入所予約
事業施設を増やし適切な職員配置を。

(2) 病児保育を天白区内に。

(4) 障害児も兄弟姉妹が同一保育所に。

(5)ア 高等特別支援学校の建設を早く。

イ 全保育所で障害児の受入れを。

ウ 障害児保育の補助金増額を。

令和元年
第16号

小学校給食調理業務の民間委託
撤回と給食の充実・安全を求め
る請願

名古屋の学校
給食をよりよ
くする会
（4492名）

3 食物アレルギー対応の充実と対策を教
育委員会と学校全体が一体となって進
める。

動向を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

5 衛生管理のため、食材の冷却器等の温
度管理ができる 低限の設備を整える。

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 減：減税日本ナゴヤ 公：公明党 無：無所属の会
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保留請願（続き）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

委員会
共 自 民 減 公 無

令和元年
第17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
と高齢者をよ
くする市民の
会（131名）

1 国保料の大幅な引き下げを。

動向を見守る 保
留

財福
2020.
8.28

2 国保料の減免制度を拡充し、自動的に減免を。

3 国に国保料の均等割をなくすよう求め、当面、市と
して18歳までの均等割免除を。

5 介護保険料及び介護保険利用料の独自減免制度の新
設を。

6 利用期間を制限せず、必要なサービスを受けられる
よう、市として責任を持つ。

7 後期高齢者医療と介護保険の自己負担を２割に引き
上げないよう国に求める。

令和元年
第18号

敬老パスの早期の利
用拡大と利用回数制
限を導入しないこと
等を求める請願

敬老パスの充
実を求める名
東の会

1 早期に名鉄、JR、近鉄、名鉄バスへの利用拡大を。 慎重に審査する 保
留

財福
2020.
8.28

令和元年
第19号

敬老パスの早期の利
用拡大と利用回数制
限を導入しないこと
等を求める請願

敬老パスの充
実を求める千
種の会（24名）

1 早期に名鉄、JR、近鉄、名鉄バスへの利用拡大を。 慎重に審査する 保
留

財福
2020.
8.28

令和元年
第20号

敬老パスの早期の利
用拡大と利用回数制
限を導入しないこと
等を求める請願

敬老パスの充
実を求める守
山の会（8名）

1 早期に名鉄、JR、近鉄、名鉄バスへの利用拡大を。 慎重に審査する 保
留

財福
2020.
8.28

令和元年
第22号

全ての子どもたちに
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

あいち保育団
体連絡協議会

2 保育士不足の処遇改善を。

動向を見守る 保
留

教子
2020.
5.14

5 民間社会福祉施設運営費補給金制度の堅持を。

令和元年
第23号

名古屋市の療育施策
及び児睾発達支援セ
ンターの充実を求め
る請願

児童発達支援
センター保護
者会連盟

2 住民税課税世帯の３歳未満児の無償化を。

慎重に検討する 保
留

教子
2020.
8.233 児童発達支援センターの利用者負担が、幼児教育・

保育の無償化に伴い負担増とならないように。

令和２年
第１号

地下鉄大須観音駅西
側にエレベーターを
設置することを求め
る請願

大須観音駅西
側にエレベー
ターの設置を
求める会（80
9名）

1 地下鉄大須観音駅西側にエレベーター設置を。 動向を見守る 保
留

土交
2020.
9.9

令和２年
第３号

子どもと保護者が安
心できる少人数学級
の実現を求める請願

北区住民
（5,846名）

1 小中高校の全学年に正規の教員配置で少人数学級を
早急に順次拡大する。 動向を見守る 保

留

教子
2020.
8.21

2 特別支援学校を増やす。

令和２年
第４号

北部地域療育センター
の公設・公営の継続
を求める請願

北部地域療育
センターを守
る会
（7,448名）

2 地域療育センターの常勤小児科医や小児整形外科医
などの医療スタッフ・療育スタッフはは、名古屋市
が責任を持って確保と育成を。

動向を見守る 保
留

教子
2020.
8.21

令和２年
第５号

加齢性難聴者への補
聴器購入費の助成を
求める請願

心地よい聞こ
えを支える会
（3,324名）

1 中等度以上の加齢性難聴者に補聴器購入費助成制度
を。

動向を見守る 保
留

財福
2020.
8.28

2 加齢性難聴の早期発見に必要な聴覚検査を。

3 加齢性難聴と補聴器に関する相談体制を専門医等の
協力を得て設ける。

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 -：委員会に議席無し 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 減：減税日本ナゴヤ 公：公明党 無：無所属の会
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保留請願（続き）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

委員会
共 自 民 減 公 無

令和２年
第８号

消費税の減税を求める意見書提
出に関する請願

守山区住民 １ 消費税率引き下げの意見書を
コロナ対策もあり、
国の動向を見守り、
慎重に審査する

保
留

財福
2020.
8.28

令和２年
第９号

市民・納税者の苦悩に少しでも
寄り添うため、少なくとも新型
コロナウイルス感染症が収束す
るまでの間、議員報酬を年間800
万円とすることを求める請願

市民の会なご
や

１ 少なくとも新型コロナウイルス感染
症が収束するまでの間、議員報酬を年
間800万円に

減税の姿勢が、場当
たりでいい加減だと
して、審議を続ける
ために、不採択を見
送り保留に

保
留

総環
2020.
8.19

陳情

陳情
番号

陳情名 陳情者 陳情項目
各会派の態度

結
果

委員会
共 自 民 減 公 無

令和２年
第11号

桜神明社古墳の名古
屋市指定文化財再指
定を求める陳情

南区住民 1 桜神明社古墳を名古屋市指定文化財に再指定する ききおく
教子
2020.
11.4

令和２年
第12号

市民情報センターの
騒音対策を求める陳
情

天白区住民
1 資料室を遮断する壁を作る
2 情報公開用の個室を作る

ききおく
総環
2020.
11.17

令和２年
第13号

政務活動費の改善を
求める陳情

天白区住民

1 個人に支給する
2 収支報告書に利息を記入する
3 政党や宗教の新聞の購読料への支出を禁止する
4 人件費が誰に支払われたのかを公開する
5 記念品代やお土産代への支出を禁止する
6 ＣＤやホームページでも公開する
7 会合、講演会、講習会の報告書を添付する
8 市会図書室に収支報告書等を年中常備する

ききおく
総環
2020.
11.17

令和２年
第14号

市長選挙立候補予定
者の討論会の条例化
を求める陳情

天白区住民 1 １ 市長選挙立候補予定者の討論会を条例化する ききおく
総環
2020.
11.17

令和２年
第15号

名鉄名古屋本線桜駅
の移設等を求める陳
情

南区住民

1 名鉄名古屋本線の山崎川～天白川の連続立体交差事
業は地下方式を採用し、桜駅を現在地から北へ移設
し、市道東海橋線の下の地下駅とする

2 地下化した桜駅と桜本町駅を地下街で連絡する
3 地下化した際に桜駅を４線化し待避線を設ける

現在は計画が
実施中のため

不
採
択

都消
2020.
10.29

令和２年
第16号

桜神明社古墳史跡名
勝標札から別名ひめ
塚の抹消を求める陳
情

南区住民
1 桜神明社入口に設けられている名古屋市教育委員会
作成の桜神明杜古墳史跡名勝標札から「別に「ひめ
塚」とも呼ばれていた。」との記述を抹消する

ききおく
教子
2020.
11.4

令和２年
第17号

名鉄名古屋本線呼続
駅の改良等を求める
陳情

南区住民

1 山崎川橋りょう改築等の計画で呼続駅のホームを山
崎川右岸の瑞穂区側まで延伸する

2 同 呼続駅改札口を山崎川右岸の瑞穂区側に設ける
3 同 呼続駅の瑞穂区側の改札口と妙音通駅を地下道
で連絡する

現在は計画が
実施中のため

不
採
択

都消
2020.
10.29

令和２年
第18号

種苗法の一部改正に
ついて慎重審議を求
める意見書提出に関
する陳情

昭和区住民
1 種苗法の一部を改正する法律案の慎重審議を求める
意見書を

ききおく
土交
2020.
11.17

令和２年
第19号

種苗法の一部を改正
する法律案の慎重審
議を求める意見書提
出に関する陳情

守山区住民 1 種苗法の一部を改正する法律案の慎重審議を ききおく
土交
2020.
11.17

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 -：委員会に議席無し 共：日本共産党 自：自民党 民：名古屋民主 減：減税日本ナゴヤ 公：公明党 無：無所属の会
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請願・陳情 2020年11月定例会に受理されたもの

11月定例会では下記の請願を受理。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 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

令和2年

第11号

2020年

11月18日

子どもたちが健やかに育っため

に名古屋市の保育・子育てを豊

かにすることを求める請願

北区保育団体連絡

会（1384名）

江上博之 岡田ゆき子 さいとう愛

子 さはしあこ 田口一登(以上共産)

昨年度未から新型コロナウイルス感染症が拡大し、私たちの生活も大きく変わった。小学校は3月から突然休校になった

ため、学童保育所は働く父母のために開所時間を延長せざるを得ず、職員の確保や感染防止策に四苦八苦してきた。保育

所も４月及び５月は登園自粛への協力が呼びかけられ、登園児童は減少したが、通常どおり開所していた。これらの施設

は保護者が社会のライフラインを支える仕事をしている家庭や支援が必要な家庭の子どもを預かる場合もある。保育が必

要な子どもたちが健全に発育できるよう３密を避けられない現場において感染防御手段もままならない中、保育が行われ

た。保育も社会を支える仕事の一つであり、命がけの仕事でありながら、他の業種と比べると大変待遇が悪い。専門職で

やりがいがあっても、待遇の悪さから働き続けられない人も多数いるため保育士不足が解消されない。市の施策で保育士

の確保と処遇改苦を実現してほしい。

公立保育所の統合や社会福祉牡人への移管について、これ以上公立保育所がなくなることは父母や地域にとって不安な

ことである。父母が求める施設は、保育の質が保たれている保育所や０歳児から就学前まで預けられる保育所、一時保育

や障害児保育、子育て支援の役割がある保育所である。また、移管した保育所についても、市が責任を持って保育の質が

保たれているか監督し、父母や職員の声を聴いてほしい。

休日保育事業については、特に祝日に予約が取れずキャンセル待ちの状態が多く、父母のニーズに応えきれていない。

現在実施している施設での受入定員を増やすのは限界である。実施施設を増やし利用しやすいようにしてほしい。

病児・病後児デイケア事業については、今年度利用料が大きく減額された。市内の全ての区で実施されるようになった

ため利用しやすくなったが、施設から遠距離の地域の方からは「病気の子どもを遠くまで連れていくのが大変」という切

実な声もある。今後更に利用しやすくなるよう、支所管内の地域での開設を求める。

一時保育事業については、非定型保育、緊急保育、リフレッシュ保育のどれもがニーズが高い。「利用したくても定員

が埋まっていて利用できない」という声が多数上がっているのが実態である。市の制度として、リフレッシュ保育は月３

回の利用が可能であるにもかかわらず、ほとんどの場合月３回利用できていない。公立保育所の数が減少することに伴い

リフレッシュ預かり保育事業の実施施設も減少している。一時保育を必要な人が必要なときに利用できるように実態に見

合った人的体制と予算措置をして、地域の子育て家庭への支援を強化してほしい。

後に、北区の道路事情から、送迎時の駐車場の確保が大きな問題となっている。子どもと地域の安全・安心を守るた

めに、父母会で知恵を出し合って対策しているが、行政が責任を持って安全対策に取り組むようお願いする。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 市の責任の下、保育士の処遇改善と確保を行い、子どもを安心して預けられる環境を整えること。

2 公立保育所の統合と社会福祉法人への移管に係る計画を凍結し、見直すこと。

3 休日保育事業の要求に見合った実施施設数に増やすこと。

4 病児・病後児デイケア事業が未実施の支所管内の地域に病児・病後児デイケア事業実施施設を開設すること。

5 一時保育事業の予算を確保した上で、公立保育所での一時保育事業実施施設を増やすこと。

6 保育所の送迎用駐車場について、市が実態調査し、駐車場の確保等適切な対応をすること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

令和2年

第12号

2020年

11月27日

名古屋市の介護の充実を求める

請願

愛知県社会保障推

進協議会（1801名）

江上博之 岡田ゆき子 さいとう愛

子 さはしあこ 田口一登(以上共産)

名古屋市の介護保険料基準額は月額6391円で、愛知県内で も高く全国の20政令指定都市でも5番目に高い水準である。

また、低所得者を対象とした介護保険料及び介護保険利用料の減免制度がなく、介護保険料については公費投入による軽

減等が行われているが、滞納者数は高い水準で推移している。多段階化による応能負担を進め、低所得者の負担軽減を行

うこと、特に第1段階及び第2段階の方の介護保険料を免除することが求められる。

名古屋市の要介護認定業務が2018年4月から外部委託され、申請から審査判定までにかかった平均日数は、2018年度全体
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新規請願２

で37月、2019年4月から8月までで38．1日であり、介護保険法に規定された30日を超える事態が続いている。サービスの後

退を招いている要介護認定業務の委託をやめ、審査判定までの期間を短縮することが求められている。

名古屋市の特別養護老人ホームの待機者数は、2017年が3494名、2018年が3514名、2019年が3624名と減っておらず、第

7期名古屋市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画でも待機者の解消は見込めない。待機者の解消に向けた計画の策定が

必要である。

介護事業所では、新型コロナウイルス感染症対策のための感染防護具の供給が不安定な状況が続いており、安定供給が

課題である。またコロナ禍によって事業の継続が困難な事業所も生じており、事業の継続には介護報酬の引上げが必要で

ある。

ついては、安心して介護を受けられる社会の実現に向け、次の事項の実現をお願いする。

１ 介護保険料を引き下げること。また、介護保険料及び介護保険利用料について低所得者を対象とした減免を実施し、

特に第1段階及び第2段階の方の介護保険料を免除すること。

２ 要介護認定業務の委託をやめ、市が責任を持って実施すること。また、審査判定までの期間を短縮すること。

３ 特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護事業所等を大幅に増やし、待機者を早急に解消すること。

４ 介護職員の処遇改善・人材確保に向け、市が独自施策を講じること。

５ 介護事業所への感染防護具の安定供給を行うこと。

６ 介護保険料及び介護保険利用料の引下げや、介護事業所の安定経営に向け、国庫負担割合を大幅に引き上げることを

国に求めること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

令和2年

第13号

2020年

11月27日

名古屋市の国民健康保険制度の

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（3521名）

江上博之 岡田ゆき子 さいとう

愛子 さはしあこ 田口一登(以
上共産)

名古屋市は国民健康保険料について、国の財政支援制度を活用し、保険料負担を緩和する努力をしてきた。2020年度の

1人当たりの平均保険料は前年度比で3200円近く引下げとなったが、依然として9万円を超えており、5大政令指定都市では

2番目に高い水準である。更なる保険料の引下げのために、一般会計から市独自の繰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7割近くが減免されていない。新型コロナウイルス感染症対策として2020年度は特別軽派の対象者に減免

申請書を郵送する措置が講じられたが、要件に該当する全世帯の自動的な減免を求める。少なくとも、減免申請書の郵送

は、新型コロナウイルス感染症収束後も継続する必要がある。また、子育て世代支援のためにも、子どもに係る保険料は

徴収しない対応を求める。

保険料が長期間未納になっている世帯への差押えが増えている現状は、改善が必要である。2006年度に24件だった差押

えが、2018年度には7566件と315倍に増えている。

また、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への傷病手当金の支給が実現した。他の傷病への適用拡大を行い、

事業主も対象に含め、全員が漏れなく救われる恒常的な制度にする必要がある。

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するとともに、要件に該当する全世帯を自動的に減免すること。

３ 国に対して国民健康保険料の均等割をなくすよう求め、当面は名古屋市として18歳までの子どもに係る均等割額を免

除すること。

４ 国民健康保険の傷病手当金制度は、傷病を限定せず、事業主も対象にすること。

５ 国民健康保険料滞納者に対して、生活を脅かす差押えはやめること。

請願番号 受理年月日 請願名 請願者 紹介議員

令和2年

第14号

2020年

12月7日

全ての子どもたちに豊かな育ち

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（235,000名）

江上博之 岡田ゆき子 さいとう

愛子 さはしあこ 田口一登(以

上共産)

保育所等は、誰もが安心して子どもを産み育て、働くことができる社会を実現するために不可欠な社会的資源である。

コロナ禍により、その重要性や必要性が明らかになるとともに、支援が必要な世帯への対応が喫緊の課題となった。

新型コロナウイルス感染症への対応や、各地で頻発する地震・豪雨等での経験により現在の保育の環境・基準は余りに
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新規請願３

不十分であることが浮き彫りになった。どのような状況にあっても、安全・安心で質の高い保育を格差なく保障するため

には、子どものための保育の基準の改善、保育環境の整備、働く職員のための処遇改善は緊急の課題である。

ついては、全ての子どもが豊かに育ち、幸せに生きることができる社会の実現を願い、次の事項の実現をお願いする。

１ 非常事態・災害状況でも、子どもの安全を確保し、発達を保障する質の高い保育を格差なく実現するために、保育の

基準を抜本的に改善すること。

（１）施設に関する基準等の保育環境に関わる基準を改善するごと。

（２）職員の配置基準を改善し、増員を図ること。

２ 幼児教育・保育の無償化については、年齢や所得等の制限を設けず、給食費も含めて保育に係る経費を対象にするこ

と。

３ 保育所等で働く職員の賃金等の処遇については、専門職にふさわしいものに改善すること。

４ 住民生活を守るために必要な公立保育所を削減する計画を見直し、その拡充を図ること。

５ 民間社会福祉施設運営費補給金制度を堅持すること。

◆陳情

請陳番号 受理年月日 陳情名 陳情者

令和２年

第20号

2020年

11月27日

都市公園にジャングルジムを設置することを求め

る陳情
天白区住民

公園にジャングルジムを見かけなくなった。ジャングルジムは幼児、学生に人気があり大好きである。ジャングルジム

は数段あり、少し複雑、少し高く、子どもの成長に役立つ。昔のようにジャングルジムがある公園を復活させてほしい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 都市公園にジャングルジムを設置すること。

請陳番号 受理年月日 陳情名 陳情者

令和２年

第21号

2020年

11月27日
委員会傍聴時の入室時間の改善を求める陳情 天白区住民

以前、委員会傍聴時の入室は、委員長が開会を宣言し、委員に諮って許可が下りた後だったと記憶している。慌ただし

いので改善を申し入れたら、何の根拠もなく、漠然と5分前から入室できるようになった。

名古屋市の説明員は10分前に入室している人もいる。愛知県議会では10分前に入室したことがある。名古屋市の様々な

会合では10分前に入室できることが多い。演劇等では30分前もある。他の市町の委員会でも10分前がある。

5分前では参考資料が読めない。5分前では落ち着かない。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 名古屋市会の委員会においても世間並に10分前入室に改善すること

請陳番号 受理年月日 陳情名 陳情者

令和２年

第22号

2020年

11月27日

名古屋市会市民3分間議会演説制度実施要綱の見

直しを求める陳情
天白区住民

名古屋市会市民3分間議会演説制度実施要綱では、遅刻はいかなる理由であっても認められず、演説の実施予定日の前日

の正午までに申し出ることなく、演説における発言をしなかった場合は、全ての委員会室において、その後1年間発言がで

きないことになる。

親が死亡した場合も遅刻になる。公共交通機関が災害、事故で遅延した場合も遅刻になる。

不可抗力による遅刻であっても、1年間発言できないこととされるのは、日本の憲法、法律に適合していないと思う。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 名古屋市会市民3分間議会演説制度実施要綱の規定を見直すこと。
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続き

陳情番号 理年月日 陳情名 陳情者

令和２年

第23号

2020年

11月27日
名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業の中止を求める陳情 天白区住民

名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例に基づき、屋外の分煙対策として、屋外分煙施設設置費用助成事業が実施され

ている。この事業は喫煙を助長、承認することになると思う。教育委員会では、図書館等に灰皿を置かないこととしてい

る。緑政土木局では、公園等に灰皿を置かないこととしている。交通局では、バス停等に灰皿を置かないこととしている。

健康福祉局がそれらとは逆に、灰皿を大事にする施策を行うことは、禁煙や受動喫煙防止を推進する立場にあることから

考えておかしい。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

１ 名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業を中止すること。

陳情番号 理年月日 陳情名 陳情者

令和２年

第24号

2020年

12月7日

気候変動対策・生態系保護等に関する国際的な取組みに基づ

き、相生山緑地に関わる道路計画を速やかに廃止し、より豊

かな生態系を育む緑地整備計画を進めることを求める陳情

相生山緑地を考える市民

の会

2015年12月、フランスのパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（ＣＯＰ21）においては、2020年以

降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択され、2016年11月4日から発効している。

パリ協定は、1997年に定められた京都議定書の後継となるもので、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より

十分低く保ち、1.5度に抑える努力をすること、そのため、できる限り早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、

21世紀後半には、温室効果ガス排出量と森林等による吸収量のバランスをとることが目標として掲げられた。

また、持続可能な開発目標（ＳＤＧs）が2015年９月の国連サミットで採択され、国連に加盟する193か国が2016年から

2030年までの15年間で達成するべき17の目標が掲げられ、そのゴール13では気候変動及びその影響を軽減するための緊急

対策を講じることが、ゴール15では陸上生態系の保護、回復及び持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化

への対処、土地劣化の阻止及び逆転並びに生物多様性損失の阻止を図ることが掲げられている。

名古屋市では、生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）を契機に市長の弥富相生山線の道路事業廃止表明がなさ

れ、また、環境基本計画をはじめ、低炭素都市2050なごや戦略、生物多様性2050なごや戦略、水の環復活2050なごや戦略

等が策定されており、第２次実行計画が策定されているものもある。しかし、この相生山緑地に関わる道路計画や整備計

画において、これらが包括的に関連付けられて実行されているとは思えない。相生山緑地基本計画の素案において、建設

済みの道路部分をふれあいの丘へのアクセスを確保する園路とするとされているが、道路計画と同様に一体としての相生

山緑地を分断することになり、生物多様性を損ね生態系への影響が危惧される。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 気候変動対策・生態系保護等に関する国際的な取組みに基づき、相生山緑地に関わる道路計画を速やかに廃止し、よ

り豊かな生態系を育む緑地整備計画を進めること。



日本共産党をはじめ各会派から提案された７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9日に議決しました。日本共産党提出の２件はい

ずれも否決されました。なお 終日に減税の浅井理事に対する問責決議案が提案され多数で可決しました。

《採択された意見書》

地球温暖化対策の推進を求める意見書

現在、人類は多くの環境問題に直面しており、その中でも、地球温暖化は も深刻な問題の一つとなっている。地球温暖

化が進むことにより、自然界のバランスが大きく崩れ、このままでは近い将来、異常気象や水不足、農業生産量の大幅な減

少など人類の生存を脅かす様々な影響が生じることが予想される。

このような状況の下、地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前と比

べて２度Ｃより十分低く保つとともに、1.5度Ｃまでに抑える努力を継続するという目標が掲げられている。また、我が国

は、2030年度の温室効果ガスの削減目標を2013年度比で26％の削減とし、長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガ

スの排出削減を目指すとしている。

ところが、昨年公表されたＩＰＣＣの特別報告書では、地球温暖化の現状を踏まえ、数百年後には数メートル海面が上昇

することや、今世紀末までに漁獲量が 大24％減少することなどが予想されており、より一層の対策を講じなければ、地球

温暖化の進行を止めることは著しく困難になると考えられる。

そのため、各国で削減目標の大幅な引上げが進められており、昨年開催された国連の気候行動サミットにおいて、65か国

が2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると表明している。

我が国においても、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指し、再生可能エネルギーや省エネルギーなど、現在の

技術を 大限活用するとともに、新技術の開発を促進し、大胆に地球温暖化対策を行うべきである。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、温室効果ガス排出実質ゼロに向けて、地球温暖化対策をより一層推進する

よう強く要望する。

不妊治療への保険適用の拡大等を求める意見書

日本産科婦人科学会によると、平成30年において、体外受精と顕微授精の治療件数は45万4893件で過去 多となっており、

体外受精や顕微授精で生まれた子どもの数は５万6979人で前年に続いて過去 多を更新した。厚生労働省の統計によると、

平成30年の出生数は91万8400人であり、約16人に１人が体外受精や顕微授精で生まれていることになる。

現在、排卵誘発剤等の薬物療法など一部の不妊治療には保険が適用されているが、人工授精や体外受精、顕微授精には保

険が適用されていない。そのため、国は不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、平成16年から特定不妊治療である

体外受精と顕微授精について費用の一部を助成しており、これまでに助成額・助成回数の段階的拡充や所得制限

の見直しなどを行ってきた。

しかし、体外受精や顕微授精の治療には１回当たり数十万円の費用がかかり、さらに、不妊治療は何度も繰り返し行うこ
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意見書・決議

意見書案に対する各会派の態度（2020年12月2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 減 公

台湾のＣＰＴＰＰ参加について積極的な支援を求める意見書（案） 自民 否決 ● ○ ○ ○ ○

地球温暖化対策の推進を求める意見書（案） 民主 可決 ○ ○ ○ ○ ○

緊急避妊薬に関する意見書（案） 減税 否決 ○ ● ● ○ ●

不妊治療への保険適用の拡大等を求める意見書（案） 公明 可決 〇 ○ ○ ○ ○

住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書（案） 公明 可決 ○ ○ ○ ○ ○

新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査等の抜本的拡大に関する意見書（案） 共産 否決 ○ ● ● ○ ●

核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書（案） 共産 否決 ○ ● ○ ● ●

浅井康正理事に対する問責決議（案） 議運 可決 ○ ○ ○ ● ○

ゴチック字は可決された意見書 議運に提案された段階での態度 ○＝賛成 ●＝反対 △＝保留
●が１つでもあれば基本的には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：名古屋民主 減：減税日本ナゴヤ 公:公明党



とが多いため、治療を受ける患者の経済的負担は過重なものとなっており、また、身体面、精神面での負担も強く感じる場

合が多い。

厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などについて実態調査を進めているが、個人の人生に関わる重大な問題である

ため、一刻も早く保険適用の拡大や助成制度の拡充などを実現する必要がある。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、不妊治療を受ける患者が、今後も安心して治療に取り組むことができるよ

う、次の事項を実現するよう強く要望する。

１ 不妊治療は一人一人に 適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受

ける患者の選択肢を狭めることがないよう十分検討すること。具体的には、現在助成対象となっていない人工授精をはじ

め、特定不妊治療である体外受精や顕微授精、さらには男性に対する治療についても保険適用の対象となるよう検討する

こと。

２ 不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、保険適用との整合性も考慮しながら、既存の助成制度に

ついて所得制限の撤廃や回数制限の緩和などの拡充を行い、幅広い患者を対象に経済的負担の軽減を図ること。

３ 仕事と不妊治療を両立しやすい環境づくりを促進するとともに、相談やカウンセリングなどの不妊治療に関する支援体

制の拡充を図ること。

４ 不育症治療や事実婚の患者への不妊治療についても保険適用の拡大や助成の対象となるよう検討すること。

住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書

我が国においては、空き家等は増加しているにもかかわらず、高齢者、障害者、低所得者、外国人、被災者などの入居が

拒否される事例が数多く報告されており、住宅確保要配慮者への対応が急務となっている。

家賃の支援として、生活困窮者自立支援制度による住居確保給付金があるが、その支給決定件数は、今年４月から９月ま

での半年間で10万件を超え、昨年度１年間のおよそ26倍に上っている。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、

家賃の支払いに悩む人が急増しているが、住居確保給付金の支給期間は 長で９か月間とされており、コロナ禍の中で支給

が打ち切られることになれば、家賃の支払いが困難となり、結果として多くの者が住まいを失うおそれがある。

また、新たな住まいを確保するための支援策として、住宅セーフティネット制度が運用されているが、令和２年度末で登

録戸数を17万5000戸にするという目標に対し、令和２年７月末現在の登録戸数は６万907戸にとどまっている。

住まいは生活の基盤であるとともに、全世代型社会保障の基盤でもあり、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強

化は喫緊の課題である。

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

１ 住居確保給付金について、受給者に関する状況等実態調査を速やかに実施するとともに、支給期間の延長、支給上限額

の近傍同種住宅の家賃水準への引上げ、収入要件を公営住宅入居収入基準と同水準にすることなど、より使いやすい制度

に見直すこと。

２ 住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭など、住まいの確保に困難を抱えている者が、転居することなく、公

営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、住宅セーフティネット制度について、入居者を公募しなければならな

いとする原則の適用を外すとともに、家賃低廉化支援を大幅に拡充すること。

３ 住宅セーフティネット制度の活用を促進するため、空き家等の改修・登録に取り組む大家等に対する改修費補助を拡充

するとともに、地方公共団体が実施する登録促進に係る取組への支援を拡充すること。

浅井康正理事に対する問責決議

浅井康正議員は、議会運営委員会理事という責任ある立場にありながら、議会運営委員会及び同理事会において、円滑な

議会運営を著しく損なう発言を繰り返し、名古屋市会全体を混乱に陥れた。

その発端は、本年６月定例会において、減税日本ナゴヤ所属議員等が提出した議案の取扱いをめぐり、総務環境委員会で

の質疑が終了した後に、他委員会で同会派所属委員が本会議での提案趣旨説明の一部を削除したい旨の発言を行ったことが

起因となり、７月３日の総務環境委員会において、再度、当該議案を取り扱う事態を引き起こしたことにある。

この異例の事態による混乱は閉会後も収まらず、迎えた９月定例会において、総務環境委員会の要請を受ける形で、減税

日本ナゴヤ所属の議案提案者のうち浅井康正議員を含む11名の連名により、委員会運営に混乱を生じさせたことをおわびす

る謝罪文が提出され、ようやく議会の正常化に向けた第一歩が踏み出されたものと思われた。

ところが、浅井康正議員は、11月11日の議会運営委員会理事への就任以降、総務環境委員会の運営に関する協議の際に佐

藤ゆうこ議員が無断録音した音声を聞いたわけではないとしながら、総務環境委員会における混乱は減税日本ナゴヤからの

申し出によるものではない旨の発言をするなど、同会派所属議員出席のもと、総務環境委員会や議会運営委員会及び同理事

会で協議、確認してきた内容をことごとく否定する発言を繰り返した。11月26日の議会運営委員会においては、９月定例会
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で総務環境委員会に提出した謝罪文について、その内容を理解した上で署名したものではないと述べ、自らも署名した書面

の内容があたかも虚偽であるかのような発言を行い、また、７月３日の総務環境委員会が開会時間を繰り上げたことについ

ても、同会派からの申し出によるにもかかわらず、理解はしていないと発言した。

このような浅井康正議員の発言は、これまで各所で積み重ねてきた議論、協議を水泡に帰するものであるのと同時に、減

税日本ナゴヤが引き起こした問題の責任を他者に転嫁するものであり、断じて許されるものではない。

また、総務環境委員会の運営に関する協議の際に佐藤ゆうこ議員が無断録音を行った問題に関しても、浅井康正議員は、

当該録音を行った理由や会派としての今後の対応に関する発言を二転三転させ、議会運営委員会及び同理事会の議事を混乱

させただけでなく、これまでの議会運営委員会で自ら発言した内容を確認すると約束しながら、何の報告もせず放置するな

ど、円滑な議会運営に向けた真摯な対応を取らなかった。

さらに、浅井康正議員は、平成31年２月定例会において「失われた名古屋市会の信頼を回復させるため浅井康正議員に対

し猛省を求める決議」が全会一致により可決されて以降、議会の場で信頼回復に向けた行動を一切取っていないことを指摘

されると、謝罪は決議があってからはしていないと述べた上で、そういう指摘はハラスメントではないかと不満をあらわに

し、議会運営委員会理事の互選に際しては、私は問責決議を受けた認識はないと開き直る発言をしており、このような同決

議の趣旨を全く理解しない態度は、議会を冒瀆するものと言わざるを得ない。

よって、名古屋市会は、長期にわたる議会の混乱を解消し、一刻も早い正常化を図るため、浅井康正理事に対し、猛省を

促すとともに、その責任を強く問うものである。

以上、決議する。

《採択されなかった日本共産党提案の意見書案》

新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査等の抜本的拡大に関する意見書（案）

新型コロナウイルスの感染者が欧州で再び急増する中、我が国でも感染者が増加しており、収束が見通せない状況にある。

インフルエンザ流行の季節を迎え、再び感染拡大させないための抜本的な対策が求められる。

新型コロナウイルスの特徴は、無症状の感染者を通じて感染が広がっていくことにあり、主な検査対象者を有症状者や濃

厚接触者などに限定した場合、無症状の感染者を見逃し、沈静化と再燃の波を繰り返すおそれがある。これを回避するには、

防疫を目的とした積極的な検査を行い、早期に無症状の感染者を把握、保護することが必要であり、そうすることで、感染

拡大の防止と社会経済活動の両立を図ることも可能となる。

厚生労働省はこれまで、相次いでＰＣＲ検査等の行政検査の対象を拡大する方針を地方公共団体に示してきた。本市では、

繁華街において感染者の発生が続いていることから、10月に、地域を限定し、飲食店の従業員または住民のうち、検査を希

望する者を対象としたＰＣＲ検査を実施したところである。

しかしながら、行政検査の費用は国と地方が2分の1ずつ負担することとされており、このことが、検査を積極的に行うに

当たっての財政上の制約になっている。

行政検査の地方負担分については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の算定対象となっているが、臨時

交付金は感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援にも活用されるものであり、地域の実情に応じてきめ細や

かに必要な事業を実施すれば、それだけＰＣＲ検査等の拡充に支障を来す要因となり得る。

感染震源地となるおそれが強い繁華街のある大都市等で、ＰＣＲ検査等を抜本的に拡大するためには、行政検査費用の全

額を国が負担することが必要である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、ＰＣＲ検査等について、行政検査に係る費用の全額を国の負担とする新た

な制度を整備するよう強く要望する。

核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書（案）

平成29年7月に国連会議で採択された核兵器を全面的に違法化する核兵器禁止条約は、令和2年10月24日をもって批准した

国が50か国に達したことから、条約の規定により、90日後の令和3年1月22日に発効することが確定した。

本条約は、核兵器の非人道性を厳しく指摘し、その開発から実験、製造、取得、保有、貯蔵、移転、核兵器を使用すると

の威嚇に至るまでを全面的に禁止して違法化し、完全廃絶までの枠組みと道筋を明確に規定している。

人類は、昭和21年1月に国連総会の第1号決議において核兵器の撤廃が提起されて以来、初めて、画期的な国際条約を手に

することになる。

これは、被爆者とともに日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。

これに対し、唯一の戦争被爆国である日本は、米国の核抑止力の維持等を理由に、署名・批准していないのが現状である。

しかし、同条約の発効に向け、被爆者をはじめ多くの国民から、日本も同条約に署名・批准するよう求める声が広がってい

る。唯一の戦争被爆国である我が国には、率先して核兵器禁止条約に参加し、核保有国と非保有国との橋渡しを行うことが

求められる。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を実現するため、核兵器禁止

条約への署名・批准の手続を進めるよう強く要望する。
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・名古屋港管理組合議会11月定例会が11月4日午後1時半から行われました。

・当局提案の議案は補正予算２件、財産の買入れ1件の３件と追加の決算認定案４件でした。

・本会議の質問者は江上博之議員と市議会公明、県市の自民２人の４人でした。

・江上博之議員が「岸壁使用料や入港料」「大水深バースのための土地購入」「ヒアリ」について質問（議案質問・一

般質問）を行いました。

・本会議質問終了後に決算特別委員会の設置と委員選任が行われ、本会議を休憩して常任委員会、決算特別委員会を行

い、その後、本会議を再開し補正予算案等３件の採決が行われました。

・提案された議案３件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23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 2020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

2020年度名古屋港管理組合一般会計補正予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
補正額１億2900万円。繰越金3億3478万円、歳入で使用料・
手数料△1億9200万円、雑入△1377万円。中川運河護岸補修
など施設補修費1億4277万円。

2020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△1180万円。一般会計からの繰入金と寄付金。各基
金へ積立。水族館基金で△1483万円

財産の買い入れ（飛島ふ頭 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決 飛島ふ頭の大水深バースに関連する民有地を買い上げ

2019年度名古屋港管理組合決算認定案 閉会中審査 一般会計歳入歳出決算など４会計の決算。

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



コロナ後の経済は、国内産業、特に、
地産地消の方向への転換が必要

【江上議員】今年3月26日の本会議で「飛島ふ頭

南側コンテナターミナル水深16メートル第３壁整

備について」質問した際、新型コロナウイルスの

影響について述べました。

新型コロナウイルス感染症は、私たちの暮らし

の身近な生活用品まで、人件費の安い中国などで

賄われ、特に、マスクが有名になりました。順調

に貿易が行われている限りは問題が起きませんで

したが、今回のようなコロナ禍によって、私たち

の暮らしに外国製品がいかに大きな影響を与えて

いるかが明らかになりました。コロナ禍は、いつ

収束するかわかりません。さらに、収束しても、

また、新たな感染症の世界的な広がりが予想され

ます。もちろん治療薬やワクチンの速やかな開発

が求められています。

国内総生産にも大きな影響が出ています。この

ようなことを考えると、コロナ後の経済は、世界

経済に影響を少しでも受けないように国内産業、

特に、地産地消の方向への転換が求められなけれ

ばなりません。その際、人件費のあり方が問われ、

８時間働けばふつうの暮らしができる水準が求め

られます。

このような経済、貿易のあり方を見通しながら、

今現在、名古屋港で起きていることについて、質

問します。

今回は、議案に即して、管理組合の今後の収入、

支出に着目して質問します。

係船岸壁使用料や入港料は改善する
見通しなのか

【江上議員】名古屋港管理組合の係船岸壁使用料

及び入港料への影響について質問します。

港湾機能継続特別委員会でも議論しましたが、

外国航路、国内航路で大きな影響が出ています。

特に、「ものづくり産業、特に自動車産業」が発

達している地域ということによる影響が大きく出

ています。これにより、名古屋港管理組合収益に

どう影響しているかを見てみます。主に、公共岸

壁の利用に伴う係船岸壁使用料、船舶の出入りに

よる入港料への影響が大きく、今回補正予算で減

額補正が提案されています。

係船岸壁使用料は、特別委員会の資料では4月

から8月に前年比21.6％の減少で、中でも完成自

動車が31.5％の減少になっています。11月補正で

は、補正減額が148,549千円で当初予算から計算

しますと20.4％の減額で少し減額幅を抑えて提案

されています。入港料は、特別委員会の資料では

4月から8月に前年比10.1％の減少で、特に完成自

動車の減少が30.6％と大きくなっています。11月

補正では、補正減額が43,461千円で当初予算から

計算しますと9.5％の減額が提案されています。

ここでも減額幅が抑えられています。
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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4日）

名古屋港管理組合の係船岸壁使用料

及び入港料への影響について

コロナ後の経済は、国内産業、特に地産地消の
方向への転換を／ヒアリへの対応について

江上博之議員



そこで、総務部長に質問します。4月から8月の

減額率に比較し、減額補正の減額幅が小さくなっ

ているということは、9月以降持ち直しがあると

みているのでしょうか。どのような見通し、根拠

で減額補正しようとしているのか質問します。

補正予算での見通しは年間見通しな
ので上期分の見通しと異なる

【総務部長】港湾機能継続特別委員会にお示しし

た係船岸壁使用料及び入港料の前年比率は、令和

2年4月から8月までの実績を前年の同期と比較し

たものであります。

一方、11月補正予算案については、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響の見通しが困難な中、

予算編成スケジュール上、本年4月から7月までの

実績を基に、その状況が継続するものとして1年

間の見込みを算定し、当初予算額に対する年間の

減少分を補正額として計上しております。

このため、4月から8月実績の前年比率と当初予

算に対する補正予算の減額率については、差異が

生じております。

厳しい状況が続いており、今後も係船岸壁使用

料及び入港料を含めた収益の動向には十分注視し

てまいります。

前年比率と補正予算の減額率に差異
が出る原因は（再質問）

【江上議員】係船岸壁使用料の4月から8月実績の

前年比率と、4月から7月の実績での当初予算編成

に対する補正予算の減額率に差異が生じると回答

がありました。実績の取り上げた月で、8月が入

るかどうかの違いなのか、そもそも、当初の予算

編成時に前年より減額したのかどちらでしょうか。

当初予算編成とその前年予算と比較すると、係船

岸壁使用料で外航船舶分を12％ほど減額編成して

います。コロナ以前の段階でも、アメリカと中国

の貿易問題などから、使用料収入の減額を想定し

ていたということでしょうか。

そこで質問します。前年比率と補正予算の減額

率の差異の理由を詳しく説明してください。

当初予算は減額傾向をもとに編成し
たため

【総務部長】令和2年度係船岸壁使用料の当初予

算については、令和元年度の4月示ら10月までの

実績における使用料の減少傾向を基に編成したた

め、前年度より減額となる予算となっております。

港湾機能継続特別委員会にお示しした前年比率

については、8月分を含んだ上、また、昨年実績

と比較したもので、当初予算と比較した補正予算

の減額比率とは比較対象が異なるため、差が生じ

ております。

購入金額が予算額から変更がないの
はなぜか

【江上議員】水深16メートル岸壁のための土地購

入について質問します。コロナ禍により収入が減

る一方で、支出を抑えることが管理組合の運営と

して求められていますが、多額の支出である財産

の買入れとして飛島ふ頭南側コンテナターミナル

第３岸壁のための用地買収契約が提案されていま

す。予算通り25億2千万円で購入しようというも

のです。私は今年３月議会の質問で、第３岸壁の

建設が、

１ 大型コンテナ船の入港が減り、１隻当たり

のトン数が大きくなっているとはいえ2010年と

比較し、便数が3分の１に減少していること。

これからの整備予定も含め現時点で水深16メー

トルが２岸壁、水深15メートルが４岸壁あるこ

と。
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ガーデンふ頭とクルーズ船

飛島ふ頭南側コンテナターミナルの土地の買い入れ



２ そのうえ多額の整備費が必要です。380億

円、うち本組合負担分が140億円と聞いており、

これ以上の大水深岸壁建設の必要性がないこと

を指摘しました。その岸壁整備に伴う土地の一部

の購入費が今回の分で25億2千万円ということで

す。

そこで、港営部長に質問します。

予算時に25億2千万円の提案でしたが、今回も

同額です。3月以降も同じということです。価格

交渉とかあってもおかしくないと思いますが、ど

うして同じなのでしょうか。

9月の基準地価に変動がなく、予算の
鑑定額で購入

【港営部長】購入金額の算定にあたっては、不動

産鑑定士による鑑定額を基に本組合の公有財産評

価委員会で決定し、令和2年3月定例会において予

算のご議決をいただきました。

その後、愛知県が本年9月に公表した基準地価

おいて、付近地の価格に変動がなかったことから

購入価額としては妥当であると考えております。

３社からの買い入れ単価がすべて同
額になるのはなぜか

【江上議員】３社から買い入れますが、単価がす

べて㎡当たり約3万9千円で同一です。どうして同

一価格なのでしょうか、質問します。

3社が共同で取得した土地であり3社
の意向で1筆にして鑑定

【港営部長】当該地は、油槽所運営のため3社が

共同で土地を取得し、共有設備の設置に各土地を

利用してきた経緯がございます。

今回、3社より一括での売却の意思があり、ま

た、不動産鑑定士からの意見を踏まえ、当該3社

所有の4筆を1つの土地として鑑定することが適切

であると判断したため、同一の単価となっており

ます。

未購入の土地所有者が名港の土地を
通らないと移動できなくなるが（再
質問）

【江上議員】購入する土地の中に、まだ未購入の

土地があり、他の所有者がいます。その所有者は、

名古屋港管理組合の購入した土地を通ってしか外

部に移動できないのではないでしょうか。どのよ

うな取り決めになり、費用はどうするのでしょう

か。

民法に基づく通行権があるので覚書
を締結し無償で通行

【港営部長】今回のように他人の土地に囲まれ公

道に通じない土地の所有者は、民法に基づき、公

道に至るためにその土地を囲んでいる他人の土地

を通行することができる権利を有しております。

そのため、本轟蛤は購入する土地の所有権の移

転と同時に、未購入の土地所有者と覚書を締結し、

移転前と同様に無償で通行していただく予定とし

ております。

２０１７年６月に確認されて以降は
どう対応してきたのか

【江上議員】ヒアリの発見について質問します。

今年9月12日飛島ふ頭で確認されました。10月18

日にも飛島ふ頭内のコンテナヤードで確認されま

した。2017年6月に名古屋港内で発見されて以来

たびたび確認されてきましたが、昨年2月以来の

確認のようです。米粒ぐらいの大きさで、「毒針

で刺されるとやけどのような激しい痛みを感じ」

ることから名づけられているようです。人によっ

ては、「刺されて20分から30分以内に、息苦しさ、

声がれ、激しい動悸やめまい、腹痛などを起こす

ことがあり進行すると血圧が急に低下して意識を

失うこともあります。」特定外来生物です。それ

だけに名古屋港内のみならず、名古屋市内や他地
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ヒアリの発見について

一般的なヒアリ（左）と名
港で確認されたヒアリ（有
翅女王アリ）



域に広がることが心配であり、名古屋港での対応

が重要です。確認されてからいろいろ取り組みが

なされてきていると思います。そして、現時点に

おいて、繁殖可能な「女王アリが分散した可能性」

があり、11月までに周辺調査が行われるようです。

また、「正しく怖がる」ということで、広報活動

も大切だと思います。

そこで質問します。2017年6月の確認以降、名

古屋港管理組合としてどのような対応をしてきた

のでしょうか。

コンテナターミナル外周部は2か月に
1回、過去の確認場所付近の臨港道路
及び臨港緑地は3か月に1回の調査を
継続的に実施中

【港営部長】本組合は、名古屋港で初めてヒアリ

が確認されて以降、環境省の意見を踏まえ、コン

テナターミナル外周部は2か月に1回、過去の確認

場所付近の臨港道路及び臨港緑地は3か月に1回の

調査を継続的に行っております。

また、環境省は年に2回の全国港湾調査及びヒ

アリ確認箇所のモニタリング調査を行っておりま

す。

本年９月以降の調査内容及び現時点
での結果はどうか

【江上議員】本年9月の飛島ふ頭での大量の確認

がされて以降の調査はどのようなもので、現時点

でどのような結果が出ているのでしょうか。

集中的に殺虫液剤及び成長阻害剤を
散布し徹底して駆除。その後の確認
はない

【港営部長】本年9月に、事業者敷地内から女王

アリを含む多くのヒアリが確認された箇所につい

ては、環境省及び本組合により、集中的に殺虫液

剤及び成長阻害剤を散布し徹底した駆除を行い、

確認箇所の事業者敷地及びその周辺においては、

2か月間継続して殺虫餌（ベイト剤）及び成長阻

害剤により防除に取り組んでおります。

また、環境省は、女王アリが分散した可能性も

否定できないことから、飛島ふ頭内全域において

本年10月未から1週間をかけて、誘引餌による生

息調査を実施し、本組合も協力しております。

現時点において、確認箇所及びその周辺につい

ては、環境省及び本組合が徹底した駆除を行った

ことにより、新たなヒアリは確認されておりませ

ん。また、本年10月の環境省による全国港湾調査

において、飛島ふ頭のコンテナターミナル内で約

70匹のヒアリを確認しておりますが、駆除を行う

とともに、確認箇所周辺には、2か月間継続して

殺虫餌（ベイト剤）及び成長阻害剤により防除に

取り組んでおります。

なお、本年9月に確認されたヒアリとの関連性

は不明です。

ヒアリは、いったん定着を許すとその根絶が極

めて難しいことから、今後も、国、愛知県、本組

合、そして港湾関係者が連携して、ヒアリの早期

発見、早期防除をしっかり取り組んでまいります。

名古屋港関係者及び他地域への広報
活動の内容は

【江上議員】名古屋港内関係者はもちろんですが、

他地域にも広報活動が必要と考えます。どのよう

なことを行っているのでしょうか。

港湾関係者に文書で情報提供及び注
意喚起、ホームページにも掲載。各
施設にはポスター掲示などでも啓発

【港営部長】本組合は、本年9月のヒアリが確認

された後、速やかに名古屋港運協会を始め、港湾
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名古屋港でのヒアリ確認状況

確認日 発見地点 発見箇所 種別

2017. 6.30 鍋田ふ頭 コンテナ外部 ヒアリ

2017. 7.12 飛島ふ頭
空コンテナ内
及びコンテナ外部

ヒアリ
アカカミアリ

2017. 8. 4 鍋田ふ頭 コンテナ内 ヒアリ

2017. 9. 1 船見ふ頭 コンテナ内 ヒアリ

2017. 9.29 飛島ふ頭
コンテナターミナル
内の緑地

アカカミアリ

2017.10. 2 鍋田ふ頭
コンテナターミナル
内の緑地

ヒアリ

2017.11. 7 鍋田ふ頭 空コンテナ内 ヒアリ

2018. 7. 5 飛島ふ頭
コンテナ内及び積荷
周辺

ヒアリ

2018. 7.12 飛島ふ頭 コンテナ外部 アカカミアリ

2018. 8.23 鍋田ふ頭 コンテナ内及び周辺 ヒアリ

2019. 2.19 飛島ふ頭 空コンテナ内 ヒアリ

2020. 9.16 飛島ふ頭 歩道・事業者敷地内 ヒアリ

2020.10.20 飛島ふ頭 コンテナヤード ヒアリ



関係者に文書による情報提供及び注意喚起を行い、

ホームページにも掲載しました。また、港湾関係

者が多く利用する港湾労働者福祉センター、岸壁

休憩所等に環境省が作成した注意喚起のポスター

を掲示するとともに、愛知県では、名古屋港以外

の・県内にある港湾関係団体等に周知を行ってき

ました。

また、環境省及び愛知県は、ホームページによ

り県民市民への注意喚起を行うとともに、相談窓

口を設け情報収集を行っております。

ヒアリの定着を防ぐには、水際である現場の港

湾関係者の目で監視をしていくことが非常に重要

であると認識しており、今後も的確な情報発信に

努めてまいります。

全国の確認状況からみて、抑え込み
ができているのか（再質問）

【江上議員】ヒアリは、日本全土で発見されてい

るようです。全国的にさらに広がっているのか、

抑えているのか、どのように把握しているか質問

します。

10月で16都道府県、64事例を確認。
今年度は1県増の16事例

【港営部長】ヒアリの全国確認情報は、環境省に

よると、2017年6月に国内で初めて、兵庫県で確

認されて以降、本年10月末現在で名古屋港を含め

16都道府県、64事例が確認されています。

2017年度は12都府県26事例と多く、翌年度以降

は1道2県が追加され10事例から12事例で推移し、

今年度は新たに1県が追加され16事例が確認され

ています。

今年度の事例数としては、昨年度より増加して

いますが、都道府県の数は1県の増加にとどまっ

ている状況であります。

コロナ禍のもとでの今後の貿易や名
古屋港の在り方を見直し、大水深バー
スは中止を（意見）

【江上議員】コロナ禍を受け、名古屋港の貿易が

これからどのようになるかを見据えながら、名古

屋港管理組合への影響を見てきました。少子高齢

化人口減少、アメリカと中国による貿易悪化、消

費税増税、そして、コロナ禍による影響などによ

り、ますます名古屋港の今後のあり方を見直す必

要があると考えます。管理組合の収入が減少して

いくと思われるだけに、大水深岸壁建設は必要性

がないだけでなく、多額の支出の増大につながり、

中止すべきです。したがって、土地購入には反対

します。そして、コロナ禍の後の貿易のあり方を

見据えた名古屋港管理組合のあり方を検討すべき

です。

ヒアリについては、早期発見、早期防除の姿勢

で引き続き取り組んでいただきたい。そして、名

古屋市民、県民への広報を行っていただくよう要

望して質問を終わります。
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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 感染症法高齢者施設等における行政検査実施申し入れ（10月23日）

２ 新型コロナ感染症「第３波」の対応についての緊急申し入れ（11月17日）

３ ベルリン市ミッテ区の「平和の像」撤去を求める書簡の送付に抗議し、撤回を求める申し入れ（11月19日）

４ 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16日）

感染症法高齢者施設等における行政検査実施申し入れ

2020年10月23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

新型コロナウイルス感染者数は、７月２３日に全国でも 多を更新しました。名古屋市内でも６月以降急速

に拡大し、同日には６２人と 多となり、以後連日４０人前後が続いています。

第２波の感染は、繁華街を中心に、感染者の多くが２０歳代であり、感染経路不明者数は半数を越え市内全

域に広がっています。収容施設が不足し、自宅待機を余儀なくされている陽性者は200人を超えています。家族

への感染の不安、食糧買い出しに外出をせざるを得ない実態など、報道を通して名古屋の実態が明らかになり、

第１波にはない深刻な事態となっています。

この間、日本共産党市議団は繰り返し、検査と隔離、治療を思い切って進めるため、ＰＣＲ検査の拡充、接

触者センターの体制強化等を申し入れてきました。感染の第２波から名古屋市民のいのちと健康、暮らしと生

業を守るために、以下の対応を緊急に行うよう申し入れます。

記

1.７月１５日の「厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部」の事務連絡にもとづき、ＰＣＲ検査の

戦略的な拡大を行うために以下の対応を行うこと

①感染拡大の可能性のある地域を特定し、そのエリア内すべての店舗の従業員・連絡可能な顧客のＰＣＲ検

査を実施すること。

②業務上、人との接触が避けられない医療、介護、障害、保育、教育等の関係者にＰＣＲ検査を実施するこ

と。陽性者が出た施設では２週間毎の検査を継続すること

③大規模なＰＣＲ検査を展開するため、名古屋市ＰＣＲ検査所を各行政区の保健センター等に設置すること。

検体検査は、衛生研究所のほか、検査可能な医療機関、民間検査機関、大学等の協力を求めること

④無症状、軽症者に陽性者が多数いることから、帰国者・接触者相談センターに症状（程度に関わらず）を

訴える市民にはＰＣＲ検査（予約も含め）が受けられるよう丁寧で確実な対応を行うこと

2.上記検査の結果、陽性者が発見された場合、事業所・施設への休業要請と閉鎖に伴う補償を行政の責任で行

うこと

3.軽症・無症状の感染者を保護・隔離するため、県市協力し宿泊施設を大規模に確保すること。国、独立行政

法人等の公的施設の活用をすすめること

4.現在、中保健所が担っている休日及び夜間の帰国者・接触者相談センター業務は、本庁保健所にその機能を

移し、平日並みの人員体制で対応にあたること

5.感染者搬送時間のロスをなくすため、現在守山区の衛生研究所に置かれている感染症・調査センターの患者

移送に関わる人員と移送車を本庁に移すこと

6.感染者のプライバシーに配慮しながら、①感染地域②ＰＣＲ検査及び抗原検査件数③中重度及び軽度・無症

状の陽性者数④入院及び入所療養者数とそれぞれの施設使用率⑤自宅待機者数（入院入所調整中）等を市民

に分かりやすく公表すること。
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声明・申し入れなど



新型コロナ感染症「第３波」の対応についての緊急申し入れ

2020年11月17日
名古屋市長 河村たかし 様
名古屋市健康福祉局長 山田俊彦 様
保健所長 浅井清文 様

日本共産党名古屋市議団
団長 田口 一登

全国各地で新型コロナウイルス感染者が急増し、新規陽性者数が１０００人を超える日が度々あるなど、春

の「第１波」、７～８月の「第２波」に続く、「第３波」の感染拡大が起こっています。名古屋市の新規陽性

者数も１０月末から急増し、１１月１３日には実数で88人を超え、「第２波」のピーク時の水準に近づく勢い

です。現在、わが国がすでに感染拡大の「第３波」に見舞われているという現実を直視し、感染の爆発的拡大

を抑止するために、以下の諸点での緊急の対応を強く求めます。

１、「大規模・地域集中的検査」を、名古屋市主導で実施すること

政府は、「今までよりも踏み込んだクラスター対応」として、「飲食店」や「外国人コミュニティー」での

事前の連絡網づくりや啓発の促進を強調しています。中区栄・錦地域は、政府の対策本部でも「歓楽街等にお

いてクラスターが発生した」地域として検査数・陽性者数の報告を求めている地域であり、行政として特別の

対策が求められます。

名古屋市はこの間、栄４，５丁目で期間を限定した無料ＰＣＲ等検査の実施や一定の条件を満たす「接待を

伴う飲食店」を協力店と認定する「協力店制度」の創設など、一定の前向きの努力を行っています。しかし、

数千の店舗に数万の人々が働くこの地域の対策としては極めて不十分です。「繁華街」の検査数は、大阪・ミ

ナミの半数以下、新宿・歌舞伎町の４分の１以下しか実施されていません。私たちは栄４・５丁目の無料ＰＣ

Ｒ等検査や「協力店」制度について栄・錦地域の飲食店で聞き取りを行いましたが、対象の店舗でも、対象外

の店舗でも、「全店舗の検査をやってほしい」という声が共通して出されました。

名古屋市がイニシアティブを発揮し、愛知県や国の支援も得ながら栄・錦地域をはじめ繁華街の全店舗の従

業員等と住民への無料ＰＣＲ等検査を実施することを強く求めます。

２、医療、介護・障害者施設、保育園、学校などでの「社会的検査」の実施を

新型コロナウイルス感染症対策本部は、８月２８日、感染者が多数発生している地域などにおける、医療機

関・高齢者施設の勤務者などを対象としたＰＣＲ等検査の実施を都道府県に要請しました。これを受け、世田

谷区に続いて文京区でも高齢者・障害者・子ども施設等の職員に定期的なＰＣＲ等検査が実施されることにな

りました。沖縄県は、医療や介護の従事者を対象に月１回程度のPCR等検査を定期的に実施するため、１１月定

例議会に提案する第８次補正予算に約６億円を計上することを明らかにしました。

名古屋市として、医療機関、介護・福祉施設、保育園・幼稚園、学校、学童保育所など、クラスターが発生

すれば多大な影響が出る施設等に、定期的な「社会的検査」を行い、感染拡大を事前に防いでいく方針を明確

にすることを求めます。

３、感染追跡(積極的疫学調査)が徹底できるよう保健センターの体制を強化する

現在の急激な感染拡大に対応し、陽性者を着実に把握・保護し、感染拡大の防止していくためには、徹底し

た感染追跡による積極的疫学調査が不可欠です。名古屋市は「第１波」の時期から、各区の保健センターが積

極的な役割を果たし、発症２日前からの感染経路を追跡するなど、この分野で先駆的な経験をつくっています。

しかし、第3波で経路不明の陽性者が多数発生しているため、その体制も限界になりつつあります。

今後、新型コロナウイルス感染症拡大に加え、インフルエンザなどの流行も予想されることから、感染追跡

を行う体制の抜本的な拡充が求められます。

感染者が多数となっている中保健センター中心に保健師を正規で増員すること、さらに、保健師が専ら追跡

調査(積極的疫学調査)にあたれるよう、現在担っている入院・入所調整、陽性者の健康観察等の業務を担う、

医師・看護師等を市の責任で確保することを直ちに求めます。

４、「医療崩壊」を絶対に起こさないために、医療機関の減収補てん、軽症者が原則宿泊療養施設に入所でき
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る対策を

各地で感染者が急増するなかで、すでに、感染症対応病床、特にＩＣＵ病床の逼迫（ひっぱく）が起こり始

めています。政府は「医療機関の支援のため、３兆円の予算を投入した」といいますが、実際に医療現場に届

いたのは計上された予算の１割程度です。政府が決めた支援をすぐに現場に届くように、名古屋市が政府に対

して強くはたらきかけることが必要です。

また、地域医療を支えるすべての病院・診療所に減収補てんを行い、医療体制を全力で守るよう、名古屋市

が政府にはたらきかけることを求めます。さらに、名古屋市として、市医師会等の意見もよく聞き、市独自の

医療機関支援策を行うことを求めます。

陽性者で、発熱等軽症の方の宿泊療養施設への入所が可能になっていますが、相変わらず全国に比べて愛知、

名古屋市の自宅療養者は多く、重症化する事例も起きています。11月11日時点(厚生労働省：新型コロナウイル

ス感染症患者の療養状況、病床等に関する調査結果)で、全国の感染者に占める自宅待機者の割合は18％ですが、

愛知県は42.2％、名古屋市は60.9％と異常な多さです。陽性者を保護し、医療的なサポートもある宿泊療養施

設に原則入所できる対策の実施、さらに施設の拡充を県に要請するよう求めます。

５、感染防止対策を強力に進めるため愛知県と国に対して財政措置を求めること

ベルリン市ミッテ区の「平和の像」撤去を求める書簡の送付に抗議し、撤回を求める申し入れ

2020年11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

名古屋市は11月5日、ドイツ・ベルリン市ミッテ区長宛に、市長名で「平和の像」の撤去を申し入れました。

日本軍「慰安婦」に関する河村市長の誤った歴史認識を名古屋市が世界に広めることに対し、厳しく抗議し、

撤回を求めます。

書簡の中で、河村市長は「あいちトリエンナーレ」における少女像について「この像は極めて政治的な主張

であることに加え、歴史的な事実も考慮していない」ため「負担金交付を取りやめた」といい、「歴史的事実

に基づかない、日本を中傷する表現」だという抗議の声まで紹介してベルリンの「平和の像」の撤去をもとめ

ています。2日の定例記者会見では「ベルリンの像の碑文には、数えきれない数の子どもと女性たちが日本軍に

強制連行されて性奴隷にされたと、とんでもないことが書いてあり、これはウソである」とまで言って撤去を

求めています。

しかし、事実は全く違います。政府は河野談話（1993年「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長

官談話」）で、韓国人「慰安婦」が、「募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思

に反して行われた」と認めています。強制連行を否定していません。また、この河野談話は、安倍内閣でも、

「見直すことは考えていない」との立場を繰り返し表明しており、この点でも事実に反しています。

さらに問題なのは、「慰安婦」問題を「強制連行」の有無に矮小化することで、その全体像と本質を覆い隠す

ねらいがあるということです。女性たちがどんな形で来たにせよ、ひとたび日本軍「慰安所」に入れば性奴隷

状態におかれたという事実は、多数の被害者の証言とともに、旧日本軍の公文書などに照らしても動かすこと

ができない事実です。河野談話では「慰安所における生活は、強制的な状況の下」と記しています。この事実

こそ、「軍性奴隷制」として世界からきびしく批判されている、日本軍「慰安婦」制度の 大の問題です。

そこで以下の回答を求めます。書簡に記された「（１）この像は極めて政治的な主張であることに加え、

（２）歴史的な事実も考慮していない」事の根拠を明らかにしてください。

河村市長の態度は、過去の侵略戦争と植民地支配への反省を欠き、それを正当化するもので、こうした態度

は北東アジアの平和をつくるうえでもきわめて有害です。

「慰安婦」問題は女性の人間としての尊厳を踏みにじった行為であり、この歴史の事実に対して、「性奴隷

制」の加害の事実を認め、被害者への謝罪と賠償の責任を日本は果たすべきと考えています。日本共産党名古

屋市会議員団は、河村市長の発言と書簡の送付に強く抗議し、撤回するよう強く求めます。
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困窮者支援も含め年末年始援護対策に関する申し入れ

2020年12月16日
名古屋市長
河村たかし様

日本共産党名古屋市会議員団
団長 田口一登

市民の健康と暮らしを守る日々の取り組み、さらに新型コロナウイルス感染拡大という、かつてない事態に

昼夜分かたずご奮闘されていることに、心から敬意を表します。

今年で、第44回を迎える、名古屋市年末年始援護対策は、新型コロナウイルス感染症の発生により、例年の

方法での実施が難しい中で取り組まれるとお聞きしています。

新型コロナウイルス感染拡大は、市民生活に多大な影響を及ぼしており、特に失業や収入減少によって新た

に生活困窮となる方、住まいを失う、または失う可能性のある方が増えることが懸念されます。

初めて生活困窮となる、住宅喪失する方の中には、年齢が比較的若い方や非正規労働者の多くを占める女性も

含まれると考えます。今、経済的理由で自死する女性が増えており、抱える問題の深刻さがうかがえます。厚

生労働省の委託団体（厚生労働大臣指定法人 いのち支える自殺対策推進センター）の調査では、経済的支援等

により自死を抑制できると分析されていることから、行政とのかかわりが薄い世代への困窮者支援対策が緊急

に求められています。

名古屋市の年末年始援護や困窮者支援のこれまでの枠を超えた対策で、生活困窮者やホームレスが社会から

取り残され、命が危険にさらされることがないよう、十分配慮した対応が必要です。

名古屋市においては、年末年始援護対策を今後も継続するとともに、困窮者支援の拡充を求め、下記の諸点

を申し入れます。

記

1.感染拡大により、ホームレスや貧困状態の方が新たに増えることを想定し、年末年始の閉庁期間中も相談窓

口を開設すること。巡回相談も強化し迅速な対応に努めること

2.ホームレスや不安定就労者が行政支援や情報から漏れることがないよう、支援団体や医療機関等との連携・

協力を進めること

3.女性が経済的困窮、感染不安や行動自粛等によるストレス、虐待、ＤＶからホームレスに至る可能性の高さ

が指摘されており女性相談員を配置して対応を強化すること

4.支援団体と連携して生活困窮者への食糧支援を行うこと

5.感染防止の観点から、ホームレスに対してマスクや消毒液等の必要な配布を行うとともに、名古屋市が保有

する保護施設及び無料低額宿泊所の個室化をすすめること
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資 料 (主な新聞記事)

2020年11月3日 朝日新聞

2020年11月27日 毎日新聞

2020年12月12日
中日新聞

2020年12月8日
毎日新聞
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2020年12月15日 読売新聞 2020年12月16日 朝日新聞

2020年12月16日 毎日新聞

2020年11月18日 日経新聞

2020年12月4日 読売新聞
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2020年11月24日 新聞赤旗

2020年11月19日 読売新聞

2020年11月7日 読売新聞

2020年11月13日 日経新聞

2020年12月4日 毎日新聞
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2020年12月19日 中日新聞

2020年12月5日 日経新聞
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2020年10月29日 中日新聞 2020年12月10日中日新聞

2020年11月6日
中日新聞

2020年11月18日
読売新聞

2020年
11月10日
毎日新聞

2020年12月8日 朝日新聞

2020年12月8日 毎日新聞





(北区)

岡田ゆき子
℡ 915-2705

(中川区)

江上博之
℡ 363-1450

(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
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