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市会の11月定例会は、11月21日から12月10日までの20日間にわたって開かれ、平成26年度
名古屋市一般会計補正予算（第5号）等の市長提出案件20件、議員提出議案5件についての
審議等が行われました。

■「平成26年度名古屋市一般会計補正予算（第5号）」について、全会一致により原案どおり可決しました。
　一般会計補正予算（第5号）の概要は次のとおりです。
○衆議院議員総選挙等の執行 … 約4億9,875万円
　平成26年11月21日の衆議院の解散に伴い、衆議院議員総選挙等を執行するものです。

■「平成26年度名古屋市一般会計補正予算（第4号）」について、賛成多数により
　原案どおり可決しました。
　一般会計補正予算（第4号）の主な概要は次のとおりです。
○可燃・不燃・粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集委託に関する債務負担行為
　　…限度額27億1,900万円　外に消費税及び地方消費税相当額
　可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集の一部について、5か年にわたり
民間に委託するため、平成27年度から平成31年度までの債務負担行為を設定するものです。
○名古屋まちづくり公社建設に係る金城ふ頭駐車場施設の譲り受けに関する債務負担行為
　　…限度額154億2,400万円　外に利息並びに消費税及び地方消費税相当額
　建設代行方式により名古屋まちづくり公社が建設する金城ふ頭駐車場施設について、平成48年度ま
で施設の譲り受けに係る支払いを行うため、平成27年度から平成48年度までの債務負担行為を設定
するものです。

　11月定例会では上記の議案の審査のほかに、各常任委員会において以下の事項について所管事務調査を行いました。
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衆議院議員総選挙等の執行などに関する補正予算が成立しました。

■「名古屋市国民健康保険条例の一部改正について」を全会一致により原案どおり可決しました。
産科医療補償制度の改定に伴い、出産育児一時金の額を現行39万円から40.4万円に変更するものです。

■以下の5議案について、いずれも全会一致により原案どおり可決しました。
「職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」
「名古屋市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関する条例の一部改正について」
「名古屋市土地利用審査会条例の一部改正について」
「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について」
「火災予防条例の一部改正について」

衆議院議員総選挙等の執行などに関する補正予算が成立しました。

「名古屋市国民健康保険条例の一部改正について」等を可決しました。「名古屋市国民健康保険条例の一部改正について」等を可決しました。

11月定例会開会中に行った常任委員会の所管事務調査について11月定例会開会中に行った常任委員会の所管事務調査について
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市会だよりとは､市会の諸活動を広く周知することにより､議会への理解と関心を高める
ことを目的に発行しています｡より分かりやすい紙面づくりを目指すため､平成22年6月号
の市会だよりから､議員で構成する編集委員会を設置しました｡
また､議会の活動に関する情報を積極的に公開･発信するため､平成23年度から市会だ
よりの毎月発行化に向け､予算要求をして参りました｡しかし残念ながら､河村市長から
『回数をふやすことは､必要性､費用対効果の面で疑問がある』として､毎月発行化は認めら
れませんでしたので､平成26年度は年7回の発行となりました。
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広報なごや 市会だより

☞その他の議案については、４面をご覧ください。

　本会議や委員会での議論の様子は、名古屋市ウェブサイト（市会情報） http://www.city.nagoya.jp/shikai/ にて
録画中継をしています。ぜひご視聴ください。

債務負担行為とは？
複数年度にわたる契約の締結などにより、
翌年度以降に債務を負う内容をあらかじ
め予算で定めておくものです。

総務環境委員会

○北名古屋工場（仮称）及び富田工場の整備に関する進捗状況について調査

教育子ども委員会

○次期「子どもに関する総合計画」（案）について調査
○第3期ひとり親家庭等自立支援計画（案）について調査
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選挙区内での次のような行為は禁止されています。「贈らない・求めない・受け取らない」を基本に、皆さまのご理解・ご協力をお願いします。①政治家が寄附をすること。②有権者が政治家に寄附を求めること。③後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すこと。④政治家が年賀状などのあいさつ状を出すこと。⑤政治家や後援団体が有料のあいさつ広告を出すこと。寄附禁止と虚礼廃止　

11月28日から12月2日の本会議では、26人の議員が議案外質問を行い、市長初め市当局の
考えがただされました。主な質問・答弁の概要は次のとおりです。（発言順に記載してあります。）
なお、名古屋市ウェブサイト（市会情報）にて録画中継をしています。ぜひご視聴ください。

議案外質問から議案外質問から

11月28日（金曜日）11月28日（金曜日）

12月1日（月曜日）12月1日（月曜日） 12月2日（火曜日）12月2日（火曜日）

わしの恵子議員（共産）
市職員の給与に関する

人事委員会勧告に対する市長の認識
【質問】民間企業等で名古屋市に準じて給与を
決めているところも多いと思う。市長が給与改
定を実施しなければ、民間企業等の給与も上
がらないのでは。

【答弁】公務員の給料を上げて民間が全部上が
る世の中があればいいが、現実は違っている。
(河村市長)

松井よしのり議員（自民）
防災減災基金の新設

【質問】名古屋市震災対策実施計画の実効性を
担保し、計画を着実に推進するためにも、新年
度には基金を設置する必要があると考える
が、基金に対する覚悟のほどは。

【答弁】今後この計画を着実に推進していかな
ければならないと考えており、基金の設置等
も含め検討していきたい。（消防長）

湯川栄光議員（減税）
公園における高齢者の健康・体力づくり

【質問】今回提案した、トータルで行政コストを
削減する考え方や、公園における健康づくりを
効果的に行うには、局横断的な連携が必要と
なるが、市長の所見は。

【答弁】良いことだと思うので、足立区等の事例
を現地調査し、モデル実施してはどうかと考え
ている。（河村市長）

近藤和博議員（公明）
認知症による徘徊高齢者への対策

【質問】厚生労働省では身元不明の認知症高齢
者等に関する特設サイトを開設し、情報公開を
行っている地方自治体ホームページへのリン
ク一覧を設けたが、本市の見解は。

【答弁】プライバシーの問題を含め、愛知県や愛
知県警と協議して対応を検討していきたい。
（健康福祉局長）

小川としゆき議員（民主）
同報無線を活用した児童の安全確保

【質問】確認作業と同時に同報無線を利用して
犯罪から子どもを守るアナウンスをしてはど
うか。

【答弁】災害時以外での使用、緊急時以外の大
きな音の発生について、住民に理解いただく
必要がある。他都市の状況を調べ、モデル実
施してはどうかと思う。（河村市長、消防長）

冨田ひでとし議員（市権）
認知症ケアパスの作成

【質問】国の計画では、平成25年度から26年
度にかけて「認知症ケアパス」を作成すること
としているが、本市はどこまで進んでいるか。

【答弁】今年度、千種区においてモデル的に作
成する取り組みを開始したところであり、来年
度以降、全市への普及を目指していきたい。
（健康福祉局長）

岡田ゆき子議員（共産）
高校生のブラックバイト

【質問】地域で調査していくと高校生のアルバ
イトで違法・脱法と疑われる労働実態があ
る。実態調査する考えは。また、労働ルール
を学ぶ機会をつくる考えは。

【答弁】正確な実態把握に努め、労働基準監督
署と連携し、生徒の実態に応じ労働法に関す
る学習の場を設けていきたい。(教育長)

橋本ひろき議員（民主）
職員のモチベーションと職場モラール

【質問】人事委員会勧告を実施しないという市
長の考えは、職員の士気の低下につながり、
組織力が低下し将来の行政運営に支障が出
ないか。

【答弁】政治家としての立場と行政のトップとし
ての立場の接点を見出すため、引き続きパイ
プ役として努力していきたい。（新開副市長）

うさみいく愛議員（改革）
こども110番の家との交流

【質問】日頃からこども110番の家の方と子ども
たちが顔見知りになっておくことが大切であ
り、体験型防犯訓練は有益と考えるが見解は。

【答弁】より身近に感じられるようにしていくこ
とは危険を回避する上で意義あることと考え
る。今後交流の取り組みを各学校に周知して
いきたい。（教育長）

斉藤たかお議員（自民）
名古屋駅のターミナルスクエア

【質問】本市が策定したまちづくり構想にあるタ
ーミナルスクエアの設置に向け、強いリーダー
シップを取るべきでは。

【答弁】「ターミナルスクエア」の形成に係るプロ
ジェクト調整会議を年明けにも立ち上げ、スピ
ード感を持って具体的な内容検討を進めてい
きたい。（住宅都市局長）

とみぐち潤之輔議員（減税）
ジェネリック医薬品の最近の動向をふまえた

市立病院の経営改善
【質問】ジェネリック医薬品の採用基準を数値化
し明確にしていく考えは。

【答弁】すべての後発医薬品を一律の基準で数
値化することが妥当かは議論の余地があると
考えており、今後とも引き続き、適切な審査・採
用に努めていく。 （病院局長）

小林祥子議員（公明）
社会的養護が必要な子どもたちへの支援

【質問】社会的養護が必要な子どもたちを、どう
支えていこうとしているのか。

【答弁】社会的養護の下から巣立っていく子ども
たち一人ひとりが、「名古屋で育ってよかった」
と思っていただけるよう、子どもの視点に立っ
たさらなる取り組みを進めていきたい。（岩城
副市長）

北野よしはる議員（自民）
地域巡回バスの運行時間帯の拡大

【質問】「地域巡回バスご利用アンケート」の結
果を踏まえ、運行時間帯の拡大をいつ行うか。 

【答弁】さらなる利便性向上と利用促進の観点
から、アンケートで寄せられた要望を踏まえ
た運行時間帯拡大の来年度実施に向け、関
係局と協議・調整を進めていきたい。（交通
局長）

余語さやか議員（減税）
のら猫対策

【質問】なごやかキャットサポーター活動を広げる
ために、活動自体の普及・啓発を今以上に行う
ことや、活動に対するさらなる支援が必要では。

【答弁】動物愛護推進員と連携を図り、活動の
一層の普及に努めるとともに、より活動に取
り組みやすくなるような支援のあり方を検討
していく。（健康福祉局長）

佐藤健一議員（公明）
不育症について

【質問】市立大学に「不育症研究センター」が
11月設置されたが、臨床においても附属病
院に「不妊・不育症専門のセンター」を設置す
べきでは。

【答弁】年度内の不育に関する治療センター設
置に向け検討が進められていると聞いてお
り、引き続きこの分野で全国をリードしていっ
てほしい。（新開副市長）

おくむら文洋議員（民主）
森川邸田舎家の再現

【質問】森川如春庵が茶室としていた田舎家の再
現整備を、博物館の敷地内に変更すべきでは。

【答弁】茶道会も1億円を目標とした寄付を集
めると聞いている。森川如春庵の足跡を後世
に伝えていくことは博物館の役割の一つと考
えているため、敷地内での活用方法を検討し
ていく。（教育長）

中村孝道議員（庶民）
大都市特有の複雑・多様化する
災害に対する今後の消防体制

【質問】名古屋駅周辺の超高層ビルにどのよう
な消防体制で臨み、リニア中央新幹線駅へど
のような消防体制の構築を行うか。

【答弁】超高層ビルの災害発生時の円滑な体制
確保に努めるとともに、リニア開業を見据えた
万全の消防体制を構築していきたい。（消防長）

浅井正仁議員（自民）
区役所への非常用自家発電機の設置

【質問】南海トラフ巨大地震による津波被害の大
きい想定区はすぐにでも始める必要があると思
うが、どのようなスケジュールで進めていくか。

【答弁】被害想定で津波浸水被害が大きい中川
区など7区から整備を進め、平成28年度から
順次運用開始できるよう努めていく。（市民経
済局長）

金城ゆたか議員（減税）
「学校生活アンケート」の活用

【質問】アンケート結果を使った指導方法の検
討などの子ども応援委員会の取り組みとアン
ケート年2回の実施についての考えは。

【答弁】子ども応援委員会による学校支援を進
める上で大変有効な手立てと認識している。
今後は、年2回実施の有効性について研究し
ていきたい。（教育長）

田辺雄一議員（公明）
離婚後の親と子の面会交流

【質問】面会交流は市が司令塔の役割を果たし
ながら、裁判所など関係機関との連携が必要
と考えるが、今後の取り組みについての意見
と決意は。

【答弁】面会交流が子どもの健やかな成長に不
可欠なものであるという視点を持ち、啓発を
含めた推進について検討していきたい。（岩城
副市長）

斎藤まこと議員（民主）
鶴舞中央図書館に湧き出る地下水の活用

【質問】環境局とも連携しながら湧水を有効活
用していく考えはないか。

【答弁】鶴舞中央図書館の湧水は貴重な場所と
再認識した。湧水について「水の循環」の学び
の場となるよう環境局と連携して取り組んで
いきたい。また、具体的な活用は今後検討して
いきたい。（教育長）

玉置真悟議員（政和）
人口減少問題に対する本市の対応

【質問】名古屋市総合計画2018は人口減少の
行政区間偏差について書いていない。人口減
少問題に対する推進体制の所見を聞きたい。

【答弁】人口減少や人口構造の変化は重要な課
題であるといった認識を市役所全体で共有し
ながら、総合計画の着実な推進に努めてい
く。（新開副市長）

丹羽ひろし議員（自民）
人事委員会勧告についての市長の対応

【質問】これだけ議員の中からも今回の件はお
かしいと意見が出ている。もう一回考え直し
て今議会に再上程という考えは。

【答弁】私は柔軟にやってもいいと受け取って
いるので、今こそ上の人達が辛抱するときと
いう考えであるが、いろんなことも言ってあ
る。（河村市長）

林なおき議員（減税）
本市における情報システムの運用と

セキュリティーの高度化
【質問】従来の受け身の対策だけでなく新たな
対策を積極的に取り入れていく必要があるの
では。

【答弁】外部からの攻撃については日々新たな
脅威が発生し対策も常に変化していくものと
認識しており、今後も適切な情報保護を図っ
ていく。（総務局長）

かたぎりえいこ議員（市民）
なごやめしのＰＲ

【質問】名古屋の最も大きな観光資源とも言え
る食文化を、今後どう活用しＰＲしていくか。

【答弁】なごやめしの背景にある食文化への理
解を深めるとともに、市民や事業者と連携し
た盛り上げ、海外も含めた幅広い地域への情
報発信等、一層のＰＲに向け取り組んでいき
たい。（市民経済局長）

西川ひさし議員（自民）
迫り来るＰＭ2.5

【質問】ＰＭ2.5の原因物質の一つであるガソ
リンベーパーを低減させていくため、名古屋
がリーダーシップを取り、早急に対策を行うよ
う国に積極的に働きかけていくべきでは。

【答弁】全国の政令指定都市に呼びかけ、法令
改正が早期に実現できるよう、国に対する要
望活動をしていきたい。（環境局長）

地域巡回バス

同報無線

会派の略称説明
自民…自由民主党名古屋市会議員団 減税…減税日本ナゴヤ　　
公明…公明党名古屋市会議員団 民主…民主党名古屋市会議員団
共産…日本共産党名古屋市会議員団 民政…民政クラブ　　　　　　　　　　　　　
維新…名古屋維新の会 名市…名古屋市民クラブ　　
市民…市民クラブ 市志…減税日本　市志の会
庶民…減税日本　元祖・庶民革命 市権…市民主権クラブ
創名…創名会 改革…地方分権改革会
無ク…無所属クラブ ナゴ…ナゴヤの会
民和…民和会 政和…政和クラブ

　11月14日、「減税日本ナゴヤ」から冨田
ひでとし議員の離団届が提出され、同日、
「市民主権クラブ（1人）」が発足しました。
　また、11月定例会閉会後の12月10日
に、「減税日本ナゴヤ」から近藤徳久議員、
園田晴夫議員、林なおき議員の離団届が提出
され、同日、「仁心なごや（1人）」、「北無所属
の会（1人）」、「中川・市民の会（1人）」が発足
しました。
　これに伴い、12月10日、議会運営委員が
松山とよかず議員から、金庭宜雄議員に変
更になりました。
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11月定例会提出議案の賛否について11月定例会提出議案の賛否について 今期（平成23年3月以降）の議会改革の主な取り組み

11月定例会にて議決した、市長提出案件と議員提出議案に対する賛否に
ついては、次のとおりです。

■以下の案件については、賛成多数により可決（同意案件については
同意）しました。各議案に対する賛否と結果は次のとおりです。

■以下の案件については、いずれも全会一致により可決（諮問案件に
ついては異議なき旨の答申議決）しました。

名古屋市会 検索検索

市長提出案件

市長提出案件

議員提出議案

○愛知県公安委員会の委員推せんについて
○平成26年度名古屋市一般会計補正予算（第4号）
 賛成：自民、減税、公明、民主、民政、維新、名市、市民、市志、
  庶民、市権、創名、改革、無ク、ナゴ、民和、政和
 反対：共産
　　（うかい議長は採決に参加していません。）

○職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について
○名古屋市国民健康保険条例の一部改正について
○名古屋市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等
に関する条例の一部改正について

○名古屋市土地利用審査会条例の一部改正について
○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
条例の一部改正について

○火災予防条例の一部改正について
○契約の締結について（２件）
○契約の一部変更について（２件）
○財産の取得について
○指定管理者の指定について（3件）
○当せん金付証票の発売について
○事業変更に対する同意について
○人権擁護委員の推薦について

■正副議長選挙での所信表明の実施
●平成23年3月定例会から、正副議長選挙の前に議員総会を開催し、
所信表明を実施しています。

■市会委員会インターネット中継の実施
●本会議中継に加え、平成23年3月28日に開会した委員会から、委員
会のインターネット生中継を実施しています。また、委員会が終わった
後も1年間は録画を配信しています。

■市会委員会記録インターネット公開の実施
●本会議の会議録に加え、平成23年3月から、平成19年改選後からの
委員会記録をインターネットで公開しています。

■委員会における委員間討議の実施
●平成23年3月定例会から、委員会において議員同士が討議を行う委員
間討議を行っています。

■市民が傍聴しやすい環境の整備
●平成24年5月臨時会から、本会議の傍聴手続きについて年齢の記入
を廃止し、本会議傍聴者に対し飲料水を提供するとともに、常任・特別
委員会の傍聴人数を7人から10人に増やしています。

■議会報告会の開催（モデル実施）
●平成24年6月及び11月に計4カ所で議会報告会をモデル実施し、約
450人の市民の皆様にご参加いただきました。
※河村市長に対して、議会報告会開催のための予算要求を繰り返し行っていますが、
議会として行う議会報告会の開催は認められておりません。

■市会図書室における市民が利用しやすい環境の整備
●平成24年6月定例会から、市民に身近で開かれた議会を推進するた
めに図書の一般貸出しを行うとともに、それまで閉室していた正午か
ら午後1時の時間も開室することとしました。

■なごや子ども市会の開催
●名古屋市内に在住・在学する小学5・6年生を対象に、自分たちが住む
まちの議会を体験し、市政に対する興味・関心を高めていただくため
「なごや子ども市会」を平成24年、平成25年、平成26年に開催しました。

■本会議場で防災訓練の実施
●平成24年9月19日、本会議場において市内で震度7を観測したこと
を想定し、市民（傍聴人）等を本会議場の外へと誘導する訓練を実施
しました。

■本会議場傍聴環境のバリアフリー化の実施
●平成25年2月定例会から、聴覚障害のために音声が聞き取りづらい方の
ため、本会議場傍聴席の一区画に磁器ループシステムを設置しました。
また、高齢者や障害者の方がエレベーターを利用して本会議場にお越し
いただけるように、新たな傍聴受付を設置しました（下図参照）。

■特別委員会の中間報告の実施
●平成25年5月臨時会及び平成26年5月臨時会において、各特別委
員会の中間報告を実施しました。

■わかりやすい質疑・質問への取り組み
●平成26年6月定例会から、本会議における質疑・質問の際に使用する
パネル等を議員及び理事者の席上に印刷配付することを認めました。

●エボラ出血熱対策の充実・強化に関する意見書
地方公共団体が行うエボラ出血熱対策の充実・強化に必要な

財政措置を講ずるよう強く要望するものです。
●全てのひとり親に対する寡婦（寡夫）控除の適用に関する意見書

税法の寡婦（寡夫）控除に関する規定を改正し、全てのひとり
親に寡婦（寡夫）控除を適用するよう強く要望するものです。

●「女性が輝く社会」の実現に関する意見書
「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%」との目標
について、民間に先駆けて政府、国会、地方公共団体がより早急
に率先して取り組み、毎年その進捗状況について公表すること
などを実現するよう強く要望するものです。

●介護・子どもに関する予算の充実・強化を求める意見書
介護保険制度改正によって保険給付から市町村事業に移行

された要支援者に対する訪問介護と通所介護については、地域
間格差やサービス低下及び福祉労働者の処遇低下を招かない
ために必要な予算を確保することなどを実現するよう強く要望
するものです。

●火山噴火災害に対する観測・監視体制及び研究体制の強化を求
める意見書
測候所などの観測・監視体制を整備することなどを実現する

よう強く要望するものです。
意見書の全文は、名古屋市ウェブサイト（市会情報）でご覧いただけます。

本会議・委員会の傍聴のご案内
本会議の傍聴

委員会の傍聴

本会議の傍聴を希望される方は、本会議の当日、
傍聴受付で傍聴券を受け取り入場してください。傍聴
の受付は、開会予定時刻の30分前から開始します。
傍聴受付は、次の２ヶ所です。
○本会議傍聴受付（本会議場東側）
市役所本庁舎１階の一般傍聴用階段を利用

して3階まで上ってください。
○バリアフリー対応傍聴受付（市役所本庁舎）
エレベーター等を利用して市役所本庁舎３階

まで上ってください。
傍聴席は356席(車いす席は6台分)あります。
◇お問い合わせ先…本会議の傍聴に関することは
市会事務局総務課　TEL 972－2083

　委員会の傍聴を希望される方は、委員会の当日、
市役所東庁舎2階の市会事務局議事課で、傍聴許
可証の交付を受けてください。傍聴の受付は、開会
予定時刻の1時間前から開始します。
　傍聴席は各委員会室に10席ずつあります。（なお、
議会運営委員会の傍聴人の定員は7人です。）
◇お問い合わせ先…委員会の傍聴に関することは
　市会事務局議事課　TEL 972－2075
　本会議・委員会の予定日時は、名古屋市ウェブ
サイト（市会情報）で随時掲載しています。




