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議会だよりの愛称を募集します！
　今月号の議会だよりから、より多くの市民のみなさんが手にとっていただき、
読んでいただける議会だよりを目指し、全紙面のリニューアルを行いました。
　北名古屋市議会は、より一層市民
のみなさんの身近な存在でありたい
と考えています。そこで、新しくなっ
た「北名古屋市議会だより」の愛称
を募集します。みなさんの想いを込
めた素敵な名前をお待ちしています。

①応募条件
一人につき何点で
も応募できます
が、 1点につき 1
枚でお願いします。

⑥その他
採用された愛称は、後日デザイン
を施し、平成28年 2 月発行の議会
だよりから使用する予定です。
採用された愛称は北名古屋市議会
に帰属することとなります。

③送付先
〒481-8501 北名古屋市
熊之庄御榊60番地
北名古屋市議会事務局

「議会だより愛称募集係」
E-mail：giji@city.kitanagoya.lg.jp

FAX：0568-23-3140

⑦応募特典
採用者には記念品（図書カード3,000円
分）を贈呈いたします。

④応募期限
平成27年 9 月 7 日（月）必着

⑤審査・発表
議会だより編集委員会で審査決定します。
採用者への通知。北名古屋市議会だより（11月
号）、北名古屋市ホームページへの掲載。

応募要領

②応募方法
様式は問いません。

はがき又は封書に議会だよりの愛称、愛称へ
の想い、住所、氏名、年齢、電話番号を書い
て送付してください。（メール・FAXでの応募
も可とします。）
※�個人情報は愛称募集の目的以外には使用し
ません。
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本会議・委員会を傍聴してみませんか？
◦受付
　市役所東庁舎 4階東エレベーター前で
傍聴受付を行います。
　氏名と住所の記入をお願いします。
　本会議の受付時間は午前 9時30分から
随時行っています。
　委員会の受付時間は会議開始30分前か
ら15分前までです。

◦第 1委員会室・
　全員協議会室〔委員会〕
　傍聴席は10席あります。先着順ですの
で、定員に達した場合は、第 2委員会室
でモニター中継がご覧になれます。
　トイレ等やむを得ない場合を除き、途
中入退室はできません。

◦議場〔本会議〕
　傍聴席は全部で50席あります。
入退室は自由ですが、お静かにお
願いします。
　録音や写真・ビデオ撮影、飲食
ができない等のルールがありま
す。受付にてご確認ください。

N

東庁舎 4階

受付

議場

第1委員会室

全員協議会室

3議会だより　Vol.47



今回の議案は
　条例等の一部改正   2 件
　条例の廃止   1 件
　人事案件   1 件
　意見書（議員提案）   1 件

○�低所得世帯に対する国民健康保険税の負担の軽減を図るため、軽減判定所得の基準を改
めた。それにより、国民健康保険税の軽減対象が広がった。（詳しくは10ページに記載）

軽減判定所得の基準

区分 改正前 改正後

5割軽減 330,000円＋245,000円×
被保険者数

330,000円＋260,000円×
被保険者数

2割軽減 330,000円＋450,000円×
被保険者数

330,000円＋470,000円×
被保険者数

平成27年　第2回定例会の結果
　会期24日間　 6 月 2 日〜 6 月25日

全ての議案名と結果の詳細
は、北名古屋市議会ホーム
ページの「議案・請願とそ
の審議結果」をご覧ください。

条例 北名古屋市国民健康保険税条例等の一部改正
について 可決

どんな人が対象になるの？
　前年中の世帯の総所得が上の表の金額以下の
場合、軽減の対象になります。

Pick Up
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○名　称　北名古屋市給食センター
○位　置　北名古屋市北野小柳27番地

○�北名古屋市市民グラウンドは、（仮称）北名古屋清掃工場建設に
伴い平成27年7月31日をもって利用ができなくなる。

○�ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する意見書の提
出をした。具体的な要望は、
　①�ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
　②�身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基

準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすることである。

○早川　博俊 氏（北名古屋市鹿田）

条例

意見書

人事案件

条例

北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関す
る条例の廃止について

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の
拡充に関する意見書の提出について

人権擁護委員の候補者の推薦について

北名古屋市学校給食センター設置条例の
一部改正について

可決

異議
なし

可決

可決

　8月1日より、二子にて北名古屋市総
合運動広場（北名古屋稲葉篤紀ふるさ
と広場）がご利用いただけます。

　北名古屋市の人権擁護委員数は9名で、人権に関する
啓発活動や人権相談を受ける等の活動をしています。

　新しい給食センターでは、9月2日か
ら学校・保育園の給食調理を始めます。

Pick Up

Pick Up

Pick Up
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　全国市議会議長会定期総会（平成27年 6 月17日開催）において、地方自治
の発展に尽力された功労（10年以上）により、本市議からは以下の 7名の方
が表彰を受けられました。

牧野　孝治議員

神田　薫議員

平野　弘康議員

松田　功議員

沢田　哲議員

山下　隆義議員

大野　厚議員

議会運営委員会視察

　次に訪問した飯田市議会
においても、地域性を考慮
するためブロックごとに議
会報告会を開催し、市民の
声を政策づくりに反映する
政策形成サイクルが構築されていました。
　いずれも議会報告会の運営について検討している
本市議会にとって、非常に参考となる内容でした。

　議会運営委員会は、 7月 8日、 9日に岐阜県高
山市及び長野県飯田市を訪問し、市民の声を反映し、
開かれた議会運営を実現するため「政策提言」を中
心テーマに議会運営等について視察研修を行いまし
た。
　高山市議会では、市域が広大であることから地域

別に政策課題をテーマ
とした市民意見交換会
を開催し、政策提言と
いう形で市民の声を市
政に反映しています。

議 員 表 彰

▲高山市役所

▲高山市議場

飯田市役所 ▼
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質問議員　13名

　ここでは、一般質問の一部のみを
掲載しています。
　一般質問の全ての内容は、動画や
会議録でご覧いただくことができま
す。市ホームページの「市議会」か
ら「議会録画中継」「会議録検索シ
ステム」を検索してご覧ください。

一般質問

　災害時に健康ドームは応急救護所となるのか。
また、震災直後に迅速に応急処置が可能な体制は
整っているか。
　防災環境部長　
　健康ドームは平成25年度から救護所として位置
付けている。応急処置訓練や医療機関への搬送訓
練を実施しており、今後も関係機関・団体とより
緊密な協力関係の構築に努めていく。
その他の質問
◦�被災直後の負傷者への対応について
◦�災害時に使用目的が定められている 3施設につ
いて

　災害時の情報インフラの複線化を図るため、市
内のWi-Fi整備化を普及させ、Wi-Fi搭載の防災型
自動販売機を導入してはどうか。
　総務部長　
　現在建設中の西庁舎分館の 1階への導入を念頭
に、自動販売機を活用した情報インフラ整備につ
いて公益性とのバランスを考えながら、調査・研
究していく。
その他の質問
◦�北名古屋市シェイクアウト訓練実施について
◦�中学生防災リーダー養成について

　自治会を対象とした固定式防犯カメラの設置補
助金が予算化されたが、
①�設置場所の選定方法は。
②�行政と自治会の費用及び分担は。
③�ごみの不法投棄への対応は。
　防災環境部長　
①�平成26年中の犯罪多発地域の 2つの自治会を選
定し、防犯上効果的な箇所としたい。
②�市は、 1つの自治会につき50万円を限度として
補助する。自治会は、防犯カメラ設置後の保守・
点検料、電気代等を負担していただく。
③�不法投棄の抑止のため、可搬式防犯カメラの貸
出しを検討したい。
その他の質問
◦�空き家対策の推進について

防災訓練

桂川　将典（市政クラブ）
防犯カメラの設置と貸し出し
について

神田　　薫（市政クラブ）
情報インフラとしての「Wi-
Fi整備化」について

沢田　　哲（市政クラブ）
応急救護所の運営方法など
について
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　高齢者等を消費トラブル、電話勧誘被害、特殊
詐欺から守るため、新しい防犯アイテムを利用し
た未然防止策を普及啓発する考えは。
　商工農政課長　
　他市の新しい防犯アイテムの先行事例を検証
し、モニター制度導入を視野に入れ、調査研究を
進める。

①�空き家対策特別措置法が施行されたことに伴い
廃屋になる前の有効活用対策は。

②�相談、対策窓口の一本化についての考えは。
　統括参事　
①�空き家の所在状況をデータベース化し、所有者
の意向を聞きながら、市民活
動団体や地域での有効活用が
できる対策を検討したい。

②�相談窓口の一本化を検討して
いく。

　安全保障関連法案は、集団的自衛権行使容認の
決定に基づく関連法案として国会で議論されてい
る。市民の世界に平和の声を発信してほしいとの
訴えに市長の見解は。
　市長　
　立場上、国会審議の法案に意見表明は
できないが、市民の平和な生活を守るた
め、十分審議し、速やかに決断されるこ
とを望んでいる。
その他の質問
◦�危険な空き家撤去に支援を

①�現在の小・中学校での防災教育の取組及び今後
の課題は。
②�防災教育としてジュニア防災検定に取り組んで
みては。
　教育長　
①�学校現場では、さまざまなケースを想定した避
難訓練等を実施している。東日本大震災をきっ
かけに、地域の方と協働による訓練も行ってい
る。今後の課題は、安全教育の時間を確保し計
画的に実施することである。
②�ジュニア防災検定の効果は認めるが、時間をつ
くり実施することは難しい。

①�集中豪雨時、ポンプ場に十分な能力があっても、
放流先の河川が危険水位に達した場合は稼働で
きない。新たに排水路を整備する考えは。
②�市内の中小排水路は、多くが用排兼用水路であ
る。水路の老朽化や現在の住宅事情を踏まえた
排水路についての考えは。
　建設部長　
①�市内の公園整備と連携し、雨水貯留施設整備の
計画を進めるとともに、愛知県等と連携し、総
合治水対策に取組んでいく。
②�パイプライン化が有効だが、費用対効果から、
現段階では具体策とは言えない。地域の実情に
応じた方法を提案、相談し対応していきたい。

猶木　義郎（公明党）
消費者トラブル・特殊詐欺
防止対策について

間宮　文枝（公明党）
空き家対策について

大原　久直（日本共産党）
安全保障関連法案について

永津　正和（市政クラブ）
市民の安全、安心を守る水
害対策について

上野　雅美（市民民主クラブ）
防災教育について
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①�災害時における災害時要援護者の登録情報の市
民への提供方法は。

②�災害弱者を含めた地図作成の啓発及び支援につ
いての考えは。

　福祉部長　
①�平常時は民生委員と自主防災会へ提供している
が、災害時には必要に応じ、市民からの問い合
わせに対応していきたい。

②�モデル地区の中之郷、加島での取組を参考とし、
自治会などに積極的に働きかけ、自主防災会と
一緒に検討していく。

①�発達障害の早期発見、早期支援が求められてい
るが、 5歳児健診の必要性についての考えは。

②�就園されていない方を特定し、年 1回の 5歳児
健診の実施及び受診勧奨する考えは。

　市民健康部長　
①�軽度の発達上の問題等が明らかになることもあ
ることから必要性は認識している。

②�課題解決に向け先進市事例を検証し、研究して
いく。

　日曜日開催のイベント、公共施設の日曜日開館
が増えている。子供から大人まで多くの市民の移
動手段として、きたバスを日曜日に運行する考え
は。
　防災交通課長　
　日曜日は安全管理のため車両の点検日としてい
る。日曜日運行は利用者数に比してコスト高とな
り、費用対効果の面で運行は難しい。
その他の質問
◦�「きたバス」の小牧市民病院・上小田井駅への
連結を

◦�市民とつながる「きたバス」

①�保育所・幼稚園等の選択についてライフスタイ
ルや市民の生活にあわせた制度運用が求められ
ている。今後どのような形で支援するのか。
②�福祉・教育や公立・民間の違いを越えて、子ど
も・子育て支援制度を形作ることはできないか。
　福祉部長　
①�市内幼稚園にて一時預かり事業を実施し、選択
の環境は整っている。
②�市内の幼稚園と情報交換しながら事業を進めて
おり、今後も継続していきたい。
その他の質問
◦�子ども・子育て支援事業計画について
◦�送迎保育ステーション事業について
◦�多様なライフスタイルを支える土曜開庁につい
て

　現在のふるさと納税の取り組みには改善の余地
があると思うが、
①�寄附方法にクレジットカード決済導入の考えは。
②�地元PRのため、北名古屋市産「あいちのかおり」
を提供する考えは。
③�在住者が納税できる地元民限定ふるさと納税制
度の導入の考えは。
　財務部長　
①�平成27年 9 月導入予定である。
②�他の地域の米と混在し難しい。銘柄は前向きに
検討していきたい。
③�使途限定の寄附でもあり、導入を考えている。

きたバス

齊藤　裕美（公明党）
5歳児健診の実施について

渡邊　幸子（市政クラブ）
災害時要援護者の個人情報
保護の在り方について

阿部　武史（無会派）
保育所、幼稚園等の選択支援
について

渡邊麻衣子（日本共産党）
「きたバス」の日曜運行拡大を

梅村　真史（無会派）
北名古屋市のふるさと納税
について
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委員会における審査報告

合計で約390万円ある保険税軽減相当額は、愛知県
から 3 / 4 の約290万円が交付される。市が負担す
るのは、影響額の 1 / 4 の約100万円となる。

平成27年 1 月 1 日現在の賦課状況で、
5割軽減が97世帯、 2割軽減が136世帯、合計233
世帯が増加する。

5割軽減で約200万円、 2割軽減で約190万円、
合計で約390万円、保険税収入が減額になる。

軽減後で、 5割軽減世帯が9.65％、 2割軽減世帯
が10.07％になる。

今回の軽減の拡大はないが、17.85％である。

市の負担はどれくらい増えるか。

今回の拡大によって軽減世帯が
どれだけ増えるのか。

影響額はどれだけか。

軽減世帯の割合はどれだけか。

7割軽減世帯はないのか。

〜主な議案質疑内容を紹介します〜
福祉教育常任委員会

北名古屋市国民健康保険税条例等の一部改正について

議員

議員

議員

議員

議員

市

市

市

市

市
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市議会モニター意見箱
〜第 2回　定例会〜

◦「考える議員」「実現をめざす議会」を要望します。
◦�もっと追求してもらいたい問題に対し、あっさりと引き下がるのではなく、
ここぞと思う問題に対しては迫力をもって追求をしてほしい。
◦�当市議会は、開放された市議会として、成果をあげていると思いますが、
議会の中味は十分機能していないように感じます。
◦�全体的に管理職員の説明が早すぎて理解ができかねます。
◦�閉会中の継続調査申出の政策提言の調査等、大いに期待したい。

　平成27年度の市議会モニターは 8名の方が活躍していま
す。ここでは、いただいたご意見を紹介します。

その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。
今後の議会運営に役立てていきたいと思います。

第3回 定例会の予定

8月

9月

19日　定例会告示日
26日　本会議

3日　本会議（一般質問）
4日　本会議（予備日）
8日　決算特別委員会
9日　決算特別委員会
10日　予算特別委員会
11日　福祉教育常任委員会

　北名古屋市議会ではインターネットでの議会中継の
映像配信を行っています。
　スマートフォンやタブレット、パソコンも
Windows、Macともに視聴可能です。
　是非、この機会に市民の皆様のアクセスをお待ちし
ております。

インターネットで議会の録画中継が見られます

14日　建設常任委員会
15日　総務常任委員会
16日　鉄道連続立体交差事業等
　　　検討特別委員会
24日　本会議

請願・陳情の
受付について

　第 3回定例会の審査対象となる請願書・陳情書の提出期限は、 8月17日（月）の
午後 5時（予定）です。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

北名古屋市議会　中継
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編集後記

　今回の議会だよりから全面リニューアルでお届けしておりますが、いかがで
したでしょうか。
　より一層、皆様から親しまれる議会だよりを目指し、議会だよりの愛称を公
募にて決定することとしました。多くの方からのご応募をお待ちしております。
　今後とも、市議会に対しましてご支援をお願いいたします。

もっと身近に！ 20名リレー
議員自己紹介

　現在20名の議員で市議会を運営しています。議会を身近に！を
目指し、毎号リレー形式で議員が自己紹介をしていきます。

質問内容　Q1.趣味は？　Q2.好きな言葉は？　Q3.尊敬する人・好きな芸能人は？
　　　　　Q4.市民へメッセージを！
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表紙紹介
加藤 小百合さん

（名古屋芸術大学4年）
この作品は、名古屋芸術大学の学
生さんに描いていただきました。

No.1

梅
うめ

　村
むら

　真
まさ

　史
し

◦議席番号／ 1
◦無会派
◦ 1期目

阿
あ

　部
べ

　武
たけ

　史
ふみ

◦議席番号／2
◦無会派
◦1期目

A1. �勉強・ツーリング・古典芸能鑑賞・将棋・
エアロビクス・ガーデニング

A2. �臥薪嘗胆
A3. �きゃりーぱみゅぱみゅ、田中角栄、宇多田
ヒカル、片岡愛之助、クニオ・ナカムラ元

パラオ大統領

A4. �自分と全く違う意見に耳を傾け、自己批判
できる議員が目標です。

A1. フットサル・歌・風呂上がりのビール
A2. �Easy�Come,�Easy�Go（悪銭身につかず）
A3. �岡田武史、本田圭祐、アンゲラ・メルケ
ル、唐沢寿明、堺雅人、Perfume

A4. �歴史と文化を大切に、未来の北名古屋へ
政治をつなげます！
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