
 たみニャン 

柴田民雄	 

発行	 名古屋市会議員柴田民雄事務所	 Tel	 052-858	 3255	 Fax	 052-858-3256	 

Web サイト	 tamio.jcpweb.net	 /	 メール:	 shibata@tamio.jcpweb.net	 	 

twitter	 @shibata_pin	 /	 Facebook	 www.facebook.com/tamio.shibata	 

日本共産党名古屋市会議員	 

昭和区市政ニュース	 

	 5月 14日(金)〜28(月)の５日間、選挙後
初めての５月臨時議会が行われ、議長選挙

や委員会の担当決めなどが行われました。 
	 議長選挙では、日本共産党から田口一登

団長が、副議長選挙では岡田ゆき子副団長

が立候補しましたが、いずれも 63 対 12
で敗れ、正副議長は以下の通り決定されま

した。（敬称略） 
名古屋市会議長 藤沢ただまさ（自民） 
名古屋市会副議長 小川としゆき（民主） 

 
	 また、議会運営委員会、６つの常任委員

会、などの議員が以下のように決定しまし

た。 
議会運営委員会	 

役職 氏名（所属会派・選出区） 
委員長 丹羽ひろし（自民・名東区） 
副委員長 加藤一登（民主・港区） 
理事 木下優（公明・中川区） 

鎌倉安男（減税・守山区） 
江上博之（共産・中川区）	 

委員 さはしあこ（共産・緑区）	 

浅井康正（減税・名東区） 
福田誠治（公明・南区） 
岡本やすひろ（民主・緑区） 
北野よしはる（自民・守山区） 
浅井正仁（自民・中川区） 
成田たかゆき（自民・天白区） 
くれまつ順子（共産・守山区）	 

手塚将之（減税・千種区） 
中村満（公明・中村区） 
橋本ひろき（民主・南区） 
小出昭司（自民・中村区） 
総務環境委員会	 

委員長 中里高之(自民・緑区) 
副委員長 橋本ひろき(民主・南区) 

さはしあこ(共産・緑区)	 

委員 服部しんのすけ(自民・熱田区) 
うえぞの晋介(民主・西区) 
浅井康正(減税・名東区) 
中川貴元(自民・東区) 

金庭宜雄(公明・守山区) 
三輪芳裕(公明・天白区) 
柴田民雄(共産・昭和区)	 

手塚将之(減税・千種区) 
加藤一登(民主・港区) 
小出昭司(自民・中村区) 
財政福祉委員会	 

委員長 成田たかゆき(自民・天白区) 
副委員長 長谷川由美子(公明・北区) 

山口清明(共産・港区)	 

委員 松井よしのり(自民・守山区) 
髙木善英(減税・中川区) 
塚本つよし(維新・瑞穂区) 
中田ちづこ(自民・中区) 
岡本善博(自民・中川区) 
斎藤まこと(民主・千種区) 
田中里佳(民主・天白区) 
ばばのりこ(公明・中川区) 
田山宏之(減税・北区) 
さいとう愛子(共産・名東区)	 

教育子ども委員会	 

委員長 岡本やすひろ(民主・緑区) 
副委員長 浅井正仁(自民・中川区) 

余語さやか(減税・緑区) 
委員 森ともお(民主・熱田区) 

近藤和博(公明・緑区) 
佐藤ゆうこ(減税・東区) 
高橋ゆうすけ(共産・南区)	 

ふじた和秀(自民・瑞穂区) 
おくむら文洋(民主・昭和区) 
くれまつ順子(共産・守山区)	 

木下優(公明・中川区) 
丹羽ひろし(自民・名東区) 
土木交通委員会	 

委員長 田口一登(共産・天白区)	 

副委員長 山田昌弘(民主・千種区) 
中村満(公明・中村区) 

委員 吉田茂(自民・港区) 
松本守(民主・緑区) 
増田成美(減税・緑区) 
藤井ひろき(共産・中村区)	 

北野よしはる(自民・守山区) 
渡辺義郎(自民・北区) 
服部将也(民主・北区) 
小林祥子(公明・名東区) 
大村光子(減税・昭和区) 
経済水道委員会	 

委員長 鹿島としあき(減税・西区) 
副委員長 斉藤たかお(自民・中村区) 

日比健太郎(民主・名東区) 
委員 岩本たかひろ(自民・緑区) 

土居よしもと(民主・瑞穂区) 
佐藤健一(公明・港区) 

田辺雄一(公明・千種区) 
西山あさみ(共産・中区)	 

藤沢ただまさ(自民・南区) 
伊神邦彦(自民・千種区) 
久野浩平(民主・中川区) 
岡田ゆき子(共産・北区)	 

鎌倉安男(減税・守山区) 
都市消防委員会	 

委員長 福田誠治(公明・南区) 
副委員長 西川ひさし(自民・昭和区) 

鈴木孝之(減税・天白区) 
委員 浅野有(自民・西区) 

沢田晃一(公明・西区) 
髙橋圭三(減税・中区) 
坂野公壽(自民・港区) 
横井利明(自民・南区) 
うかい春美(民主・中村区) 
青木ともこ(共産・西区)	 

江上博之(共産・中川区)	 

小川としゆき(民主・守山区) 
大都市制度・広域連携促進特別委員会	 

委員長 坂野公壽(自民・港区) 
副委員長 近藤和博(公明・緑区) 

佐藤ゆうこ(減税・東区) 
委員 吉田茂(自民・港区) 

西川ひさし(自民・昭和区) 
横井利明(自民・南区) 
服部将也(民主・北区) 
金庭宜雄(公明・守山区) 
鹿島としあき(減税・西区) 
柴田民雄(共産・昭和区)	 

山口清明(共産・港区)	 

小川としゆき(民主・守山区) 
防災・エネルギー対策特別委員会	 

委員長 橋本ひろき(民主・南区) 
副委員長 浅井正仁(自民・中川区) 

さはしあこ(共産・緑区)	 

委員 森ともお(民主・熱田区) 
髙木善英(減税・中川区) 
藤井ひろき(共産・中村区)	 

福田誠治(公明・南区) 
中里高之(自民・緑区) 
伊神邦彦(自民・千種区) 
長谷川由美子(公明・北区) 
大村光子(減税・昭和区) 
加藤一登(民主・港区) 

産業・歴史文化・観光戦略特別委員会	 

委員長 くれまつ順子(共産・守山区)	 

副委員長 岩本たかひろ(自民・緑区) 
小林祥子(公明・名東区) 

委員 浅野有(自民・西区) 
斉藤たかお(自民・中村区) 
増田成美(減税・緑区) 
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塚本つよし(維新・瑞穂区) 
浅井康正(減税・名東区) 
中田ちづこ(自民・中区) 
斎藤まこと(民主・千種区) 
うかい春美(民主・中村区) 
さいとう愛子(共産・名東区)	 

木下優(公明・中川区) 
都市活力向上特別委員会	 

委員長 小出昭司(自民・中村区) 
副委員長 山田昌弘(民主・千種区) 

鈴木孝之(減税・天白区) 
委員 服部しんのすけ(自民・熱田区) 

土居よしもと(民主・瑞穂区) 
沢田晃一(公明・西区) 
岡本善博(自民・中川区) 
田中里佳(民主・天白区) 
青木ともこ(共産・西区)	 

田口一登(共産・天白区)	 

中村満(公明・中村区) 
鎌倉安男(減税・守山区) 
丹羽ひろし(自民・名東区) 
公社対策特別委員会	 

委員長 田山宏之(減税・北区) 
副委員長 松井よしのり(自民・守山区) 

日比健太郎(民主・名東区) 
委員 松本守(民主・緑区) 

田辺雄一(公明・千種区) 
髙橋圭三(減税・中区) 
高橋ゆうすけ(共産・南区)	 

藤沢ただまさ(自民・南区) 
ふじた和秀(自民・瑞穂区) 
渡辺義郎(自民・北区) 
久野浩平(民主・中川区) 
三輪芳裕(公明・天白区) 
岡田ゆき子(共産・北区)	 

安心・安全なまちづくり対策特別委員会	 

委員長 佐藤健一(公明・港区) 
副委員長 岡本やすひろ(民主・緑区) 

江上博之(共産・中川区)	 

委員 うえぞの晋介(民主・西区) 
西山あさみ(共産・中区)	 

北野よしはる(自民・守山区) 
成田たかゆき(自民・天白区) 
中川貴元(自民・東区) 
おくむら文洋(民主・昭和区) 
ばばのりこ(公明・中川区) 
余語さやか(減税・緑区) 
手塚将之(減税・千種区) 

	 日本共産党は第３党になりましたので、

土木交通委員会と、産業・歴史文化・観光

戦略特別委員会の２委員会で委員長ポス

トを、総務環境委員会、財政福祉委員会、

防災・エネルギー対策特別委員会、安心・

安全なまちづくり対策特別委員会の４委

員会で副委員長ポストが割り当てられま

した。この力を最大限に発揮して 12人の

市議団で団結して頑張ります。 
	 なお、一部事務組合と広域連合の議会議

員として、日本共産党から以下のメンバー

が配属されることになりました。 
名古屋港管理組合議会	 

	 高橋ゆうすけ(南区)・山口清明(港区) 
愛知県競馬組合議会	 

	 くれまつ順子(守山区) 
名古屋競輪組合議会	 

	 藤井ひろき(中村区) 
愛知県後期高齢者医療広域連合議会	 

	 さはしあこ(緑区) 

陸上自衛隊第 10 師団が街な

かで銃を構えて行う徒歩訓

練に対し、中止の申し入れ	 
	 5月 19日(火)午後、陸上自衛隊第 10師
団（守山自衛隊）に日本共産党名古屋市議

団で、街中の徒歩行進訓練の中止を求める

申し入れを行いました。 
	 迷彩服を着て銃をかついで庄内川、矢田

川河川敷、周辺市街地を 126名の隊員が 5
月 21日に徒歩行進訓練を行うことを受け
ての申し入れです。 

 
(左)昨年の徒歩訓練	 

(右)守山自衛隊で展示されている戦車	 

	 以前より訓練を見た市民から、不気味、

異様、恐い、子どもには見せたくないと声

が出されています。市街地での徒歩行進訓

練は市民生活を脅かすものです。 
	 まず、名古屋市長に、自衛隊に訓練中止

をはたらきかけることを申し入れました。 

 
市長秘書に要望書を手渡す市議団	 

	 そして、守山自衛隊駐屯地の門前で、申

し入れ文書を手渡しました。市議団として、

陸上自衛隊第 10師団に徒歩訓練の中止の
申し入れをしたのは、初めてです。 
	 さらに、訓練通知を受け取っている守山

区長に対しては、訓練のようすを確認して

市民の安全を確保することと、市民に訓練

の情報を提供してほしいことを申し入れ

ました。 
	 市長への申し入れには、田口団長、高橋、

さはし、山口、くれまつ、藤井、青木の市

議７人が、陸自第 10師団と守山区長への
申し入れには、田口団長、山口、くれまつ、

青木、柴田の市議５人が訪問しました。 

7/10 オープンの瑞穂文化小

劇場を視察し改善を要望、昭

和文化小劇場も図面を確認	 
	 4/30(木)、瑞穂
区の市民からの

要望を受け、オ

ープン前の瑞穂

文化小劇場を視

察しました。ホ

ワイエ（ロビー）

が非常に狭いた

め、受付の設置

場所が非常に難

しく、なんとか

屋根と壁を拡張し

てエレベータホールを作れないかと提案

しましたが、相当大掛かりな改修工事にな

ってしまうので困難だとの回答でした。 
	 また、駐車場が施設によって料金が異な

る設定になっていることで混乱をきたさ

ないよう、運用上の工夫を要望しました。 
	 来年度オープン予定の昭和文化小劇場

の図面も見ましたが、瑞穂のような深刻な

問題はなさそうでした。練習室も２室あり、

独立して出入りできる構造で、地域の練習

場所不足の要求に応えるものとなってい

ます。 
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瑞穂文化小劇場	 

昭和文化小劇場	 


