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昭和区市政ニュース
新年度の団役員を選出

日本共産党を通じて募金いただく場

市会議員柴田民雄活動日誌

合は、柴田民雄事務所にお届けいただ

● 21(木)：昭和区九条の会
● 22(金)：サポートセンターbeing吹上総会
来賓
● 23(土)：ピースアンサンブル
● 24(日)：名古屋市学童保育連絡協議会
総会, 映画「首相官邸の前で」上映会
● 25(月)：総務環境委員会[請願・陳情]
● 26(火)：定例朝宣伝[川名駅], 昭和区安
心安全で快適な街づくり推進協議会総
会来賓

くか、下記の郵便振替口座に送金くだ

4 月 25 日(月)党
市議団は 2016 年度

さい。

の役員を選び、記

【郵便振替口座】01940-8-55836
【加入者名】日本共産党熊本県委員会
※通信欄に「九州地震募金」とお書き
ください。

者会見しました。

2016年度日本共産党名古屋市議団の構成と役員
団 長

田口

一登（天白区）

副団長・幹事

岡田

ゆき子（北区）

幹事長

江上

博之（中川区）

政審委員長

山口

清明（港区）

副政審委員長・広報委員長
くれまつ順子（守山区）
会計責任者

さいとう愛子（名東区）

団 員

さはし

あこ（緑区）

党市議団は4月分の報酬増
額分を熊本県に寄付しました

と 4 月分の報酬受取額

党市議団は 4 月 21 日(木)、議員報酬

12 人 の 議 員 の 総 額 で

増額分の 4 月分を、熊本地震の義援金

334 万 7,040 円になりま

に寄付することを記者会見にて明らか

す。寄付先は、熊本県の

にしました。

熊本地震義援金です。

青木
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議員報酬４月分のうち増額分は熊
本地震義援金に寄付しました
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高橋

ゆうすけ（南区）

西山

あさみ（中区）

藤井

ひろき（中村区） くなりになられた方のご冥福をお祈り

九州地方地震支援
募金にご協力を
4 月 14 日に 1 回目の最大震度 7 の地
震が起こって以来、いまだに余震が続
いている九州地方地震の被災者の皆さ
お読みください

んへの救援
募金に取り
組んでいま
す。

団長

田口一登

熊本県を中心とした大地震で、お亡

の差額分を寄付します。

以上、ご報告します。
柴田議員は、278,240 円を寄付しまし
た。なお、市議一人ひとり、源泉徴収
額が異なる等のため寄付額は同額では
ありません。

説明
責任

本日、年間 655 万円も引き上げられ

議員報酬問題 求
な
める請願 ど保留に

た議員報酬の 4 月分が、75 人の議員に

4/25総務環境委員会で請願審査

支給されました。日本共産党名古屋市

4 月 25 日(月)13:30～開催された総務

議団は、800 万円を超える増額分につい

環境委員会で、請願・陳情審査が行わ

ては、寄付することを決めています。

れました。

するとともに、被災された皆さんにお
見舞い申し上げます。

今月分の寄付についてですが、熊本

市議報酬の引き上げ条例議決の過程

地震の被災者救援に対する募金に充て

において、市民の意見を一切聴取して

ることを全議員で確認し、個々に手続

いないことへの市民の怒りを込めた請

きを進めています。具体的には、3 月分

願が提出されました。内容は、市議の
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報酬額を決める時には必ず市民の声を
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柴田民雄事務所にて、協力弁護士と初回無料で
昭和
西友御
法律相談ができます【予約制・30 分】
署
器所店
塩
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聴き反映させることと、決めた報酬額
については、市民に対して説明責任を
果たすことの 2 点を求めるものです。
柴田議員は、
「次回議員定数や市議の
報酬額を変更するときには、必ず第三
者機関を設置して市民の声を聴くこと

日本共産党名古屋市会議員柴田民雄

を強く求める。」と発言し、請願の採択
を強く求めました。

昭和区市政ニュース No.52 No.53 合併号

「東京オリンピックまでに」という
のは無理に無理を重ねたスケジュール

さすがに報酬引き上げ賛成 3 会派も、 だということも、同委員会での議論で
この請願を不採択にすることはできず、 はっきりしました。今年 12 月にはエレ
取り扱いは「保留」となりました。

ベーターの解体に着手し、天守閣は閉

この日は、この他に新規分として、 鎖するという工程です。しかし、その

北海道衆院5区補選
池田氏大健闘！
野党共闘の大きな可能性示す
4 月 24 日(日)に

「議会を週末や夜間に開催することを

頃は実施設計を行っている最中です。

投開票された、衆

求める陳情」など合計 5 つの陳情と 4

設計も終わっていないのに、天守閣の

議院北海道５区の

つの請願について審議を行いました。

解体に着手したら、設計で問題が出て

補欠選挙は与野党

きても、もう後戻りできません。議会

が全面対決する構

の承認も無視した無茶苦茶なスケジュ

図となりました。

ールです。

開票結果
和田義明（自民・新） 当選
池田真紀（無・新）

請願はいずれも「保留」、陳情はいず
れも「聞きおく」となりました。

4/22経済
水道委員会

木造
復元

天守閣 やっ
5/14緊急
ご参加ください 市 政 懇 談 会
てる場合ではない
（田口一登ブログより）4 月 22 日(金) あ わ て る な ！
に行われた市議会経済水道委員会で、 名古
屋城 天 守 閣 木 造 化
工期 4 年 4 ヶ月の〝無謀な〟名古屋城

天守閣木造復元について議論が行われ

党名古 屋市 議団 が 緊 急 市政 懇談会

惜敗のあいさつをする池田氏

135,842
123,517

共産党や民進党など野党４党が推薦す
る無所属の池田氏は、残念ながら当選
には至りませんでした。しかし道選管
の発表した市区別のデータ (下表) では市
区部 6 区中 4 区で池田氏が 50%以上得票

ました。熊本地震によって、国の特別

「あわてるな！名古屋城天守閣木造化」 しています（白黒反転で表示）。千歳市と恵庭

史跡・熊本城跡の重要文化財となって

を開催します。ぜひご参加ください。

市は、自衛隊関係者の割合が非常に高

日時：5 月 14 日(土)14:00～16:00 予定

いという特殊事情があり、それがなけ

会場：KKR ホテル名古屋 3 階

れば逆転していた可能性もあります。2

住所：名古屋市中区三の丸 1-5-1

月 19 日の 5 野党(当時)合意以降初めて

講師：日本共産党市議、識者は調整中

の本格的な国政選挙で、野党共闘の力

※参加費は無料、参加申し込み不要

をはっきりと示した結果となったとい

いる櫓が石垣もろとも崩れました。被
災地の復旧・復興、熊本城跡も復旧を
進めなければいけない時に、名古屋市
が名古屋城の天守閣に人（宮大工など
の職人）や資材（木材など）をかき集
めるようなことをやっていいのか！！
「天守閣は耐震性が低い」のなら、す
ぐに耐震改修すればいい。29 億円です
みます。日本共産党の西山あさみ議員
は、「『木造復元ありき』の方針を転換
すべきだ」と求めました。
名古屋城の天守台の石垣は、
「戦災に
よって、もろくなっている可能性があ
る」
「はらみのある北面全体を積み直す
必要がある」といわれています。同委

名古屋城天守閣の木造復元構想につ
いて 4 月下旬、名古屋市が事業費 505
億円分の市債を発行し、返済には入場
料収入をあて税金は使わない等の計画
を発表しました。熊本県を中心に地震
被災者への救援が求められる今日、現
天守閣を壊し、東京五輪までに急いで
木造再建すべきなのか、名古屋市の計
画に無理はないのか、市民の皆さんと
共に考えたいと思います。

員会では、
「石垣の改修を優先すべき」
という意見も出されました。上物（天

えるでしょう。
和田義明
池田真紀
得票数
市区町
得票
得票
の合計
得票数
得票数
村名
率%
率%
札幌市
29,292 46.70 33,434 53.30 62,726
厚別区
江別市 28,661 49.12 29,687 50.88 58,348
千歳市
恵庭市

25,591
19,447
北広島市 13,419
石狩市 13,103
市区計 129,513

63.93
59.82
46.89
49.94
52.12

14,439 36.07
13,062 40.18

40,030
32,509
15,200 53.11 28,619
13,133 50.06 26,236
118,955 47.88 248,468

当別町
新篠津村

5,023 56.28
1,306 66.43

3,902 43.72
660 33.57

8,925
1,966

石狩振
興局 計

6,329 58.11

4,562 41.89

10,891

北海道
135,842 52.38 123,517 47.62 259,359
第５区

守閣）を建て替えてから土台（石垣）

7 月の参院選に向けて、全国の野党共

を直すという市のスケジュールは、常

闘をより一層推し進め、必ず自公与党

識はずれのやり方だ。日本共産党の岡

と補完勢力を敗退させましょう。

田ゆき子議員は、「熊本地震による熊
本城の石垣の崩落などを調査してか

（コラム「上を向いて歩こう」はお休みします）

ら再検討すべきだ」と求めました。
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