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11/25 議案外質

問 に 立 ち ま し た  

11月 25日(水)から 3日間、市会本会

議で議案外質問が行われました。日本

共産党からは 5人が立ち、初日の 25日

に山口清明市議が中学生いじめ自殺問

題、私柴田が名古屋城天守閣問題と学

童保育の家賃・土地・施設補助問題つ

いて質問しました。 

以下私の質疑の要約を掲載します。 

１．名古屋城天守閣の木造復元に

よる経済波及効果は根拠なし 

名古屋城天守閣を木造で復元した場

合の経済波及効果は約１００億円――

名古屋市の試算です。この試算は、木

造復元によって名古屋城の入場者数が

現在の年間１６５万人から１６５万人

増えて３３０万人に倍増することが前

提です。しかし、「入場者数１６５万人

増加」という想

定には根拠がな

いことが明らか

になりました。  

入場者数が１

６５万人増加す

る根拠を質した私の質問に対して、市

民経済局長は「本丸御殿に関するアン

ケート調査を分析したところ、本丸御

殿が完成すると入場者数がほぼ倍増す

るという結果になった。天守閣を木造

復元した場合にも、本丸御殿復元と同

等の集客効果があると考えた」と答弁

しました。本丸御殿着工前は１１０万

人だった入場者数が、完成後には２２

０万人に倍増するという調査結果だっ

たというのです。 

しかし、本丸御殿第１期の完成後の

入場者数は１６５万人ですから、「倍増」

の想定ははずれました。私が、「天守閣

木造復元後に入場者数が倍増するとい

う根拠は崩れたのではな

いか」と追及すると、市

民経済局長は、「今後、全

体公開へと進めば、入場

者数は増加する」と答弁。

仮に本丸御殿全体公開後

に倍増し、２２０万人に

なったとしたら、そこか

ら１６５万人増えなけれ

ば、天守閣復元による約

１００億円の経済波及効

果は生じないことになり

ます。私が、「２２０万人

に１６５万人を足して３

８５万人。今より２．３

倍に増える。こんなこと

がありえるのか」とたた

みかけると、市民経済局長は答弁不能

に陥りました。 

「木造復元で約１００億円」という

経済波及効果の算出は、天守閣復元に

関する独自の調査をせずに、本丸御殿

に関する調査を援用するという手抜き

調査であり、入場者数が約１６５万人

増えるという根拠が薄弱だということ

がはっきりしました。こんな杜撰な調

査をもとに、「１００億円の経済波及効

果」などと喧伝することはまかりなり

ません。 

2.(1)学童保育の家賃補助適正化

を今すぐ！財源はある！ 

次に、学童保育施策について質問し

ました。 

国の「子ども・子育て支援新制度」の

施行に伴い、名古屋市でも今年度から、

学童保育の最低基準が条例で定められ、

専用区画の面積については、「児童一人

につきおおむね 1.65㎡以上」とされま

した。問題は、家賃補助がそれに見合

った制度になっているかという点です。 

他都市の家賃補助の状況が、横浜市

で、上限は 15万円全額補助、さいたま

市で、駅から 1km以内は上限 15万円な

ど 10万円以上全額補助なのに対し、名

古屋市の家賃補助は、2/3 補助で上限

38,000円。これは、あまりにも貧弱で

す。 

こども青少年局長は、国が始めた 26

万円の家賃補助制度が、名古屋市の育

成会方式の学童保育が適用外になって

いることについて、適用を求めて国に

強く要望すると述べながら、家賃補助

の増額・適正化については「慎重に検

討」と答弁しました。 

実は今年度、国基準で支出される助
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成金の負担割合が変更になり、名古屋

市の負担分が半分に減りました。浮い

たお金はおよそ１億円です。このうち

8700 万円程度を使って新規設置のプ

レハブのサイズを 1.5倍化しましたが、

残りのおよそ 1300 万円の予算を市は

削ってしまいました。1300万円あれば、

今年度で打ち切りになる耐震化促進特

別措置の家賃補助 600万円だって打ち

切らずに継続できるし、さらに家賃補

助全体を、この特別措置の家賃補助

「57,000円全額補助」よりも、もっと

引き上げることだって可能です。学童

保育の予算を増やすどころか削ってお

いて、「子育てするなら名古屋」などと

よく言えたものです。 

財源は、今年度削った分を復活させ

れば十分あります。「慎重に検討」など

ではなく、来年度予算編成に向けて、

ぜひ実現へと進んでいただきたいと強

く訴えました。 

2.(2)学童保育の地代補助制度の

新設を！ 

名古屋市の助成金制度では、家賃補

助はあるものの、地代補助という制度

はありません。 

せめて 10万円程度を上限とする全額

補助の地代補助制度があれば、多くの

育成会が一層安定して運営できるよう

になります。 

学童保育が途中で解散してしまう原

因、あるいは、運営が厳しい原因の大

きな一つが、立ち退きの不安という問

題です。少しでもその不安を取り除き、

せっかく近隣と良好な関係を構築でき

た土地で、末長く安定して学童保育を

運営できるよう

に、本市はよりい

っそう努力すべ

きです。 

この「地代補助

制度」の創設をと

の質問に対して

は、こども青少年

局長は、「困難」との答弁でした。 

2.(3)学童保育の施設設置補助制

度の新設を！ 

市のプレハブ専用室の無償貸与を利

用してる学童保育所の殆どが、何らか

の形で自己負担で追加工事をして居住

性を保っています。それだけ市の標準

仕様のプレハブが貧しい仕様になって

いるのです。 

市がプレハブに用意している予算は

リース料 19年間分と、建て上げ費、撤

去費を含めておよそ 1500万円。その同

じ予算額で直接建築してしまったほう

が、居住向けのずっと良い仕様のプレ

ハブや、木造建築の建物を設置できま

す。 

「施設設置補助制度」の創設について

考えをただすと、こども青少年局長は、

「事業者の入札や契約・登記手続きな

ど、すべて育成会の責任において行っ

ていただく必要がある」ことや、「仮に

整備費の補助を創設した際、解散や

移転の際、建物を撤去していただく

こととともに、補助金を返還してい

ただかなければならないような状況

も生じる場合がある」ことなどから

「市が貸与する方式で実施してまい

りたい」と答弁しました。 

そもそも市の貸与するプレハブが居

住用の仕様になっていないのが問題な

のです。抜本的な仕様改善を求めてゆ

きます。 

詳細な質疑は、Web サイトで公開し

ています。http://tamio.jcpweb.net

をご覧ください。他の議員の質問につ

いては次号でお伝えします。 

11/29(日)すやま・もとむ

ら・柴田国政市政報告会   

11 月 29 日（日）13:30～16:30、吹

上ホール 4階第 3会議室にて「国政・

市政報告会」を行います。 

もとむら伸子衆議院議員、すやま初

美参院選予定候補、そして私柴田民雄

名古屋市会議員の３人で、国政と市政

について報告と懇談を行います。万障

お繰り合わせの上ご参加下さい。 

12/6中区市議補欠選挙

つばきの史の押し上げを! 
中区の市会議員補欠選挙（12月 6日

(日)投開票）が激戦です。日本共産党 

の候補つばきの 史
ちかし

さんを市議会へ送 

り出すため応援をよろしくお願いしま

す!柴田事務所でもお手伝いいただけ

ます。 

柴田民雄事務所にて、協力弁護士と初回無料で

法律相談ができます【予約制・30分】 

 第２金曜日：午後 2 時〜4 時 

 第４火曜日：午後 6 時〜8 時 

12月 11日(金)午後 2時～4 時 

12月 22日(火)午後 6時〜8 時 

1 月 8 日(金)午後 2 時～4時 

1 月 26日(火)午後 6時〜8時 

予約電話：052-858-3255 

西友御

器所店 

国際 高校 国際高

 

塩
付
通 

山王通 

←御器所駅 川名駅→ 

昭和

署 

広路通 1 広路通 5 

塩付

通 4 

柴田民雄事務所 昭和区南分町 3-3 tel 052-858-3255 
御器所駅から徒歩 11分・川名駅から徒歩 11分（事務所の駐車場はありませ

んが、東隣に名鉄協商コインパーキングがあります） 

P 

南分

町 4 生活相談は随

時受付中です 

柴 田 民 雄 活 動 日 誌 

■18(水)：11月議会招集・アセットマネ

ジメント議員研修会 ■19(木)：議案説

明会・昭保連区懇談同席・昭和区 9条

の会世話人会 ■20(金)：港公害患者

と家族の会取材・環境局常総市応援

隊取材・名古屋市学童保育連絡協議

会取材 ■21(土)：シャンピアポート前

宣伝・ひらき座  ■22(日)：ひらき座 

■23(月祝 ) ：日本のうたごえ祭典 

■24(火)：アクテノン視察 ■25(水)：

本会議質問 

もとむら伸子衆院議員 すやま初美予定候補 


