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山手植田線廃止
の市民

意見を 
住宅都市局では、都市計画道路の未着

手部分についての整備計画である「第2

次整備プログラム(案)」に対する市民意

見（パブリッ

クコメント）

を募集し

ています。 

昭和区内では、①「高田町線」の八熊

通より南側部分40m(地図上)が「計画存

続路線」として（八熊通より北側部分は

廃止）、②「山手植田線」（地図下）が「廃

止候補路線」として掲載されています。 

「山手植田線」は、

その先の天白区の

「八事天白渓線」と

ともに、住民の皆さ

んの長年にわたる

反対運動と議会で

の論戦が実って、つ

いに「廃止候補」となったものです。確

実に「廃止」決定へと進めるために、市

民意見をしっかり伝えましょう。 

募集期間：12月12日(月)～1月20日(金) 

本冊子閲覧：名古屋市webサイト 
www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000088198.html

（トップ→市政情報→パブリックコメント）、 

昭和区役所（情報コーナー） 

概要版配布：昭和生涯学習センター、鶴舞

中央図書館、御器所駅、八事駅 

意見提出方法：概要版に付属のはがきに意

見を書いて切手を貼らずに郵送、または自由

記述で郵送・FAX・Eメールで（電話は不可） 

提出先：名古屋市住宅都市局街路計画課 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 

FAX：052-972-4164 

Eメール：road@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp 

各学

区の餅つき大会に
参

加 
12月3日(土)鶴舞学

区、4日(日)松栄学区、

10日(土)村雲

学区、 11 日

(日)吹上学区、

八事学区、御器所

学区の餅つき大会が

各小学校で行われ、柴田

議員が参加しました。 

最大規模は松栄学区で約

1,000人の皆さんが11時から校庭に並

びました。地域の親睦のために全力で努

力されている皆さんに心から敬意を表

します。 

戦 争 法

学習会で山口議員が報告 

11月24日(木)集団的自衛権の行使に

反対する昭和区の会等の主催で、7回目

の連続学習会が、高齢者就業支援センタ

ー5階大会議室で行われ、80人が参加し

ました。名古屋港管理組合議員でもある

山口清明党市議が、戦争法の成立で、空

港と並んで名古屋港の軍事利用も質的

に変化してきていることを、リアル

な写真などを示して報告しました。 

平和のともしび
ウ ォ

ークに350人 
1921年の日米開戦から75年となる

12月8日(木)、11回目の「平和のともし

びウォークが行われ、柴田議員、西山議

員が参加しました。 

4コースから今池西公園まで350人

が「9条壊す戦争法は廃止しよう！」「南

スーダンから自衛隊を撤退させよう！」

等コールしながら歩きました。 
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名古屋港の軍事利用の実態を報告する山口市議 

市会議員柴田民雄 活動日誌 
● 14(水)：昭和文化小劇場開館式典 

● 15(木)：昭和区九条の会 

● 16(金)：昭和区民ふれあい芸術祭, 名東区補

選応援弁士 

● 17(土)：定例スーパー前宣伝[バロー], 昭和区

年金者組合忘年会, 伊勝・川原学区市政アン

ケート回答者訪問, 名東区補選応援弁士  

● 19(月)：集団的自衛権の行使に反対する昭和

区の会スタンディングデモ, 12・19安倍内閣の

暴走を止めようあいち集会&デモ 

● 20(火)：定例朝宣伝[桜山駅] 

http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000088198.html
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000088198.html
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革新市

政の会要求交流集会に400人 
12月13日(火)に、名古屋市公会堂に

て、革新市政の会要求交流集会が行われ、

柴田議員も加わって開幕太鼓を演奏し

ました。

日本福祉

大学名誉教授

の近藤尚子氏

による学習会

の後、集まっ

た市民400人

が、来年４月

の市長選に向けて、名古屋市政に求める

要求を交流しました。 

名東区市議補選結果 
12月18日(日)に投票された名東区の

名古屋市会議員補欠選挙(定数1)で、日

本共産党の竹田真奈候補 (26歳 )は

5,315票(得票率24.8%)を獲得。残念な

がら当選には至りませんでした。 

来年度予算要望概要⑨ 
9月9日(金)に市長に手渡した、党市議

団の来年度予算編成に向けての249項

目の要望です。（連載） 

６ 身近な生活圏と公共交通の充

実で暮らしやすいまちづくりをす

すめる 

（にぎわい・文化・観光） 

178. 近隣の商店・スーパーの撤退などで高齢

者などが日常の買い物に不便を感じて

いる「買い物困難地域」を、市として実

態調査する。また、困難地域において民

間事業者や商店街、ＮＰＯなどによるミ

ニ店舗や移動販売、お買いものタクシー

など買い物機会の提供につなげる取り

組みを支援する。 

179. 市内の繁華街における居酒屋店等の客

引き行為が、通行の妨げになるなど社会

問題となっている。商店街や関係部署と

連携して、客引き行為を規制する条例を

制定するなど有効な手だてをとる。 

180. 芸術文化関係予算と支援体制を計画的

に拡充し、予算削減が続く「子ども巡回

劇場」などへの市負担金を引きあげる。

市民芸術祭の予算を増額する。市民の自

主的な芸術文化活動を支援する助成制

度を拡充する。文化団体などが抱える問

題や市への要望などを直接聞く機会を

設ける。 

181. ダンスや演劇などの稽古

場不足を解消するため

に、安価に利用できる夜

間の練習場を増設する。 

182. 小売業や食堂、理美容店など店舗等の改

修工事や設備投資などに低額から簡易

に活用できる商店リニューアル助成制

度（仮称）を創設する。古民家や土蔵、

空き家などをリフォームして創業する

事業者なども対象とし、歴史的なまちな

みの活性化にも活かす。 

183. 名古屋市内の伝統技術や芸能・文化につ

いて、有形無形を問わず、その継承と発

展を促進する支援制度を拡充する。地域

に根ざした文化振興をまちのにぎわい

づくりとしても位置づけ、支える。 

184. 名古屋城の整備は、天守閣の耐震化や櫓

の復元、二之丸庭園の保存整備を優先す

るなど、「名古屋城跡全体整備計画」に沿

って総合的かつ計画的に進め、城址全体

としての魅力向上につとめる。 

（市営住宅・居住福祉） 

185. 健康で文化的な住生活に必要な面積を

定めた最低居住面積水準を満たさない

住宅の割合は2013年時点で名古屋市

内は10.3％である。早期の解消をめざ

して対策を講ずる。 

186. 入居希望者が多く高倍率となっている

市営住宅の新規建設を復活する。そのた

めにも市営住宅の国庫補助予算の拡充

を国に求める。 

187. 低所得者が多く住む市営住宅の駐車場

使用料の定期的見直し（値上げ）は行な

わない。減免対象を福祉向け住宅入居者

などに拡大する。 

188. 老朽化した市営住宅の建て替えを推進

する。建て替えが困難な老朽住宅につい

ては総合的なリフォームを行ない、天白

区・高坂荘で実施されているような子育

て世帯の入居を促進するモデル事業を

拡大する。 

189. 市営住宅の計画修繕については、計画期

間を遵守し促進する。また劣化がひどい

個所については必要に応じて柔軟に修

繕にとりくむ。 

190. 市設建築物の耐震診断により、耐震性能

が著しく不足していると診断された市

営住宅については、早急に建替えが進む

よう国庫補助予算の拡充を国に求める。 

191. 住宅の性能向上と地域経済の活性化を

進める一石二鳥の取り組みである住宅

リフォーム助成制度を創設し、耐震改修

助成などと組み合わせて利用できるよ

うにする。 

192. マンションなどの集合住宅の大規模修

繕やバリアフリー化についても住宅リ

フォーム助成の対象として支援する。 

193. 高齢者世帯や新婚家庭などを対象にし

た空き家や民間賃貸住宅の家賃補助制

度を創設する。 

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 

1 月 13日(金)午後 2時～4時 

1月 24日(火)午後 6時～8時 

2 月 10日(金)午後 2時～4時 

2 月 28日(火)午後 6時～8時 

 

無料法律相談のご案内 
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（コラム：「上を向いて歩こう」はお休みします） 


