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市 議

団 市政
ア ン

ケ ー トに
回

答続々 

この夏、日本共産党名古屋市議団

が2年に一度取り組んでいる市政ア

ンケートに、続々と回答が寄せられ

ています。 

9月24日現在で、全体で9,428通

（Webからの回答344通を含む）が届

いており、このうち昭和区は427通と

なっています。 

アンケート用紙は皆さんのお手元

に届いておりますでしょうか。全戸

配布の努力をしておりますが、一部

のマンションなど、配布ができない

ところもあります。まだお届けでき

ていない地域もあります。もしお手

元に届いていない場合は、お問い合

わせいただけば、お届けいたします。

回答は付属の封筒で送料無料で送付

いただけます。ぜひご協力ください。

一次集約分の集計と分析が始まりま

したが、これから届くものも合わせ

て、随時更新してゆきます。「年金が

減らされた」など国政への怒りの声

もたくさん寄せられています。ご意

見で目立つのはやはり無駄な公共事

業の中止、介護保険料の引き下げな

ど、暮らしを直撃する負担増が重く

のしかかっていることが伝わってき

ます。いただいたご意見は市議団の

政策に反映させます 

なお、アンケートはWebからもご回

答いただけます。「  http://www.n-

jcp.jp/enq/ 」からお入りください。 

2019年度予

算要望を渡し市長と懇談 

名古屋市議会9月定例会が召集さ

れた9月14日(金)、日本共産党名古屋

市議団は河村市長に2019年度名古屋

市予算に対する要望書を提出し、懇

談しました。 

「大型事業を見直し、くらし・福祉

優先の市政へ転換を」「訪れたくなる

まちづくりもいいけれど、住みたく

なるまちづくりにこそ力を注いで」

などの声にこたえて市政運営を転換

させる必要があります。予算要望は、

この視点から取りまとめました。 

子育て応援など 333 項目を要望 

田口団長があいさつで要望の趣旨

を説明、山口政審委員長が要望の特

徴を紹介した後、「災害時に避難所に

もなる小中学校などの体育館にエア

コンを設置する」、「ブロック塀の撤

去には助成金があるが、代わりに設

置するフェンスなどへの助成も行

う」、「全壊した住宅には国の被災者

生活再建支援法で支援金がでるが、

対象外となっている『一部損壊』や

『半壊』住宅にたいして市独自の住

宅修理の助成制度を設ける」など、防

災対策の改善・強化も求めました。 

 
〒460-8508 名古屋市中区三の丸 3-1-1 名古屋市役所東庁舎 3F Tel 052-972-2071

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

柴田民雄 
たみニャン 

昭
和
区 西友御

器所店 
国際高校

グランド 

塩
付
通 

山王通 

←御器所駅 川名駅→ 

昭和署 

広路通 5 

塩付通 4 

柴田民雄事務所 昭和区南分町 3-3 
御器所駅・川名駅から徒歩 11分

P 南分町 4 

広路通 1 
お
困
り
ご
と
は 

い
つ
で
も
ご
相
談
を 

市会議員柴田民雄 活動日誌 
● 18(火)：定例朝宣伝[御器所駅], 議案説明会 

● 19(水)：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, 辺野古の新基地建設許さない!9.19市民

大集会 

● 20(木)：本会議, 昭和区九条の会 

● 21(金)：本会議[個人質問] 
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河村市長は、子どもの医療費無料

化の18歳までの拡大について、「いろ

いろ考えている」と答えました。また、

みどりが丘墓地公園に合葬式樹林型

墓地を整備することについては、「え

えことだ」と前向きの姿勢を示しま

した。 

予算要望の全文は、市議団Webサイ

ト→資料集→市政ニュース349から

お読みいただけます。 

アドレスはこちらです。 

http://www.n-jcp.jp/files 

9 月 定 例 会
ダ イ ジ

ェ ス ト ① 

9月20日の本会議質問で山口清明

議員が、議案外質問に立ちました。 

1.防災において強化すべき課題につ

いて—地震・豪雨・台風など、この夏

の災害を踏まえて—今夏の災害を振

り返る 

この夏、多くの災害が日本列島を

襲いました。大阪府北部地震、平成30

年7月豪雨、台風21号、北海道胆振東

部地震。名古屋では記録的猛暑もあ

りました。山口議員は、三点に絞って

質問しました。 

（１）複合災害への備え 

複合災害への認識と対処方針は？  

第一に、複合災害への備えについ

てとして、本市の地域防災計画が、風

水害と地震の二本立てになっている

が、この夏は、異なる災害が同時に又

は連続して発生する複合災害の危険

性が明らかになったと指摘。 

台風や地震などが連続する複合災

害への認識と対処方針を、防災危機

管理局長にただしました。 

防災危機管理局長は「複合災害も

視野に入れて進める必要があると認

識し」ている。とし、「現

行の実施計画を着実に

すすめるとともに、次

期実施計画に位置付け

ることにより、想定さ

れるそれぞれの災害に

対応したハード整備

や、地域ごとの災害リ

スクの周知や各種訓練

の実施など、ソフト対策をすすめて

まいります。」と答弁しました。 

山口議員は、「複合災害については、

視野に入れて防災施策を進めていく、

次期実施計画で位置付ける、こうい

う答弁をいただきましたのでしっか

りやっていただきたい。」と求めまし

た。 

（２）高潮浸水想定への対応 

高潮浸水想定をハザードマップで周

知させる考えは？ 

第二に、「高潮による浸水被害が現

実の脅威となってきた」と指摘。 

59年前の伊勢湾台風では名古屋港

で海抜 (TP)3m89cm(NP5m31cm)の潮

位を記録しました。この高潮を踏ま

えて現在、名古屋港では高潮防波堤

と防潮堤を整備し、護岸の高さも海

抜(TP)4.6mです。 

一方、愛知県の想定

では港区の大部分は約

5mも浸水するとされま

した。台風21号では防

潮壁5mの関空があの惨

状。神戸港をはじめ大

阪湾一帯で浸水被害が

発生しました。台風の

進路が少しそれたら伊勢湾を直撃し

ています。5mを超える高潮浸水は現

実問題です。 

台風による高潮は、地震による津

波と違い、事前予測が可能で、名古屋

市は広域避難のあり方を検討すると

いいます。 

台風21号では、名古屋市で最多82

カ所の避難所に203人が避難しまし

た。一番多かったのが港区で、避難所

が16カ所開設され、64人が避難しま

した。防潮堤の海側の地域336世帯

709人には避難準備情報が出されま

したが、その方々は開設された避難

所には一人も来ませんでした。情報

は届いたのか、避難したのか、どこへ

避難したのか、自宅にいたのか、検証

が必要です。（続く） 

真実がわかる 今を知る【しんぶん赤旗】をご購読ください。日刊紙 3,497 円/月 日曜版 823 円/月。お申し込みは     柴田民雄事務所 858-3255 まで。 （コラム「上を向いて歩こう）はお休みします。 

 

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】 

l第２金曜日：午後 2時〜4時 

l緊急の場合などご相談下さい 

10 月 12 日(金)午後 2時～4時 

11 月 9日(金)午後 2時～4時 

無料法律相談のご案内 

予約℡：

街頭宣伝
な

どの予定(
雨天

中止) 
朝宣伝 夕方宣伝 

10/2(火) 

8:00～ 
鶴舞駅 

10/5(金) 

18:30～ 
川名駅 

10/9(火) 

8:00～ 

いりなか

駅 

10/12(金) 

18:30～ 
御器所駅 

10/15(月) 

8:00～ 
鶴舞駅 
(いっせい) 

10/19(金) 

18:30～ 
荒畑駅 

10/16(火) 

8:00～ 
桜山駅 

10/20(土) 

11:00～ 
シャンピアポート 
(スーパー前) 

10/23(火) 

8:30～ 

八事日

赤駅 

10/26(金) 

18:30～ 
鶴舞駅 

10/30(火) 

8:00～ 
川名駅 

11/2(金) 

18:30～ 
いりなか駅 

 

 


