
170407 名古屋市長選挙公開討論会 

 

コーディネーター 河村なおき 

趣旨ルール 青年会議所 政策を見て選ぶ 公開討論会毎回実施 

公平に情報発信 公職選挙法の関係 特に公平に 

発言時間 厳格に管理をする 

観客 ヤジ、拍手も不公平 司会が促してから 

従わなければ退場も 

 

中継、マスコミ各社 

 

自己紹介 ３分 岩城 河村の順 

 

岩城 声がかれている 

 25 年間弁護士 副市長として民間から採用 

 関わってきたこと 子どもの人権問題 虐待問題 

 副市長 教育、医療、福祉 

 子どもの問題 待機児童、子どもの貧困、いじめを取り組んできた 

 検証委員会にも参加 

 ３年間の副市長の体験 この点は河村市長に感謝 

 行政の大切 さ、やりがい 

 なぜ立候補するのか 河村市長への感情ではない 

 さらに発展させるには、現在停滞しているのでは？前進させたい 

 箱物ではなく、市民を主体 

 人づくり、人に重点 

 税金は人づくりを重点 

 

河村 貴重なチャンスをありがとう 

 零細企業の息子 大学でた時は従業員が４人 

 価格競争のすさまじいところを生きてきた 

 父「あまり競争するな」 いろいろ考えてこの道 

 選挙は２回落ちた 県議会、衆議院 

 当選 衆議院 ５回連続当選 

 ３回市長選 減税否決されたので解散  

 市長選挙が４回目 

 自分の体験 税金を払う方が苦労 食っている方が楽 



 戦前は議員はボランティア 

 国会議員はそれほどではない 

 戦後、ボランティアではでき ない 

 国会法 35 条 36 条 国会議員は公務員より少なくない給料 

 地方に広がっていった 

 減税が大きい 

 税金で食っている方は質素にしろ 

 もう 8 年になる 報酬 3 分の 2 カット 退職金なし 

 2 億 4000 万返した 

 

財政政策 学生が前に座っている 

 若者投票 18 歳選挙権 

 名古屋の特徴 減税 財政をどうするか 

 討論テーマの最初に質問を投げかける お手元に○×答えていただく 

 平林君：大学生 市民税減税 1 万円以上の恩恵 18.6％ 全市民中 8.9％ 

  庶民のためなのか？ 

  今後も続けるのか？ 

  河村 ○ 

  岩城 × 

 ほんだ君：大学 2 年法学部 

  市長報酬議員報酬減額 

  政治家を考えている。報酬をきちんと払って、寄付を受け取らないように 

   安い方がよいか 

  河村 回答せず 

  岩城 回答せず 

 さたけ：大学生 

  借金を抱えている 1000 兆 毎年増えている 不安 

  名古屋市財政を調べて 圧迫度合い H25 169％ 153％ 

  将来まで続くといいな 

  今後 30 年後まで続くのか 

  河村 ○ 

  岩城 ○ 

 討論 3 分ずつ 質問 30 秒 回答 90 秒 

 

河村 財政政策広い 

 学生はよく間違える 



 国債借金というのは間違い 

 借りる人がいない 

 1 兆 6000 億貯金があったが、借りるのは半分 

 半分だったらどうなる？だれか借りないと経済が借りない 

 国債・県債・市債 

 外国からトヨタの車が日本人が買ったら日本に 

  アメリカ人が買ったら 

  カネが余る 

  名古屋港 6 兆円貿易黒字 膨大なカ ネが余る 

  借りる人がないとだめ 

  公債を使う 

  状況が違う ギリシャとは違う 

  利息は国民所得 

  記載しなければ大不景気になる 

  名古屋は積極的 

  お城でも 500 億 レゴランドも 500 億 

  豊洲は 6000 億 

  経済がダメになったら福祉もダメになる 

   

岩城 減税 河村さんは「民のかまどを暖める庶民減税」   

 今の減税 ほとんど一般の市民は恩恵を受けていない 

 格差を拡大する 

 法律の問題 一律減税しかできない 

 河村市長はわかっていて「庶民減税」という言葉 市民を惑わしている 

 格差を拡大することは税の本質に反する 

 市民税減税をやめて、給食、公園整備などにあてたい 

 減税財源を使えばかなりの市民サービスの向上がで きる 

 政治家の報酬：財政と絡むのかわからないが、自分の報酬を自分で決めてはいけない 

  第三者委員会で決めるのが筋 

 河村市長がいう経済学「市債は借金でない」 市債は借金 

 動態的に見ればそうかもしれないが、すべて割り切るのは納得いかない 

 名古屋城に今使うのは無駄 

 

河村：市民税というのは日本中が 6％ 累進課税はない 

 名古屋だけ 5.7％ どちらがいい？ 

 みなさん、減税 6％のほうがいいのか？ 



 ちょっとでも安いのが庶民に優しい 

 生活費に使う 

 ちょっとでも少なくなる 

 減税は行政はイヤ 給料減っていったり 

 税金を高い人  

 5.7％のほうが尊い 

 やめましょうか、ということ 

 減税やめたらこれに使う 「公務員の給料が必ず高く なる」 

 14 位まで減らす 

 

岩城：税金を 1 円でも返すことが市民に優しくなるのか 

 庶民とは誰をさすのか 

  

河村：給食代をただにする 

 子どもを持っていない庶民はどうなるのか 

 残るのは増税だけ 

 税を減らす 税金を払っていないひと 赤ちゃん 

 世帯では 170 万人 

 生活保護者にはいろんな手がある 

 減税は庶民に暖かい 

 

岩城：行政の仕事は市民が安心して住み続けることを喜びと実感してもらう 

 お金を返すことではない 

 1 円でも返せばよいというのは錯覚であり勘違い 

 重要なのは市民サービスを低下させない 

 公園整備ができない 

 やりたくてもやれない事業がたくさんある 

 お金を返すくらいなら行政に求められている事業 果敢に取り組む 

  どう使われているか説明する 

 減税以上に市民によい 

 

河村 公園サービスが落ちたは間違い 

 土木予算が見直した 

 大阪と同じ 

 横浜 増税してまでやった 

 なぜか 行政改革をしてお金を作った 



 減税もして行革してそのお金でやれば 

 減税がなしになった 

 H11 共産党以外が国会で賛成して決めた 

 いろんなサービス 

 名古屋城 東山動物園 たくさん公務員がいる 

 経済効果がある 

 パネル持ってきてだろうとした 

 5080 億 減税分を取り返して税金を増やした 

 全国でナンバーワン 

  

岩城 議員報酬 昨年市議会は 800 万から 1450 万にあげたが、リコールしなかった 

 今後も維持されるのか 

 800 万円の根拠はどこから来るのか 

  

河村 800 万円で頑張 る 

 市民代表 同質性を保つ 政治の哲学的 

 市長や議員に頼まないと行けない 

 60 歳で管理職 大卒 794 万 

 全員一致で通した 

 議員もわしをするならあなたたちもどう？ 

 無作為抽出 市民の皆さんで討論会 

 市民並み給与という思想 

 前回も言っていた イヤだと言っていた 

 

河村 なんかわからんが、発言する 

 現実的にカネが余っている 頭に入れている 

 貧富の格差、自分にカネがない、カネが余っている 

 貿易黒字 すさまじい 

 銀行に余っている 絶対に回さないと第二次世界大戦 

 政府が使う 

 資金循環統計 日本はそういう状況 

 減税をやめたら 他のサービスいろいろ言うが、それはそれでやればいい 

 行革をやって 

 減税やめてなにをす る 

 小学生の子どもがいない人は増税 

 納税者は役所に強く言わないといけない 



  

拍手を 

 

観光政策 

後ろにパワーポイント 内閣府のビックデータ 

 ナゴヤドーム、名古屋城、ガイシホール 

学生から質問 

 中井 中京大学 

 野球、サッカー フットサル 

 新しいスタジアム作っては 箱物 

 アウトレットモール、展示場 

 観光面 

 いいと思えば○、 

 岩城 ○ 

 河村 ○ 

 

 佐竹 京都で大学生している 名古屋生まれ 

  景観条例 条例で住民が規制 

  観光と住みやすさはトレードオフ 規制が増える 

  住み心地が悪くなる 

  観光 工事 

  名古屋城天守閣 観光 

  工事中のおもてなし 

  東京オリンピック 3 年後で今すべきか 

   名古屋が観光に力を入れるべきか 

  河村○ 

  岩城× 

    

 柴田 大学院 1 年 

 2021 年まで オリンピックをまたぐ 

 中部空港、新幹線で 2 時間かからない 

 オリンピックにくる客が名古屋を訪れる人も 

 起爆剤になるか 

 岩城 ○ 

 河村 なんとも言えない 

  



岩城 発言 

 学生 イエスかノーか回答 困る 

 名古屋は「行きたくない街」 

 アンケート調査はおかしい 

 20 の政令都市ではない 

 札幌・東京・横浜・京都・大阪・神戸・福岡 

 行きたいか行きたくないか 

 観光地ばかり 

 なぜ川崎が入っていないか 

 なぜマイナスイメージをつけるのか 

 名古屋城天守閣木造化 否定する人はごく一部 

 なぜ急ぐのか 

 東京オリンピックのときは天守 閣がない 

 工程途中を見たいという人がそれほどいるのか 

 支障を来す 

 工期を短くするために値段が高くなる 

 建築関係者はみんなわかる 

 名古屋城がどうだったのか調べないと行けない 

 外観だけ図面 

 構造を調べた資料はない 

 

河村 内部の資料はある 金鯱恩顧録 世界に 1 つ 

 普通はゆっくりするとお金がかかる 

 木がなくなる 

 江戸城やったら本丸御殿 

 ゆっくりすると廃案になるとチャラになる 

 どういう契約方式 やり直すと 3 年から 5 年 

 耐震強度大変低い IS 値 0.14 

 コンクリートで補強しよう ならざるをえない 

 10 億 20 億 30 億 50 年 

 材木による本物木造復元はできない 

 ここでゆっくりやったらできない 

 市長として命を守らないと行けない 

 木造でやるかコンクリート 

 共産党がコンクリート 

 自慢できるものが 1000 年 



 リニアが大阪直行したら、名古屋飛ばしがあり得る 

 福祉にお金が回らない 

 銀行にお金がいくらでもある 

 

岩城 名古屋城天守閣を木造化 後世に残るよいものを 

 異論はないはず 

 完成時期 条件を巡って事業者募集 竹中と安藤ハザマ 

 2020 年→2022 年になっている 

 

河村 400 年前に 2 年に作った 30 万人来た 

 トラックない、クレーンない、 

 文化庁関係者 名前をいうのはあれだが 素晴らしい 

 かけがえのない 

 プライドがない街は寂しい  

 神様がくれた大プレゼント 

 国宝一号は名古屋城 姫路城は 2 号 

 その人たちが泣きますよ 

 1000 年後の子どもが喜ぶ 

 

岩城  天守閣の木造 図面があるというが、昭和の初め 実測図だけ 

 本物の復元になるかは疑わしい 

 本丸御殿 瓦葺き 昔はこけら葺き 

 当初はこけら葺き 

 あとになって本物の屋根はどうだったかでてくる 

 そのことの調査をしないと本物にならない 

 復元検討委員会 審議が必要といっている 簡単にできない 

 どんどんと工期が遅れる 費用がかかる 

 事業者募集をもう一度やり直すべきではないか アンフェアに 

  

河村 プロポーザル全部やり直す 

 3 年から 5 年かかる 耐震はどうするのか 

 地震で壊れそう 

岩城 耐震補強のレベルはいろんなレベルがある 

 40 年持つ→40 年以上持つものもある 

 10 年.20 年だけもある 

 「耐震補強したら木造化あり得ない」決めつけ はおかしい 



 今でも 505 億 市債 101 億 さらに膨らむのでは 

 時間をかけてよいものを作ろうとすれば安くなると考える 

 

河村 コンクリートでやると言うことか 

 本当の修繕 いろいろあって 

 IS 値 0.14 を 0.3 にしないといけない 

 コンクリートでやるということか 

 

岩城 時間をかけて 

 耐震補強をしないといけない 

 今の名古屋城を守りながら、天守閣のあり方を考える 

 文化庁に、どうすれば許可されるか 

 あまりにも拙速すぎる 

 なぜ急ぐのか 市長自らが説明していない 

 いつも中途半端「今やらないと木造化できなくなる」 

 市民に対する説明責任を果たすべき 

 

河村 市民集会を幾度とやっている 

 400 年前に 2 年で作った 

 鯱城恩顧録 すごい 

 文化庁  大変慎重 やっていかんよう 全然違う 

 期待が大変大きい  

 夢物語  

 図面を持っている 神様のプレゼント 

 なぜ早く やれるものは早く 

 木がなくなっちゃう 

 岡崎城もやりたいと言っている 

 熊本も言っていた 

 熊本市長「図面はない」 

 東京オリンピックに間に合うんだったら、チャンス 

 学者がちゃんと選んだ 

 焦っているわけでもなんでもない 

 コンクリートで作る 

 空前のチャンスを失うことに 

 

岩城 天守閣の木造を考えるのなら、急いで作るのなら 2026 年アジア大会 



 2027 年リニア開業 

 それにあわせればよい 2022 年にする必要ない 

 観光 箱物ではない 

 世界 体験型 有松絞、ノリタケで絵付け体験 

 名古屋が果たすべき役割 高 山、伊勢志摩、伊勢・岐阜・石川・福井と連携して 

 その観光づくりの模索 

 名古屋城天守閣木造化だけすべき 河村市長の考えは違う 

 民泊 名古屋市も進めるべき 

 市と県が連携して 

  

拍手 

 

教育福祉政策 

名古屋市 全国平均からすると教育費が多い 

土井：市内大学 

 少子化 平成 26 年 高齢者のために 1651 億円 

 子どものため 2262 億円 

 私たち若い世代 子どもを持つ場合、財政的支援 

 産みたい層 生活への後押し 

 その点、名古屋市 ワークライフバランス支援 不十分 

 財政支援は功を奏しているか 

 河村 ○ 

 岩城 ○ 

太田：京都の学生 中高生への主権者教育 

 地域の課題 

 河村 民主主義は面白い 積極的な政治参加  

 主権者教育  向上 なにかあれば 

 河村 ○ 

 岩城 ○ 

  

柴田 LGBT 支援勉強 

 セクシャルマイノリティ 取り上げられている 

 積極的  

 市としてパートナーシップ 5 自治体のみ 

 名古屋を見てみると、講座が年 2 回 

 定めるべき マルかバツか 



 河村 ○ 

 岩城 ○ 

 

河村 名古屋はトップではないか 

 待機児童ぜろ 

 中学生まで医療費ただ 

 主権者教育 民主主義は面白い 

 議員が指定席 そこが取られる 

 本当は政治教育をやるといい 

 日本は大変難しい 

 名古屋でも 2 回やった 

 小中 3 分ノー原稿でプレゼンテーション 

 トランプさんがシリアを攻撃したがどうするか 

 原発どうするか 

 相当熱いれて 

 名古屋でも 3 回やったという 

 父兄、政治に 関わってはいけない 

 両方勉強して 

 反対の立場 両サイドから考えてはどうか 

 わずか 3 回 初めてではないか 

 子ども応援委員会の取り組みが大きくなったら 

 アメリカ 半分は教科を教えない先生 

 名古屋は苦しみながら 

 

岩城 子ども政策は積極的に進める 

 教育 教育費の無償か 

 私立助成 

 少人数、30 人学校 

 スクールカウンセラー 

 健やかな成長 

 待機児童ゼロ 広域扶助を減らす 考え直しべき 

 虐待ゼロ、いじめ自殺ゼロ 

 敬老パスを拡充したい 

 民主主義は面白い 

 政治的テーマだけではない 

 市民が地域にどう関わるのか 



 小学校給食無料は 地域活性化のため 

 在校生徒に限らない 

 一人老人、不登校 

 小学校を拠点として地 域を活性化 

 今ある施設を地域にどう広げるのか 

 小学校であれば身近 

  

河村 敬老パス 値上げせずに 

 日本中で名古屋だけ 1000 円 3000 円 5000 円で乗り放題 

 タクシーに 

 私は 68 足が悪くなる 

 タクシーに乗れるように 1 割引 

 孫の土産 たくさんもっていける 

 大きい商店街 敬老パス使える 割引してちょう 

 33 万人 年寄り 55 万人 

 給食費 1 食 230 円 日本一安い 

 非課税世帯は無償 

 プレミアム給食 なごやめし うみゃあものを食べてもらう 

 低所得 もっと手厚く 

 

岩城 エリア保育所構想は保育所を減らそうという政策 

 民間保育所は反対が大きい 

 見直すのか 

河村 社会福祉法人や株式会社でもいい 

 大いに進めていって欲しい 

 いい意 味での競争 大変いい 

   

岩城 エリア保育所構想の中身がわかっていないよう 

 民間の競争を促すものではない 

 公立保育所を減らしていくのが問題 

 民間を底上げ 

 自由競争 

 「敬老パスをタクシーにつかう」4 年前から河村さんが言っているが 

 具体的な施策になっていない 

 小学校 給食費 1 人 3800 円 

 安くやっている 給食費 どうするかの具体的策がない 



 マニフェストをみても昔から同じこと 

 

河村 タクシー努力している 

 ある者 申請の準備 

 下げたくないという会社もある 

 エリア 公立を守っていこうという意見もある 

 全部しなくてもいい 

 待機児童の話もあり、最大限保留児童 特定すると入れない 

 ややこしいで言えないが、入れないの は 584 人 ここにはいりたい 

 小学校の中に入れてはどうか 好きなところには入れない 

 春岡小学校だけ 

  

岩城 エリア保育所構想とはなにか説明してほしい 

河村 一定のエリアに全体の指導者的なそういうものを作っていこう 

 

河村 子どもさん応援 名古屋をなんとかしたい 

 30 人学級 歴史的主張 

 いじめ 常勤の専門職 子どもと親の提携をすべき 

 名古屋 4 年前から 30 億円  

 3500 人超えた 4 割くらい不登校 

 5000 人 

 貧困が大きい 子どもの悩みは大きい 

 もう一歩進んで、成績を苦にする生徒とおかあちゃん、 

 発達障害 こどもさんとおかあちゃん 

 みんなで立派になれよ 

 応援する 

  

市長としてのリーダーシップ 

 小池知事 どういうリーダー シップか 

 平林：市長 リーダーシップ 将来を見通せる目 

  子どもや孫 安心して住める名古屋 

  見込みの甘さ 

  がん・名古屋城  

  がん 名古屋が訴えられている 

  がん 8 年目 800 人 

  名古屋城来場者数 366 万人 46 年はあまり 



  あまい ○ 

  がんのほうが ×  

  岩城 ○ 

  河村 × 

 ◎日本は大統領制 市長と議会 リーダーシップ 大きな要因 

  モデル的 リーダーシップと議会との協調 

  市長と協調 

  リーダーシップを重視すべき○ 

  議会と協調 × 

  岩城× 

  河村答えず 

 ▲中長期的ビジョン 

  20 年後 30 年後を見据えて 

  短期的は不利益を強いることも 

  市民の支持を失い当選しないことも 

  短 期的に自分の政治生命かけるべき マルかバツか 

  岩城× 

  河村○ 

  

岩城：リーダーシップ 市長の立場 実はマネジメント力 

 市長の役割 市の組織を使いこなす 

 3 年間副市長 河村市長は使いこなしていない 

 役人を敵視 議会もそう 

 無用な混乱 市政の停滞 

 名古屋市役所 25000 人弱組織 使いこなすのは大変難しい 

 職員との信頼関係を築くこと 

 ●常磐晴洋 名君の行方は堅聴すること 

 徹底的に議論することが重要 

 市長のマネジメント 

 現場は現場主義、対話主義、子ども主義は弁護士時代 

 今は市民主義 

 市民のために徹底的に対話 

 河村トップダウン、私はボトムアップ 

 ダンボの岩城 大きな耳を持って仕事をしていきたい 

 

河村  市職員 けんかばかりでない 



 名古屋城の案つくった 

 待機児童、ワクチン 

 国会 市民並み給与 一つの当たり前 

 世界のあたりまえ 

 戦後の焼けの原 

 納税者を大事に 

 パブリックサーバント 

 そういう仕組みを作ろう 

 どうしても議会とぶつかる 

 2 世ばかり 家業化 

 信念 国会 議員年金廃止 

 市民と同質を保つ 

 納税者を大事にしよう 

 それをやめれば仲良くなる 苦しんでいる 

 市役所職員と仲が悪いわけではない 

 市長と議会の関係  

 両方選ぶ アメリカの物まね 議会は無所属 

 ロサンゼルス議員 党派は名乗っていけない 

 市長の民意と議員の民意 バランス取れる 

 名古屋城 姫路城と熊本城 

 できたら 3 倍 その後 2 倍 

 陽子線 は聞いてもらわないと行けない 

  

岩城 学生から「中期ビジョンをもって 市民 

 将来を見通す目 

 将来を語ることは自由だが、正しいかは結果論 

 将来のことに重視するのではなく、今を大切にする 

 神のみ知る 

 私に責任がくるわけではなく、市民につけがまわる 

 典型例は夕張市 

 過去が問われる  

 過去を作るためのチャレンジ  

 時の市民が反対してもやる、というものではない 

 

河村 政治 経済は見えざる手 

 政治は見えざる手はない 



 70 年前 何千万人死んだ 名古屋でも 1 万人 日本で 300 万人 

 ときには勇気を持って発言しないと 

 自分で副市長 給料、退職金をもらわれたのか 

 バカなと言われても貫かないと 

 とんでもない人が出てこない限 り変なことにならない 

 夕張市 市長は退職金もらって議員も優雅にくらしている 

 破綻ではない 

 だまされてはいけない 

 政治はこれだ 殉じていかないと失敗しないと 

 

岩城 おおいなる勘違い 意図的な勘違いを起こされる 

 副市長は市民から選ばれるものではない 

 自ら 800 万円というか 

 市民から選ばれて 800 万円というのは自由だが、副市長は公務員 

 そういう発想自体が信じられない 

 民主主義政治構造は対立構造 

 いつも自分が正論で間違っているのは相手 

 行政は対立構造で生まれるものではない 

 行政 議会との関係、市民への説明責任 

  

河村 給料 誤解している人がいる 

 副市長のとき 800 万円だったのか 

 副市長 複数の時 政治的メッセージ  市民並み給与 

 どうされますか 

 できたら補佐役 政治的メッセージが伝われば 

 市長になったとき 800 万円が通過するとは思えない 

 リコール 800 万円 

 全会一致で 800 万円通った 

 議会が認めないからそうする 

 日本どこでもあるエクスキューズ 

 納税者を大事にする 

 人勧に言った 

 昔安かった 

 納税者を大事にする世の中を 僕は戦い続ける 

 

河村 市長としてははじめて 18 歳 



 ローカル 名古屋城天守 身近 

 よく考えて、木造にしたほうがよいのか、 

 コンクリート補修か考えていただく 

 僕は木造 

 税金は 6％か 5.7％ 

 

岩城 名古屋城天守閣木造化 本当に名古屋の市民のためになるか 

 これは確信できません 

 河村さんは確信しているが、こ のテーマを名古屋市の最優先課題とは考えていない 

 リスキー 

 自分に責任を取れること 

 自分に責任を取れることはやる 

 私のリーダーシップ 

 行政に求めるのは箱物ではなく、人を育てること 

 対人援助 劣悪な労働条件で働いているか 

 安定して働き続けられない 

 介護士や対人援助 どう支えるのか 

 行政が向かい合わないといけないこと 

 そのことこそ今生きている市民を守ること 

  

グレーターナゴヤにおける名古屋市の役割 

  

河村 大牽引役にならないと 

 東京大阪に修練する可能性 

 むちゃくちゃにはならない 

 工業出荷額 

 圧倒的に強い 

 経済は恐ろしい 

 ガソリンエンジンがモーターに 

 トヨタ・デンソーは世界中 

 どう展開するか  アプローチしないと 

 国際展示場 開いてこういう技術がある 

 ビッグサイトに負けるようなものはだめ 

 県や市ではなく、産業の力を落とさないこと 

 中部圏のシンボルとして 

 首長さんが「名古屋城作ってくれ、そこから来てくれ」 



日本最大の乗換

東京と京都 二眼レフにならないように

世界のナゴヤというものを作って、経済を活性化し、福祉

日本一子どもを応援するナゴヤ

岩城 いかに箱物ばかり

国際展示場 世界のナゴヤ、日本一 私にはわからない

中部圏にどう役割を果たすのか

自治体の首長がみんな求めている 初めて聴いた

どうやって名古屋と連携していくのか 具体的な策が必要

中部における働き

東京と大阪の間 北陸・ 伊勢にもつながる

通過ではなく、宿泊してもらうか

名古屋に宿泊だけではない

この地域をどう底上げするか

名古屋が一人勝ちするようなことではない

地域と連携してやるべき

世界のナゴヤ 二重行政

身近な行政 愛知県

愛知県と名古屋 同じベクトルを示さなければ、県民市民にとって不幸

市民へのメッセージ

岩城 私と河村さんの違い

政策も重要 行政もなにもかも人で動いている

機械が動かしているわけではない

政策スイッチを入れて動くわけではない

市長となるべき資質

人間性すら問われる

私はずっと弁護士時代から、依頼者に対して、責任を引き受ける

裁判に勝つかどうかはわからない

依頼者にもっともよいこ とは何か 信頼関係

市長になれば依頼者は市民

声なき声を聞き取っているか

人間としての資質

私は岩城という人間を信頼して市民から選ばれたい



 いつ震災が起きたらどうなるか 

 箱物の話、敬老パスの話はしていられない 

 この市長に命を任せられるか 

 

河村 若作りしているが 68 歳 

 2 億 4000 万円返した 

 本当は泣きたい 

 税金を払う人を大事にしないと 

 パート 200 万 

 民間 400 万 

 名古屋市役所 619 万 1.何倍 

 あたりまえだというのはだめ 

 僕みたいな奴もいないと 

 徴税者は強くなる 

 どうしてもうまくいかない 

 戦前は名誉職 焼け野原 食えるようになった 特殊 

 当たり前ではない 

 個人的に悪いわけではない 

 庶民を考えないと 言えないというのが政治 

 こういうところでいって 

 こういう思想が広がらない 続けないと行けない 

 防災 ナゴヤは相当しっかりしないと 

 ゼロメートル 伊勢湾台風 1 滴も堤防の中にいれないという決意 

  

 握手 

  

 250 人くらい？  


