
18/10/17 名古屋市次期総合計画 タウンミーティング 中川区 100 人 

名古屋市民オンブズマンによるメモ 

 

18：30 

河村：ご意見を賜る 

 最低限 

 お気軽に 

 中川運河 シンボル 

 喫水が浅い 

 ボートレース 目の前 

 名古屋駅から来ると綺麗 

 コノシロ 40 万匹死んだ 供養せよ 

 名古屋港 7 兆円黒字 

 悲劇 心持ちを 

  

出席者：河村・中川区長・総務局企画調整幹・総務局企画部長 

 総務局企画課長 

 コーティネーター 地域問題研究所 加藤えいじ 

  

15 分映像 

  

加藤：こんばんは 

 不慣れなところもある 

 できるだけ多くの方 ご意見・ご質問を 

 3 つのテーマごとに 

  5-6 ページ 5 つの都市像 

  ・高齢者・障害者 

  ・子どもや若者のあふれる笑顔 

  ・災害 

  ・環境 

  ・世界に冠たるなごや 

 4 つほどお願い 

  ・挙手 

  ・お名前、お住まい 

  ・マイクを返して 

  ・3 分以内 



  ・まずなんのことか話して 

 お一人お一人が疑問 

 中間案にわかりやすく 

   

都市像１ 

・戸田学区 たかおか 

 街づくりに賛成 

 1 福祉 

  財源難 サービス削減 

  図書館、 

  税金の無駄遣いではないか 

  住みやすい名古屋 無駄遣いをやめるべき 

  ボストン美術館閉館 

  当初 33 万人→外れた 16 万人 年間 5 億円 

  この始末はどうして取るのか 

  市民に押しつけないようにして欲しい 

  平成レプリカ 天守閣木造化 

   絶対に破綻しないという根拠を示すべきでは 

   市民の熱意、根拠 

   市民に責任を押しつけるよう 

   将来破綻したら誰が責任を取るのか 

   

・中川区常磐学区 いしわた 

 トワイライト 学童保育所閉鎖された 

 名古屋の学童保育は父母負担 父母の負担が大きすぎる 

 運営会議が夜中 12 時過ぎる 

 共働き トワイライトに 

 仕事を 1時間短縮 

 放課後としては楽しく行っている 

 夏休み 外遊び禁止 教室に閉じ込められている 

 子ども達負担が大きい 行きたくない 

 1-2 年生 トワイライトに行かずに一人で過ごすと聞いている 

 父母運営 市が運営できないか 

 校内で学童として 

 中川児童館 学童に預けた 

 今年で終了予定 



 利用 学区がトワイライトルームに移行したため 

 長期休暇は１日中教室にいるのは酷 

 留守家庭クラブ存続を 

 学区外は留守家庭クラブに行けない 

  

・中川区 伊藤 

 困っていることはないが、災害 命に関わること 

 インフラを強化して欲しい 

 下水道強化 電線地中化 

 災害が来ることで怖い 

 市長に感謝している 敬老パス 5000 円→10000 円 

 値上がりする？止めてくれた 感謝している 

 市長よいしょするわけではないが好きです 

 議会とけんかやったり 

 市長イベントでパフォーマンスやってもらって 

 市民を代弁してくれる 官僚を皮肉って 

  

・中川区 八幡学区野尻 

 ご一読いただければ 

 42 年間中川区 愛着がある 

 都市像１ 障害者、子ども２ 

 支援級 補助教員 

 6 歳 発達障害 

 1 年 4 人 気安いようだが、問題抱えた子ども達 

 一人しか先生がいないと、他の子どもが放置 

 先生が一人のため、いらいらして 

 万が一体罰 訴えることができない 

 複数で見て欲しい→人手がない 

 学校補助教員 定員がある あたらなかった 

 校長から「私の権限ではできない」今回訴えた 

 発達障害者 補助を 

 主治医から補助があれば普通級でできる 

 支援級 補助があれば行きやすくなる 

 通級制度 全ての学校に 

 親 仕事を断念せざるをえない 

 養育の充実 2-3 人発達障害 



 いじめ対策にプラスになる 

 見た目が普通 周囲に打ち明けにくい 家族がストレス 

 親のサポートも急務 

 親も輝ける 

 今回 6 時半-8 時半 子ども抱えている親はでにくい 

 夫はサービス業 土日休みではない 

 子どもの預け先がなければ参加できない 

  

加藤 

 ・たかおか 施設の無駄 負担をかけないように 

 ・いしわた 子育て 学童 夏休み 

 ・伊藤 敬老パス 

 ・発達障害 

  

河村：税金の無駄遣いをやめよ 

 日本で給料が一番安い市長 

 自分ができないことは人にできない 

 ボストン美術館はわしが決めたことではない 

 お城 悪いけど、けんかになるといかん 

  レプリカではない 本物を作る 

  名古屋はああいうことをやらなかったら、 

  大阪リニア直結すると、経済力が落ちて福祉が悪くなる 

  ようけくるにきまってる 

  自慢になる 1000 年 

 学童 トワイライト 今調べている 

  どのくらいの 

  学童の方が人気がある 

  同じような気持ちではある 

 敬老パス 絶対値上げしません 

  やけくそでやっている 

  政治をやる者はパブリックサーバント 

  公務員も辛抱して、減税して福祉を行う 

  広がらせん 

  日本一の福祉 間違いなく 

  減税すると税収が増える 300 億位増えている 

  わしらとか公務員が辛抱しなければならない 



 発達障害 最大の問題 

  基金 30 億積んだ  

  日本 教師がする 

  アメリカ 教科は半分 

       半分は発達障害とか 専業で 

  外国の場合インクルージョン 別 

   後はみんな一緒にやる 

   ６年生先輩がみんなでみるようになる 

   いまは隔離型 やってみるか 

   机を無しにして 

   子どもが何人かのグループ 

   先輩 

   子どもさんを応援したい 

 わしも 70 港区の火葬場に行くようになる 

 がきんちょを応援していく 

 こうご期待 

  

市：7ページ 戦略１ 

 市長からは全然だめだ 

 子どもさんの問題 １丁目１番地 

 子どもをかなり議論を 

 学童も同じ 

 トワイライト ３つある 整理して 

 敬老パス 市長に持続可能な敬老パスを→だめ 

 年齢制限  

 使いやすい制度にしろ 

 2-3 年 持続可能な敬老パス 考えていきたい 

  

河村：１人の子も死なせない名古屋 

 ものすごい手がかかる 

 予防的ケア 

 死んじゃう 親もそう 

 全力投球します 

           

加藤：裏方でも、この時間厳しい 

 例えば昼間夜 32 回 



 いくつかブロックで昼間 

         

会場：全て昼夜までやらなくても 

 駅に近いところだとよい 

     

加藤：これ以外 懇談会・座談会 

 アンダー39 

 都市像 3 安心安全 

 都市像 4 いかがでしょうか 

  

上高畑町内会 高坂：市長に手紙を 

 火葬場 濁りがでた 

 カラスも昼間 300-400 羽 

 なんとかしてほしい 

 路線価格 見に来ないで出た 

 住みやすい街にしてほしい 

  

荒子 池内 

 今の人は高畑 

 西風が吹いてくると、イヤなにおいが来た 

 一つは、火葬場 屠殺場の間違い 

 住宅業者が来た 

 跡地を有効活用 提案して欲しい 

 思いで言うなら、災害のためにスペースを空けて 

 名古屋駅まで水が来る 

 大きな避難場、備蓄場 

 業者が来る前にビジョンを出して欲しい 

 そういう環境なのに、においする 

 内山町より税金が高い 

 地図上で路線価格  

 売買価格は 30 倍  

 杉戸市長「名古屋市も便所もいるし、台所もいる」 

 せっかく空き地ができたから、早急にビジョンを 

 3 分といわれたらこれくらいしか言えない 

 

加藤：総合計画全般 



 計画書の中で 

  

すみませんなんども、 

 災害が来ると津波、地震 

 建物 耐震やっている 今来たらつぶれる 

 電気 インフラ 電柱 

 地中化は難しい 電信柱が倒れると救援物資がこない 

 災害になると下水だとかが使えなくなると不便 

 下水道耐震化を早急にすすめては 

 

加藤：全般についてもあとで 

 

中川区 片山：運河の近くに住んでいる 

 中川運河に架かる橋 長楽橋 

 完成された際、勾配がものすごい 

 年齢が高い 自転車 とてもじゃないがこげない 

 何でこんな高いのか 

 工事される課 看板を見て電話 

 降りたとき 土を高くして勾配を緩やかにする 回答 

 多少なりともあったかもしれないが、とても大変 

 一宮に友達 河村さんのファン 

  

加藤：税金が高い 

  ：屠殺場跡地 見に来て 

  ：津波、インフラ 電線が 

  ：橋に行くまでの話 

   

河村：見に来い もう一回見に行く 

 案内してもらって 区長 高畑どうするか 

 だいぶん聞いていた どうなっているのか 

 区長に話をさせる 

 橋 あんたが答えないと行けない 

 電線地中化 日本一の地中化を考えている 

 公募の前まで耐震化 

 学校の中 つなげてない 

 避難所 トイレも使える 飯も食える 



 保健所が使える 

 やろうというのは名古屋だけだと思う 

  

区長：総務部局、住宅都市局等々 

 庁内連絡会議 1.6ha もある重要な土地 

 ご意見があったことを報告する 

 災害拠点にできるか 

 現状は進捗していないのが 

 

河村：どうしてか 

 

区長：ヒ素が土壌から検出された 

 対策、撤去工事 費用がかかる 

 すんなりとはいかない 

 におい 

 

会場：そこをどう考えるのか 

      

区長：環境局も対応している 

 全くにおいがないというところまでやってない 

  

河村：何年やっている 

 

区長：関係部局と調整  

 中川区だけではならない 

  

河村： 

 

区長：大事な土地なので 

 

加藤：橋は 

 

区長：橋は聞いてみる 土木局   

 

会場：市長に昇ってもらいたい 

 



区長：喫茶店のそば 

 

会場：大変急 

 緩やかにする 

  

河村：それはいかん 

 

加藤：水面と橋の高さの関係もあるかも 

 答えが今すぐは出ない 

  

会場：緩やかに昇りたい 

 

加藤：経緯は知りたい 

 

市：建物大丈夫か 

 中川区役所 耐震済んでいる 

  

市：カラス 市としても大変苦慮している 

 カラス駆除していない 

 ゴミをあさる ゴミをつつきにこないようにお願い 

 環境局に伝えて現場を見に行く 

 防災 先ほど 雨が降ることが多くなる 

 東海豪雨 50 ミリを超える ほぼ終了 

 60 ミリ 対応できるようにレベルアップした 

 100 ミリ 猛烈な雨が降っても床上浸水しないように 

  

加藤：都市像 5 開かれた名古屋 

 どことなく全体 中間案 

  

中川区 西川：時の人 尾崎さん ボランティア 

 魚屋を辞めてボランティア 

 傾聴ボランティア 社会福祉協議会 

 市営住宅 応援ボランティア 

 中川区しかしらないが戸田荘 

 独居 7-80 ゴミの山 

 社協団体 何回か行く 



 高畑近辺一柳荘 

 中に入って 一戸建てに住んでいる 

 実際に入ってみて大変 段差、間仕切り 

 今はいいかもしれないが、 

 八事行く、南陽町に行く 

 何らかの形 16 区でもっともっとある 

 中川区の中でボランティアをしている 

 こういう手をうっているというのがあれば 

  

加藤：都市像１に近い 

  

瑞穂区から来た五十嵐 

 図書館 全般 

 市政運営の取り組み 情報公開・情報発信 

 最近の名古屋市 学校統廃合 若宮 

 案を作るときに会合 非公開でやられることが多い 

 情報が明らかになると市民に混乱を招く 

 最初作った段階で非公開 

 進めるときに計画あるが、情報はきちんと公開 

 堀田図書館駐車場→2/3 縮小 

 工事の計画 発表があった 

 なぜするのか、駐車場を減らすのは不便になる 

 工事始める前に説明すべき 

 情報公開を徹底して欲しい 

  

野田学区の石黒：市長の近くに電機メーカーがある 

 名古屋城エレベーター 

 丸栄 塗装した扉 

 日本で一番最初 

 テレビ塔ガラス張りエレベーター 最初 

 エスカレーター ムード型ガラス張り 最初 

  スパイラル 階段であがる者も最初 

 名古屋城のエレベーター これを油圧式のエレベーターで 

 考えると、ピットが不要な者をつくれる 

 身障者も我慢する 一般も我慢する 

 カプセル型 ようは天守閣まで行ければよいんでしょう 



 松重閘門 閘門の建物 地盤を考えると少々無理 

 市長 世界一、日本一が好き 

 エレベーターで船を上げて、川を渡すのはどうか 

 実は材木屋さんがあったとき 

 トロッコのレールがあった 

 トロッコで製材所に運んでいた 

 お客さん船に乗ったままあげてはどうか 

 どえりゃあこと 

 市長から孫 はちまるくんをもらった 

 中川区の白菜 尾張結球白菜 

 400 年祭で提案した 

 その後もりあがらない 

 白菜をケーキに入れたりする 

 導かないと行けない 

 結球白菜 尾張の人間 大根、ネギ 経済的においしいもの 

 結球白菜 早く煮えて甘い 卵とじ 

 大量消費をせんことには中川区の財産にならない 

 中川区に何で大学がないのか 

 はるか、戸田の方も含めて大学を持ってきてもらえれば 

 若い中川区になる 

 市長 昔庄内川松陰公園 市の中心からシジミ取りに来た 

 尾頭橋で乗り換えて 

 最近シジミがいない 

 取れても食えない 

 勇気を持って食べれば食べられる 

 藤前干潟 何倍薄めれば食べられるか 

 ＥＳＤ 持続可能 

 庄内川 塩分が少ない 

 ジュース、ビール よっぽど飲んだり食べたり 

 下水場で真水にして庄内川に流している 

 全部左岸につながっている 

 じゃあ塩分どうしたらいい 

 中川運河 塩分がきつい 

  

会場：急な坂 仕事やっているときに事故につながる 

 図書館 指定管理者制度 公設民営やっていただくと助かる 



 土曜日 6時で終わり 9 時くらいにやって 

 コンビニなどが入っていることも 

 人が大きくて、使えない 

 避難所であれば食物、食料品 ぴったり 

 カラスが多い  

 引かれた者があるとすぐ 110 番 

 綺麗に片づかれている 

 名古屋城 本物を作るのは大賛成 

 姫路城や熊本城はエレベーター付いているか 

 障害者は気の毒だが本物を作るのは重要 

  

河村：ボランティアは区長と相談して 

  

区長：劣化している 段差 

  

河村：図書館駐車場 

 区長しらない 教育委員会？ 

 車で来ない 必要ないと言っている 

 城のエレベーター いろいろ相談している 

 技術コンペをやる 油圧式あるとしても、エレベーター 

 小さいやつはいかん 

 11 人乗り 梁を取らないと 

 鉄骨を組まないといけない 

 今の名古屋城とどこが違う 

 本物に登れるのがいいのではないか 

 工夫をしていく 

 全然違うのなら今のままでいいのでは 

 世界の大恥 図面を引いた人は泣く 

 松重閘門 エレベーター ウルトラ発想 

 中川区に大学がない どういうもんなのか 

 あってもよい 

 土地もあるから誘致しては 簡単ではない 

 学生が来ないといけない 

 シジミ取り 庄内川が綺麗になればいい 

 顔を立てる方向で 泳げるような 

 急な坂 昔のお嬢さん ウソを言ったらあかん 



 スポーツセンター 民営化進んでいく 

 「公務員でないと世のため人のため」 

 民間の方がはるかに働く 

 お城は本物を作って 1000 年は大事にして 

 誇りになる 名古屋に 

 世界に自慢になるものを作らないと 

  

市：ボランティア ありがとう 

 そういう方がやって頂いて成り立っている 

 よろしく 

 野崎白菜 中川区として発信していくべきもの 

   

会場：種はあるのか 

 

市：売っている 

 

会場：家庭菜園 外国産の種しかない 

 中川の白菜があるのか 

  

市：インフラは市長から言われたので伝える 

 

鈴木課長：瑞穂区情報公開 

 進めるときに情報公開透明性確保 

 今回お時間を頂いて行政計画 最上位総合計画 

 タウンミーティング 開いてやるということは透明性の確保 

 フルオープン お話 ご意見を聞く 

 行政サービスを進める上で最も基本 

 5 カ年 5 年ぶり 市長以下直に行政計画を作る際に 

 中間案 反映させて総合計画を作りたい 

 中間案 お手元 13 ページ 

 細かい字 市政運営の取り組み 

 行政としての姿勢 

 情報公開、姿勢 様々な姿勢を掲げさせていただいた 

 進め方 時間の設定 貴重な時間を頂いた 

 前回のタウンミーティングを進めるに当たって考えさせて頂いた 

 結果的には満足いかないところもあったかと思うが 



 土日祝日 半分は休み 昼間 

 働いている人も来れるように 

 少しずつ配慮させて頂いたつもり    

 このたびはありがとう 

  

企画部長：参考になった 

 ボランティア 

 災害ボランティア 名古屋市政にとって重要になってくる 

 総合計画 位置づけた 進めていく 

 大学 大学政策室 

 名古屋市 東京都一番多い 京都市 3 番目が名古屋市 

 学生がいっぱいいる 

 誘致は難しい 先方の都合 

 学生タウン名古屋 

 シジミ取り 計画の中 持続可能な発展 

  

加藤：最後に区長と市長 

 

区長：お忙しい中ありがとう 

 貴重な意見ありがとう 

 住みやすく魅力あふれる中川 

  

河村：ありがとう 

 はやく一杯飲まないとやってられない 

 税金を 1円でも安く 

 福祉を充実 

 両立はわからない 

 公務員 1割給料下げた 

 日本 1 給料高かった→630 万 

 日本 13 位 1 人当たり 70 万円下げた  

 180 億円作って、そのお金で減税、敬老パス 

 褒めたってちょう 

 税収も増える 

 名古屋 最大の問題 

 冷たい 優秀な成績な人  

 しんじゃう 苦しんでいる子どもものすごくいる 



 暖かいのを 人生の目標 

 面白い名古屋 

 総理頑張れ サンキュウベリーマッチ 

  

加藤：限られた時間で活発 

 失礼なことをしたが恨まないで 

 さらにいいものに 

 市役所だけで街がよくなるかと言えばそうではない 

 中川区は中川区の人間が頑張るんだ 

 行政もやる 

 名古屋市が面白く暮らしやすい街 

 今今以上に市政に加わりながら行政とともに街を作っていく 

  

20：30 

司会：ありがとう 

 資料の中にご意見ちょうだい紙 

 用紙に記入の上箱に入れて 

 アンケート用紙 日時なども 

 次期総合計画 お開き 

 


