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○昭和55年4月19日生まれの38歳
○名城大学 理工学部 数学科 卒業
○愛知小学校・長良中学校 卒業
○名城大学 法科大学院 法務研究科 法務博士

■プロフィール

■所　　　 属

(名古屋市会 平成30年度9月定例会 本会議)

○名古屋市会…教育子ども委員会（常任委員会）
　　　　　　　産業・歴史文化・観光戦略特別委員会

アンケートにご協力ください

みなさんの声

メールでの
ご連絡は
こちらから

052-353-5101 FAX送信先

Ｑ１．議員の活動（仕事）で関心のあることは？（複数回答可）

FAXでの送信には通信料が掛かります。
送信前に今一度、送信面のご確認をお願いします。

・興味があるけど、声をあげることはないと思う

・市政と聞いても、ぼやっとしていて興味があるけど分からない

・議員は毎日何をしているのか、選挙の時に言っていたことが実現できているか知りたい

・地下鉄や市バスがない地域で、高齢者のための交通手段を確保できないか

（アンケート等 抜粋）

毎議会終了後に市政報告会も実施中！！（7月・10月・12月・3月）

Ｑ２．名古屋市の子育て支援として不便なところは？

ご住所／

個人情報のお取り扱いについて

名古屋市中川区

□ 報酬額　□ 政務活動費・用途　□ 議会・委員会　□ 視察・調査　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ３．議員や市からの情報伝達で便利なもの、拡充して欲しいものは？

Ｑ４．町内会や自治会、区政など、地域力をさらに向上させるためにお気付きの点

連絡先 髙木善英事務所
〒454-0807 名古屋市中川区愛知町29-13

E-mail info@hito-machi.nagoya

地域での活動など、メール・ＦＡＸなどで、ぜひぜひお知らせください。

http://hito-machi.nagoya

TEL.090-7304-2574　FAX.052-353-5101

ご記入いただいた個人情報は、髙木善英
事務所で厳正に管理し、髙木善英及び所
属する団体が、活動報告や活動案内に利
用させていただきます。

vol.11
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秋号

お名前／ （　　　歳） TEL／

インターネット上でも
みなさんの声を募集しています！
右記のQRコードを読み取って
専用サイトをご覧ねがいます。
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名古屋市政のことをお伝えします！！

市政レポート

ブログやSNSも日々更新中!!

名古屋おしえてダイヤル

052-953-7584 「名古屋おしえてダイヤル」では、市役所や区役所での手続き、イベントや施設の案
内など、市政に関する簡単なお問合せにお答えします。また、市役所・区役所など
でおこなっている、弁護士による無料法律相談の電話予約を受け付けています。受付時間／午前8時から午後9時 年中無休

皆様からのお問い合わせにオペレーターが応対します。

台風接近に伴う休校等の措置について

警報発令や台風等の災害予測情報の精度が高くなってきている昨今、幼稚園および小中高
の本市立学校の登下校について、当日ではなく、前日の判断により対応を行うことができる
ように、現在の判断基準と周知方法を見直すべきであると考えるが、見解はいかがか？
判断基準や周知方法については、従前の基準に加え、気象状況によっては、子どもの在校中の時間帯も含めた、前日の段階で休校を判断
して周知するなど、弾力的な対応に努めます。（教育委員会）

質問

安全性を考慮した、積極的で速やかな判断をお願いしたい。加えて、校長による休校判断のあり方も検証し、今後の対応に
生かしてほしい。

台風進路が高確率の場合、該当校（園）保護者へ前日の午前12時までに「なごやっ子安心メール」等で休校通知がされるようになります。

「#名古屋市災害」の活用が10月28日（濃尾地震発生の日）に定められました。
http://www.city.nagoya.jp/bosaikikikanri/page/0000108578.html

議 案 外 質 問

名古屋市会議員  中川区選出

市政調査＆視察の様子
幼児期の脳・神経・筋肉・骨などなどの発育に良い影響があるといわれる「総
合運動あそびプログラム“忍者ランド”」を視察しました。国の調査結果から
みてもこどもの運動時間は年々減少しているようです。保育園幼稚園では一
定の運動あそび、小学校では体育がありますが、様々な状況から全体的には
体を動かす機会が減っているように感じますね。自発的に楽しめる“あそびと
しての運動”をもっと紹介していけたらと感じています。名古屋市内でも「総
合運動あそびプログラム“忍者ランド”」が体験できるそうです。

答弁

災害時におけるリアルタイムな情報の収集・活用について
災害時の被害状況の共有や迅速な把握に資するため、政令市初となる本市公式災害用ハッシュタグ（SNS等検索用キー
ワード）として「#名古屋市災害」を設定することについての考えは？
災害が発生した際の被害状況の確認として、市民の投稿するツイッターなどSNSからの情報は有用と考えており、政令市初の本市公式災
害用ハッシュタグとして「#名古屋市災害」を定めていきます。（防災危機管理局長）

１日でも早く定め、本市公式ウェブサイトを始め、あらゆる機会を捉えて周知を図ります。また、本市実施の訓練で市民の皆さまに実際に使
用していただく等、有効活用策も検討していきます。（防災危機管理局長）

質問

ハッシュタグ「#名古屋市災害」については、いつ定め、どのように周知活用されるか？

答弁

再答弁

再質問

要望



名古屋市議の議員報酬
～市議の生活の実際～

預託金と議員報酬について…

収入

今回は、多くのご質問をいただく“市議と給
料”について。１例として名古屋市議：髙木善
英の７月をみなさんに見ていただきます。ま
ず、市議が個人的に関わるお金は大きく２種
類あります。１つは「政務活動費」で、調査や
研究に使う企業でいう運営経費のようなも
のです。もう１つが「議員報酬」で、一般的に
いうお給料です。

政務活動費の支給を踏まえ、議員報酬は800万円で活動や生活できると考え、そ
の超過分は預託しています。また、市への報酬返納ができない分、寄付文化の醸
成を目指し、現在の預託金は被災地域への寄付金としています。

また、収支の参考として７月の活動内容です。

※移動・自学自習含まず

ざっくり言えば・・・市がこれから行おうとする事を分かりやすく公開し、みなさんの声を集めます。そして
「①みなさんの声に対する市の考え方」とともに公開され、「②計画等に考慮される」こととなり、みなさん
と一緒になって市のことを進めて行こう・・・という取り組みです。

※名古屋市HPや役所等でパブコメを求めている内容をみることができます。
※考慮：意見の“数や内容”等によって基の案に影響させるか検討する場合もあるが、その明確な採用基準はありません。

パブリックコメント 略称「パブコメ」、和訳「意見公募」ぱぶりっくこめんと

国が示した幼児期運動指針の趣旨を踏まえた取組はあるか？

子ども・子育てセンターでは、親子向けの運動機会講座の実施、地域子育て支援拠点では方針は設けず拠点ごとに講座やイベントを実施
し、まずは体を動かす楽しさや心地よさを実感してほしい。

質問

幼児期運動指針においては、単に遊ばせればよいというわけではなく、理論立て、要素を認識させながら行う
必要があると考える、子育て支援においても、時代の変化に応じた科学的観点を取り入れ、遊びや免疫などの
要素に着目して、施策を進めることを課題として認識していただきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・841,500円

支出

預託金
Ⓐ髙木が所属するグループで積立するもの

※活動費と支出Ⓓはきりのよい類似値
（7月の月額）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246,240円

所得税
住民税
国民健康保険
国民年金

議会等
研修
視察
ミーティング
調査研究

地域活動
臨席公務
事務作業
役所やり取り
市政報告

6時間
6.5時間
8.5時間
61.5時間
41時間

21.5時間
2時間
40時間
10時間
2時間

3件
1件
7件
27件
19件

9件
1件

2件

Ⓑ給料を貰うと必ず払うもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93,010円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,300円

・・・・・・・・・・・・・・・・64,800円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,340円

所属政党月会費
市議会所属会派月会費
活動費（事務所運営等の自腹負担分）

©議員活動してると必要になるもの

・・・・・・・・・・・・・・10,000円
・・・・・・・・5,000円
・・140,000円

居住用家賃（実家、家族同居）
水道光熱（同居負担分）
通信費（携帯、ネット）
食費（同居負担分）
被服費
交際費（友達等とのつきあい）
雑費（趣味、余暇）
交通費（プライベートの移動）
諸費（車のオイル交換等）
保険料（車・生命保険等の月割り）
貯蓄（冠婚葬祭の予備含む）

Ⓓ個人の生活に必要なもの
・・・・・・・・・・・・・・・0円

・・・・・・・・・・・・・10,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・7,500円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円

・・・・・・・・・50,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円

・・・・・・・・・・・7,000円
・・・・・・・・・・・・・10,000円

・・・・・・・25,000円
・・・・・・・・・・・41,000円

意見

子育て支援の推進 幼児期運動指針について

(名古屋市会 平成30年度9月定例会 常任委員会)委 員 会 質 問

ナカガワレポート

中川区荒子観音ランタンフェスティバル
が開催！九万九千日まつりとも言われ、１
年で最も功徳があるとされてます。子ど
もの手作りランタンもキレイでした！

荒子観音寺境内にて
ランタンフェスティバルが開催!

お盆の時期には中川区の各地で行われ
る盆踊り。盆踊りがある地域に住めてい
る事がとても嬉しく感じるようになりま
した。

中島中央公園にて
夏祭り納涼盆踊り大会が開催!

愛知学区での盆踊りと夜店のイベント
は、中学生の地域活動デビューを応援
する取り組み。案内も回覧されオトナ
もコドモもみんなで盛り上がる？！

愛知神明社にて
なつのよいまつりが開催!

どまつり中川荒子会場。フィナーレは、
地元の侍前田利家ONDO舞人さん！
総踊りも盛り上がりました。

中川荒子会場でも
踊り子達の華麗な演舞披露!

「なごやめし」に関する質問を本会議場で行
なってから３年。いよいよ名古屋市の小学
校を中心に、「なごやめし」の提供が始まりま
した。第一回目は、なんと「うなぎ」が登場！！

だいすき！なごやめし。
学校給食に「うなぎ」登場！！

名古屋では、本日（8/4）土曜日 でも市
会が開催中！なごや子ども市会の議員
が委員会発表実施中！陸前高田市の子
どもたちへのメッセージも。

なごや子どもの市会の議員が
陸前高田市の子どもたちへメッセージ

20周年どまつり。ステージ上の激戦、
縁の下の戦備。幕開けとフィナーレの
日曜日。やはり、現場で熱気を体感で
きるのは嬉しいですね。

名古屋の夏の風物詩！
にっぽんど真ん中祭り開催!

名古屋市の民生委員、児童委員さんの大
会が開催されました。今年で70回。いつ
もありがとうございます！

名古屋市民生委員・
児童委員大会に参席

ナゴヤレポート

注目！スポットライト

ことばの
“つぼ”

いろんな年齢の方がいろいろ楽しめるのが公園ですね。名古
屋市には1400あまりの大小様々な公園がありますが、公園の
求められる役割や使い方は時代によって変わっていきますね。
そこで名古屋市はこれからの時代に合わせ公園をどうやって
積極的に守ったり活かし育てていくかを決めました。キーワー
ドを「公園経営」として、公園をサービス・商品のように捉え、
求められる機能（スペック）を整理したり、使う人・協力する
人・近くに住んでいる人など関わる人がみんな嬉しくなる仕組
みを作っていったりします。しかしながら、使える予算は無限
ではないので、多くの人の力や民間企業のアイディアとノウハ
ウをどんどん入れられるようにしていきます。みなさんのご活
躍を期待する部分として、公園のための“様々な形の寄附”や
“守るだけでなく活かすためのボランティア”などの仕組みを

整え進めていきます。また、広さや場所や特別の目的などあ
るのでそれぞれの公園に合ったやり方を考えながら進めてい
く事になります。世界や日本を見渡すと素敵だなと思える公園
が沢山ありますが、それらを参考にしながら、みなさんの人生
がより豊かになり他都市から憧れられるような公園を目指し
たいですね。名古屋市は事業者のみなさんからは随時提案を
募集しています！

◎名古屋市の公園をすべてあそ
びつくしたい猛者の方や近場の
公園を探したい方は、市と公式
連携しているPARKFUL（パー
クフル）のアプリが便利です。

★公園を考えるには①機能②管理③資金の視点が必要になり、
①機能は年齢や状況で分化され、②管理は技術に影響を受け、
③資金はシステムが必要になります。まだまだ改善の余地もあり
そうですので、引き続き注目していきたいですね。

名古屋市公園経営基本方針

なごやナビ～計画解説～

※スマートフォンで動画を見る場合は通信量が多くな
るため、Wi-Fi環境もしくはパケット定額サービスを利
用して見ることをおすすめします。

本会議 委員会

本会議・委員会の様子は
スマートフォンでも見られます。

ライブ＆録画

答弁

名古屋市立高校生のドイツ派遣の29年度実施状況と28年度との違いは？

グローバル社会に主体的な対応が出来る専門的技術を持った人材育成が目的で、自動車、機械、電
気系の現地技能実習と国内での事後研修として報告会を行い、29年度はデザイン系として自動車
クレイモデル製作プログラムを加えた。また、報告会も中部経済連合会と日独協会等にドイツ総領事
館を加えた。課題は、派遣生の学習成果を市立工業科高校の学習指導改善等への還元とより充実さ
せるために新たな訪問地の開拓も重要と考える。

質問

民間との協力を含め、広い視野で名古屋の将来を考えられる人づくり、ものづ
くりを進めることが必要である。
子ども応援委員会の代表番号統一化の再要望他

他 なごや子育てアプリNAGOMiiの利用度や広報実施の状況確認と利便性向上等の意見

要望

国際理解教育の推進 名古屋市立高校生の海外派遣について

答弁

概要版PDF


