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

○名古屋市会教育子ども委員会（常任委員会）
○名古屋市会産業・歴史文化・観光戦略特別委員会
○名古屋市会所属会派：減税日本ナゴヤ

アンケートにご協力ください

みなさんの声

メールは
こちらから

052-353-5101FAX送信先

Ｑ１．地域の公園を「利用・活用しやすい公園」にしていくためには、どのようなもの・ことを求めますか？

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。

・子育てアプリ「NAGOMii」や子育て家庭優待カード「ぴよか」を妊娠前など早期に知れる方法を考えて欲しい。
・トワイライトルーム利用申込の可否返答を新年度の仕事量計画もあることから現状より早く教えて欲しい。
・議員の活動がツイッターで見られるのことで身近に感じられる。
・町内会や町内活動の加入・参加率向上のため、ネット活用の回覧板などのICT化等を進めて欲しい。

（アンケート等 抜粋）

ご住所／

個人情報のお取り扱いについて

名古屋市中川区

ハード面（各種常設物、貸出備品など）　※自由記述

Ｑ２．市会議員を評価（点数付けなど）する指標（項目や物差し）は、どんな内容ですか？

ソフト面（人員、仕組み、ルールなど）　※自由記述

その他　※自由記述

□ 相談対応数　□ 議会での質問数や内容　□ 委員会での発言数や内容　□ 地域活動参加数　
□ 報告会や街頭演説の回数　□ 掲げる政策案数と内容　□ 市政への反映度

活動内容　※複数可

□ 見た目　□ 真面目・誠実さ　□ 人脈　□ 話しのわかりやすさ　□ ユーモア　□ 知識量　□ 理解共感力
人柄能力　※複数可

連絡先 髙木善英事務所
〒454-0807 名古屋市中川区愛知町29-13

info@hito-machi.nagoya
http://hito-machi.nagoyaTEL.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.13
2019年
春号

お名前／ （　　　歳） TEL／

QRからアクセス
専用入力フォームに進んでください。
※PC は下記URLよりアクセスください。

スマートフォン
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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!!

行政改革について

１．オフィス改革 ～ABWを見据えてフリーアドレスの導入～
働き方の戦略として、コミュニケーション促進効果、移動時間の
削減効果、資料の作成時短と質の向上効果が見込める「アクティ
ビティ・ベースド・ワーキング（A.B.W.）」を進める第一歩に、固定
席でなく仕事に応じてオフィス内の適切な場所で作業ができる
フリーアドレスオフィスを導入する考えは？
効果や課題の把握を十分に行い、早急に先進事例の調査など情
報収集を行う。（総務局）

質問

平成31年2月定例議会・個人質問議 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
名駅の民間こども施設へ。行政財産である
公園を持続可能な制度と求められる機能で
考え、こどもの発育に欠かせない「遊び」も
大切にする。前例がないけど進めます！

答弁

２．データ活用とデータサイエンティスト
A.I.ではできない蓄積データの新たな分類定義を行い、課
題の発見や解決法提案など情報取集と分析を担う「データ
サイエンティスト」の活用とデータ自体の活用についての
認識は？
他都市の動向に注視し、職員研修で能力向上にも取り
組み、効果的なデータ活用の推進に努めたい。（総務局）

質問

答弁

ノーリフティングケアについて

１．介護人材の確保策に対する効果測定と評価
国においては、①介護職員の処遇改善、②多様な人材の確保・育
成、③離職防止・定着促進・生産性向上などの課題に取り組んで
いるが、介護現場における様々な人材確保策の効果をどのよう
に把握、検証し、効果測定を実施されているか？

「介護人材確保に関する懇談会」で取り組みの報告や意見聴取し、
介護現場ニーズに即する事業改善に努めている。（健康福祉局）

質問

答弁

２．本市における今後の取り組み
単に器具による介助ではなく、介助者の意識向上や処遇
改善、利用者ファーストの適切な支援につながる「ノーリフ
ティングケア」の導入を含め、課題解決に向けた宣言など
必要だが見解は？
よりよい支援に向け、新たに議論する場を設けるなど、
次年度中に課題整理を進める。（健康福祉局）

質問

答弁

市公式ウェブサイトのより利用しやすい情報発信のあり方について

高齢者や障がい者など心身の機能に制約のある方など、年齢的・身体的条件を問わず誰もが利用しやすいウェブサイト作成が進められて
きたが、登録利用者の状況や興味関心に合わせ、情報が自動的に配信される方式を用いて市民の利便性向上や広告などでの収益を確保
する考えは？

登録利用者に合わせ情報が自動的に配信される方式は技術的に高いハードルがあり、行政が収益を得るために住民情報を利用することに
抵抗感もあるが、他都市や民間事例など研究したい。（市長室）

質問

答弁

高知県がリードする福祉・医療業界の取り
組み「ノーリフティングケア」について現地
で意見を交えてきました。本質を外さず実
践へいかに落とし込むか課題整理です！

名古屋市公式LINE@
AI（人工知能）による
24時間自動回答実証実験中！

@nagoyacity

名古屋おしえてダイヤル
手続き・イベント案内等の簡易問合せ先
8:00～21:00オペレーター対応

052-953-7584

名古屋市議会ライブ録画
本会議・委員会の様子は
スマートフォンで見られます。
※スマホ動画視聴は通信量が多いためWi-Fi環境・
　パケット定額サービスのご利用をオススメします。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

本会議 委員会

子ども子育て大応援！生まれも育ちも中川区！



名古屋市会議員の実績 ～市会議員が4年間でやったことをどう見ますか？～

A議員 0 0%質問数 質問率 （0／16議会）

髙木善英

髙木善英の質問内容は、ホームページでもご覧いただけます。
http://hito-machi.nagoya/report.html

32 88%質問数 質問率 （14／16議会）

B議員 2 6%質問数 質問率 （1／16議会）

D議員 22 69%質問数 質問率 （11／16議会） E議員 11 38%質問数 質問率 （6／16議会）

C議員 6 6%質問数 質問率 （1／16議会）

F議員 11 44%質問数 質問率 （7／16議会）

ざっくり言えば・・・社会の中で違う意見がぶつかった場合に調整したり、社会全体の行動を
どうするか決めていく・・・というものです

みんなで船に乗って
区分された集団やエリアで
共同の営みをしていて、
相互に影響関係のある集まり

2人の行きたい方向が違う いろんな方法で行き先を決める

政治

政治家

国

内容
ルール
お金

外交国防など
憲法・法律
所得税など

県

警察など
条例

県住民税など

市

保育所など
条例

市住民税など

他

各思想
自分たちの
自分たちの

例えば
…

ナカガワレポート

中川区かの里で学区自主防災訓練！
防災減災だけでなく、被災時に役立
つカセットガス発電機の紹介もありま
した。災害時に使える最新機材も定
期的な動作確認点検が必要ですね！

やっぱり地域の力！！

他県で「Made in 中川区」を目にす
ると誇らしくなります！調べてみる
と、ビスくんで有名な中川運河沿いの
会社さんが生地を製造。今日も運河
沿いにはビスケットの甘い香り。

中川区産が支えるお菓子！！

中川区八田でアルパカとバルーンが
融合？！行政主催でなくとも、まちを
盛り上げるという心意気にリスペクト
です。まちづくり・文化芸術発信が次
世代へ届くように！

せいじ

ざっくり言えば・・・社会の目指す姿を提案し、納得を積み重ねたり、ルールやみんなから集めた
お金の使い方を決めたり、行政のやっていることチェックしたりする人・・・というものです政治家・議員

せいじか・ぎいん

古民家カフェまちづくり発信！！

新年を飾る69回目の名古屋市消防出
初式。暖かい日差しの下、ヘリの展示
飛行やVRで消防士体験、地元アイド
ルも集結し圧巻のイベント。私も消防
団員として仲間を増やしたいです！

圧巻の名古屋市消防出初式！！

この画面は？？スマホで利用できるア
プリ「polipoli（ポリポリ）」。名古屋
出身の現役大学生らが、「政治をエン
ターテイメントに！」をコンセプトに創
り上げた、発展期待のアプリです。

政治もスマホアプリ！！

名古屋の教育はどうなる？第３期名古
屋市教育振興基本計画が準備中で
す。変化の早い世界を恐れることな
く、１人ひとりを尊重し、画一的教育
からの進化を求めて行きます！

時代に合わせた公教育！！

注目！スポットライト

ことばの
“つぼ”

ナゴヤレポート

※ただし、議員は選挙で自ら手を挙げてからみんなに選ばれないとなることができません。
※議員もどの議員かでやれることが違います。　※下記図解は、ざっくりとした目安としてご覧ください。

市会議員の成績を考える時、分かりやすい数字が出せるも
のの中に「本会議中の個人での質問数」があります。
（本会議での質問が全てではありませんが）
本会議では予算を伴う事業や条例に関することが議案とし
て取り扱われますが、議案だけでなく、その他市政全般につ
いても各議員が担当部局などに質問できます。
この個人での質問は、日頃からの問題意識と課題の洗い出

※反映とは、髙木自身が答弁の文言と進捗度を鑑み、市政への反映状況を評価した目安です。各局の答弁内容で「実施する、図る、努める、検討する、研究する」など、
　市政への反映実態が分かりにくいとのご指摘と、各答弁者によりニュアンスも異なるため、簡易的に見える化したものでが、自己評価であることをご承知願います。

し、現状や改善方法等の調査、望まれる地域の姿の研究など
など、事前に多くの準備や自己研鑽が必要になります。
そこで、中川区選出の議員について今期4年間（平成27～
30年度（2015.6～2019.3））分をまとめてみました。
※個人での質問とは、議案への質疑・議案以外の質問です。
　会派での質問（代表質問）除く。
※数字は臨時議会除く、通告内容で算出（髙木調べ）

「なごやめしの日」制定の考えについて
反映【☆☆★★★】3/5 学校給食で実施済み。日の制定は調整中。

平成
27
6

救急車の適正利用について
反映【☆☆☆☆★】1/5

周辺の生活環境を悪化させる空地について
反映【☆☆☆☆★】1/5

子ども応援委員会のいじめへの対応について
反映【☆☆☆★★】2/5 相談予約ダイヤルの設置。教職員への「活用の手引き」配布。

18歳選挙と、家族ぐるみでの投票行動について
反映【☆☆☆★★】2/5広報なごやなどでの広報充実。

スマートフォン（スマホ）の適正利用について
反映【☆☆☆☆★】1/5

議員報酬８００万円とする条例について
概要：議員報酬が年額800万円から年額1450万円余と可決された特例条例の考え方　答弁：やっぱり市民の皆さんがいかぬと言ったら、それは考え直さないかぬ。（河村市長）

市営住宅の耐震診断結果を踏まえた対応について
反映【☆☆★★★】3/5 現状や対策について考え方を取りまとめ、紙面やネットで公開（住宅都市局）
反映【☆☆★★★】3/5 防災訓練で「災害時のSNSの活用」をメニューに追加（防災危機管理局）

歴史的・文化的価値のある市役所本庁舎の活用について
反映【☆★★★★】4/5 映画やドラマの撮影だけではなく、イベントでも本庁舎の活用可能へ。

保育所整備の考え方について
反映【☆☆★★★】3/5基準制定。
甲冑師や甲冑を活用した名古屋の魅力づくりについて 反映【☆☆★★★】3/5 甲冑師から名古屋市へ甲冑の寄贈。甲冑活用のイベント実施。

若いころからの転倒予防とその周知啓発について
反映【☆☆☆☆★】1/5

東山動植物園における「種の保存」への取り組みについて
反映【☆☆★★★】3/5 H30年12月環境省へ申請済。

同時多発火災に備えた自然水利を活用した消火について
反映【☆☆☆☆★】1/5

キャリア支援モデル事業（子供と親への総合支援）について
反映【☆☆☆★★】2/5

名古屋愛が見られる職員採用試験について
反映【☆☆☆☆★】1/5

AIを活用した施策展開について
反映【☆☆☆☆★】1/5

名古屋おしえてダイヤル、ウエブサイトについて
反映【☆☆☆☆★】1/5

ソーシャル・インパクト・ボンドの導入について
反映【☆☆☆☆★】1/5

休眠預金活用を見据えた市民活動の支援について
反映【☆☆☆☆★】1/5

台風接近に伴う休校等の措置について
反映【★★★★★】5/5 前日の12時までに通知（前日判断可能時）

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
反映【★★★★★】5/5 H30年10月28日「＃名古屋市災害」制定。大学生消防団での活用訓練実施。

行政におけるRPA導入による事務作業の自動化について
反映【☆☆☆★★】2/5

市民活動促進への取り組みについて
反映【☆☆☆☆★】1/5

行政改革について
反映【☆☆☆★★】2/5

ノーリフティングケアについて
反映【☆☆☆★★】2/5

市公式ウェブサイトのより利用しやすい情報発信のあり方について
反映【☆☆☆☆★】1/5

休眠預金活用法の施行を見据えた市民活動の支援について
反映【☆☆☆☆★】1/5

公共交通機関におけるUSB充電サービスについて反映【☆☆★★★】3/5 H30年3月20日メーグル車両にUSB充電器の試験的導入。

学生タウンなごやの推進について
反映【☆☆★★★】3/5 学生タウンなごや推進会議を実施。他部局との連携事業実施。

SNSを活用した「いじめ防止対策」について
反映【☆☆★★★】3/5

災害ボランティアへの支援について 反映【☆☆★★★】3/5 災害B.C.のフォローアップ講座の一環で被災地派遣制度を確立。
H30年12月期間限定LINE悩み相談窓口設置。一部中学校高校で試行実施。

路面下空洞調査における技術力の向上について
反映【☆☆☆☆★】1/5

国会議員
○総理大臣
○国務大臣
○国会議員

知事

都道府県会議員

首長（市長など）

市区町村会議員
○政令市会議員
○市町村会議員
○特別区会議員

政治活動者等
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集まりの中で共有の物とか
お金の使い方やみんなでする
行動で意見が分かれたとき

集まりのリーダーが決めたり、
数の多い意見で決めたり、
みんなで話し合って決めたりする


