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９月定例会 議案外質問             

 2013年 9月 13日 山口清明 

 

平和首長会議への加盟について 

平和首長会議へ加盟申請するのはいつか 

【山口議員】通告に従い順次質問します。はじめに、平和首長会議への加盟について

河村市長にうかがいます。全国の政令指定都市で名古屋だけが未加盟の平和首長会議 

都市の連帯の力で核兵器の廃絶をめざすこの平和首長会議に、市長もようやく加入

する意向と８月の定例記者会見で表明されました。そこでうかがいます。 

正式に平和首長会議へ加盟申請するのはいつか。具体的に答えてください。 

 

名古屋市平和都市宣言 50周年にあたる 9月 18日(市長) 

【市長】平和首長会議への正式な加盟申請の時期ですけど、名古屋市平和都市宣言 50

周年になります 9月 18日に行います。 

 

核兵器廃絶・放射能被害根絶に向けた具体的行動を 

【山口議員】また、加盟するのならば、核兵器廃絶、放射能被害根絶に向けた具体的

な行動を起こしていただきたい。 

まず、被爆者のみなさんと会って、平和首長会議に加わると直接伝えていただきた

い。そして、いま加盟都市で展開されている被曝の実相を伝える原爆ポスター展を名

古屋市でも開いていただきたい。以上二つ提案し、あわせて答弁を求めます。 

 

一歩進んだことが出来ないかと指示(市長) 

【市長】いろいろやっていきたいとは思いますが、放射能被害根絶に向けたというの

は原発問題もありますから、いろいろ当局にも指示して、一歩進んだことが出来ない

か、と申し上げているところでございます。 

 

直接、被爆者のみなさんに報告していただきたい（再質問） 

【山口議員】平和首長会議への加盟について、私が本会議で質問したのは今日が３回

目。３度目の正直で、ようやく加盟すると答弁をいただきました。歓迎します。 

市長、このうれしい報告をぜひあなたから直接、被爆者のみなさんに報告していた

だきたい。被曝者のみなさんと会っていただけますよね。 
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いろんなお話をしにいきたい 

【市長】私はええというわけじゃありませんけど、仰山ありまして、どこまでどうし

ようかという話があることは事実でございます。私も被爆者の団体にでたことありま

すんで、やれることはチャンスをもってやりたい。途中であそこには行って、わしん

とこわざわざ外したなって言わんけりゃいいですけど、もしそういうことだったらま

あ、しかるべく報告といいますか、いろんなお話をしにいきたいと思っとります。 

 

 

いわゆる口きき防止条例の制定について 

全ての要望・働きかけを記録し公開する「条例」に変え、実効性を 

【山口議員】次に、いわゆる口利き防止条例、職員の公正な職務の執行を確保するた

めの条例制定についてうかがいます。 

 残念ですが、議員による不正な働きかけで、市職員の公正な職務執行が妨げられた

と思われる事件が起きました。市嘱託員の不正採用事件です。 

 ６月議会では、「職員が不正採用に手を染めた動機について、市長として事実と認定

した事柄は何か」との質問に、市長は「議員からの働きかけがあったことを職員が認

めているという報告を受けており、動機についてそこまで確実であれば間違いないと

判断した」と答弁されました。 

そこで日本共産党名古屋市議団は 8 月 30 日、疑惑が取り沙汰されている議員に公

開質問状を手渡しました。議員からは 9月 4日に回答をいただきました。 

回答には「名古屋市長から嘱託を受けた専門調査委員会作成の平成 25年 7月 22日

付けの『嘱託員の不正採用問題に関する最終報告書』について、その報告内容に反論

が多々あるので、本職も代理人弁護士と協議中であります。 

協議が整い次第、協議結果について書面にして、名古屋市長並びに名古屋市職員倫

理審査会宛に提出する予定です。それをもって、貴職の回答とさせていただきたい」

とありました。 

 この回答は、事実関係について争う姿勢を表明されたもの、と私は受けとめました。

つまり事件の全容、事実関係はいまだ確定していないのです。 

ところが職員の処分だけが先行して行われた。このままで良いわけがありません。 

議員の政治倫理に関わる問題では、減税日本ナゴヤ所属議員による政務調査費の不

正受給疑惑についても未解明です。 

市職員に対する不正な「口利き」や議会への信頼を失墜させる不祥事を根絶するに

は、たとえば議員が遵守すべき政治倫理を条例の形で宣言する必要があるのではない
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でしょうか。 

 私たちが調査した「京都市会議員政治倫理条例」には、単純明快に「本市の職員の

採用、昇任又は人事異動に関し、不正な働き掛けをしないこと」と書かれています。 

 6 年前に制定されたこの条例、提案したのは誰か、自民党京都市議団です。この条

例も参考に、議会として全容解明と再発防止に全力で取り組む必要があると思います。 

 さて京都市では「議員政治倫理条例」と対になる条例として「市職員の公正な職務

の執行の確保に関する条例」が施行されています。 

この条例では、職員が職務の執行に関し受けた要望や、不正な言動を伴う要望等を

原則としてすべて記録し…不正な要望等に対しては、組織を挙げてき然と対応する、

としており、京都市公正職務執行審議会を原則年 2回開催し、条例の運用状況を報告

し不正な要望への対応を行っています。 

 2011年度の記録件数は 14,442件、うち議員等公職者からは 848件です。１万４千

件余の中で明らかに不正と判断されたものは６件でした。 

 本市では「適正職務サポート制度」が要望・働きかけを記録する仕組みとして 8年

前（2005年・平成 17年）につくられました。 

しかしこの制度では、記録するのは不正と思われる要望だけであり、かつ要望した

相手に「記録していいですか」と同意を求めることもあり、これまでに記録された実

績は皆無です。全く機能していません 

 議員が市民から様々な要望を受けて行政当局に働きかけるのは当然です。同時に、

そのことが職員に対して違法な圧力となったり、特定の人物や団体の便宜を図るもの

であってはならないのも当然です。しかし、その境界はなかなか明快にできません。 

職員の職務執行に関して、不当な働きかけを拒否できるようにしつつ、議員活動も必

要以上に委縮させないためには何が必要か。私は、議員の政治倫理条例と共に、職員

の側でもいわゆる口利き防止条例が必要と考えます。 

必要なルールを条例という形でしっかり担保する。そのポイントは、違法な働きか

けだけでなく、要望・働きかけの全てを記録し公表することです。 

 働きかけが違法不当なものかどうか悩ましいものは、第三者を含む審査会などで検

討する。決して現場のラインだけで、上司と部下だけでは判断しない。すべての記録

を市民に公開し、不正か否かも判断を仰ぐかまえが基本です。 

 議員活動の評価の上でも、こんな要望をとりあげてくれているのか、と市民に評価

される材料になるかもしれません。後ろめたい要望でないのなら、積極的に公開した

ほうが議員にとっても望ましいのではないでしょうか。 

 弁護士チームによる調査委員会の最終報告でも、サポート制度の改善について提言

されました。他都市でも全ての記録をとるところがありますが、それで業務に支障を
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きたした例を私は知りません。 

 適正職務サポート制度について、全ての要望・働きかけを記録し公開することを柱

とする仮称「職員の公正な職務の執行を確保するための条例」に変え、実効性を持た

せるべきではありませんか。総務局長に答弁を求めます。 

 

職員倫理審査会からの答申を踏まえ再発防止策を検討したい 

【総務局長】嘱託員不正採用事案において、コンプライアンスを確保する仕組みが十

分に桟能せず、組織として職員の不正行為を防ぐことができなかったことは大変残念

であり、職員の服務やコンプライアンスを総括する局長として、誠に申し訳なく思っ

ている。 

 当該事案に係る再発防止策については、7 月に出された専門調査委員からの提言に

併せて、今後、職員倫理審査会からの答申をいただくことになっている。それらを踏

まえ、こうした事件を二度と起こさないよう、市としての再発防止策を検討してまい

りたい。 

 

職員の処分だけが先行して、再発防止の取り組みが進んでいない（再質問） 

【山口議員】残念ながら職員の処分だけが先行して、再発防止の取り組みが進んでい

ない。私自身、議会としてやるべきことが出来ていないと忸怩たる思いで質問してい

ますが、総務局長の答弁だと、職員倫理審査会からの答申待ちというものでした。権

威あるところから指摘されたから動く、という姿勢では困るんですね。議会側もがん

ばらねばならないが、職員の方も自主的自立的な改革が必要だと思います。 

河村市長、あなたのマニュフェストでは確か職務の適正化及び、透明化条例の提出

など二度と口利き疑惑事件がおきないようにするとあります。働きかけについてすべ

て記録し公開することを原則とする条例つくろうと呼びかけたのですが 9月議会には

何も出てこない。だから議案外の質問なんです。不正の働きかけをふせぐためには、

議会でやるべきことは私たち頑張りますが、条例提出などあなたは市の職員のサイド

でいつまでに何をしようとお考えなのかお答えください 

 

どんどん頼んでいい、でもオープンでやる、という風なことを目指したい 

【市長】これはまさに最大の問題で、私も国会議員 16 年弱やっとりましたんでいろ

んなことを頼んだことも現にあります。ただし私は私でそのことはいいですけど、こ

れはいろいろ議員が民主主義ですから頼まれたことをいうというのは…限度が難しい。

かえってオープンにしたほうがいいというこことがありまして、職員の中の、こない

だの交通局の話も、わたしは更に相当慎重に調べておりまして、手続き的に倫理審査
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会に諮問しとることも確かですから、その前にやってまっては怒りますんでね、これ。

私も 16 年弱の国会議員の体験ありますんで、ほんとに自らリーダーシップもって、

どうしたらいいかと、一定の民主主義との限界をですね、骨折ることがいかんとは思

いません。しかし一定の限度を超えたところはいかん。しかし、公開されていないこ

とがいかんのじゃないかということがありまして、自らリーダーシップとってやるん

ですが、最終に決定するのは議会ですから、議会の方がやられるのか、私は私で提案

したいと思っとりますけど、そこの手続きの所がたいへんになりますけど私は私で何

らかの提言をさして水面下、水面下って言っちゃいかんですかね、表かどうか知りま

せんけど、今言われましたように全てのことを記録するということは当然ながら非常

に有効だと思います。みんなでみてええことはええんじゃないかと思うんですよ。例

えばどこどこの業者があるで、いっぺん話聞いたってちょと、これは別に業者さん使

うことによっていいものが安く手に入ると、市民のためになるんですよね。堂々とや

ったらどうだという感じはしますね。しかし、誰々を採用してくれだとかこういうこ

とについては、これがまたややこしいとこですけど、優秀な人間があったら別に推薦

してもいいんじゃないかという議論はありますけど、ロサンゼルスじゃオープンにや

ってますけど人事はいかんということになっとるらしいですね、どうも。 

これも完全に調べとりませんけど。民主主義ですからいろんなことをどんどん頼ん

でいいと、でもオープンでやる、という風なことを私は目指したいと思っています。

議決されるのは議会ですから。 

 

正常な働きかけもなにひとつ行わない議員も問題だ 

【山口】是非、職員サイドの取り組みは市長さんから責任もって条例出していただき

たい。議会は議会で自分たちの襟を正すつもりで何ができるか、しっかり考えたいと

思います。一方では、正常な働きかけもなにひとつ行わない議員が出ている。それで

800 万もらっている人も本当に問題だと思いますし、合わせてお互いにしっかり競い

合って改革進めたいと思います。 

 

 

70歳から 74歳までの医療費助成について 

公約どおり 70歳からの１割負担を維持する助成制度を 

【山口議員】三つ目に、70歳から 74歳の医療費助成についてです。 

 安倍政権がすすめる「社会保障と税の一体改革」プログラムは、消費税を増税しな

がら医療・介護・年金などで給付削減と負担増を国民に強いるものです。 
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 なかでも真っ先に狙われているのが 70歳から 74歳までの医療費自己負担の引き上

げです。来年度にも新たに 70 歳に到達する方たちから順次、１割から２割へと負担

を引き上げていく計画です。 

 この国の動きから市民のくらしを守る気概が市長にはありますか？ 

あなたは４年前の市長選挙では、70歳からの「高齢者の医療費自己負担分に対する

助成制度の創設を検討する」と公約し、本会議でも「…今２割負担となるところを 1

割で凍結しておるところでございますけれども……国の様子を見ながら……たぶん国

はようやらぬのではないかと私は思っておりますけど……対応してまいりたい」と答

弁していました。 

 ところが２期目となる今春のマニュフェストでは、国による負担増が現実味を帯び

てきたのに、何も触れていません。 

 70歳になる市民一人当たり年間で約 5万 1千円の負担増です。この負担を市でカバ

ーするには来年度で約 9億 2千万円、対象が順次拡大するので 5年後、平年ベースで

は約 50億円必要です。少ない額ではありませんが、市民税５％減税の半分以下です。 

市長は一期目の出馬の際には、これだけの支出を覚悟して高齢者の味方になる強い

決意を持っていたと思いますが、なぜ二期目の公約からこの課題をはずしたのか？ 

国はようやらん、との目論見で掲げた公約だったのですか？ 

市長、いまこそ当初の公約どおり 70 歳からの１割負担を維持する助成制度をつく

るときです。答弁を求めます。 

 

1割でそのままやるとものすごいお金だが、出来ることがあればやりたい 

【市長】マニフェストは一期目のも継続しておりますもんで、今もそのつもりでおり

ますが、1 割でそのままやるとものすごいお金になりますのでそんなことはいっとら

ずに、なんとか、国はやらんとおもっとったんですけどね、 

まあ、前から言っとりますが財政危機だと医療とかこういうのを削るのはけしから

んということでございまして、オリンピックでも「日本の財政は健全である」と発表

してですね、マスコミも言ってひでぇはなしで、これでよくわかると思いますけど、

日本の財政危機は厳密にいうと嘘なんだ。ギリシャとは全く違うということなんです

が、その中でも医療削ってくることはけしからんとまあ、言いまして、何とかならん

かということでございますが、いまんところは国も既得権の 70 でしたかね、いま 1

割の方は 1割で継続する、低所得者については、きちっとまだでとらんようですけど、

一定の配慮をするようでございますので、その中でなんか出来ることがあればやって

きたいなと思っとります。 
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段階的な負担増なら容認するでは困る。しっかり取り組んで（意見） 

【山口議員】高齢者の医療費助成、市長さん、前向きな答弁に聞こえるが、結局、急

に負担が増えるなら問題だが、段階的な負担増なら仕方がない、これじゃあ困るので

す。しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 

 

ＪＲ・私鉄主要駅へのホームドアの設置について 

ＪＲ東海や名鉄の社長に直談判でホームドアの設置を働きかけよ 

【山口議員】最後に、市内主要駅へのホームドア設置についてうかがいます。 

 8月 25日夕方、混雑する名鉄金山駅で起きたホームからの転落事故は、勇敢な市民

の行動もあり間一髪、転落した女性は助かりました。胸をなでおろした方も少なくな

かったと思います。しかし、その後も転落事故が続いています。 

 駅のホームはほんとに怖い。しかも、車両やホーム、線路の構造は地下鉄や名鉄、

JRなど各社ごとに違い、転落した際の避難方法もまちまちです。 

 報道によれば、名鉄では昨年 8月からの 1年間で 71件、市営地下鉄では昨年度 27

件の転落事故が起きており、全国では昨年度、転落による人身事故は 48件、16 人が

亡くなっています。 

 地下鉄各駅にホームドアの設置をすすめるのは当然ですが、利用客が一日 10 万人

を超える名古屋駅と金山駅には名鉄、近鉄そしてＪＲ東海も未設置です。議会からも

各鉄道事業者に要望してきましたが前向きな回答はありません。 

なかでもＪＲ東海は、在来線ホームに設置する考えはない、とそっけない。リニア

を走らせる技術や資金はあってもホームドアを設置する技術や資金はないのでしょう

か。少なくとも市民税減税分は安全対策にあててほしい。 

 名古屋の表玄関でもある名駅や金山駅でのホームドア設置は、来訪者や市民の安全

を確保するために欠かせません。 

最近では技術開発も進んでおり、車両のドア位置の変更にも対応可能な戸袋移動型

やホームドア部分を昇降するバーやロープにして軽量化・低コスト化を図るタイプな

ど、新型ホームドアの実用試験が次々と始まっています。 

 また鉄道駅のバリアフリー化の推進としてエレベーター設置と同様に、事業主、国、

自治体が３分の１ずつ資金を出し合う仕組みもつくられました。 

 そこで市長、あなたから直接、ＪＲ東海や名鉄に対してホームドアの設置を働きか

けませんか。死亡事故が起きてからではおそい、と社長に直談判していただきたい。 
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社長が出てござるかわかりませんけども頼みたい 

【市長】名鉄・ＪＲのえらい様にホームの柵を頼んでくれんかということですけど、

これ、議会からの要望もありますので、これは社長が出てござるかわかりませんけど

も頼みたいと思います。 

 

金山駅の転落事故の現場にいったのか(再質問) 

【山口議員】市長、最近新幹線以外の在来線乗っていますか。金山駅の転落事故の現

場には行かれましたか 

 

JRで名古屋から千種まで乗った（市長） 

【市長】金山駅の転落事故の現場は行きませんけど、最近名古屋駅から千種駅まで乗

って、千種駅から歩いて帰りました。 

 

き然とした態度で、会社にモノを言っていただきたい 

【山口議員】ＪＲは乗ったというけど、ぜひ見てほしい。金山駅のホームが狭くてホ

ームドアが作れない、と言われてますが、その狭いところが危ないんですよ。そうい

うことよく知って会社の社長に声かけていただきたい。 

民間鉄道事業者は大企業のなかでもとくに公益性、公共性が高い企業です。利益よ

りも安全優先でなければ困ります。名古屋を「鉄道の聖地」にと言うのならば、ＳＬ

を走らせるよりもホームドアの設置が先です。モノづくりのまちだというのですから、

その技術開発で日本一安全な駅を、表玄関の名古屋駅と金山駅にしっかりつくる。き

然とした態度で、会社にモノを言っていただきたい。強く要望しておきます。 


