
市政レポート
No . 7（春号）
発行：202 2年3月

かわい
たかのりさん
かわい
たかのりさん

伊藤
たかえさん
伊藤
たかえさん

（愛知県選挙区）
候補予定者

（比例代表選挙）
候補予定者

名古屋市議会議員

　日頃はうえぞの晋介の活動に格別なるご理解、ご協力をいただきまして、心より感謝申し上げます。ま
た、このコロナ禍の中、大変な思いをされました方に、心よりお見舞い申し上げます。
　今、私は国民民主党に所属し活動しております。
所属先は国民民主党ですが、「政党の看板ではなく市民の皆様の一番身近な議員でありたい」「皆様か
らいただく声を確実に行政に届け、見直していく事で、皆様に必要
とされる議員でありたい」という政治を志した時の想いを忘れず、
日々取り組んで参ります。
　現在、オミクロン株が猛威をふるっておりますが、皆様には、こ
れからも引き続きの感染対策をお願いしながら、感染症克服と経
済活性化の両立を目指し、市民の皆様の日常を取り戻すための施
策を迅速に取り組んで参ります。

うえぞの晋介
しん　  すけ

うえぞの晋介事務所
〒451-0082
名古屋市西区大金町2-44 グランディール大金1A
地下鉄 ： 鶴舞線「庄内通駅」2番出口 徒歩5分
市バス ： 「鳥見町」下車 徒歩3分
Tel/Fax ： 052-528-3339
開所時間帯 ： 月曜～金曜（土日祝休） 10時～16時
E-mail : info@uezono-s.com　ホームページ : www.uezono-s.com
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国民民主党議員として街頭・応援活動！！

2022年夏　参議院議員選挙

議会質問

令和３年６月

- 質問 -
　介護現場における様々なハラスメン
トの問題について、これまでどのような
取り組みを行ってきたか、ハラスメント
問題について、利用者や家族へどのよ
うな啓発を行ってきたか、神戸市や兵
庫県の取り組みを参考に本市としても
取り組むべきではないのか？

- 回答 -
　職場内のハラスメント問題について事業者向けの研
修で取り上げてきたことに加え、国の提供する利用者
とその家族からのハラスメント対策マニュアルの周知
に取り組んできた。
　今後は利用者と家族向けの啓発チラシを作成して
広く周知を行い、ハラスメントのない介護現場の実現
に取り組んでいく。

（健康福祉局長）

令和3年9月

- 質問 -
　コロナ禍で影響を受けた地域活動
の今後の支援について、これまでの新
型コロナウイルス感染症の影響で中止
・自粛した地域行事はいくつあったの
か？新型コロナウイルス感染症終息後
、地域活動の本格的な再開にあたり、
衰退しないよう今後何か支援できるこ
とはないか？

- 回答 -
　新型コロナウイルス感染症が拡大し、人と人との交流が制約されたことに伴い、地域活動
は大きな影響を受け、令和2年度においては、運動会・地域のお祭り・敬老行事・防災訓練な
ど、1,800件を超える活動が中止されている。これまでの活動やそこで培われたノウハウを継
承する方法とコロナ禍における活動の工夫を紹介する活動実
践集を作成し、それを題材として地域の方が自由に話し合え
るような参加型の交流会を開催してまいりたい。
又、お困り事やニーズに応じてコミュニティーサポーターを派
遣するなど必要な支援を選択できるようにし、区役所が主体と
なって持続可能な地域活動を支援する。

(スポーツ市民局長)

令和3年11月
- 質問 -
　市営交通１００年祭の盛り上げ策
について、歴史を振り返る装飾をバス
や地下鉄車両に施すことや、交通局が
以前発売した鉄道シュミレーションゲ
ーム「とことん地下鉄！！大名古屋」を
あおなみ線も含めて再度発売してはど
うか？又、スマホアプリなど配信型ゲー
ムでリリースできないか？

- 回答 -
　市営交通100周年に関心を持っていただけるように、バス
車両では、昭和４９年まで運行していた市電や名古屋まつり
を彩った花バス、地下鉄車両ではウィンザーイエロー東山線
100形などの復刻デザインを検討している。
「とことん地下鉄！！大名古屋」は更新が必要となることから、
それに併せてあおなみ線を含めて配信型ゲームという新しい
形でのリリースを検討していく。

(交通局長)

平成31年2月

- 質問1 -
　本市スポーツ施設におけるバリアフ
リー化の方針は？
- 質問2 -
　総合体育館レインボープール及びレ
インボーアイスアリーナについてバリ
アフリー化の方針は？

- 回答1 -
　本市スポーツ施設では、法令や市福祉都市環境整備指針等に基づいた整備を行い、機会
を捉えて施設のバリアフリー化を推進している。
- 回答2 -
　冬季に仮設で設置しているレインボーアイスアリーナについては、建物のバリアフリーとは
別に、よりご利用いただきやすくする工夫を検討したい。
　総合体育館レインボープール棟については、平成31年度に今後の大規模スポーツ大会の
開催を見据え、諸室やバリアフリーなどの機能の充足状況について調査を行う。バリアフリー
化については、その調査により必要な改修を把握し、天井等落下防止対策工事の際の休館に
合わせて対応してまいりたい。

（教育長）

- 結果 -
　アジア競技大会の開催に向けた総合体育館レインボープールの諸室改修やバリアフリー化等の工事を実施予定［令和4～6年度工事予定］
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2022年 1月より開始

子ども医療費
18歳通院費まで無料化！

地域経済活性化促進事業
（電子商品券・プレミアム商品券）

枇杷島橋改築工事について

2022年 4月より運用開始

名城公園野球場の移設

2022年 8月頃運営開始

北名古屋工場関連施設
（温水プール）の建設・運営

全国の政令市のなかでもダントツに手厚い助成

1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて厳しい経済情勢にあ
る中、消費喚起及びキャッシュレス決済の利用促進による地域
経済の活性化を図るため、スマートフォンを活用した電子商品
券へのポイント付与と紙のプレミアム商品券の発行を実施する。
2.販売価格
電子と紙どちらの商品券も1口1万3千円分が1万円で購入でき
ます。
3.販売方法
事前申込による抽選販売
（電子又は紙のどちらか一方を選択したうえで、1人5口又は5冊
まで。）
4.スケジュール（予定）

庄内川の枇杷島地区については、 平成14年度から国土交通省に
より河川改修事業が実施されていますが、 この度、 枇杷島橋は河
川改修と併せて改築工事を令和3年10月より着手いたしました。

庄内学区の通学路は交通量も多く、子ども達への交通安全対策が求
められ、ドライバーに注意喚起を行うことで事故防止につなげたいと
の相談を受け、新たにグリーンベルト施工、通学路路面標示施工、エ
スコートマーク・止まれ標示施工、注意喚起の看板を設置しました。
今後も地域の安心安全にしっかり取り組んでいきます。

名塚町のどんぐりひろば
のネットフェンスが老朽化
により傾いているとの相
談を受け、新しいネットフ
ェンスを設置しました。
これで、台風等で倒壊する
心配もなくなりひと安心
です。

住居の堆積物によ
る不良な状態の解
消を西区役所・西
環境事業所に要請
して解決しました。

 事業の目的
・新しい堤防に合わせて、橋を長くします。
・川の増水（洪水）に備えて、橋を高くします。
・川が流れやすくするため、橋脚本数を減ら
します。
・円滑な交通を確保するため、橋の幅を拡
げます。
 事業の計画
・令和3年10月に現場着手、およそ10年間
での工事完了を予定。
・迂回路仮橋は下流側に設置され、両側歩
道の2車線道路となります。
・現在の橋から迂回路仮橋への交通切替は
令和5年度を目指しています。

1.趣旨
　名古屋市が、北名古屋市、豊山町及び北名古屋衛生組合と共
同で事業を進めている北名古屋工場の関連施設として、北名古
屋衛生組合が、工場の余熱を利用した温水プールの建設・運営
を行い、本市がその経費の一部を負担するもの。

入院
助成
対象

 名古屋 高校生 なし なし 高校生 なし なし
 大阪 高校生 あり あり 高校生 あり あり
 横浜 中学生 あり あり 中学生 あり なし
 神戸 中学生 なし あり 中学生 なし なし
 福岡 中学生 なし あり 中学生 なし なし
 札幌 小学生 あり あり 中学生 あり あり

所得
制限

自己
負担

助成
対象

所得
制限

自己
負担

通院

✓高校生まで「通院」も無料に
✓所得制限なし
✓自己負担なし

名古屋の医療費は
こんなに充実

子ども医療費助成制度については→名古屋おしえてダイヤル：TEL052-953-7584

2022年
1月より

4月下旬～5月 商品券申込期間
6月中旬  抽選結果通知
6月下旬～令和5年1月下旬 商品券使用期間

供用開始：令和4年4月

※駐車場については、野球場専用の駐車場ではなく、名城公園利用者の
　駐車場です。
　（有料。料金設定は現在検討中。）

写真：仲よしどんぐりひろば

地域の皆様の要望を形に！

通学路の安全対策実施！

公園フェンス
設置！

環境不良
状態の解消！

2.スケジュール
建設及び開設準備：
令和3年7月から
令和4年7月まで

運営開始：
令和4年8月から（予定）

3.施設概要
所在地：北名古屋市二子名師15番地
主な施設：（温水プール）
・25mプール ・水中プログラムゾーン
・リハビリゾーン ・水中ウォーキング
・幼児用プール ・学童用プール
（その他施設）
・トレーニング室 ・会議室

2025年 夏頃オープン予定

愛知県新体育館整備・運営等事業
2023年 1月頃工事予定（約2ヶ月間）

中学校体育館にエアコン設置
令和4年度整備予定（西区） 名塚・天神山・山田
令和5年度整備予定（西区） 浄心・菊井・山田東・平田

写真：名塚中学校体育館 写真：南側からの鳥瞰

建築面積
延床面積
最高高さ

（メインアリーナ天井高）

鉄筋コンクリート造・鉄骨造
地上5階建
17,000人
（立見含む）

26,700m2
58,400m2
41.0m
（30.0m）

11,000席
15,000席
14,100席

大相撲
バスケットボール
フィギュアスケート

2021年3月頃 基本協定の締結
2021年6月頃 特定事業契約の締結
2025年夏 新体育館オープン

構造
階数

最大収容人数

1．建築概要

2．座席計画 3．今後のスケジュール

熱中症対策と災害時の避難所としての環境改善、そして地域コミュ
ニティの活動拠点ともなる中学校の体育館に令和4～5年度の2
年間で市内すべてに空調が整備されます。

2022年 4月下旬より申し込み開始

2021年 10月より工事着手


