
小川としゆき 市政報告会 

２０１９．３．１０ 

部内資料 



 平成10年：151,000人 

→平成30年：175,470人に（20年で約24,500人増）    
※緑区、中川区に次ぎ3番目 

 

●年代別人口の内訳は・・・（平成30年現在） 

最も多い世代は40歳代！ 

次に多い世代が30歳代（18歳以下が34,000人と爆発的に増えている） 

 

この10年間での新設校は、守山区内に小学校２つ、 

中学校１つ。（他の区で新設校はひとつもありません） 

 

守山区の人口について 

市内16区で 
最も子どもが 
増えている 
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 平成21年：985億 

→平成31年：1742億        

 

名古屋市の人口は 

平成21年：225万人→平成31年：232万人 
（10年で7万人増↗）   

 

しかし！ 

名古屋市全体の子どもの数はこの10年で5,000人減↘ 

名古屋市全体では子どもが減っている中、「少子高齢化」
と呼ばれる時代にも関わらず子どもが増えている守山区！ 

 

子どもに関係する名古屋市の予算 

10年で 
約２倍 
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街に魅力があるから 

人が集まってくるエリア、守山区。 
 

 

小川としゆきは、10年後の2030年に 

「守山区20万人都市をめざします！」 
 

そのために・・・ 

子ども達が安心・安全に暮らせて、お父さんお母さんが働きやす
く、高齢者がイキイキと生活できること。そのために必要なことを
考えて小川としゆきはこれまで活動してきました。 
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４つのキーワードを軸に、ご報告します。 

 

①生活に安心感を 

②安全な暮らし 

③防災・環境 

④街づくり・交通 
 

小川としゆきの市政報告  
H.27年度～H.30年度 

4 



①生活に安心感を 

１．子ども医療費 
 

子どもの入院費は18歳まで 
無料に！（来年1月1日より） 

２．給食 
 

名古屋市の給食は政令市で 
最も安い月額3,800円！ 

３．がん 
 
ワンコインがん検診を実施！ 

４．救急車 
 

日本一早い 
搬送時間を達成！ 
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①ー１ 子ども医療費 

 

現在、政令市トップクラス
の制度である名古屋市の
「子ども医療助成」制度。 

 

入院・通院ともに 

中学３年生まで無料です。 

 

子どもへの助成が拡大され
ます。 

 

来年（2020年） 

1月1日より、 

入院費は18歳まで無料に。 
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①ー２ 給食 

名古屋市立小学校の給食費は    
月額３，８００円で、全国の政令市
で最も安い金額です。           

これは、消費税増税や物価上昇などに
より他都市が値上げする中、       
名古屋市は平成２１年度から     
据え置いているからです。 

 

牛乳の飲み残し問題 

 

7 



①ー３ がん 

国民の2人に1人がかかり、 

3人に1人が亡くなる時代。 

早期発見・早期治療のため
ワンコインがん検診を実施。 

 

名古屋市では6種類の 

がん検診を、それぞれ 

500円で受診できます。 
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①ー４ 救急車 

「早い搬送が究極の福祉！」 

そう考え、本会議で                     
救急隊の増隊と搬送先の                   
病院をすぐに確認できる                                             
タブレット端末の搭載を提案。 

       

結果、119番を受けてから                   
病院搬送までの平均時間が31.9分となり、         
日本一早い搬送時間に！ 
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②安全な暮らし 

１．交通死亡事故 
 
交通死亡事故 
全国ワースト１を返上 
するために 
 
 

２．犯罪件数 
 
10年で犯罪件数が 
半分以下に！ 

10 



②ー１ 交通死亡事故 

愛知県の交通死亡事故は189件 
（平成30年）※ワースト１ 

交通死亡事故のうち、高齢者による事
故が44％を占めています。 

そこで、「自主的に運転免許証を返納さ
れた高齢者に敬老パスを無料で交付し
てはどうか」と本会議で質問し、       
実現にこぎつけました。 

視認性向上のため道路のカラー化も進めています。 
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②ー２ 犯罪件数 

 

・街路灯のLED化      
（年間2600基） 

・防犯カメラの設置     
（300台を新設） 

 

名古屋市内の犯罪件数は 

年間22,000件 

→１つの学区で ５日に1回の
頻度で犯罪が起きている！ 

 

その結果、 

平成20年に57,857件 

    ↓ 

平成30年 22,519件 

 

 10年で 
犯罪件数が 
半分以下に！ 
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③防災・環境 

１．防災スピーカーを増設！ 
 

最新の高性能スピーカーに 
切り替え 
8か所から18か所に増設！ 

２．川の氾濫対策 
 

庄内川・矢田川の 
堤防かさ上げと浚渫を 
国土交通省に要望！ 

３．ごみ屋敷の対策条例を制定 
 
名古屋市独自で解決するため 
条例を制定 

４．子どもの声は騒音ではない！ 
 
子ども条例に「子どもの声は 
騒音として扱わない」と明記 
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③ー１ 防災スピーカーを増設！ 

災害時に 
「スピーカーが全然聞こえない」 
という声を受け、 
防災スピーカー（同報無線） 
を最新の高性能スピーカー 
に切り替え、 
8か所から18か所に増設 
しました。 
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③ー２ 川の氾濫対策 
 

庄内川・矢田川の堤防かさ上げと浚渫を 
国土交通省に要望しました！ 
 

万が一、庄内川・矢田川が越水氾濫した 

場合に大きな被害を受ける可能性がある 

学区（瀬古・鳥羽見・二城・西城・白沢） 

の委員長と共に、古川元久代議士 

立ち会いのもと交省中部地方整備局長と 

面会しました。 

堤防のかさ上げと浚渫（川底の土砂を取り除くこと） 

を強く要望し、前向きに検討されています。 

写真右端が小川としゆき 
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③ー３ごみ屋敷の対策条例を制定  

「ごみ屋敷」は家の中だけでなく道路へもゴミが散乱し、異臭や
害虫の発生だけでなく近隣を巻き込む火災を起こした事例も
あります。 

しかし道路法や消防法など現行の法律では限界があります。 

名古屋市独自で解決する条例を作る必要がある、ということで
本会議で質問したところ、前進。 

 

→ 「名古屋市住居の堆積物による不良な状態
の解消に関する条例」が平成30年4月に制定さ
れました。 
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③ー４ 子どもの声は騒音ではない！条例 
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④街づくり・交通 

１．日本一高い高速料金を改定へ 
 
短い距離ほど安くなる 
「対距離制」に移行することが決定 

２．ガイドウェイバスの活用 
 
自動運転の聖地に全国で第一号！ 
守山区のガイドウェイバスが 
選ばれる！ 

３．区画整理事業の推進と 
  コストコ進出 
 
志段味地区の発展と 
地域経済の活性化を！ 

４．敬老パス 
 
 
敬老パスの私鉄利用拡大へ！ 
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④ー１ 日本一高い高速料金を改定へ 

名古屋市内を走る高速道路は日本一高い 

         ⇩ 

高速道路を対距離制にして近いほど安くする 

         ⇩ 

利用者が気軽に高速を利用できる 

         ⇩ 

   一般道路の渋滞が緩和 

         ⇩ 

２０２０年に 名古屋西～飛島が開通し、  
名２環が輪になると同時に料金改定が決定！ 

             ⇩ 

  仕事も遊びも移動時間が短縮‼ 

 

どこで乗り降りしても 
変わらない均一料金制から 
短い距離ほど安くなる 
「対距離制」に移行すべきだ！ 
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④ー２ ガイドウェイバスの活用 

自動運転の聖地に全国で第一号！ 
守山区のガイドウェイバスが選ばれる 
「料金が高い」「時間通りに来ない」「本数が少ない」・・・
ゆとりーとラインガイドウェイバスに対して出ている様々な意
見を集約し、本会議にて質問。 

小川「資金面などを国にサポートしてもらうために、国土交
通局が推奨する自動運転技術の実証実験をガイドウェイ
バスで行ってはどうか」 

名古屋市「自動運転技術が導入されることによって利便
性がさらに向上する大変ありがたいこと。新技術の導入を
ガイドウェイバスに取り入れられるように積極的に取り組む」 
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④ー３ 区画整理事業の推進とコストコ進出 

コストコ出店で地域経済の活性化 
東名高速道路への乗り入れが開通したことを契機
に、外資系の大型量販店「コストコ」と守山区中
志段味の間で出店に向けて前向きな協議を進め
ていることが小川としゆきの質問で明らかになった。
一方で渋滞への対応や交通安全対策、地元商
工会の意見を聞きながら進める必要がある。 

志段味地区の発展が不可欠！ 
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④ー４ 敬老パス 

小川としゆきは初当選以来、名鉄やJRなどへの敬老パスの利用拡大に取り組み、
この問題を何度も取り上げてきました。 

 

本会議質問の歴史の中で初めて「名鉄・JRへの利用拡大について」 

市長の認識を質問したのが平成23年9月市議会。 

その取り組みが実を結び、いよいよ拡大の方針が今年中に取りまとめられます。 

早ければ来年、2020年東京オリンピック・パラリンピックの年に実施できる見込み
です。 

 

地下鉄が唯一通っていない守山区にとって、大きな前進です！ 
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敬老パス 
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[敬老パスの経緯] 

昭和48年  9月 70歳以上の者に交付 

昭和48年 10月 65歳以上の者に拡大 

平成13年 3月 ガイドウェイバス志段味線への適用
拡大 

平成16年 9月 一部負担金の導入 

（世帯非課税：1,000円 世帯課税：5,000円） 

平成16年 10月 西名古屋港線（あおなみ線）へ
の適用拡大 

平成18年 4月 税制改正への対応として、3,000
円区分を設定（経過措置） 

平成21年  9月 介護保険料段階から合計所得金
額に基づく負担金区分へ 

変更するとともに新たに3,000円区分を設定 

平成28年  9月 敬老パスのＩＣカード化 

平成30年 10月 上飯田連絡線への適用拡大 



敬老パス 

●敬老パスの交付率： 

トップは千種区約７０％、守山区約５６％        
（最低は南区５２％） 

               ⇩ 

守山区には地下鉄がないため 

名鉄・JRでも利用可能にすべき！ 

               ⇩ 

しかし、大きな問題がある。改札機などシステ
ムを改修するのに莫大な費用がかかる。 

               ⇩ 

そこで考えたのが「償還払い方式」 

先払いだけど後でお金が戻ってくる、 

実質無料の仕組みです。 
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●利用イメージ 
１.お金を敬老パスにチャージする。 

例えば1万円
をチャージ 

２.敬老パスで名鉄・JRに乗る。 

 
 
３. 後日、皆さんの通帳に 
 乗車に使った金額だけ振り込まれる 

例えば・・2ヶ月で7,000円
使いました 

後日7,000円
戻ってきます 



敬老パス 

魔法のカード、敬老パス 

 
敬老パス交付により、 

●外出機会の増加 

●外出による健康増進、歩行量↗ 

●外出による買い物・消費↗ 

●自動車利用減による環境負荷の軽減 

 
平成25年に実施した市民アンケートから 

上記４つの効果が敬老パスにあると判明。 

•環境効果 
•二酸化炭素
削減効果 

•経済効果 
•外出1回により平
均4200円の消費
活動 

•健康効果 
 

•歩数の増加 

•社会参加
効果 

•バスによる外
出誘発率 

＋28％ 

 

＋1400
歩 

 

年間
6500トン 

年間約
316億円 

＜敬老パス市民アンケート結果に基づく㈱日本能率協会総合研究所の検証結果＞ 
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敬老パス 
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敬老パスの利用は、単に交通費の無料化にとどまりません。 

 

健康寿命を延ばすことにつながるとともに、大きな経済効果
を生み出します。 

 

市内で一番健康で元気な区になって欲しい！ 

という願いを込めて、実現に向けこれからも頑張っていきます！ 


