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名古屋市会
議員団市政報告

昭和５５年生まれ　名東区生まれ、名東区育ち
上社幼稚園　猪高小学校　猪高中学校
名城大学付属高等学校　名城大学理工学部建築学科

衆議院議員古川元久　秘書
２００７年４月８日　　名古屋市会議員選挙初当選
２０１１年３月１３日　名古屋市会議員選挙当選
趣味　
テニス　下手ですが現在でも月２回ほど。

一人旅　学生時代からの趣味、２０カ国以上を
　　　　バックパッカー貧乏旅行でまわりました。
　　　　世界の素晴らしい文化と同時に、貧困や戦争
　　　　を知り、改めて見る日本の素晴らしさに気付
　　　　きそれを守る仕事をしたいと思った事が政治
　　　　を志すきっかけとなりました。

銭湯　香流温泉、喜多の湯に週２回以上出没。
血液型　AB　型
大事にしていること
　いつも笑顔でいること。
好きな作家　浅田次郎　
　東野圭吾　北方謙三　　
mixi　ひびけん　Twitter　 hibi_kentaro

ひび健太郎プロフィール

　議会に最も求められる仕事は、行政とその長に対し、市民の代表として
議員がしっかりと方向性や、税金の使途をチェックし、時には協力し、時
にはストップをかける。そしてよりよい施策をつくるために議論を重ね、
改善を重ねていく事こそ議会の使命です。

　議会も改選後、半数が新しい人に入れ替わりました。
この変化を市民生活の向上につなげるには、これまで続いてきた不毛な対
立ではなく、党派や感情論を乗り越え、建設的な議論をする議会を取り戻
さなければなりません。
　そのためには対立を演出しようとする市長にも、対話を粘り強く求めて
行く必要があります。

　減税にしても、地域委員会にしても施策に最初から完璧なものなどあり
えません。だからこそ、それをやるかやらないかの対立ではなく、しっか
り検証して、やるために最善の施策の在り方を議論して作り上げていく。
私はそういう市政、そういう市長と議会の関係をつくりたいと考えています。

しっかりと議論する議会をつくるために。

3月13日執行名古屋市会議員選挙　開票結果
 当 8,295 小林　祥子 (54) 公 前 3 愛 党県副代表 
 当 7,687 日比　健太郎 (30) 民 前 2 国 党支部幹事 
 当 6,948 舟橋　猛 (52) 減 新 1 愛 内装業 
 当 6,889 丹羽　宏 (50) 自 前 2  党区幹事長 
 当 6,020 浅井　康正 (60) 減 新 1 愛 会社社長 
 　 4,959 東　裕子 (47) 減 新 0 愛 美容教室経営 
 　 4,289 近沢　昌行 (40) 民 前 2 国 党支部幹事 
 　 3,775 井上　新一郎 (46) み 新 0  医師 
 　 2,921 高橋　達 (60) 共 新 0  行政書士 

名古屋市会議員選挙において再び
議席をお預かりいたしました。

この間、様々な場所で多くの方々の優しさに
触れ、また、お会いしたことのないたくさん
の方も選挙に際し私の名を書いていただきま
した。

大変厳しい今回のリコール選挙を経験し、
改めてこの仕事の尊さを噛み締めています。

駅で初めてお会いする方に、激励や差し入れ
をいただいたり、手を振ってくれる子どもたち
時には激しく叱責されたり、本当にたくさん
の出会いがありました。いまでも出会った皆
さんのお顔が浮かびます。

直接のお礼も叶いませんが、ご期待に応えら
れるよう一生懸命働かせていただきます。

東日本大震災　現地リポート
陸前高田市の復興ボランティア
活動に参加しました。

中でも非常に厳しい状況に置かれて
いる。名古屋市は陸前高田市の総合
支援を決定し既に名古屋市職員が現
地で事務手続きなどの職務に当たっ
ている。被災地入りし、まず目にし
たのは見渡す限りがれきの山となっ
た市街地。もはや人口の多くが集中
していた海側の盆地は、わずかに残
った鉄筋コンクリートマンションの
外壁のみを残すだけで、４階建ての
建物でも水没。今は自衛隊により区
画ごとにがれきが山積みされている。
しかし山側のがれきが押し寄せた地
域はまだ手つかずで、支援の手も届
いていない。現地ボランティアセン
ター手配により支援希望者は、申し
出のあった被災者宅のがれき撤去や
泥出しなどに従事する。作業してい
ると、多くの写真や思い出の品、生
活感ある衣類や家具などが出てくる。
写真など復元可能なものは回収され

る。しかしそのがれき撤去も十分に
手が足りず、被災住民自らが連日撤
去にあたっている。私が支援に入っ
たエリアではまだ震災当日のままが
れきが残されており残念ながらまだ
犠牲者の亡骸が住民やボランティア
によって発見されることも珍しくな
い。前日には幼児の亡骸ががれき撤
去作業中見つかった。がれきの山に
封鎖された様子を見ると、重機もな
いわずかに一輪車と軍手だけの私た
ちの力で、いかばかりの事ができる
のかと絶望的に思えたが、作業を進
めるうち、微力でも積み重ねること
で視界が開けていくと、やはりボラ
ンティアの人的支援がいかに大切か
を改めて感じさせられる。被災者と
共に作業し、震災体験を聞くことで
メディアでは知ることのできない生
の体験も学ぶ事も出来た。今の状況
は誰かが悪くて十分な支援が阻害さ

れているわけではない。私が見た限り
あらゆる行政機関、民間も被災者も一
生懸命復興に取り組んでいる。しかし
あまりにも甚大な被害ゆえ息の長い復
興支援を要する。政治や行政が担うべ
き役割、民間が行う役割、一国民とし
て担うべき役割を、のど元過ぎれば熱
さを忘れるのではなく継続的に支援し
ていく必要がある。現地ではまだまだ
支援の手を必要としている。名古屋か
らも民間ボランティア団体が支援弾丸
ツアーを組んで週末に現地入りしてい
る。我こそはと思う方は一日でもぜひ
現地へ足を運んでいただきたい。私も
継続的に支援を行います。最後に、掘
り出した多くの家財や写真、衣料の持
ち主が無事に難を逃れていますように。

支援情報　愛知ボランティアセンタ－
HP有。詳細はホームページで検索か
ひび事務所にお問い合わせください。

行った先である陸前高田市は市役所の
行政機能が市庁舎壊滅によって失われ
市街地も海から開けた盆地に位置して
いたため壊滅。わずかに山間部に田園
風景を残すのみという、大震災被害の
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議会質問を行いました。
10％減税の効果について

報酬半減案成立 これからが議員報酬議論の出発点

市政へのご意見をお聞かせください。

465-0025
名古屋市名東区上社１丁目　４０２番地　柴昭ビル１E
TEL　０５２－７７７－３１９３　Fax　０５２－７７７－７３３０
Mail　info@hibiken.com

上社駅西側道路を北へ徒歩５分

http:// www.hibiken.com

市政報告会のご案内

ひび健太郎が市政のご報告や、皆さんとの意見交換をさせて
いただきます。どなたでもご参加いただけますので、ぜひご
参加をお待ちしております。

　減税を行うには、 その及ぼす影響や効果の

検証、 改善を常に行う必要があります。

　市長の目指すのは恒久的な市民税 10％減税。 しかし 2010年度に減税

を実施した結果、 十分な効果のある減税ではないと名古屋市の依頼した

調査の結果、 結論付けられました。

　効果的でない施策ならば、 どうしたら効果的な施策にできるのかを前向

きに議論することが必要だと私は考えますが、 市長は効果がないと結論付

けられた減税施策をそのまま恒久化しようとしています。

私はその姿勢こそ、 一度こぶしを振り上げたら下ろせない、 改善もできない

これまで批判されてきた行政の古い体質そのものではないかと感じています。

一度立ち止まって考える。 そして間違ったら改める。 それこそがこれまでの

行政が持たない、 市長に期待される柔軟性だったのではないでしょうか。

　いい施策をつくるために、 検証、 改善、 実施を繰り返し行うことは民間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でも最も重視されていることに他なりません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選挙に勝ったから全て白紙委任ではないは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずです。 民意によって実施へと向けられた　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からこそ 「やるなら効果的に」 という姿勢を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議員も持たなければなりませんし、 ましてや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施責任者の市長はなおさら 「効果的に税

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金を使う」 責任を負うべきです。

　議員活動を担保する報酬について、 これまで私は800万円の世論が示さ

れたのであれば、 一度やってみて、 その上で議論を深め、 報酬の額や

活動の在り方、 支給の仕方について、 新しい議員の在り方を創造すべき

と主張してきました。 世論と議会側の立場の溝が深まらない背景にはわか

りにくい報酬の支出の仕組みや在り方と、 それに対する説明不足が大きな

原因ではないかと感じてきました。 その乖離を埋めるためには、 一度やっ

た上で、 議員活動にどんな担保が必要なのか、 いくらが適切なのかを、

市民理解の上でわかりやすく議論し、 改めなければなりません。

　今回の報酬半減は決着ではなく、 本当の意味での議論と挑戦の始まり。

次世代に禍根を残さぬようしっかりと仕事する議員にこそ、 きちんと活動が

担保される議員報酬の在り方を作り上げなければなりません。

中日新聞社

中日新聞社

６月１２日(日)１１:００～ （１時間程度）

６月１３日(月)１０：３０～
６月２７日(月)１０：３０～

参加費無料


