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　今後も、皆様から頂いた貴重なご意見を
　市政に反映して参ります。
　是非、安井しんじ事務所へお声をお寄せ
　ください。

昭和39年6月16日港区生まれ　

■主な経歴
　名古屋市立高木小学校卒 （野球・バスケット部） / 名古屋市立宝神中学
　校卒 （野球部） / 愛知県立惟信高校卒・関西大学社会学部マスコミ専
　攻卒（アイススケート部主将）
　名古屋市立高木小学校PTA会長 / 港区PTA副会長 / 惟信会顧問

■主な所属団体
　惟信会 / 青年経営者研修塾 / 中川法人会 青年部　小中学生あおなみ
　カップ・にっぽんど真ん中まつり担当

安井しんじプロフィール

◎小碓学区（新泰明荘）
　新泰明荘のエレベーターに

防犯カメラを設置することに

なりました。自治会長様より防

犯についてのご相談を受け、新

泰明荘のエレベーターに防犯

カメラ設置の申請をしました。

　皆さんは港区内

にどれだけの市営

住宅があると思い

ますか？

　港区には多くの

市営住宅が集まっている中で、エレベーターの防犯カメ

ラは 34 台しかつけられておりません。いまや民間のマ

ンションでは当たり前のように付いてる設備です。ま

た、昨年度の統計を見ると、特に自転車盗難が 4台以上

の発生している場所は、港区内 37 ヶ所のうち、市営・県

営住宅は 17 ヶ所を占めております。設置費用は決して

安くありませんが、多くの方が住む住宅です。安心して

暮らすためにも、防犯カメラの設置をすすめていきま

す。

 ◎高木学区
　いずみ学園南三差路の南北に抜ける道（私道）を名

古屋市の管理道路とし、全面舗装をしていただくこと

になりました。何年も放置され、でこぼこの道路でし

た。現在は、仮舗装ですが、今

年度中には、通行しやすいきれ

いな道路になる予定です。署名

にご協力いただいた皆様ありが

とうございました。

◎明徳・当知・高木・神宮寺・港西学区
　庄内用水（甚兵衛用水）のゴミ・土砂の除去をいたしま
す。

　毎年度庄内用水の整備には約 2,000 万円の予算がつい

ていましたが、今年度は、減税による収支不足で 0円で

す。中川区までは工事が進んでいるのに、港区までは、い

つまでたっても進みそうに

ないので、ゴミ・土砂の除去

ぐらいはすぐに手をつけて

ほしいと要望したところ、実

施に至りました。心ないポイ

捨ては許せません。

◎当知学区
　アピタ南、尾崎工業様資材

置き場事務所の前に街灯を設

置します。11 月下旬には設置

完了の予定です。

　夜間人気が無くて危ないと

いう声を頂いておりました。

◎神宮寺学区
　惟信第一公園の交

差点を整備しまし

た。出会い頭の事故

が多く、子どもたち

の飛び出しが心配だ

という声をいただい

ておりました。

皆様から寄せられたお声です！

　市民税減税の恒久化について、最も大切なことは、

将来を担う子どもたちにとって有益かどうかではな

いでしょうか。

　私は、高度経済成長と共に育ち、豊かさの中で育っ

てきました。その私たちが、名古屋を担っている今、

減税による月 1,000 円余りの恩恵を受けるよりも、

過去の肥大し続けてきた行政サービスをスリム化

し、3 兆 3,000 億円にも上る名古屋市の借金を返し、

子どもたちに健全財政の名古屋市を渡したいと考え

ることは当然です。226 億円の減税の一方で 450 億

円の借金を背負う減税恒久化は認めることはできま

せん。

減税恒久化について…
　　子どもにツケを回さない

　河村市長はリチャード・クー氏（経済学者）の経済

復興理論をよく持ち出されます。その中身はこの全

世界不況に対するには金融政策（金利を下げるなど

して市場にお金を潤わせる）や、財政出動（国や名古

屋市などの自治体が債権を発行し、それを原資とし

て市場にお金を潤わせる）により景気回復をすると

いう考えです。私も今、必要なことは金融政策＋財政

出動だと思います。

　しかし、そのお金の行き先は、減税などではなく、

次世代にも有益となる投資的な都市整備、たとえば

河川や交通網の整備、下水や集中豪雨対策。また、長

期的視野に立った経済対策、たとえばこれから発展

していく水、環境、医療ビジネスなどへ投資していく

べきだと考えます。それであっても、市債（借金）は当

然抑えなければなりません。

リコール署名について…
　　議員報酬とは

　リコール署名運動の中で、署名をした一番の理由

は議員報酬 1,400 万円に対する反発ではないでしょ

うか。

　河村市長が「わしと同じ給料 800 万円でやれ。」と

言うならば、私は 800 万円の給料ですんなりＯＫい

たします。しかし、これは報酬 800 万円でなく給料

800 万円の話です。この報酬と給料の違いは、売上と

利益の違いです。事実河村市長が年間使う予算は約

5,000 万円です。議員が政務調査費を含めた報酬額が

2,000 万円ならば、市長の報酬額は 5,000 万円という

ことになります。戦略として一部分のみを取り出し、

市民の皆様に湾曲して伝える手法は大変残念でなり

ません。一方、私たち議員も今までの活動に対する

NOという 46 万人の声を真摯に受け止めていかなけ

ればならないと考えます。

　議会は、政策を論じ、よりよい市政を作るための場所です。しかし、今の議会は建設的な議論はなく、空転が続

いています。景気低迷の今だからこそ、景気対策など力を合わせてやらなければならないことがあると思います。

話し合える議会に…

市営住宅棟数 市営住宅戸数

全市

港区

割合

1,372
193

約 1/7

63,069
10,204
約 1/6

納涼祭り・日帰り旅行 皆様のご協力ののおかげで、無事開催することができました。
誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。

ありがとうございました。ありがとうございました。

★納涼祭り
　8月21日（土）
　場所：荒子川公園グラウンド

★信州バス旅行
　9月23日（木）

★納涼祭り
　8月21日（土）
　場所：荒子川公園グラウンド

★信州バス旅行
　9月23日（木）

多数ご参加いただき多数ご参加いただき
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名古屋市議会を見学に来ませんか？

http://www.nagoya-city.stream.jfit.co.jp/9月14日本会議、安井しんじ個人質問の録画がご覧頂けます。
＊ホームページ管理者の都合により削除されることがあります。

　　　　私の提案は名古屋市が陽子線がん治療施設を

　　　目玉に「医療観光」つまり海外から日本に患者さ

んを呼び込み検査や治療をしがてら日本を観光しても

らい経済の活性化を図るというものです。

◆なぜ今「医療観光」なのか？
　例えば盲腸手術入院の場合、ある日本の病院では 4 泊

5 日で 39 万 5,000 円の費用がかかるがサンフランシス

コでは 2 泊 3 日で 250 万円。パリでは 113 万円という

費用である。つまり日本は、医療水準の高さに対して、相

対的に費用が安いことが強みであるといえます。

◆どれだけ魅力的な産業なのか？
　世界市場規模は現在で 1 兆 8,000 億円。そして 4 年後

には倍の 3 兆 6,000 億円に上ると試算されている。

　名古屋市が医療観光にどう取り組んでいけばよいの

かを考えてみました。1 つにはＰＥＴやＭＲＩ、ＣＴとい

った高度な医療機器を使った検査、治療です。もう 1 つ

は世界最先端の医療水準である陽子線がん治療施設の

活用です。また、民間の病院にも私が把握しているだけ

で 8 病院が、がんの早期発見のためにＰＥＴ検診を行っ

ております。この民間の検診を先ず窓口にし、海外から

の患者を呼び込み、その後陽子線治療が適した患者さん

に関しては治療を受けていただくという流れを作って

おくべきではないでしょうか。

　一方費用面を考えても、日本では陽子線治療は技術料

で約 250 万円が必要であるのに対し海外では約 500〜

2,000 万円と費用の面からも優位性は高いと考えられま

す。

　名古屋市が医療観光に乗り出せば、がん検診と陽子線

治療をあわせた診療費用は、私の試算では約 50 億円に

なります。これに 10 種類以上の疾病に関する治療が行

われた場合その費用や随行者の旅費滞在費用が加算さ

れ、合計 200 億以上もたらしてもなんら不思議な数字で

はないと考えますがいかがでしょうか。

　　　　そこでまず病院局長にお聞きします。市立病院

　　　で今、治療のみに利用しているＣＴ，ＭＲＩをよ

り一層利用し検診をするということは可能でしょうか

　　　　先進的な発想ではあるが、例えば東部医療セン

　　　ターはＣＴ，ＭＲＩの予約状況は４〜７日となっ

ており人員の問題等を加味すると時期尚早ではないか。

　　　　次に健康福祉局長にお聞きいたします。

　　　陽子線がん治療施設の患者をどのように確保し

ていくのかその施策をお聞かせ下さい。また、民間病院

をも含めた医療観光の名古屋市全体のコーディネート

をする意思があるのか無いのかお答え願いたい。

　　　　他都市、民間病院との連携によりがん治療用患

　　　者の確保をしていきます。

また地域医療の確保の点から救急医療や小児・産期医

療の対応が急務であり、メディカルツーリズムの推進は

難しい。

　　　　では病院局長、東部医療センターはＣＴの患者  

　　　数は、1 台あたり１日平均 30 人、ＭＲＩが 27 人。

しかし、私が調べた民間病院は、1 台あたりＣＴが 1 日

平均 70 人、ＭＲＩが 40 人。これを年間に直すとＣＴと

ＭＲＩ合わせて最高トータル 18 億 3,000 万円の民間と

の差が出てくる。

　　　　市長に質問です。

　　　この民間との数字の差を埋める努力はなにかす

べきではないでしょうか。

　　　　まあ、民間がそれだけやっとるならやらなかん

　　　わなあ。

　　　　次に健康福祉局長、地域医療が第一である事は

　　　十分承知しております。しかし、それは通常の業

務でしょう。医療観光を進めない理由にはならない。

　　　　市長にお聞きします。

　　　もし名古屋市内で医療観光にすでに積極的に取

り組んでいる民間施設があれば、行政としてこの成長産

業に取り組み後押しをすべきではないでしょうか。お答

え下さい。

　　　　民間の後押しをするのがわしら行政の仕事だ

　　　でやってかなかんわなあ。

　　　　国では成長産業のひとつとしてとらえ、また障

　　　害となるビザや医療の規制緩和をしてくれる特

区 制 度 を つ く り、

経済の活性化を図

ろうとしているの

に数百億円規模の

市場をみすみす捨

てるのですか。

この特区制度に乗

り遅れれば、神戸、

京都、千葉、徳島な

ど他都市が先に医

療観光のルートを

つくり、名古屋が

いざ陽子線治療施設に呼び込もうとしても手遅れとな

ってしまいます。

　　　　そこで市民経済局長にお聞きいたします。

　　　観光戦略また経済活性化策の所管局として医療

観光をどう考えるのかお聞かせ願いたい。

　　　　今策定中の「名古屋市観光戦略ビジョン」では、

　　　10 年後を目処として医療観光の可能性を検討し

ております。

　さまざまな課題はありますが、医療観光客誘致の可能

性を関係局と検討していきたい。

　　　　2011 年〜2012 年の特区制度創設にあわせた

　　　取組をしてかないと意味がない。神戸、京都、千葉、

徳島など他都市が先に医療観光のルートをつくり海外

との関係が密になれば名古屋市の出る幕はない。

9月議会報告〜個人質問

ワクチンの費用助成
のお知らせ

安井しんじ   ツィッターアドレス
HP  http://twitter.com/sinzi3710

◆開会予定時刻の30分前から受付開始いたします。

◆お問い合わせ先
　市会事務局総務課　☎052-972-2083 
　＊議会の詳しい日程はお電話にてお問い合わせ下さい。

★ヒブ
対象：０歳、１歳
回数：4回
費用：13,200円（4回分）

★肺炎球菌
対象：65歳以上
回数：1回
費用：4,000円

★子宮頸がん
対象：中1、中2の女子
回数：３回
費用：なし

独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災病院・医）仁洋会伊藤
医院・医）江崎医院・羽田野医院・吉田医院・医）林クリニック・医）
堂満医院・中川胃腸科外科・みなと医療生活協同組合　当知診
療所・( 医 ) 幸会南陽病院・日比クリニック・山口医院・川崎医院・
医）弘青会　早瀬内科クリニック・やまもと医院・医）圭翔会　
永井内科医院・臨港病院・小島内科クリニック・たけだ医院・
水谷医院・汐止クリニック・医）純正会　東洋病院・医）土古医院・
坂野クリニック・児玉クリニック・( 医 ) 高阪内科・たかのふぁ
みりぃクリニック・医）吉祥会　岡本医院本院・かたぎり小児科・
アレルギー科・さかいクリニック・医）幸会　クリニックおかだ
( 医 ) 服部内科・小児科医院・あおなみクリニック・みなとファ
ミリークリニック・( 医 ) 中川整形外科・みなと医療生活協同組
合　みなと診療所・桑山産婦人科・眼科・はしもと内科クリニ
ック・今井医院・東港クリニック・クリニックいとう・みなと
医療生活協同組合　宝神生協診療所・たわだリハビリクリニッ
ク・医）かさまつ皮膚科

　　　　　　　※詳しくは各医院にお問い合わせ下さい。

日時：2010年12月4日(土)・5日(日) 午前8時30分〜午後4時
場所：名古屋市港サッカー場※小雨決行※小雨決行

社団法人社団法人 中川法人会中川法人会

小学生サッカー大会
あおなみカップ2010
小学生サッカー大会
あおなみカップ2010

入場

無料

第17回

http://www.aonami-cup.com/

　安井しんじが卒園しました善進保育園にて子育て

支援の座談会を行っております。3 人娘の父親であ

る、安井しんじと子育てについて語り合いましょう。

お問い合わせは、安井しんじ事務所まで。

座談会のお知らせ

意見 意見
意見

意見

意見

意見

質問

質問

質問

質問

質問

質問

回答

回答

回答

回答

回答

回答

　

「安井しんじを育てる会」　　

会　長　遠 藤 隆 松

　日頃は、安井しんじをご支援いただき誠にありが

とうございます。「納涼祭り」「日帰り旅行」と皆様の

おかげをもちまして無事行うことができました。心

から御礼申し上げます。

　市議会が、混沌とする中、経営者としての視点を

活かし、当選後早くも 3 回目の質問をいたしました。

　今後益々活躍してもらうためにも、皆様の更なる

ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。

　建設を一時凍結までして熟慮した陽子線がん治療施

設ではありますが、その後患者を増やす施策が何も出て

こない中で、本来ならば各局一枚岩となり課題に取り組

むべきところではないでしょうか、

　　　　市長に質問です。

　　　この特区制度が整備されたときは名乗りを挙げ

るべきだと思いますがいかがでしょうか。

　　　　安井さんも会社を経営されてきたから、ビジネ

　　　スチャンスというのは一瞬を逃したらいかんと

いうのはよう分かってられるわ。

早速、勉強会立ち上げて、やってかなかんわな局長。

その時には安井さんも入って、是非手伝ったって。

　　　　市民が最も望んでいることは経済活性化です。

　　　景気回復策を要望し私の質問を終わります。

後援会だより

ワクチンが摂取できる港区の医院名
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