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暮らしを守る責任を果たす
・中小企業支援
地域経済の再生と雇用の安定化へ1

災害に強い生活基盤づくりへ2

笑顔を守る福祉政策の充実を3

絆を未来へつなぐ文化支援を4

・災害に強い地域づくりとインフラ整備

・地域医療の確保　・福祉の充実　・子育て支援

・地域の歴史、文化の継承　・地域コミュニティー

昭和62年 4月
　
平成 8年11月
　
平成12年 8月
　
平成14年
平成19年 4月
平成22年 2月
平成22年 5月
平成23年 3月
平成25年 5月
平成27年 4月
平成28年 5月
平成30年 6月
平成31年　4月
　
令和元年　5月
令和 2年　5月
令和 4年

大学卒業後　
衆議院議員 片岡武司（旧愛知6区）秘書
国務大臣 北海道・沖縄開発庁 長官
衆議院議員 稲垣実男（東海比例区）秘書
内閣官房副長官 参議院議員　
鈴木政二（愛知選挙区）秘書
自民党愛知県連 秘書会 会長
名古屋市会 初当選
自民党 愛知県連 青年局長
自民党 緑区支部長
名古屋市会 二期目当選
自民党 名古屋市議団 政調会長
名古屋市会 三期目当選
自民党 名古屋市議団 幹事長
名古屋競輪組合議会 議長
名古屋市会 四期目当選
（名古屋市緑区トップ当選）
名古屋市監査委員
第95代 名古屋市会議長
自民党 名古屋市議団 副団長

昭和39年5月2日生。愛工大名電高校卒（硬式野球部）
愛知工業大学卒（硬式野球部・全国優勝）  妻との2人家族

中里高之さんのプロフィール

政 策
実現力
愛知自民特 集 号

名古屋市会議員　緑区選出

中里高之
　自民党は、名古屋の潜在能力を最大限に活かす政策を力強く進めています。
令和５年４月に行なわれる名古屋市会議員選挙に、責任政党として皆様の
暮らしを守り、魅力と夢あふれる愛知を創造するために活動し、力を
発揮している中里 高之さんを紹介します。
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※個人情報保護法に尊守して、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止、その他個人データの安全管理の為に必要且つ適切な措置を講じます。
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　名古屋市と緑区の更なる発展には、国と名古屋市
を繋ぐことができる国会議員と市会議員の存在が
大変重要です。これからも中里高之市会議員と
しっかり連携をして仕事をして参ります。

池田よしたか
全力で応援します！

前文部科学副大臣
衆議院議員

その他にも●公園や緑地の老朽化した遊具・施設の修繕をしました。●ごみの収集場所の散乱や収集漏れをな
くしました。●待機児童対策として保育園を新しく作りました。●大雨時の冠水対策をしました。●災害対策が
後手に回らないようしっかりと備えをしました。●鳴海、有松、大高、桶狭間の観光推進をしました。●火災予防
の啓発に力を入れました。●学校のトイレが汚いので修繕しました。　等々

緑区在宅
サービスセンター
の開設

緑区在宅サービスセンター

緑区内の地域福祉活動の
推進と在宅サービスの提
供を総合的に進めるため
の拠点として、緑区在宅
サービスセンターを開設し
ました。

太子小学校
リニューアル
改修工事について

太子小学校

「学校施設リフレッシュプラ
ン」に基づき、築８０年まで
施設を長寿命化するため
校舎等のリニューアル改修
を実施しました。

大高小学校
リニューアル
改修工事

大高小学校

「学校施設リフレッシュプラ
ン」に基づき、校舎等のリ
ニューアル改修を実施しま
した。

平子コミュニティ
センターの
移転改築

平子コミュニティセンターイメージ図

地域住民の連帯とコミュニ
ティ活動の推進を図るた
め、平子コミュニティセン
ターが移転改築されまし
た。

お声受け、暮らしやすくお声受け、暮らしやすく
　緑区の皆さま、自民党市会議員の中里高之でございます。暮らしやすい街づ
くりの一助となれるよう、皆さまのために市議会で粉骨砕身、奮闘しております。
道路修繕や樹木の剪定、道路標識や街路灯の設置など、その他どんな些細なご
要望、お困りごとでも結構です。この中里高之に、ぜひお任せください！

　名古屋市議会の最大会派・自民党市議団で、４期
目にして「副団長」に抜擢された中里高之市議。「こ
の地域ではさらなる地域医療の拡充が不可欠」と
の強い決意を持ち、緑市民病院の機能アップに向
けた政策を推し進めてきました。
　中里市議は、これまで数々の実績を積み上げて
きたリーダーシップ、そして実行力を発揮し、精力
的に取り組んだ結果、現在の緑市民病院は令和５
年４月から、「名古屋市立大学医学部付属みどり市
民病院」に生まれ変わることが決まりました。大学
病院としての高度な医療の提供はもちろん、区民
の命を守る「2次救急」も拡充。在宅医療の支援に
加え、生活習慣病の予防など、現代に欠かせない
健康づくりの支援も提供できる体制が整います。ま
た、新生・みどり市民病院は、医療人の育成など、大
学病院の一翼を担い、医師不足という課題克服に
も貢献することを目指しています。
　一方、施設の老朽化という大きな課題も抱える
緑市民病院。中里市議はその難題を解決するた
め、すでに行動力を発揮しています。今後も、地域
医療を守り、拡充するため、全力投球を続けていく
決意です。

「名古屋市立大学医学部付属
   みどり市民病院」誕生!!
～救急や在宅・予防医療も充実～

中里高之が
実行力を
発揮！

　緑区東部を南北に結ぶ幹線道路「熊野豊明線」
の工事が完了し、令和3年3月14日に全線開通と
なりました。緑区では人口増加に伴う交通事情の
悪化が問題となっており、渋滞解消などの効果が
期待される同線の開通は地元住民の念願。しかし、
全長3,410メートルのうち100メートルが未整備と
なっていたため、中里高之市議は早期実現の必要
性を痛感し、様々な働きかけを進めていました。
　こうした中、行われた2019年2月定例会本会議
における中里市議の個人質問。事業完了は５年後
とする市の計画について「市民生活をむしばむ渋
滞地獄があと５年も続くのは到底耐えがたい」と住
民の声を代弁。地域の交通環境改善のためにも開
通を急ぐよう求めました。
　市側は従来通りのスケジュールで整備する方針
を説明したものの、中里市議は「渋滞回避の車が生
活道路に入り込み、市民生活を脅かしている」と粘
り強く交渉。市側から「２年程度での完成を目標に
取り組んでいきたい」という回答を引き出し、全線
開通の早期実現に結びつけました。
　中里市議は、これからも地域の声を政治の場に
反映し、実行力で応えていきたいと考えています。

熊野豊明線開通で渋滞緩和!!
地域の声を3年早めて実現。
～安全で住みやすい街づくりへ前進～

中里高之が
早期実現を
推進!

開通した熊野豊明線

　名古屋市の敬老パス制度は、高齢者の社会参加
と福祉の増進を図ることを目的として実施され、一
部負担金を納付した65歳以上の方は、市バス
（メーグル含む）・地下鉄・あおなみ線・ゆとりーとラ
インを1日に何度でも利用できました。
　しかし、地域ごと、個人ごとで利用に大きな差が
あることが判明。また、65歳以上の人口増加により
事業費の増大が見込まれ、将来にわたって持続可
能なものにしていくためには財源の確保が課題に
なっていました。
　こうした中、中里高之市議は平成30年3月6日
の本会議個人質問において、「利用限度額を設け、
捻出した財源で他の鉄道機関に拡大し、より公平
な制度に改めるべきだ」と提言。この質問が制度改
正への契機となりました。
　今回の変更では、新たに名鉄・JR東海・近鉄の鉄
道の市内運行区間、名鉄バス・三重交通の路線バ
スの原則市内運行区間でも利用することが可能
に。その財源確保策として、1年間の利用上限回数
を730回に設定。より多くの方にとって使いやす
く、公平で持続可能な制度になりました。
　中里市議は、これからも地域の課題解決に向け、
全身全霊で取り組み、責務を果たしていきたいと考
えています。

敬老パスの対象交通を拡大!!
より使いやすく、より公平な制度へ。
～持続可能な制度として確立～

中里高之が
課題解決を
先導！

地元のため、ひたすらに地元のため、ひたすらに
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