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タウンミーティング｢市政報告｣・｢懇談会｣ 要旨 

※発言要旨を記録し、個人名などは伏せさせていただきました 

 

日時  平成23年７月31日（日） 

午前10時30分から正午 

場所  市役所大会議室 

○市政報告 

【市 長】  

（はじめに） 

皆さん、おはようございます。 

 本日は、私が市長就任以来初めてとなるタウンミーティングで、多くの

皆様方にお集まりをいただきました。 

 市政の運営については、行政だけでは到底なし得るわけではなく、広く

市民の皆様方の御理解と御協力なしにはまちづくりはできないわけであり、

改めて、皆様方の御理解と一層の御支援をいただきますように、心からお

願いを申し上げる次第です。 

 できるだけわかりやすく（市政についてお話しし、）今の市政について

どう皆さんが感じておられるのか、忌憚のない御意見を率直にお聞かせい

ただけるような機会にしていきたいと思っています。 

 まず、２月の市長選挙は、継続か改革かが大きな争点であったと思って

います。現在の社会は、非常に変化の速い時代です。その変化にしっかり

と国や自治体が対応しているのかというと、決してそうばかりと言えない。

国内にあっても、高齢化が進んでおり、希望が持てない社会になってきて

いると認識をしています。小牧も同様に、全国と同じような課題を抱え、

個別のさまざまな課題も抱え、この時代の変化にあわせた、市民の皆様方

のニーズに的確に対応した行政、まちづくりを行っていく必要があると考

えています。 

 地方分権、地域主権という時代の中で、課題に的確に、積極的にチャレ

ンジをしていく。改革と創造の市政を実現していこうと、それが私の今の

思いです。 

 先人の御尽力で小牧も発展をしてきましたが、培われてきた小牧の財産

を有効に今後も活用しながら、さらに将来にわたってそうした力を持続的

に高めていけるような、戦略的な市政の実現をしたいと考えています。 
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（市政の３本柱） 

私は選挙において、三つの大きな柱を掲げました。一つは行政改革です。

これは行政の透明化、効率化を図る中で、無駄なこともしっかりとチェッ

クしながら見直しをしていく。これまで進んできたものを、一度立ちどま

って見直し、新たな方向性に向けて進めることが一つの大きな意義である

と思っています。 

 こういった行政改革は、常に必要なものであり、皆さんの意見をしっか

りと聞きながら、常に内部からも新しくさまざまなことにチャレンジして

いけるような、行政の形へと変えていきたいと思っています。 

 高齢者の福祉であるとか、子育ての支援であるとか、地域の公共交通の

充実も、市民の皆さんからのニーズが高いです。そして地域の活性化など

重要な施策について、予算を重点化していきたいと考えています。 

 第２に、「自立」「助け合い」「持続」、この三つのキーワードを上げ

ていますが、市内の持続的な産業展開、安心できる地域医療福祉の体制づ

くりなど、戦略的に市民の皆様とともに形づくりをしていきたいと考えて

います。 

 そして３番目ですが、地方分権、地域主権時代にふさわしい形の、市民

との一層の協働を推進することによって、新しい形の自治のあり方という

ものを模索をしていきたいと考えています。市民の皆様方のいろんなお知

恵や御意見、さまざまなお力をおかりできるような自治の仕組みをさまざ

ま工夫していきたいと考えています。 

 今上げた３本を柱として、行政の運営を進めていきたい、さまざまなチ

ャレンジをしていきたいと思っています。 

 

（多頭型分権社会の構築） 

例えば、名古屋に本部があるＡＪＵ自立の家さんが小牧の方に進出した

いというお話をいただきました。これは、障がい者の就労支援の施設であ

り、障がい者の手によるワイナリーです。こういった一つの例であります

が、新しいことに挑戦しながら、全国にも発信をしていきたいです。分権

時代というのは、さまざまな挑戦をしながら、それぞれの自治体や市民団

体や企業など、いろんな主体が独自の工夫、挑戦をする中で、失敗もある

だろうけれども、成功もあるだろうと思います。それぞれが学び合いなが
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ら、少しずつ全体が上がっていくような、そんな社会というものを想定し

ております。 

私はよく、中央主権と比較をして、多頭型の分権社会という言い方をさ

せていただいていますが、頭がいっぱいある多頭型の分権型社会というも

のも、小牧も率先してチャレンジをしていきたいと考えています。 

 一昨日、ＰＲを専門とする大学の学部・学科と広報分野での連携協定を

させていただきました。稲沢市にある名古屋文理大学で、ＰＲ学科を持つ

のは全国で唯一であり、また広報分野で行政と連携するのは初めてだとい

うことです。ＰＲというのはパブリック・リレーションズという言葉であ

り、いわゆる市民との関係づくりといったことでもあり、そんな体制づく

りにも寄与いただけるものと考えています。 

 こうした中で、持続した発展する産業都市小牧、安心の地域福祉モデル

都市小牧、そして人と環境に優しい、交通便利な交通先進都市小牧、魅力

と活力にあふれるにぎわいのまち小牧、さらには市民参加と協働の住民自

治先進都市小牧などなど、私としては目指した市政運営を進めていきたい

と考えています。 

 

（２３年度予算について） 

 ２月の就任以来、３月議会で当初予算、そして６月議会で補正予算の編

成をしました。当初予算は、当初、前市長のもとで編成準備されていた予

算が大体540億円規模でした。そこから約66億円除外をして、542億円だっ

たものを476億円へと、いわゆる政策的判断を要するような経費について

除外をして、骨格予算として編成をしました。その上で、除外した予算を

精査し、立ちどまるところは立ちどまりながら、進めるところは進めて、

そして見直すところは見直す、そうした精査を加え、今年度６月の補正予

算で、私のマニフェスト関連の予算２億数千万を含め、56億円の補正予算

を計上させていただきました。年間予算額は、本年度、現在532億円とい

う予算です。 

 焼却場施設の更新や、市民病院の緩和ケア病棟の建設等については、予

定どおり進めています。農業公園、地区公園等の大型プロジェクトについ

ては、一たん今立ちどまって見直しを進めようとしています。保育園の民

営化、入札制度の一部、ラピオの問題等については新しい方針を示し、変

えるべきところは変えようとしています。 
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 また、マニフェスト関連については、すぐできることは今年度補正予算

で上げさせていただきましたが、さまざま課題があって検討を要するもの

については、できる限り早い段階での実現を目指して、これから十分に検

討を進めていきたいと考えています。 

 予算について、いくつかお話します。 

 一つは、昭和56年５月以前の公共施設については、すべての施設につい

て耐震診断を実施していくこととしました。これまでは、国の基準に基づ

いて、ある基準以上の公共施設しか診断をしてきませんでしたが、すべて

実施することとしました。保育園についても実施をします。そして、幼稚

園、あるいは各区の会館についても助成を行うように予算を上程しました。 

 子育ての支援についてですが、水ぼうそう、おたふく風邪ワクチンの予

防接種費用の助成することとしました。数ある予防接種がありますが、医

師の皆さんと相談する中で、予防効果が高い、さらには一度かかると重篤

化しやすい等の理由によりまして、この二つを選定しました。 

 児童クラブの時間延長についても実施することとしました。さらには保

育園についても、来年度以降、民営化を進める中で、延長保育の実施を計

画しています。 

 節電対策について、自動車関係で就業曜日の変更に対応すべく、今現在、

この休日の変更に伴う児童クラブ、あるいは保育園の対応についても実施

しているところです。 

 環境でありますけれども、太陽光発電のシステム導入促進事業について

は、昨年度125件を倍増して250件分の予算を確保しています。これも既に

補正予算をつけてからいっぱいの状況であるので、今後、増額も含めて今

検討をしているところです。 

 交通については、こまき巡回バスの65歳以上の無料化を10月１日から実

施することとしました。市民の皆さんの足を確保していくことは、行政の

責任である思っています。 

デマンド交通については、いわゆるバスとタクシーの間のような乗り物

であり、交通の充実を図るべく、この検討事業についても予算をつけまし

た。平成25年の早い時期の導入を目指して、今検討を進めようとしていま

す。あわせて、名鉄犬山線への接続についても、巡回バスや交通事業者の

バス等も含め検討を進めることとしています。 

 にぎわい創出としましては、商店街の空き店舗対策等について、予算を
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つけています。 

また、ラピオの再構築についても予算をつけました。ラピオについては、

これまで市長や副市長が社長となり、行政主導で進めてきましたが、今後、

行政主導でラピオビルの運営をしていくということには限界があると考え

ており、民間の方を社長にお迎えをし、小牧の経済界、特に小牧商工会議

所と全面的な連携協力関係のもとで、にぎわい、魅力といった観点からの

中心市街地の再生に向けて進めています。 

 小牧プレミアム商品券については、９月15日から予約を受けつけること

としており、10月１日からの販売と実施を予定しています。これは、昨年

まで商工会議所が2,000万円発行してきた地域限定商品券事業に、市が大

幅に増額をしてプレミアム分として5,000万円の予算をつけることによっ

て、５億5,000万円分発行しようとするものであります。 

 

（条例、組織再編について） 

最後に、条例関係についてお話をさせていただきます。 

 まず、市長の多選自粛条例については上程をしましたが、６月議会で残

念ながら議会の御理解がいただけなかったということで御報告をさせてい

ただきます。 

市長等の特別職の退職金の半減の条例案については、お認めをいただき

半減をさせていただきました。 

 ７月に一部組織再編と人事異動をしました。これは、これからの自治体

経営、いわゆる改革、挑戦というようなことの経緯の中で、市長がよりリ

ーダーシップを発揮していく市政の仕組みづくりが重要であると考え、市

政戦略本部と市長公室を設けました。 

 

（市長主導の市政を目指して） 

 市長が前に出て、そして市民としっかりと関係をつくっていく、わかり

やすい市政の情報発信、そして市民の声を直接市長が聞くということをし

っかりやっていく必要があると思っています。市民の代表である市長が行

政の責任者を担うということの原点に返る必要があると認識をしています。

そういう意味で、行政と市民との間に立って、市民の声をしっかりと聞い

て、それを行政にしっかりと反映していくという、いわゆる新しい形とい

うものが必要であると考えています。 
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タウンミーティングの実施だとか、今、区長さん方が128の区で頑張っ

ていただいておりますが、さらにその中間的な自治組織として地域協議会

を創設していきたいと考えています。 

 行政の改革と地域の自治のあり方、より市民の皆様にわかりやすく、身

近で自己決定、自己責任の中で、地域の運営が自主的、主体的に自由度を

持ってできるような、地域のあり方を考えていきたいと考えています。地

域改革と相まって、三位一体でと言っておりますが、議会についても改革

の要請をさせていただいているところであり、定数だけではなく、さまざ

ま８項目の改革要請をさせていただきました。これについては、議会にお

預けをしているところであり、この三つが相まって、自治の進展が図れる

よう努力をさせていただきたいと考えています。 

 時間になりましたので、これで私からの行政報告、市政報告については

終わらせていただきます。 

 

○懇談会 

【進行】  

皆さんからどんな御意見、御質問があるかわかりませんが、できるだけ

数多くの皆さんに質問をいただきたいということで、お願いでございます

が、お１人１回３分ぐらいで、１項目ということに限らせていただきたい

と思います。 

 また、地域限定のようなお話ということについても少し御配慮いただき

たい。できるだけ大きな意味での、小牧のまちづくりという前提の中での

御意見がいただければと考えています。 

 御質問のある方は挙手をお願いします。 

【発言者１】（情報公開の徹底について） 

私は、市長のマニフェストについて質問させていただきます。情報公開

について市長に３点お伺いします。 

まず質問の第１は、市長がこの小牧の情報公開の現状についてどういう

ふうに認識されているか。 

 第２点目は、新市長になられてから、この間に情報公開、個人情報等に

関して、どういう指示を職員の方にされたか、されようとしているか。 

 第３点目は、秋から戦略会議が３本立ち上がると聞いていますが、当然

これは市民や民間や学識経験者が入る会議ですから、公開された場で行わ
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れると私は判断していますが、確認の意味で、市政戦略会議が公開の場で

行われるかどうか、この３点について御回答をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

【進行】 

 ３点、情報公開の認識、どんな指示をしたか、会議公開についてですね。 

【発言者２】（市長の夢、市民の役目について） 

 日本と、それから小牧を船に例えまして、日本丸は今大震災でちょっと

行方がおかしい。ところが、小牧は船長、市長がかわられて、割といいま

ちだと思っています。 

 そこで、新しくかわられた船長は、今後どのような夢、抱負で小牧を導

いていかれたいのかということと、我々乗っておる者もそれぞれ役目はあ

ると思うんですが、その辺の一端をお聞かせ願いたいと思います。 

【進行】 

 市長の夢、抱負等を聞きたいというお話を、我々市民は何ができるかと

いうことの御質問かというふうにお伺いしました。 

【発言者３】（若い人の意見を聴く方法の充実） 

 新しく市長になられ、多頭政治を目指されておられるということを大変

うれしく拝聴いたしました。ピラミッド型の政治ではなく、広く市民に意

見を聞くというふうに理解してよいのでしょうか。 

 本日のようなタウンミーティングを行われましたが、お若い方の参加が

非常に少ないような気がします。それを払拭する一つの案として、例えば、

今ネット上で盛んに行われているユーストリームの活用におけるライブ中

継だとか、ツイッターやブログを利用されて、より若い方の意見を取り入

れていくことをお考えになってみてはいかがでしょうか。一つの提案とし

て申し上げました。よろしくお願いいたします。 

【進行】 

 提案ということで、ネットを利用して広く若い方にも情報提供したらど

うかということですね。 

 それでは、３人の御質問等について、市長から御回答をお願いします。 

【市 長】 

 まず、情報公開についてですが、開示の状況については、市長部局に57

件請求があったけれども、開示は５件だけでした。開示がされないという

ことの中でさまざまな状況があると思いますが、個人情報の特定ができる
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部分だとか、いろいろと決まりがあるということを認識しています。ただ、

私はやはり情報公開を徹底することが、さまざまな改革をしようというこ

との第一歩だということは、私も十分に認識をしています。 

 情報公開請求についてということで指示は出しておりませんが、情報公

開のあり方それについてはお時間をいただきたい（よく研究したい）と思

います。 

 市政戦略会議については、できる限り公開をするということが政治姿勢、

行政の原則だということは十分認識していますが、ただ、いろんな意見を

いろんな立場の方から自由闊達にいただくということも大事でありますし、

内部的な会議だというような位置づけの会議も考えているところもありま

すので、その会議の性格、位置づけに応じて、公開・非公開は個別に判断

をしていきたいと思っています。 

 公開ということも重要ですが、最後は結果責任というものがあり、スム

ーズにいい行政を行っていくということを、最後は責任を持って行いたい

ということを考えています。 

 先ほど前半で総論の話をさせていただきましたが、地方分権、地域主権

だと言われる中で、さまざまな主体がいろんなチャレンジをしていくべき

なんだ、失敗を恐れずにいろんなチャレンジを行政も行っていくべきなん

だと考えており、さまざまな分野で先進的な取り組みをしたい、小牧はこ

んなチャレンジをやっているんだね、こんなことをやっているねというこ

とを発信をしていけることも考えています。また市民の皆さんが誇りを持

って、魅力を感じていただける小牧というものを一層充実、発展をさせた

いと考えているところなので、いろんな機会をとらえてそんなお話をさせ

ていただきたいと思っています。 

 ツイッターやブログについては、今後いろいろと工夫をしていきたいと

思っています。最初なので市役所にお越しいただきましたが、今後は地域

に出て、本当の意味でのタウンミーティングということも考えていきたい

と思います。 

【発言者４】（花のあるまちづくりについて） 

 このたび地区の環境委員になり、公園とかポケットパークとか、花をい

っぱい植えたいとか、地区の活性化プロジェクトというのを今進めていく

中で、いろんなプランがあるんですけれども、それの意見とかを聞いても

らったり、いつどういった形で聞いてもらったりとか、そういうチャンス
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があるのかというのをお聞きしたいと思います。 

【進行】 

 環境をよくしたい、花のあるまちにしたいという御要望ですね。 

【発言者５】（手話通訳者の身分保障、障がい者への情報保障について） 

 市の中に設置されている手話通訳者の身分保障を充実していただきたい。 

 それともう１点、災害が起きた場合、緊急の聴覚障がい者に対する情報

保障をお願いしたい、聞こえない方に対する情報保障はどうなっているの

か、どう考えられているのか。 

【発言者６】（投票所への交通手段について） 

 選挙のときに、地区の会館が非常に高齢者にとって非常に使いづらく、

杖をついて手押し車で行ったり、上ったりはできないので、もう少し地区

を南と東と西の三つに分けて投票所をつくるとか、それとも乗用車で１時

間に１本ぐらいずつ送ってもらえるようにしてもらえるといいんじゃない

かと思います。 

【発言者７】（タウンミーティングの出席者について） 

要望１点と質問を１点させていただきたいと思います。 

 まず要望は、失敗を恐れずに挑戦するという施策をぜひ指示していただ

きたい。 

 もう１点は、タウンミーティングというのは、最近の電力会社の問題で

やらせという雰囲気があります。今日の出席者がどれだけ自発的に個人と

して参加された方がいるのか。それから、市の職員とか議員も含め、関係

者を動員している割合はどれくらいか。あるいは、市長の後援会の立場で

出席した方はどのぐらいいるか、その比率によって、このタウンミーティ

ングが成功していくかどうかのかぎになると思いますので、これをどうい

うふうに見ておられるのか。 

【進行】 

 ここで一端区切らせていただきます。環境、花のあるまちづくりをした

いというような御意見、御要望。通訳者の身分保障という関係、それから

災害時における聴覚障がい者の方の情報をどう提供するのかという御質問。

地区の会館がちょっと高いところにあるということ。失敗を恐れずに挑戦

をしていただきたいということ。それと、こういったミーティングについ

てのお話でした。 

 それでは、市長、よろしくお願いします。 
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【市 長】 

 さて、花のお話でありますが、今、市内にも花をお配りして、自治会な

んかで植えていただいてというふうに活動しています。 

 もし一層、花でまちをきれいにしたいというようなことであれば、それ

は十分にまた御相談をさせていただき、改善できることであれば努力した

いと思います。 

 手話通訳の身分保障については、勉強させていただきます。 聴覚障が

い者の方の災害時の情報の確保については、大事なことだと思っています。

防災の観点で、しっかりといざというときの対応をしていく中で体制の見

直しを、この東日本大震災が起こった機に進めたいと思っておりまして、

例えば小学校の体育館が避難所になっても、体育館にはアンテナ接続設備

がない体育館がありますが、避難された方に情報を提供するのは、テレビ

画面というのが今一番わかりやすいと思いますので、設備面での改善も進

めていくように既に指示を出しています。 

 それから、会館への足の確保については、会館のバリアフリー化という

ようなことも今後進めていかなければいけないとは思いますが、デマンド

交通であるとか、さまざまな形での充実ということを今考えています。 

 また、地域協議会というものが立ち上がってくれば、ある程度、地域の

実情に合わせた要望、声というものを自分たちの地域で実現していけるよ

うな、そんなことも図っていけるのではないかと考えています。 

 （失敗を恐れずに挑戦することについてのお話ですが、）行政は、失敗

をしないように細心の注意を払う組織であると思います。これは、一面責

任感というものがあって、そういった面も一方で必要だろうということは

思いますが、ただ、新たな方向性で新しいチャレンジをしていくというこ

とは、ふだんの気をつけていくという部分とはまた違うわけであり、やは

りこういったチャレンジというものはこれから不可欠だと思っています。 

 今回のタウンミーティングの状況については、基本的に自発的に来てい

ただいている方が、かなりの部分だと認識しています。と申しますのも、

後援会の方で声をかけて動員をしているということはないと確認をしてい

ます。今日は最初だから、今までの広報の中で、例えば広報「こまき」、

新聞、ポスターなどで、どのぐらい来ていただけるのか、どのぐらい市政

に関心を持っておられるのかということを私も知りたいと思い、後援会で

は動員をしないようにということで進めてまいりました。 
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 そして、職員の部分は、私も来てほしいということは一切言っていませ

ん。むしろ、職員がいない方が話しやすいということもあるかもわかりま

せん。けれども、きょうは職員も市民の方も大勢お見えになるし、「市長

の姿勢を正しく理解をしながら進めたい」ということであれば大変いいこ

とだと思いますので、自発的に職員が来ている方がいるのかなと思ってい

ます。 

【発言者８】（高齢者が活躍できる場の創出） 

 これは要望的なことですが、高齢ボランティアの支援制度をお考えいた

だけたらどうかなと思っています。 

 高齢化社会を見てみますと、高齢者の役割があると思うんですね。それ

を演じていけるように行政の方から配慮していくということが、これから

の小牧にとっては非常に大事だと思います。高齢者は何をやっていいかわ

からない、暇をもてあます、こんなことがあってならないと思います。言

葉は悪く言えば、もっと使えということでございますので、よろしくお願

いします。 

【進行】 

高齢者が生きる道を制度としても整備をしていただきたいということで

すね。市長、よろしくお願いします。 

【市 長】  

私は高齢化に対応した地域づくりをきちっとやっていかなきゃいけない

と思います。高齢者はふえますけれども、元気な高齢者もいっぱいふえる

わけです。元気な高齢者の皆さんのお力を少しずつおかりすることができ

れば、私はこの高齢社会を乗り越えられる一つの大きな力だと思っていま

すから、一人ひとりが、たとえ５分、10分でも、あるいは１日１時間ずつ、

30分ずつでも、少しずつ手伝っていただければ、例えば今の高齢化の中で

介護が必要とされている方、いろんな方がお見えになりますが、高齢者の

中でのそうした助け合いというもの、地域の中での助け合いというものが

一層進んでいくような仕組みをどうつくるのかが、一番大きな課題だと思

います。地域のボランティアの皆さんが手弁当でだめだとするならば、ど

ういうような予算のつけ方、あるいはどういうような善意の循環の仕組み、

どういうような地域の助け合いの仕組みができるのかということを、皆さ

んと一緒になって考えながら、小牧でどこまでできるのかということをチ

ャレンジしたいという思いでおります。 
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○市長総括 

【市 長】 

 初めてのタウンミーティングということで、市役所までお越しをいただ

きました。いろんな方からいろんな御意見、あるいは御質問や御指摘をい

ただきたいと思っておりましたけれども、またいろんな機会をつくらせて

いただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 最後に高齢者の問題を御指摘いただきましたが、市長や行政だけが幾ら

頑張っても、それだけでは難しいと思っています。行政が、予算、財源を

使ってここまで、ということはありますが、やはり市民の皆さん方のさま

ざまな自発的な活動、市民活動、あるいは高齢者の皆さんも含めた助け合

いの活動をどれだけ進めていくことができるのかが本当に大事だと思って

います。私が三つの柱の中で、一つは自治改革だということをお話しさせ

ていただきましたが、行政が市民といかに一層密な連携、協力関係がつく

れるか。市長がしっかりリーダーシップを発揮しながらチャレンジができ

る行政をやっていく。私のもとで、行政の職員もしっかりと意識改革も含

めて、さまざまな改革、チャレンジをしていく、そういった行政を行って

いきたいと考えています。 

 それと同時に、ぜひ私は市民の皆さん方と一緒に協働ができる、市民の

皆さんと一緒に地域づくりができる、そういった体制づくりというものを

進めていきたいと考えており、これが一番難しいことだと思っています。

例えば、地域協議会というものもつくりたいと考えていますが、自治の基

本は地域、市民に近いところでやると。できるだけ自分たちで決めて納得

ができることをやれるということが基本であり、まずその原点に立ち返る

中で、地域でできることは地域でやっていただく、市民の皆さんでやって

いただかなければできないこともありますから、そういうこともお願いを

させていただきたい。 

大変長時間にわたりまして御協力をいただきましたことに改めて感謝を

申し上げ、今後ともよろしくお願い申し上げて、終わらせていただきたい

と思います。 

【司会】  

 以上をもちまして、タウンミーティングを閉会します。皆様、ありがと

うございました。 


