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平成27年度タウンミーティング議事録  (市政報告部分) 

 

【市長】(あいさつ) 

皆様、こんばんは。 

 大変お忙しい中、タウンミーティングにお出かけをいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 2月の市長選挙におきまして、市民の皆様のご信任をいただきまして、

再び市政を預かることになりました。また気持ちを新たに、市政前進に向

けて全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。皆様方の

格別のご指導、ご鞭撻、またご支援をいただきますように、心からお願い

申し上げます。 

 さて、このタウンミーティングも毎年開催をしてまいりましたけれども、

小牧の今、そしてまた未来に向けて、市民の皆様方と対話をする機会とし

てこれまで毎年開催をしてきたところでございます。ぜひ率直な皆様方の

ご意見、またお気持ち等をお聞かせいただきたいというふうに思っており

ますし、また私の今考えていること、さらには市の取り組みの状況等につ

いて、皆様方のご理解を深める場にもしていただければというふうに思っ

ております。よろしくお願い申し上げます。 

 さて、小牧市は今年で市制60周年を迎えたところでございます。我が国

が本格的な高齢化と人口減少の時代を迎える中で、小牧市も高齢化が進み

つつあるところでございます。一昨年、高齢化率は20％を超えました。そ

して去年、21％を超えました。そして今年に入りまして、既に22％を超え

ておりまして、着実に高齢化が進んでいる状況だと思います。高齢化が進

みますと、介護や医療に係る予算が増えるわけであります。一方で、少子

化によって働く世代が減少いたしまして、税収も下がってまいります。お

金だけではありません。介護が必要な方がふえれば、介護施設を増やして

も、そこで働く人がいないといったことが起こってくることが予想される

わけでありまして、支える世代がいなくなっていく、こういったことも大

きな課題でございます。 

 小牧市は、先人のご努力のおかげで、全国でも有数の財政力を誇る自治

体でありますが、しかしそうした局面が本市にも訪れている、これから進

んでいく状況でありまして、そういった危機感を市民の皆様と共有しなが
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ら市政を進めていかなければならないと考えております。 

 大きなこうした時代の変化に対応するべく、我々みずから知恵を絞り、

様々な創意工夫を市民の皆様とともに行って、行政のみならず、市民の皆

様方のお力もいただきながら小牧市を進めていく。そのことをこれから皆

様と思いを一つにして一層市民参加、市民協働を進めていかなきゃいけな

いと決意を新たにするところであります。 

 そんな中で、「チャレンジする市政」、そんな思いでありますが、ぜひ

皆様とともに住みたい、住み続けたい、そんな小牧市をつくってまいりた

いと思います。 

 まずは最大の課題であります高齢化問題に対応して、年を重ねても安心

して暮らし続けることのできる地域づくりを進めてまいります。国の予測

では、高齢化率は今後40年にわたって上昇を続けると予想されておりまし

て、市民ニーズが一層多様化する中で、いかに財源を確保したとしても、

きめ細やかな市民サービスを全方位で展開していくことには限界がありま

す。そこで、私は地域で市民同士が互いに支え合い助け合っていくまちの

姿、お手元の第6次小牧市総合計画新基本計画に掲げております都市ビジ

ョンの一つであります「支え合い共生都市」の実現を目指して、地域協議

会の創設をはじめとして、ボランティアなどの地域支え合い活動の活性化

を進めてまいります。一方で、高齢者支援などの市民福祉を充実させるた

めには、将来にわたって財源を確保していく必要があります。そのため、

支出を減らし、効率的、効果的な行政を進めていく行政改革、あるいは公

共施設のあり方の見直しなどはもちろんのこと、子育て世代の流入あるい

は定住化を促すこども・子育て支援の充実やさらなる企業立地の促進など、

地域活性化に全力で取り組んでまいります。今後も小牧の活力を維持・向

上させてまいりたいというふうに考えております。 

 それらが新基本計画における都市ビジョンの「こども夢チャレンジNo.1

都市」と、「元気創造都市」であります。これら3つの都市ビジョンの実

現を目指して、2期目を迎え、さらに頑張ってまいりたいと考えておりま

す。こどもが夢をはぐくみ、高齢者が安心して暮らせる、そんな持続可能

な活力あふれる夢ある小牧を実現していきたいということでございます。 

 どうか、今年度もそんな思いの中で様々多岐にわたる事業を実施してま

いりますが、ぜひ皆様方のご理解とご支援を重ねてお願い申し上げる次第

でございます。 
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 それでは、これから総務部長から予算全体についてのご説明を申し上げ、

その後、私から今年度予定いたしております主要事業について概略を簡単

に説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まずは、最初のお礼のご挨拶にかえさせていただきたいと思います。今

日はよろしくお願いします。 

 

【櫻井総務部長】(平成27年度当初予算について) 

総務部長の櫻井でございます。 

 それでは、平成27年度当初予算と事業の紹介につきまして、私からご説

明させていただきます。 

 基本的には配付資料に沿って説明させていただきますが、時間の都合も

ございますので、一部省略して説明させていただきますので、ご承知おき

ください。 

 最初に当初予算の規模についてであります。 

 まず平成27年度一般会計予算は、総額527億6,600万円で、前年度と比べ

て2.6％、13億9,300万円の減となりました。減額の主な理由は、味岡中学

校改築事業、消防指令センター整備事業、クリーンセンター施設整備事業

などの大型建設事業の完了等によるものであります。 

 歳入の円グラフをご覧ください。 

 歳入全体の59.5％を市税が占めております。約314億円を見込んでおり

ます。 

 市税には、個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税・市たば

こ税と都市計画税があり、前年度と比べて個人市民税は増額を見込みまし

たが、法人市民税が税制改正により一部国税化される影響などがあり、横

ばいと見込んだことなどから、市税全体では微増としております。 

 円グラフの中の一般財源、特定財源とありますが、これは使い道が特定

されているお金かどうかで分けられており、特定財源の主なものは、国庫

支出金、県支出金、市債などであります。歳入全体が大きくても、特定財

源の割合が高いと市が自由に使えるお金が少ないことになりますが、本市

の場合は一般財源の割合が高い状況を維持しております。 

 次に、歳出の円グラフをご覧ください。 

 目的別に歳出を分類した中で、歳出予算全体に占める割合が最も大きい

のが民生費で、35.5％となっています。民生費は、こども、高齢者や障が
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い者に係る福祉、生活保護などの社会保障に要する経費等です。過去は土

木費の占める割合が一番大きかったのですが、平成16年度に民生費が逆転

して以来、10年以上民生費がトップとなっているところであります。 

 それでは、平成27年度当初予算で実施する事業につきまして、第6次小

牧市総合計画新基本計画に掲げる市政戦略編と分野別計画編の7つの施策

の体系に沿って、特に市民生活に関連ある事業を中心に説明させていただ

きます。 

 まず市政戦略編では、夢育み事業であります。 

 こどもの夢をはぐくみ、夢へのチャレンジをみんなで応援するまちを目

指し、新たに市内産業見学会の開催や、夢にチャレンジ助成金及び大学生

等海外留学奨学金の創設、ピーチバス巡回バスの車内にこどもの描いた絵

を展示するコマキッズドリームバスギャラリー、英語に親しむ講座を児童

館で実施してまいります。あわせて、こども創造事業や小牧戦国少女隊、

夢の教室、こども夢・チャレンジカップU-12(小牧市長杯)などを引き続き

実施してまいります。 

 市政戦略編からもう1事業、こまきプレミアム商品券発行助成事業であ

ります。 

 市民生活の支援と地域経済の活性化のために、商工会議所が実施するこ

まきプレミアム商品券発行事業については、国の交付金を活用して第 1回

販売の発行額を8億 4,000万円、プレミアム率を 20％に拡大し、総額 13億

9,000万円で実施するものに補助を行ってまいりますので、これまで以上

に多くの市民の皆様にご利用いただきたいと思います。 

 これからは、分野別計画編の7分野から抜粋してご説明させていただき

ます。 

 安全・環境では、防災ガイドブック作成事業であります。 

 市民の方々への防災啓発のため、洪水ハザードマップと地震防災マップ

をそれぞれ改定し、合冊した防災ガイドブックを作成し、全戸配付を行っ

てまいります。 

 剪定枝の回収事業では、燃えるごみとして焼却されていた剪定枝につい

て再資源化を図るため、新たにリサイクルプラザの敷地内に専用の回収拠

点を整備し、本年7月から開設する予定であります。 

 次に保健・福祉からは、健康マイレージ事業であります。 

 健康づくりに関する事業に参加した市民が一定のポイントを獲得し、優
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待を受けられる仕組みを愛知県と共同で導入してまいります。高齢者福祉

施設整備補助事業では、小牧南地区の北外山地内に特別養護老人ホームが

新たに整備される予定でありますので、整備する社会福祉法人に対して費

用の一部を補助してまいります。 

 教育・子育てでは、小・中学校施設営繕事業であります。 

 新たに全ての小・中学校の普通教室及び一部の特別教室へのエアコン設

置を、平成27年度は中学校、28年度は小学校に対して行うほか、非構造部

材の耐震改修工事を引き続き進めてまいります。 

 児童クラブ運営・施設整備事業では、昨年度小学4年生まで拡大しまし

た児童クラブの受け入れを、今年度より小学5年生まで拡大しましたので、

必要な施設整備などを行ってまいります。 

 文化・スポーツでは、(仮称)史跡センター整備事業であります。 

 本市のシンボルであります史跡小牧山につきましては、信長時代に築か

れた小牧山城の発掘調査の成果が全国ニュースになるなど、注目が高まっ

ているところであります。そのため、市役所旧本庁舎解体後の跡地では、

史跡の復元整備に向けた粗造成工事を行うとともに、小牧山城で発掘され

た出土品の展示などを行い、小牧山の歴史的価値をわかりやすく伝える施

設を建設するための基本設計などを行ってまいります。 

 図書館建設事業では、新たに小牧駅西駐車場及びにぎわい広場に新図書

館を建設するための基本設計と実施設計を行い、平成30年度の開館を目指

しているところでございます。 

 産業・交流では、地域ブランド推進事業であります。 

 小牧に愛着や誇りを感じ、住み続けたいと思っていただけるまちを実現

するために、ブランドロゴのキャラクターデザインを公共施設のトイレな

どの案内表示、小牧巡回バスの車両ラッピングに用いたり、本市の魅力を

伝えるブランドムービーを制作し、映画館でCM上映するなど、市民の皆様

にブランドコンセプトをお伝えしてまいります。 

 新産業創出事業では、企業の新事業展開への支援を行い、地域経済の発

展を図るため、新たに5件の補助制度を創設してまいります。 

 都市基盤では、田県神社前駅駅前整備事業であります。 

 小牧駅に次ぐ乗降客を有しております田県神社前駅につきまして、駅前

広場や歩道の整備を進め、駅へのアクセス性と交通安全の確保を図ってま

いります。 
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 こまき巡回バス運行事業では、南部、中部、西部及び北里地区のルート

拡充及びダイヤを再編し、今月1日から1時間に1本程度の運行としており

ます。北部、東部地区につきましては、昨年度実施しましたデマンド交通

実証実験運行の検証とあわせて検討し、来年度の再編に向けて見直しを進

めてまいります。 

 橋梁補修事業では、安全・安心な橋梁を確保するため、橋梁長寿命化修

繕計画に基づき、計画的に維持管理を行ってまいります。本年度は、中央

自動車道と交差する橋梁高根橋、桃花台第1橋、桃花台第4橋の補修工事も

進めてまいります。 

 自治体経営では、コンビニエンスストア証明書等交付事業であります。 

 国が交付を予定している個人番号カードを利用し、来年 1月から全国の

コンビニエンスストアで住民票の写しや所得証明書等を受け取ることがで

きるシステムを構築してまいります。 

 自治基本条例推進事業では、今月から施行されました自治基本条例につ

いて、その意義や内容について広く周知し、まちづくりへの意識醸成を図

るために地域づくりフォーラムを開催してまいります。 

 公共ファシリティマネジメント推進事業では、中長期を見据えた公共施

設整備のために、昨年度公共施設白書を作成したところですが、公共施設

の維持、更新に係る費用の抑制、財政負担の平準化を図るため、公共ファ

シリティマネジメント基本方針・公共施設適正配置計画・公共施設長寿命

化計画を平成28年度までに策定してまいります。 

 最後に、市制60周年記念事業であります。 

 本年は、昭和30年に市制施行してから60年の節目の年でありますので、

様々な記念事業を実施してまいります。市民会館で5月に開催する市制60

周年記念式典では、新しいマスコットキャラクターのお披露目などを行い

ますほか、小牧市民まつりのパレードにおいてディズニーキャラクターに

よるパレードを開催してまいります。ほかにも、夏休み期間中にこども議

会の開会などをしてまいりますので、多くの市民の皆様にご参加いただき

たいと思います。 

 走った説明となりましたが、以上で平成27年度当初予算の概要の説明と

させていただきます。 
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【市長】(平成27年度主要事業について) 

 ご挨拶で先ほどお話しさせていただきましたように、今、小牧市は 3つ

の都市ビジョンを描いて、これに向かって5年計画を立てております。今

年2年目ということでございます。こども夢・チャレンジNo.1都市、元気

創造都市、支え合い共生都市、この3つを目指しています。 

 先ほど挨拶で申し上げましたように、支え合い共生都市、福祉を充実さ

せていかなきゃいけない。そのためには、財源が必要だということで、こ

れからもまちを活性化していこうということで、企業誘致の推進であった

り、様々な地域の活性化策を今進めている。元気創造都市ということであ

ります。 

 それから、子育て世代など、人口が減っていくという予想でありますけ

れども、やはりまちの活力を維持しないといけないということで、子育て

世代などの人口流入というのもこれから目指していこうということで、そ

ういった面も含めて、子育てしやすいまちだという小牧の強みをさらに強

化しながら、さらにこどもの夢チャレンジをまちを挙げて、市民みんなで

応援していこうと。そうした中で、やはりこどもを中心として、世代を超

えてつながりのあるまちをつくっていこうと。そうしたつながりの中で、

高齢者の皆さんも含めて、障がい者の皆様も含めて、こどもだけじゃなく

て、誰もが暮らしやすい温かい支え合いのまちをつくっていこうと。そう

いった意味でのこども夢・チャレンジNo.1都市というのを目指しているわ

けであります。 

 また、支え合い共生都市というところに戻ってきますけれども、行政だ

けじゃなくて、地域の皆さんにもお助けをいただきながら、地域で支え合

うまちをつくっていこうと。この3つの都市ビジョン全てつながっている

都市ビジョンでありまして、この3つを目指しているわけであります。 

 さて、これからは少し分野別ということで、今総務部長から説明があり

ましたけれども、私からも幾つか、かいつまんでお話をさせていただきま

す。 

 まず消防指令センターでありますが、平成28年度運用開始ということで

今準備を進めております。これは安田、山北のほうにあります消防署、小

牧の消防本部の南側に新たに建設をいたしました。ほぼ建物は完成してお

りまして、今年度はこの中のいろんな機器を 1年かけて整備しながら、来

年の春からの運用開始を目指しています。現在、小牧・岩倉・江南・犬
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山・大口・扶桑、そして西春日井ですね、北名古屋、師勝、こういったと

ころで近隣の6の消防本部と共同で、様々な消防、あるいは救急といった

ものの指令ですね。119番が入って、その通信指令というものをここで一

元的にやっていくということで、小牧が今中心となって進めているところ

であります。これによりまして、より広域で効率的な運用が可能になるも

のですから、市民の皆様方の安全・安心に大きく寄与するものと考えてお

ります。 

 次に、この3月、野口にありますごみ焼却施設がリニューアルオープン

をいたしました。老朽化をしておりましたこれまでの施設でありますけれ

ども、新たに敷地内に新しいごみ焼却炉を建設いたしました。野口の皆様

方を中心に、近隣の地域の皆様方のご理解をいただいて完成した新しい施

設でありまして、改めてご協力いただきました地域の皆様にお礼を申し上

げたいと思っております。 

 ここで小牧と岩倉のごみを全て処理しておるわけでありますが、最新鋭

のガス化溶融炉でありまして、1,800度という高温で燃焼するために、ダ

イオキシンなどが発生しない、非常に環境に優しい施設でございます。上

からごみを入れますと、高温で燃えながら溶けて、最後にメタルとスラグ

という、金属類と石ころということで分かれて出てまいりまして、これら

全て再資源化を図っていくことにしております。その過程で、熱が出ます。

この熱を第1老人福祉センター野口の郷、あるいは温水プールに供給をし

ていくと。さらに余った熱でタービンを回して、発電をして、電気を売っ

ていくということで、高効率のごみ発電施設ともなるわけであります。こ

れに伴いまして、燃やさないごみというものの名称を破砕ごみということ

で変更をいたしました。あわせて、危険ごみを新設いたしました。カセッ

トコンロなどのボンベなどは、非常に危険性が高くて、昨年も爆発事故な

どもありましたので、危険ごみというものを新設させていただきました。 

 あわせまして、白い袋、燃やすごみなんですけれども、この袋が非常に

破れやすかったもんですから、少し前にちょっと丈夫にしたんですけれど

も、さらに丈夫にさせていただくと。この炉になったことでごみ袋の材質

を変更いたしまして、破れにくいごみ袋になりましたので、主婦の方々に

は喜んでいただけるんじゃないかなと思っております。 

 ここからは保健福祉の分野であります。特に在宅医療を進めていくとい

うことを柱にしておりますが、小牧市医師会さんにより設置をされます在
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宅医療サポートセンターに補助をしてまいります。これまで高齢者福祉医

療戦略会議というところで、高齢化の中で年をとっても安心して暮らせる

地域はいかにあるべきか、高齢者の置かれている状況をこれからどうして

いくべきかということをいろいろと専門家の皆さん方と議論してまいりま

した。そうした中で、こういった在宅医療の推進を図っていく。 

 また、多職種連携の勉強会を今、200人を超えるような医療関係者、介

護関係者の皆さん方が市役所の5階の大会議室に一堂に会していただいて、

一つのケースを捉えて、そうした一人の高齢者の方が入院をして、あるい

は転院とか退院をするという中で、一人の患者さんをどうケアしていくの

か。あるいはご家族の皆さんをどう支えていくのかということの事例を捉

えて、様々な角度から検討会を行っていただいておりまして、多職種によ

る連携体制の強化ということを今一生懸命頑張っていただいているところ

でありまして、こういったことを今年度もしっかり進めていきたいという

ふうに思います。 

 健康マイレージにつきましては、総務部長から説明のあったとおりであ

りまして、まだ時期は未定でありますが、今年度中にスタートしていきた

いと。健康づくりに実践的に取り組んでいただける方に一定のポイントを

付与する中で、動機付けをしていこうということであります。 

 新市民病院の建設ということを今進めておりますが、現在の市民病院、

西町の常普請のところにありますけれども、ここの現在の市民病院の西側

の上切公園を中心とするエリアに新病棟を建設していく予定にしておりま

す。今設計中でありますが、4年後の診療開始を目指して順調に進んでい

るところでございます。積み立ても順調に進んでおりますので、何とか、

ちょっと資材等工事費が高騰している昨今でありますけれども、小牧の誇

る市民病院、自治体病院では愛知県トップでありますし、全国でも指折り

の自治体病院でありますが、この高度医療、あるいは健全経営を維持する

ために必要な新病棟でありますので、これを着実に建設をしていきたいと

考えております。 

 今、6人ベッドの部屋が主流なんですけれども、これを4人ベッドの部屋

をメインにしながら、さらにサービスを充実していくということで、今年

度も80人の看護師さんを採用しております。看護師の数を今増やしており

ますので、こういった新病棟の建設に向けて、今着実に準備を進めている

ところでございます。 
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 ドクターカーにつきましては、昨年の10月に運用開始をいたしました。

重大な交通事故などが起こった際に、119番、救急車が出動するのはもち

ろんでありますけれども、あわせてドクターカーの出動を要請し、市民病

院からお医者さんを乗せて現場に急行して、現場から早期に処置を行って

いけるような仕組みを導入したところでございます。 

 それから、野口に小牧ワイナリーを竣工いたしまして、オープンいたし

ました。今月、寛仁親王妃殿下の御成りをいただきまして、盛大に竣工式

典を開催いたしました。5月3日からオープニングイベントということでご

ざいます。これは、知的障がい者の皆様方が、これまで多治見修道院でワ

インづくりをされていたグループなんですけれども、自前のワイナリーが

欲しい、自分たちのワイナリーが欲しいということで土地を探し求めてお

られまして、市の土地を無償でお貸しさせていただきまして、建設したも

のでございます。この近隣でブドウを育ててワインをつくる。ワイン用ブ

ドウ1房売っても300円かそこらだと聞いておりますけれども、ワインを醸

造することで、千数百円とか二千数百円で売れるわけですから、付加価値

が高まるということで、知的障がい者の方もさらに高い賃金を手にするこ

とができる、自立に向けて頑張っていただけるということでありまして、

知的障がい者の自立支援施設でございます。妃殿下もおっしゃっておられ

ましたけれども、お酒をたしなまれる方は、ぜひ月に1本か2本、ご購入い

ただいてご支援をいただきたいということでございます。観光地としても

これから売り出していきたいと思いますので、これから芝生等も張ってい

きます。今、もう既に5月3日から、世界各地の修道院ワインを販売してお

りますので、ぜひご購入をいただきたいと思います。 

 60周年であります今年、こども夢・チャレンジNo.1都市宣言を行ってま

いりたいと考えております。5月17日の記念式典を市民会館で開催してま

いります。5月1日号の裏表紙にご案内をさせていただきます。ぜひ、市民

どなた様でもお越しをいただきたいと思っております。記念品もご用意さ

せていただいておりますので、ぜひ市民会館、5月17日であります。お越

しをいただきたいと思います。 

 そこで、こども夢・チャレンジNo.1都市宣言をこどもたちと一緒に行っ

ていって、市民みんなでこどもの夢チャレンジを応援していく。その中で

市民のつながりを作っていく、つながりのあるまちづくりの中で、温かい

支え合いのまちづくりをしていこう、そんなことを宣言するものでござい



平成27年度タウンミーティング議事録(市政報告部分) 

－１１－ 

ます。これは3月に議会の議決をいただいております。 

 次に、夢にチャレンジ助成金支給制度でありますが、様々なこどもの夢

チャレンジ応援制度を考えております。これは上限30万円で、高校生や大

学生に様々なチャレンジの提案をいただいて、その夢チャレンジを応援し

ていこうとするものでございます。今年度6名の方を予定しております。

例えば東北地方でボランティアがしたいというようなご提案をいただいて、

どういうことを考えているかをプレゼンしていただきながら、活動スケジ

ュール、こんなスケジュールで活動したいと。そのために、こういった費

用が要るんで、ぜひ応援してもらいたいというようなことをプレゼンいた

だいて、審査をして、見事審査に通れば応援しようと。そんなようなこと

を考えています。 

 もう1つ例を挙げますと、例えば介助犬について学びたいと。将来、日

本での介助犬の数を増やしていきたいということで、介助犬の発祥地であ

るアメリカで介助犬を学びたいですと。そんなことで、サンフランシスコ

に行って育成プログラムに参加したい。それをプレゼンいただいて、審査

をさせていただくと。そんなことを今考えているわけであります。 

 さて、小牧山の整備でありますが、まず山頂付近、今年に入りましてか

ら3段目の石垣が見つかりました。2段と言っていたのが3段見つかりまし

て、まだあるかもわかりませんが、非常に注目を集めております。毎年、

今市民会館で信長夢フォーラムを開催いたしますと参加者で市民会館大ホ

ールがいっぱいになるんですけれども、 7割の方が市外の方でありまして、

遠くは関西方面やら九州からもお越しになる方もお見えになるぐらい注目

をされております。 

 あの石垣は、実は文化庁のご指導の中で埋め戻しをしておりますので、

今現物を見ていただけないんですが、今後整備をしていきたいと思ってい

るんです。ただ、文化庁も非常に価値のあるものだということで、文化庁

のご指導が強くて、専門家のご意見も伺いながらということで、非常に苦

戦をしておりまして、全部調査をしないとこういう整備に入れないという

ことであります。今年度は、正面の階段もめくって、あるいはトイレのと

ころも壊して、またその下も調査をしなきゃいけないということでありま

して、大変なんでありますが、そうしないと整備に向かっていけないとい

うことでありますので、そんなことを予定しております。 

 あわせまして、6月の中旬から130日間、歴史館を休館いたします。耐震
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化をしていかなきゃいけないということでありまして、少しご不便をおか

けいたしますが、そんなことをしてまいります。将来的に整備をしていき

たいと思っています。 

 ふもとのところですね、市役所の旧本庁舎、ようやく取り壊しが終わり

ました。今暫定整備ということで、土固めをして崩れないようにしており

ますが、あれで終わりかという問い合わせをいただいておりますけれども、

もちろんあれで終わりではございません。今設計中でありまして、これを

工事してきれいにしてまいります。 

 昭和2年に昭和天皇が陸軍大演習で小牧山に登られたことがありまして、

そのときに国が詳細な小牧山の測量をやっておりまして、その中で昭和 2

年のその形が一番古くて正確だということで、昭和2年に戻していくんで

すね。ですから、小牧・長久手の戦いの遺構に近づくんですけれども、土

塁を築いて堀を掘ってということで、あそこの復元整備をしていくという

ことであります。 

 その隣の、正面から入って上っていただいて、今堀の内体育施設がある

ところに、(仮称)史跡センターを建設していく。これは3年後のオープン

を目指して今設計をしていこうとしております。 

 図書館も3年後のオープンを目指して、今設計中でございます。この9月

までに基本設計が終わる予定でありまして、一定の形になりましたら市民

の皆様方にご報告をして、ご意見をいただいてまいりたいと思います。3

年後に、駅とラピオの間の土地、駐車場になっているところに新図書館を

オープンしてまいります。予算20億円の積み立てがもう既にあります。そ

して、10億円は国から予算をもらってくる予定でありまして、30億円はほ

ぼめどがついておりまして、できるだけ市民のシンボルになるようなすば

らしい図書館をつくっていきたいと考えております。 

 それから、産業交流に入ってまいりますが、新産業創出ということで、

先ほど申し上げたように、これからも活力のある小牧を目指してまいりま

す。昨年5月に企業新展開支援プログラムを策定いたしまして、補助メニ

ューを倍増いたしております。3年間で順番に増やしていくもんですから、

今年度はその中で5種類の補助メニューを追加して、積極的に進めてまい

ります。今、地域活性化営業部というのを持っておりまして、営業活動を

鋭意頑張っております。 

 プレミアム商品券、先ほど総務部長からお話がありましたように、毎年
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11億円発行しておりますが、市民の皆様方からは、市外で購入していたも

のを市内で購入するようになったなどのアンケート結果もございまして、

市内の中小商店の活性化に意味のあるものとなっております。11億のうち

7割を超える8億円が地元の小さなお店に使われている状況であります。今

年は小牧60周年を記念してということでありますが、国の地方創生という

ことで、国が予算をつけておりまして、県内でもほとんどの市町が20％の

プレミアム商品券をやる予定でございます。小牧市も、ちょうど60周年と

いうことにも当てはまりましたので、前半につきましては、これから 1万

円で1万2,000円のお買い物ができる、20％のプレミアムの商品券を発行し

てまいりますので、ぜひまたご利用いただきたいと思っております。 

 市制60周年、様々やっております。5月17日の記念式典や昨日発売にな

った小牧ウォーカー、角川書店さんの東海ウォーカーという地域情報誌で

すね。昨日小牧だけの「小牧ウォーカー」が発売になりまして、小牧のお

いしいところとか、遊びに行くところとか、いろいろと載っておりますの

で、ぜひ書店等でお買い求めをいただきますようにご案内をさせていただ

きます。のど自慢とか、こども議会なども開催予定であります。 

 それから、FDAが9路線飛んでおりますよというご案内でございます。ぜ

ひご活用いただきたいと思います。 

 ゾーン30、住宅地などの低速で走るゾーンを順次拡大しております。 

 巡回バスの見直し、西部地区で4コース4台を7コース9台に拡充いたしま

した。今、東部地区、味岡地区におきまして見直し作業中でございまして、

来年の春に向けて、1時間に1本を原則とするように拡充を予定しておりま

す。 

 自治基本条例につきましては、3月の議会でお認めいただきました。ほ

ぼ1期4年間、これの準備をしてまいりましたけれども、いよいよ3月に自

治基本条例をお認めいただきました。市民参加と協働のまちづくりという

ことの基本になる、市のまちづくりの最も基本になる条例でございまして、

市民、議会、行政、この3者の役割や権限と責任の整理やら、あるいはま

ちづくりのあり方、市民参加のあり方ですね、こういったものについて明

記した条例になっております。こんなことも 5月17日の式典の中でご紹介

いたします。ぜひ皆様方、こんなこともちょっとだけ頭に入れていただき

たいなと思っております。 

 それからマイナンバーがいよいよ始まります。今年の10月に付番が始ま
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りまして、来年の1月からマイナンバーカードの交付が始まります。これ

を利用した形で、来年4月からは、全国どこのコンビニエンスストアでも

住民票や印鑑証明が365日とっていただけるような市民サービスの向上を

図っていく予定にしております。 

 最後でありますが、こまき応援寄附金、3月31日までに1億円を超えるご

寄付をいただいてまいりました。以前は1年間で3人程度だったご寄付なん

ですけれども、これまでに5,000人を超える方のご寄付をいただいており

まして、市民の皆様にも1万円以上のご寄付をいただければ、名古屋コー

チン等の記念品をお贈りしておりますので、ぜひまたこれもご協力いただ

ける方はご案内をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で今年度の主な事業ということでご説明にかえさせていただきたい

と思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。 


