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日時  平成24年２月18日（土） 

午 前 10 : 0 0か ら 正 午 

場所  市役所大会議室 

○○○○市政報告市政報告市政報告市政報告    

【市 長】 

（（（（はじめにはじめにはじめにはじめに））））    

 皆さん、おはようございます。 

 今日、お休みの方も多と思いますが、早朝から御参加をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

 日ごろは、市政各般にわたりまして御理解、また御支援をいただいてお

ります市民の皆様方に、心から感謝を申し上げます。 

 私も、この２月26日で就任から１年を迎えるところです。本日は、１年

を振り返り、また来年度の予算の案の内容についても、少し皆様方に御説

明をさせていただければと思っています。 

本日は、午前はこの南庁舎において開催させていただき、午後は東部市

民センターのほうで開催をさせていただく予定です。随時、このタウンミ

ーティングで皆様方にさまざまな市政の情報をお伝えしながら、さまざま

な声をお聞きしてまいりたいと考えています。 

 

（（（（１１１１年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって））））    

 この１年を振り返りますと、３月11日の東日本大震災が発生し、多くの

被害をもたらし、今なお大変な状況が続いている状況であります。小牧か

らも多くの職員を現地に派遣し、さまざまな支援もさせていただいてきま

した。そのことを抜きにしては語れない１年ではなかったかと思います。

安心・安全が第一だと、改めて痛感をさせられたわけでございます。 

 さまざまなことがありましたけれども、この小牧の市政の状況、社会の

状況を考えるときに、今本当に先行き不透明な混沌とした時代でありまし

て、この時代を切り開くさまざまな挑戦をしていかなきゃいけない、失敗

を恐れずに小牧も挑戦をしよう、さらにはさまざまな分野で改革をすべき

ところは改革をし、また新たに創造すべきところは創造しながら進まなけ
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ればいけない、小牧を活性化していこうじゃないかと、そんなことを訴え

て１年市政に全力を尽くしてきたところです。新しい施策をかなり矢継ぎ

早に、できる限り迅速にマニフェストの実現をはじめとして取り組んでき

たところです。 

 この１年、私も市長として、本当に忙しい充実した１年でしたけれども、

それは、いろんな新しい施策を今検討し、また実行していく中で、いろん

な検討を今私の手元で抱えてきた１年であったからではないかと思います。

これがようやくこれから軌道に乗り、そしてまた実行に移される中で、少

しずつその施策が私の手元から順番に巣立っていくと、そんなようなこと

を描いておりまして、この１月には、今後のマニフェストの実現に向けた

工程を発表させていただいたところです。そんな中で、この１年を振り返

りますと、大きく３つの運営方針で取り組みを進めさせていただきました。 

 

（（（（これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組みみみみ））））    

 １つは、清新で活力ある市政運営ということで、多選自粛の条例を出さ

せていただきましたが、残念ながら議会の御理解が得られずに、成立には

至らなかったわけでございます。三十数年ぶりということで、市長提案の

条例案が否決をされましたが、これも議会で議論をいただくということで

は画期的なことではなかったかと思っています。そしてまた、市長、副市

長の退職手当の半減については実現をさせていただいたところです。 

 ２つ目は、戦略的な市政運営です。これは、市長のトップマネジメント

を行っていかなければならない、チャレンジの時代には市長がリーダーシ

ップを発揮して責任をとっていくという思いで進めていくことが重要だと

考えているところで、７月に市長公室など新たに組織の再編をさせていた

だき、タウンミーティングをはじめ、開かれた市政の推進とともに、戦略

的な市政運営を進めてきたところです。 

 ３つ目が、市民に開かれた協働による市政運営です。タウンミーティン

グや初めて市民を交えた行政の評価ということで、市民公開の行政評価の

フォーラムを開催させていただいたところです。 

 

（（（（議会改革議会改革議会改革議会改革のののの要請要請要請要請））））    

 さらには、今、議会のほうも変わってきております。私は実は議会改革

ということで、皆さん御存じのとおり、議員定数の大幅削減を訴えてきま
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したが、これは議会を弱くするということではなく、むしろ強くする改革

でありまして、さまざまな御提案や議論を活発に市民の前で展開する中で、

創造的な市政をしていきたいと、議会にも御協力を求めたところです。８

項目の議会改革要請を４月にさせていただきました。その中で、２つの項

目について議会のほうで進めていただくことができました。 

 １つは、これまではそれぞれの議員が、それぞれの議案に対して賛成か

反対かということが公表されていなかった。どこを見てもわからなかった

ということでありますが、議会だより等で公表をしていただけるようにな

りました。これによって、市民の皆さんがどういった形で議論が進んだの

かということがわかるということです。そして、議会だよりも大変充実し

ていただいたと思っています。 

 さらに、私のほうでこれも御提案させていただきました、議会としての

市民との対話、議会報告会についても、８項目の中に御提案をさせていた

だきましたけれども、これもこの４月、５月に初めて開催をしていただけ

るとお聞きをしているところでありまして、そういう意味では、議会のほ

うも変わりつつあるということで、この点は私からも皆様に御報告をさせ

ていただきたいと思っています。 

 就任以来、インターネットによる議会の中継ということもしていますし、

議会もケーブルテレビさんの御協力をいただきまして、生中継を昨年の６

月議会から始めさせていただいているところです。タウンミーティングを

はじめ、さまざまな形で皆様に情報をお伝えする中で、市民の皆様のいろ

んな知恵をおかりしながら、みんなでつくる市民参画のもとでの市政を推

進していきたいと考えているところです。 

 

（（（（マニフェストマニフェストマニフェストマニフェストのののの工程表工程表工程表工程表））））    

 そのほか、昨年度６月の補正予算等で、できるものからマニフェストの

実現について進めさせていただいたところです。マニフェストの工程表は、

ホームページに掲載させていただいております。１月に発表させていただ

きましたけれども、マニフェスト項目の中でどういう施策の実現をどうい

うスピードで図っていくのかということについて、見通しを立てさせてい

ただきました。現時点で考え得ることを掲載させていただきましたので、

今後、施策の推進、あるいは検討の進捗の中で、これは随時更新をさせて

いただく予定にしています。ぜひ、ご覧をいただければと思っています。 
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 ２月１日号の広報で、抜粋をしましてお伝えをさせていただいたところ

ですが、65歳以上の巡回バスの無料化、退職金の見直し、さらには予防接

種の拡大、そしてラピオ、中心市街地の再生ということで、図書館の導入

方針を改めて民間の大型テナントの誘致を実現したところです。あるいは

児童クラブの時間延長をさせていただいたところであります。さらには、

プレミアム商品券の発行で、昨年10月から５億5,000万の発行をさせてい

ただいて完売し、御好評をいただいているところであります。 

 これからの時代は、確かな確立されたモデルが見出せない時代でありま

して、我々みずからが知恵を出し合って、地域が本当に安心して住み続け

ることのできる、そうした地域をつくっていくために、新しいモデルづく

りをしていかなければならない。そうした中で、さまざまな挑戦をしよう

じゃないかということが１つの大きな柱で、今後このマニフェストの工程

表に基づいて市政運営を進めてまいりたいと考えています。 

 

（（（（３３３３つのつのつのつの基本方針基本方針基本方針基本方針））））    

 予算においても、この平成23年度に引き続きまして、私の基本方針であ

る３つの基本方針をもとに市政を推進していく所存です。 

 １つは、行政改革の推進です。この任期中に、市民税10％分、約10億円

を目安とした行政改革効果を実現していきたいと考えています。そのため

に、新たに行政改革の重点改革プランを今策定中であります。それと小牧

市の行政改革の推進の大綱とともに、この行政改革を進めていきたいと考

えています。当然、無駄のない効率的な行政ということが第一であります

けれども、それのみならず、これからの行政経営のあり方、市民との協働

も含め、今後の改革・創造の市政を実現するためのさまざまな行政の仕組

みについても検討をしていきたいと考えているところです。 

 ２つ目が戦略的な市政の推進で、これも実は市政戦略本部のもとに、今

後、テーマごとに、重要な施策の中・長期の展望を描かなければならない

ような、そんな重要な課題について戦略会議を設けていくことにしていま

す。２月３日に、その一つである高齢者医療福祉戦略会議の第１回会合を

させていただいたところです。 

 これは、かなり画期的なことではないかと自負をしているところですが、

これまでは、ともすると行政がある程度素案をつくって計画をまとめて、

それを市民も交えた審議会等にお示しをする、そういったことが多かった
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わけでありますが、そうではなくて、市長のトップマネジメントの中でさ

まざまな皆さんに参画をいただいて、ゼロから議論をしようというものが

戦略会議でありまして、私も委員としてその中に参加をしているというの

が大きな特徴であります。 

 こういう会議は、全国の自治体を見てもまず例がないんではないかと自

負をしているところでありまして、今後も産業立地、あるいは中心市街地

の活性化、あるいは自治体経営改革などにおいて、戦略会議を立ち上げて

いきたいと考えているところであります。 

 ３つ目として、住民自治改革の推進です。これもこの前、協働をテーマ

にしたタウンミーティングでも申し上げたところですので、既にお聞きの

方も多いかと思いますが、新たに、市民と行政の協働を推進するための新

しい制度を導入させていただきます。市民提案の事業化制度であります。

これは予算額の上限を設けずに、本当に市民が必要とするものについて、

行政が後押ししてくれればこういうことが実現できるんだと、あるいは行

政ももう少し市民の皆さんを巻き込んでこういう形でやればもっとサービ

スが向上できるんではないかと、そんなような話し合いの中で協働事業を

新たに生んでいこうじゃないかという制度でありまして、募集を開始させ

ていただきます。そして、平成25年度にその実現を図っていければと考え

ています。 

 そのほか、地域協議会の創設や、無作為抽出の市民による討議会など企

画をしながら､市民の意見をできる限りくみ上げていけるような、開かれ

た形での協働の市政を実現していきたいと考えています。あわせて行政改

革、議会改革も推進しながら、地域、市民の意識改革と相まって、本当の

意味で助け合いの地域協働の自治をつくっていきたいと考えています。 

 

（（（（予算予算予算予算のののの概略概略概略概略））））    

 予算の概略を簡単に説明をさせていただきます。 

 予算の編成に当たって留意したことは、安心・安全ということを第一に

考えさせていただきました。足元の喫緊の課題にしっかりと対応しながら、

そして中・長期を見据えた戦略的な市政を運営していく、こういったこと

が重要でありまして、まず足元のこと、その足元のことは、やはり安心・

安全が大事であると考えています。 

 まず地震対策では、大震災以降、緊急的にこれまですべての公共施設の
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耐震診断の実施や、耐震工事の前倒しなどで力を注いできたところですが、

来年度、引き続き市内の施設の耐震改修を急ぐとともに、学校施設の非構

造部材の耐震診断などを実施したいと考えています。 

 また、防犯対策では、すべての小中学校に防犯カメラの設置や、職員室

と教室を結ぶインターホンを全小中学校に５年間をかけて整備をしていこ

うということがございます。 

 そのほか、災害が起こったときに自治体の業務が止まらないよう業務継

続計画の策定を進めます。総合防災情報システムの整備を進めていきます。 

 また、市内に雨量情報を計測する所が数カ所ありますが、これをホーム

ページで皆さんにご覧いただけるような仕組みの整備をしていきます。 

 第三保育園について耐震改修を実施します。 

 そのほか、小中学校の構造材だけではなくて非構造部材、いわゆる天井

であるとか、電球であるとか、中の壁であるとか、そういったものについ

ても、今回の震災以降、文部科学省のほうもそういうことを求めています

ので、これも診断、点検を小中学校すべて実施していきたいと思います。 

 そのほかの安全対策として、今度とも防犯灯や防犯カメラ、あるいは防

犯対策グッズ等の市民への補助を引き続き実施するとともに、市民の防犯

活動団体への助成を引き続き行ってまいります。 

 安心・安全ということのほかに、マニフェストを含めまして、中・長期

を展望したさまざまな施策展開を図っていきたいと考えています。そうい

う意味で、いわば震災以降の安全意識の高まりを受けて、市民生活の安

心・安全を第一として喫緊の課題に取り組む安心・安全対策重点予算とい

ってもいいと思っていますし、さらには小牧の活性化を掲げたマニフェス

トの実現に努める、改革と創造の市政実現のための予算ということも言え

るかと思っています。 

 予算規模でありますけれども、約515億4,300万円の予算案を提示させて

いただきました。昨年と比較しますと、昨年は当初予算は骨格予算でした

ので、６月補正後の補正予算、肉づけ予算をもって本格的な予算としまし

たので、その６月補正予算後の予算額との比較では、昨年が532億余でし

たので、17億3,100万円、3.2％の減額となったところであります。 

 減額となった主な理由は、大規模建設事業である市役所庁舎建設事業、

そしてまた小牧小学校の改築事業に一定のめどが立ちまして、この分で29

億円余の減額となっているのが主な要因です。 
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 また、これらの大規模事業を除いた比較でいきますと、逆に11億8,000

万円ほどの、2.4％でありますが、逆に増額となっています。その主な要

因は、税務・福祉総合システムなどのシステム構築費が８億円余含まれて

います。このシステムは、メンテナンス等の期限が迫っておることからシ

ステム改修の必要があり、これを計画的に進めていくものであります。 

 そのほか、生活保護費の増額分で３億5,000万円余がございまして、こ

のところ、生活保護費が年々伸びている状況から、３億5,000万円ほどの

伸びを見込んだところです。これらの扶助費全体でいきますと６％の伸び

率を示しており、そういった面からいいますと、前年対比で特別に予算が

減ったり膨らんだりということではなく、社会保障費の自然増ということ

を見込みますと、かなり財政を厳しく見積もりながら、必要なところにし

っかりと重点配分をした予算とさせていただいたものと考えています。 

 この予算の中で、今申し上げたような安心・安全づくりということをは

じめとして、さらに、地域協議会の創設も今まで検討してきましたが、予

算として計上し、今後制度設計、そしてまた地元説明等に入っていきたい

と思っています。できれば来年度、再来年度には幾つかの地域でモデル実

施ができればと考えています。 

 この地域協議会についても、地域の助け合い、見守り、高齢化の中で本

当に安心して暮らせる地域づくりの核となるものでありまして、区長の皆

様やさまざまな地域の団体、あるいはボランティアの皆様を巻き込んで、

みずからの地域をみずからつくると、そんな理念のもとで地域の中間自治

組織として立ち上げていければと考えているところです。 

 そして、健康ということが大事でございます。介護予防ということも大

事であります。そんな思いからも、引き続き高齢者の皆様の外出支援とい

うことで、65歳以上の巡回バスの無料化を実施していくとともに、池之内

地域に、耕作放棄地に市民菜園を開設準備をしてまいります。耕作放棄地

が増えていますが、これを市民の皆様に開放することで、健康づくりも含

めて、そうした生きがいを持って暮らしていただく、そんな地域づくりを

進めていきたいと思っています。 

 そして、産業面でありますが、産業振興基本計画、これを今年度に引き

続き来年度にかけて策定をしていきたいと考えています。これまで、小牧

は産業の振興に関する基本計画を持っておりませんでしたが、産業は小牧

の基盤でありますし、また財政を挟んで市民サービスに直結していくもの
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ですので、この産業を持続的に高めていく、そんな観点から計画を進めて

つくっていきたいと思っています。 

 さらに、こまきプレミアム商品券でありますが、倍増していく予定にし

ています。マニフェストに掲げさせていただきましたとおり、来年度は商

工会議所の御協力をいただきまして、実施主体として商工会議所にお願い

をする中で、11億円総額で発行していきたいと考えています。昨年度が５

億5,000万円の発行でしたので、今回倍増させていただくわけであります。 

 この発行に１億3,000万円余りを計上させていただきました。そのうち

の１億円が発行額に対する助成です。換金をされておる中で約７割ほどが

地元の中小の商店に使われているというようなことも聞いているところで

あり、地域経済の活性化にとって大変意義があると考えているところです。 

 そして、地域福祉の観点で補足をしますと、ひとり暮らしの高齢者の皆

様に、栄養バランスのある昼食を配達しながら、同時に安否確認を行うサ

ービスを配食サービスとして実施していますが、これを週３回から週５回

へと拡充をしてまいります。 

 さらに、公共交通ですけれども、デマンド交通を今検討していますが、

この検討業務に予算をつけさせていただきました。 

 さらに、桃花台新交通の車両基地跡地が今空き地になっています。一部

駐車場で、近隣の皆さんの月決め駐車場として御利用いただいております

が、これを一部整備を進めていくこととさせていただきたいと思います。

これは、中央自動車道がすぐ隣接して走っておりますが、ここから１日に

100本以上高速バスが走っており、名古屋都心方面に向けて高速道路を通

って非常にアクセスに便利な交通になっています。これをうまく活用でき

れば、まさにここも駅のような感覚で地元の皆さんに御利用いただけるの

ではないかというふうに考えており、ここに車を横づけできるロータリー

を整備していきたいと考えています。そしてまた、多くは県有地でありま

すが、県の御協力をいただきまして、パーク・アンド・ライド、時間貸し

の駐車場もあわせて整備を図っていきたいと考えているところです。 

 あと、教育、子育てという面ですが、児童クラブの時間延長を今年度か

ら実施をさせていただきましたが、引き続きこれを行っていくと同時に、

この愛知県内で多くの自治体が、半数以上が小学校６年生までの受け入れ

をしていることから、小牧でも、現状小学校３年生までの受け入れであり

ますが、６年生までに拡大を図っていきたいと考えており、これはなかな
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か、施設、ハードの面等で課題があることから、すぐには実現ができませ

ん。ですから、ここ数年かけて、この実現に向けて順次進めていきたいと

考えており、そのための施設拡大、学年拡大に向けた施設の整備の設計に

1,000万円ほど計上させていただいたところです。 

 そのほか環境面では、住宅用太陽光発電の助成に6,000万円計上させて

いただきました。非常に多くの需要がありますので、需要を見ながら今後

の増額等については判断させていただきたいと思っています。 

 あと、中心市街地の活性化ということで、新たに出店をする商業者に、

店舗の出店・改装費用としての補助金を300万円ほど計上させていただい

たり、あるいは中心市街地のにぎわい創出事業として700万円ほどの補助

金を計上させていただいたところです。 

 そのほか、さまざま新しい新規事業、あるいは拡充事業等がありますが、

時間の関係上、今回説明については割愛をさせていただきますが、この予

算の概要、あるいは実行計画については、ホームページ等に掲載をしてい

く予定ですので、詳細についてはご覧をいただきたいと思っています。 

 なお、冒頭申し上げましたとおり、この予算はあくまで案であり、３月

１日から始まります議会で御審議をいただく内容であります。ですから、

これは確定ではありません。議会で御議決をいただいた後に、来年度の予

算として執行してまいりますので、その点を御理解いただきます。 

 以上、昨年を振り返り、そしてまたこれからの市政の取り組みについて

引き続き３つの基本方針に基づいて進めていくというお話をさせていただ

きました。あわせて、マニフェストの工程表などについて御説明をさせて

いただき、それに基づいた平成24年度の予算の案の概要について概略を御

説明させていただいたところであります。 

 今、地方分権ということが言われて久しいわけでありますが、まさにこ

れから地方分権を一層推進していかなければならないと確信をしておりま

す。そうした中では、我々小牧市もみずからの創意工夫の中で新しい地域

モデルを創造すべく、さまざまな挑戦を積極的に行っていく必要があると

考えています。職員に向けても、そうした思いでさまざま提案をしてほし

いと。そして、市民のほうを向いて、市民のために一生懸命仕事をしてほ

しいということを常々伝えているところです。あわせて、やはり役所だけ

ではなかなか市政の推進はできません。これから一層、高齢化等の進展、

そしてまた市民ニーズの多様化、こういったことに対応すべく、本当の意
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味での協働推進が求められています。開かれた市政、協働の市政というこ

とで、さまざまな形で市民の皆様の御理解をいただくべく、市政情報を積

極的に発信していきたい。そしてまた、さまざまな機会で皆様の声を酌み

取っていきたいと思っています。ぜひ皆さんとともに、本当に安心して住

み続けることのできる、そしてまた地域が活性化をする、そんな地域づく

り、まちづくりに向け、最大限の努力をしていく覚悟ですので、引き続き

まして市民の皆様方の御理解と御支援を心からお願い申し上げて、私から

の市政報告とさせていただきたいと思います。 

 

○○○○懇談会懇談会懇談会懇談会    

【進行】 

 御意見のある方、御質問のある方は、挙手をお願いします。 

 ３人の方から御意見をちょうだいし、まとめて市長に御回答をいただき

ますので、御質問、御意見のある方は挙手をお願いします。 

 

【【【【発言発言発言発言者者者者１１１１】】】】（（（（産業産業産業産業、、、、人口人口人口人口、、、、市職員市職員市職員市職員のののの行動指針行動指針行動指針行動指針、、、、プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム商品券商品券商品券商品券））））についてについてについてについて））））    

 愛知県はアジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区に認可さ

れています。また、愛知県は産業空洞化対策減税基金を創設しており、企

業立地の支援、21世紀高度先端産業立地補助金を創設しています。現行の

高度先端産業立地促進補助金制度を改正しまして、補助金限度額を10億円

から100億円に大幅に引き上げております。これらの制度の活用を小牧市

はどのようにされておるのか。 

 この制度の活用ではございませんが、ある自治体では、このたびの震災

によって東北地方の企業の誘致に成功しているという実例も聞いています。

そういうことからして、スピード感が大切ではないかと思いますけれども、

市長の方針をお尋ねしたいと思います。 

次に昨年の10月に国勢調査が発表されまして、小牧市は人口が減少して

います。50名減少しています。ただ、近隣の市町村は増えています。春日

井市は9,767名、3.3％。豊山町は840名、6.2％。大口町は844名、3.9％、

このように増えています。小牧市だけが減少している。これは恐らく、ブ

ラジル人をはじめとする外国人が帰国したというふうにおっしゃるだろう

と思いますが、本当に原因はそれだけなのか、要因分析をきちっとされて、

今後の対応をされているのかどうかについてお尋ねします。 
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 もう１つ、市民憲章がございます。市職員の行動理念、あるいは行動指

針、もしこういうものがありましたら教えていただきたいと思います。 

 最後に、市長のプレミアム商品券についての経済効果をどのようにお考

えになるのか。私どもは、単なるばらまきではないのかと思うわけですが、

その点についての見解をお聞かせいただきたいと思います。以上です。 

【松田代表理事】 ありがとうございました。 

    

【【【【発言発言発言発言者者者者２２２２】】】】（（（（学校給食学校給食学校給食学校給食についについについについてててて））））    

 原発事故の心配をしています。先週春日井市で、給食で予定がありまし

たスキムミルクから16.8ベクレル／キロの値が出ました。小牧も給食にも

しかすると紛れ込んでいるんじゃないかと不安です。安全を念頭に置いて

いると思いますが、お母さんたちから声が出ていますように、測定器を各

給食センターに設置していただきたいと思います。 

 そして、国の基準が500ベクレル、200ベクレルという高い数値から、４

月には100ベクレルという、ベラルーシ基準と聞いておりますが、この

16.8ベクレルというのはドイツ基準に直すととても高い数値です。国内で、

国の基準はかなり下回っていますが、ドイツでは、子供は４ベクレル、そ

して大人は８ベクレルというとても厳しい数値で、空間線量も年間0.9ミ

リシーベルトと聞いています。日本は50ミリシーベルトから20ミリシーベ

ルトというふうに下げて、それでも高いと思います。そういうことも、小

牧市のほうから逆に発信していただいて、小牧市はこんなふうに厳しくや

っているので、県や国のほうで動いてほしいと逆に発信していただければ、

とても心強いなと思います。 

 お父さんとお母さんが幾ら家庭の中で気をつけていても、給食のほうで

被曝をして、セシウムが子供さんだけ量がふえるということになります。

よろしくお願いします。 

【進行】 ありがとうございました。 

 

【【【【発言発言発言発言者者者者３３３３】】】】（（（（都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税のののの引引引引きききき下下下下げげげげ、、、、決算報告決算報告決算報告決算報告についてについてについてについて））））    

第１に、都市計画税の引き下げについて、議会だよりに載っていますが、

これはいつごろ実施されるおつもりなのかお聞きしたい。 

 次に、議会だよりに22年度の決算報告が載っております。11月に決算が

出ていると決算報告をされています。しかし、残念なことにバランスシー
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トが全然ない。バランスシートのないような決算は決算とは言えないと思

います。今の段階においても、まだ一個も出ておりませんね。これはいつ、

どう対処されるのか。日本の都市で決算を報告しているのは、大体９月、

10月、11月が主体です。優良都市の小牧が11月すら守れないのはどういう

ことか。２件についてお尋ねします。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 市長、よろしく御回答お願いいたします。 

 

【市 長】 

 まず、皆さんから４点、御質問いただきました。順次お答えいたします。 

 一つ、まずは航空宇宙産業については、御承知のとおりであり、今、愛

知・岐阜地域で、全国の相当数のシェアを持っています。これは、自動車

に次ぐ次の次世代産業の大きな核じゃないかということで、愛知県をはじ

め、この地域で今、その将来展望を描きながら、みんなで力を入れていこ

うということで取り組みをしていることは御承知のとおりです。また、愛

知県のほうで産業空洞化対策としてさまざまな取り組みをしている、ある

いは自動車減税等についても国に訴えて、そうしたことを推進していると

いうのは御承知のとおりです。小牧においても、この国や県の施策とリン

クをしながら、この産業を一層、持続的に発展をさせていく、そんな取り

組みをまず第１にやっていかなきゃいけないんだ、そういったことはまさ

に同感でありまして、私もそういう思いでやっております。 

 先人の御努力で、尾張北部で昼間人口を夜間人口に上回るのは唯一小牧

だけでありますし、産業都市として発展をしてきたわけであります。相対

的に地の利というものが自動車網整備の中で低下をしてきているのではな

いかという懸念もございます。そうした中で一層、小牧の産業を高めてい

くために、これからどういった産業が伸びていくか、あるいは、どういう

ような観点で企業が新たな企業立地の候補地を探すんだろうか、さらには、

土地は小牧はかなり開発されていますから、そういった意味では十分とは

言えない、なかなか企業の需要に十分対応できる、すぐに対応できるよう

な状況にはない部分もありますが、どういった地域にこれから、そうした

開発土壌があって整備ができるか、こういったことを含めて、小牧の全体

の産業のこれからの方向性を今、ここ数年持っていないものですから、産
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業界と連携をする意味からもしっかりとつくっていかなきゃいけない、そ

んな思いで冒頭お話をしましたように、産業振興の基本計画を、私が就任

した後、策定を始めたところでありまして、今年度着手をし、来年度にか

けて今それを進めていこうとしています。ですから、その中で、さらにそ

れと完全に連動するわけでありませんけれども、産業立地、あるいは産業

振興の戦略会議ということで、私も入って、専門家もお招きをしながら、

そうした将来に向けた戦略を描いていこうじゃないか、そんなことを今予

定しています。ですから、全体としては、これからそうしたことを描きな

がら、小牧としての方向性をお示ししていきたいと思っておりますので、

若干お時間をいただきたいと思っています。 

 今スピードが大事だとおっしゃいました。先行して、昨年の９月に、新

たな産業立地の補助制度を創設いたしています。これも実は、就任後、そ

ういった補助制度がなかったので、実は一宮と春日井には同じような補助

制度がありまして、小牧はこれまでどちらかというと、この有利な地の利、

あるいは産業集積等に恵まれてきたもんですから、あぐらをかいてきたと

いったら語弊がありますけれども、過去からのいろんな流れの中で来てお

りました。ところが、バブル崩壊後、平成３年ぐらいをピークにして、企

業数は減少していますので、そういった点からも、やはりほかであるので

あれば、同じような補助金制度が必要だろうということで、新たな立地、

あるいは新規の設備投資についての補助制度を設けさせていただきました。

今おっしゃった高度先端産業立地補助金や中小企業の近代化資金補助制度

を既存の制度と相まって、今後、十分その点は留意しながら対応していき

たいと思っています。 

 人口のことがございました。この人口の推計でありますけれども、第６

次総合計画においても、少しずつ人口が伸びていって、16万人ぐらいの規

模まで見通しを持っている計画に、平成21年からの計画でなっています。

で、実際どうかといいますと、幾つかの要因がございますが、ほかの近隣

が伸びておって、小牧だけが減少しているというバランスについては、ど

ういう見方をすればいいのか、今後十分に分析をしたいと思っております

が、ただ、実は小牧の人口が本当に減っているかというと、ブラジル籍の

市民の皆さんの帰国等もございましたので、そういった面は産業の、いわ

ゆる経済動向の面は多分にあるかもわかりませんが、実は実数でいきます

と微増しています。国勢調査で何で減少しているかといいますと、調査方
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法が今回から変わりまして、その影響がかなりあるのではないかというこ

とも聞いています。ですから、国勢調査は実際に回答をもらった中での集

計でありまして、回答をもらっていない人口は出てきません。ですから、

実際の居住人口とある程度の乖離があるというのは事実です。そういう中

で、今この主要事項実行計画のベースにしております人口見通しにつきま

しては、国勢調査ではなくて、基本的には住民基本台帳と外国人登録をも

とに、市で推計をさせていただいておりまして、それによりますと、現在

平成24年の直近の見通しで人口は15万6,500人、そして世帯数は６万2,620

人というふうに見ております。 

 ただ、近隣が上がり、小牧市だけが何でそうなのかということについて

は、今後分析をしながら、今後の計画に反映させていきたいと思います。 

 それから、市民憲章があるがごとく、職員の倫理や職務の規範、規律と

いったものがどうなのかということであります。今、職員の育成計画とい

うものがあり、そこの中で求める職員像を描いています。公務員として守

るべき規範、そして行動するべき基本的な行動理念というようなものは当

然ございますので、これについては全国の自治体と同様にそういったもの

をつくっておりますし、またありますけれども、それとともに、私が今、

常々言っていますのは、先ほど来申し上げておりますように、やはり受け

身ではだめなんだと。そして職員は、やはり今の社会情勢の中で非常に厳

しい目を向けられていると。民間が、今本当に失業、倒産、こういった非

常に厳しい時代の中で、ただでさえ、自治体は倒産がない、そして基本的

には失業というものがないというような状況の中で非常に恵まれているん

だ、そういうことを常々自覚をしながら、そういった思いで、じゃあ、ど

うするかといったら、一生懸命仕事をするしかないんだと。それをやっぱ

り市民の皆さんにきちっと理解をいただけるように、しっかりとそういっ

たことを示していくということが大事なんだと。 

 例えばほかの自治体で、こういったことが新聞に載っていましたと。小

牧は載っていないけどどうなんですかというお尋ねがたまにあります。小

牧はどうだろうということで確認をしますと、もっとやっているというこ

とというのが実はいっぱいある。でも宣伝下手というところもある。当然

一生懸命仕事をするというのは当たり前であるけれども、市民にきちっと

それをＰＲもしながら、市民の意見をきちっといただく、この循環を、市

民との対話であり、循環できちっと回っていくような、そんな市民に認め
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られるような仕事をしてほしいということを申し上げております。 

 さらには、やはりチャレンジをする、いろんな発想をして、新しい仕事

をしてほしい、受け身ではだめなんだと、そんなようなことも今申し上げ

ているところです。チャレンジする職員像、こんなことも今考えています。 

 プレミアムの商品券について、よく減税政策と比較してお話しています。

昨年の２月６日選挙がございました。あの当時、減税ということについて

もさまざまな議論があった時期でありまして、じゃあ小牧はどうなのとい

うような声をよく聞きました。私も市民税10％分の行政改革、これぐらい

やらないといけないだろうということを申し上げました。その中で、高齢

化する、そして公共交通や子育てや安心・安全対策、さまざまな面でこれ

からやるべきことがいっぱいある。減税というのは、すぐになかなかこれ

は難しいんじゃないか。後でお話ししますが、都市計画税については、基

本的には今、増大するさまざまな社会的な需要をどういうふうに皆さんが

負担をしていくか、またにそういった議論が国においても出されている状

況でありまして、減税というのはなかなか難しいであろうと思っています。

ただ一部、市民税１％分、１億円ぐらいは市民に直接的に還元しようじゃ

ないですかということを申し上げたのが、このプレミアム商品券です。 

 減税政策は、例えば10億の経済効果を生もうとすると、10億円そのもの

の財源が要るということであります。ただ、このプレミアム商品券事業は

１億円で11億円の経済規模を生むことができ、市税を１億円還元すること

によって、市民の皆様方に、いろんなたんす預金をはじめ、10億で買って

いただいて、あるいは年金にも配慮して時期を決めておりますので、そう

したことで、年間、昨年であれば５万円を上限として販売させていただき

ました。５万円で５万5,000円、で5,000円分還元をさせていただくことが

できる。今回はまだ詳細はこれからきちっと商工会議所さんと詰めていき

ますけれども、倍額にさせていただくわけでありまして、これは１万

1,000円の買い物ができるわけでありますけれども、そうしたことで大変

お得感があると。今、銀行に預けても金利がほとんどつかないですよね。

そうした中で、10％つくと。そして、買っていただいたものは必ず消費に

回ると。減税しても預金に回れば経済効果がないわけでありますけれども、

必ず一定期間に消費をされると。これはかなり、そういう意味では経済効

果が高い。１億で11億の経済効果を生もうという趣旨であります。 

 今、近隣の商工会議所あたりから、うまくやったなあと言われているの
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は、１万1,000円のうちで、6,000円は地元の商店でしか使えない商品券に

しており、あと残り5,000円だけが大型店で使える商品券にしています。

この抱き合わせにしたことによって、必ず半分以上が、今７割というふう

に推計で報告を今のところ聞いておりますけれども、地元中小の商店に回

っていきます。できましたら、私は、この地元でしか使えない商品券、ど

うせお買い物をするなら地元で使ってくださいという商品券をぜひ有効に

活用していただく中で、新しいサービスや地域密着のサービスを地元商店

が考えていただいて、市民の利便性サービスが向上するように願っていま

すので、そんな相談を商工会議所とさせていただければと思っています。 

 都市計画税の御質問をいただきました。これは、私の公約でありますか

ら、下げるということは下げたいと思っております。ただ、今、就任後、

３月11日の大震災もございましたし、超円高、欧州債務危機、いろんなこ

とがありまして、経済動向も定まらない、非常に厳しい状況にある中で市

税の動向等も当然勘案しなきゃいけないだろうということで、実は引き下

げの幅、額、そして引き下げの時期、こういったことについては慎重に判

断していきたいと議会でも答弁をさせていただいたところであります。 

 この都市計画税の引き下げは、先ほど減税はやらないという話をさせて

いただいたわけでありますが、何で都市計画税を下げるんだということで

ありますが、これについては、今都市計画区域内と都市計画区域外の、こ

の税の不均衡ということがあるんではないかと。都市計画区域内では、固

定資産税が高い割合になっているに加えて、都市計画税を上乗せで課税を

されている状況にあります。都市計画区外の方は都市計画税を払っていな

い状況にあります。しかし、これはもともと、都市計画区域内の都市整備

に充てるための税でありまして、都市計画区域内である程度賄うのが適当

であるということからそうなっていると理解しておりますが、そうした中

で今、都市計画税をいただいて、都市基盤の整備をやっています。下水道

であったりとか、公園であったりとか、あるいは区画整理であったりとか、

こういったことに充当させていただいております。じゃあ、都市計画外の

方も利用されないかというと、区域外の方も利用される部分もございます。

ですから、そういう意味では、この都市計画区域内の居住の方の課税状況

と外の方の課税状況の不公平感というのが若干あるのではないかという御

指摘もございますので、この点を配慮して、私は一定区域内の方の都市計

画税を若干引き下げていってはどうかという議会の声もございまして、私



－１７－ 

も同様に考えておりますので、この引き下げをさせていただきたいと考え

ております。 

 ただ、じゃあ都市計画事業について、都市計画税ですべて賄えている状

況かといいますと、決してそうではありませんで、その都市計画税のすべ

てを充当してもなお不足が生じていることから、市の一般財源からこれを

充当しております。ですから、区域外の方の税もそこに投入しているとい

うこともございます。ですから、これがどのぐらいのバランスが適当かと

いうことの議論は十分にさせていただく中で、その市税の動向等を勘案し

ながら、時期を見定め、率を決めていきたいと思っていますので、もちろ

ん早い時期に実現していきたいという思いですので、いましばらく御猶予

いただければありがたい。ぜひ御理解をいただきたいと思っています。 

 それから決算につきましては、バランスシートがない、企業会計が当た

り前ではないか、自治体もそれに倣うべきではないか、この御指摘は、こ

れは当然であると私も思っています。 

 これは、国のほうの方針の見直しもございまして、近年、このあたりは

強い要請がありまして、自治体においても、バランスシートの整備を今進

めてきたところでありまして、これの公表については、させていただくの

が決算と同時期でないものですから、今回出ておりませんけれども、決算

とは別に、企業会計、いろんな市の取り巻く公益法人等を含めまして、連

結財務４表、バランスシートをはじめ、財務４表を公開させていただくこ

とにしておりまして、これは３月１日号の広報で掲載をさせていただきま

すので、ご覧いただきたいと思っています。 

 そして、決算の時期が６月が常識ではないかというお話でありますが、

その御指摘も理解をするところでありますけれども、年度が４月１日から

３月31日になっておりますので、そして整理をして、出納を閉鎖するのは

５月31日になっております。５月31日からさまざまな詳細の資料をまとめ

まして、決算を９月の議会に付議をいたしております。この９月の議会の

決算で認定をいただいて、初めて決算として外に出すということから、今

現在、11月15日の広報に決算として公表しております。少しでもこれを早

めるように議会でも御努力をいただいておりますし、我々もその取りまと

めに最大限前倒しができるように努力をしているところですので、この点、

きょうのところは御理解をいただければありがたいと思います。 

 原発の話でありますが、原発について大変御心配をいただいております。
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実は、当然小牧においても、３・11の震災以降、この件については十分留

意をしながら市政運営を進めてきたところです。例を申しますと、空間放

射線量についても、愛知県が測定をして公表しておりますけれども、小牧

についても独自に市内の地点を選びまして、市独自で放射線を測定させて

いただき、公表させていただいたところです。 

 一番御心配の給食ですけれども、スキムミルクの報道が直近であったば

かりであり、私も拝見いたしました。春日井においてもそういう状況だと

いうことを聞いております。今の給食で御心配は当然だと思っておりまし

て、現在、給食センターの集中調理方式になっておりますので、市がやは

り責任を持って、安全についてはきちっと責任を果たしていかなきゃいけ

ないということは当然のことだと思っています。 

 そんな中で、去る23年の12月議会で、この点について議会でも御質問が

ありました。学校教育は教育長が所管していますので、教育長から答弁が

あったところですが、まず学校の献立ですが、ご飯とかめん類とかパンと

かの主食と、おかずとして出されるみそ汁とかシチューなどの副食、そし

て牛乳などで構成されているわけですが、それぞれの産地等については留

意をしています。 

 それで、御飯については、地元のＪＡから買い上げた愛知県産の米を使

用しておりまして、給食会が外部の専門機関に委託をして放射性物質につ

いての調査を行った結果、安全であると報告を受けています。 

 めん類及びパンについては、原材料は外国産の小麦を中心に、北海道産

や愛知県産の小麦を使用するなど、安全の確保に努めています。 

 牛乳は、愛知県内の酪農農家で生産された生乳のみを使用しています。

また、乳牛のえさとなる配合飼料や牧草もオーストラリアなど海外から輸

入されたものを使用しており、安全性は確保されていると考えています。 

 肉や魚については、７月に汚染された牛肉が市場に出回るというような

問題があったために、９月以降牛肉は使用しておりませんけれども、豚肉

や鶏肉についても食材センターの段階で産地を確認するなど、安全の確保

に努めています。 

 魚介類については、切り身とかフライものについてはメーカーで加工し

ておりまして、加工品については国の基準に基づいた都府県や食品メーカ

ーが実施する検査などにおいて安全性を確保していると聞いております。

加工品のほとんどは国外、ノルウェーとかカナダなどの外国産であると報
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告を受けています。 

 野菜については、時期等、種類等もございますので、全国各地のものを

使っておりますが、国の示した基準が心配だというふうなお話もございま

すけれども、国の基準で、今、我々独自に放射性基準は持っておりません

ので、国の基準にのっとり、現在流通している野菜の安全性は確保されて

いるというふうに考えておりますけれども、生産者のＪＡなどが自主的に

行っている放射線の測定結果を提示するように、流通業者に指示をいたし

まして、市としてもチェックを努めているところです。以上、教育長から

の答弁で御報告させていただいたところでございます。 

 御指摘の食材については、今センター化によって調理は民間委託等もご

ざいますけれども、食材の選定、購入につきまして、今後とも市が責任を

持って行っていきたいと考えています。 

 スキムミルクにつきまして、独自に手元にそうした、この前の報道を受

けての調査をいたしておりませんけれども、給食センターに測定器を設置

したらどうかという御提案については、今御提案をいただいたところであ

りますので、今後そうしたことが望ましいか、あるいは可能かという点で

御意見を伺いながら検討していきたいというふうに思います。 

【進行】 

 大変、詳細な説明をいただき、時間がかなり延長をしておりました。 

挙手のほうをお願い申し上げます。 

    

【【【【発言者発言者発言者発言者４４４４）】）】）】）】（（（（市職員市職員市職員市職員についてについてについてについて））））    

 マニフェストを推進するに当たっては、市の職員の方の働きも非常に大

きいかと思います。先ほども職員の向上なんていうような話もありました

けど、そういう中で、私の経験した中で、特に職員の中での役職者のあた

りの態度が非常に傲慢ではないかというふうに私も感じております。とい

うことは、市の発注工事において、工事ミスというか、そういうことで市

民に損害を与えても、それらは受任の範囲だというようなことで、なかな

か取り合ってもらえないとか、あるいは市へ相当何度も足を運んでやっと

修復工事をやってもらえたとしても、１年か１年半先に対応してもらった

というようなことで、市のミスというか、業者のミスというか、そういう

ことで発生した工事に対して、市民が工事費の負担を一部しなければいか

んとか、なんとかごちゃごちゃ言って、市民に負担をさせるような行政は
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どうかと思いますので、ひとつ改善をお願いできたらと思います。 

【進行】 ありがとうございました。 

 

【【【【発言発言発言発言者者者者５５５５】】】】（（（（小牧小牧小牧小牧のののの史跡史跡史跡史跡についてについてについてについて））））    

小牧山で織田信長が築城したときの石垣が発掘されて、歴史関係では非

常に大きなブームになっています。小牧をより魅力のあるまちにする一環

としまして、その織田信長時代の遺跡が小牧市にたくさん残っていますけ

ど、それはほとんど放置されたような状態であります。歴史関係の詳しい

方と重々御相談されて、小牧に残っている史跡の保存及びその史跡がどこ

にどういうものがあるかという御案内、ひいては小牧歴史散策コースとい

うようなものをまちの中につくっていただければ、小牧は意外と非常に歴

史的におもしろいまちですねということで、全国的に広まって多くの方が

小牧に訪れられると思いますので御検討願えないかと思います。 

【進行】 ありがとうございました。 

 

【【【【発言者発言者発言者発言者６６６６】】】】（（（（年金年金年金年金についてについてについてについて）））） 

 私は、市民税、一回たりとも納めないことはありませんでした。また、

二十歳から年金をかけており、去年の12月が60歳です。去年の８月の時点

で国民年金250カ月、厚生年金238カ月です。一般的に厚生年金を40年間掛

けると、65歳からは月20万前後はいただけると。それを半分にして10万、

国民年金は250カ月なので、６万か７万のうちの半分、トータルで13万か

14万をもらえるのではないか、年間150万円、これは勝手な自分の腹づも

りです。ところが、今いただいている案内は、65歳から100万円前後で１

カ月９万に届きません。この辺の仕組みがおかしいと思います。これは全

国の話ですが、小牧から発信していただけないでしょうか。私が10万切れ

ば居酒屋に行けませんが、13万ももらえれば、２万ぐらいは活性化のため

にはお金を使えると思います。よろしくお願いします。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 

【市 長】 

 マニフェストの実現に職員の協力、あるいは努力が不可欠です。先ほど

も申し上げたとおり、職員がしっかりと規律を守って、一生懸命仕事をし
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てくれると、このことは、私も常々申しておりますが、まず第１でありま

すし、何よりこれからの協働の市政ということを私が本格的に行っていき

たいと考えています。これまでも協働、協働と言ってきたわけですが、本

当の意味で行っていかないと地域づくりはできないと確信をしています。 

 そういった意味では、市役所が、職員が市民から信頼をされないと、こ

れは全くなし得ないわけでありますので、本当に今、それを職員が思いを

一つにして一丸となってやろうじゃないかと、私も市民の代表として今市

政の責任者をやっていることでありますけれども、やはり市民と心を一つ

にする、そしてまた同時に職員とも１つになって、小牧のために頑張りた

い、そんな思いでいるところであります。 

 今、お話を伺った内容については実際にどういうことがあったのかとい

うことを承知しておりませんので、個別のことは申し上げられませんが、

細かいその内容を伺いたいと思いますので、そのことについて、後ほどで

も担当のほうで状況を聞かせていただいて、あるいは私のほうもそれを受

けてどういう状況なのかということについて確認をしながら、改めるべき

は改めていかなければいけないと思いますので、お願いします。 

 それから、小牧山についてでありますが、織田信長が小牧山城に築城し

て、まさに歴史的な年を来年迎えようとしています。来年、小牧山城築城

450年という、大きな節目だというふうに思っております。折しも、この

小牧山、今御指摘いただきましたように、発掘が進みまして、山頂部分、

信長時代の古い石垣が出てきております。私が子供のころ、小牧山には、

小牧山城と言っているけれども、あそこに城はなくて、砦ぐらいしかなか

ったということだよと聞いて育ちましたけれども、そうではなくて、実は

かなり立派な石垣が今出てきておりまして、恐らく、今までの通説を覆し

て、２段ぐらいの構造で相当立派な石垣がある。そして、巨石もあそこに

ありまして、かなり大きな石を持ち上げてつくった立派な城ではなかった

と思っております。 

 石垣は、安土城あたりから、我々が意識する日本の城の型になっていっ

たと言われています。安土城ぐらいまでが原型ではないかと言われておっ

たのが、小牧山城までさかのぼることができるんではないかと言われてお

りまして、市民以上に、むしろ全国の研究者の中で非常に注目を浴びてい

るという状況であります。貴重な財産でありますし、いい形で保存をして

ＰＲをしていきたいと思っています。今の発掘調査、丁寧にやるようにと
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いう文化庁の指導でありますので、十分に丁寧に今発掘調査をやっており

ます。残念ながら、450周年に間に合いませんけれども、発掘調査を進め

る中で整備していきたいと思っています。 

 あわせて、小牧山はかなり木が延び放題になっておりまして、随分と高

木が目立って盛り上がってきています。やはり観光地というのは、そうい

う史跡と相まって、景観上の美しさというのも大事だと思います。できる

範囲でそういった樹木の管理を強化していきたいということで、来年度予

算に樹木管理計画の策定費用、並びに樹木の剪定費用を計上したところで

す。なかなかの史跡ですし、難しい面も聞いておりましたけれども、やっ

ぱりこれは市民の憩いの場として、そして歴史的な史跡としても、価値あ

る形で保存するという意味でも必要ではないかということで、強い私の思

いの中で予算もつけさせていただきましたので、そういうことと相まって

やっていきたいと思います。史跡は市内にいっぱいあると、御指摘のとお

りでありますので、これを契機に信長時代も含めて、歴史の保存、案内と

いうことで、これは市民団体と連携しながら、本当に熱心な方は大勢見え

ますし、そういった方々を巻き込みながら、本当に歴史文化の薫る観光振

興ということも含めて頑張っていきたいと思っています。 

 来年、観光係も新設する予定になっていますので、十分頑張っていきた

いと思っております。 

 最後に、年金のお話もございましたが、市でできることは、国に先駆け

てでもやっていきたいと思いで今取り組んでおりますけれども、年金の仕

組みはなかなか小牧でさわることができません。国等におかしいことはお

かしいと言っていくべきだと思いますので、その辺りもどういう状況なの

かということをまた教えていただいて、高齢になっても安心して地域で暮

らし続けられるために、そういった年金や社会保障も含めて、国がまずは

しっかりとやっていただくように要望していきたい。 

 そして、先ほど申し上げたように国の制度だけではなかなか不十分だと

思います。財源には限りがありますけれども、そしてまた、年金について

相互、世代間扶養というような、世代間の助け合いという考えも含めて、

今制度が構築されておりまして、今の年金は、今の現役世代が負担をしな

がら順送りでやっていく制度になっています。積立方式ではないというこ

ともございます。ですから、そういう中で年金制度のいろんな議論もござ

いますので、そういったことの議論の中で、やっぱり市として、皆さんの
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声を発信していくところは国にも伝えていきたい。あわせて、市でできる

ことはしっかりとやっていくということで、今高齢者の医療・福祉をはじ

め、地域の福祉と充実を掲げております。また、プレミアムの商品券もあ

りますので、ぜひ御利用いただいて、居酒屋でも使えるところはいっぱい

ありますので、お出かけいただければありがたいと思いますので、ぜひま

た活性化に御協力をお願い申し上げます。 

【進行】 ありがとうございました。 

 

○○○○市市市市長長長長総括総括総括総括    

【【【【市市市市長長長長】】】】 

 大変お疲れさまでした。さまざまな観点から御質問をいただき、大変短

いスケジュールの中で、限られた時間の中でありましたので、まだまだい

ろんな御質問やら御要望等もあったかもわかりませんけれども、ひとまず

今日のところはこれでお開きとさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 本日、いただきました貴重な御意見を十分に市政の中に反映をさせてい

きたいと思っております。あわせまして、今日、本当に休日の中、こうし

てお集まりをいただいた皆様には、本当に心から感謝を申し上げます。や

はり、まだまだ市政に対して広く市民全体に関心を持っていただいている

かといいますと、なかなかそうでもないところもございます。やはり市民

それぞれの世代、あるいはそれぞれの地域がございますけれども、やはり

広く市民の皆様を巻き込みながら地域づくりを進めていかなければ本当の

意味で小牧の住みよい地域づくりができないと確信をしているところでご

ざいます。こういった会に御参加いただける皆さんは本当にありがたいと

思っておりますし、ぜひ皆さんから、また御近所、お知り合いにお誘いい

ただきまして、またこうした会に御参加いただければ本当にありがたいと

思います。 

 また、今日の会、また今後、定期的に続けていきたいと思っております

ので、ぜひ御出席をいただき、変わらぬ御理解と御支援をお願い申し上げ

たいと存じます。 

 また、３月から議会が始まってまいります。今日御説明した予算案を中

心に議論がございます。ぜひまた、議会のほうも傍聴、あるいはインター

ネット、ケーブルテレビで生中継をやっております。後から録画でもイン
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ターネットで見られますし、議事録も公開しております。そうしたことで、

またご覧をいただければ、理解を深めていただけるんではないかと思って

おります。また、御議決をいただきましたら、来年度に向けてこの予算の

執行を十分意を尽くしながら、執行しながら、住みよい地域づくりに向け

て努力をしていく所存でございますので、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 それでは、心から皆さん方にお礼を申し上げて、本日の会の最後の締め

のあいさつとさせていただきます。大変ありがとうございました。今後と

もよろしくお願いいたします。 


