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タウンミーティング～市長と話してみませんか？～ 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25年4月16日（火） 

午後7時00分から午後8時45分 

場所 東部市民センター 講堂 

    

○市政報告○市政報告○市政報告○市政報告    

【市長】【市長】【市長】【市長】 

（はじめに）（はじめに）（はじめに）（はじめに） 

 皆様、こんばんは。本日は、この東部市民センターで、最初のタウンミ

ーティングということで、お集まりをいただき、まことにありがとうござ

います。 

今回は、今年度の事業を中心に、現在の市政の状況、そしてこれからの

市政の進め方等々について施政方針に沿った形で、広く全体をお話をさせ

ていただければと思っております。 

 私が小牧市長に就任してから２年が経過したところですが、これまでに

地元の中小商業の支援を目的とした全国最大規模のプレミアム商品券の発

行や、65歳以上のこまき巡回バスの無料化、保育園や放課後児童クラブの

時間延長など、地域の課題に対して可能な限り矢継ぎ早に新しい施策を実

行してきたところであります。 

 このほか、桃花台線の廃線後の旧車両基地用地の利活用について、桃花

台と名古屋都心間を結ぶ中央道高速バスのアクセス利便性を向上させるた

め利用者の送迎用ロータリーなどを整備し、本年３月末に、パーク・アン

ド・ライド駐車場とともにオープンしました。上下線合わせて平日で171

本の高速バスが発着しており、栄まで約25分から30分、名古屋駅まで35分

から40分程度で到達できるという、大変便利な中央自動車道の高速バスで

すので、地元の住民の方に地域の交通拠点、ステーションとして活用いた

だければと思います。 

 さて、我が国は現在、人口減少と少子・高齢化が同時進行する時代を迎

えています。小牧市においても、国全体より進行は遅い状況ですが、例外

ではありません。人口や税収が毎年増える右肩上がりの時代から、右肩下

がりの時代に突入していく中で、これまでの制度や仕組みは機能しなくな
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ってきており、さまざまな分野で改革が求められております。 

 行政経営におきましては、右肩上がりの時代は、経営資源の増を背景に、

施策を起こし、事業を拡充することにより、市民満足度は向上していまし

たが、これからの右肩下がりの時代には、選択と集中により、経営資源の

配分や行政サービスの最適化を図っていく必要があります。このため、私

は就任当初から拡大型の行政から転換し、新しい行政の仕組みを構築して

いくと申し上げてまいりました。 

 こうした課題の解決に向けた市政運営に当たり、引き続き３つの基本方

針に沿って進めてまいります。 

 第１に、行政改革の推進。マニフェストに掲げた行政改革項目の実現と

第４次小牧市行政改革大綱を推進するため、本市が重点的に取り組む行政

改革の指針となる重点改革プランを本年４月に策定しました。この重点改

革プランに基づきまして、市民税10％分、すなわち約10億円の歳出削減、

歳入確保の行革効果額を生み出すことを目標に行政改革に取り組んでまい

ります。 

 第２に、戦略的市政の推進。20年先、30年先を展望した戦略的市政運営

を行うため、市政戦略本部を設置し、高齢者福祉医療、産業立地、自治体

経営改革の３つのテーマで、外部の有識者などを交えた市政戦略会議を開

催してきました。引き続き主要課題の早期解決に向けた方針、方向性の集

中的な議論を行い、新たな時代に対応する行政モデルを構築してまいりま

す。 

 第３に、住民自治改革の推進。市民力を活性化し、市民の皆様の創意工

夫を生かす仕組みづくりを進めます。引き続き市政への市民参加や協働を

本格的に推進するとともに、地域で助け合う、支え合う新しい仕組みであ

る地域協議会の創設や、住民自治と協働を基本とする自治基本条例の制定

に向けて取り組んでまいります。 

行政改革、戦略的市政の推進、そして住民自治改革の推進、この３つの

基本方針に基づきまして、市民の皆様と一緒に知恵を絞りながら、市民の

皆様が小牧に住んでよかったと、住み続けたいと思っていただける市政を

進めてまいります。 

 特に今、戦略的市政という中で３つのテーマについて重点的な議論を行

っています。高齢化の中で、安心して住み続けることのできる高齢社会を

実現するためにどうするか。小牧の財政力、地域力、これを持続的に発展
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させていくために産業立地政策はどうあるべきか、それらを支える住民自

治、行政のあり方はどうあるべきか、特に拡大型行政から転換をしなけれ

ばいけない。人口も減少していく、財政も厳しい状況になる、こういった

中での新しい行政の仕組みづくり、こういったことについての議論をして

います。 

 次に、予算の概要について、少し概略を申し上げます。 

 本市の財政状況ですが、平成23年度決算で、市税収入は４年連続の減収

となっております。また、近年、少子・高齢化や雇用情勢の悪化による福

祉関連経費の増嵩などにより、財政の弾力性が失われてきました。どうし

ても必要な経費が増し、市長のもとで地域のために弾力的に運用できる予

算が減少していく、財政の硬直化が進んでいる状況です。このような税収

の減少や、福祉関係の費用の増嵩は、全国の自治体に共通する傾向であり、

財政的に豊かな団体と言わる小牧市も、財政は徐々に厳しさを増していく

ことが予想されています。 

 しかし、社会全体が負の連鎖により閉塞感に包まれる中、今若干の景気

回復の期待がありますが、未来に希望の持てる社会を実現していくために

は、守勢に回ることなく、未来への積極的な投資、チャレンジが必要であ

ると考えます。小牧市が主体性を持って果敢に行動し、市民の皆様と知恵

を絞って、小牧を元気に活性化してまいりたい。 

 そこで、平成25年度の予算編成に当たり、マニフェストに掲げた施策の

着実な実行、第６次小牧市総合計画に掲げる将来都市像の実現、また重点

改革プランに掲げた行政改革の取り組みなどを、より力強く積極的に推進

をするとともに、市民の皆様からのご意見やご要望をできる限り市政に反

映し、市民の皆様の期待に十分応え得るよう努めて編成したところです。 

 以下、平成25年度当初予算案の主要な事業と施策の概要について、小牧

市第６次総合計画の分野ごとに説明をさせていただきます。 

    

（市民生（市民生（市民生（市民生活活活活）））） 

 まず、市民生活についてです。市民生活については、安全・安心なまち

づくりが第一であります。一昨年３月に発生した東日本大震災から、はや

２年が経とうとしておりますが、我々の地域においても、東海地震が今後

30年以内に88％の確率で発生すると予測されています。東日本大震災のよ

うな大規模災害が、まさにこの瞬間にも起こり得るという危機感を持って、
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確かな備えをしていくことが必要です。防災力の強化として、大規模災害

の発生に備え、本市の業務継続計画を策定いたします。一たび大規模災害

が発生しますと、自治体は災害応急対応や復旧復興活動の主体として重要

な役割を担います。その一方で、災害時であっても自治体が継続して行わ

なければならない市民生活に直結した業務もあります。これらの業務を災

害発生直後から適切に実施できる体制を進めていくために、業務継続計画

を策定していくものです。 

 また、東日本大震災を契機に、公共施設の耐震対策を徹底し、速やかに

全ての施設の安全を確保するよう、震災直後から全ての市内の公共施設の

耐震診断を緊急で実施し、現在全て完了しております。今後は診断の結果、

耐震性に問題があった施設の耐震改修工事を順次進めてまいります。引き

続き市民の安全・安心を確保するために、できる限り早期に完了させるよ

うに取り組んでまいります。 

 平成28年度からの消防救急無線デジタル化に伴い、小牧市を初め近隣６

つの消防本部が共同して、高機能消防指令設備とデジタル消防救急無線設

備のシステムの設計を行うとともに、本市の消防本部の南に消防指令セン

ターを建設するよう設計を進めていきます。 

 市民サービスでは、昨年７月の新庁舎オープンにあわせ、マニフェスト

の公約であった市民総合相談案内がオープンしております。市民の相談は

多様化しておりますので、それぞれの相談について１つの窓口で取り扱う

ことができれば望ましいのですが、適切に対応するためには、それぞれ専

門の窓口で相談いただくことが大事だと考えます。しかし、どこにどうい

った窓口があり、相談していいかわかりづらいという声をよく耳にします。

そういう中で、わからない場合には、この窓口に来てくださいと窓口を１

つにしました。市民総合相談案内として、市役所の新庁舎２階生活交流課

内に設置しております。また、わかりやすい番号ということで「76－

1111」を相談窓口の案内ダイヤルに設定しました。小牧市役所のサービス

のみならず、国や県、労働基準監督署、法テラスなどのさまざまな民間も

含めまして、市民の困り事に対して適切な窓口が案内できるように努めよ

うと今進めています。 

 また、本年４月１日から、本市でもパスポートの交付業務を取り扱うこ

とになりました。小牧市民の方は、今後は市役所にお出かけをいただくこ

とになります。    
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（環境交通（環境交通（環境交通（環境交通）））） 

 次に、環境交通について。まず環境については、社会情勢の変化と長期

的な展望を踏まえつつ、環境施策の指針となります第２次環境基本計画を

平成24年度に策定しました。この計画に基づき、市民・事業者・行政の協

働により、日常の生活や事業活動により発生する環境負荷の低減に努めな

がら、持続可能な社会の構築に努め、豊かな自然の恵みを次世代の子供た

ちに継承していきたいと考えます。 

 その中で特に、福島第一原子力発電所の事故以来、電力供給問題の改善

にも寄与する再生可能エネルギーの積極的な導入を推進します。住宅用太

陽光発電システムを設置する方への補助額を、近隣と比べても小牧市は断

トツで大きく出しておりますが、関心の高まっているこの機会に進めてい

きたいと思います。住宅用太陽光発電システムが安くなってきている関係

で、補助額は見直しますが、件数を昨年よりも1.5倍にしようと、今回補

助金を組んでおります。 

 また、公共施設の電力について、今までは中部電力から買うしかなかっ

たわけですが、そのほかの小型の電力事業者、電力自由化の中でそういっ

た事業者も増えており、本市と岩倉市、豊山町、大口町、扶桑町の５市町

が共同で、電力使用による二酸化炭素の排出軽減と電気料金の削減のため、

そうしたところの入札によって電力を購入することとしました。導入に当

たって、単独の市ではなくて、複数の自治体が共同して電力の購入を入札

により進めるということは、全国的にも例がないもので、今後、近隣市町

とは他の分野においても連携を模索していきたいと考えております。 

 次に、し尿処理についてでありますが、本市の東田中地内のクリーンセ

ンターと小木地内のし尿浄化槽汚泥処理施設は、それぞれの施設の老朽化

が進んでおり、毎年多額の修繕費が必要になってきています。そのため、

し尿浄化槽汚泥処理施設の機能を東田中のクリーンセンターに移し、し尿

とし尿浄化槽汚泥を合わせてより効率的に一括処理できる施設とするよう、

平成26年度までの２カ年で改修を進めていくこととしています。 

 次に公共交通について。本市におけるデマンド交通の導入をこれまで検

討してまいりました。いわゆる予約型で乗り合いのタクシーとバスのあい

のこみたいな公共交通システムであります。このデマンド交通の導入を検

討してまいりましたが、さまざまな課題があり、現在の法律の枠組みや状
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況の中では、全域の導入は現在のところ難しいと判断しております。しか

し、特に東部の丘陵地、あるいは味岡北部の丘陵地は、民家が点在し、坂

道が多く自転車でも移動が困難であり、特に高齢者が増えていく現状にあ

って、この公共交通の充実は非常に重要な市政課題であると認識しており

ます。そういったことから、この東部と北部の丘陵地においては、デマン

ド交通を導入してまいりたいと考えております。 

 そこで、この８月から１年間かけ、このデマンド交通の実証実験運行を

考えております。この実験期間中に皆様にまずは利用いただき、皆様の声

を聞きながら、より満足いただけるシステムとすべく、改善を図っていき

たいと思います。１乗車につき大人300円、子供、小学生が100円、幼児無

料というような料金体系を考えておりますが、できるだけ今の巡回バスよ

りも細かい形で乗降ポイントを設定し、予約があるとそこまで来れるよう

な体系を考えております。残念ながら、中心部への乗り入れや市外への移

動ということは、なかなか現在の規制の枠組みの中では困難ですので、こ

れは地域内の足ということでお考えいただきたい。主な病院、買い物であ

るとか、そういったところには行き来ができるように考えているところで

す。 

 その他の地域については、こまき巡回バスの利便化、ルートの見直しや

ダイヤの再編で１時間１本を目標に、利便化を図っていく方針です。 

 また、市内の東西を結ぶ公共交通機関でありますピーチバスは、あおい

交通さんに頑張っていただいておりますが、ここ数年赤字で、非常に存続

が危ぶまれる厳しい経営状況だとお聞きしております。そのため、この路

線の維持のために必要な支援を行っていくものです。 

 次に、防犯について、昨年、本市の犯罪発生件数は2,290件で、一昨年

と比べて384件減少しました。ピーク時の平成15年と比べて半減しており、

これは市民の防犯意識の高まりや自主防犯パトロール隊の活動など、地域

ぐるみの防犯活動の成果だと考えております。大変ありがとうございます。

しかし、減少したとはいえ、いまだに件数は多く、今後も犯罪の撲滅には

不断の努力を重ねていく必要があります。 

 そこで、防犯カメラ設置費補助金を、これまでは対象を商業者の店舗な

どの駐車場に限定をしておりましたが、今年度からマンション、アパート

などの集合住宅や月極駐車場なども対象として助成枠を拡大することとし

ました。特に10台以上の駐車場があるような場所は、ぜひ家主さんや地主
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さんで検討いただければ幸いです。 

    

（保健（保健（保健（保健福祉福祉福祉福祉）））） 

 続きまして、保健福祉です。高齢者福祉については、第５次高齢者保健

福祉計画を策定しました。積極的に施設の整備や誘致を図っていきたいと

考えています。 

 介護サービス施設については、住みなれた地域で介護を受けられるよう、

デイサービスやグループホーム、小規模な特別養護老人ホームなどの地域

密着型サービス施設の誘致を引き続き積極的に行ってまいります。 

 障がい者福祉については、引き続き障がいのある方が地域で安心して生

活できる環境の整備と自立への支援を図ってまいります。昨年度は、新た

に２つの施設だと思いますが、オープンされました。引き続き誘致に努め

てまいります。 

 第１老人福祉センター野口の郷の建物が老朽化しています。今、野口で

焼却施設の建てかえ工事を27年の完成に向けて実施しておりますが、地元

の要望でもあり、この野口の郷の建てかえを進めるよう、今、施設機能な

どの基本構想の策定を行うこととしております。 

 次に児童福祉について。子育てしやすい環境整備としてマニフェストで

もお約束しました放課後児童クラブの拡充について、一昨年から時間延長

を実施しております。次のステップとして、現在小学校３年生までの対象

学年を、平成26年度から１学年ずつ拡大してまいります。そのため、児童

クラブ室の整備等をして定員増に対応できる準備を進めてまいります。 

 保育園の民営化について、平成25年度から味岡保育園を指定管理者が運

営いたします。第三保育園で、平成26年度からの指定管理に向け、味岡保

育園と同様に、園児や保護者の不安感を解消すべく、指定管理者となる事

業者との半年間の合同保育を行ってまいります。 

 児童館については、本年１月に新しい味岡児童館がオープンをしたとこ

ろです。 

 次に、保健医療について。市民の健康を守り、増進していくため、乳幼

児健診、予防接種、がん検診などを行うとともに、疾病予防のための健康

教育や健康相談、各種健診や栄養指導などを積極的に取り組んでまいりま

す。がん検診について、乳がんの若い世代の罹患率が大変高くなっており

ます。乳がん検診の対象年齢を40歳から30歳に引き下げることとしました。 
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また、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチン及び水ぼうそう、お

たふく風邪のワクチンの無料接種を行ってまいります。 

 市民病院について。国が推進しております医療における機能分化を充実

させるために、地域連携室を新設しました。市民病院と地域の開業医の皆

様との連携を強化していくためです。地域の医療の充実を諮り、よりよい

医療を提供する体制を一層推進してまいりたいと考えます。 

 市民病院は老朽化が進んでおり、建てかえを進める必要があります。建

てかえについて、今、基本計画の策定を行うとともに、用地の確保をして

いる状況です。小牧が財政的に非常に健全なのは、企業も大事ですが、市

民病院が健全経営であるということが非常に大事なことです。小牧の人口

であのぐらいの規模の病院というのは非常に大きいもので、一たびこの経

営が傾きますと、市の屋台骨が脅かされる状況にもなりかねません。全国

の自治体病院は赤字続きの病院が非常に多くあり、小牧の市民病院が黒字

経営を続けているということは、小牧の市民にとって非常に大きなことで

あります。小牧の市民のための病院でありますが、市民だけというわけに

もいきません。尾張北部医療圏の３次救急の病院であり、他の市町の皆様

も利用する、非常にレベルの高い病院が地元にあるということは、小牧市

民にとって非常に有益なことですので、この健全経営を維持することをま

ずは第一に考えていくことが必要です。健全経営の中でいい設備投資をし

て、そのためにいい医者が来て、いい医者が来るからいい医療が提供でき

る。その中で、また患者さんにいいサービスが提供できて、それが健全経

営につながっていくと、この病院経営のいい循環を断ち切ることなく進め

ていく必要があると考えております。 

 そこで、現在の場所で、まだ残して使える設備はそのままに、古いとこ

ろを建てかえて、現在の敷地の隣接の中で建てかえることとしました。新

病院の建設時期については、平成28年度から工事に着手し、早ければ平成

30年度末の完成、31年度中には新病院での診療を開始したいと考えており

ます。 

    

（教育文化（教育文化（教育文化（教育文化）））） 

 次に教育であります。まず学校教育について、子供たちが学ぶ小・中学

校の設備、安心・安全が第一です。老朽化した味岡中学校の改築工事に着

手し、２年間で整備してまいります。この味岡中学校をもって、市内25校、
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小・中学校全ての校舎の耐震化工事は一応完了する見込みです。しかし、

今後、３・11の震災以降、文部科学省の指導のもとで内装、いわゆるつり

天井であるとか壁材の耐震診断も実施したところ、ほぼ全ての小・中学校

で耐震改修が必要であるとの結果が出ております。そこで今後、平成28年

度までに全ての小・中学校の天井材や壁材などの耐震改修を実施すること

とし、今年度は小学校５校、中学校３校の耐震設計を実施していきます。 

 また、昨年度から、児童の安全・安心を守るために着手しました防犯カ

メラと校内緊急連絡用のインターフォン設備を引き続き、平成28年度まで

の５カ年で整備を図ってまいります。 

     

（都市基盤（都市基盤（都市基盤（都市基盤）））） 

次に都市基盤であります。道路の整備、河川、あるいは雨水対策、公園、

緑道の整理、区画整理事業、小牧駅前や田縣神社前駅前整備等々、さまざ

まな都市基盤の整備事業を抱えている小牧ですが、引き続き推進してまい

ります。 

 数日前に国土交通大臣に直接面会しました。東名・名神の小牧インター、

名古屋高速のインター、そして下が６車線と、実質10車線以上が、一気に

北に行きますと村中交差点以北が４車線になり、大変な渋滞状況です。こ

の渋滞解消のために、村中交差点以北の６車線化、これは県会議員のころ

から訴えてまいりましたが、先日、大臣に直接説明してだめ押しをしてま

いりましたが、新規事業が採択となったということでこれから事業が進め

ていけるということでございます。 

    

（産業振興（産業振興（産業振興（産業振興）））） 

 次に、産業振興について。日本の状況に若干明るさが見えてきて、これ

から回復に向かえば幸いだと期待しておりますが、厳しい状況が続いてお

ります。中小企業に対するさまざまな融資、助成制度等、中小企業支援を

図る中で、地域の活力ある経済発展を引き続き努力したいと考えておりま

す。 

 商工会議所と連携して実施する「こまきプレミアム商品券発行事業」に

ついては、大変好評をいただき、半年ごとに計３回これまで実施しました。

５億円ずつ発行しており、全て完売しております。今年度も引き続き、総

額11億円、年２回の販売を行っていきます。買い物するならば、名古屋や
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春日井や周辺ではなく小牧でしてほしい。そして、その中の半分以上は大

型店ではなく中小の店舗で使う商品券で、地元の中小をみんなで応援して

支えていこうという市民運動につながっていくものだと思っております。

囲い込み政策であり、ぜひ活用いただく中で、地元の商店を守り、そして

高齢化の中での活力ある地域の支え合いも目指していきたいと考えており

ます。東部は比較的店舗数が少なく使いにくいという指摘もいただいてお

りますが、東部の大型店舗等々でも活用いただけますので、ぜひ地域の店

舗で活用いただけますようお願い申し上げます。 

 参加店舗数も昨年よりまた50店舗増えて600店舗に迫る勢いで、便利に

なってきております。中小商店も非常に期待している事業です。議会では

非常に議論があり、三十数年ぶりにこのプレミアム商品券事業のことで市

長提案の予算に修正案が出る状況で、また賛成の会派からも附帯決議もつ

いておりますが、自信を持って商工会議所と連携してやっている事業であ

ります。 

 次に企業の誘致について。本市への企業立地を促進するため一昨年創設

しました企業立地促進補助制度などにより、積極的な誘致を図ってまいり

ます。また、これまでは基本計画を持っておりませんでしたが、市内への

新たな企業誘致の方策、企業の支援制度の充実、また地元での創業等への

育成サポートなどを柱とする「産業振興基本計画」を経済界や市民とも同

意して一体で進めていこうと計画づくりを進めております。 

 観光については、小牧駅前の都市センター内に新たに観光案内所を設置

しておりますが、駅ビル西側の空き店舗に移転、独立させて充実を図って

いくこととしております。 

小牧山城築城450年記念事業ですが、織田信長公がみずから築いた最初

の城である小牧山城が、本年、築城から450年という節目の年を迎えまし

た。この記念すべき年に、さまざまなイベントを開催し、小牧のシンボル

である小牧山の歴史と魅力を広く全国に発信するとともに、小牧のさらな

る発展の契機となるよう、市民の皆様とともに盛り上げてまいりたいと考

えております。元日にオープニングイベントとして開催した小牧山山頂で

の「初日の出を拝む集い」、毎年開催しておりますが、今年は宣伝がだい

ぶ行き届いた関係もあるかと思いますが、天気にも恵まれ、来場者数が約

4,500人と例年に倍する多くの方にお越しいただきました。まさに初日の

出を拝みながらすがすがしい気持ちの中で、この事業のテーマであります
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「夢・チャレンジ」にふさわしいスタートを切ることができました。今後

もこの１年間、魅力的なイベントを次々と開催してまいりたいと考えてお

ります。 

 今、かなりメディアでの露出が上がっており、テレビなどでも小牧を取

り上げられることが増えてきたと思います。新しい歴史の認識が発掘調査

等で明らかになってきている小牧山城のＰＲをテコに、小牧の発信をして

いきたいと考えております。大事なことは、この事業は産業都市から観光

都市にしようということではなく、基盤である産業に厚みを増していこう

ということであります。そして、このＰＲにより市民の皆様が、小牧の郷

土、歴史や文化に目を向け、改めて魅力を感じ、誇りや愛着を一層感じて

いただく中で小牧を好きになってもらう。そういう中で小牧のみんなでい

いまちづくりをしていこうと、そういった求心力にもしていきたいと考え

て行っているものです。 

 今年９月には「こまき信長まつり」を、従来のお月見まつりや薪能など

のイベントを取り込み、盛大に開催したいと考えております。12月には、

信長公が小牧山城を築城したストーリーを市民劇にして上演していきます。

また、フィナーレとして市民会館の外壁を使い、立体映像と音楽のイベン

トであります３Ｄプロジェクションマッピングを開催し、記念事業を華々

しく締めくくりたいと考えております。 

    

（行政経営（行政経営（行政経営（行政経営）））） 

行政経営の分野について。私は、市長就任直後から「改革と創造」の市

政を推進してまいりました。これからの地域社会のあり方は、地方自治体

がみずから考え、新しいものをつくり出していく取り組みが求められてお

ります。そこには、行政のみならず、市民、事業者、市民活動団体が互い

に手を携えて新たな挑戦をし、成功を共有し、ともに成長していくような

分権型の社会システムの構築が不可欠であると考えています。地方分権時

代に対応する新たな地域自治モデルの創造を推進し、市政運営における主

要課題の早期解決を図るため、引き続き市政戦略会議において集中的な議

論を行ってまいります。 

 また、第６次小牧市総合計画の基本計画については、おおむね５年で見

直すとしておりますので、私のマニフェストとの整合性や社会情勢の変化

などに対応すべく、平成26年度から平成30年度までを想定した新しい基本
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計画の策定に向かってまいります。 

さらに市民参加や協働の推進、市民、議会、行政のそれぞれの役割と責

任の明確化など、住民自治による自治体運営の基本原則を定める自治基本

条例を平成26年度に制定できるよう、条例の起草会議を設置し、条例案の

作成を進めてまいります。 

 また、市民の「きずな力」を高め、助け合い活動の基盤となる自治組織

として地域協議会を考えております。この地域協議会の創設については、

区長会初めさまざまな皆様の意見を聞きながら、今、制度設計案をつくっ

ております。地域座談会や広報でのＰＲを行い、機運が高まった地域から

順次モデル地域として二、三、設立に向けた準備に入っていきたいと考え

ております。 

 また、協働を推進するため昨年度から協働提案事業化制度を創設しまし

た。市民や市民活動団体の皆様から提案いただいた協働事業を、一緒にな

って進めていこうと新たな制度を設け、その第一弾として、この４月から

新たな事業を幾つか展開してまいります。 

 中・長期を見据えた公共施設の整備について。市の公共施設は、多くが

昭和40年ごろからの建設で、これらが近い将来に次々と建てかえ時期を迎

え、長期にわたって多大な財政負担を強いられることが想定されておりま

す。また、少子・高齢化や新たな地域課題に対応するため、新たな施設の

整備も必要です。そうしたことから、建物を少しでも長く使用できるよう、

現在、長寿命化計画を策定する必要があると考えております。将来の人口

動向や施設の需要、財政状況や利用状況等を見きわめ、施設の総量抑制と

配置の見直し、また転用等を今後検討する必要があると考えております。

人口減少社会の対応で公共施設のあり方の見直しも必要であります。 

 ここ数年、25億円規模でこの施設の維持管理コストは推移してまいりま

したが、今後、施設を60年ぐらいは使おうと長いスパンで考えたとしても、

今後の更新事業を含めた施設に係る経費は、現在ある施設を建てかえ、維

持管理をしていく予算だけで38億円ぐらい毎年かかるという予想がされて

おります。すなわち1.5倍の予算を今後ずっと続けることが予測され、そ

れは非常に過大な投資ですので、これの見直しのための基礎資料として、

公共施設白書を今年度と来年度２カ年かけてつくることとしました。 

 また、行政改革の中で市職員の定員管理の適正化を一層進めるとともに、

管理職構造のスリム化を進めることとしました。この４月１日の人事異動
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にあわせ、まず課長補佐職の全廃を前提とした見直しの方針を出しました。

現在、部長、次長、課長、課長補佐、係長という状況であり、課長補佐以

上が管理職です。今五十数課ありますが、課長補佐について基本的には全

廃していきたいと考えております。職員には、大変な努力を強いる部分で

すが、理解を今求めているところです。 

 行革の中で、ここ数年間で職員の数は相当減らし、外注や臨時職員など

に出し、総人件費を抑制、圧縮してきております。しかし、高齢化の中で

福祉関係の業務は非常に増えてきています。また国や県からの権限移譲で

業務が増加している部分もあります。そういう現場の職員が非常に忙しい

中で、総人件費を増やさず現場を手厚くするためには、やはり管理職をス

リム化し、現場にそれを振り分けていきたいと思っております。 

 団塊の世代のボリュームが非常に大きく、ここ数年間、団塊の世代のた

めにポストを増やしてきた経緯は、どこの自治体、民間企業にもあるかと

思います。ところが団塊の世代の大量退職にほぼ目途がつき、そうした中

で、本来は数年前から管理職のスリム化をしていかなければいけないと私

は思っており、ようやく方針が出せた状況であります。 

 今、課長や課長補佐というのは、大体七、八年前と比べると平均年齢が

５歳ぐらい若返っています。若手職員は、昇進スピードがここ数年相当上

がって、最低年齢の課長の年齢が、毎年１歳ずつ若返っている状況もあり

ます。ですから若手の職員は、確かに今までここ数年と比べると昇進スピ

ードは落ちますが、昔と比べればまだ早いわけですから、少し我慢を強い

ますが、理解を求める中で現場を手厚くしていきたいという思いで今見直

しを進めようとしているところです。 

 課長補佐を全廃したときに浮く財源は、４億円いうことですので、その

財源を使いながら、また必要な人員配置、必要な事業の推進に役立ててい

きたいと考えております。 

一般会計は対前年比1.5％減の507億8,700万円です。企業会計、特別会

計合わせた全会計は、約1,100億円の財政規模です。市民生活の安心・安

全を第一に考えた予算編成に留意をしつつ、これからの市政の展望を踏ま

えた上での改革創造市政を実現する予算として積極的な予算編成に努めた

ところです。市民の協力をいただきながら、これからの市政の推進に当た

っていきたいと考えているところです。 
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○○○○懇談会懇談会懇談会懇談会    

【進行【進行【進行【進行】】】】 

挙手いただいた方の中から指名させていただき、お名前とお住まいの地

域を告げて発言をいただきます。一人でも多くの方に質問いただけるよう、

お１人１分程度にまとめて発言ください。 

 それでは、発言をお願いいたします。 

    

【発言者１【発言者１【発言者１【発言者１】】】】    

 桃花台の新交通システムの本社跡に駐車場ができた話を聞きました。こ

この施設は、県が桃花台の住民に対して新交通システムの廃止による何ら

かの代償的な意味で、格段の値段で貸し出し、使っていいようなニュアン

スのことを聞いております。この桃花台を中心とした住民の移動のための

駐車場も、そういった考えの中でつくられたと思って期待していましたが、

広報で発表された料金内容を見ますと１時間100円、終日24時間で600円と

いうことでありました。名鉄協商の駐車場は、名鉄春日井駅で１時間100

円、終日400円、ＪＲ大曽根駅で１時間100円、終日2,000円。それから清

須のほうも１時間100円、終日700円ということから、今回設定された料金

は、名鉄協商の他の駐車場と何ら変わりがなく、桃花台を初めとする近隣

住民に格段の奉仕的な貸与をするというような精神は全然入っていない。

あの駐車場は桃花台近隣の人の犠牲の上で成り立った駐車場なのです。県、

市も含めてどういった住民に対する姿勢、行政哲学を持っているのか。 

 

【【【【発言者２発言者２発言者２発言者２】】】】    

 プレミアム商品券について、附帯決議がついて今回の発行になるという

ことが４月15日号の広報に載っていましたが、その附帯決議の意味を教え

ていただきたい。 

 

【【【【発言者３発言者３発言者３発言者３】】】】    

 地域協議会の関係で関心があります。 

 制度設計、意見書などで、小学校単位で実施するということが中心にな

っていますが、桃花台では、任意で桃花台区長会というものを組織化して

おります。その桃花台区長会では、８月の３日と４日、第27回になります

が桃花台まつりという手づくりのイベントを開催し、また昨年の22日には
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600人集め、安全・安心のまちづくり桃花台住民集会を開催しました。そ

の他もいろいろ保健連絡員等々で全体のミニ健康まつりというのもやって

います。そういう組織が、小学校単位で割られますと分断されてしまいま

す。その辺の考え方、小学校単位でしかだめなのか、あるいはもう少し拡

大した考え方で弾力性を持ってもらえるのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

    

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 ありがとうございました。３人の方のご発言です。市長、よろしくお願

いいたします。 

 

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 桃花台線本社跡地の整理の状況で、大変率直なご意見をいただきました。 

 この桃花台線の本社跡地、車両基地跡地は、光ヶ丘６丁目の大きな用地

ですが、どういうふうな形で進めていくか、これまで検討したところです。

いろいろと県に話をしてまいりましたが、難しい状況が続いてまいりまし

た。この用地についても、基本的には地元の期待があった桃花台線が廃線

された地元の痛みの上で今の状況があるので、基本的には地元の皆様のた

めになる利用方法で県として最大限努力すべきだと、県とも話をしてきた

ところです。 

今回、用地の中で一部ではありますが、中央高速道路の利用者の利便化

ということで、送迎用ロータリーとコインパーキング、屋根つきの自転車

置き場、そして照明、防犯カメラ等々の整備をいたしました。市が整備を

した部分、県が整備をした部分がございますが、用地については九十数％

が県の用地です。県がほぼ権利を持っている状況の中で、早期に整備をし

たいと交渉してまいりました。 

 市がロータリー、取りつけ道路、照明、防犯カメラなどを整備しました。

県がコインパーキングについて整備し、名鉄協商に全ての土地とあわせて

管理をさせることにしました。名鉄協商が県に地代を払い、その上で月極

の収入と、コインパーキングの収入で全体の管理を行っていく事業モデル

になっています。 

できる限り安い値段で地元のためになるような利用であるべきだと、私

も思いますが、県としては努力をした結果なのだと思います。 
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私も見に行ったときは１台しかとまっておりませんでしたので、周知、

ＰＲ不足の面もあるかと思いますが、防犯カメラ等もつけ、名古屋都心ま

でのアクセスは非常に便利でありますので、周知徹底をしながら、できる

限り利用していただけるように努力をしていきたいと考えております。 

  

次に、プレミアム商品券のことであります。 

附帯決議とは、要するに予算は認めるが、それに対して意見を付した形

で認めるという意味です。今回、附帯決議はつきましたが、11億円のプレ

ミアム商品券を発行するために１億円の予算をお認めいただきました。間

接費として、換金手数料や商工会議所の事務費負担として3,000万円を加

え、１億3,000万円の予算になります。 

 これについて、実は三十数年ぶりらしいのですが、市長が提案した予算

に、修正案が出ました。何人かの議員には賛同がいただけませんでした。

それで、プレミアム商品券事業の予算を半減するという修正案を出されま

した。それは賛成少数で否決され、私が提出した満額の原案が認められま

した。ですから、予定どおり事業は進めますが、賛成した会派においても

なお附帯決議はつけるという、条件つき賛成というような感じになってお

ります。 

 市民税10％分の10億円ということを目標にして行政改革に取り組んでお

りますが、ほかの市町のように減税という手段で市民にお返しするという

のは、これから高齢化の中で予算が厳しくなるときには、そぐわないと私

は考えます。これからの市政を進めるに当たって、必要な予算、すなわち

高齢化への対応、子育て支援、地域の活性化、公共交通の充実であったり、

さまざまなことに使いましょうと言っています。その一つがプレミアム商

品券事業であります。 

 議会の一部の皆様は、市長は10億削減をして、その行革効果を市民に還

元する。この市民への還元と中小企業の活性化ということで１億円という

プレミアム商品券事業に充てると、理解されています。私もそれはいいの

ですが、このプレミアム商品券事業は、当然市民への還元でありますが、

同時に地元の中小商業、サービス業の支援なのです。 

 幾つかの点で、そのときそのときで改善する必要性はあると思っていま

す。例えば附帯決議をつけたある会派は、このプレミアム商品券事業は経

済効果の検証という面で、まだまだ不十分であるから、経済効果の検証を
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もっと詳細にしながら慎重に取り組みなさいという意見です。この意見に

ついては、私は受け入れたいと思っています。 

 もう１つの会派の意見は、賛成はするが、3,000万円という間接的な経

費について、他市町のプレミアム商品券事業を見ると、もう少し削減がで

きるのではないかという意見です。あるいは、半期の部分で15万市民のう

ち約１万人に購入いただいていますが、もう少し幅広く増やせないかとい

う意見。そうすると、この１万人を増やすために、５億の枠を10億とかい

って増やすか、１人当たりの販売額を減らすという２択しかないわけです

が、もう少し工夫をしたらどうかという意見もいただいています。 

 これら改善すべきだという意見についても、私は受け入れていきたいと

思っています。商工会議所と相談をしながら、さらなる改善に向けての努

力は今やっております。 

 ただ、反対をされた会派や議員の皆様方の意見は、15万人の市民のうち

で１万人しか利用してない、還元していない。特定の市民の１万人に継続

して毎年１億も投じていくことは公平性に欠けるという意見のようであり

ます。この意見は、私は受け入れられないと議場でも再三説明をしてまい

りました。 

 15万人のうちで１万人しか買ってないからだめだといったら、ほかのい

ろいろな施策もそうではないでしょうか。極論しますと図書館、保育園、

老人福祉施設にしても、全員が利用するわけではありません。施策という

のはすべて目的があり、対象者が限定され、そういった事業の積み上げで、

全体として市民に対して還元をしている。ですからその論理だと、ほかの

施策はどうなのかということになります。例えば企業立地のため、新たに

市内に来てくれる企業への補助金として５社に対して２億数千万組んでい

ます。しかし議会の反対はなかった。プレミアム商品券事業には市内の商

業者の３分の１に当たる約600店が参加をしている。これに１億を投じる

ことがだめだというのは、やっぱり私は受け入れがたい。 

 意見が議会と違うとこもありましたので、附帯決議はつきましたが、頑

張っていきたいと思っています。 

 

 地域協議会でありますが、基本は小学校区単位で実施しようと今計画し

ております。市内16校でありますが、ほかの地域でも区の行政区と学区が

入り乱れているところなどがあり、解決しなくてはいけない部分ではあり
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ます。桃花台区長会については、４校区にまたがり、桃花台まつりを初め

いろいろなことで取り組みされており、既に桃花台として一つのまとまり

があるため難しさもあると私も十分認識をしております。 

まだ検討中ですが、今後、そうしたことも含めて、区長の皆様方や地域

の皆様方との話し合いを重ねる中で、どういった形が一番いいのか合意を

図ってまいりたいと思っております。 

 

【進行【進行【進行【進行】】】】    

 続いて、ご意見、ご質問いただきたいと思います。 

 

【【【【発言者４発言者４発言者４発言者４】】】】    

 図書館で学術書が１人２冊しか借りられないです。ほかの地区だと10冊

ぐらいは当然借りられるので、もうちょっと借りられないかと思っていま

す。借りる期間も１週間という非常に短い期間ですので、10日間、２週間

ぐらいとか、一度実情を調べていただき、工夫してもらえないか。 

 また、大山のほうに古墳があるが、案内板が全然ないので探しに行って

もなかなか見つからない。こういう昔の事柄については非常にいい教材に

なると思うので、できるだけ看板等を設置していただけるとありがたい。

大山１号墳、３号墳、４号墳について、特に１号墳については行く道が全

然ない。そういう点も配慮していただけるとありがたい。 

 

【【【【発言者５発言者５発言者５発言者５】】】】    

 家には94歳のおじいさんと、90歳のおばあさんが一緒に住んでおります。

長寿介護課の介護認定の件で、５月31日でおじいさんの認定が切れるため、

４月に更新の手続きをケアマネに依頼しましたが、今は混んでいるという

ことでした。夜８時半とかに市役所から電話があって、「５月27日が一番

早いです」と言われました。認定調査の日は決まったが、決まってからも

結果が出るのに２週間から１カ月ぐらいかかります。 

 結果が遅れていますという連絡はお手紙で来ますが、１年の認定期間が

あっても、２カ月とか過ぎているので正味期間は10カ月しかない。最初の

新しいときは６カ月の半年で、更新していくと１年になりますが、すごく

混んでいるということなんですが、１年なら１年丸々期間があってもいい

ではないかと思います。 
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【【【【発言者６発言者６発言者６発言者６】】】】    

 私は知的障がい者の夜間の支援についてお願いしたいことがあります。

親に急な用事ができた場合に、夜間預かり支援をしていただく場が欲しい

と思います。 

 

【進行【進行【進行【進行】】】】    

 ありがとうございました。３人の方のご発言です。市長、よろしくお願

いいたします。 

 

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 まず図書館、学術書の関係です。他市の状況も調べさせていただき、も

しそういう状況であれば、一度検討させていただきたいと思います。 

 古墳の案内板についても、状況を確認いたしまして、対応できるもので

あればできるだけ速やかに対応したいと思います。 

 

 介護認定の件でありますが、確かに非常に混んでおり、そうした状況を

よくお聞きいたします。実際、今非常に手が足りていない状況で、ほかの

介護施設のケアマネにこういった更新の手続きもお願いしたいのですが、

なかなか受けてもらえない実情があります。できるだけほかの施設にも協

力いただけるようにお願いをしているのですが、かなり混んでいるのが実

態です。市のほうでも業務に対応できるように手を増やしながらでもやろ

うと引き続き努力しておりますのでご理解いただきたい。 

  

次に、特に急用ができたとき、知的障がい者の方の夜間預かりをやって

ほしいということについてですが、事業者がないと対応できないことでも

ありますから、状況をお伺いして検討したいと思います。また実情を教え

ていただきたいと思います。 

 

【【【【進行進行進行進行】】】】    

ほかに発言をいただきたいと思います。 

 

【【【【発言者発言者発言者発言者７７７７】】】】 
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 城山で平成18年に地盤沈下があり、その件で小牧市が固定資産税の減免

をしています。それが小牧市として正しい対応なのか。 

 ＵＲ都市機構は愛知県を相手に裁判を起こしましたが、家屋の沈下、傾

きはＵＲに責任があるとしてＵＲ都市機構は敗訴しました。敗訴して責任

ある業者は確定しているのに、小牧市がその業者の肩がわりで固定資産税

を減免しているということは、正しいことなのか。減免措置をする割合も、

負けた業者であるＵＲ都市機構のはかった結果に基づき、決めている。小

牧市の職員が、目視でもいい、正しいかどうかの確認をしないまま、減免

をしているというのは、減免措置として正しいのか。 

 

【発言者【発言者【発言者【発言者８８８８】】】】 

 今年に入り小牧市のほうで桃花台及びピーチバスが通過する地区のアン

ケート調査が行われました。今のピーチバスが小牧駅ではなく市役所、ま

たは病院まで行けば、もっと活用できるのではという意見を多々聞きます。

このアンケート調査の結果に基づき、再度、桃花台・小牧駅間を練り直し

ていただきたい。 

また市民病院を建てかえるということならば、市民病院に少しは大きな

バスのターミナルを設置すべきではないか。春日井市民病院はバスのター

ミナルみたいになっております。勝川、高蔵寺、春日井からも来ている。

そのようなことも計画の中に入れて、公共交通利用促進事業について考え

直していただきたい。 

    

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 ありがとうございました。市長、よろしくお願いいたします。 

 

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

城山地区ですが、地盤沈下のところで固定資産税の減免を市が行ってい

ることは正しい措置かどうかということです。 

 県とＵＲが裁判をやり、結審した状況も承知しております。固定資産は、

いわゆる資産価値の評価に基づき税を賦課している状況ですから、市とし

てその状況の中で、実際に被害を受けられた方に対し、市としてできる限

り支援するという部分での対応をしてきていると思います。今のご質問で

は、本来ＵＲがそういう部分を支払うべきだということなのか、減免しな
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くて取ればいいということなのか、ちょっと質問から読み取れなかったの

ですが。 

 

【【【【発言者７発言者７発言者７発言者７】】】】    

 本来は責任者であるＵＲが払うべきで、小牧市が市民のことを考えて資

産価値が下がっているから減免するのであれば、小牧市独自で調査すべき

である。それを負けたＵＲの調査に基づいて対応しているということが間

違っているのではないかと。 

 

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

なるほど、ありがとうございます。 

補償はそれぞれ当事者間であるわけですが、固定資産税の課税について

は、資産価値に基づいて課税しますから、ＵＲからというわけにいきませ

んし、ないものに課税できませんので、減免をしているということだと私

は理解しております。 

 仮に市が被害を受けられた方への救済的な措置で、そこから税を取るこ

とは適切でないという考えの中で、減免を市が独自の判断でしているので

あれば、市が調査すべきだという意見については、なるほどとも思います

が、そのあたりはご意見として今日はお伺いをしまして、一度具体的な状

況を調べ、もし適切でないということであれば、改めていきたいと思いま

す。 

 

次にピーチバスでありますが、アンケート調査で、駅までではなく病院

や市役所まで行きたいという声が強いことは、前々から承知をしておりま

す。現状でも病院や役所まで行くバスはあるのですが、本数が少ないとい

うご意見になるかと思います。しかし、ピーチバスは年間数百万ぐらいで

今赤字であり、あおい交通と交渉し、市も支援している状況があります。

そういう中で経営の部分でいろいろ努力をしていますが、一方でメナード

美術館、市役所に行く人の数が多くないという判断もあるようで、利用者

が増えれば行けるのではということも聞いております。経営的な部分もあ

りますので、あおい交通と相談をしながら、そのような声も伝えていきた

いと思っております。 

 市民病院の改築に当たってのバスターミナルの設置というご意見につき
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ましては、承りましたので、検討していきたいと思います。 

 

【【【【進行進行進行進行】】】】    

 どうもありがとうございました。 

ここで懇談会を終了させていただきたいと思います。 

 

○市長総括○市長総括○市長総括○市長総括    

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 長時間にわたりタウンミーティングにお付き合いいただき、ありがとう

ございます。少し市長の答えが長いというご指摘もいただき、大変申しわ

けなく思いますが、こういったタウンミーティングをこれからも続けてい

きたいと思っておりますので、ぜひまた次回もお越しいただければ幸いと

思っております。出にくい時間帯にお付き合いをいただきましたことに、

改めて感謝を申し上げます。今後とも全力で努力をしていく所存でござい

ますので、引き続き市政につきましてご支援をいただきますようにお願い

を申し上げて、本日のお礼の挨拶にかえさせていただきたいと思います。 


