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平成２９年度の予算・事業説明と市政報告（市⻑あいさつ・市政報告部分要約） 
               日時：平成２９年５月２１日（日） 午後１時３０分～ 

             場所：小牧市役所 大会議室 
 

【市長】（あいさつ） 

 皆さん、こんにちは。 

 本日は、大変お忙しい中お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。 

市長として７年目を迎えまして、さまざまな事業を進めさせていただいているところ

でございますが、日ごろ皆様方にご理解とご支援、ご協力をいただいておりますこと、

厚くお礼を申し上げます。本日は、今年度実施を予定しております主な事業を中心に、

現在の市政の状況を報告させていただこうと思っております。 

日ごろから広報こまきや市のホームページなどでお知らせをしているところではご

ざいますが、やはりなかなか皆様に全てをつぶさにお知らせするということは難しいと

ころでございますので、本日、私からできるだけ簡潔にわかりやすくお話をさせていた

だければというように思っております。お聞きいただきたいこと、またお帰りになられ

ましてから、ご家族、ご近所の方やご友人などにもお伝えいただければ、大変ありがた

いと思っております。 

さて、我が国が本格的な高齢化、人口減少の時代を迎える中で、小牧市でも同じよう

な状況が進みつつあります。高齢化が進めば、介護や医療にかかる予算が増える。その

一方で、少子化によって、働く世代の人口が減少して税収も下がっていく。お金の面だ

けではなくて、介護が必要な人が増えて、介護施設を増やしても、そこで働く人がいな

いといったことも起こってくることが予想されるわけであります。支える世代が少なく

なっていくということでございます。 

保育園が足りないということも全国的に言われているところでありますが、小牧も今、

一生懸命保育園を増やしておりますけれども、働いていただく保育士も不足している状

況であります。そうしますと、働きたくても働けない、子どもを預けることができない

という状況でありまして、こういった状況が、全部つながっているわけであり、全てを

一度に解決するというのはなかなか難しい状況でございますが、一つ一つ手を打ってい

かなければならないというように思っております。 

小牧は、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。

しかし、今申し上げたような局面に本市も差しかかっているという危機感を皆様とぜひ

共有しながら、ともに課題解決に向けていきたいというように思っております。大きな

時代の変化に対して、私たちは、自ら知恵と努力によって、次なる時代を切り開かねば

ならないわけであります。そのために、私は市長就任以来、一貫して、受け身ではなく

て、主体的にチャレンジする市政を行っていくのだということを申し上げてまいりまし

た。住みたい、そして住み続けたいと、将来にわたって皆さんに思っていただけるまち

づくりに向けて取り組んでいきたいというように思っております。 

まずは、現在直面しております高齢化の流れに対して、歳を重ねても安心して元気に

暮らし続けることのできる地域づくりを進めてまいりたいと思っております。国全体も

そうでありますけれども、高齢化率がどんどん上昇してきております。小牧市もいよい

よ 23％を超えたところでございまして、就任以来、毎年 1％ずつ高齢化が進んでいる状

況でございます。 

市民ニーズが一層多様化している中で、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て行政の力だけで展開していくということには限界があるわけで
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あります。そこで、地域で市民の皆さん方のお力をいただきながら、支え合っていける

まちづくりを進めていく、支え合い共生都市を目指していくということを、第６次小牧

市総合計画新基本計画の都市ビジョンの１つに位置づけているところでございます。地

域協議会の創設を初めとして、ボランティアなどの活動の活性化を図ってまいりたいと

考えております。 

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るわけであります。そのために、行政改革を今後ともしっかりと進

めてまいりたいというように考えておりますし、あわせて子育て世代の流入、定住化を

促す子育て支援の充実や企業誘致の推進など、地域の活性化を進めまして、魅力と活力

ある住みよい小牧づくりに一層全力で取り組んでまいりたいと考えております。先ほど

ご覧いただいたＤＶＤも、そういう意味で、小牧に住んでいただこうというＰＲの一環

で作成させていただいたものでございます。今申し上げた、こども夢・チャレンジ No.1

都市、そして元気創造都市、支え合い共生都市の３つの都市ビジョンに、行政改革を加

えた四つの柱で市政を今後とも進めてまいりたいと考えております。 

今申し上げていることは総論でありますけれども、後ほど一つ一つの事業について、

簡単に話をさせていただきたいと思っておりますが、毎年２月の第１回小牧市議会の定

例会で施政方針演説をしております。今年は、どういう方針で、どういう事業を展開し

ていくかということをお話するのですけれども、大体その施政方針演説は約 50 分議会

で話していますので、それを簡単に、一つ一つの事業を１行でまとめて簡単に話しても、

50 分かかりますので、本当に今日は、かいつまんでの話になるかと思います。施策は全

て相互に深いつながりを持っておりますので、全体として、住みたい、住み続けたい小

牧市の創造に向かっていくわけでございます。ぜひまた、今後とも皆様のお力添えを賜

りますよう、心からお願いを申し上げます。 

以上、全体像を少し申し上げまして、冒頭の挨拶にかえさせていただきたいと思いま

す。今日は、よろしくお願いを申し上げます。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 今日は、前にスライドを用意しておりますので、それをご覧いただきながら、お聞き

いただきたいわけでありますが、お手元にも同じ資料をお配りしているかと思いますの

で、どちらでも見やすいほうをごらんいただきながらお願いをしたいと思います。 

今日は、市政戦略編、分野別計画編と書いてありますが、これは、平成２６年度に策

定いたしました、平成２６年度から平成３０年度までの小牧の最上位計画であります第

６次小牧市総合計画新基本計画の中身は、このような構成になっておりまして、この計

画に基づいて、毎年事業を進めているということでございます。この流れに沿ってご説

明をさせていただきたいというように思っております。 

まず市政戦略編であります。先ほど申し上げましたように、小牧市は、三つの都市ビ

ジョンを基軸に、市政を考えているところであります。こども夢・チャレンジ No.1 都

市、元気創造都市、そして支え合い共生都市の三つの都市ビジョンであります。先ほど

申し上げましたように、これに加えて行政改革というものがございますが、この四つの

柱で市政を今進めているということであります。 

先ほど目次を見ていただきましたけれども、七つの分野がございます。私が就任する

までは、実は行政改革というのは、総合計画と別枠で計画を持っておりました。ところ

が、やはり進めるべき事業と、再編成したり、経費を削減したりといった行政改革とは、

表裏一体不可分でありまして、これは、両面を全て職員が考えて実施していかなければ
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いけないのだということで、一体的な計画を、実は就任してから策定をさせていただき

ました。 

全ての自治体が、総合計画に基づいて行政を行うわけですけれども、実は私が就任し

たころは、いわゆる将来予測人口というのが、当然計画の中に入っているのですが、そ

れは、ほぼ全ての自治体が、人口増加を前提とした計画であり、小牧もそういう計画で

あったわけですけれども、これを大きく見直しをいたしました。人口が増えて、産業も

経済規模も拡大して、税収も増えていくという右肩上がりの時代から、右肩下がりと言

ってもいいような時代になっていく中で、大きく行政のやり方も、市民の意識も含めて

変えていかなければいけないのだと、今日本の社会の置かれている状況の中で、小牧も

計画のあり方から大きく見直しをしていく、そうした右肩上がりを前提としない社会状

況の中で、今までうまくいったことがうまくいかなくなる時代から、いろいろな仕組み

を再検討して変えていかなければいけないのだということであったわけであります。そ

ういう中で、七つ目に行政経営と書いてありますが、これは従来、行政改革の分野であ

ったわけであります。 

都市ビジョン１のこども夢・チャレンジ No.1 都市でありますが、一昨年、市制 60 周

年の折に、こども夢・チャレンジ No.1 都市宣言をさせていただきました。これは、議

会が議決をした、初めての都市宣言でありますけれども、議会でご討議・ご議決いただ

いて、子どもを軸に全ての世代がつながるまち、そして子どもの成長や子育て支援を地

域全体で支えていくまちづくりといったことを進めていこうということを掲げさせて

いただいているところであります。その後、昨年、地域こども子育て条例という条例も

制定いたしましたけれども、そうしたまちづくりに向けて、今、進めているところであ

ります。 

そういった中で、今年度の新たな取り組みといたしましては、１つは、ひとり親家庭

等支援事業ということで、先ほど、母子寡婦福祉協議会の総会にちょうど行ってまいり

ましたけれども、経済的に非常に苦しい状況にある方々が多いわけでありまして、そう

いう皆さん方を支援する。さらには、今、貧困の連鎖という言葉もあり、国全体で社会

問題になっておりますが、やはり子どもたちが、家庭環境や経済状況にとらわれずに、

夢を持って健やかに成長していける環境整備というのが、社会にとって大きな課題であ

りまして、このひとり親家庭等の支援において、大学等に入学する際の費用の一部を助

成するという制度を新たに創設したところであります。あわせて、高校を卒業していな

い方々の高校卒業程度認定試験に対する支援もさせていただくことにいたしました。 

それから、学習支援事業「駒来塾」ということで、教育委員会と連携いたしまして、

こども未来部で取り組んでまいりますけれども、簡単に言いますと、家庭環境で塾に行

けない子どもたち、学習のおくれがないようにということで、少しフォローをさせてい

ただくような、そういう公共の塾を、教員ＯＢの方やボランティアの方の御協力を得な

がら進めていくというようなことで、まずは２教室、開校いたしまして、順次、市内に

整備していこうということであります。 

都市ビジョン２の元気創造都市であります。これは、市民の健康生きがいづくり、そ

れから先ほど申し上げたように、市民のお力をお借りしなければ地域づくりはできませ

んので、さらに市民の皆さんに活躍できるような市民活動の活性化、さらには都市の魅

力を高めて、にぎわい創出をしていく。また、先人が築いてきた産業都市でありますけ

れども、工業用地などの不足によって市外へ出ていくような企業もある中で、施設の老

朽化対策や新たな進出企業への支援といったことで、継続して持続的に都市の力を高め

ていくようなことを描いているわけであります。 
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その柱は、企業立地推進事業であります。今、ご覧いただいているとおり、私が就任

してから新たに創設いたしました企業立地促進補助金の活用状況などを掲載しており

ますが、例えば皆さん、どうですかね、いろいろな企業が立地していますけれども、納

税額、例えば１位から 10 位、あるいは 30 位まで、どこの企業か、いろいろあると思い

ますが、年によって変わりますけれども。私が就任したころは、まだ納税額の高い、頑

張っていただいている企業に対して、うちの職員が年に１回は訪問しているかといった

ら、訪問していなかったのですね。そういうわけにはいかないだろうということで、や

はり継続して市内で操業いただくことが税の確保につながり、また市民の皆様方の福祉

の向上につながっていくわけでありますから、そうした点で企業訪問なども積極的にや

ろうではないかということで、昨年度などは 225 件、市内の企業や、進出を検討されて

いるような企業などに積極的にアプローチをさせていただいている。そのような努力も、

今行なっているところであります。 

そして、元気創造都市、先ほど申し上げましたように、企業立地のほかに、市民の健

康生きがいづくり、そして市民活動の活性化というようなことを目指しているわけであ

りますけれども、健康いきいきポイントという事業を、今進めております。 

これは、継続事業でありますが、一昨年あたりから始めておりますけれども、新たに

ウォーキングチャンレジなども、市独自のアプリケーション「alko」なども導入いたし

まして進めています。調子が悪くなってから病院にかかっていただくのではなくて、自

らの健康は自ら守るということで、健診をきちんと受けましょうとか、さまざまな目標

を自ら持って健康づくりに取り組んでいただくことに対して、一定のインセンティブと

してポイントを付与するような事業であります。ぜひ、今日お見えの皆さん方にも積極

的に取り組んでいただきたいということを思っております。 

それから、都市ビジョン３の支え合い共生都市であります。これは、簡単に言います

と、市民同士で支え合っていきましょうということでありますが、子供たちや障がい者

の方や高齢者の方々、支援の必要な方々もお見えになるわけでありまして、行政のみで

は、なかなか手が届かない部分もございますので、そうした支え合いの地域づくりを進

めていくのと同時に、防災、防犯の対策や、医療、介護、福祉連携ということで、安心

して暮らせるまちをどうつくっていくのかというようなことに取り組んでいるところ

であります。 

市として１つ力を入れておりますのは、在宅医療の推進事業でありまして、医療職や

介護職などの多職種連携をより密にしていこうということで、合同研修会を平成２６年

から開催してきております。 

また、小牧第一病院の中に、在宅医療サポートセンターを小牧市医師会で設立いただ

きまして、それに対しての財政的な支援などを行っているところであります。 

また、市民向けの在宅医療の講演会を開催しております。いざというときが来るかも

わかりませんので、ぜひ皆さん方に積極的にご参加いただきたいと思います。これは、

広報こまきなどでご案内しておりますので、ぜひご参加をお願い申し上げたいと思いま

す。 

それから、地域包括ケアであります。こういった高齢化の中で、医療や介護や福祉な

どのサービスを切れ目なく地域全体で提供していく体制づくりということで、国もずっ

と提唱しているものでございますが、私も市長に就任するときに、新しい地域福祉シス

テムの創設というようなことでマニフェストにも掲げさせていただいているものと基

本的には同じようなニュアンスのものでございます。今年度、この地域包括ケアの推進

に、スライドが縦になって申し訳ないですが、新たに地域包括ケア推進課という課を創
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設いたしまして、これに向けた体制の強化をしたところでございます。 

支え合い共生都市につきましては、この秋に新たな制度として、支え合いいきいきポ

イント制度を創設していく予定にしております。これは、介護施設でのお手伝いや、地

域の会館などでの高齢者サロン等のお手伝い、さらには地域協議会を通じての見守りや

支え合い活動への協力といったものに対して一定のポイントを付与していく制度でご

ざいます。これは、介護保険料、皆さんお支払いいただいていると思いますが、この介

護保険料を、特別会計の国の交付金の一部を活用いたしまして、参加された方にとって

は、介護予防の側面を持った事業であります。そして、まだ元気な方、介護保険を払う

ばかりで自分は使っていないよという方が支え合い活動に回っていただいた場合に、そ

うしたインセンティブを、年間上限１万円ぐらいで、今、制度設計を考えておりますけ

れども、お支払いをする中で、支える側を活性化していこうという、そういった狙いで

行うわけでありまして、実質的には介護保険料の負担軽減にもつながるものでございま

すので、ぜひ多くの市民の皆さん方に参加をしていただければというように思っており

ます。 

今申し上げた、この介護施設でのポイント、高齢者サロンなどでのポイント、さらに

は地域協議会などでのポイントということの三つを今考えているわけですけれども、今

16 小学校区のうち、3 つの小学校区で地域協議会を立ち上げていただいておりますが、

16 小学校全てで立ち上げていく計画にしております。 

今、申し上げたように、高齢者が増えてくるわけでありますけれども、やはり市民ニ

ーズが多様化して、支えが必要な方も見えるわけであります。それで、実は子ども会も

少なくなっているのですけれども、これは子どもが少なくなっているから当然だと思わ

れるかもわかりませんが、実は老人クラブも減っています。老人クラブのクラブ数も、

加入者数も、今減っているのですね。なぜかといいますと、やはり役員、お世話する人

のなり手がいないということをよく言われるわけであります。今、このように、小学校

区単位でやれることをやっていこうじゃないかという制度でありますが、区長などにい

ろいろとご説明を申し上げて、少しずつご理解をいただいているわけでありますけれど

も、毎年変わられる区長が７割なものですから、なかなか難しいところがありますので、

今後は子ども会や老人クラブやいろいろな皆さん方に、もう少し幅広くお話をしながら

進めていきたいと思っています。 

うまくいっている区は、自分たちの区で大体係がみんないて、うまくいっているもの

ですから、地域協議会は必要ないのではないかというご意見もあるわけですけれども、

しかしながら、そうではない地域も多いわけですね。今、16 小学校ありますけれども、

では、区の数はいくつあるかというのは、皆さんご存じでしょうか。小牧市内の区の数

は、今、129 区でございます。一番大きな区というのは、1,500 世帯を超えるような区

がいくつかございます。ただ、一番小さな区というのは、何軒ぐらいだと思われますか

ね。大体、3、4 軒という区があります。十数世帯という区もありますし、私が生まれ育

ったところも 60 世帯ぐらいですよ。会館がないところも、たくさんあります。たくさ

んというか、いくつもあります。ですから、そういう中で、区の状況がまちまち、いろ

いろと違う中で、市としては、やはり全体を見ていかなければならないわけであります。

大きな区は役員が見えるかもしれませんが、小さな区で同じことはできない中で、小学

校区単位ぐらいで、そう難しく考えずに一遍集まってもらって、今、地域で何が困って

いるだろうかと。老人クラブは何に困っているだろう、子ども会は何に困っているだろ

う、地域の皆さん方は何に困っているだろうということを、まず話し合いから始めても

らうとどうだろうというようなことを思うわけであります。そして、課題を共有しなが
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ら、できるところから、一緒にできることは一緒にやろうではないかということで進め

ていただけますと、今、実は防災訓練につきましては、先行して 16 小学校のうち 10 小

学校区で、小学校区単位の防災訓練をすでに始めていただいています。ですから、そう

いった一緒にできることは、一緒にやっていく中で、徐々に区単位の負担というものが

減って、一緒にできることは小学校区でやりながら、区の負担が減っていくと。5 年、

10 年経つと、徐々に役割分担が分かれていって、区の皆さん方によかったねと言ってい

ただけるのではないかというようなことも、市としては考えておりますので、ぜひ、ま

だの地域はお考えいただきたいと。 

今できておりますのは、陶小学校区と篠岡小学校区と小牧原小学校区でございます。

あと、いくつかの小学校区で、今、設立に向けた準備の話し合いをさせていただいてお

ります。16 小学校区ございますので、ぜひ順番につくっていきたいということで、ご協

力をお願い申し上げる次第でございます。 

市政戦略編の最後で、先ほどの健康いきいきポイントと支え合いいきいきポイントで

ありますが、これらのポイントを付与したものは、市内限定商品券で還元させていただ

くことを考えております。健康生きがいづくり、そして支え合いの輪を広げていくとい

う活動が、この元気と支え合いが循環して、まちの商業の元気にもつながっていくよう

な、その全体を、元気と支え合いの好循環を生む、地域内好循環を生むまちをつくって

いこうじゃないかというようなことを構想として描いてきているところでありまして、

平成 26 年にこういう計画を立てまして、準備を進めてまいりましたので、ぜひご協力

をいただきたい。 

高齢化率が、今 23％を超えたと言いましたけれども、多分 30％を超える時代が、間

違いなく小牧にもやってまいります。そういう中で、やはり我々の日本社会がこの超高

齢時代を幸せな形で乗り越えていくためには、高齢者が元気なまちをつくっていくと。

そして、元気な高齢者のお力を少しずつお分けいただいて、支え合いのまちづくりをつ

くっていくと。こういう循環を上手にやっていくことしかないというように言っても過

言ではないと思っておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

以上で、まずは市政戦略編についての御報告を終わらせていただきたいと思います。 

 

【市長】（市政報告部分） 

それでは、次は分野別計画編であります。 

まず安全環境と２つ目の健康福祉というところまでいきたいというように思います

ので、よろしくお願いいたします。 

まず安全環境についてでございます。いろいろなことをやっていますので、主に新規

事業、今年度取り組むような事業を中心にご説明申し上げたいと思います。私もなかな

か全体のペーパーの分量を全部把握できませんので、時間配分に気をつけていきたいと

思いますが、ご了承いただきたいと思います。 

まず、ご覧いただいたとおり、災害対策設備の整備ということ、それから資源回収ス

テーションの拡充ということ、また、燃やすごみ収集体制の見直しということがござい

ます。 

まず災害の備えでありますけれども、平成２３年３月１１日に発生いたしました東日

本大震災以来、国、県、市とも、防災対策の見直しを進めております。市も、国や県の

災害予測の見直しを受けまして、防災計画の見直しを行ってまいりました。そして、災

害備蓄品につきましても見直しを行いまして、これまでは市民の、今 15 万 3,000 人お
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りますけれども、市民の約 1 割の方が避難をされるという想定で、1 日 3 食分を備蓄し

てきたわけでありますけれども、これを見直しまして、拡充を図ろうとしているところ

であります。ただ、それだけでは追いつきませんので、国は推奨１週間ということを言

っております。広く関東から九州にかけて南海トラフ巨大地震が発生した場合、最悪想

定ですと、なかなかこれは、自衛隊などが出動しても追いつかない状況も懸念されると

ころであります。余計なことですけれども、東京などにお出かけの際は、首都直下型地

震などもお気をつけていただかなければいけないのですが、関東では、これは完全に余

計な話なのですけれども、地震の専門家に伺いますと、死者は何が一番多いと想定され

るか。何だと思いますか。高層ビルがたくさん出る。ガラスが降ってくる。津波もある

かもしれません。いろいろなことがあると思うのですけれども、一番死者が心配される

のは、餓死だそうでございます。首都圏が今、数千万人住んでいますよね。日本の人口

の約半分近くが住んでいる中で、富士山の東側で災害が起こりますと、これは自衛隊な

どが入るのですけれども、やはり最初の段階、数千万人に食料を配付して届けるという

のは、なかなか難しいと。ひとり暮らしの男性が一番危ないそうでありますけれども、

冷蔵庫の中は空っぽで、コンビニが冷蔵庫という暮らしをしている若い人たちがたくさ

んいるので、非常に心配だということを聞いておりますので、お出かけの際は気をつけ

ていただきたいというように思います。 

これは完全に余計な話なのですが、小牧においては、水は大丈夫です。東部に貯水タ

ンクが、非常に頑丈で大きなものがありますから、まず水は、小牧は大丈夫です。ただ、

一応、自宅でも備えていただきたいと思います。そして、食料品推奨１週間、最低３日

分は確保していただきたいと思っております。そして、飲料水はいいのですけれども、

トイレだとか便器がとまるというと、水洗トイレだと流れなくなりますので、トイレと

か洗濯とかお風呂とかいう水は配給できませんので、水を汲んでおいて、ぜひ対応いた

だきたいということもお願いしておきたいと思います。 

それから、環境という面でごみ対策でありますが、いろいろなことを進めてまいりま

した。子ども服のリユース事業、これは、私も子どもが小さかったときに、すぐに着ら

れなくなるものですからもったいないなということで、何とかということで、ハンガー

だけ予算をつけましたけれども、今、児童館で協力いただきまして、ボランティアの皆

さんにも仕分けを協力いただいて、子ども服のリユースをやっておりますので、お孫さ

んやお子さんの服で着られなくなったもので、きれいなものがありましたら、ぜひご協

力いただければ。大変ご好評いただいておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

それから、ごみ収集日のメール配信だとか、犬のふんの対策、パソコンの宅配回収を

全国で初めて開始いたしました。 

第２資源回収ステーションをつくっておりますが、第３資源回収ステーションにつき

ましても、今年度、西部地区につくっていきたいというように考えております。 

それから、ごみ処理施設の施設更新は、今、地元野口区のご協力をいただいて、順調

に稼働しているところでございます。とうとう、このおかげで、燃やすごみのごみ袋が

破れにくい材質に変えることもできましたし、市民にとってもプラスになっているとい

うように思っております。 

それから、ごみ関係で行きますと、条例改正で新たにつくるマンションについて、ご

み集積場から作りなさいねということで条例改正を行ったり、さまざま進めてまいりま

した。 

それから、今年度は、雑紙の排出方法の簡素化を行っております。簡単に言いますと、



8 

 

新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックは今までどおり出して、それ以外の紙類は全て緑袋

にそのまま入れて出していただくことに変えさせていただきました。今、白いごみ袋の

中で、半分ぐらいが紙類でございます。何とかこの紙類をリサイクルに回せないかとい

うことで検討してまいりましたが、新たに静岡にある事業所と交渉しまして、ここで受

けていただけることになりましたので、これは実現をすることとなりました。近隣では、

多分うちが最初ではないかというように思っておりますけれども、今までティッシュペ

ーパーの入り口のビニールをとらなければいけなかったり、サランラップの刃もとらな

ければいけないとか、プラスチックなどがついていたらとらなければいけないというこ

とがあったのですが、今後は、とらずにそのまま緑袋に入れて出していただくことが可

能になります。小さなレシート類から大きなものまで、全て緑袋で回収させていただく。

非常に簡単になります。そして、リサイクル率も上がりますので、環境にも優しくなり

ます。そして、３つ目として、これは買い取っていただけるものですから、財政、何か

お金を出してではなくて、お金をもらってお渡ししますので、財政にもプラスだという

ことで、まさに近江商人ではないですけれども、三方よしということでございますので、

皆さんにご協力をいただいて進めていきたいと思っております。 

それから、燃やすごみの回収が夕方までかかっている地域が一部ございますので、こ

れについて、午前収集が完了できるように充実させていきたいと思います。 

雑紙について、封筒の中に入れてありますので、後でご覧ください。 

第３資源回収ステーション、今申し上げました、この場所につくっていきますので、

よろしくお願いいたします。 

次に、健康福祉のほうに行きます。健康いきいきポイント、先ほど申し上げました。

そして、不妊・不育治療費の助成を拡大してまいります。乳がん個別検診を実施してま

いります。 

市民病院建設でありますが、昨年９月にいよいよ着工いたしました。280 億円という

大事業であります。これまで私は、行政改革も含めていろいろな事業をやっております

けれども、財政規模自体は変わらずに進めてきております。借金も減って、貯金も増え

てという状況で来ておりますけれども、この市民病院については大事業でありますので、

一時的には、これは、会計が膨らむということは、致し方ないというように思っており

ますが、市と病院で 100 億円積み立ててまいりましたので、100 億円は現金で払うと。

後は起債をすると。あるいは、国の方でも出るということで、こういう起債、借金につ

いては、行政の事業は病院だけではなくて、全てが悪いわけではなくて、今お住まいの

皆さんの税金だけで建てる、それで来年、再来年と、5 年後、10 年後に引っ越してきた

人たちは、それに対して負担をしないよというのは不公平ではないですか。だから、5

年、10 年、20 年長く使っていくものは、ほかのこれから住む市民の皆さんにも負担し

ていただこうということで、これは財政の平準化という目的もあって起債をする、借金

をするという部分もございますので、全て借金は悪だということばかりではないという

ことで、健全財政の計画をしっかり立てて進めていくわけでありますから、このあたり

でご理解をいただきたいというように思っております。早期に黒字化で回復する予定で

進めてまいります。平成 31 年のゴールデンウィーク明けに市民病院の診療開始という

ことで、あと２年でございます。こういった絵なのですけれども、まず２つ申し上げま

すと、自走式の立体駐車場を敷地内に整備いたしますので、ほとんどの方が敷地内にと

めていただけるのではないかと。かなり近くなるのではないかということを思っていま

す。もちろん公共交通の自立はしていますので、バスロータリーもしっかり整備してま

いります。そして、病室なのですけれども、ここにあるとおり、今ですと６人部屋、カ
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ーテンを閉めますと、少し薄暗いですよね。でも、今度は４人部屋になりまして、カー

テンを閉めても、全てのベッドから窓があって外が見えるということで、明るい病院の

環境になるということでありまして、ぜひ使ってくださいということは申しませんので、

使わないようにして、健康には気をつけていただきたいというように思いますけれども、

いい病院になるよということで、いざというときには安心していただけるのではないか

というように思いますから、よろしくお願いいたします。 

 

【市長】（市政報告部分） 

次に、教育・子育てと、それから文化・スポーツという２つの分野について、お話を

させていただきます。 

まず教育・子育てでありますが、コミュニティ・スクールの導入検討、これは教育委

員会で、今、取り組んでおられます。そして、待機児童の解消、さらには創垂館の修繕

といったことが書いてありますが、この中で小牧山の創垂館については、歴史のある建

物でありますので、何とか改修して保存してほしいというような強い要望が出されてお

りましたので、これを進めていくことといたしました。これまで、その方法等について

検討してまいりましたけれども、進めていこうということで、方向性を出させていただ

いているところであります。 

それから、今年の３月に小牧市教育大綱と小牧市教育振興基本計画を策定いたしまし

た。教育大綱については、教育の法律が大きく改正されまして、教育委員会の制度改革

などがあったのですけれども、新たにそれぞれの市長のもとで教育の総合的な施策の考

え方をまとめなさいよというようなことになりまして、教育委員会と協議をして、私の

もとで大綱という形で策定をさせていただきました。ここに書いてありますように、小

牧市の教育における基本理念としては、「郷土の歴史を礎に、市民とともに愛と夢、生

きる力を育みます」とさせていただいたところでございます。さまざま皆さんの御意見

をいただきながら策定を進めてきて、こういった形で策定をさせていただきました。 

この、愛、夢、生きる力というのは、小牧が大事にするものは何ぞやというようなこ

とについては、ここに書いてあるとおりでありまして、かなり多くの皆さんとご意見を

いただきながら、推敲に推敲を重ねて、こういう形でまとめさせていただきましたので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。今、地域こども子育て条例も施行しており

ますので、学校、行政だけではなくて、地域の皆さんとともに、こうした子どもたちの

子育て支援、教育をみんなで進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

それから、小中学校のエアコン設置でありますけれども、昨年、全９中学校、エアコ

ンを設置いたしまして、今年の５月までに全 16 小学校、設置を完了する予定にしてお

ります。 

待機児童が多いのですけれども、保育園との関係をグラフにさせていただきました。

簡単に言いますと、働きたい方が増えております。景気も回復してくる中で、働くお母

さんたちが増えているということで、実は保育園の数が、ここに書いてありますように、

毎年増やしてきているのですよ。 

特にみなみ保育園をオープンした際には、180人定員の保育園、30数人、40人ぐらい

ですかね、待機児童、このとき39人の待機児童がいて、180人定員の保育園をオープン

したら、普通待機児童は解消すると思うじゃないですか。ところが次の年、49人の待機

児童がいたという、そういうぐらい、いわゆる保育園の定員を増やすよりも、預けたい

という、そういう子どもの数が増えるほうが、急ピッチであるということで、ここに書
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いてありますように、毎年定員を増やしてきているんですが、待機児童がなかなか減ら

ないという状況だったんですが、ようやく今年の春、待機児童とりあえず3人というと

ころまできました。ただ、また年度途中でどんどん増えてくるのですね。ですから、こ

れはまた増えていきますし、今、3歳未満時の小規模保育施設を増やしています。民間

のほうで増やしてきていますので、今度3歳以上のところが、今後、足らなくなるとい

うことが懸念されますので、この特に名鉄沿線、人口が伸びておりますから、この小牧

の中心部のほうで、特に足らないということでありますので、いよいよ新しい保育園を

建てていかなければいけないだろうというようなことを今、検討しております。今、20

保育園ありますけれども、保育園としてはですね。あと、小さな小規模園が民間でいっ

ぱいやっていただいているのですが、この新しく建てまして、そして、一時的には、需

要が増えますから、新しく建てて、吸収しながら将来的に子どもが減っていけば、老朽

化をしているところから順番に整備をしていくということが、一番いいのではないかと

いうように考えているところでございます。 

それから、文化・スポーツでありますが、平成３０年の全国高等学校総合体育大会と

いうことで、小牧市も割り当てがありますので、この準備を進めてまいります。 

それから市民文化財団、この春に設立をいたしました。市民の手による市民のための

文化振興を目的に財団を設立したところでございまして、いっそうの小牧市の文化発展

に向けていきたい。一応私が、体育協会とともに、理事長ということになっております

ので、多くの市民団体、文化団体の皆様の力を結集して進めていきたいというように思

っております。 

これは、単年度制で市が、文化振興をやっていますけど、単年度制ですとなかなか大

きな事業の準備がしにくいということがひとつありまして、こういった財団を通じて、

専門性を有する職員も入れまして、さらに進めていこうというような体制を強化すると

いうことも１つの大きな目的でございます。 

それから、史跡センター、これは小牧山のふもとでありますが、いよいよ工事に入っ

てまいります。来年の秋ごろの完成を目指しています。小牧山については、文化庁の指

導が非常に、国指定史跡ですから、小牧山全体、なかなか文化庁の了解がないと触れな

いわけなのですけれども、今、小牧山の歴史的価値が非常に高い、小牧山だけで展示が

できるというようなことで、文化庁もぜひというような、そんなことでございます。こ

の春に、小牧山にもポスターが貼ってありますけれども、続日本名城100選ということ

で、小牧山が全国のお城の中で選定をされました。大変うれしいことだというように思

っております。10年前に、日本名城100選というのが選ばれているようなのですが、そ

れに続くお城100選ということで、全国では、数万の城郭、城址がある。お城や、城跡

があるそうですけれども、その中で200位以内に入る価値のある名城だということでご

ざいますので、非常に喜んでいるところでございまして、来年度に向けて、小牧山の史

跡の情報発信センターをつくっていくことになっております。これも前から、平成11年

から計画があったのですけれども、なかなか進んでいませんでしたが、今、進めている

ところです。 

そして、新図書館の建設でございますが、一昨年の１０月に住民投票がありまして、

一旦計画がゼロベースに戻ったわけであります。以来、審議会を17回開催いただきまし

て、今年の２月８日に市議会が答申をいただきました。中身は、以前つくった平成２１

年の策定の図書館建設基本計画を細部にわたって再検討いただいて、いろいろご提言、

見直しをいただいて、答申をいただいたということでありまして、場所等については、

いろいろな意見があったわけでありますけれども、Ａ街区というご意見が多数であった
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ということもあって、先般、市としての答申を受けて、基本的には答申を尊重してとい

うことで、ほぼ答申どおりの内容で市の方針を固めまして、さる文教建設委員会に改め

て方針をお示しをしたところでございます。運用方針については、直営が望ましいとい

うような答申をいただきましたので、運営方法については、直営ということで今、考え

ているところでございます。この６月の議会で、また御審議をいただくことになろうか

というように思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

以上で、教育、子育てと、文化、スポーツということで、御報告を申し上げました。 

よろしくお願いをいたします。 

 

【市長】（市政報告部分） 

産業交流でございますが、書いてあるとおりでございます。住みたいと思っていただ

ける、魅力あるまちにしていくことで、やはり将来の活力を維持していかなければなり

ませんから、特に子ども、子育てを力入れておりますけれども、子育て世代を中心に、

若い世代が住みたいと思うまちづくりを進めていくということでございます。 

今、３世代同居・近居補助金の創設を昨年させていただきましたので、お子さん、お

孫さんで小牧市にもう一遍帰って住みたいといっていただけるような方が見えました

ら、家を建てたり、マンションを買ったりするときの補助制度を些少でございますけれ

ども、わずかでございますけれども設けておりますので、ぜひひとつ、言い出すきっか

けにでもしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それから、産業創出については、新産業創出については、先ほど申し上げたように、

今、企業新展開支援プログラムをつくりまして、新たな補助制度、補助メニューなども

つくりまして、鋭意力を入れているところでございます。先ほどの、もう戻れませんけ

れども、スライドの6ページのところで申し上げたように、この3年間で補助金を使って

いただいたのは、16件でありまして、うち半分が市外からの新規立地ということで、一

定の成果を上げているものというように考えております。 

また、観光振興基本計画を昨年策定いたしまして、市のさまざまな資源を活用して、

にぎわい創出に向けても努力していきたいと思っております。 

それから、都市基盤でありますが、桃花台センターの拠点整備、ここに書いてありま

すけれども、バス拠点の集約化などを今、検討をしております。それから、小牧原駅、

小牧口駅のバリアフリー化ということでありますけれども、平成２６年に味岡駅のバリ

アフリー化を行いました。国の指針が変わりまして、今3,000人以上が利用する、前ま

では5,000人以上だったのですが、3,000人以上であれば、こうしたものに今、補助が付

くということになりまして、味岡は早速、これ名鉄管内第1号だったと思いますけれど

も、小牧のほうで企画させていただきました。 

今回、今年度小牧原駅3,000人、一昨年超えましたので、エレベーター設置などを行

ってまいります。小牧口駅につきましては、今、整備を行っておりますが、来年になろ

うかと思いますけれども、来年度のバリアフリー化工事に向けて今、準備を進めており

ます。小牧口駅につきましては、大事業でありましで、地下を掘って、両側から地下を

掘ってエレベーター整備するということで、７億円ぐらいかかるのですけど、市と名鉄

と国と協力して頑張っていきたいというように思っております。 

それから、道路照明灯のＬＥＤ化。これについては、のちほど行政改革の中でも触れ

ると思いますので、とばします。いわゆるバリアフリー化は、このとおりですね。 

ここにありました道路照明灯のＬＥＤ化につきましては、順次ＬＥＤ化を進めてまい

りましたけれども、この際、一気に業者さんと契約をして、リース契約で全部まずＬＥ
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Ｄ化をしていこうということで、方針を改めさせていただきました。これは、リース料

などかかりますけれども、年間500万円ぐらい、これで経費削減になるだろうというこ

とで、10年間だと5,000万円ですから、ＣＯ
2

の排出量も500トンぐらい減るということで

ありますので、これを先行して進めようじゃないかということを今年度考えていること

でございます。 

それから、巡回バスにつきましては、私が力を入れているところなのですけれども、

65歳以上無料化を行いまして、そして一昨年、昨年とコースの再編を行ってまいりまし

て、現在8コース8台から大幅に拡充して、19コース18台、１日216便ということで、約1

時間1本ということで、充実させたところでございます。 

今、全てのご自宅から半径500メートル以内に必ず駅かバス停がある状況にさせてい

ただいております。これは、名鉄バスなど含めてでありますけれども、必ずバス停があ

るということであります。高齢化の中で、いつも申し上げてきた、県会議員のころから

申し上げてきたのですが、もう道路をつくるだけでは、インフラとは呼べないと。高齢

化の中で、車に乗れない人も増えてきますから、移動手段そのものを提供しないと、買

い物や病院に行けないじゃないかということで、市長になりまして、これをぜひやりた

いということで、一応5,000万円ぐらいだったのです。今、３億2,000万円かけています

から、正直全国的にも、500メートル圏内に必ずバス停があって、1時間に1本走ってい

るなんていう自治体は多分ないと思いますが、そのぐらいまで充実させたというように

思っています。 

お金がだいぶかかっていると思います。ただ、これは必要だと思っていますので、行

政改革でコスト削減を一方やりながら、借金を背負っていませんから、ほとんど今まで

と同じ予算でやっていますので、どこか削ってやっているということでありますから、

ご理解いただきたいと思うのですが、これ利用客数は、私が就任した当時が約30万人だ

ったのですけど、今、62万人まできておりまして、だいぶご利用いただいてきていると

いうように思っております。それで今、高齢者の絡む事故が増えておりまして、警察署

長さんからぜひ、年配の方は免許書の返納を呼びかけてほしいというような話も聞いて

おります。免許返納率も、年々返納者が増えているのですけれども、特に巡回バスを充

実させてからは、今年に入りましてから、既に315名の方が返納いただいているという

ことで、やっぱり返納したいけれども、どこにも行けなくなっては返納できないよとい

うことだと思いますので、小牧市としましては、今、充実させておりますから、議会の

ご理解も必要ですけれども、何とかこれは続けていきたい。恐らくあと、10年ぐらいし

ますと、今、自動運転ですね、自動運転の実証実験、愛知県内で今、相当やっているの

ですよ。ですから、この情報化の流れもちょっと前まで、こんな状況を想定できなかっ

たぐらいですから、あと10年もしますと、恐らく自動運転でバスが走るようになるんじ

ゃないかと思いますから、そこまで頑張っていけば、予算的にも大丈夫だろうというこ

とを思っていますので、ぜひ頑張っていきたいというように思っております。 

それから、ピーチバスについても、拡充いただいております。今、市民病院直行バス

も桃花台のほうから増やしていただいておりますので、ご利用いただきたいと思います。 

 

【市長】（市政報告部分） 

それでは、すみません、次に行きたいと思います。 

自治体経営でございます。これは、行政改革の分野でありますけれども、行政改革は

常に努力が必要なものであるというように考えております。これは、単に無駄減らしと

いうことだけではなくて、より効果的な行政、質の高い行政サービスの実施であるとか、
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いわゆる地域の皆さん方も含めた協働まちづくりであるとか、そういったことも含めて

のいわゆる地域の経営という面で仕組みを変えていく、やり方を変えていく、そういっ

た中で効果的、効率的な形にしていくということ、全体を含んだ概念だというように理

解をしております。今、市民課でマイナンバーカードをこれ無料で発行しておりますの

で、お取りいただければ、コンビニエンスストアで住民票や印鑑証明などを取っていた

だくことが可能にさせていただいております。 

それから、窓口の改革も順次利便化を図らせていただいているところでございます。

また、利用しやすい公共施設ということで、休業日を縮小して、開業日を拡大したりと

いうことを進めてまいりました。 

それから、民間委託もこれは、民間活力を導入しながら、よりサービスもよくしてい

こうということで、コスト縮減とサービスの充実という両面だと思いますけれども、こ

ういったことをやっておりますし、あんまり御存じないのは、市民総合相談案内、相談

ホットナビというのを開設しているんですが、これは、76-1111でありますが、どこに

相談していいかわからないとき、とりあえずここにかけていただくということで開設を

させていただいております。ぜひ、利用いただきたいと思います。 

それから、行政改革の２つ目、協働まちづくりということで、さまざま示させていた

だきますよということ。そして、今日という日も含めまして、さまざまな市民の皆さん

方との場をつくったり、そういったことも含めて情報提供などにも力を注いでいるとこ

ろでございます。 

それから、ご覧いただいたとおり、組織の見直しは随時行っているところでございま

す。また、特に組織の関係では、中間管理職というと語弊があるのですけれども、基本

的には、課長補佐を全廃するという方針で今、組織のスリム化を図ってきておりまして、

というのは、非常に窓口業務が、繁忙でありまして、非常に忙しくて、結構市民の皆さ

んからすると、お役所仕事で9時5時みたいなイメージがあるかもしれません。結構、特

に福祉の窓口なんかは、普通に9時、10時までみんな残業をしている状況が常態化して

いましたものですから、非常に多忙だということで、その中で、今、公務員をずっと減

らしてきておりますので、そういった中で中間を圧縮して、現場の職員を増やしていく

という改革をしてきておりまして、民間の業務委託、窓口業務も民間のオファーも入れ

ながら、職員も増やして職員の待遇、処遇改善にも今、努めているところでございます。 

この春から、これまでが最終退庁時間が10時だったのですけれども、夜10時には少な

くとも残業を終わって帰ってくださいということだったんですが、この春からは8時に

しました。東京都も力を入れていますけれども、働き方改革の一貫ということで、小牧

市も残業を8時までにしてくださいと。私、就任以来、組織改革の中で現場の人も増や

してきているし、いろいろとやってきているので、ぜひ体制見直しの中で職員が10時ま

で毎日いると、若手の職員、結婚できないということで困るものですから、やっぱりこ

れは、仕事と家庭の両立支援というようなことで、そんなこともこの春から呼びかけて

いるところであります。 

それから、いろいろやっていますが、まだ財源確保にも力を入れております。小牧応

援寄附金につきましては、県内でほとんど黒字のところがないのですけれども、小牧市

は確か4番目か5番目ぐらいですが、黒字のところは大体そのぐらいしかなかったと思う

のですけれども、頑張っているほうかなというように思っています。基本的には、ふる

さと納税制度、だいぶ歪んでおりまして、国の制度がおかしいと思っておりますけれど

も、ただ、今取られるばかりでは困りますので、市としてやっぱりこれはしっかりと稼

いでいかなければいけないということで、努力をして、小牧市としては黒字であります。 
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いろいろ書いてございますが、書いてあるとおりでございます。 

特に、そんな中で電気料金の削減につきましては、中部電力さんから買うのは当たり

前の時代から、今、どこから買ってもいいということになりまして、平成25年に全国で

初めてでしたけれども、近隣市町と２市３町合同で電気を買うほうの入札を行いました。

それで、まずもって１年で1,000万円ぐらい小牧市だけでも削減できたのですけれども、

近年はさらに安くなっておりまして、これは昨年の上半期だけの数字しかまだ出ており

ませんが、2,289万円削減ができている状況でございます。少しずつ努力をしていくと

いうことかというように思っております。 

あと、直近の平成２７年度の財務4表でありますけれども、ここからわかることは、

とりあえず平成２７年度については、市の資産が増えて、負債は、借金は減っています

よと。市民1人当たりの行政コストも減っていますよというようなこと、健全財政です

よというようなことが書いてあるわけであります。今の市の貯金については、金融資産

635億円ということで、借金全部を合わせても610億円ですから、借金よりも貯金のほう

が多いというのが全国的にもきわめてまれだというように思いますが、おかげ様で健全

財政を維持しながら進めております。私も就任以来、市の一番メインの貯金であります、

財政調整基金につきましては、1円も取り崩さずにむしろ積み増して、現在まで来てお

りますので、いろいろなサービスは、プレミアム商品券だとか、巡回バスの充実だとか、

いろいろなことをやっていますけれども、とりあえず借金に頼ってやっているわけじゃ

なくて、行政改革とあいまって負担を増やすことなくやっていますので、皆さん方もま

たご理解をいただいて、いろいろな事業を進めていきたいというように思っております

ので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

【市長】（閉会のあいさつ） 

お礼だけ申し上げます。 

本当に長時間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。いろいろと、

ご意見、ご要望等あろうかと思いますが、全部を一気に解決するというのは、なかなか

難しいわけでありますので、1つずつ解決をして前に進んでいきたいと思いますから、

ぜひ何なりと、別に意見は、聞かないわけではないですから、意見はどしどし寄せてい

ただいて、市としてきちんと判断をさせていただくということだと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

今日は、ありがとうございました。 


