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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２３日（火） 午後１時３０分～ 
             場所：東部市民センター 講堂 
 

【市長】（あいさつ） 

 皆さん、こんにちは。本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうござ

います。 

市長就任して7年目になるわけでありますけれども、皆様には、市政に対しまして、

ご理解とご支援をいただいておりますこと、まずもって厚くお礼申し上げます。 

さて、毎年タウンミーティングということで、さまざまな機会で市民の皆様方とこ

うして意見交換をさせていただいているわけでありますが、本年は特に今の市政の状

況を報告申し上げながら、今年度、平成２９年度でありますけれども、予定をしてお

ります事業並びに予算などの概要について、提案ごとにご説明を申し上げたいという

ふうに思っております。 

これは、毎年２月の市議会におきまして、今年の方針ということで、施政方針演説

を市議会の議場でさせていただくのですけれども、大体それが50分くらいかかります。

各事業について、本当に1行でそれぞれ簡単に申し上げながら、全体、いろいろな多

岐にわたっておりまして、50分くらいかかるものですから、そうしたことで市政全般

にわたって詳しく説明する時間がなかなかないわけでございまして、今日もそうした

中で少し絞って、分野ごとにかいつまんで、できるだけわかりやすく説明を申し上げ

たいというふうに思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げたいと思って

おります。 

さて、本年度がスタートいたしまして、まもなく2か月が経過しようとしていると

ころであります。我が国は、改めて申し上げますと、本格的な高齢化、そして、人口

減少の時代を迎える中、小牧市でも同じような状況が進みつつあります。現在、高齢

化率23％を超えたところでありますが、高齢化が一層進みますと介護や医療にかかる

予算が増えてまいります。一方で、少子化によって働く世代の人口が減少し、税収が

下がっていくことが予想されます。お金の面だけではなく、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ければ、支える世代が少なくなってまい

りますので、そうした課題も今後想定されるわけであります。 

一方、保育園が足りないというふうなことが言われております。全国的な課題であ

りますけれども、ここで働いている保育士さんも不足をしておりまして、そうします

と働きに出たいと思うお母さん方がおみえになっても、お子さんを預けることができ

ないということで、全てこれは、つながっているわけでありますけれども、全ての課

題を一気に解決するといった方法というのは、なかなか難しいものがございまして、

一つ一つそうした状況に対応しながら、そして、やはり5年、10年、20年と見据えた

中で必要な対策を早期に手を打っていくという必要があるというふうに考えており

ます。 

小牧市は、先人のご尽力で全国でも有数の財政力を誇る産業都市に成長しておりま

す。しかし、本市においても、そうした状況の中で、いや応なく厳しさを増していく

わけでありますので、今申し上げたように、市民の皆さんと危機感を共有しながら対

策を進めていきたいというふうに思っております。大きなそうした時代の変化の中で、

自ら我々が智恵と努力で次なる時代を切り開くべく、一貫して、受け身ではなく、主
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体的にチャレンジする市政を行っていくというようなことを申し上げてまいりまし

た。この東部の地域におきましても、いろいろな課題があるわけでございますけれど

も、そうしたことも含めて、住みたいと、住み続けたいと思っていただける本市の創

造に向かって一層努力をてしまいりたいというふうに考えております。 

これから市政報告会を始めていくわけでございますけれども、先ほど来申し上げて

おりますように、いろいろな課題はありますけれども、全てつながっておりますので、

いくつかの課題について、これはいい事業だと、いや、これはどうなんだと、課題が

あるといろいろとご意見あろうかと思いますが、そして、やはり世代によっても、立

場によっても、やはり必要とされる事業、施策というものが変わってくるわけであり

まして、例えば、保育園ですと、これは、保育園児にしか使わないわけであります。

そして、高齢者の、例えば、老人福祉センターは、ご高齢の方が使う施設であります。

それぞれの世代がありますと、危ぶまれるのではないかとか、これはどうなんだとい

うこともあるわけですけれども、先ほど来、申し上げているように、全体として、こ

れは必要な方に必要な施策を講じていくということが市政にとって必要であります

ので、そういう意味で、全体がつながっていると。全体をもって全ての市民に住みや

すい町をつくっていくと、こういうことだろうというように思っておりますので、ま

た、地域間格差もあるかと思いますが、東部、西部、北部、南部といろいろございま

すけれども、全体として市政を見ていく市長の立場でございますので、今日は、特に

東部の関係をいろいろとお話しさせていただくつもりでおりますけれども、市政全体

のことを、例えば、西のほうのこともお話することもあろうかと思いますが、ぜひご

理解をいただきまして、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

それでは、今から総務部長がまず予算の簡単な今年度の概略をご説明申し上げた後、

私のほうから順を追ってお話をさせていただきたいというふうに思っておりますの

で、最後までおつき合いをいただきますように、よろしくお願いを申し上げます。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 それでは、市政報告をさせていただきたいというふうに思います。 

まず、今日は、お手元のほうに資料をお配りしておりますが、前のスライドと同じ

資料をお配りしています。前でもお手元でも同じものでございますので、どちらでも

同じように見ていただければと思います。 

では、こちらの資料でありますけれども、1枚めくっていただきますと目次がござ

います。市政戦略編から7つの分野別の計画がございます。これは、平成２６年度に

策定をいたしました第6次小牧市総合計画新基本計画がこういった構成になっている

わけであります。私が就任をして一番大きく変えた、これは行革と言ってもいいと思

うのですけれども、行政改革も今までいろいろと小牧でももちろん取り組まれてきた

わけなのですが、一番大きな改革と言ってもいいと思いますけれども、これは何かと

いいますと、やはりこれまで、これは全国どこの自治体でもこうした総合計画を最上

位計画として持ちながら、計画に基づいて、さまざまな施策・事業を展開してきてい

るわけですけれども、これまでの行政計画というのは、これは右肩上がりを前提とし

た計画でありました。人口が増えていくと経済も成長していくと。そして、それに伴

って税収も拡大をし、そうした税収の増加を背景に、いかにこの市役所のサービスを

拡充していくのかというようなことを念頭に置いた計画が、基本的には、どこの自治

体でも行われてきたわけです。 
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ところが、もはや今、日本の総人口が減り始めているわけでありますし、小牧でも、

一昨年くらいから頭打ちで減り始める局面に入ってきているのかなというようなこ

とを思っています。 

そうした状況の中で、人口が減っていくということを前提とした計画に変えていか

なければいけないのだと。市の予算は、市長としては、どんどん小牧、まちが発展し

ていきますよと、そういったことを言いたいわけですけれども、もはや拡大型行政を

展開できるような、そういった状況では、どの自治体でもなくなってきている中で、

現状にあわせて、いわゆる出生も見据えた形の計画をつくっていかなければいけない

と。 

そうしますと、市民の皆さん方には、「いや、このサービスはやめますよ。これか

ら不便になりますよ。」といったことを言わなければいけないということで、首長、

市長や市町村長にとっては、なかなか言いにくい時代になってきているわけですが、

これは、全国的にこういう状況に差しかかっているというのは、もう言わざるを得な

い状況であります。 

小牧は、まだまだ財政も強く、全国と比べると若いまちでありますけれども、小牧

も今、人口が減っていくという計画になっておりますし、そうした時代背景の中で、

やはり選択と集中をして、不要不急の事業をやめて、そして、本当に必要とされる事

業にいかに予算や財源ですとか、それから、人員等の経営資源を振り分けていくのか

と、こういったことが求められる時代になってきておりまして、それを計画段階から

しっかりと計画に位置づけていくということで、この私のもとで新しく4年前につく

りました計画は、そうした計画の金型というのを大きく見直して策定をしたものでご

ざいます。 

後ほど、最後の自治体経営のところでも触れますけれども、そうした中で、行政改

革というのが、こうした事業をやりますよという計画とは別に、行政改革の大綱なり

プログラムが組まれていたわけですけれども、これを合わせまして、一体として、試

行段階から、計画段階から施行に至るまで、行革の視点をあわせて取り入れた計画と

して策定をしたものでございます。こういった考え方とも、やはり全国に先駆けて、

いち早く改革に取り組んでいるということが大きな特徴かというふうに思っており

ます。 

さて、そうした中で、今、市政戦略編でありますけれども、ご覧いただくとおり、

３つの都市ビジョンをまちづくりの基軸としております。このあたりは、もうすでに

皆さん、「よく知っているよ」ということかもわかりませんが、今、こども夢・チャ

レンジNo.1都市、元気創造都市、支え合い共生都市という３つの都市ビジョンで、こ

れプラス行政改革という４つの柱で市政を進めているところでございます。 

さて、1つ目のこども夢・チャレンジNo.１都市でありますが、これは、子育て支援

が充実しているまちだというふうに小牧は言われております。いろいろな施策が充実

していることは事実だというふうに思っております。そうした中で、さらにこうした

子育て環境を高めていくとともに、子ども自身がどんな家庭環境、どんな子どもたち

でも将来、希望や夢を持って健やかに成長していける、前向きにチャレンジしていけ

る、そういう環境づくりをさらに整えていこうということで、今、こども夢・チャレ

ンジNo.1都市ということを言っております。 

さらに、これを行政や教育現場だけではなくて、地域全体で子育てをしていくとい

うことで、一昨年、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。そ
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して昨年、「地域こども子育て条例」という条例を制定いたしまして、今まさに、皆

さん方と一緒になって、そうした環境を整えていこうという取り組みを進めておりま

す。こども夢サポーターというサポーター制度も今ありまして、企業さんや市民団体

の皆さん方が登録をいただいて、一緒になって進めていただけることを、少しずつ裾

野を広げているところでございます。 

そのような中で、さまざまな取り組みを進めておりますけれども、今年は、特に拡

充いたしましたのは、ひとり親家庭支援の部分でございます。今、子どもの貧困とい

うものが全国的に課題になっております。貧困の連鎖という言葉もありますけれども、

やはり家庭環境がよくないということで、経済的に恵まれないというようなことが、

今、学力にも影響を与えていくというようなことで、その親から子へと貧困は連鎖し

ていくということをいかに食いとめるかというようなことが国会などでも議論され

ているわけでありまして、小牧としても、やはり、そうした恵まれない子どもたちへ

の支援を強化していこうということで、この貧困対策にも力を入れていきたいという

ふうに思っておりました。 

さまざま検討いたしましたけれども、まず、ひとり親家庭などの子どもたちが大学

に進学する際の進学準備費用の一部を補助していくという制度を創設させていただ

きました。他の市町を見ますと、数人ですとか、十数人ですとか、絞った形で、そし

て、学力要件など、厳しい要件があって、こういった制度を設けている自治体はある

のですけれども、学力の要件まで出して、いわゆる経済的な世帯の所得などはもちろ

ん条件があるわけですけれども、そうした中で、厳しい家庭環境にある子どもたちに

対しては広く支援をしていくという制度とさせていただきまして、そのことは特徴な

ことではないかというふうに思っております。 

それから、もう一つ、これも、簡単に言いますと、家庭環境で経済的な困難さなど

もあって塾に行けない子どもたち、実は、塾に行かなくて学校だけで足りるのが本当

は一番なのですけれども、現状、現在は多くの子どもたちが塾に通っている状況の中

で、そうしたことができないよという子たちに、そして、少し学習が遅れているとい

う子たちに手を差し伸べて学習の支援をするという無料の学習塾でありますけれど

も、「駒来塾」ということで、教育委員会と連携して、今、こども未来部のほうでこ

うした塾をまずは市内2か所、モデルケースとして北里方面と篠岡方面で1か所ずつ開

設をしていくことにしております。状況を見ながら拡充をしていきたいと考えており

ます。 

それから、元気創造都市でありますけれども、これは、市民の皆さんの健康生きが

いづくり、そして、市民活動の活性化、さらには小牧が誇る産業都市の力を高めてい

く、さらなる企業誘致、そして、商業の活性化等々、市民やまちの元気を高めていく、

創造していく、そうした取り組みのビジョンであります。 

特に柱となるのは、企業立地の推進でありまして、過去、先人のご努力で企業誘致

を積極的に取り組んできた小牧市でありますけれども、伊勢湾台風の後、50数年たっ

て、老朽化をした設備の中で、そして、土地も狭くなってきていると。これ以上拡充

ができないという中で市外に移転をする企業さんもあるわけでありまして、そうした

中で、小牧で引き続き操業していただくためには何が必要なんだと。さらには、時代

の中で、これは栄枯盛衰でありますから、これから伸びていく産業を小牧にしっかり

とまた誘致をしていくということで、絶えず、こうした循環の中で新たな企業の立地

というものを目指していかなければならないわけであります。 
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実は、私が就任するまで、例えば、１番から30番までの税収の多い企業さん、年に

１回、訪問しているか。ご用聞きといってはあれですけれども、「何か困ったことは

ないですか」と。引き続き小牧での操業を継続していただくために、支援というもの

は何が必要なのかといったことでヒアリングも必要ですから、そうした企業の訪問を

やっているかということを聞きましたところ、全然やっていないということで、全部

門との情報共有もなかなか難しい中でして、それではいけないということで、今、積

極的な企業訪問をやろうではないかということで、職員が今、一生懸命頑張ってくれ

ていまして、ここに書いてありますとおり、毎年ここ数年、200件を超える企業の訪

問を、実際に足を運んで職員がしてくれております。 

さらに、企業の新展開を支援するプログラムを策定いたしまして、補助メニューを

倍増いたしまして、さまざまな形で今、企業誘致などに取り組んでおります。ここ３

年を振り返りますと、企業誘致促進補助金の認定件数16件ということで、うち半数は

市外からの新規立地という、さらに、今、小牧の力を高めていくというふうに力を入

れているところでございます。 

ちょっとテンポが悪くて、ストップウォッチではかっているのですが、もう少し簡

潔にやらないと時間がないのでありますが、続きまして、元気創造都市。いくつも視

点がありますけれども、健康いきいきポイントという、皆さんの健康づくり、生きが

いづくり支援ということで、きっかけ、あるいはそのインセンティブとなるポイント

制度も行っています。健診をしっかり受けましょうと、あるいは運動しましょうと、

健康にいい行動をしましょうということで自主目標を立てまして、それをクリアしま

すと一定のポイントを付与すると。市内限定商品券で皆さんに還元をして、楽しみな

がら健康づくりに取り組んでいただけるような、そんなことを今、保健センターのほ

うで取り組んでおります。ぜひご参加いただきたいというふうに思っております。 

それから、支え合い共生都市でございます。これは、高齢化率が今、どんどん上が

っております。毎年1％ずつ小牧の高齢化が進んでおりまして、今、23％を超えまし

た。私が就任してからも、ですからもう5％高くなっているということでありまして、

いずれ25％を超え、30％も間違いなく超えていく、そうした時代が来るわけでありま

す。 

そうした中で、市役所はもちろん、しっかりと医療者や介護福祉の関係者や、いろ

いろな方々と連携をして、安心して暮らせる、年をとっても、そして、障害がある方

であっても、安心して地域で暮らし続けられるまちづくり、これを目指してさまざま

な取り組みを進めておりますけれども、ただ、行政だけの取り組みではなかなか手が

届かない時代がやってきつつあります。 

そうした中で、防災、防犯であるとか、在宅医療であるとか、福祉、特に地域の見

守り、支え合い活動の充実、活性化といったものをしっかりと市民の皆様とともに取

り組んでいく支え合いの地域づくりが不可欠の時代となっております。 

今、取り組んでおりますことを二、三挙げますと、在宅医療の推進、これを一つ、

大きな柱にしております。在宅医療サポートセンターを小牧市の医師会とともに運用

しております。そして、医療者、介護者などの福祉連携を一層密にしていこうと。ス

ムーズな連携のできるネットワークを構築していこうということで、合同研修会を始

めております。 

さらには、いざというときに、皆さん方もそういうときが来るかもわかりません。

あるいはバートナーの奥さんや御主人に来るかもわかりませんけれども、在宅医療の
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市民向けの講演会を今、積極的に開催しておりまして、情報提供に努めているところ

でございます。広報こまきなどで随時ご案内しておりますので、ぜひ一度、ご参加を

いただきたいというふうに思っております。 

それから、地域包括ケアであります。今申し上げましたように、行政のみならず、

さまざまな関係者がネットワークをつくって、地域全体で高齢化の中でさまざまな困

難な課題、そして、一人一人の介護が必要な方、見守りが必要な方、こういった方々

を支える地域づくりということで、今、国も地域包括ケアの仕組みを全国にきちんと

整備していかなければいけないということを掲げておりますけれども、なかなかこれ

が困難でございます。 

小牧としては、何とかこれを実現していこうということで、今年度、市役所内に地

域包括ケア推進課という新たな部署も創設いたしまして、さらに力を入れる体制のつ

くっているところでございます。 

ちょっと横に向いていますけれども、お手元の資料もございますが、さまざまな視

点で全体として地域で包括的に必要な方をお支えするシステム、仕組みを構築してい

こうということで、今、関係者の皆さん方とスクラムを組んで取り組んでいるわけで

ありまして、ここに地域の皆さん方も当然お力になっていただかなければならないわ

けであります。福祉関係のボランティアのさまざまな皆さんのお力をおかりしたいと

思っているわけであります。 

そこで、市民の皆様方のお力をお借りして支え合いのまちづくりを進めるべく、今

年の秋ごろに新たなポイント制度として、支え合いいきいきポイント制度というよう

な制度の創設を今、考えております。 

特別養護ホームなどでの介護施設でのお手伝い、そして、今、地域の会館などを拠

点として、高齢者サロンなどを開催いただくような形で、今、ご提案を申し上げてお

りまして、今、40以上の会館で高齢者サロンの開設をいただいておりますけれども、

市内には100会館ございますので、ぜひお地元の皆さん方にも、高齢者が介護を予防

する、健康づくりをする、ひとり暮しの方を誘って、みんなで食事会をするだとか、

いろいろと地域でそうした見守り、支え合いといった視点でのサロン活動、こういっ

たことでのお手伝いを、今、呼びかけているところであります。 

さらに地域協議会、今、市内で16小学校のうち3小学校区で立ち上がっております

が、さらにこれを16小学校に立ち上げていこうとしておりますけれども、そうした地

域協議会を通した地域ポイント、これは見守りだとか支え合いのお手伝いをしていた

だいた方へのポイント付与、こういったものを制度化していきたいと考えております。 

この支え合いいきいきポイント制度の財源は、皆さんがお支払いいただいている介

護保険のお金、介護保険特別会計ということで別勘定をしております特別会計であり

ますが、ここの中の国の交付金がございますけれども、この一部を活用したものでご

ざいます。すなわち皆さん方がご参加をいただく、元気な方が支える側に回っていた

だいた場合に、介護保険料の一部を使って皆様方にポイントとして還元させていただ

くという制度でございます。年間上限1万円くらいで今、制度的に考えておりまして、

地域限定商品券でこれはお返しをすることに考えております。実質的に、「介護保険、

払うばかりで自分は使ってないよ。まだ元気だから使ってないよ。払うばかりだよ。」

という方が支え合うほうに回っていただいた場合に、自分自身の健康づくり、介護予

防にもなるということで、介護予防事業の一環として特別会計のほうから一部お返し

をさせていただくということで、実質的には介護保険料の負担軽減もつながるという
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ことを思っておりますので、ぜひ1人でも多くの方にご参加をいただければと思って

おります。よろしくお願いをいたします。 

さて、その一つのベースとなる地域協議会でありますが、小学校単位に存続する新

しいコミュニティ組織でございます。区長さん方に毎年のように説明をさせていただ

くのですが、区長さん、今、7割の方が1年ごとに変わられる事態が起きて、なかなか

広がらないわけでございますが、今後は、民生児童委員さんだとか、老人クラブさん

だとか、子ども会さんだとか、いろいろな方にもう少し幅広にご説明を申し上げなが

ら、その機運を高めてまいりたいというふうに考えております。 

区長さんたちに説明をしますと、「いや、そういうことはもう区でやっているから。

いろいろな方が区でやっているよ。ですから、新たにその上に地域協議会をつくって

も、これは屋上屋を重ねるようなことではないか。」というようなご指摘も一部いた

だいているわけでありますが、我々としては、そうではなくて、これによって将来的

には、区の負担軽減につながるのではないかというふうに考えております。 

今、皆さん、市全体で区の数というのは、いくつなっているか御存じでしょうか。

今、市は、区長さんを通じて各区とおつき合いをしておりますけれども、この区の数

は、実は今、129区ございます。一番大きい部類は、1,500世帯を超えるような大きな

区がいくつかございます。一番小さな区というのが何世帯かというのは、ご存じです

かね。大体本当に4世帯くらいの小さな、数世帯ですよね。それから、十数世帯とい

う区もあります。会館のない区もいくつもございます。そうした大小さまざまな区が

ある中で、市長としては全体を見なければならないわけであります。自分たちの区は、

大きいから、それぞれ充実していろいろなときにやっているよという区もあるのです

けれども、全然できない区もあるわけですよね。老人クラブもないよ、子ども会もな

いよ、いろいろな係もとても手が回らないよという区もあるわけですよ。そうした全

体の中で、小学校区単位くらい集まって、一緒にできることは何かないだろうかと。

このことは区単位でやらなくても、小学校単位で一緒にやったほうがより効果的では

ないかと、効率的ではないかということで、一つ難しく考えずに、まずは集まってい

ただいて、自分たちの地域は、今、何が課題だろうというような話し合いから始めて

いただけたらいいのでないかなというふうに思っております。 

そうした中で、実は今、地域協議会市民会議も数年前から立ち上げて、制度設計段

階からいろいろとご意見をいただいて制度設計を進めてまいりましたけれども、小学

校区単位が適当ではないかと。そして、16小学校全体で約1億円の予算規模の制度設

計をしております。としますと、各小学校区数百万円くらいの予算を持っております

ので、本当に困っていることについて、それぞれお地元で話し合って、みずから決め

て使っていただく予算を用意しておりますので、ぜひいろいろと、防災、防犯、子育

て、高齢化や障害者やいろいろな方の福祉の充実など、地元で困っていることに自ら

皆さんで取り組んでいただく、そのような活動の強化に、ぜひ、この地域協議会、積

極的に導入いただきまして、お願いをしていけたらというふうに思っておりますので、

この場をおかりして、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

ちょっと長くなってしまっていかんのですが、力が入ってしまいました。 

市政戦略編の最後のペーパーでありますが、先ほど申し上げました健康いきいきポ

イントと支え合いいきいきポイントを両輪として、皆様の健康生きがいづくりと支え

合いの地域づくりを進めていきたいと考えております。 

先ほど来申し上げておりますように、ポイントを一つのインセンティブといいます
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か、きっかけ、あるいは楽しみにしていただきまして、こうした活動に市民の皆さん

のご協力をお願いしたい。そして、このポイントは、地域限定商品券、今、600店舗

のネットワークがある商品券事業でございます。今、開業よりも廃業、やめていく方

のほうが多いわけでありまして、市内の商業も非常に疲弊いたしております。大型店

が増えまして、小さな地元の商店がなくなれば、地元の活力も失われていくわけであ

りますから、市としては、やはりこの商業を守っていくことにも力を入れていかなけ

ればなりません。市民の皆さんが、「どうせお買い物するのであれば、市内でお買い

物してくださいよ。」という、こういった呼びかけの事業でございまして、こういっ

た市の関わる活動のポイントになるようなものは、あるいは敬老会でお配りするよう

な記念品などは、できるだけこの市内で使える商品券でお配りをしているということ

をご理解いただきたいというふうに思っております。ガソリンを入れることも、食料

品を買うことも、クリーニングに出すことも、旅行に行くことも、大抵のことは市内

の商品券でできますので、ぜひ積極的にご活用いただきたい。 

また、６月に販売もいたしますけれども、このポイント制度も市民の皆さんの健康

生きがいづくり、そして、支え合い活動づくり、さらにその中でまちの元気づくりに

もつながっていく、こうした市民の支え合いが地域内で循環していくような、そのよ

うな小牧の地域をつくっていきたいということを考えておりますので、ぜひ、積極的

なご活用をお願い申し上げたいと思います。 

大変オーバーしましたが、まずは市政戦略編のご説明を申し上げました。 

続きまして、しゃべり続けて大変恐縮なのですが、1番の安全・環境と2番の保健・

福祉まで、とりあえず説明をさせていただいて、ご質問を受けたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

分野別計画の1番の安全・環境についてであります。 

やはり、安全が第一だというふうに考えております。これは、本年度新規拡充事業

の主なものを掲載しているわけでありますが、ご覧いただいたとおりでございます。

災害への備えということで、東日本大震災、私が市長に就任した年の平成２３年３月

１１日でございました。ここから国や県が、防災の災害予測を見直しして、防災計画

の見直しに着手をしてきたところであります。小牧市も国や県の防災計画の見直しに

あわせまして、市でもさまざまな計画の見直しをしてまいりました。その中で、防災

備蓄品については、これも増やしていく方向で、今、進めているところでございます。

ただ、行政だけの備蓄ではなかなか、どこまでの災害が発生するかということもござ

いますので、皆さん方にも備蓄をお願いしたいところでございます。市は、今までは

15万3,000市民の1割であるところの1万5,000人が避難をすると。その1日3食分という

ことで、4万5,000食を備蓄してまいりましたけれども、さらにこれを拡大していくと

いうことにしております。小中学校や工業施設の市内55か所に備蓄をしております。 

水については、この東部に大きな貯水槽がありまして、まず小牧は飲料水について

は、ほぼ問題ないというふうに考えておりますが、ただ、すぐに市で使えるかどうか

わかりませんので、まずご自宅でも飲料水の確保をお願い申し上げたいと思います。 

そして、食料品も合わせしまして国推奨は1週間分でございます。本当は、災害専

門家に言わせますと2週間と言いたいらしいのですが、そんなことを言うと誰も準備

しないということで、国としては1週間ということです。最低3日分は、最低限確保い

ただきたいと思っております。関東から九州まで、この南海トラフの巨大地震が発生

をいたしますと、国全体が大災害を受けますので、自衛隊など、すぐに救援というの
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が難しい状況が考えられると聞いておりますので、ぜひ、まず自分の身は、自分で守

ると、そして、地域で助け合うということで、皆さん協力して、市として対策をしっ

かりやっ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、ごみでありますが、子供服のリユースやごみ収集日のメール配信、犬の

ふんの対策などをいろいろとやってまいりました。1つずつ説明すると大変なのです

が、子供服は、小さな子どもがすぐ大きくなって、着られなくなってもったいないじ

ゃないかという私の実体験に基づきまして、呼びかけをしまして、ハンガー当たりだ

け、その予算を組んで、あとは児童館の皆さんやボランティアの皆さん方がボランテ

ィアで仕立てをしたりしてやっていただきまして、小さなお子さんをお持ちの親御さ

んには大変ご好評をいただいております。非常にニーズが高いものですから、お子さ

ん、お孫さんの着られなくなった服、まだきれいだよというものは、保育園や児童館

などで回収をしておりますので、ぜひお持ちをいただきたいと思います。 

それから、全国初ですけれども、パソコンの宅配の回収なども始めております。 

第２資源回収ステーションということで、リサイクルプラザ内にオープンをしてお

ります。 

それから、野口地区の皆様の大変ご理解・ご協力をいただきまして、ごみ焼却施設、

リニューアルオープンをいたしました。一昨年の春でございました。最新式のガス化

溶融炉ということで、有害物質の発生がそれほどないという、クリーンな焼却施設に

することができました。 

上から見ますと、下からスラグ、メタルといって、金属類と石ころだけが出てきま

して、これで再利用ということで、そして、燃やした熱は全て熱回収をして、中部電

力に電気を売り払って回収をするという、できるだけ無駄のない形で利用していくと

いう、そうした高効率のごみの発電施設とも位置づけられるものでございます。その

他、炉が新しくなった関係で、燃やすごみの白いごみ袋も破れやすかったのですけれ

ども、材質を変えることができましたので、今は非常に破れにくい袋にすることがで

きまして、これは、ご好評いただいているのではないかと思っております。 

あと、剪定枝の拠点回収も始めておりますので、ぜひご協力をお願い申し上げたい

と思います。 

基本的には、燃やすごみを減らしていくと、リサイクル率を上げていくと、そうい

った考え方で進めております。 

昨年は、マンション、アパートのごみの出し方が悪いということで区長さん方から

非常にご要望が強かったわけでありますが、この共同住宅のごみ置き場を自ら設置し

なくてはいけないという、そうした義務の対象のハードルを大幅に下げまして、今、

6世帯以上のマンション、アパートについて、新しくできるところについては、ごみ

置き場をつくりなさいよということで指導をさせていただいております。 

そのほか、剪定枝の運搬用に公用車の貸し出しをして、軽トラを役所で貸し出しを

したり、ごみ屋敷の対策会議を立ち上げたといったこともしております。 

今年度、大きなところが雑紙の回収方法の変更でございます。雑紙の袋は緑袋限定

ですかというようなご質問を既にいただいておりますが、そのことも含めて、少しお

話をしたいと思います。 

こちらが雑紙の出し方のスライドでありますが、答えを言いますと、基本的には緑

袋でお願いを申し上げたいということであります。ただ、しばらくは今までどおり、

紙袋に入れたりして出していただくことも可能とさせていただきたいというふうに
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思っております。いずれ緑袋でお願いをするということになろうかと思いますが、基

本は緑袋でお願いしたいのですよ、だから、しばらくは今までどおりでもいいかとい

うふうにも思っておりますけれども、今年いっぱいくらいでしょうかね、できる限り、

これは早急に取り組む。というのは、中が見えないものですから、中が見える袋で回

収をさせていただく必要がありますので、これはお願いを申し上げていきたいという

ふうに思います。 

出し方は、新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パックは今までどおり、古紙ボックスの

日にまとめて出していただくということ、これは変わりありません。そして、汚れた

紙については、油だとか汚れた紙、あるいは使用済みのティッシュペーパーなどにつ

いては、これは、リサイクルできませんので、白袋で、燃やすごみで出していただき

たいと思います。それ以外の紙類は、今まで出せないよと言っていた加工紙なども含

めて全て、感熱紙とか加工された紙、紙コップだとか、そういうのも含めて全て、４

月から緑袋でそのまま回収させていただくことになりました。 

今までは、ティッシュペーパーの箱の入り口についているビニールですとか、これ

をとっていただかなければいけないとか、あるいはファイルなどのプラスチックをと

っていただかなければいけないし、ラップの箱の金属の歯などもとっていただかなけ

ればいけないというように、非常に手間だったのですけれども、今後はそうしたもの、

プラスチックや金属を外すことなく、そのまま緑袋に入れていただくことができます。

非常に手間が簡単になりますので、小さなレシート類から、それなりに大きなものま

で、全て緑色に入れて出していただければというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。非常に簡単になるということ、市民の皆さんにも喜んでいただ

けると思いますし、それから、白い袋に入ったもやすごみ袋も乾燥ベースで半分くら

いが紙類だったのですね。ですから、これをリサイクルに回すことができますと燃や

すごみを大きく下げることができますから、野口の焼却場の経費も下がるし、リサイ

クル率も上がっていくということで、環境にもいいということでございます。 

さらには、有料でこれは引き取っていただけますので、市は売りますので。ですか

ら、予算をかけているわけではなくて、逆に財政的にもプラスになるということで、

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から、非常に期待

をしているところでございますので、ぜひご協力をいただけますように、お願いを申

し上げます。 

これは、第３は整備ですから飛ばします。 

それから、燃やすごみの収集が地域によっては夕方くらいまでかかってしまってい

る地域がありました。カラスなどに荒らされて大変だという、これも区長会から強い

要望がありましたけれども、今年の１０月ころまでに、全て燃やすごみについては、

午前中収集できるように徹底していきたいというふうに思っておりますので、これも

あわせてご報告を申し上げます。 

健康福祉でありますけれども、ご覧いただいたように、不妊・不育治療の女性の拡

充であるとか、乳がん個別検診の実施であるとか、拡充をしていきます。 

さらに、新市民病院でありますが、昨年９月に、いよいよ建てかえ工事に着工いた

しました。ちょうどあと2年、平成３１年のゴールデンウィーク明けごろに新病棟で

の診療開始を目指して、今、工事を進めております。 

2点だけよくなることをお話ししますと、一つは、駐車場が敷地内のほうでほぼ必

要台数を確保できるというふうに考えております。自走式の立体駐車場、この写真で
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言いますと、右手のほうに、多分3階建てくらいですかね、自走式の立体駐車場を2棟

整備いたしますので、ここから直接、市民病院のほうに行っていただけるということ

で、非常に近くに車をとめていただけると。これは便利になるのではないかというふ

うに思います。 

それから、後で説明しますが、巡回バスなど、ピーチバスなどを拡充しております

が、バスのロータリーも身近に整備いたしますので、これも便利になるというふうに

思います。 

交通の点は、今お話しましたけれども、もう一つ、右下の図にありますように、イ

メージとして、今の病院は、6人部屋と個室でございます。6人部屋が今度は、4人部

屋になります。近隣の病院も大体これは、4人部屋が今主流になってきておりまして、

小牧の市民病院も4人部屋にしておりますけれども、今は6人ベッドで一つ一つカーテ

ンを閉めますと非常に薄暗いわけでありますが、今後は、カーテンを閉めてプライバ

シーを確保したとしても、なお全てのベッドから窓が見えて、非常に明るくなるとい

うことでありますので、ぜひお使いくださいというわけにいかないものですから、使

わないのが一番でありますので、健康には気をつけてお過ごしいただきたいと思いま

すけれども、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ふうに思い

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

【市長】（市政報告部分） 

まず、教育・子育てでありますけれども、ご覧いただいたような新規拡充事業が主

なものでございます。コミュニティ・スクールの導入検討を教育委員会で今、進めて

おります。待機児童の解消、創垂館の修繕、ちょっと時間がないので、さらっと流し

ますが、待機児童については、後ほどお話します。 

一つご報告を申し上げなければいけないのは、小牧市教育大綱と教育振興基本計画

をこの春に策定をいたしました。この教育大綱というのは、初めて策定するものでご

ざいまして、国のほうの教育委員会の組織の大きな改正がございまして、実は、教育

委員会がこれまでは、教育については、責任を負うということで、市長ではなくて、

教育委員会が行政機関ということでありましたけれども、市長のもとで総合的な教育

の施策については方針を示しなさいよということで、大きく国の考え方が変更になっ

ております。そういうことの法改正を受けまして、市長のもとで小牧の教育というこ

との大きな柱を、これは教育委員会の教育委員さんと話し合いを重ねまして、さまざ

まな先生方のご意見やら保護者の皆さんのご意見もいただきながら、策定を進めてま

いりまして、下にありますように、小牧としては、「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、こういった基本理念にさせていただきまし

た。非常に議論を尽くしたものでございますが、中身として、これも文章の推敲でゆ

っくり時間を費やしましたので、小牧としてはこの3つの力がまさに教育の目指すべ

きところではないか、一番大事なところではないかということで置かせていただいた

ところでございます。 

読み上げるのは、時間がありませんので、「愛」とは、「夢」とは、「生きる力」と

は、ということで、こうしたことを小牧の教育における一つ、大きな目指す方向性と

して提示しながら、具体的には、教育委員会の教育振興基本計画の中で、これは、学

校現場だけではなくて、地域の皆さんとともに、行政も含めて、地域全体として、小

牧市として全体で目指していくものであるというふうに考えておりますので、また教
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育をお願い申し上げたいと思います。 

それから、これはご報告になりますけれども、平成２７年度に中学校全てにエアコ

ン設置を完了いたしました。耐震化計画は、平成２６年度まででございまして、耐震

化なども全て完了しております。防災の面で防犯カメラの設置であるとか、そういっ

たものも全て完了いたしました。その上で、暑くなってきているということで、エア

コン設置要望は強いものがございましたので、エアコンを設置するということで判断

をさせていただいたものであります。かなり大きな金額でありますけれども、中学校

9校完了いたしまして、この５月、まさに今月までに16小学校全て、エアコンの設置

を完了する予定にしております。子どもたちが学習する環境が向上する取り組みであ

ります。 

さて、待機児童でありますけれども、待機児童が多いということ、小牧も実は県内

でも待機児童数が多かったわけでありますが、何とかこれをやっていきたいというこ

とで、私も公約の一つに掲げて、これまで努力をしてまいりましたが、なかなか待機

児童が減らなかったのが実情でございます。と申しますのも、ここに書いてあります

とおり、保育園の定員をどんどん、どんどん拡大をしてまいりました。特に平成２７

年度の春には、みなみ保育園の新設をいたしました。180人定員の保育園でありまし

て、それまで待機児童が39人、49人とあって、180人定員の保育園を増やせば、大体

待機児童はなくなると思いませんかね。思いますよね。ところが、さらにその後、31

人の待機児童が次の春もまだいるという、31人、27人といたということで、イタチご

っこのように預けたい方々が増えている現状であります。 

そうした中で、今、民間の小規模の保育所をどんどん増やしていただいているわけ

ですけれども、ようやくここにきて、この春、3人というところまで来ました。ただ、

これは、1年経つうちにどんどんまた増えてまいりますので、まだ待機児童がいると

いう状況には変わりは、ありません。そして、小規模保育所というのは、19人以下の、

そして、3歳未満児でありますから、これから3歳以上の子どもたちの保育園が足りな

くなるということが想定されますので、できる限り早期に保育園の新設を含めて、今、

検討しております。特に名鉄沿線、中部地区の保育需要が非常に高くなっております

ので、中心部に早急に保育園の新設が必要であるというふうに考えております。 

そして、文化・スポーツでありますが、平成３０年度夏の全国高等学校総合体育大

会、小牧市も分担がございますので、この準備を進めてまいります。 

小牧市民文化財団、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

化振興を目的として、市民団体、文化団体の皆様方のお力を結集して、専門性の高い

人材を入れて、そして、単年度という予算の枠にとらわれずに、2年、3年後の大きな

文化事業も、この前、組めなかったのですけれども、そうしたことも組めるようなと

いうことも一つの財団化の大きなメリットではないかというふうに考えております。

皆さんもぜひご参加いただいて、小牧の文化をさらに魅力あるものに発展をさせてい

きたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。一応理事長が体育

協会、私、会長ですけれども、文化財団も私が理事長をやっていますけれども、理事

長という立場でそれぞれ体育や文化というのはまとめていくということであります

けれども、さらに市民の皆さん方から理事に入ってもらう、職員に入ってもらって、

みんなで運営していくこの財団でありますので、ぜひご参加とご協力をお願い申し上

げたいと思います。 

小牧山のほうは、これは史跡センター、いよいよ工事に入ってまいりまして、来年
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の秋くらいに新たな展示施設、情報発信施設がオープンしてまいります。これも実は、

私の就任前からの計画に位置づけられていた事業でありますが、なかなか文化庁との

調整がつかなかったんですが、ここにきて、ようやくついてまいりまして、小牧山の

価値が上がっていると。小牧山の中で出土した、そうした史跡、資料だけでも十分に

充実した展示内容ができて、これは、非常に市民の皆さん、全国の発信をすべきもの

だということで、文化庁もこれをぜひということを言っていただいていますので、文

化庁の補助ももらいながら、これを進めてまいります。来年の秋くらいの完成の予定

にしております。 

さて、新図書館の建設でございます。住民投票が一昨年の１０月４日に実施をされ

ました。それまで進めていた計画が、これによってゼロベースに立ち戻ることになり

ました。私としては、広く、この住民投票で示された民意がどこにあるか、さまざま

な論点がございました。反対のほうがたしか57％、賛成が43％だったと思いますけれ

ども、どういったご意見で落ちて、反対が多数になったのかということについて、1

万人くらいアンケートをとって、詳細な分析をしてから議論を始めようということを

思ったのですけれども、さまざまなご意見がございました。特に議会からは、いきな

りアンケートを取るのではなくて、まずは、専門家も入れて審議会をつくって、そこ

で議論をスタートさせるべきだと。アンケートの部分、アンケートの必要性部分や取

り方などについて、その審議会で議論をして、必要があればとればいいではないかと

いうようなことが議会からの非常に強いご意見としてございましたので、私としては、

議会と共同で進めていく必要がありますことから、審議会の設置をまずはさせていた

だいてわけであります。昨年の４月から17回にわたって、約2時間の時間を17回とい

う、1年に17回という審議会を開催したというのは、恐らく全国でもほぼないくらい

のハイペースの審議会だと思いますけれども、大変なご努力をいただきまして、さる

２月８日に答申をいただきました。場所については、両論併記、恐らく審議過程を見

ますと、約4分の3の委員さんがＡ街区ということ、そして、ラピオ内に入れたらどう

だ、あるいは、今の現図書館の位置での建てかえや改修といったご意見も一部あった

んですけれども、多数意見が得られたということがございました。そして、運営方法

につきましても意見はいろいろございましたけれども、前は、いわゆる、こういう言

い方が正しいかどうかわかりませんが、新聞紙上では、よく「ツタヤ図書館」と言わ

れておりましたけども、そうした指定管理者制度を導入した、民間活力を導入した形

ではなくて、直営方式が望ましいのではないかという答申の内容でございます。もち

ろん一部業務委託は、否定するものではないと。指定管理も将来的に否定するもので

はないという一文ありましたけれども、基本的には直営が望ましいという答申でござ

いました。 

そういったことを踏まえて、私としては、さる４月２７日に市として、そして、答

申を受けまして、新たに、市として検討をさせていただいた建設答申案を議会のほう

に案という形で提示をさせていただいたわけでございます。その内容が、Ａ街区に建

てていくということ、そして、運営方式が直営でいくということでございます。さま

ざまな意見があるのは承知をいたしておりますが、今後、議会のほうでご議論をいた

だいて、６月にご審議をいただくことになろうかというふうに思いますので、ぜひそ

の点、また見守っていただければというふうに思っているところでございます。 

時間もありませんので、取り急ぎ、以上でございます。 
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【市長】（市政報告部分） 

産業・交流分野でありますが、ここは、簡単にいきたいと思うんですけれども、先

ほど来、新産業との展開、企業誘致の件だとか、商業振興だとか、さまざまお話をい

たしました。地域ブランド戦略の推進やブランドまちづくりといったことをやってお

りますが、定住人口も増やしていかなければいけない。交流人口も増やしていかなけ

ればいけないということで、活性化に向けた取り組みをさまざま進めております。い

わゆる工業、商業、そして、観光を中心とする交流人口の増加、さらには、子育て支

援などの充実を柱にして、子育て世代に住みたい、住み続けたいと思っていただける、

そのようなまちづくりを進める中で、将来にわたって小牧が活力のある住みたいまち

であり続けるということを目指していくものでございまして、産業交流分野は、その

ための大きな柱ではないかというふうに考えております。 

次に、都市基盤でございますが、ここに書いてありますように、特に公共交通の充

実には力を入れております。桃花台センター周辺のバス停の集約化などの拠点整備の

検討を今年度行っていきたいと考えております。 

それから、これはちょっと桃花台に関係ありませんが、各駅のバリアフリー化を今、

進めております。駅のバリアフリー化、これはいいですね。ちょっと時間がありませ

んので。小牧駅と味岡駅がやっておりまして、今、小牧原駅と小牧口駅をやっていき

ますよという話であります。 

それから、道路照明灯でありますけれども、都市基盤の中で、道路や川があったり

いろいろありますけれども、道路照明についても、いっぱいあるわけなのですが、こ

れは、防犯灯とは違います。市の管理している道路照明灯1,800基ありますけれども、

今年度全てＬＥＤ化をしていくことにいたしました。毎年少しずつＬＥＤ化をしてい

たのですが、今回、一気に全てＬＥＤ化をしていこうと。計算をいたしましたところ、

リースはかかるのですけれども、毎年の金額というのは、これで500万円下がるので

はないかと。特にＬＥＤというのは電気消費量が低いものですから、ＬＥＤ化を全部

進めると電気代が助かるということで、一気にＬＥＤ化を進めてまいります。年間500

万円ほど浮いてまいりますので、10年として5,000万円浮いてくるということで、大

きな金額ではないかと思います。 

また、ＣＯ
２

もこれ500で同じ数字なのですが、約500トン削減ができるということ

で、環境にも優しくなるということで、行政改革にもつながりますが、これを進めて

まいりたいと思っております。球切れも余りしないのですよね、ＬＥＤですと。だか

ら、いいのではないかと思います。 

それから、公共交通の充実については、私もマニフェストで掲げましたし、実は県

会議員のころから強い思いがあることでありまして、市長に就任してから力を入れて

まいりました。今、65歳以上が補助になっています。そして、巡回バスの再編をこの

平成２７年度、平成２８年度の2か年にわたって進めてまいりまして、この東部地域

も昨年度再編をいたしました。8コース8台であったものが、今、19コース18台という

ことで、倍増しております。約1時間に1本ということで、強い要望があったものです

から、バスは、もうこれを実現しようではないかと。卵が先か鶏が先かということで、

乗客が乗っていないからいらないではなくて、路線を充実すれば、乗る人も増えるだ

ろう部分もあって、これは一気に充実をさせました。 

その結果、バスの利用者数は、昨年、この北部、東部の再編によって約50％、1.5

倍になりました。平成２３年の私が就任してから、こういった取り組みを進めてまい
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りましたところ、現在までにほぼ倍ですね。今、62万人ということで倍増している状

況でございまして、利用者が増えているということは事実があるというふうに思いま

す。しっかりとこれをやっていきたいと思っております。 

予算は、1億5,000万円ほどだったものを、今、3億2,000万円かかっておりますが、

これは、どこにお金をかけるかということだというふうに思います。今、この巡回バ

スを含めて、いろいろなことを進めてきておりますけれども、先ほど、総務部長から

説明があったように、市の全体の予算額というのは余り変わっておりません。つまり、

行政改革も後ほど少し触れますけれども、減らすところを減らしながらやってきてい

るということだというふうに思いますので、やはりこれは必要なことだというふうに

思っています。 

今、高齢者が増加をして、車に乗れない人も増えているわけですよね。私も申し上

げてきたのですが、道路をつくるだけでも大変だと、えらいと。移動手段そのものを

提供しなければ、インフラとは言えない時代が来るのではないかということを常々、

県会のころから訴えてきたんですけけれども、車に乗れない方が無理に乗っていただ

くと、市内で交通事故が、実は、高齢者の絡む事故が増えておりますので、ぜひ公共

交通を利用いただきたいと思います。ピーチバスにつきましても、実は増やしており

まして、お地元さんに要請をいたしまして、ここに書いてあるのは、実は、小牧駅か

ら小牧市役所間の部分なんですけれども、5倍に増やしていますよというようなこと

ですよね。5倍じゃなくて、朝、夕2便でしたけれども、10便、11便ですから、2.5倍

に増やしていますよということ。 

そして、ここには書いてありませんけれども、直行便も増やしてほしいという要望

もいただいておりましたので、桃花台からの市民病院経由市役所行きの便を、前は直

行便が4便だった、平成２６年の春までは4便だったものを、今現在21便、直行便がご

ざいますので、病院や市役所に行かれるのは、便利になっていると思いますので、ぜ

ひご利用をいただきたいというふうに思います。 

なお、巡回バスのダイヤなどについては、今回、この春だったかな、目が見えにく

い方のために拡大版を用意しておりますので、ぜひご活用いただきたいと思います。

インターネットでも乗換案内とか、ルート、ダイヤも見なくても計算できるようにい

たしましたので、若い方にはそういったことでお使いいただければと思っております。 

先ほどお話しましたように、高齢者が絡む事故が増えております。これは、小牧警

察署長からくれぐれも言ってまいりましたが、ご高齢の方はご無理なさらずに、運転

免許証の返納をぜひ呼びかけてほしいということでございました。いや、免許を返納

したら、どこにも行けないよということになってしまうものですから、当然これは、

買い物だとか病院に行けないといけませんので、こういった公共交通を今増やしてお

りますので、実際に免許の返納率も増えてきております。今年度は既に315人返納い

ただいていますので、ぜひ交通事故にはくれぐれもお気をつけいただきたいというこ

とをこの場をおかりしてお願いいたします。 

 

【市長】（市政報告部分） 

自治体経営でございます。 

行政改革につきまして、いろいろと取り組みを進めております。これは、無駄減ら

しということだけではなくて、過疎で効率的、効果的な市政運営を持つより、市民と

の協働であるとか、行政のサービスの質の向上であるとか、さまざまな取り組みを進
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めているところでございます。これまでさまざま取り組んでまいりましたが、先ほど

免許の返納の話もありましたけれども、警察で運転免許経歴証明を出すと手数料が要

りますけれども、同じように、身分証として使えるものとしては、マイナンバーカー

ドがございます。市役所で、無料で発行できますので、マイナンバーカードをぜひ取

得いただけると、市役所まで行かなくても、コンビニエンスストアなどで住民票や印

鑑証明をとっていただけますので、ぜひご活用いただきたいと思います。 

それから、市役所の窓口の利便化であるとか、公共施設の開業日の拡大であるとか、

さまざまやってまいりました。 

市民総合相談案内「相談ほっとナビ」につきましては、皆さん、ご承知いただいて

いますかね。76-1111。どこに相談していいかわからない場合は、そこにかけていた

だくということで一つ窓口をつくっております。76-1111でございますので、またご

活用いただければと思っております。 

協働提案事業化制度であるとか、地域協議会の創設であるとか、自治基本条例の制

定であるとかを進めております。 

本年度は、市民団体と協働で新たに市民団体との協働のまちづくりを進めるための

協働診断を実施してまいります。 

そのほか、こういったタウンミーティングであるとか、さまざま、情報発信やら意

見交換を進めております。 

それから、財源の確保につきましては、さまざま進めておりますが、特にこまき応

援寄附金、ふるさと納税につきましては、県内の自治体の多くが赤字であるところで

ありますけれども、小牧は、数少ない黒字自治体として、このふるさと納税につきま

しても努力をさせていただいているところでございます。制度的には、これは、国の

ほうがおかしな制度になると我々は思っています。基本的には受益者負担といいます

か、市民が市に税金で払うのを市外に寄附をしてしまうということについて、いろい

ろとそぐわない制度ではないかという議論があると、私どもそう基本的には考えてお

りますけれども、取られるばっかりでは、赤字でございますので、小牧は頑張って、

数少ない黒字を維持しておりますので、今後ともご協力をお願い申し上げたいと思い

ます。 

そのほか金策面、さまざま取り組んでまいりました。先ほどのＬＥＤの話では、い

ろいろとありましたけれども、一つだけ例を挙げますと、市内の公共施設の電気代に

つきましても、削減を行っております。これは全国で初めての事例ですけれども、近

隣市町と合同で電力の共同入札を行いまして、共同購入しております。これで、中部

電力から買うのではなくて、安いところから買うということで、年間1,000万円削減

をしたというのが4年前ですかね。昨年はさらに削減額が増えておりまして、昨年半

年間で約2,280万円ですから、1年で約4,500万円くらい、電気代だけで削減をしたと

か、そういうことを一つ、例としてお示しをしたいと思います。 

あとは、財政の件なのですけれども、最後に財政の件を話します。 

これは、先ほど総務部長から今年の予算についてお話がありましたが、こちらもお

手元の配っておりますペーパーが平成２７年度の決算でございます。最新の決算、平

成２７年度であります。ここでお示ししていることは、まだまだ健全財政を維持して

いるということだと。こう見ていただきますと、負債よりも金融資産のほうが多いで

すよとか、これを見ていただけるんですが、平成２７年度につきましては、市民1人

当たりの資産が増えて、借金が減っていますよと。また、1人当たりにかかる行政コ
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ストも減っていますよという旨はこうですね。書かせていただいております。 

先ほど申し上げたように、本当に私も7年目でありますけれども、巡回バスである

とかプレミアム商品券であるとか、さまざまな部分で、確かに市民の皆さん方から見

ていろいろなことを拡充しているなということだと思うのですけれども、ただ一方で、

お金使い過ぎで、財政がどんどん疲弊していっているかというと、決してそうではな

いということです。今、予算規模は、ほぼ変わっておりませんから、やはり行政改革

の中で財源を生み出したら、一方、これからの時代に必要なことについて予算を振り

分けていくというふうに考えております。 

おかげさまで健全財政を維持しておりますし、一番基本的な貯金でありますところ

の財政調整基金については、私も市長就任以来、全く取り崩しをしていません。むし

ろ積み増しておりますし、そういう点では、現下の財政的には、しっかりと健全財政

を維持しておりますので、ご安心いただきたいというふうに思っております。 

ただ、市民病院につきまして、いわゆる大事業でありますから、財政的には、これ

は、借入がかかります。これは、必要なことですから、しっかり取り組みますけれど

も、市民病院、市と病院で100億円の基金を積んでまいりました。この100億円を使い

ながら、残りの110億円は、これは、国の補助は、もちろんですけれども、借入で行

っていく部分もございます。この点については、やはり借入が全て悪いということで

はなくて、5年、10年、20年、30年後の市民にも負担をいただかなければいけないも

のですから、皆さんのお金だけで建てるのではなくて、負担いただかなければいけな

いものですから、負担の公平化、平準化という意味でございますので、市の借金が全

て悪いということではないということも後で承知をいただく中で、しっかりと健全な

財政の取り組みは、やっていきますよということを、つまりは、ご説明を申し上げて、

とりあえず私からの説明、７分野にわたって以上でございますので、よろしくお願い

をいたします。 

 

【市長】（閉会のあいさつ） 

ありがとうございました。それぞれ貴重なご意見をいただきましたし、今、ご発言

いただかなかった中でも、要望としていただいたものについては、しっかりと受けと

めていきたいというふうに思っております。 

市長が全部知っているかというと、なかなかこれは、難しいですよね。私、就任し

てから2、3年たったときに言われたのは、「市長、小牧山で初日の出を拝む会がある

のだ。」と。私は、就任するまでは、大きな絵馬だったと。私が就任してから絵馬が

小さくなって、最近など絵馬ではなくなって、おまんじゅうだか餅だか何だか、そう

いう一つのモデル。「これは、市長が変わって、今度の市長は、けちだから悪くなっ

たんだわという話が流れているよ。」ということを聞いたのだけれども、私ね、小牧

山で初日の出を拝む会で何を記念品に出しているかなどということまで知らないの

ですよね。観光協会がもちろん考えてやっていただいているわけでありますので、一

つ一つのことについて、知らないのがということではないのですよ。市長は、今、7

分野、その下は、14くらいかな。すごく事業があって、私の目が届かないところが多々

ございますので、もちろん職員は一生懸命頑張ってくれていますが、やはり市民の皆

様方から言っていただかないと私もわからない、気づかないところもございます。そ

して、やはり市民の目線ということで、市民の感覚で言っていただくことというのは、

非常に貴重ですから、市民の声をいただく機会というのは、平時から用意しておりま
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すので、何なりとまたお寄せをいただきたいというふうに思っております。 

意に沿わない答えも多々あったかもしれませんが、しっかりと私も今日の話は、受

けとめて努力していきたいと思っておりますので、今後ともまた、ご支援・ご協力を

いただきますようにお願い申し上げて、本日の会のお礼の言葉にさせていただきたい

というふうに思います。 

長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。 

 


