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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２６日（金） 午後１時３０分～ 
             場所：味岡市民センター 講堂 
 

【市長】（あいさつ） 

 皆様、こんにちは。大変ご多忙のところ、市政報告会ということでお集まりいただ

きまして、まことにありがとうございます。 

市長に就任いたしましてから、6年と少しが経過をいたしましたけれども、皆様方

には格別、市政の推進にご理解とご支援をいただいておりまして、改めまして厚くお

礼を申し上げます。 

さて、毎年タウンミーティングということで、さまざまな機会を捉えて市民の皆様

方との意見交換をさせていただいているところでありますけれども、毎年いろいろと

趣向を凝らしまして、いかにわかりやすくお伝えをしていくかということで工夫をし

ているところでありますが、今日は、スライドを使いながら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。 

市政各般に渡っておりまして非常に幅広く、また、多岐にわたって一つ一つの事項

を説明すると時間が全くないわけでありまして、実は今、お手元に施政方針のほうも

お配りしておりますけれども、毎年２月の議会、年の初めですね。年が明けまして最

初の議会、第１回の定例市議会において、今年は、こういう考えのもとで１年市政を

進めていくということで、施政方針演説をさせていただくわけでありますけれども、

それぞれの施策については、簡単に1行1文で触れながらお話をしながら、約45分から

50分お話をさせていただくわけであります。そういう意味で、一つ一つの施策に触れ

ていきますと、とても時間が足りないわけでありまして、今日は、その中からかいつ

まんで絞って、一つ一つできるだけ簡単にわかりやすくということを心がけて、市政

の状況をお伝えしながら、また、今年度すでに始まっておりますけれども、今年度の

事業予算についても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。 

施政方針の演説の全文については、お配りをしているかと思いますので、また、お

帰りになりましてから、お目通しいただくところがあれば、大変ありがたいというふ

うに思っております。 

なかなかいろいろな会がありまして、いろいろなところに出かけますけれども、市

民の皆さんに直接まとまって市政の状況の全体をお話しするという機会は少ないわ

けでありまして、本日は、貴重な機会だというように思っております。ぜひお聞きい

ただきまして、また、広報こまきや、いろいろなところでお伝えをしておりますけれ

ども、ぜひまた関心を持って、今後もご覧いただければ幸いでありますし、今日お帰

りになりましてから、またご友人やお知り合いの方にもお伝えいただければ、大変あ

りがたいというように思っております。 

いずれにいたしましても、今大きな時代の転換点にある中で、小牧市もいろいろな

ことが変わろうとしているわけであります。足元の問題にしっかりと着実に対応しな

がら、長期を見据えて、これからの小牧市に住みたいと思う、住み続けたいと思う、

安心して暮らせる活力ある、夢あるこまきの実現ということに向かって、さらに全力

を尽くしてまいりたいというふうに思っております。 

今後とも皆様方の一層のご理解・ご支援をいただくべく精進をしてまいりたいとい

うふうに思っておりますので、今日は、２時間ぐらいの時間でありますけれども、お
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付き合いをいただきますようお願い申し上げまして、まずはあいさつということで、

簡単でありますけれども、あいさつにさせていただきたいと思います。今日は、よろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 それでは、進めさせていただきたいと思います。前のスライドとお手元に用意して

あります印刷をしたものは同じものでございますので、どちらでも見やすいほうをご

覧いただきながら、お話を聞いていただければというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

平成２９年度の予算・事業説明と市政報告ということでございますが、1枚めくっ

ていただきますと目次がございます。これは、第6次小牧市総合計画新基本計画の章

立てと同様になっております。この順番で、本日は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。 

この第6次小牧市総合計画新基本計画というのは、10年計画であります総合計画を、

私が就任いたしましたのが平成２３年２月でございますけれども、平成２６年度から

見直しまして、新たな計画を策定いたしました。平成２６年度から平成３０年度まで

の5年間の計画であります。市政戦略編から分野別計画が7分野に渡って、それぞれの

計画がありますけれども、これが小牧市政の最上位計画ということで、この計画のも

とでさまざまな個別計画があり、また、さまざまな施策・事業の体系をつくらせてい

ただいているところであります。 

私が就任をいたしまして、一番の行政改革というのは、これは皆さん、すでに私も

いろいろなところでお話していますから、随分お聞きいただいているわけであります

けれども、人口が増え続ける時代から減っていく時代へと変わったということが、日

本全体でありますけれども、非常に大きな転換であります。100年前の人口からずっ

と伸びて１億2,800万人を超えたところから、2005年、2006年あたりがピークとして、

日本全体の人口が右肩下がりになってきている。あと100年経ちますと、100年前の人

口と同じぐらいになっていくだろうと。四、五千万まで人口が減っていくというよう

なことが言われているわけであります。 

そういう中で、今でこそ大分認識が全国で変わってきているのですけれども、まだ

6年ぐらい前の就任するときには、そこまで自治体の認識がなくて、ほとんどの自治

体全て総合計画を持っているのですけれども、ほとんどの自治体が人口増加を前提と

した総合計画でありました。小牧市も17万人の人口を将来推計人口として描いた総合

計画でありました。でも実際には、そこまで到達しないと。今、小牧市は、15万3,000

人で、ほぼ頭打ち、横ばいの状況がここ数年続いておりまして、恐らく一昨年ぐらい

から、去年、今年にかけて微減でありますけれども、いよいよ小牧市も人口減少に差

しかかってきているという状況であります。少子高齢化と人口減少の時代になって、

右肩上がりを前提とした行政運営ができなくなった中で、人口が減っていくというこ

とを前提とした計画をつくらなければならなくなった。今まで人口が増えて、経済規

模が拡大して、税収も上がって、その分をいかに市民サービスを向上させていくかと

いうことで行政の領域というのは拡大して、どんどん行政サービスが増えていった時

代でありましたけれども、これからは、ともすると、やはり高齢化をしながら福祉は

非常にお金もかかるわけでありまして、長寿はいいことでありますけれども、そうし

たものに対応していかなくてはいけないという中で、人口は減っていって、税収もな
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かなか伸びないという中で、やはり選択と集中ということで、もしかすると行政サー

ビスの取捨選択が必要になってくるような時代になってくるということでありまし

て、それを見越して新たな計画を全国に先駆けてだと思いますが、つくらせていただ

きたいというふうに思います。 

第7番目の自治体経営というのは、従来は総合計画と別に、行政改革の大綱などを

もっておりました。小牧市もそうでありましたけれども、これからの時代は、これら

を一体に進めなければいけないのだということで、さまざまな施策・事業を進める中

で、当初から行政改革的な視点というものを入れていかなければいけないということ

で、総合計画の中に自治体経営として行政改革でありますけれども、これを位置づけ

たというような計画になっているわけであります。 

まず、市政戦略編でありますが、これも少しおさらいになってしまうのですけれど

も、私が今、小牧市政で進めている方向性というものを、簡単におさらいをしたいの

ですけれども、３つの都市ビジョンで市政運営をさせていただいております。こども

夢・チャレンジNo.1都市、元気創造都市、支え合い共生都市ということであります。

今申し上げたのですが、人口減少と少子高齢化の時代の中で、お年寄りが増えてくる

わけであります。年をとっても安心して地域で暮らし続けられる地域づくりを進める

必要があるわけでありまして、支え合い共生都市という中で、そうした福祉の充実を、

行政だけではなくて医療者や介護者や、さまざまなボランティアの皆さんや市民の皆

さんと一緒になって、地域全体として安心して暮らせる地域をつくっていくというこ

とを目標にしているわけであります。年をとっても安心して暮らせる社会ということ

であります。そのためには税収もしっかりともっていかなければいけませんから、一

層、小牧市の誇る産業力を高める企業誘致をしたり、産業の活性化をしていくという

ことでございますし、支える側の人材も、健康で生きがいをもって活躍できる、そん

な市民の皆様方もつくっていかなければいけないんだということで、元気創造都市と

いうことであります。 

さらには、今人口が減り始めていますよということを申し上げましたけれども、や

はり将来魅力あるまち、そして活力があって支え合える暮らしやすいまちを維持・向

上させていくためには、やはり子どもたちがいると。若い世代も住んでもらって、子

どもが生まれて活力を維持していくことも大事ですから、子育て世代の定住促進とい

うものも必要になってまいります。「子育てしやすいまち小牧」を、今一生懸命取り

組みながら、若い世代の定住促進に向けてもさまざま取り組んでいるわけでございま

す。後ほど、少しＤＶＤを３分程度見ていただきますけれども、いろいろなところで

今、「子育てするなら小牧市」ということで、市外にもＰＲを強化しているわけであ

ります。 

これは、何も小牧市だけが得意なことではなくて、今全国が人口減少に対応すべく、

外から人を呼び込もうということで、全国のいろいろなまちが頑張っているわけであ

りますけれども、小牧市も頑張らなければいけないということでありまして、そのベ

ースになるのが、こども夢・チャレンジ№1都市だというふうに思っています。 

この3つの都市ビジョンプラス、行政改革の4つの柱で今市政を進めているところで

ございます。これまでは、何度も聞いているよということだと思いますが、今年度新

たな取り組みといたしましては、こども夢・チャレンジNo.1都市の中では、これは全

ての子どもたちが夢を育んで夢に向かってチャレンジすることのできる環境整備と

いうことをうたっているわけですけれども、家庭環境などにもよらず、家庭がなかな
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か経済的に困難な家庭もある中で、子どもの貧困対策に小牧市もしっかりと力を入れ

ていうこということを、今年度大きな柱にさせていただきました。 

今、全国的な課題として、貧困の連鎖という言葉もあります。国会などでも貧困対

策をしっかりとやっていかなければいけないのだということで、親がなかなか安定を

しない。仕事面も非常に困難で経済的に困難であると。学歴も高くない状況で、そし

てそういうことが今、子どもたちが塾に通っておりますけれども、学力の格差という

ものが経済力にも左右されるような時代に、残念なことになってきているところが心

配されておりまして、そうした中で全ての子どもたちが家庭環境にとらわれることな

く、夢を持って、希望を持って健やかに成長できる環境をつくっていきたいというこ

とを考えております。 

2点ありまして、一つは、ひとり親家庭等支援事業ということで、ひとり親家庭な

どの子どもが、大学に進学をする際の必要な費用の一部を助成する、新たな助成制度

を創設いたしました。他市町でも成績要件などで年間数人から十数人というようなこ

とで助成をしている事例はありますけれども、小牧市の特徴的なのは、成績要件を設

けずに、もちろん家庭の経済的な水準、所得要件というものはありますけれども、そ

うした一定の恵まれない子どもたちに対しては、大学に進学する際、全ての子どもた

ちに助成をするということで制度をつくっております。今年度、必要な経費について

は、予算を確保させていただきましたので、来年の春の進学に向けて少しでも、助け

になるのではないかというふうに思っております。 

それから、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援ということで、これも

ひとり親家庭のお父さん、お母さんも含めて児童生徒の高校に行っていない方々が、

高校卒業程度の認定試験の合格を目指すということについての支援もさせていただ

いて、より安定した仕事について、貧困の連鎖というものにならないというようなこ

とで支援をさせていただくということであります。 

それから、もう一つ、学習支援事業「駒来塾」であります。本当は、義務教育は、

学校に行っていれば、きちんと理解ができて基礎学力が身につくということが当然必

要なのですけれども、残念なことに、多くの子どもたちは今塾に通っておりまして、

家庭環境の中で塾に行けない子どもたちの中で、学校の勉強についていけないという

子どもたちがいるわけでありまして、そういった子どもたちに対して、教員のＯＢだ

とか、ボランティアの学生さんの力をかりて、市の公共施設で無料の学習塾を開催さ

せていただくということであります。今年度は、2教室モデル実施をいたしまして、

来年度以降、状況を見ながら拡大をしてまいりたいというふうに考えております。こ

うしたことを、一つ、拡充事業として今年度、こども夢・チャレンジNo.1都市に向け

て進めてまいりたいと思います。 

元気創造都市でありますが、先ほど申し上げたように、健康生きがいづくり、そし

て市民の活動の活性化、さらには企業の誘致、企業の新事業創出、あるいは商業の活

性化等々、まちの元気を高めていくということを人と町と両面で行っていくというの

が元気創造都市の概念でございます。 

その柱は、昭和３０年代以降、小牧市が全国に先駆けて企業誘致を行ってまいりま

した。その成果が上がって、全国でも名だたる優良都市に発展をしてきたところでご

ざいます。ご承知のとおり、尾張北部では唯一の昼の方が夜よりも人が多いという、

ベッドタウンではないという産業都市というのは小牧市だけでありまして、町では大

口町がありますけれども、そういう意味では先人のご努力の賜物でございます。おか
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げさまで、財政も健全財政を維持して、皆さん方の実感はどうかわかりませんが、客

観的に見ますと、相当他の市町と比べても、福祉の程度は、充実をしているというふ

うに思っております。そういう中で、それを支える財政をきちっと今後とも維持して

いかなければいけないわけでありまして、また、企業誘致についてしっかりと今取り

組んでいるところでございます。 

私が就任したころは、税収を多く上げていただく企業さん、トップ10とかトップ30

とか、こういったところに「職員が訪問しているのか。」というようなことを聞きま

したところ、全然実は、訪問していないという状況でありました。やはり税部門との

情報共有が十分にいっていないということもあるのですけれども、ただやはり、伊勢

湾台風以来、小牧市に移っていただいて50何年、60年ほどになる中で、設備が老朽化

して手狭になって市外に出ていく企業さんもないわけではないわけでありまして、そ

ういう中で市内にしっかり操業を継続していただくということも大事であります。そ

してさらに産業も栄枯盛衰がありますので、これから伸びる産業を、また、小牧市に

新しい企業に来ていただくということも大事なことでありますので、今も大きな柱と

してこの事業に力を入れているところでございます。 

就任いたしましてから、企業立地促進補助金制度というのをつくりましたけれども、

そして、平成２６年５月に企業新展開支援プログラムを策定いたしまして、企業の支

援メニューを倍増いたしました。そうした中で今、企業の誘致などをやっております。

ここにありますように、企業立地促進補助金につきましては、過去3年間で16件認定

をさせていただいておりまして、うち半分の8件が市外からの新規の企業立地という

ことになっております。後は増設であるとか、市内の企業さんが拡大をするというよ

うなことについても補助をさせていただいているわけであります。 

元気創造都市でありますが、今の企業の支援とともに、市民の健康いきがいづくり

と活力づくりということが大事でありますが、健康いきいきポイントというものを今

やっております。やはり健康第一でありますので、市民の皆さん方が健康で長生きし

ていただくということが、ご本人にとっても、ご家族にとっても重要でありますけれ

ども、今や地域社会にとっても、非常に重要であります。今、平均寿命と健康寿命、

人にお世話にならなくて自分で生活ができる健康寿命と平均寿命、亡くなられる年齢、

これには男女ともに約10歳の開きがございますので、やはり平均寿命のみならず健康

寿命をいかに延ばしていくのかということが、本人のみならず、今や社会貢献といっ

ても過言ではないというふうに思います。やはり、自ら健康管理をしていただいて、

健康で長生きをしていただくということが大事でございますので、そうした中できっ

かけづくりとか、楽しみながら健康づくりをしていただくさまざまなポイント付与の

制度をつくっておりますので、ぜひ皆さんにはお取り組みをいただきたいと思ってお

ります。 

昨年、ウォーキングチャレンジを始めました。歩いてくださいよということを、ぜ

ひお願いしているわけであります。私も人のことを言えませんけれども、運動不足で

ありますが、30代、40代の忙しくてなかなか自分の健康に気を使えないという皆さん

から、少しそうしたことに気を使っていただこうということで、スマートフォン用の

アプリケーションを導入いたしまして、そんなことを推奨しておりまずので、ぜひよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

都市ビジョン3の、支え合い共生都市でありますが、まさに支え合いの中で、みん

なで安全安心な地域をつくっていきましょうということであります。防災・防犯、そ
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して在宅医療・介護・福祉の連携、また、地域での支え合い、見守りの体制の構築な

どを進めているところでございます。 

在宅医療の推進につきましては、ここに書いてございますように今力を入れており

ます。第1病院は、市民病院のほかの小牧市内にある唯一の病院でございますけれど

も、その中に小牧市医師会によって、在宅医療サポートセンターをつくっていただき

まして、財政支援をさせていただいております。町のお医者さんたちが在宅医療に取

り組んでいただくのに後方支援機能を強化していこうということで、安心して在宅医

療に町のお医者さんが取り組んでいただけるような体制を今つくろうということを

しております。 

それから医療職、介護職等の多職種が連携をしていかなければならないわけであり

ますけれども、そのネットワークをしっかりつくっていこうということで、合同の研

修会を開催しているところであります。平成２６年度から何回も集まって、非常に熱

心に活動をいただいていて、小牧市はそういった医療者、介護者の層が非常に厚いな

ということは大変ありがたいなと思っておりますが、一層体制の強化に努めていきた

いというふうに思っております。 

それから市民向けの在宅医療の講演会を開催してまいっております。ぜひ今年度も

開催していきたいと思っておりますので、広報こまきなどでご案内をしております。

ぜひ元気なうちに、いざというときのために、一度ご参加をいただけるといいのでは

ないかと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

地域包括ケアシステムの構築でありますが、これは私もマニフェストで新しい地域

福祉システムの構築ということを掲げておりました。ほぼ同じような意味合いであり

ますけれども、国ももはや病院だとか介護施設などでは手いっぱいでありまして、こ

れから団塊の世代が後期高齢者になって介護が必要だと、医療が必要だという方が増

えていく中で、なかなか手が回らないことが懸念されているところであります。そう

した医療や福祉、そして行政も含めて努力をしていくわけでありますけれども、地域

全体でさまざまな支えが必要な人に、多方面から連携をした形で、きちんと適切に必

要なものが提供されるという地域の体制をみんなでつくっていこうということでご

ざいます。 

ちょっと横向きになっていて恐縮なのですが、お手元のほうに資料がございますけ

れども、イメージとしては、こういうようなイメージであります。 

今年度新たに、市役所に地域包括ケア推進課を新設いたしました。より一層、体制

強化をしながら、こうした仕組みづくりに向けて取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

この地域包括ケアの中に、今市で進めております地域協議会などの地域の皆さんの

力も得ながら、支え合いを進めていくということも、この中に含まれておりますので、

ぜひ、そうした地域の皆さん方のお力をおかりできるような体制の強化も進めてまい

りたいと思っておりますので、後ほど少しお話ししますが、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。 

そうした中で、今年度の秋ぐらいに新たなポイント制度を創設いたします。支え合

いいきいきポイント制度でございます。これは介護施設でのお手伝いや、会館などを

活用した高齢者サロンなどの開催・運営といったこと、さらには3つ目として、地域

協議会を通じて、ちょっとした困り事の支援、お手伝いというものをしていただける。

「電球が替えられないよ」、「ごみ出しができないよ」、「掃除ができないよ」と、いろ
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いろなことがあると思いますが、そうした介護の制度では、少し手が足りない、もう

少し簡単なものについて、でもやはり本人は、なかなか厳しいという中で、病院につ

いてきていただける人がいれば、自分で病院に行けるんだけれども、そういった制度

が介護保険にはないわけでありますから、そういったことを何とか地域のほうで支え

るような体制ができないかというようなことで、こういった地域ポイントというのも

考えていきたいというように思っております。実費の費用弁償的な意味合いでポイン

トを付与していきたいということでありまして、一人でも多くの人にご参加いただけ

ればということを思っております。 

年間上限1万円ぐらいで制度設計を今考えておりますが、これは、財源は、介護保

険特別会計の国の交付金を活用いたします。皆さん、介護保険料をお支払いいただい

ていると思いますけれども、「介護保険は、自分は、まだ元気だから払うばかりで、

自分はもらっていない、使っていないよ」という方が支える側に回っていただいた場

合、その財源の一部を皆さん方に還元をさせていただくという制度でございます。支

える側になっていただくというのは、非常にありがたいわけでありますけれども、ご

本人にとっては、健康づくりであり、介護予防であり、生きがいづくりにもなります

ので、ぜひ1週間、ちょっとの時間、1、2時間とか、少しの時間、皆さんで分け合っ

て助けていただきまして、そうした地域の支え合い活動に一人でも多くの方がご参加

いただけるようなきっかけづくりという面で考えておりますので、実質的には、介護

保険料の負担の軽減にもつながるということでありますので、ぜひよろしくお願い申

し上げたいと思います。 

このポイント制度でありますが、健康いきいきポイントと支え合いいきいきポイン

トは両輪でございます。こまきいきいきポイント制度でありますが、ポイントは、地

域限定商品券に変えさせていただきます。地域で今600店舗以上のネットワークでお

使いをいただけるネットワークがございますので、ぜひ地域の限定商品券でお願いし

たいということを思っております。現金のほうがいいという声もあるかもわかりませ

んが、今やはり地域の商業も大分疲弊をしております。大型店のほうの集客が高くて、

地域の個人のお店というのがどんどん減っている状況にありまして、そうなると地域

の活力が低下するわけでありますから、高齢化の中で地元の歩いていけるお店が少な

くなるということもよくないことだろうというふうに思っております。そういう意味

で、工業の企業の誘致とともに、地域の商業の支援・活性化というものも小牧市とし

て目指しているところでございますので、地元でお買い物をするときは、できるだけ

地元も使ってくださいねということでありますから、ぜひそうした活動にご理解とご

支援をいただきたいわけであります。 

市が今、敬老会の敬老祝い金であるとか、こうしたポイントなどの還元については、

そういう意味でできる限り、今地域の限定商品券を活用させていただいているわけで

ありまして、ご参加いただいて、健康づくり、生きがいづくりをしていただくととも

に支え合い活動にご参加をいただいて、さらにそれが回って、まちの元気にもつなが

っていくという、人とまちの元気と支え合いの好循環の地域といったものを小牧市と

して描いているところでございますので、ぜひまた参加・協力をお願い申し上げたい

と思います。 

なお、一つ戻りますけれども、地域協議会について、この場をおかりして改めてご

説明をして、お願いをしたいわけでありますが、今、小学校区単位の地域協議会の創

設を市として目指しております。第6次小牧市総合計画新基本計画は、平成３０年ま
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ででありますが、少し地域協議会については、足踏みをしているところもありますけ

れども、計画上は、16小学校全て立ち上げていくということになっているわけであり

まして、平成３０年までは、少し間に合わないかもわかりません。来年度であります

けれども、おくれてでも16小学校を立ち上げていくという方針に変わりはありません。 

今、小学校で16小学校ありますけれども、3小学校区設立がされているところであ

ります。ここですと、お隣の小牧原で昨年設立をいただいたところでございます。 

これは、今、区長会を中心にご説明を申し上げるんですが、残念なことに区長さん

たちは毎年7割の方が変わられるということで、なかなか理解の広がりがないところ

でありますけれども、今後、民生児童委員さんだとか、保健連委員さんだとか、さま

ざまな地域の役割の方々や老人クラブ、子ども会等々、幅広くもう少し呼びかけなが

ら、こうしたことを進めていきたいと思っております。区長さんなどにご説明します

と、一部の区長さんから、「これは屋上屋ではないか」と、今地域で相当区のほうで

やっていることがあって、地域協議会は、まさに屋上屋を重ねるようなものではない

かとういようなご意見を一部、毎年のようにいただくわけですけれども、決してそう

いうことではないというふうに思っております。 

実は、今小牧市は、区の数がいくつあるかというのは、ご存じでしょうか。実は、

129の区がございます。小牧市内129の区長さんと市は毎年お話をさせていただいてい

るわけでありますが、大きな区は1,500世帯を超える区がいくつもございます。小さ

な区は、何世帯ぐらいかというと、大体4世帯ぐらいの区も一番小さいところではあ

ります。十数世帯とか、いわゆる数十世帯という区は、いくつもございます。会館が

ない区もいくつもございます。そういうことで、皆さん方の区と比べてどうでしょう

ね。会館もないよと、あるいは、二十数人だよという区の中で同じことができるかと

いうと、なかなかできないわけですね。ですから、できている区もあるかもしれませ

んが、できていない区もいっぱいありますよということの中で、市としては、全体を

見ていかなければなりません。そして小学校単位ぐらいでまとまりをつくって、そう

難しく考えずに、まずは、集まって話し合うところから始めていただきたい。そして、

今地域がどういう状況なんだろうと。何が困っているだろうと。どういうふうに変化

してきているだろうと、課題をぜひ話し合って共有するところから始めていただけれ

ばということを思っているわけであります。 

そうした中で見えてくることについて、実は、制度として16小学校で約1億円の制

度設計を市としてはしております。地域協議会市民会議を立ち上げて、制度設計をい

ろいろとご議論いただいて、小学校区単位が適当だろうと。そのぐらいの予算でとい

うことで、議会にも説明を申し上げておりまして、そうしますと、各小学校区数百万

円は、予算があるわけでありまして、自らの皆さんでのお話し合いの中で、本当に困

っていることについて、自ら取り組んでいただける支援は、市として十分にさせてい

ただく用意がございます。これがあと3年、5年、10年と分かれていきますと、進んで

いきますと、役割が恐らく区と小学校区単位での地域協議会と、恐らく少しずつ役割

分担ができてくるのではないかと。全体でできることは、全体でやるということの中

で、それぞれの区の負担も長い目で見ると減っていくのではないかということを思う

わけであります。 

今、どの区も区長さんのなり手がないよとか、各役員さんのなり手がいないのだと。

あるいは、子ども会も今減っているわけでありますが、子どもの数が減っていますか

ら、減っているのは当たり前だと思うもしれませんが、実は老人クラブの数も減って
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いるのですよね。これは、お世話していただくという人がなかなかいないと。会長の

なり手がいないということが、一つ大きな要因として、毎年老人クラブなんかとお話

をすると挙げられるわけでありまして、そうしたことでも、今老人クラブや子ども会

がなくなってきている地域の中で、やはり小学校区全体でそうしたことが少しずつで

きていくといいのではないかということも思っておりますので、一人一人の負担を小

さくしながら、より効率的な、効果的な事業を進めるために、まずは集まってもらっ

て、話し合いからスタートいただけないかということで、今呼びかけをさせていただ

いておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

すみません、ちょっと力が入ってオーバーいたしましたが、ここまでで市政戦略編

については、主なことについてお話をさせていただきました。全体像ということでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 

【市長】(市政報告部分) 

 それでは、引き続き安全・環境ということと、保健・福祉ということの２つの分野

についてお話をさせていただいて、順番に少しずつお話をしながら、分野ごとにご質

問やご意見を伺うというふうなことで進めてまいりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

まず、安全・環境でありますけれども、災害備蓄品やらいろいろ書いてありますけ

れども、平成２３年３月１１日の東日本大震災以来、国、県ともに防災の被害想定の

見直しをいたしまして、災害・防災の計画の見直しをしてまいりました。市も同様に、

それらを受けて見直しをしてきたところであります。 

備蓄につきましては、これまでは15万3,000市民のうちの1割の方が避難をするとい

う想定の中で、1日分3食、4万5,000食、備蓄を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で今進めております。飲料水につきましては、小牧市は、

東部に大きな貯水槽がありまして、飲み水については、小牧市は、まず大丈夫だろう

ということは、思いますけれども、ただ大規模災害になりますと、なかなかそれぞれ

のところまで届かないというようなことも想定されるわけでありますから、まずもっ

て飲料水は、各自そろえていただくと、非常食もそろえていただきたいということで

ありまして、国のほうは約1週間ということを言っておりますけれども、最低限3日分

をお願いしたいということであります。 

国の専門家などとお話ししますと、南海トラフ巨大地震なども、関東から九州に至

るまで大きな災害になりますと、自衛隊などが出動しても、なかなか手が届かないよ

と、各地域で対応してもらうしかないというようなことも聞いておりますので、そう

した南海トラフ巨大地震などが万が一、被害規模がわかりませんけれども、最悪の状

況になった場合は、なかなかこれは、厳しい状況でありますので、ぜひ備蓄はそれぞ

れお願い申し上げたい。 

飲料水は、あっても、電気などもとまりますと、トイレなども流れなくなりますし、

そうした生活用水については、配給がありませんので、ぜひこのあたりもためておい

ていただけるとありがたいというふうに思っております。 

ごみでありますけれども、まずもって子供服のリユース、これは、平成２４年度か

らでありますが、私自身の経験から、小さい子どもがいますと、どんどん大きくなっ

て、すぐ着られなくなってしまうのでもったいないなということで、お金をかけずに

予算はハンガー代だけを買いましたけれども、市でハンガーだけ用意して、後は児童
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館だとかボランティアの皆さん方にご協力いただいて今やっております。大変ご好評

をいただいておりまして、引き合いが多いものですから、ぜひお子さん、お孫さんの

小さな服が着れないということで、きれいなものがあったら、ぜひ保育園や児童館な

どで集めておりますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。 

ごみ収集日のメール配信だとか、犬のふんの放置対策とか、全国初でありますけれ

ども、パソコンの宅配回収であるとか、いろいろと進めてまいりました。 

一昨年の春には、野口の新しいごみ焼却施設、最新式のシャフト炉式ガス化溶融炉

が完成をいたしまして、今は上からごみを入れますと、下からスラグとメタル、いわ

ゆる金属類と石ころが出てきて、これも全てリサイクルをする。後は熱回収をして、

発電をして中部電力に売電をしていくということで収益を上げるという、高効率のご

み発電施設でもありますけれども、これも地元のご協力をいただきながら完成をして

いるわけであります。 

そのほか、それに伴って、燃やすごみ袋の規格変更ということで、破れにくいごみ

袋にも変更することができました。 

また、剪定枝の拠点回収も始めております。これについては、役所のほうで軽トラ

なども必要に応じて貸し出しをしておりますので、ぜひご協力をいただきたいという

ふうに思っております。 

それから、ごみ対策として、昨年度、マンション、アパートのごみの出し方が悪い

人が多いということで、区長さんたちからご要望が強かったのですけれども、この基

準を見直しまして、今新しくつくるマンション、アパートについては、6戸以上に対

して必ず専用のごみ集積所を設けなさいよということで条例改正をさせていただき

ました。指導を強化しているところでございます。区の負担も多少なりとも軽減させ

ていただこうということで、こんな取り組みをさせていただきました。 

それからさまざま、ごみの分別アプリだとか、ごみ屋敷対策会議の成立、いろいろ

とやってまいりました。 

今年度、雑紙の回収方法について見直しをさせていただきました。これは、非常に

大きな期待をしているところでございまして、簡単に言いますと、これまでは雑紙と

して回収するのに手間だったのですが、緑袋で全てそのまま回収させていただきます

よと。新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックについては、今までどおり縛って古紙、古

布の日に出していただくわけなのですが、それ以外は、リサイクルに適さないもの以

外は、全て緑袋で紙類は回収させていただきます。 

もう一度申し上げますと、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックは、そのまま今まで

どおりであります。そして適さないものというのは、ティッシュペーパーだとか、そ

ういったもの、それから油で汚れた紙、ピザが入ってたり、油がついたとか、キッチ

ンペーパーだとか、そういったものについては、リサイクルができませんので、これ

は、今までどおり燃やすごみで、白い袋に入れていただくと。それ以外の紙類は、全

て小さいレシート類から、これまで出せなかった感熱紙とか加工紙とか、シールとか、

そういったものも含めて全てリサイクルさせていただきますので、緑袋に入れていた

だくということになります。 

それから手間が省けるというのは、例えば、ボックスティッシュの入り口について

いるビニール、今まで取らなければいけなかったのですね。分離しなければいけなか

ったのですが、これをつけたまま出していただける。それからラップの刃、金属の刃

でありますとか、紙と接合したファイルについているプラスチックであるとか、紙に
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附属しているものも一緒に、取らずに緑袋にそのまま入れていただけるということで、

これは大変出し方が簡単になるのではないかなというふうに思いますので、ぜひ緑袋

でお願い申し上げたいというふうに思います。 

今までは、紙袋の中に入れて出してもよかったのですけれども、原則的に今後、緑

袋でお願いをしたいということ、これだけはお願いしたいと思います。当面この1年

間、来年の３月３１日までは、紙袋で出していただいても回収はいたしますけれども、

来年の４月以降は、大変恐縮なんですが、回収をさせていただかないということにさ

せていただきますので、緑袋に入れて出していただくということで切りかえをしてい

ただきたい。来年の春までには、切りかえていただきたいというふうに思っておりま

す。 

これは、中に何が入っているかわからないとリサイクルしにくいわけでありまして、

透明な袋で回収しなければいけないということで、緑袋でお願い申し上げたいという

ことでございます。 

これは、静岡のほうにあります、ある事業者の新しい施設ができまして、これに対

して交渉をしてまいりました。これが受け入れていただけるということになったもの

ですから、実現をしたことでありまして、実は、今、白いごみ袋については、乾燥ベ

ースとそのままの重量とありますが、乾燥ベースで量りますと、約半分が紙類でござ

います。ですから、これを何とか減らしていけないかと。減らして、燃やさずにリサ

イクルに回せないかということを、我々は研究してきたわけであります。こういった

形で新しい施設で受けていただけることになりました。多分、近隣では、小牧市が初

めてではないかなと思いますけれども、実現をしたところでありまして、理論上は燃

やすごみが半分になってもいいわけでありますから、ぜひ、お願いを申し上げたいと。 

皆さんのごみを出す手間も省けて、非常に簡単、便利になるということで喜んでい

ただけると思いますし、リサイクル率が上がるわけですから、環境にも優しくなると

いうこと、さらに、お金を払うのではなくて、お金をもらって売り払いで買い取って

いただけるということでありますから、財政的にも小牧市も助かるわけでありまして、

お金をかけてやるわけではありませんので、そういう意味では、まさに議会でもそう

いう発言がありましたけれども、近江商人ではありませんが、三方よしということで

ありまして、大変期待をしておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいという

ふうに思います。 

それから、小木のほうですが、第３資源回収ステーションを新設いたします。 

それから今、燃やすごみが夕方まで回収にかかっている地域がいくつかございます。

カラスなどの被害にも遭いやすいということで、ごみが散乱するということもありま

すので、そういった区域も含めて、今年の１０月までには、燃やすごみについて全て

午前中収集で完了するように徹底をしてまいりたいというふうに思いますので、これ

も区長会から非常に要望が強かったわけでありますので、努力をさせていただきたい

というふうに思っております。 

それから、健康・福祉でございます。ご覧いただいいているような制度を充実させ

ていきますけれども、特に不妊・不育治療の女性拡大、また、乳がん個別検診の実施

などをしてまいります。 

それから、新市民病院の建設でございますが、平成３１年の１月建物完成と書いて

ありますけれども、大体、平成３１年のゴールデンウィーク明けぐらいには、新病棟

での診療開始を目指していきたいというふうに考えております。昨年９月にいよいよ
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着工いたしまして、今順調に工事が進んでおります。あとちょうど2年後ぐらいには、

新病棟での診療開始をさせていただくということでございます。 

これは、200億を超える大事業でございまして、近年にない小牧市にとっても大事

業でありますが、近隣の病院がどんどん新しくなっていく中で、小牧市が非常に老朽

化をしているということで、建てかえていくということであります。図書館の問題に

も見られましたけれども、近年、全国的にオリンピックなどの影響もありますけれど

も、建設物価が高騰をしてきておりますけれども、これについては、「今の病院は、

全国でも5本の指に入る自治体病院である。」と言ってもいいと思います。全国的に見

ても黒字でずっと推移をしておりまして、視察も多いわけでありますけれども、「こ

んなところで、この処置をやっているのですか。」というふうに、全国から視察に来

られた方がびっくりするような状況もありますし、近隣が新しくなっていって、これ

が患者の取り合いという部分もありまして、病院経営にも影響するということもあり

まして、やはり病院経営が黒字で回らないことには、皆さんにもご迷惑をかけるわけ

であります。 

小牧市の財政がいくらいいといっても、500床を超える病院というのは、非常に大

規模でありまして、一たび経営が傾きますと、小牧市の財政そのものにも大きく影響

を与えていく懸念があるくらい、病院経営というのは、非常に重要なものでありまし

て、小牧市が健全財政を維持しているのは、私は、主に2つの理由があるといつも申

し上げるんですが、1つは、優良企業が小牧に立地をして、この税収というのは、非

常に大きいわけでありますけれども、もう一つは、病院が健全経営を保っていると。

お隣の病院は、累積赤字30億でありますけれども、小牧市は、この病院建設のために

病院で50億積んできまして、市でも50億積み立てをしてきまして、100億円は現金で

用意をさせていただいております。残りは借り入れなどで賄うわけでありますけれど

も、借金というのは、自治体にとっては、必ずしも悪いばかりではなくて、今の皆さ

ん方の税金で建てる分が100億円用意をしたと。そして50億ですね。病院の利用の中

で50億用意をしたと。だけれども5年、10年、20年、30年使うものであるから、やは

り将来に小牧市民になっていただく方にも、少なくとも応分の負担をお願いして公平

性を目指していくということで、負担の平準化をしていくということも機能として行

政の借り入れにはあるということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 

いずれにしても早期に黒字を回復して、そして黒字であるから、健全経営であるか

ら、いい設備投資ができて、いいお医者さんが来てくれると、愛知県内でも診療閉鎖

している、医師が集まらない病院がいっぱいありますので、そういう意味では、医師

が来てくれて、看護師も集まって、いい医療が提供できて、収益も黒字になって、い

い循環が今回っているということでありますから、この輪を途切れさせないというこ

とを一番大事にしながら、この病院経営をやっていきたいということを思っておりま

すので、ぜひしっかりやっていきますので、ご理解をいただきたいというふうに思い

ます。一時的には借り入れが膨らみますよということでありますが、しっかりと経営

は、健全にやっていきたいということでありますので、よろしくお願いいたします。 

なお、画面のほうにパース図がございます。2点だけ、お話をします。新しい病院

のイメージが、あんな形でできるのですが、今の病院の西側に公園などを中心に新し

い病院を建てて、そして東側ですね。この図でいくと右手側に古い病棟が立っている

のですけれども、それを平成３１年度以降壊していくということで、全体を完成する

のは、今しばらくかかるわけでありますが、完成をいたしますと、右側のところの公
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園の奥のところが自走式の立体駐車場であります。2棟つくってまいりまして、ほぼ

皆さん方の車というのは、こうした敷地内にほとんど近いところにとめていただける

ぐらいの台数が確保できるのではないかと思っておりますので、非常に近くなるとい

うことであります。 

それからもちろん、バスのロータリーもつくってまいりますので、巡回バス等をお

使いの方も近くで乗り降りしていただけるようにしてまいります。交通面が、非常に

アクセスがよくなるよということでございます。 

2つ目は、右下のイメージ図でございますけれども、病室の多人数床ですね。4人部

屋でございます。今の病院は6人部屋が主でありますけれども、これを全て4人部屋と

個室ということでしてまいります。今の病室は、6人部屋に入りますと、カーテンを

閉めますと薄暗いわけでありますけれども、新しい病棟は、カーテンを閉めましても、

全てのベッドから窓が見えて、外が見えるということで、非常に明るくなってまいり

ます。いつも申し上げているのですが、楽しみにしてくださいとか、使ってください

というのは、ちょっと違うかなというふうに思いますので、使わないようにしていた

だくのが一番でありますから、健康にはくれぐれもお気をつけいただきたいと。ただ、

いざというときには、しっかりとした病院が小牧市にはあるよということは、安心で

はないかと思います。 

市外の方も多く見えて、いつも市民を優先にということも要望でいただくのですが、

もちろんそういった思いでやっていきますけれども、ただ先ほど申し上げように、全

体として黒字でなければ、回っていきませんので、尾張北部圏域の最上位の一番高い

医療技術の病院ということで位置づけられていますので、市外の方でも本当に困った

場合は、小牧の市民病院にということになっておりますので、小牧の市民のための病

院でありますが、全体として経営が成り立っている。我々はそういったいい病院が市

内にあるのだということで、皆さん方の役に立っていくということだと思いますので、

ぜひしっかりやっていきますので、よろしくご理解をいただきたいと思っております。 

 

【市長】(市政報告部分) 

 続きまして、教育・子育てと文化・スポーツの２つの分野についてお話をさせてい

ただきます。 

ご覧のとおりでございます。いろいろとありますけれども、全て説明すると時間が

ないので、待機児童については、後ほど少し触れたいというふうに思います。 

創垂館は、小牧山の中にありますが、改修工事を進めてまいります。 

教育大綱でありますけれども、これは、教育委員会の関連の法律が改正になりまし

て、大きな改正だったんですけれども、教育委員会制度の見直しがありました。今ま

で教育委員会で教育委員長がトップだったのですが、教育委員長がなくなりまして、

教育長を直接市長が任命をして置くということになりました、議会同意で。 

そして、教育長のもとで教育委員さんが合議をしていくということで、５人の教育

委員会というのは、教育の執行機関としての位置づけは変わらないんですけれども、

そういった大きな変更もございました。 

そうした中で、特に市長の関与についても見直しがありまして、地域の教育につい

ての責任というのは、今までどおり教育委員会に執行権があるのですけれども、市長

のもとで教育委員会と相談・協議をしながら、市長のもとで教育の総合的な方針とい

うものをつくりなさいよという法律が変わったものですから、そういう法律ができま
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したので、初めて小牧市として教育大綱というものを策定させていただきました。今

までどおり学校教育については、教育委員会の責任でありますけれども、予算も関係

してきますので、全体の方向性については、定めますよということでなったわけです

ね。 

小牧の教育大綱については、基本理念としてアンケートをとったり、教師の皆さん

方とミーティングをしたり、保護者の皆さん方とのミーティングをしたりということ

で、いろいろとご意見を聞きながら策定をしてまいりましたけれども、ここに書いて

ありますように、理念として「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。」という理念を置かせていただいたところであります。 

「愛」とは、「夢」とは、「生きる力」とは、ということでございますけれども、我々

も議論を尽くしまして、字句も相当整理をして練り込みまして、小牧市の一番の運営

の理念だからということでまとめさせていただきました。愛・夢・生きる力というの

は、教育の目指す最も重要なものだろうということで、小牧市として改めて定義をさ

せていただいたところでございます。 

これは、少しご紹介ということでありますが、教育というのは、学校現場だけでや

るものではなくて、やはり我々行政ももちろんでありますが、地域の皆さん方と一緒

になって、子どもたちの健やかな教育環境というものは、地域全体でつくっていくも

のだというふうに思っておりますので、ぜひご理解とご支援をお願いしておきたいと

いうふうに思っております。 

今、こども夢・チャレンジ№1都市の中で、こども夢サポーターという制度をつく

っておりまして、企業さんとか市民団体の皆さんにも登録をいただいて、子どもたち

の支援ということをしていただく皆さん方に登録をしていただいておりますので、ぜ

ひそんなこともご紹介を申し上げておきたいと思います。 

それから学校の設備でありますが、これも報告になりますけれども、平成２６年度

までに全ての小中学校の耐震化は完了しております。その後、防犯カメラの設置やら、

さまざまな設備のトイレの改修などを進めてまいりまして、平成２７年度にいよいよ

暑くなっている中で、公共施設の中でエアコンが入っていないのは、小中学校だけな

ものですから、子どもたちにも、やはり学校の教室内で熱中症の心配をしなければい

けないという状況は異常だということで、エアコンの設置をしようということで判断

をさせていただきました。愛知県下では、名古屋だけが今ついておりますけれども、

この時期につくろうということを判断しまして、春日井市とたまたま同時期になりま

したが、小牧市、春日井市を先頭に今徐々にエアコン設置の動きが広がっております。

いち早く設置をさせていただいたということで、平成２７年度に中学校は、全て設置

が終わっております。小学校につきましては、今年の５月ですから、今月末までには、

全ての小学校のエアコン設置工事を完了する予定にしております。ご報告でございま

す。 

それから、待機児童でありますけれども、こういった状況でございます。待機児童

は、非常に多くて、小牧市も県内でも待機児童の多い自治体として大変残念な状況で

ありましたけれども、これは、産業都市ということで、影響もあるのかなというふう

に思いますが、そんな中で、これまで保育園の定員の増員を努力してまいりました。

特に平成２７年４月には、南部地区にみなみ保育園を新設いたしました。これは、180

人定員の大きな保育園をつくったものですから、その前は待機児童が39人、49人とい

たわけですけれども、もうこれでなくなるのではないかということを期待したわけで
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すね。いくら三十何人、四十何人いても、180人の定員を増やせば、普通は吸収して

待機児童がなくなるだろうと思うじゃないですか。でも実は、その後も31人とか27人

とか、待機児童が減らないという状況でありまして、どんどん保育園は、増やしてい

るんですけれども、減らないという状況で来ました。どうですか、足していくと300

人近く増やしていると思うんですけれども、定員を増やしていても減らないという状

況になっています。 

ようやくここに来て、この春、待機児童が3名というところまで減りました。ただ

これは、年度途中からどんどん増えてまいりますので、まだ全体がカバーし切れてい

ないということであります。今後、特に味岡から南部にかけての区画整理をやってい

る名鉄小牧線沿線は、子どもたちが増えておりますので、特に町の中心部は、マンシ

ョンも今どんどん建ってきているということと、もう一つは、3歳未満児で民間の小

規模保育ということでカバーをしてくれているのですが、その子たちの年齢が上がっ

て、3歳以上の施設が足らなくなるだろうというふうに思いますので、そういう意味

で、そろそろ新しい保育園を新設していかなければならないのではないかというよう

なことを今検討しているところでございます。 

続きまして、文化・スポーツでございます。全国高校総大の役割分担があって、準

備していきますよとか、この春に小牧市民文化財団を設立いたしましたよというよう

なことであるとか、小牧山の史跡センターが来年の秋ごろまでに完成をしますよとい

うようなことであります。 

小牧山は、味岡市民センターの入り口にも貼ってありましたけれども、この春、「続

日本100名城」というものに選定をされまして、非常に喜んでおります。何で「続日

本100名城」なんだということかといいますと、10年前に日本100名城が選定された、

城郭の専門家の皆さん方、歴史の専門家の皆さん方で選定をされたのですけれども、

それの10年前の100名城に続く100名城ということで、「続日本100名城」ということで

ございます。どうもお聞きしますと、城郭・城址、今残っているお城とか、城跡なん

かは、戦国時代に随分多くの城があって、数万の城が日本であるそうでありますが、

大小数万の城があるそうでありますが、その中で200以内に入っている名城だと、価

値があるのだということで選定されたということは、非常に小牧山の誇る三英傑ゆか

りの小牧山であり、また、日本の近世城郭のルーツではないかといった歴史上の大き

な価値というもの、それから城と一体で整備されたのも初めての城下町整備ではない

かというようなことも言われておりますけれども、そんなことが高く評価されたので

はないかというふうに思っております。そうしたことも含めて、発信をするセンター

が来年の秋くらいには完成いたしますので、ぜひ一度お越しいただきたいと思ってお

ります。 

対象年齢は、主に小中学生を念頭に置いておりますが、もちろん大人の方にも来て

いただいて、わかりやすく発信することができるセンターを目指してまいりますので

よろしくお願いいたします。 

それから、新図書館について、少し触れなければならないと思っております。新図

書館につきましては、一昨年の１０月４日に住民投票が行われまして、その当時の計

画について基本設定がすでに進んでいたのですけれども、賛成が43％で反対が57％ぐ

らいだったというふうに記憶しておりますけれども、という状況でありましたので、

まず市民の皆さんのご判断というのを尊重して、しっかりと受けとめて、ゼロベース

でやっていこうと。建てる、建てないも含めて、ゼロベースでいこうではないかとい
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うようなことを申し上げてまいりました。 

その後アンケートを、住民投票で示された民意はどこにあるのかと。どこが課題と

して皆さん方が認識をされて反対票を投じられたのかということも含めて、広く1万

人ぐらいアンケートをして、そうした分析もしながら議論をしていこうではないかと

いうようなことを、実は、議会でも申し上げてきたんですけれども、議会のほうから、

まずは、アンケートをとるのではなくて、専門家の皆さん方、市民の皆さん方も含ん

だ審議会を立ち上げて、そこで審議をすべきだと。その中にアンケートが必要であれ

ば、とれる予算をつけていくべきではないかというようなことで、特に議会からは、

そうした強いご意見がありまして、私としてもそうしたことの中で審議会の設置を、

まずさせていただいてきたところでありまして、アンケートについては、必要があれ

ば審議会でとっていただくということでお願いをしてきたところであります。全17回

の審議会を昨年４月以降開催いただきました。約2時間の会議を17回ということで、1

年間でこれだけ審議会をされたというのは、全国的にも、まず例がないことではない

かと思いますけれども、大変熱心に21名の皆さん方が御努力いただいたことに心から

敬意を表したいというふうに思っております。 

そうした中で、今年の２月８日に答申をいただきました。市としては、その答申を

受けまして、新たに市としての建設方針案を取りまとめまして、そこに書いてありま

すとおり、今年の４月２７日に議会のほうへ報告をさせていただきました。さまざま

なご意見がございました。また、第２回の５月１９日の文教建設委員会には、私も出

席をいたしまして、方針についてお話をさせていただいたところでございます。 

基本的には、答申は、「Ａ街区に建設をしたほうがいいよ。」という意見が、およそ

４分の３を超える方がそうだったというふうに聞いておりますけれども、多数意見、

「ラピオの中」とか、「現図書館位置」とか、いろいろな意見があったのですが、そ

ういうような答申でありました。 

そして、運営方法については、この言い方が適切かどうかわかりませんが、いわゆ

る「ツタヤ図書館」と言われておりましたけれども、今回は、審議会の中で直営が望

ましいという答申で、一部業務委託などは、今もやっておりますけれども、そうした

ことはいいだろうと。ただ、基本は、直営が望ましいという答申でありましたので、

そうした答申に沿った方針案を出させていただいておりまして、議会のご意見なども

踏まえまして、近日中に正式に方針として決定してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

時間がありませんので、詳しく申し上げられませんが、経緯はそういうことでござ

いまして、新図書館とラピオが隣にありますけれども、この再構築を両者一体で考え

てセットでご提案する、お示しをしなければいけないだろうと、そして10年、20年先

も見据えて、将来も揺らぐことのない形で整備を目指すべきだろうということが基本

的な考え方であります。 

また、議会も含めて早期建設についてのご要望を多々いただいておりまして、基本

的には、審議会の答申を尊重して進めていくということが一致した考えであるという

こと。ラピオについては、テナント誘致と公共施設の導入というものを両面で進めて

いくということ。ラピオについては、特に施設コンセプトを子ども・子育てとしなが

ら、1階には、食料品スーパーの誘致の努力をするとして、2階以上については、子ど

も・子育てと図書館関連施設の両面で公共施設整備も検討していくというようなこと

を申し上げているところであります。 
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今、商工会議所会館の中に市内の児童館の中心となる中央児童館と市の子育て支援

センターが入っておりますけれども、特に狭隘化しておりまして、小牧市の子育ての

中核施設としては、少し課題が大きいものですから、こうしたことも従来から施設の

整備という必要性は位置づけられてきたところでありますが、この際、ラピオの中に

置いていきたいというようなことをご提案申し上げているところでございます。 

市政始まって以来の住民投票でありましたので、関心の高いところでもございます

ので、少しご報告を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

 

【市長】(市政報告部分) 

 ５の産業交流と都市基盤であります。 

 見てのとおりでありますが、さまざまやっておりますけれども、こんなのでいいの

かな。産業交流について先ほど、新産業創出等について、お話しさせていただきまし

たし、先ほどムービーも見ていただきましたけれども、定住促進なども今、小牧市の

みならず、いろいろな自治体の非常に大きなテーマになってきておりますので、子育

て世代が暮らしたいと思う小牧づくりというのも大事だなということで、ＰＲに努め

ております。 

そのほか、観光交流促進などもありますけれども、田縣神社が今、この春に第一期

整備が竣工いたしまして、完了いたしました。そして、昨年の春には、田縣神社の３

月１５日豊年祭を無形文化財ということで、教育委員会で指定をいたしましたので、

そんなことも含めてさらに魅力を高める努力をしていきたいと思っております。 

ちょっと長くなっておりますが、あと15分で締めるのかな、締めなきゃいけない。 

都市基盤でありますが、味岡駅のバリアフリー化を平成２６年度やらせていただき

ました。今後、小牧原駅、小牧口駅と順次バリアフリー化を進めてまいります。 

道路照明灯のＬＥＤ化でありますけれども、1,800基、これまで順次老朽化・球切

れなどで、ＬＥＤ化を進めてまいりましたけれども、今回一気にすべてリースでＬＥ

Ｄ化を進めるということをやります。その結果、いろいろ研究いたしましたら、この

ほうがいいぞ、ということになりました。というのは、リース料などはかかるのです

けれども、電気代のほうがこちらは大幅に節約できますので、ＬＥＤ、省電力という

ことで、年間500万円ぐらい浮いてくると。10年でいきますと、5,000万円ぐらい浮い

てきますので、これは早期にやるべきだろうということで、今回一気にＬＥＤ化を進

めさせていただきます。ＣＯ
２

排出量もこれによって年間500トンということで減って

まいりますので、環境、それから予算、経費ですね両面にわたってプラスになるとい

うことで、進めていきたいと考えております。 

それから、巡回バスでありますが、これが私、思いのあるところでありまして、ぜ

ひ申し上げたいのですが、巡回バスの充実について、努力をしてまいりました。昨年

度までに、一応の再編が終わりました。いろいろとご意見はいただいているのですが、

順次見直しをするところは、見直しをして、さらに使いやすくしていきたいと思って

おりますけれども、今8コース8台から、19コース18台ということで、大幅に拡充をい

たしました。約1時間に1本ということであります。卵が先か、ニワトリが先かという

ことでありますけれども、まずは、便利じゃなきゃ乗らないものですから、便利にし

て乗っていただこうということで進めてまいりました。巡回バスの利用者数ですが、

私が就任したのが平成２３年度でありますけれども、30万人ぐらいだったのが、今60

万人を超えまして、これは倍増しております。 
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やはり、これから高齢化がどんどん、どんどんさらに進んでいくわけなのですけれ

ども、高齢者が増えてきますと、車に乗れない方も増えてきますから、私は県議会議

員のころから、ずっと訴えてまいりましたけれども、もはや道路をつくるだけでは、

インフラとは呼べないと。車に乗れない人も増えるということであれば、移動手段そ

のものを提供しなければ、これはインフラと呼べない時代が来るのではないかという

ことを常々言ってまいりましたけれども、市長に就任いたしまして、小牧市でできる

ことは、しっかりやっていこうということで、これには予算をかけようじゃないかと

いうことであります。１億5,000万円ぐらいの予算が今３億2,000万円まで増えており

ます。利用しない方ももちろんお見えになりますけれども、利用者の方からは、非常

にご好評いただいておりまして、さらに車が高齢者の事故が増えておりますので、そ

ういう意味ではぜひ、高齢になりましたら無理をせずに、ぜひ公共交通をご利用いた

だきたいということをお願いを申し上げたいというように思っております。 

近年の運転免許証の返納率も実は、上がっておりまして、ぜひ交通事故抑止にもつ

なげていきたいと思いますから、そのためにも車の免許を返したら、行きたいところ

に行けないではいけませんので、こうした公共交通の充実というのは、非常に大事だ

と思っております。 

今、市内のすべ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

況にさせていただきましたので、便利かどうかといわれるといろいろともちろん、ご

意見あると思いますが、ただ全国的に見て、それほどきめ細かく市内の公共交通網を

整備している自治体というのは、まず、ここまでことをやっているところは、まずな

いだろうというように思います。全国で多分、最も充実しているといっても過言では

ないというように思います。ですから、小牧市だからできるといえば、それまでなの

ですが、特にお金をかけているのは事実でございます。３億2,000万円かけておりま

すが、ただ10年ぐらいしますと、恐らく自動運転が普及してくると思います。今、新

聞などでもご覧いただきますように、愛知県内でも今、自動運転の実証実験、レベル

4を相当今、やってきておりまして、携帯電話やインターネットのこの急速な普及、

発展を見ますと、情報技術の進展は、目覚ましいものがありますので、恐らくあと10

年ぐらいするとバスやタクシーや公共交通からこういったものが多分、導入されるの

ではないかと思いますので、実は今年度、恐らく小牧市内でも自動運転の走行実験を

することになると思いますけれども、そんな時代になりますと、だいぶ経費は削減さ

れると思いますので、あとちょっと頑張っていけばいいんじゃないのかなというよう

なことを思っております。必要なことだと思っておりますので、頑張っていきたいと

思っております。 

以上とりあえず、産業交流まできましたが、自治体経営までいかせてください。 

自治体経営でありますけれども、行政改革、努力をしているよということが書いて

ございます。また、見てください。マイナンバーカードがありますと、ただで市役所

で交付しておりますが、住民票、印鑑証明などが、お近くのコンビニエンスストアで

取得いただけるなど、便利でもありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

それから、さまざまやってきておりまして、市民総合相談案内、相談ホットナビ

76-1111、どこに相談していいかわからない場合、国や県や民間も含めて、相談窓口

を案内、できるだけ案内、適切な窓口を、できるだけ案内できるということで開設を

しております。すべて、一元化はできないのですけれども、案内はできるだろうとい

うことで、76-1111でありますので、よろしくお願いいたします。 
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それから、協働の推進等、わかりやすい情報提供や広報広聴機能の強化。私になり

ましてから、毎年タウンミーティングなどを行っております。先ほどもご意見ありま

したけれども、そういう意味では相当、そういったこういった機会もなかなか、時間

は限られますけれども、機会は多くもってきておりますので、またぜひご意見などあ

りましたら、お寄せをいただきたいと思っております。 

最後に、自主財源の確保なども頑張っておりますよと、こまき応援寄附金なども愛

知県内は、ほとんどの自治体が赤字ですけれども、数少ない黒字で頑張っていますよ

ということもございます。ファシリティマネジメントの３つの計画を策定したり、経

費削減などいろいろと努力していますよというようなこともあります。 

電気料金についても、全国で初めて周辺市町との合同購入をいたしまして、経費削

減に努めています。昨年の上半期だけで2,289万円削減できていますよというような

ことも記載をさせていただきました。 

最後に平成２７年度の決算でありますが、見ておいてくださいということなんです

けれども、これも広報に掲載しましたので、ご覧いただいているかと思いますが、最

新の決算によれば、市の資産は増えて、借金は減っていますよと。また、行政コスト

も圧縮をしていますよ。健全財政を維持していますよというようなことを申し上げて

おります。客観的な数字でお示しをしております。 

いろいろとプレミアム商品券事業だとか、今申し上げた巡回バスの充実だとか、そ

のほかさまざまな事業の拡充、充実をしてきているというように思っておりますけれ

ども、ただ財政的には、先ほど総務部長がお話したような、500億円ちょっと予算規

模で大体来ております。そして、私、就任以来、市の主要な貯金でありますところの、

財政調整基金についても、一度も取り崩さずに、むしろ積み増していることからしま

しても、市としては財政の健全性に留意をしながら、削減するところは削減をして、

行政改革しっかり取り組みながら、そして市民の福祉の増進のために、この充実させ

るところはしっかり充実させてきているということで、バランスのとれた市政を積極

的に推進してきているというように、私としては皆さん方にお話をさせていただきた

いと思っているところでございますので、今後ともさまざまな課題はありますけれど

も、すべてを一気に解決することはできませんが、一つ一つしっかりと対応して、将

来に向けて努力をし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た

いと思います。 

 


