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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３１日（水） 午後２時３０分～ 

            場所：北里市民センター 講堂 

 

【市長】（あいさつ） 

 皆さん、こんにちは。 

 今日は、大変お忙しい中、市政報告と予算・事業説明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。日ごろは、市政の推進に対しまして、格

別に皆様方には、ご理解とご支援をいただいておりますこと、改めまして厚くお礼を

申し上げます。 

さて、就任以来、これで 7 年目を迎えているところでございます。毎年タウンミー

ティングということで、市民の皆さんと直接対話をする機会を充実させていきたいと

いうことを公約の 1 つに掲げてまいりました。これまで、こうした市民の皆さんとの

市政全般のミーティングを初め、子育て世代とのミーティングやら、子どもたち、中

学生だとか高校生のタウンミーティングやら、いろいろと市の新たな計画を策定する

際には、必要に応じて関係の皆様方との対話というのもさせていただいてきたところ

でございます。 

今日も平成２９年の５月の終わりということでございまして、本当にいろいろなこ

とがありますけれども、本当に月日の流れが早いなという今日このごろでございまし

て、本当に皆さん方といろいろとゆっくりお話をする機会というのは、思った以上に

実は少ないわけでありまして、いろいろな会に出てまいりますけれども、祝辞を述べ

たりしながら、その会にまつわることをお話するのですが、市政全体のことをゆっく

りとお話するという機会は、そうそう実は、ありません。ですから、非常に貴重な機

会でありまして、ぜひ今日は、有意義な会にしていきたいと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。 

なお、広報こまきだとか、いろいろと情報発信をさせていただいていますが、まだ

まだいろいろとご要望やらご意見をいただくのですけれども、我々の説明不足、伝え

方が十分でないということだと思いますが、いろいろと取り組んでいることについて

も、伝わっていなくて、ご質問やらご要望をいただくこともあるなというのも少し感

じますので、今日は、少しそういうこともお伝えをするのですけれども、ぜひ身近な

方に、また機会をいただきたいし、広報こまきは月 2 回発行しておりますが、ぱらぱ

らで結構ですけれども、ぜひお目通しをいただければ、市政のことをいろいろとやっ

ております。少しご理解いただけるのではないかと思っておりますので、このことも

あわせてお願いをできればと思っております。 

 雑談をする時間はないのでしょうけれども、今日は、実は、ベトナムの南のホーチ

ミンの近くにあるロンアン省というところから、あちらは社会主義民主共和国という

ことで、社会主義国でありますけれども、共産党のロンアン省のトップを初め、30

人ばかり訪問団が小牧に来られておりまして、午前中にお迎えをいたしました。市長

ですが、一応、県知事と同じような立場の方やら、簡単に言うと、ぜひベトナムにま

た、この地域から投資をしてくださいというＰＲを兼ねて来られているところでござ

いまして、きょうの夜には、また歓迎会をやらなければいけないなということで、お

もてなしをさせていただくのですけれども、いろいろなことがございます。一つ一つ

市長として、しっかりとやってまいりたいと思っております。 
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あいさつということでありますが、総論だけ少しこの場で述べさせていただきます

と、昨年を振り返りますと、昨年は、平成２８年度でありますが、市制 60 周年の翌

年ということでございまして、人間で行きますと、還暦の翌年、生まれ変わりの翌年、

再スタートの年ということを位置づけまして、改めて市民の皆さんの安全、安心、そ

して快適な市民生活の実現という、市の基本的なことに立ち戻って、基本を大事にす

る年にしようじゃないかということで、実は進めてまいりました。 

そんな中で、昨年の春でありますけれども、春には、この近隣、6 消防本部と合同

で、新たな消防通信指令センター、これが立ち上がりまして、119 番の通信指令の事

務の一元化をいたしました。統一をいたしました。この近隣を合わせて、今、全て 119

番は、小牧山の北にあります小牧市消防本部の隣に新たな建物を建てまして、6 消防

本部合同での通信指令センターをつくりました。大規模災害時や市境における災害な

ど、あるいは、たまたまそれぞれの市の消防車や救急車が出払っているときなどの早

期の応援体制、こういったことについて充実を図ることができましたので、市民の皆

さんの安全、安心が向上したというように思います。 

そして、北里につきましては、既に一昨年になりますが、2 か年にわたって、昨年

の春までに、これは私の、本当に希望になりますけれども、公共交通を充実させてい

かなければいけないということで、巡回バスの再編を大きくさせていただきました。

現在 8 コース 8 台だったものが、今、19 コース 18 台ということで、大幅に拡充して

おりまして、民家のあるところなら、全てのお住まいから半径 500 メートル以内に必

ず駅かバス停があるという状況にさせていただきました。原則１時間に１本というこ

とでございます。これだけきめ細かな公共交通網がある自治体というのは、実は、全

国を探してもそれほど多くはないというように思います。名古屋が便利だなと思われ

ると思いますけれども、名古屋の郊外に行きますと、鉄道がなくてバスというところ

がもちろんたくさんありまして、バス停まで遠いよというところもたくさんあるわけ

でありますので、そういう意味では、実は陸の孤島というようにもいわれていたので

すが、巡回バスを大きく拡充させていただきました。 

北里におきましては、間内から岩倉という、船橋議員もお見えでございますが、地

元からも強いご要望がございまして、これも初めてでございますが、市の補助を出し

て参入させていただいたということでございまして、公共交通の充実は、高齢社会に

とって大きなテーマだというように思っております。私は、県議会議員のころから、

これは、本当に重要だということで県にも訴えてきたのですけれども、なかなかお金

もかかるということで、難しいところがございました。しかしながら、超高齢化が進

む時代の中で、今までは、道路をつくれば、インフラだといっていたのですけれども、

道路をつくるだけでは、もはやインフラと呼べない時代が来ると。移動手段そのもの

を提供しなければ、車に乗れない方も増えてまいりますから、そういう意味では、道

路をつくっただけでは、もはやインフラじゃないよということで、公共交通の充実が

大きな課題だというように認識をしまして、これまで検討してまいりましたけれども、

これをさせていただきました。 

まだまだご要望は尽きないところだと思いますし、いろいろと路線・ダイヤ等につ

いてもご意見をいただいておりますので、しばらく様子を見て、3 年をめどに、もう

一遍ダイヤやルートを見直しますよということを申し上げてまいりましたので、ご意

見をいただきながら調査をして、必要に応じて見直しをしていきたいというように思

っております。これは、1 億 5,000 万円から 3 億 2,000 万円ということで、必要予算
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が大きく倍増しております。しかしながら、これは大事なことでありますから、必要

な予算を確保して、こういったことに充てていくということでございます。 

多分あと 10 年ぐらいしますと、恐らく自動運転でバスも走るようになるのではな

いかと。必ずそういう時代が来るわけですけれども、早ければ 10 年ぐらいで来るの

ではないかというように思います。昨年も愛知県内で自動運転の走行実験が多数行わ

れておりまして、全く無人で走るレベル 4 という実験も行われております。今年、も

しかしたら小牧市内でもレベル 4 の実験をさせていただくかもわかりませんが、小牧

も手を挙げておりますけれども、そうした時代が来るまで、運転手の人件費が一番の

コストでありますが、そこまで頑張れるのではないかと、頑張らなければいけないと

いうように思っておりますので、これは大事なことですから、しっかりと充実をさせ

ていきたいということを思っております。 

それから、夏には、中学校のエアコン整備を全校一斉に行いました。今年の５月、

今日は、５月３１日でありますが、小学校 16 校、全てエアコンがつきます。来月か

ら、全小中学校 25 校、全てエアコン運用ができるようになります。公共施設で言え

ば、エアコンが入っていないのが小中学校だけでありましたので、今、夏、非常に暑

くなりまして、私のころは、暑いのが当たり前だったということだと思うのですが、

今は、本当に教室の中でも熱中症を心配しなければいけないというような声も先生方

から聞くわけでありますので、35 度を超える日がありますので、いよいよエアコン整

備をしようということで、させていただいたところでございます。 

そして、９月には、いよいよ市民病院の建設工事、新病院の建設に着工いたしまし

た。これも 200 億円を超える大事業でありますけれども、老朽化が目立っておりまし

た。必要だということで、改築をしていくわけでございます。 

それから、１１月１８日には、天皇皇后両陛下をお迎えして、行幸啓ということで

小牧でお迎えすることができました。大変光栄なことでありました。市民の皆さんの

代表として、失礼のないようにということで対応させていただいたところでございま

す。そういった明るい話題もあった、昨年でございました。 

いろいろなことが昨年度もあったわけでございますけれども、６年前に就任をいた

しまして、改革と創造の市政ということを標榜して、市政を進めてまいりました。大

きく人口が増加して右肩上がりだという時代から大きく変わって、人口が減っていく

と。そして、超高齢化を迎えるということで、社会のありようが本当に 180 度変わる

時代の中で、必要な改革を進めていくということを申し上げてきたところでございま

す。 

そんな中で、さまざまな施策事業を展開してまいりました。1 つ申し上げておきた

いことは、今、プレミアム商品券事業だとか、あるいは、巡回バスの充実だとか、あ

るいは、高齢化に応じたさまざまな地域の見守りだとか支え合いだとか地域医療の充

実だとか、こういったさまざまなことで予算を振り分けておりますけれども、全体の

予算総額を今から総務部長から簡単に今年度の予算の概略を説明させていただきま

すけれども、基本的には、小牧は 500 億円ちょっとという予算水準で、ほぼ一定でご

ざいます。どんどんどんどん予算が膨らんで、市長がいろいろなことを施策で充実さ

せるのはいいけれども、予算を痛めているのではないかというようなご心配があるか

もわかりませんが、決してそういうことはなくて、行政改革もしっかり取り組んでお

りまして、また後ほど少し直近の行政改革に触れますけれども、削減をするところは

しっかり削減をして、予算を確保しながら、必要な予算を増加させていくということ
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で、基本的には予算規模は膨らんでいないということであります。そして、市の一番

大きな基本的な貯金というのは、財政調整基金という貯金でありますけれども、これ

については、就任以来 1 円も取り崩さず、むしろ積み増しをしておりまして、財政は、

極めて健全財政で、全国的にも優良都市として、いまだに維持をさせていただいてい

るところでございます。 

そんな中でありますが、これから小牧も厳しさを増していく中でございまして、必

要な施策は、充実をさせながら、一層市民の皆さん方が住みたいと、住み続けたいと

思っていただける、魅力のある小牧市づくりに向けて全力を傾注してまいりたいとい

うように考えておりますので、ぜひ皆様方には、市の今の取り組みについてご理解を

いただきまして、もちろんいろいろとご意見をいただきながら、私も皆さんの声に耳

を傾けて誠心誠意努力してまいりたいというように思っておりますので、今日は、ど

うか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。 

まずもって、今日のごあいさつということで、少し全体のことをお話させていただ

きました。後ほど、またいろいろと意見交換させていただきますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 では、また、改めまして、ただいまからご説明申し上げたいと思います。 

前のスライドをもとにお話をさせていただきますが、お手元にも同じものがお配り

をしてございますので、どちらを見ていただいても結構でございます。 

まず 1 枚おめくりいただきますと、目次がございます。市政戦略編、分野別計画編

ということでございますけれども、これは第 6 次小牧市総合計画新基本計画という、

小牧市の最上位の計画の構成がこのようになっておりますので、これについてお話を

させていただきます。ずっと話続けてもあれですので、聞きづらいかと思いますので、

この項目に沿って、項目ごとに区切りながらお話をさせていただいて、ご質問やら意

見をいただきたいと思っております。 

まず市政戦略編をお話させていただいた後、そのままやりますけれども、安全・環

境と保健・福祉までお話をさせていただいて、一旦とめさせていただきます。その後、

3 番、4 番ということで、また、とめさせていただきます。5 番、6 番で一旦質問など

を挟むか、7 番まで一緒にやってしまうか、また、時間を見ながら進めさせていただ

こうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

ところで、先ほど申し上げましたように、改革と創造の市政ということをお話させ

ていただいていますけれども、私が市長に手を挙げさせていただいたときにお伝えを

したことで、そして、市長に就任してから手がけた行政改革という意味では、個別の

行政改革は、いろいろございますけれども、一番大きな課題があったとして一番大き

なことは、この総合計画の考え方を大きく掲げさせていただきました。総合計画は 10

年計画でこれまで持ってまいりましたけれども、第 6 次小牧市総合計画というのは、

平成２２年から平成３０年までの計画でございました。私が就任いたしました平成２

３年、そして、この新基本計画というのは、後半年次、私のもとで策定した初めての

総合計画でありまして、平成２６年から平成３０年までの計画で、5 か年計画でござ

います。 

これまで第 5 次小牧市総合計画は、実は将来推計人口、10 年後の人口、いわゆる平

成３０年の人口を 17 万人という推計をして、それに基づいて必要な行政サービスの
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展開ということを掲げておりましたけれども、もはや右肩上がりが当たり前ではない

という中で、やはり人口減少を前提とした計画に当てはめるということを、まずさせ

ていただいた。ある学者によれば、全ての自治体が、実は今、総合計画を持っている

のですけれども、その将来推計人口を全て足すと 2 億人だということを、全部足した

のでしょうけれども、お話されたことを私も聞いたことがありますが、そうすると、

それに基づいてさまざま行政の仕組みや施設、サービスなどをやっていきますと、2

億人分の計画でありますから、8,000 万人分は無駄だという、7,000 万人ちょっとで

すか、無駄だということになりますので、そうではなくて、これから右肩下がりと言

っても過言ではない時代が来る中で、これまでの拡大型行政から転換をして、やはり

選択と集中の中で、人のサービスに集中しながら、絞るところは、絞っていかなけれ

ばならない時代なのだと。そして、何より行政だけで施策事業を展開するのではなく

て、市民の皆さんと一緒になって、地域全体として、地域経営という言葉があります

けれども、地域全体としてサービスを展開していくと。必要な方に手を差し伸べてい

くということが必要なのだということで、市民との協働活動の一層の活性化やら、市

民活動の活性化といったことも含めて掲げさせていただきました。 

7 番目の自治体経営というものは、従来は、これは、総合計画に入っていなくて、

総合計画とは、別に行政改革大綱というようなもので、別軸で行革の最重要計画は、

持っていたのですけれども、そうした時代の中で経常的に行革をやっていくというこ

とで、統合したということが、行政改革と言っても一番大きな考え方の転換ではなか

ったかなというように思っております。 

さて、そうした中で市政戦略編でございますが、3 つの都市ビジョンを掲げており

ます。皆さんご承知いただいているかと思いますけれども、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ございまして、今の総合計画は、

お手元にもこういう冊子を配ってあると思うので、こういう形で、これは総合計画の

概要版でありますが、既に平成２６年にお配りをしていると思いますけれども、ご覧

いただければ、そういった 3 つの都市ビジョンを掲げて、これをまちづくりの基軸と

位置づけております。これに、行政改革と市民サービスの向上ということでございま

して、総量を増やしていくという意味ではなくて、質も含めて市民サービスを向上さ

せていくということで、この３つの都市ビジョンと行政改革を加えました四つの柱を、

今の小牧市政の柱としているところでございます。 

このうち、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、子

どもを軸にして、子どもの夢を育てる、夢へのチャレンジを、市を挙げて、市民の皆

さんとともに応援をしていくまち、そして子どもを軸に世代を超えてつながるまちづ

くり、そうしたことが、全ての世代が暮らしやすい温かい支え合いのまちにつながっ

ていくんだと、そうした都市ビジョンを掲げているところでございます。それが、こ

ども夢・チャレンジ No.1 都市というように申し上げておりますけれども、一昨年の

市制 60 周年の式典におきまして、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。議会で議決をいただいて、都市宣言として採択を、これも全会一致で採

決をいただいた都市宣言でありますけれども、それに基づいて、今、進めております。 

新規事業といたしまして、ひとり親家庭等の支援事業、そして次のページの駒来塾

というものを新規事業で今年度進めてまいります。ざっくりといいますと、これは、

よくニュースなどでも聞くと思います。子どもの貧困というのが、今、全国的に課題

になっております。子どもの貧困対策を強化していくということを、今年度、大きな



6 

テーマとさせていただきました。家庭の経済状況などで、大学に行きたくてもいけな

いと。あるいは、塾に行く子が多いのですけれども、塾に行けないという子どもたち

をしっかり支援していく。本当は義務教育ですから、塾に行けなくても、小中学校だ

けで完結するのがいいと私も思いますけれども、現実には塾に行く子がほとんど多い

ということでございまして、そうした子たちの中で、学習が立ちおくれているような

子たちに対して、駒来塾ということで、小牧市が教育委員会とともに、勉強のおくれ

のないように指導していくという、公立の学習塾を無料で開放していくことにします。

今年度は、篠岡、北里で２か所、モデル実施をして、次年度以降につなげてまいりた

いと思います。 

ひとり親家庭の支援につきましては、説明が後先になっていますけれども、特に大

学などへの進学準備費用の一部を助成する制度ということで、近隣を見ましても、こ

れについては、一部成績要件などで、かなり絞った形というのはあるのですけれども、

経済的な状況だけで全ての子どもたちに門戸を開く助成制度というのは、極めて小牧

の特徴ではないかと。予算を確保させていただきましたので、広く助成をして、支援

をしていきたいというように思っております。いろいろ書いてございますが、時間も

ありませんので、少しずつかいつまんでお話をさせていただきます。 

それから、都市ビジョンの元気創造都市であります。市民の皆さんの健康づくり、

生きがいづくり、そして市民の皆さんの活躍の場を創出する。市民や市民団体の一層

の活動の活性化、そうしたものがまちの元気にもつながっていく。市民の元気がまち

の元気と相互に循環しながら、さらに大きな元気へと育っていく、そうした都市ビジ

ョンであります。そうした中で、健康づくり、生きがいづくり、活躍の場づくりとと

もに、こういうにぎわいの創出、地域経済の活性化、さらなる企業誘致などの財政基

盤の強化といったものを、この元気創造都市で目指しているわけであります。 

柱であります企業立地につきましては、特に北里の皆さんもよくご理解いただいて

いるとおり、昭和 30 年代、伊勢湾台風後に特に企業立地を進めてまいりまして、お

かげさまで全国でも極めて企業の集積度の高い、また財政が健全であるという小牧を

つくってくることができた、先人のご尽力のおかげでございます。しかしながら、伊

勢湾台風から 60 年近くたちまして、施設の老朽化などで建てかえる際に、敷地が狭

いといったことから市外に転出をされる企業もあるわけでありまして、と同時に、や

はり栄枯盛衰、産業にはサイクルがありまして、これからの産業をしっかりと育てて、

また誘致をしていかないと、次世代の産業基盤というものをさらに発展させることは

できませんので、そうした新たな先端企業を初めとする成長産業の誘致というものを

あわせて進めていくこととしております。 

そこに書いてありますとおり、6 ページのところでありますけれども、企業立地の

推進事業として、バランスのよい産業集積の形成に向けて、企業訪問などを積極的に

展開しております。実は、私が就任する前まで、企業訪問は、市として職員は、して

おりませんでした。それではいけないのじゃないかということで、積極的な企業訪問

を、今、展開するよう、実は、地域活性化営業部という営業部をつくっておりまして、

積極的に展開しております。あわせて、企業新展開支援プログラムを策定いたしまし

て、そこに書いてありますとおり、直近 3 年間で 16 件、うち半分の 8 件は市外から

の新規立地ということで、さらに企業誘致を進めているところでございます。 

次に、健康づくりにつきましては、健康いきいきポイントということで進めており

ます。後ほど少し出ます。 
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都市ビジョン 3 の支え合い共生都市でございます。これは、市民の安全、安心を高

めていく。特に防災、防犯、災害や犯罪に強い安全なまちをつくっていく。そして、

高齢化が進む昨今、歳をとっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることのでき

る地域づくりを、行政のみならず市民の皆さん方とともにつくっていくと、そうした

ことを目標としております。災害時の要援護者支援体制の構築に当たっては、北里地

区を皮切りに体制を整備させていただいたところでございます。 

そして、次のページでありますが、在宅医療の推進として、在宅医療と介護の連携

の強化。特に医療職、介護職などの多職種の連携の強化を、今、図っているところで

ございます。小牧市医師会と連携して、第一病院の中に在宅医療サポートセンターを

開設いたしました。そして、医療者と介護者などの多職種の連携強化に向けて合同研

修を、平成２６年度から開催してきているところであります。さらに、市民向けに在

宅医療の講演会を開催しております。広報こまきなどで、また、ご案内いたします。

いざというとき、いつ何どき、自らの身に、あるいは、家族にそうした事態が訪れる

ともわからない時代でありますから、ぜひ関心を持っていただきまして、参加したく

ない方も、一度ご参加をいただけると理解を深めていただけるのではないかと思いま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

次に、地域包括ケアシステムであります。今年度、さらに地域全体で、この医療、

介護、福祉の連携の中で、必要なお一人に対して、全体としてさまざまなサービスな

どを適切に提供していく体制をつくっていくということで、今年度、地域包括ケア推

進課という課を新設いたしまして、さらにこの体制づくりに向けて力を尽くしていき

たいということを考えております。 

今、地域の協働ということで、市民の皆さんと一緒に力を合わせた、支え合い、見

守りづくり、地域協議会なども提唱しておりますけれども、そうしたこととの連携を

強化していかなければいけないものですから、4 階の、区長などを担当しております、

あるいは、地域協働を担当しております協働推進課の隣に、地域包括ケア推進課を置

きまして、協働推進課と地域包括ケア推進課、この 2 課を特別に見るために特任の部

長を置きまして、この体制を強化いたしまして、全力で進めていこうということの体

制をつくらせていただきました。 

少しスライドが横向きになっておりますが、これが地域包括ケアシステムのイメー

ジでありまして、この地域包括ケアシステムというのは、国が提唱しているものであ

りまして、日本全国が目指しているものでありますが、私も 6 年前の選挙の折には、

新しい地域福祉システムの構築を目指すということを訴えさせていただきましたも

のと、大体同じ意味合いのものでありますけれども、より住民参加のもとで、こうい

ったものを進めているということをご提案申し上げているところでございます。 

次のページであります。支え合い共生都市の中で、この秋に新たな制度を立ち上げ

る予定で、今、準備を進めております。先ほどご紹介いたしました健康いきいきポイ

ントと対になるものでございまして、支え合いいきいきポイント制度という制度でご

ざいます。ちょうどスライドも見えますけれども、前をご覧いただきますと、14 ペー

ジでありますが、この 2 つの制度は、両輪となるものでございまして、市民の健康づ

くりと、それから支え合いのまちづくり、これを両軸として進めていくということを

描いております。 

この高齢化の時代、高齢者の数もどんどん増えていくのですけれども、元気な高齢

者も増えてまいります。ですから、この超高齢社会の中で、行政だけでは、これはな
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かなか手が届かないところが増えてまいりますので、高齢者が元気なまちをつくって

いくと、そして、この元気な高齢者のお力を少しずつお貸しいただいて、支え合いの

まちづくりを進めていくと、こうしたことを進めていかなければならない。これしか

わが国が幸せな形で、超高齢社会を乗り越えていくと、そうした方法がないと言って

も過言ではないと認識をしているところでございまして、元気づくりと支え合いづく

りというものを、地域の両輪に据えまして進めていくこととしております。 

支え合いいきいきポイントについては、特別養護老人ホームなど、施設でのお手伝

いだとか、地域の会館でのサロン活動、高齢者サロンなどの運営、こういったものに

お手伝い、協力をいただく。あるいは、地域協議会を通じて、電球が替えられないだ

とか、ごみが出せないだとか、病院に 1 人で行けないだとか、さまざまな支援を必要

とする方にちょっとしたお手伝いをしていただけるような、そういう活動に対してポ

イントを付与していきたい。こういった、今 3 つぐらいの形を考えておりますが、支

え合いいきいきポイントというものを広報していきたいと思っています。 

この健康いきいきポイント、支え合いいきいきポイントにつきましては、市内限定

商品券で還元をさせていただくということを考えております。現金のほうがいいとい

う声もあるかと思いますけれども、市民の健康、生きがいづくり、市民の元気づくり

が、そして支え合いの地域づくりがめぐって、地域の商店、まちの元気にもつながっ

ていくと。そのような、市民とまちの元気と支え合いの地域内循環、そうした小牧を

目指していきたいという構想を描いておりまして、ぜひご協力をいただきたいという

ように思っております。 

今、市内 600 店舗以上で使えるわけでありまして、北里少し少ないんじゃないかと

いうように思われるかもわかりませんが、市内は、今、大型店舗に押されて、どの地

域もそうなのですけれども、小さなお店が減ってきているわけです。日本全国、そう

です。ただ、小さな地元密着の店が少なくなっていくということは、高齢化の中で、

やはり身近なお店がなくなるということでありますし、それは困るだろうと。そして、

地元の元気も失われていくということでありますから、やはり地元の中小店舗を守っ

ていく、活性化していくということを、市として一つの、これも課題でございますの

で、ぜひ地元でお買い物をしましょうという運動でありますし、1 万円で 1 万 1,000

円分のお買い物ができるプレミアム商品券を発行しながら、ぜひ皆さんにも地元でも

買い物をしていただきたいということでございますので、今回は年 1 回の販売という

ことで、今週末から市民の優先予約を実施してまいります。1 週間、来週の金曜日ま

ででございます。そして、2 次予約は、市内の方も含めて、６月中旬から予定をして

おります。これも１週間ぐらいでございます。ぜひ多くの方に、1 人 4 万円の枠であ

りますが、上限がございますけれども、1 万円で１万 1,000 円のお買い物ができるこ

まきプレミアム商品券、これもぜひ活用いただきたいということを、ご協力をお願い

申し上げたいと思います。あわせて、こういった市の事業については、敬老会の敬老

祝い品もそうなのですが、プレミアム商品券でお渡しをしておりますので、ぜひご理

解をお願い申し上げたいと思います。 

この市政戦略編については、あと 1 項目だけお話をさせていただきたいのですが、

地域協議会でございます。これにつきまして、設立に向けて始めましてから 4 年目に

なります。16 小学校ありますが、今まで 3 小学校区で立ち上がっております。陶小学

校区、篠岡小学校区、そして小牧原小学校区で立ち上がっております。今、立ち上げ

に向けて準備に入っている学区が今少しございます。そうした中で、市としては、16
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小学校区全て、これを立ち上げていきたいという計画でございまして、ぜひご理解と

ご協力をお願い申し上げたいと思っております。 

なかなかこういうことについてお話する機会がなかったので、少し触れたいと思う

のですけれども、これは、住民主体の助け合い、自治の組織であり、助け合いの組織

として考えております。今、区でもいろいろなことをやっていただいているのですが、

ともすると区長さん方に毎年ご説明を申し上げますと、区でいろいろやっているよと、

すでにやっているよと、だから地域協議会をやらなくてもいいじゃないかと、屋上屋

を重ねるようなことにならないかという、そういったご懸念の声も毎年少なからず区

長からは聞くわけでございます。もちろん、これはいいものだからやろうという区長

たちも大勢覚えていただくのですけれども、ともすると屋上屋ではないかというご意

見も毎年あります。しかしながら、ここで少しお考えいただきたいのは、区の数、皆

さんご存じでしょうか。小牧市内に何区あるか。現在 129 区でございます。大きな区

は、1,500 世帯を超える区がいくつかございます。小さな区は何世帯ぐらいかといい

ますと、１桁の区があります。北里の中にございますね。そして、中部地区などでも

十数世帯、あるいは数十世帯という小さな区がいくつもございます。会館がないとい

う区も、いくつもございます。そうした中で、大きな区でしたら、いろいろな係の方

がいて、充実していろいろなことをやっているよという区も確かにあるのですけれど

も、全くそういう活動ができない区もたくさんあるわけですね。そうした中で、市と

しては全体を見なければいけないということが一つあります。そして、この地域協議

会にありますけれども、それぞれの区の中でも、いろいろと聞きますと、区長の成り

手がなかなかいないよと。あるいは、区の中で係の成り手がなかなかいないのだとい

うことは、多分どの区でも共通の課題ではないかというように思います。くじ引きで

区長を決めるという区も、今あるのですよね。誰も受けてくれないから、公平にくじ

引きだという区もあります。 

そして、これは、実は、区だけではなくて、いろいろな団体に対して、子ども会、

老人クラブも課題を抱えておりまして、子ども会が今、どんどん減っております。子

どもの数が減っているから、減っているのだろうと思われるかもわかりませんが、実

は、老人クラブも、老人クラブ数は、毎年減っております。高齢者の数は増えている

のですよ。今、65 歳以上が 23％。60 歳以上ですと、三十数％ですね。そういう状況

にもかかわらず、実は老人クラブも減っている。会長のなり手がいないと、お世話を

していただく人がいないという声を老人クラブ連合会からよく聞くわけです。そうい

う状況の中で、仮に小学校区で一緒にできることは、一緒にやりませんかと。難しく

考えずに、まずは、小学校区で集まって、いろいろな区がありますから、話し合いか

ら始めていただくと。そして、何が困っているだろうということを話し合って、課題

を共有いただくと。そこから始めていただけないかなということを思っています。そ

して、防災訓練など、今、16 の小学校のうち、先行してすでに防災訓練は、小学校区

でやっているというところが 10 小学校区あります。こういったことから始めて、少

しずつ全体でやったほうが効率的なことは全体でやると。そして、やはり区でやった

ほうがいいよと、きめ細かくやらなければいけないということは、区内でやっていた

だくと。5 年、10 年先には、徐々に分かれてくるのではないかと思うわけです。そう

した中で、区長の負担だとか区の皆さん方の負担も、少しずつ減っていくのではない

かと。全体で一緒にできることは全体でやっていって、区でやることは、区でやって

いくということを少しずつ進めていけないだろうかと。そして、そういう中で、新た
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にやはり高齢化の中で、見守りだとか支え合いだとか、必要なことがありますから、

こういったことに少しボランティアセンター的な機能になっていただいて、そうした

皆さんを組織化して、一緒にいろいろと活動ができないかと、そういうことを実は、

描いているところでございまして、区だとか、民生児童委員だとか、保健連絡員だと

か、老人クラブだとか、子ども会だとか、さまざまな地域の皆さん方の話し合いの場

として、一緒に活動する場として、小学校区単位での地域協議会を考えていきたいと。 

もちろん課題がいろいろございまして、今、少しずつ進めておりますので、ぜひ皆

さんにもご理解とご協力をいただきたいという思いで、今日は、少し、これに時間を

とってしまいましたが、お話をさせていただきましたので、何とぞよろしくお願いを

申し上げます。 

まずもって戦略編ということで、一旦区切らせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 今、お手元にこういった小さな冊子もございます。初めて定住促進のための市外向

けのパンフレットということでつくらせていただきました。これは今、全国的な課題

なのですが、人口減少の中で地域の活力をいかに維持していくのかということは、実

は多分、今、全国全ての自治体の重要な課題になっています。小牧も今、多分一昨年

ぐらいから若干、15 万 3,000 市民、人口微減に入ってきているかなという感じです。

まだ若干増えるかもしれませんが、ここ 2 年の傾向では、いよいよピークを過ぎたの

かなと。30 年後を推計いたしますと、10 万人台まで、このままですと約 3 分の１の

人口が減るという推計がありまして、それをいかにより高めていくかということが課

題であります。そして、今、市外に、子育てしやすいまち小牧と、住むなら小牧とい

うことで、若い子育て世代の定住促進に向けて、不動産屋だとか、いろいろなところ

と連携をしてＰＲに努めておりまして、こういうパンフレットもつくらせていただき

ました。3 世代同居・近居をするという方のための住宅所得や、リフォームのために

補助制度を昨年から新たに設けておりますので、お子さん、お孫さん、小牧に戻って

きて一緒に住む、あるいは近くに住むという方については、小牧市内に住むという方

については、ぜひご活用いただきたいということを思いますので、よろしくお願いい

たします。 

では、すみません。ここからはできるだけ簡単に行きますので、質問等の時間を設

けますので、よろしくお願いします。 

分野別計画の第 1、安全、環境についてでございます。今年度の事業を中心にとい

うことでありますが、災害対策、備蓄、災害対策設備の整備、あるいは資源回収ステ

ーション拡充、燃やすごみ収集体制の見直しというようなことが書いてあります。市

内3番目の資源回収ステーションを、この北里地区に設けていく予定にしております。 

燃やすごみの収集体制。今、実は、午後に収集がまたがって、カラスなどに荒らさ

れて困っているという地区がございまして、市内にかなりあります。区長会からの要

望も強かったものですから、今年の１０月までには、全ての地区で午前中収集が完了

できるように体制を整えていきたいと考えております。 

少し時間が押してしまいましたので、災害の備えについては簡単に飛ばしますが、

東日本大震災以来、災害対策を強化していますよということ。全ての公共施設の耐震

化は完了しています。各家庭では、できれば 1 週間分、少なくとも 3 日分は、飲料水
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や食料の備蓄をお願いしますねということでございます。 

そして、ごみ対策でありますが、さまざまなごみ対策を進めてまいりました。ご覧

いただいたとおりでございます。パソコンの宅配なども、全国で初めてでありました

けれども、業者と提携をして始めております。燃やすごみ袋が破れにくくなったり、

剪定枝の拠点回収を始めたりといったこともしております。 

それから、昨年度は、マンション、アパートのごみの出し方が悪い方が目立つとい

うことで、これも区長会からの要望があったところでありまして、条例改正いたしま

して、規制といいますか、強化をいたしました。対象を拡大いたしました。今は、新

たに建てる場合は、6 戸以上の場合には、独自にごみ置き場をつくらなければならな

いということにさせていただきました。 

そして、ごみの分別について、外国人向けの外国のアプリも作成をしております。 

それから、剪定枝の運搬用には、市の公用車、軽トラックを貸し出してほしいとい

う要望がありましたので、これもお応えをして、貸し出そうじゃないかということで、

貸し出しを行っております。 

ごみ屋敷対策の会議を設立したりしました。 

そして、雑紙の簡素化。これについて、少し触れます。 

それから、燃やすごみ。先ほど申し上げました。 

第 3 資源回収ステーションにつきましては、新小木４丁目地内、一番南西の端っこ

でありますが、こちらに開設いたしますので、よろしくお願いいたします。 

雑紙の出し方でございますが、これは非常にいい話でありまして、簡単になります。

この４月からすでに始めておりますが、市民の皆さんにとっても、多分いい話だと思

いますし、市にとっても大変期待をしている事業でありますので、ぜひ皆さん方から、

実は、まだ知らない方がいらっしゃるので、一生懸命に広報をやっていますが、皆さ

ん、周りの方にもよろしくお願い申し上げたいと思います。 

これまでは、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックにつきましては、まとめて古紙・

古布の日に縛って出していただきますね。これは、変わりはありません。新聞、雑誌、

段ボール、牛乳パックは、変わりありません。そのほか、実は白いごみ袋、今までだ

ったら燃やすごみ袋に入っていたものが非常に多いのですよ。乾燥ベースで、実は、

水分を除いて、この白いごみ袋の中の組成を調べますと、約半分が紙類でございます。

小牧岩倉エコルセンター、今、野口の焼却場で燃やしているのですね。これを何とか

減らして、リサイクルに回せないか。減らすと、野口の焼却場の経費が浮きます。 

そして、リサイクルに回すと環境にもいいということでありまして、何とかできな

いかということを検討してきた結果、静岡のほうに新たな業者さんのリサイクル施設

ができまして、ここで受け入れてもらえるか交渉をしてまいりまして、これが受け入

れていただけるようになったものですから、この４月から実現をしたわけであります。

実は、緑袋で紙類については、全て回収をさせていただくという大きな変更をいたし

ました。これは何が変わったかといいますと、今までですとティッシュペーパーの箱

の入り口にセロハンがついていて、これを取らなければいけなかったのですね。手間

だったのです。これは、取らなくていいです。そのまま緑袋に入れてください。 

それからファイルのプラスチック、これも取らなくて、そのまま入れていただいて

結構です。あるいは、ラップの箱に金属の刃がついている、プラスチックの刃がつい

ている。こういったものについても、つけたまま出しても結構ですよということで、

これまで出してもらえなかった加工紙ですね。感熱紙だとか紙やすりだとか、資源類
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だとか、封筒の窓にビニールがついている、こういったものをそのまま緑袋で出して

いただけるということで、小さなレシート類から大きなものまで全て緑袋で出してい

ただきたいということでございますので、大変簡単になりますので、白い袋に入れな

いようにということでお願いしたいと思います。 

なお、リサイクルできないものは、使用済みのティッシュペーパー、それから油で

汚れた紙、キッチンペーパーだとか、ピザの箱ですとか、こういったものは、リサイ

クルできませんので、白い袋に入れていただくしかないわけでございます。それ以外

は、全て緑袋ということでお願いしたいと思います。 

市民の皆さんは、出し方が相当簡単になるということで喜んでいただける、ご好評

いただいているところでありますし、環境にも優しい、リサイクル率が上がっていく

ということであります。 

そして3点目でありますけれども、野口の焼却費用が安く済む、そして、お金を払

って回収してもらうのではなくて、お金をもらって業者さんに引き取っていただきま

すので、財政的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、

三方よしでございますので、市としては行革の面もございますが、非常にいい話だと

思っておりますので、ぜひ徹底をいただくようにそれぞれの地域でお願い申し上げた

いと思います。 

それから、健康・福祉にいきます。これも簡単にいきますが、健康いきいきポイン

ト、これは充実させていきます。不妊・不育治療の助成拡大をしてまいります。それ

から、乳がんの個別検診を新たに実施してまいります。 

それから、新市民病院の建設、先ほど少し触れました。いよいよ昨年９月に着工を

いたしまして、現市民病院の西隣りに今新しい建物を建ててまいります。平成３１年

の１月完成、ゴールデンウィーク明けぐらいの診療開始を目指しておりまして、ちょ

うど今から2年後には新しい病院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。今のところ順調に進んでおります。 

お手元、もしくは、前のスライドをご覧いただきますと、左上が外観イメージの図

になっておりまして、ああいう建物が建っていきます。右側にある平たい白い物は、

何かといいますと、公園の上です。これは、立体駐車場、自走式の立駐、３階建てぐ

らいだと思いますが、これを２棟つくってまいります。今までよりも、より多くの車

を近くにとめていただけるようになるので、すぐに車をとめて、渡り廊下で病院に入

っていただける。大変近くて便利になるというふうに思います。 

もちろんバスのロータリーも近くにつくりますので、この右側はロータリーですけ

れども、バス、公共交通もぜひご利用いただきたいと思います。 

そして北の右下が病室でございますけれども、個室と4人部屋にしてまいります。

今6人部屋ですが、近隣は、ほとんど新しいところは、4人部屋になっておりますので、

小牧市も新しい病院については、4人部屋ということになります。今の市民病院は、6

個ベッドが入ってカーテンを閉めますと、ちょっと薄暗いんです。でも新しい病室は、

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大変明る

くなります。ぜひ楽しみにしてくださいとか、ぜひ使ってくださいというわけにもい

かないものですから、使わないのが一番ですよということでありますので、健康には

くれぐれも気をつけてお過ごしいただきたいのですが、いざというときには、いい病

院になります。 

全国で、少なからず間違いなく5本の指に入る優良病院でございます、公立病院の
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中では。全国から視察が来るのですが、優良病院だということで視察に来るんですけ

れども、「この処置を、こんな小さな暗いところの片隅でやっているのですか」とい

うふうに驚かれるそうでありまして、三度にわたって増改築してきたものなのです。

ですから、非常に迷路みたいになっていて、非常に手狭になっているということで、

新しい健診センターを残して、古いところを壊して建てかえます。非常にいい病院に

なりますし、新しい機器も入ってきますから、安全安心、明るいというふうに思いま

す。ぜひ楽しみにしていただきまして、2年後ということでございます。 

200億を超える大事業でございますが、おかげさまで今、健全経営でございます。

小牧市がなんで今、裕福だと言われるか、財政が健全だと言われるか、2つの理由が

実はあります。一つは、優良企業が多く立地をして、税収が高いということが一つの

理由でありますが、隠れた理由として、2つ目は、市民病院が健全経営だということ。

これは、非常に大きな理由なのです。小牧市の人口に比して、ちょっと病床数が大き

い病院。そして近隣を見ますと、赤字の病院がかなりあります。隣町の病院は、累積

赤字30億円を超えておりますけれども、小牧市は、毎年黒字を維持しておりまして、

これは、非常に大きいです。200億円を超えるのですけれども、病院で50億円積み立

てをしてまいりました。私が就任してから市のほうでも50億円、毎年積み立てをして

まいりまして、100億円は現金であります。 

100億円は、今までの皆さんの税金ですけれども、残りはこれから出てくる人、こ

れから市民病院を使う人に払っていただこうということで、5年、10年、20年、30年

後の人にも払っていただこうということでございますので、市の行政の借金というの

は目的があって、これは、やらなければいけないということになっていまして、これ

は、広く平準化をしていくという目的もありますので、残りは借り入れをしていきま

すけれども、そういう目的であります。健全経営をしっかりと維持して、数年間赤字

になりますけれども、数年後には黒字回復するという計画で今進めておりますので、

老朽化しております。しっかり建てかえていきたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げます。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 教育・子育てでございますが、ご覧いただいたような状況でございます。 

ちょっと飛ばしまして、教育大綱、これも法律改正の中で初めて市長の思いの教育

大綱をつくりましたという話でありまして、「愛・夢・生きる力」というようなこと

を掲げております。また、後ほどご覧いただければと思います。 

そして、小中学校にエアコン整備、先ほど申し上げました。全て、今日までに完了

しておりますので、よろしくお願いします。 

待機児童でありますが、近年本当に増加をしております。全国的な課題なのですけ

れども、共働き世帯の増加、また、人手不足という中で働く女性が増えている関係が

あると思います。実は手を打っていないわけではなくて、小牧市は待機児童が増えて

くる中で、保育園の定員は、どんどん増やしてきています。 

平成２７年４月には、みなみ保育園を立ち上げました。180人定員です。前年39人、

49人ということで、待機児童がいた中で、180人の定員をつくれば、大丈夫だろうと

思ったんですが、次の年も30人を超える待機児童があったということで、これも本当

に増えるスピードのほうが多かったということであります。民間にも協力をいただい

て、どんどん定員を増やしてきていますが、こういう状況でありました。今年の春、
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ようやく少し減りました。3人。ただ、年度途中で増えてまいりますし、また、今民

間のほうは、3歳未満児が中心でありますが、3歳以上の受け皿が今後必要であります

から、これは、新しい保育園をつくっていくしかないだろうというふうに今検討に入

っております。そういう状況でございまして、しっかりと対策を緊急で打っていきた

いと思います。 

文化・スポーツでございますが、ご覧いただいたような状況でございます。この春、

小牧市民文化財団が設立されました。先週日曜日に設立記念式典を市民会館で行いま

した。市民による市民のための文化振興を目的に、人材・組織・お金・施設、こうい

ったものを一体的に運営しながら、より文化振興をしていこうということで、皆さん

と一緒になって立ち上げました。ぜひ、またご承知おきをいただきたいと思います。 

そして史跡センターにつきましては、小牧山はこの春、「続日本名城100選」に選定

をされまして、小牧山城の文化的・歴史的価値が非常に高いということでありまして、

全国に数万の城郭・城址があるそうでありますけれども、その中で100名城に続く100

名城ということで選定をされました。来年の秋ぐらいまでに歴史的な価値が高まって

おります小牧山城の情報発信拠点としての史跡センターの整備をしていくことにし

ております。ぜひこれは、お楽しみをいただきたいと思います。 

それから、新図書館の建設についてです。このことにつきましては、ご承知のとお

り、一昨年の１０月４日に住民投票が実施されました。それまで準備を進めて、基本

設計も半ば終わりに近づいていたところでの住民投票ということでございました。結

果は、「そのままの計画で進めてもいいのではないか」というのが43％、「何らかの理

由で反対だ」という方が57％という結果でございました。私としては、真摯に受けと

めまして、ゼロベースでということで表明をさせていただきまして、建てる、建てな

いも含めて、これはゼロベースだということを申し上げました。 

そして、まずは、1万人ぐらいアンケートをとって、反対といっても右も左も真ん

中もあるわけでありますし、何が反対なのか、場所なのか、運営方法なのか、あるい

は、そのほか何かの反対で57％が現計画は見直したほうがいいということだったと思

います。ですから、何がどう論点になっているのかということについて整理をしよう

ということで、まずアンケートをということを申し上げたのですが、残念ながら議会

の総意で、まずアンケートをとるのではなくて、専門家を交えた審議会をつくって、

そこで審議を再スタートすべきだというご意見でありましたので、私も議会と歩調を

合わせてということで、そのように判断をさせていただいたところでございます。 

審議会が昨年４月に立ち上がりまして、17回審議をいただきました。もちろん審議

会が必要とすれば、アンケートがとれるように、アンケート予算をつけて審議会に諮

問をいたしまして、17回の審議を熱心に、1年間以内に17回も審議会やるというのも、

全国でもまず例がないことではないかと思いますけれども、本当に審議会の委員さん

に熱心にご意見をいただいたと思います。心から敬意を表するところでございます。 

21人の委員さん、学識経験者、そして市内の各界、各層の代表の方々、さらに公募

市民の皆さんから6名、さらに住民投票の運動をされました小牧の図書館を考える会

の代表の方にも入っていただきまして、21名の審議会の委員さん方に熱心にご議論い

ただいいて、答申を２月８日にいただきました。 

その答申の内容が多岐にわたりますけれども、ポイントとして、ここだけは、今日

触れなければいけないだろうということは、「Ａ街区に建てたほうがいいのではない

か」という方が多数であったということ、そのほかの意見、「現図書館位置」だとか、
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「ラピオの中」という意見もあったということでございました。 

そして運営方法については、「ツタヤ図書館」ということが言われましたけれども、

原則直営でやってほしいと、一部民間に委託ということは、現在やっておりますが、

それはいいけれども、その後は、直営が望ましいという答申でありましたので、私と

しては、その答申を受けとめまして、改めて市として検討させていただきまして、こ

の４月２７日に市議会の文教建設委員会に建設方針案ということでお示しをさせて

いただきました。その後、市議会の皆さんのご意見を踏まえて、2回目、５月１９日、

私も出席をいたしまして、改めて方針案の説明をさせていただきまして、ご意見をい

ただきました。 

教育委員会のご意見も踏まえ、近日中にこの方針案の方針として、正式に市として

決定していきたいというふうに思っております。その上で、６月８日から始まります

６月議会のほうに予算案を含めてご提示申し上げたいと思いますので、６月議会でご

審議をいただくものというふうに考えております。 

なお、同時期にラピオの再構築の課題もございます。平和堂が次の契約更新を10年

間、契約更新しないということで表明がありました。イトーヨーカドーが出て、10年

契約がありまして、なかなか黒字化をしないということで、私も彦根のほうに本社へ

社長を訪ねていきましたけれども、なかなか黒字の見込みが立たないということで、

「10年お約束は果たしました。」ということを言われまして、商売ですから、赤字の

ままでは、続けられないということで、いたし方ないということだと思います。 

そんな中で新図書館建設ラピオの再構築を一体的に今案の提示をさせていただい

ておりまして、10年先、20年先も見据えて、揺らがない整備をこの時期に判断してい

くことだと思っております。広くまちづくりを考える中で、セットで今方針をお示し

しておりまして、ラピオについては、子ども・子育て関連施設の整備を今検討して、

方針としてご提示をさせていただいているところでございます。 

もとより児童センターやら中央児童館機能の狭隘化が指摘をされておりまして、い

ずれ施設の何らかの整備が必要でありましたので、ラピオの中に整備をしていくこと

とさせていただいたところでございます。 

いろいろと右から左までご意見があるところでございますが、最終的には何らかの

方向に進まなければいけないわけでありますので、最後は市長として判断をさせてい

ただいて、議会でご議論いただいて決めていくということだと思いますので、何とぞ

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

【市長】（市政報告部分） 

 産業・交流なのですが、ご覧いただいたとおりであります。そして都市基盤であり

ますが、桃花台は、いろいろなことを申し上げてもあれですので、駅のバリアフリー

もいいですよね。 

道路照明灯については、今回、ＬＥＤの準備はできていたのですが、今回、今年は、

一気にＬＥＤ化をやります。防犯灯ではなくて、市の管理している道路照明灯1,800

基、これは、金額も安くなるし、二酸化炭素の排出量も減らせますよということがわ

かりましたので、一気に進めたいと。10年で5,000万円ぐらい浮きますから、こうい

うことだと思います。 

巡回バスは、先ほど申し上げました。平成２３年の私が就任当時と比べますと、倍

増しているということで、高齢者の割合が高くなっています。それだけ活用できる、
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これは、卵が先かニワトリが先かでありまして、不便だと利用しないと。まず、便利

にしようということで、いろいろなご意見はありますけれども、可能な限り便利にし

ようということでやりました。伸びているということだと思います。また、いろいろ

なご意見がございますので、あと乗りこぼしですね。乗りたいのに乗れないという声

を聞いておりますので、そんな部分なかなかすぐに対応ができなくて申しわけないで

すが、課題は把握しておりますので、できるだけ早く対応したいと思います。申し訳

ございません。ピーチバスもいいですね。 

それからバスを充実させている部分で、小牧警察署長から、くれぐれもという話が

出ております。「運転免許証の返納を呼びかけてください。」と、今高齢者の事故が増

えています。車の免許証も、余りご無理なさらずに、ご高齢になったら返納いただき

たいということです。ただ、返納したらどこも行けないじゃないかということではい

けないものですから、今充実させてきておりますので、ぜひ一度、返納率は上がって

おります。お考えいただきたいということであります。 

とりあえず、都市基盤まで行きまして、あと自治体経営でありますが、行政改革を

いろいろやっていますよと。コンビニで住民票、印鑑証明、所得課税証明が取得可能

になっております。マイナンバーカードを今無料で発行しておりますので、写真が要

りますけれども、市役所のほうで手続いただければ、発行しております。これは、年

末年始を除く土日も含めて毎日、朝6時半から夜11時まで、コンビニエンスストアで

住民票、印鑑証明等々とっていただきますと大変便利ですので、ぜひ発行をお勧め申

し上げます。 

そのほかいろいろとやっていますということで、相談窓口の一元化ということで

76-1111、どこに相談していいかわからないということについては、76－1111、市役

所の本庁舎2階の窓口、市民安全課の中で市民相談のまとめがあります。76-1111で、

わかっているところは当課で、どこに相談していいかわからない場合は、そこにお電

話をいただけるようにしています。こういったこともやっております。あと、いろい

ろやっておりますが、またご覧いただきたいと思います。 

先ほど申し上げましたように、財政的には、行政改革をいろいろやりながら、削減

するところは、削減しながら、いろいろなことを充実させてきております。電気料金

だけで、昨年上半期で2,289万円ですから、１年で4,500万円ぐらい電気代を、いろい

ろやっていますということだけですので、行革については、飛ばしますので。あとち

ょっと、ご覧いただければと思います。 

最初に申し上げましたように、財政的には健全財政を維持しておりますが、これか

ら厳しい時代ですので、もちろん無駄遣いをしないようにというご指摘は、ごもっと

もでございますので、しっかりと地域経営、無駄遣いはできませんけれども、かける

ところはかけなければいけないし、10年、20年先を見据えた魅力ある住みたいまちづ

くり、そして、皆さんに役立ついろいろなこともやっていかなければいけないわけな

ので、100人いれば100通りの意見がありますし、例えば、世代間によってもいろいろ

意見が違います。そういうことでありまして、例えば、簡単に言うと、今度第3老人

福祉センターを今検討しておりますね。第1老人福祉センターについては、建てかえ

ていきますけれども、こういった部分について、例えば、若い人に聞いたら、「何で

年配の方ばっかり、ただでお風呂に入れなければいけないの。」という声を、現実に

聞いたことがあるわけですね。保育園については、働いているお母さんしか使わない。

でも必要ですよね。いろいろなことが必要なのです。図書館だって、図書館を使う人
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しかいらないじゃないかということは、あるわけですけれども、現実に大事なもので

ありますから、全体としてバランスよく市政を進めていきますので、財政的にはきち

んと見通しをもって、大丈夫なようにきちんと財政運営をやっていきますので、その

点はご安心いただきたいと思います。 

最後、駆け足で失礼いたします。よろしくお願いします。 

 

【市長】（閉会のあいさつ） 

 すみません。本当に長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございます。い

ろいろな声を私は、聞いておりますけれども、全て一気に解決することは、できない

問題でございまして、一つずつ丁寧に議論をして、対応をできるだけ早くということ

で頑張っていきたいと思います。 

今後もいろいろなご意見は、あろうと思いますけれども、市政は、幅広でございま

すので、また、いろいろな面でご支援、ご指導・ご鞭撻いただきますようにお願い申

し上げて、暑くなりますので、どうか皆さん、くれぐれもご自愛いただいてお過ごし

いただきますように、ご健勝をお祈り申し上げながら、お礼の挨拶にさせていただき

ます。今日は、大変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。 

 


