
－１－ 

定例記者会見（平成２６年１１月２１日） 

 

【市長あいさつ】 

 本日の案件は、次第の３件でございます。 

 まず初めに、昨年度発表させていただきました小牧地域ブランドコンセ

プトを戦略的に推進していきます地域ブランド戦略アクションプランにつ

きまして策定をさせていただきまして、本日公表をさせていただくもので

ございます。 

 小牧市では現在、市民の皆様が愛着や誇りを感じるまち、住み続けたい

と思うまちを目指した地域ブランド戦略の調査・研究を平成２４年度に始

めまして、昨年度ブランドコンセプト、我がまちの目指すイメージでござ

いますけれども、夢・チャレンジ始まりの地小牧を生かしました。そして、

ロゴマークはキャッチフレーズの設定、さらには充実した子育て環境、史

跡小牧山という２つの資産をブランド推進の柱として活用していくことな

どを決めまして、今後、地域ブランドを戦略的に推進していく基本的戦略

を策定いたしまして、今進めているところでございます。 

 この夢・チャレンジ始まりの地というブランドコンセプトでございます

が、こどもを軸に世代を越えてつながるまちをつくっていこうとするもの

でございます。小牧山の史実をベースにして、特に夢・チャレンジ、人も

まちも夢・チャレンジをしていきますが、特に夢・チャレンジの象徴であ

るこどもたちの夢への挑戦をまち全体で応援する中で、こどもを軸に世代

を越えてつながるまちを目指そうとするものでございます。 

 その基本戦略に基づきまして、具体的に実施をしていく取り組みをまと

めました今般のアクションプランでございますが、内容につきましては、

後ほど市長公室長から説明をさせていただくことにいたします。よろしく

お願いいたします。 

 ２件目は、このブランド戦略とも関係するかというふうに思いますけれ

ども、今月３０日にＪＡＸＡがはやぶさ２の打ち上げを予定いたしており

ます。このはやぶさにつきましては、平成１５年に打ち上げられ、そして

平成２２年の６月に帰還をいたしましたはやぶさの初号機でございますけ

れども、これが幾多の困難を乗り越えて世界で初めてのミッションをなし

遂げたということで、大変日本のみならず世界中に大きな感動をもたらし

たわけでございまして、これは幾つかの映画にもなっております。夢・チ
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ャレンジというもの、非常に想像力をかき立てるまさに夢・チャレンジの

象徴ではないかと、宇宙というのはそういうものじゃないかというふうに

思いますし、またはやぶさ２を今回打ち上げるＨ－ⅡＡロケットでござい

ますが、御案内のとおり小牧市内にございます三菱重工名古屋誘導推進シ

ステム製作所でこのＨ－ⅡＡロケットのエンジンが製造を従来からされて

おりまして、産業都市小牧の先端産業を象徴する、この航空宇宙産業を象

徴するものでもあるということを思っておりまして、今回、この夢・チャ

レンジ始まりの地小牧にふさわしい取り組みでもございますので、まちと

してもこれを応援していきたいというふうに考えて企画をしたものでござ

います。ライブ映像を流して、パブリックビューイングを実施することに

いたしまして、星出宇宙飛行士のほうもご来場いただきまして、ご講演を

いただくことにしているところでございますので、御案内を申し上げたい

と思います。 

 宇宙飛行士とこどもたちが直接話ができるという大変貴重な機会であり

まして、これもこどもが夢を描いて挑戦していく、そんな一つの機会にし

ていきたいと思っております。困難にめげずにミッションをなし遂げたと

いうことでも、小牧の目指す夢・チャレンジにふさわしいなということで、

こどもたちにもそんなことを伝えていければなと思っております。地域ブ

ランド戦略アクションプランのスタートを徐々にしていきたいと思ってお

ります。 

 ３件目でございますが、平成２６年、小牧市議会第４回定例会の提出議

案でございます。 

 この１２月議会の予定議案といたしましては、条例案が９件、一般議案

が４件、人事案が２件、補正予算案が１２件の合計２７件の提出を予定い

たしおります。これについても後ほど説明をさせていただきます。 

 大きく以上３点が本日の記者会見の内容でございます。ぜひともよろし

いお願いを申し上げて、挨拶とさせていただきたいと思います。 

 

【議案説明要旨】 

それでは、私から、今定例会に提出いたします議案２７件の説明をさせ

ていただきますが、その前に、今回の議案書については、１８日の安倍首

相の衆議院解散表明前に、既に衆議院の解散報道がされていたこともあり

まして、解散による補正予算案の影響を考慮し、補正予算案を別冊とさせ
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ていただいておりますので、議案番号が本来の順序と異なっておりますこ

とをあらかじめご了承願います。 

 

議案第９３号《小牧市都市宣言の議決に関する条例の制定について》 

 この条例は、都市宣言の制定等を、議会の議決すべき事件として定める

ものであり、市長は、都市宣言の制定、変更又は廃止をするときは、議会

の議決を経なければならないこととし、この条例は、公布の日から施行し

ようとするものであります。 

 

議案第９４号《小牧市特別職の給与に関する条例及び議会の議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について》 

議案第９５号で説明いたします一般職の職員の給与改定に準じて、市長、

副市長及び議会の議員の期末手当の支給割合の変更を行うものであります。 

１２月に市長、副市長及び議会の議員に支給する期末手当の支給割合を、

それぞれ現行１００分の１５５から１００分の１７０に引き上げるもので

あり、その他所要の規定の整備を行い、この条例は、公布の日から施行し、

１及び２は、平成２６年１２月１日から適用するものであります。  

 

議案第９５号「小牧市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」 

 人事院勧告に準じて、職員の給料月額の改定、勤勉手当の支給割合の変

更等を行うものであります。 

 まず、通勤手当でありますが、自転車その他の交通の用具を使用する場

合の通勤手当の支給額の上限を現行２４，５００円から３１，６００円に

引き上げ、次に、勤勉手当であります。支給割合を現行から、再任用職員

以外の職員については、１００分の１５、再任用職員については、１００

分の５それぞれ引き上げるものであります。 

次に、給料月額について、人事院勧告に準じて引き上げ、この条例は、

公布の日から施行し、通勤手当及び給料月額は平成２６年４月１日から、

勤勉手当は平成２６年１２月１日から適用するものであります。 

 

《議案第９６号「小牧市共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について》 
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 小牧市共同利用施設に、タウン本庄会館を加えるものであり、この条例

は、平成２７年１月１日から施行しようとするものであります。 

 

《議案第９７号「小牧市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て」》 

 平成２５年８月に起きた京都府福知山市の花火大会での火災事故を踏ま

え、大規模、かつ、多数の火気器具を使用する催しを指定催しとして指定

し、指定催しの主催者の責任と役割を明確にし、防火管理体制を義務付け

るものであります。その内容でありますが、消防長は、多数の者の集合す

る屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該

当し、かつ、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又

は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、「指定催

し」として指定し、その指定をしたときは、「指定催し」の主催者に通知

するとともに、公示するものとし、「指定催し」の主催者は、防火担当者

を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、その

計画に基づく業務を行わせることとし、その計画を消防長に届け出なけれ

ばならないこととし、火災予防上必要な業務に関する計画を届け出なかっ

た者に対して、罰則を科すものであります。 

 その他所要の規定の整備を行い、この条例は、平成２７年２月１日から

施行しようとするものであります。 

 

 

議案第９８号から議案第１００号までは、いわゆる第３次地域主権改革一括法に

よる介護保険法の改正により、法令で定められていた基準をそれぞれ条例で定

めるものであります。 

《議案第９８号「小牧市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定

について」》 

 この条例は、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものであり、指定介

護予防支援事業の基本方針を定め、指定介護予防支援事業の人員、運営及

び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準をそれぞれ定め、基
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準該当介護予防支援事業に関する基準を定め、この条例は、平成２７年４

月１日から施行しようとするものであります。 

 

《議案第９９号「小牧市地域包括支援センターの運営方針並びに職員に係る

基準及び職員の員数を定める条例の制定について》 

 この条例は、地域包括支援センターの職員に係る基準及び員数等を定め

るものであり、地域包括支援センターの運営方針及び職員の配置基準をそ

れぞれ定め、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするもの

であります。 

 

《議案第１００号「小牧市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員並び

に指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

事業者の指定に係る申請者の資格を定める条例の一部を改正する条例の

制定について」》 

  題名を「小牧市指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定

地域密着型サービス事業者等の指定に係る申請者の資格を定める条例」に

改め、指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者は、小牧市暴力団排除

条例に規定する暴力団員が役員となっている法人及び暴力団又は暴力団員

と密接な関係を有する法人を除く法人とし、その他所要の規定の整備を行

い、この条例は、平成２７年４月１日から施行しようとするものでありま

す。      

 

《議案第１０１号「小牧市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」》 

 健康保険法施行令の改正に準じて、出産育児一時金の支給額を現行３９

万円から４０万４，０００円に引き上げ、出産育児一時金の加算金の上限

額を現行３万円から１万６，０００円に引き下げ、この条例は、平成２７

年１月１日から施行しようとするものであります。  

 

《議案第１０２号「みなみ保育園施設整備工事のうち建築工事請負変更契約

の締結について」》 

先の第２回定例会でご議決をいただきました「みなみ保育園施設整備工

事のうち建築工事」について、変更契約の締結を行おうとするものであり

ます。 

 請負契約者  名古屋市中区松原三丁目２番８号 
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        共立建設株式会社東海支店 

         取締役支店長 越川 明氏 

 

 請負契約金額を１，０７２万１，１６０円増額し、２億９，６８６万７，

１６０円とするものであります。 

 

《議案第１０３号「事故に係る損害賠償の決定について」》 

 損害賠償の額は、５００万円で、事故の概要でありますが、相手方は、

平成２４年４月頃から声のかすれが続いていたため、かかりつけ医で同年

９月４日に胸部Ｘ線を撮影したところ、左横隔膜の挙上が認められたため、

翌日、紹介により小牧市民病院一般内科を受診しました。一般内科におい

て、病状の精査のため、胸部単純ＣＴ及び上下腹部造影ＣＴを撮影したと

ころ、「左横隔膜の挙上を認めるほかは、呼吸器及び消化器の臓器には異

常を認めない」との放射線科による所見から、かかりつけ医での経過観察

とすることとしました。 

相手方は、同日、声のかすれを心配して耳鼻咽喉科も受診し、耳鼻咽喉

科においては左反回神経麻痺を認めましたが、一般内科の所見から上縦隔

は異常なしと判断し、左反回神経麻痺・慢性咽頭炎と診断し、経過観察と

しました。その後も耳鼻咽喉科を受診されていましたが、声のかすれが治

らないことから、耳鼻咽喉科において、平成２５年８月２７日に頚胸部造

影ＣＴを撮影したところ、左縦隔に腫瘍の存在が認められたため、呼吸器

内科を受診することとなり、呼吸器内科において、平成２４年９月５日に

撮影した胸部単純ＣＴを確認したところ、当時、左縦隔の腫瘍を見落とし

ていたことが判明しました。 

この見落としについては、一般内科から放射線科に縦隔の異常を疑う症

状である声のかすれに関する情報を伝えなかったこと等が起因しているも

のであります。 

 相手方は、平成２５年９月１２日に入院し、腫瘍生検を実施したところ、

同年９月２０日に胸腺癌と診断された事故であります。 

  

《議案第１０４号「タウン本庄会館の指定管理者の指定について」》 

先ほどの議案第９６号で説明させていただきましたタウン本庄会館につ

きまして、その指定管理者に地元区を指定しようとするものであります。 

 公の施設の名称は、タウン本庄会館。指定管理者となる団体の名称は、

タウン本庄区で、指定の期間は、平成２７年１月１日から平成２８年３月
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３１日までであります。 

 

《議案第１０５号「小牧市篠岡児童館の指定管理者の指定について」》 

公の施設の名称は、小牧市篠岡児童館。指定管理者となる団体の名称は、

特定非営利活動法人１０人村で、指定の期間は、平成２７年４月１日から

平成３２年３月３１日までであります。  

 

《議案第１０６号「小牧市公平委員会委員の選任について」》 

委員 加藤義昭氏の任期満了に伴い、後任者に安東要氏を選任しようと

するものであります。 

   

《議案第１０７号「小牧市固定資産評価審査委員会委員の選任について」》 

委員 長谷川秀喜氏の任期満了に伴い、後任者に同氏を選任しようとす

るものであります。 

 
 

【補正予算案説明要旨】 

《概要》 

一般会計では、補正前の額に２億３，８０９万２千円を追加し、５４６

億２，８４２万５千円とし、特別会計では、国民健康保険事業特別会計を

始め９会計で１３２万５千円を減額し、２９６億１，３６０万９千円とす

るものであります。 

病院事業会計では、収益的収入で５６４万８千円を増額し、２０２億２，

２５０万８千円とし、収益的支出で４，０７４万１千円を減額し、２２２

億６，３５２万７千円とするものであります。 

資本的収入では、３億３，２１５万８千円を増額し、８億９，７４４万

３千円とし、資本的支出で６億６，４３１万８千円を増額し、４６億２，

１４７万円とするものであります。 

水道事業会計では、収益的収入で９８万９千円を減額し、３１億４，４

８６万６千円とし、収益的支出で２，９９１万２千円を減額し、３０億１，

６９０万７千円とするものであります。資本的支出では、８７９万円を減

額し、１９億２，３９２万４千円とするものであります。 

 

《議案第１０８号「平成２６年度小牧市一般会計補正予算（第４号）」》 

歳入については、歳出予算に関連があるものを必要に応じて説明をさせ
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ていただきます。 

歳出について順に説明させていただきます。 

まず、地方公共団体情報システム機構負担金は、社会保障・税番号制度

システムの構築にあたり、地方公共団体情報システム機構が整備する中間

サーバープラットフォームの整備と運用に係る費用を負担するものであり

ます。歳入では、社会保障・税番号制度導入費補助金で、全額手当てされ

ます。 

次に、社会保障・税番号制度関連システム修正委託料は、住民基本台帳、

市税、国民健康保険、介護保険などのシステム改修を行うため、当初予算

で措置していましたが、国庫補助金が増額交付される見込みであるため、

増額を行うものであります。歳入では、社会保障・税番号制度導入費補助

金で、一部手当てされます。 

次に、地域ブランド推進支援委託料は、地域ブランドアクションプラン

に基づき、ブランドロゴのキャラクターを用いたデザインを、公共施設の

トイレなどの案内表示や、こまき巡回バスのうち来年４月から導入するワ

ゴン車タイプの車両のラッピングに用いるものであります。 

次に、愛知県議会議員一般選挙事業は、平成２７年４月２９日に任期満

了となる愛知県議会議員一般選挙の準備に要する経費を計上するものであ

ります。人件費には、従事者等の時間外勤務手当４００万円が含まれてお

ります。  

歳入では、愛知県議会議員一般選挙費委託金で、全額手当てされます。 

次に、こまき巡回バス停留所改修工事費は、来年４月からの巡回バス運

行の見直しで、バス停の新設などに伴い、横断防止柵の撤去や設置、また、

歩道のないバス停については、安全対策を行うものであります。 

次に、国民健康保険事業特別会計繰出金は、人件費の減額によるもので

す。 

次に、就労継続支援給付費と児童発達支援等給付費は、当初見込みより

も利用者、利用日数とも増加していることなどから、増額するものであり

ます。歳入では、国と県の障害者自立支援給付費負担金で一部手当てされ

ます。 

次に、更生医療給付費は、当初見込みよりも利用件数、利用単価とも増

加していることなどから、増額するものであります。歳入では、国と県の

障害者医療費負担金で一部手当てされます。 



－９－ 

地域生活支援事業であります。 

これにつきましても、利用回数などが増加しているため、増額するもの

であります。歳入では上から４つ目と下から４つ目にあります国と県の地

域生活支援事業費等補助金で、一部手当てされます。 

次に、後期高齢者医療特別会計繰出金は、平成２６年度の保険基盤安定

負担金の額の確定により増額するものであります。 

次に、介護保険事業特別会計繰出金は、平成２５年度の介護給付費繰出

金の精算返還分を現年度の繰出金と相殺することなどにより減額するもの

であります。 

次に、病院事業会計繰出金は、病院建替事業用地の取得により増額する

ものであります。 

次に、水道事業会計繰出金は、人件費の減額によるものです。 

次に、農地台帳システム修正委託料は、農地法の改正により、農地台帳

を来年４月から公表することとなったため、システムの修正を行うもので

あります。 

歳入では上から５つ目の農地台帳システム整備事業補助金で、全額手当

てされます。 

次に、農業集落排水事業特別会計繰出金は、特別会計の人件費の増額に

よるものです。 

次に、こまき応援寄附金推進事業の消耗品費は、当初見込みよりも、全

国各地の多くの方から寄附の申し出をいただいておりますので、お礼の品

の経費を増額するものであります。 

次に、土地区画整理事業特別会計繰出金とその次の公共下水道事業特別

会計繰出金は、特別会計の人件費の減額によるものです。 

次に、消防団施設設備管理事業は、デジタルトランシーバーやエンジン

カッターなどを整備するため増額するものであります。歳入では、南海ト

ラフ巨大地震等対策事業費補助金で、一部手当てされます。 

次に、人件費は、人事院勧告を踏まえた改定と、人事異動に伴う調整な

どによる減額、退職者の増に伴う退職手当、愛知県議会議員一般選挙の投

開票従事者等の時間外勤務手当の増額などであります。 

最後に、こまき応援寄附金関係の基金積立金は、７月３１日から１０月

２９日までの期間に、８２５名からいただいた寄附金について寄附された

方々のご意向に添って各種基金に積立てを行うものであります。 
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《繰越明許費の補正》 

システム開発支援事業は、社会保障・税番号制度関連システムの修正で

ありますが、事業の年度内完了が見込めないため繰り越しをするものであ

ります。 

 

《債務負担行為の補正》 

市民課業務等委託事業、愛知県議会議員一般選挙投票事務委託事業、防

犯対策巡回警備委託事業、福祉医療事務支援委託事業、公民館窓口業務等

委託事業、まなび創造館スポーツセンター管理運営委託事業は、業務を委

託するにあたり、その受託者の準備期間を確保しようとするものでありま

す。 

愛知県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等委託事業は、次年度に委

託期間がまたがるものについて、支障なく業務を進めるため設定するもの

であります。 

篠岡児童館管理運営委託事業は、指定管理者への指定期間が複数年度に

わたり、その間の委託料の支出が見込まれるため設定するものであります。 

  

《議案第１０９号「平成２６年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）」》 

歳入の前期高齢者交付金は、平成２６年度の額の確定により減額するも

のであります。 

職員給与費等繰入金は、人件費の減額に伴うものであります。 

 歳出の後期高齢者支援金等から介護納付金までは、平成２６年度の額の

確定による減額であります。 

データヘルス事業計画策定支援委託料は、レセプト、健診情報等のデー

タ分析に基づいた保健事業を実施するため、その事業計画を策定するもの

であります。歳入では特別調整交付金で、全額手当てされます。 

返還金は平成２５年度の精算に基づく、療養給付費負担金等の返還金であ

ります。 

次に、債務負担行為であります。国民健康保険事務支援委託事業は、業

務を委託するにあたり、その受託者の準備期間を確保しようとするもので

あります。 
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《議案第１１０号「平成２６年度尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事

業特別会計補正予算（第１号）」》 

《議案第１１１号「尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号）」》 

《議案第１１２号「尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業特別会

計補正予算（第１号）」》 

《議案第１１３号「尾張都市計画事業小牧南土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号）」》 

《議案第１１４号「小牧市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」》 

《議案第１１５号「小牧市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」》 

 ６議案は、いずれも人件費の補正であります。 

 

《議案第１１６号「平成２６年度小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」》 

 歳入は、地域支援事業支援交付金と、その下の介護給付費繰入金、地域

支援事業繰入金は、平成２５年度の精算による返還分を現年度と相殺する

ものです。事務費繰入金は、平成２５年度の精算などによる減額とシステ

ム改修にかかる費用を増額するものです。 

歳出の介護保険システム修正委託料は、制度改正に対応するものです。

返還金は、平成２５年度の国、県からの介護給付費負担金等の精算により

計上するものです。 

 

《議案第１１７号「平成２６年度小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）」》 

平成２６年度の保険基盤安定負担金の額の確定により保険料等負担金を

増額するものであります。 

 

《議案第１１８号「平成２６年度小牧市病院事業会計補正予算（第２号）」》 

収益的収入の補正は、医療事故による損害賠償金の支払に伴い、保険金

を増額するものであります。 

収益的支出の補正は、人件費の減額及び医療事故による損害賠償金の増

額などであります。 

資本的収入の補正は、土地の購入に伴い、一般会計からの負担金を増額
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するものであります。 

資本的支出の補正は、病院建替事業用地の購入による増額であります。 

 

《議案第１１９号「平成２６年度小牧市水道事業会計補正予算（第１号）」》 

収益的収入の補正は、人件費の減額に伴い、一般会計からの補助金を減

額するものであります。 

収益的支出及び資本的支出の補正は、それぞれ人件費の減額であります。 

以上、提出議案の説明とさせていただきます。 

 

 

なお、本日、衆議院を解散するとの首相の表明があり、解散した場合は、

衆議院議員総選挙の事務に直ちにとりかかる必要があることから、それに

要する経費の補正予算を専決処分させていただき、後日、専決処分承認案

を追加提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。
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【小牧市地域ブランドコンセプトについて】 

「地域ブランド戦略アクションプランについて」ご報告いたします。 

小牧市では、市民のみなさまが「住み続けたいと思うまち」「愛着や誇

りを感じるまち」を目指した地域ブランド戦略の調査研究を平成２４年度

より進めてきました。 

昨年度は、小牧市が目指すまちのイメージであるブランドコンセプトを

「夢・チャレンジ 始まりの地 小牧」とし、ロゴマークやキャッチフレ

ーズの設定や「充実した子育て環境」「史跡小牧山」の２つの資産をブラ

ンド推進の柱として活用していくことなど、今後、地域ブランドを戦略的

に推進していくための基本戦略を策定しました。 

本日は、その基本戦略に基づき具体的に実施する取り組みをまとめた

「地域ブランド戦略アクションプラン」を策定しましたので、ご報告させ

ていただきます。 

お手元にお配りしたＡ３の資料で説明させていただきますのでそちらを

ご覧ください。 

小牧市地域ブランド戦略アクションプランは、ブランドコンセプトを市

民の皆様にお伝えしていく方法であるコミュニケーションプログラムと、

ブランドコンセプトを実現していくために行う施策であるアクションプロ

グラムをまとめたものになります。 

コミュニケーションプログラムは、街をメディアにということで、市民

の皆様の生活動線上に、ブランドコンセプトを伝えていくための接点を設

けていきます。 

各公共施設に使われているトイレなどの「サイン」のデザインにブラン

ドロゴのキャラクターを使用するなどのピクトグラムをはじめご覧のよう

な取り組みを行っていきます。 

次に、アクションプログラムですがブランド推進の柱である「こども」

と「小牧山」に関連する施策を行っていきます。 

まず「こども」のアクションプログラムですが、ブランドコンセプトを

実現していくためには「こどもが夢を描くための機会」など３つの視点が

必要と考え、それらに基づいた施策を「コマキッズドリームプロジェク

ト」として実施していきます。 

既に実施しております「夢の教室」や宇宙に関するワークショップや施

設見学などを行う「スペースワークショップ」などを実施していく予定で
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す。 

そしてもうひとつの「小牧山」のアクションプログラムでは、「小牧

山」を市民のみなさまにとって“精神的なシンボル”としていくための施

策を実施していきます。 

このアクションプランは、平成２７年度から２９年度までの３ヶ年計画

となっており、毎年見直しをかけていきます。 

詳しい内容は、別添の「小牧市地域ブランド戦略アクションプラン」を

後ほどご覧ください。 

なお、本アクションプランの実施に必要な費用につきましては、次年度

以降の予算で要求していきますが、コミュニケーションプログラムのピク

トグラムとバスラッピングにつきましては、そのデザイン制作費を本年第

４回定例会において補正予算として要求させていただいております。 

以上で、小牧市地域ブランド戦略アクションプランについての報告を終

わります。 

 

続きまして、はやぶさ２パブリックビューイングと星出宇宙飛行士講演

会でございますが、Ａ４のチラシをごらんいただきたいと思います。 

 市長のほうから挨拶がありましたが、はやぶさ２の打ち上げが今月30日

の午後１時24分48秒に予定されております。そのライブ映像のパブリック

ビューイングを文部科学省及びＪＡＸＡの協力のもとで開催をする予定で

ございます。 

 はやぶさ２につきましては、はやぶさ２を搭載いたしましたＨ－ⅡＡロ

ケットのエンジンが小牧市にあります三菱重工名古屋誘導推進システム製

作所で製作をされており、この打ち上げには小牧市にも大きくかかわって

いることや、先ほどブランドのことで御説明をいたしましたが、夢・チャ

レンジの象徴でありますはやぶさ２の夢への挑戦、その第一歩をみんなで

応援することが、住んでいるまちへの愛着と誇りを高めることにつながる

と考えたため、今回、このパブリックビューイングを開催させていただく

ことといたしました。 

 日時につきましては、お手元の資料にございますが、11月30日の日曜日、

午前11時15分から午後２時まで、場所につきましては、市役所東庁舎５階

の大会議室でございます。対象につきましては、市内の小・中学生を対象

といたしておりますが、小学生の方は保護者同伴でお願いしたいというこ
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とで、参加費は無料でございますが、申し込みは今月の25日までにお申し

込みをいただきたいということで今考えております。 

 また、同日開催の予定をしております星出宇宙飛行士の講演につきまし

ては、こどもたちが宇宙飛行士と直接接することにより、夢を持って挑戦

することの大切さを感じていただくよい機会となると考えました。先ほど

説明をいたしました地域ブランド戦略アクションプランのスタート事業と

して実施をしてまいりたいと考えております。 

 


