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タウンミーティング～市長と話してみませんか？～ 要旨 

※発言要旨を記録し、個人名などは伏せさせていただきました 

 

日時  平成25年4月23日（火） 

午後7時00分から午後8時45分 

場所  北里市民センター 講堂 

 

○市政報告○市政報告○市政報告○市政報告    

【市長】【市長】【市長】【市長】 

（はじめに）（はじめに）（はじめに）（はじめに） 

 皆様、こんばんは。 

 タウンミーティングということで、大変夜の出にくい時間帯かと思いま

すが、まことにありがとうございます。 

 さて、私も就任してから丸２年がたち、ちょうど折り返しの地点になり

ます。これまで、できることから矢継ぎ早に新しい施策を実現してきたわ

けですが、まさに小牧の課題、行政だけではできない課題を数多く抱えて

いるところです。そんな中で、皆様方のご理解をいただきたいとの思いで

タウンミーティングを開催してきているところであります。 

 本日は、年度当初ということで、２月、３月の市議会で議決いただいた

新年度予算、これに基づく平成25年度事業、そして施政方針、こういった

ことの全体を駆け足で少しご説明したいと思います。 

 まず私の基本的な考え方について、改めて申し上げたいと思います。 

 今の時代、非常に大きな折り返し地点に我々の社会が差しかかり、これ

までの行政のあり方から大きく転換していく、改革が必要な時期だという

認識であります。そうした中、小牧は全国でも有数の財政力を誇る恵まれ

た地域であり、これは先人の努力のたまものであります。この北里地区も

トラックターミナルがあり、工業が非常にバランスよく立地されておりま

す。しかし、これから高齢化と人口減少の時代を迎え、これまでの行政運

営のあり方を続けていくことは、小牧も例外なく厳しい状況であります。 

 そうした高齢化と人口減少の社会の中で、年をとっても基本的には在宅

を中心に、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

りのために、今必要な手を打っていこうと、そんな小牧市政を進めようと
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しているところです。 

 これまでの右肩上がりを前提とした行政運営においては、人口が増え、

経済は拡大し、給料も増え、そんな中で税収が拡大してきました。行政は

市民の意見、要望を伺い、増えた税収でどんどんサービスを拡大してきま

した。しかし一層福祉の充実が叫ばれる一方で、高齢化と同時に人口が減

り、経済規模が縮小し、なかなか給料が上がらず、税収は減っていくと予

測され、小牧も厳しい時代を迎えようとしています。 

 そんな中、高齢化の中で安心して暮らせる地域づくりや福祉の充実を、

行政は、しっかりと頑張っていきたいと思っております。これまでの行政

と地域の区分けを見直しながら、地域の助け合いの中で一定の役割を担っ

ていただくことも必要になる時代を迎えようとしており、行政のあり方、

地域のあり方、こういったものをもう一度皆様と一緒になって、安心でき

る地域づくりのために考えようと呼びかけをさせていただいているところ

であります。 

 高齢者福祉医療戦略会議を第６回目まで進めてまいりました。市長もそ

こに入って進めていくという新しい会議の進め方ですが、市民病院長、開

業医の代表、訪問診療の専門家、介護事業者、ヘルパーの代表、社会福祉

協議会の代表、ボランティアの代表、さらには市民活動の代表の方、さま

ざまな方にお集まりいただき、これから高齢化していく中で、安心して暮

らせるための高齢者を取り巻く環境とはどうあるべきか、国や県の取り組

みはどのように進んでいくのか、そういう中でどういう課題が残っている

のか、市として何ができるのか、それぞれの立場でどういう協力がいただ

けるのか、そんなことを真剣に議論をしております。 

 一方で、小牧の誇る財政、これを将来にわたって維持させていかなけれ

ばなりません。何も右肩下がりになっていくことばかりを言うつもりはあ

りません。ここでは危機感を共有しながら、改革に向けていくということ

で、強調しておりますが、やはりこれからそういった時代の中でも、子供

たちが夢を描いて、将来にわたって希望の持てる地域をつくるためにどう

していくべきかも思い描いております。 

 １つには、今の小牧の産業を土台にしながら、一層厚みを増していくた

めにどのような取り組みが必要なのか、産業立地の戦略会議の中で議論し

ております。これまで小牧は非常に立地が恵まれておりましたが、交通網
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も拡大する中、新たな方向性も必要であるとの認識を持っており、そんな

中、産業立地政策をしっかり進めていこうとしているところであります。 

土台となる地域の助け合う仕組みを議論する中で、行政としても変化が

必要であり、行政改革に取り組んでいる状況であります。 

 ３つの基本方針に従って、市政運営を進めています。１つは、行政改革

の推進。２つ目は、高齢化への対応、産業競争力の強化など戦略的な市政

の推進、これに向けた取り組み。３つ目が、住民自治改革の推進であり、

それらを支える市民力の活性化、ボランティアの充実、地域力の強化。こ

ういったものを進めようとしているところです。この３つの基本方針に基

づき、今年度も予算編成をしました。市税収入が４年連続で減収している

厳しい経済状況の中で、安心・安全の確保を第一にしながらも、将来の新

しい小牧、これからを創造する改革と創造の市政の実現のため、積極的な

予算としたところです。前年対比で1.5％少ない予算、507億8,700万円の

一般会計予算です。一般会計と特別会計と企業会計を合わせた全会計の総

額は1,103億円余であります。そんな財政の中で必要なことを進めてまい

ります。 

        

（市民生活）（市民生活）（市民生活）（市民生活）    

 まず市民生活の分野であります。市民生活については、安全・安心なま

ちづくりが第一であります。一昨年３月に発生しました東日本大震災から

はや２年ですが、職員を派遣するなど、東北地方の支援に小牧市として努

めているところです。 

 一方、我々の地域も南海トラフの巨大地震が心配されており、特に東海

地震については、今後30年以内に88％の確率で発生すると予測されており

ます。大規模災害が我々の地域にも発生し得るという危機感を持って、防

災対策を進めていく必要があると考えております。 

 今後の備えとして、本市の業務継続計画を策定してまいります。一たび

災害が発生しますと、市はその災害応急対応や復旧・復興活動の主体とし

て重要な役割を担う一方、災害時においても市民生活は当然続くので、欠

くことのできない市の業務を継続していく必要があります。しかし、職員

も同時に被災しているわけであり、職員全員が稼働できない可能性もあり

ます。限られた市の資源の中で、優先順位をつけ、災害時にどういった業
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務を優先して継続していくべきか、平時から想定し、緊急時の計画を立て

ておく必要があるということで、業務継続計画を策定しようとするもので

す。 

 また東日本大震災を契機に、公共施設の耐震対策を実施しました。緊急

で全ての公共施設の耐震診断を昨年までに完了しております。この診断に

より耐震性に問題があった施設について、耐震改修工事を順次進めてまい

ります。 

 消防に関して、平成28年度から消防救急無線のデジタル化を予定してお

り、本市を初めとする近隣６つの消防本部が共同して、高機能の消防指令

設備とデジタル消防救急無線設備のシステムを運用することを計画してお

ります。そこで、小牧の消防本部の南側に新たな消防指令センターを建設

するよう、システムと指令センターの建設設計を本年度進めていきます。 

 市民サービスの分野では、昨年７月の新庁舎オープンにあわせ、市民総

合相談案内を開設しております。非常に相談が多様化しており、市民ニー

ズも多様化しております。適切な相談窓口を案内する窓口を一元化し、市

役所の２階に開設しました。市の業務に限らず、国や県や民間も含めて、

適切な相談窓口を案内するように努めていきたいと思っています。 

 ４月１日からはパスポートの交付事務を取り扱うことし、今後、パスポ

ートの申請・更新については、市役所の１階の窓口までお越しください。 

    

（環境交通）（環境交通）（環境交通）（環境交通）    

 次に、環境交通の分野です。これも、東日本大震災、福島第一原子力発

電所の事故以降、電力の需給問題に端を発しますさまざまな問題がありま

す。特に再生可能エネルギー、太陽光等のエネルギーに関心が高まってお

り、市として、この機会に住宅用太陽光発電システムの設置を進めたいと

考えており、この補助金の件数を昨年の５割増しとして普及促進に努めて

まいります。 

 また、公共施設の電力についても、ＣＯ
２

の削減とともに、安い電力を

購入していきたいと考えております。これまでは中部電力から購入するこ

とが当たり前でしたが、全国的に一定規模以上の事業者について、電力の

自由化が進められております。市として、できるだけ安い電力を購入して

コストを削減していきたいと考えており、今年度、岩倉、豊山、大口、扶
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桑の５市町共同で電力の入札による共同購入を実施していきます。複数の

自治体が電力を共同で購入していく取り組みは全国でも例のないもので、

今後、さまざまな分野で近隣市町との連携を一層強化して、市民サービス

の向上とコスト削減を進めていきたいと思います。 

 次にし尿処理について、小牧市は東田中地内のクリーンセンターと小木

地内のし尿浄化槽汚泥処理施設、それぞれの施設で老朽化が進んでおり、

毎年多額の修繕費が必要になってきております。そのため、小木のし尿浄

化槽汚泥処理施設の機能を東田中のクリーンセンターに移し、し尿とし尿

浄化槽汚泥一括で、より効率的に処理できる施設として、平成26年度まで

の２カ年で改修を進めてまいります。 

次に、公共交通であります。公共交通の充実は大きな課題であり、もう

少し市税を投入してでもこの利便化を図っていくことが、高齢化の中で一

層求められていると考えております。そこで、デマンド交通の導入を含め、

市内の公共交通の充実の検討をこれまで２カ年で進めてまいりました。残

念ながら、デマンド交通については、今の法規制や制度の枠組みの中では、

市内全域で導入することは困難という結論に至っております。このデマン

ド交通については、中部運輸局、バス・タクシー事業者などとのとの調整

が必要で、強行しますと逆に市内の公共交通が脆弱になってしまう可能性

もあり、バス・タクシー事業者と相談した上で、国の認可をとっていく手

続になっております。そういう中で、デマンド交通については、篠岡の地

域、味岡の北部地域、この２つの地域で８月から１年間、実験として導入

を図っていきます。ほかの地域については、こまき巡回バスの充実強化で

対応していくこととしております。原則として、１時間に１本を目指し、

ダイヤの見直し、路線の見直しを進めてまいります。バス停一個動かすに

も地元、事業者との協議や国の認可、いろいろと手続が必要となり時間を

要しますので、しばらくお待ちいただきたいと思っております。また、北

里地域では、名鉄犬山線への接続の要望が多数寄せられており、前向きに

検討を進めている状況であります。 

 次に防犯について、昨年2,290件の発生でしたが、一昨年と比べて384件

減少いたしました。しかし、いまだ犯罪発生は多い状況で、今後も犯罪の

抑止に努め、警察等関係機関、地域の防犯団体等と連携していきたいと考

えております。 
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 また、41号線沿いの商業者などで自動車盗や車上荒らし、部品狙い等が

多発しておりますが、これまで10台以上の大きな店舗の駐車場等に限って、

防犯カメラの設置費補助を行ってまいりました。今年度から新たにマンシ

ョンやアパートなどの集合住宅や月極駐車場で10台以上の大規模なものに

つき、助成対象に含めるよう拡大していくことといたしました。 

 

（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）    

 次に、保健福祉です。高齢者福祉について、昨年度、ひとり暮らし高齢

者などの配食サービスを週３回から５回へ拡充するなど拡大に努めてまい

りました。今後も、第５次高齢者保健福祉計画に基づき、引き続き積極的

に介護サービス施設、障がい者福祉施設について、施設の整備や誘致等も

行ってまいります。 

 また、高齢者の福祉医療の充実については、先ほどの戦略会議で出され

た意見をもとに、今後一層安心できる地域の実現に向けて進めていくこと

にしております。 

 児童福祉について。まず子育て支援ですが、一昨年から放課後児童クラ

ブの時間延長を実施しております。今後のステップとして、小学校３年生

までとしている対象学年を、今後１学年ずつ拡大し、６年生まで拡大をし

てまいります。このため今年度はクラブ室の整備等を行い、平成26年度か

ら１学年ずつ拡大していきます。 

 また、愛知県で第３子以降の保育料の無料化について予算が絞られてき

ております。他の市町で、３子以降の保育料の無料化を一部見直す自治体

もありますが、小牧市は第３子以降の保育料について、市の独自財源で今

後とも無料化を継続していくこととしています。 

 次に保健医療の分野について、今後とも予防接種やがん検診、健康教育

や健康相談、各種検診、栄養指導などを積極的に取り組んでいきます。ま

た、若い世代の乳がん罹患率が高くなってきております。そのため、乳が

ん検診については、対象年齢40歳以上を今年度から30歳以上に引き下げま

した。 

 一方で、第３子以降の出産奨励手当がありましたが、これについては出

産時の各種手当が国において拡充されていることや、またさまざまな新た

な保育園、児童クラブの充実など、若い世代への支援の拡充もしておりま
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すので、来年度以降廃止していく方向性を決定しております。 

 それから市民病院について、今年度から地域連携室を新設し、地域の診

療所、いわゆる開業医等との連携を充実させていきます。地域全体でよい

医療を提供するという地域完結型の医療を目指す国の方向性に基づき、今

取り組みを進めています。 

また市民病院の新たな建てかえを進めております。この市民病院の建て

かえ位置については、現在の位置での建てかえを決断しているところであ

ります。41号線や高速、あるいは155号線という基幹交通から近距離であ

ることなども理由としてありますが、経営上の判断があります。 

小牧の市民病院は、この尾張北部圏の３次救急という一番高度の医療を

提供する病院に位置づけられております。病院には１群、２群、３群とあ

り、大学病院等が１群で、小牧市民病院は大学病院に次ぐ２群、非常に高

い機能を持った病院として位置づけられております。愛知県内では、２群

という機能に位置づけられている自治体病院は、小牧の市民病院だけであ

ります。 

 市民病院には市外からも大勢みえられ、小牧の市民病院ならば小牧市民

に手厚くすべきとの声もよく聞きます。もっともだと思いますが、ほかの

地域はもっと厳しい状況であり、愛知県下でも３割の病院が医者の来手が

ないと診療制限をしています。そして赤字でもあります。小牧市民病院は

黒字病院であり、この健全経営を維持することが非常に大事だと判断して

おります。いい機器を導入し、いい医者が来てくれる。そして、いい医

療・サービスが提供でき、それが黒字となり、またいい機器の導入につな

がるという、いい循環に今小牧市民病院はなっております。一たびこのい

いスパイラルが断ち切れますと、非常に小牧の財政も圧迫されます。五百

数十床の市民病院は15万市の小牧として、規模が大き過ぎることもあり、

この屋台骨が揺らげば、市の財政そのものも揺らぐとの懸念もあります。 

そこで市民病院建てかえ位置については、現在、新しい病棟と古い病棟

がありますが、新しい病棟は残し、古い病棟を壊して建てかえていく計画

にしております。できるだけコストを縮減し、将来の病院経営に負担とな

らない計画にしているところです。具体的には、平成28年度から工事に着

手し、早ければ30年度末に完成、31年度中に新しい病院での診療を開始し

ていきたいと考えています。 
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（教育文化）（教育文化）（教育文化）（教育文化）    

 次に学校教育です。施設面について、まず小・中学校の施設の整備につ

いて、子供たちの安全・安心を第一に考えて、教育環境の整備を進めてい

きます。老朽化した味岡中学校の改築を２カ年で整備しており、これをも

って市内25校全ての小・中学校校舎の耐震工事は完了します。しかし３・

11の震災以降、文部科学省からの指導もあり、内装材、つり天井、壁材等

の非構造部材の耐震診断を実施してきました。この耐震診断の結果が、ほ

ぼ全ての小・中学校で耐震改修が必要とのことであり、この地域の小・中

学校も含めて、平成28年度までに計画的に内装や壁材の耐震改修を行って

いきます。また、昨年度から着手した防犯カメラと校内緊急連絡用インタ

ーホン設備の整備も、同じく平成28年度までの５カ年で順次進めていきま

す。 

 文化振興の面では、史跡小牧山において、信長時代に築かれた石垣が近

世城郭の最も古い原型ではないかと注目を浴び、ＮＨＫ等でも放映されて

おります。史跡小牧山の敷地内は非常に文化庁の規制が厳しく、昭和２年

の測量図にない建物は基本的には一切認めないという方針でありますので、

文化庁と協議をしながら、市役所旧本庁舎を来年から解体し、基本的には

公園として復元整備を図っていきます。また、これにあわせ小牧山全体の

枯れかけている樹木の伐採等も行い、園路、広場が明るく、より安全とな

る適正な樹木管理を進めていきます。昨年度、樹木管理計画を策定しまし

たので、これに基づき一層整備を進めていきます。春の桜は、大変有名な

小牧山ですが、秋の紅葉なども感じられるような小牧山の景観整備に努め

てまいります。 

    

（都市基盤）（都市基盤）（都市基盤）（都市基盤）    

 都市基盤の整備については、道路整備や雨水対策、公園・緑道の整備、

区画整理事業、小牧駅前や田県神社前駅前の整備など、引き続き推進して

まいります。 

    

（産業振興）（産業振興）（産業振興）（産業振興）    

 小牧商工会議所と連携し、こまきプレミアム商品券発行事業を、これま
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で３回実施しました。おかげさまで３回全て完売しております。直近では、

市民優先予約４億円が売り切れ、その後の１億円も当日完売ということで、

好評いただいています。市民の購入割合も、同様な事業を実施している市

町に比べ非常に高く、加盟店も市内の約３分の１の事業者が参加していま

す。600店舗に迫る勢いで今も伸びております。これは買い物するなら名

古屋や近隣ではなく、小牧で買っていただくという中小商業の活性化、地

域活性化のための商品券事業であります。 

 また、小牧の財政基盤を支える企業の立地について、就任後に企業立地

促進補助金という制度をつくり、積極的な企業誘致に努めております。さ

らに産業立地戦略会議の議論を踏まえ、新たな企業誘致や用地の創出、企

業支援のあり方など、産業界と方向性を一つにして、より推進していくた

めの産業振興基本計画を今年度中に策定します。 

 また観光について、都市センター内に観光案内所を昨年オープンしまし

た。これを小牧駅西側の名鉄小牧ビルに移設し一層充実を図ってまいりま

す。現在、信長公がみずから築いた城である小牧山城築城450年の記念事

業を進めております。かなり小牧山や小牧市がテレビに取り上げられる機

会が増えたと感じられる方も多いのではと思います。元日のオープニング

イベントとして初日の出を拝む集いを小牧山山頂で行いましが、例年に倍

する4,500人という多くの方にご参加いただきました。この機会に、小牧

市の歴史や魅力を市内外に広く発信するとともに、観光振興にも努めてい

きたいと思います。産業都市小牧が一足飛びに観光都市小牧にということ

を考えているわけではありませんが、産業の厚みを増すという意味では観

光も重要な産業であります。この機会に市民の皆様が小牧の歴史の認識を

深め、より一層愛着を感じるようになる、そんなことを目指していきたい

と思います。 

        

（行政経営）（行政経営）（行政経営）（行政経営）    

行政経営の分野です。右肩上がりから右肩下がりへと進んでいく社会経

済状況の中で、行政のあり方、地域運営のあり方などの改革も不可欠であ

ります。高齢者福祉の充実と相まって、地域の支え合い、助け合いの充実

も不可欠であります。自治会は基礎的な地域自治の単位でありますが、小

学校区単位ぐらいで一層充実していくため、地域協議会の創設を目指して
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おります。区長会や市内の各種団体に集っていただき制度設計について意

見をいただきました。おおむね制度設計案が固まりましたので、今後、地

域に出向き、説明を十分にしていきたいと思っております。そこで、機運

の高まった地域から手を挙げていただき、この地域協議会の創設に向けた

モデル地区として今年度は準備を進めていきたいと思います。 

 自治基本条例の26年度中の制定に向け、今、あり方研究会議で検討して

おります。今年度はその提言をもとに、条文を起こす起草会議を設置し、

引き続き検討を進めていきたいと思っています。これらについては、市民

と地域づくりを一緒に進めていく柱になるもので、ぜひ関心を持っていた

だき、ともに考え、つくっていきたいと思っています。 

 公共施設について、公共施設白書をつくります。小牧市の多くの公共施

設は昭和40年ごろからの建設で、近い将来、順次建てかえ時期を迎えます。

公共施設の維持管理や更新の費用は、毎年25億円ぐらいです。施設の耐用

年数を60年ぐらいに長く見積もって計算すると、ここ数十年間、毎年38億

円ぐらいかかるという試算も出ております。小牧も例外なく人口が減少し

ていく状況ですので、今後、施設の規模の縮小、配置のあり方について見

直しをしていく必要があると考えています。 

 そこで、施設の長寿命化計画を策定しようとしておりますが、それとと

もに、施設の利用状況や維持管理方法、また今の維持管理のコスト、必要

性等々も含めて、施設のあり方や配置状況等を検討するため、その基礎資

料となる公共施設白書を今年度から２カ年でつくっていきます。 

 それにあわせ、今、市は３カ年の計画を持っていますが、この３カ年計

画に計上していない事業について、今後その見直しの方針が出るまでは、

原則として凍結していく方針をこの３月に出しています。 

 行政もさらなる努力が必要だと思っています。現在、市の定員管理の適

正化を進めており、この４月１日の人事異動にあわせ、管理職構造のスリ

ム化を目指し、課長補佐職の全廃という方針を出しました。今、管理職が

部長、次長、課長、課長補佐という階層になっております。その下に係長

以下の現場の職員がいるわけですが、この課長補佐について数年かけて課

長に昇進するなり、退職するなりして、原則として全廃していきたいと考

えています。課長補佐全廃時には、給料で４億円ぐらいのコストの削減と

なりますが、これは何もコスト削減で職員に負担をかけようとしているわ
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けではありません。 

 これまで職員の定数を行革計画の中で減らしてきた一方で、市役所の業

務は増えております。高齢化の中、特に福祉関係などで現場の事務量は増

え、またパスポート業務もそうですが、国や県からの権限移譲でも業務は

増えています。そういう中で、現場にもう少し手厚く職員を張りつけてい

きたいが、総人件費を増やすわけにいきませんので、仕事のやり方を変え、

あるいは管理職を絞って、もう少し頑張ってもらう。そういったことが必

要だという考えで、課長補佐をなくす方針を決めました。いわゆる団塊の

世代の大量退職により職員の昇進スピードも上がっておりますので、昔と

比べてそれほど影響はないのではないかと思っております。市民と一緒に、

市政を進めていく中で、行政も一層努力していく必要がありますので、職

員にも市民にもご理解いただけるようお願いする次第です。 

 以上で、一般会計の予算規模は507億円余であります。今年も皆様とと

もに小牧を前に進めるべく頑張っていきたいと思っております。 

 

 

○○○○懇談会懇談会懇談会懇談会    

【進行【進行【進行【進行】】】】 

挙手いただいた方の中から指名させていただき、お名前とお住まいの地

域を告げてご発言をいただきます。一人でも多くの方にご発言いただける

よう、お１人１分程度にまとめてご発言ください。 

 それでは、ご発言をお願いいたします。 

    

【【【【発言者１発言者１発言者１発言者１】】】】    

    巡回バスについて、一歩前進したと思い大変安心しております。１時

間に１本が市民の願いですので、できるだけ早い機会にお願いします。 

 副市長が２年で交代されたことを新聞等で知りました。市長の懐刀とし

て推薦され、登用された方が突然やめられたということです。はっきり物

を言う忠臣ほど、実は一番国のためを思っていたという故事もあります。

市政に長く携ってきた方ですので、どうしてこういうことが起こったのか。 

    

【【【【発言者２発言者２発言者２発言者２】】】】    
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東海・東南海地震が起きた場合、北里地区の西部は震度６弱で液状化す

ると言われています。そんな中、地域の住民は集会施設へ避難するわけで

すが、昨今、携帯電話の普及で、ほとんどの地区の集会施設に固定電話が

ありません。北里の場合、17の集会施設で４つしかありません。東日本大

震災のときは、携帯電話が混乱してつながらなかったと聞いています。ぜ

ひ固定電話の設置を要望します。 

 

【【【【発言者３発言者３発言者３発言者３】】】】    

 大震災でいろいろと心配しているところですが、現在、昔からの開放的

な井戸が残っていると思います。停電などになって水がくめなかったり、

水道が止まったりした場合、井戸を大切にとっておけば、井戸水が使える

のではないか。そのため水質検査を時々しておくといいと思います。水質

検査の料金が高いと聞いていますが、そういう災害のときに、その井戸を

利用するよう市も考えていただきたい。 

 

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 ありがとうございました。３人の方のご発言です。市長、よろしくお願

いいたします。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 副市長の交代については、この３月に副市長から辞表をいただき、４月

４日の臨時会で新しい副市長を選任いたしました。副市長からは辞表をい

ただき辞められたわけですが、議会では実質的に解任ではないかという議

論もありました。 

 解任であれ自発的な辞任であれ、地方自治法上いつでも市長は副市長を

解任できることになっています。この根拠は、副市長とは市長の最高の補

助機関であり、元来市長と一心同体であるべきことが強く求められる存在

であるからです。そういう中で、当然、副市長が厳しい意見を言ったから、

市長がそれを退けた、そういうことではないのです。ここで具体的に説明

するのは、適切でないと思いますので、控えさせていただきますが、議会

でもそういう話をしました。 

 ただ、私は市長として４年間市民から負託を受け、全力を尽す義務があ
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ります。その間、人事権、予算権などをフルに行使しながら、その時々で

最良の判断をし、最良の体制で市民の負託に応えるべく臨もうとすること

は、市長として当然の責務であると思います。私は４年間、市民から結果

責任を求められているわけで、例えばこの人を副市長として使うべきとか、

こういうやり方でやりなさいということでは、責任を全うできないわけで

あります。自発的な辞職であろうと、実質的な解職であろうと、いずれに

しても、全て市長としての権限と責任において処理をしているところであ

ります。 

 また、私としては反対の意見、耳の痛い意見、いろいろな意見について

も、当然しっかりと受けとめていきたい。いろいろな意見を市民の皆様か

らも職員からもいただいていきたいと思っております。 

 

 次に、集会施設の固定電話について、確かに携帯電話ではつながらない

ということがあるかと思いますので、一度、危機管理上の必要からよく現

状を調べ、検討して、適切な対応をさせていただきたいと思います。 

 

 次に、今ある井戸を災害時に使えるよう日ごろから備えておくという指

摘であります。水質検査が高額だとの話もありますが、現実に井戸が地区

の中にたくさん残っていて、いざというとき役に立つという期待があると

いうことです。一方、小牧には相当大きなタンクがあり、備蓄の水の必要

量は現時点でほぼ十分に確保できる見込みであります。しかし、飲み水だ

けでなく、いわゆるトイレや風呂の水もありますので、長期化すれば不足

が生じるかもわかりません。費用対効果の問題として、市としてかなり十

分な飲料水を確保している状況で、それらの井戸を全て水質検査して、飲

料水として準備していくことが必要かどうかを考える必要があると思いま

す。また、飲み水は水道タンク、生活水は井戸水と、地域で分けて使うと

いう可能性はあるかもしれません。井戸の活用方法という意味で一度検討

したいと思います。 

 

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 それでは、続きましてご発言をお願いします。 
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【発言者４】【発言者４】【発言者４】【発言者４】    

次世代への借金を少なくする必要があると思います。小牧の人口は今15

万人ですが、2100年には10万人を割るという統計が国の調査で出ていて、

税収が減る。市債発行残高は、10年前は250億を超えてましたが、今いく

らほどでありますか。 

それから、多気の通学路で大変危険なところがありますが、ボタン式信

号を申請してもなかなかできません。小牧警察もだめ、道路課長も権限上

できない。県と掛け合ったらまた小牧警察へ戻りました。理由は予算がな

いからと言われました。優先順位があり、今のままでいくと何十番目かに

なるとのことです。大体１基200万ぐらいだということです。 

 そこで提案です。県道でありますが、小牧市を通っており、小牧市民が

一番使う道ですので、小牧で半額負担して県と検討できないか。本来は小

牧警察署だとは思いますが、安全・安心なまちづくりと言っても、危険な

横断歩道が小牧中にいっぱいあります。もっと学童のことを真剣に考えて

この問題を具体的に検討していただきたい。 

それからお祭りの問題です。今年の予算は知りませんが、以前、市民ま

つりが4,300万、夏まつりが約4,000万、合計8,000万ぐらいの予算で行わ

れていましたが、周辺の方はお祭りにあまり行っていません。8,000万を

区で割って、それを区長権限で自由に使ってもらうような仕組みをつくれ

ば、地域できずなを強めるようなお祭りができるのではないか。多気では、

多気上と多気下が一緒に盆踊りをやっているが、複数の区を組み合わせた

り、北里ブロックで中学校を使ってやるということもあり得る。その中で、

中央でやるお祭りは１回でいいのではとの提案です。第６次総合計画をつ

くるときに１万人のアンケートをやり、その結果、58％の小牧市民が今の

お祭りのやり方は不満足、42％がまあまあとの回答でしたが、再検討しな

いままずっと来ている。 

 

    

【【【【発言者５発言者５発言者５発言者５】】】】    

 新聞の記事で、プレミアム商品券の事業で議会から附帯決議されたと載

っていましたが、実際に附帯決議されることは地方自治体では本当に少な

い事案だと思います。どのような状況だったのか、お聞かせください。 
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【進行】【進行】【進行】【進行】    

 ありがとうございました。市長、よろしくお願いいたします。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

次世代への負担をできるだけ残さないことが重要だということはよく理

解しています。一方で、借金だけで単純に捉えることはなかなか難しく、

当然これをゼロにすることは不可能というか、望ましくありません。例え

ば建設国債というものがありますが、施設整備の予算は、その施設が将来

50年、60年にわたって使えるものであるから、将来にわたって均等に世代

間で負担をさせようと、あえて借り入れを起こす手法であります。財政の

基本的な考え方として、世代間の負担を均衡させるための、建設的な借金

もありますので、小牧の財政が幾らよくなっても、借金がゼロになること

はありません。これは財政の運用の考え方であります。 

 現在、借入残高については、一般会計ベースで平成24年度末の残高見込

み、137億8,176万円であります。500億円の会計規模で137億円ということ

であります。基金残高については200億9,000万円となっております。 

 

 次に、通学路について。押ボタン信号を要望したが予算がないという返

答された箇所について、県道ですが市が半額ぐらい負担して整備してはと

いう意見ですが、なかなか難しいと思います。まず予算の理由以前に、そ

の箇所が公安委員会の基準を満たしているかの問題があります。信号をつ

けるには、歩道があって信号を待つための安全な待機スペースがあるなど

条件が幾つかあり、予算以外の理由でつかない場合もあります。そして、

県道だが市が半額負担することについてですが、これを一度行いますと全

ての信号で小牧は半分出すから県は半額でいい、市が半額出すまで県はや

らないというようなことになっては困りますので、やはり財政の規律上、

今の区分けを簡単に越えられないと思います。 

昨年、児童・生徒の交通事故が全国的に相次いだ時期があり、文部科学

省から全国に通学路の一斉点検をやるように通達が出されました。小牧も

これを受け、学校側と市側と警察側と合同で通学路の一斉点検を実施しま

した。危険箇所の洗い出しを行い、安全性を向上するように対策をとると
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いう方向で、ハードの整備が必要なところは整備をするなどしております

ので、そこに該当するかまた箇所を確認させていただきます。 

 また、全ての危険な箇所に信号や歩道というハード整備を、この高齢化

と人口減少の社会の中で続けていくことは、無理があると思います。そう

いう中で、やはり交通ルールの徹底や指導はもちろんですが、信号をつけ

るかわりに、例えば朝夕の通学時間帯に地元の人が立つような、いわゆる

ハード面ではなく、地域の助け合い、見守り、支え合い、こういった部分

の強化、ソフト面の充実も必要ではないかと思います。65歳以上の高齢者

が増えるといっても、元気な高齢者も増えていますから、通学路ボランテ

ィアなど今やっていただいていることもあわせ、対策の中で頑張っていき

たいと思っております。 

 

 お祭りについて、私は非常に大事だと思っています。地域の盆踊りなど

を含め、やはり地域の交流の場、子供たちの思い出づくりの場、郷土愛を

育む場であり、そういった地域の行事の中で小さいころから育ち、大人に

なっても、みんなでいいまちをつくっていこうという求心力につながって

いくと思っています。今の450年の記念事業も郷土の歴史や文化、郷土愛

や愛着を深め、誇りと魅力あるまちづくり、さらに市民に一層小牧を好き

になってもらい、その中で皆様に取り組んでいただこうとしております。 

今、地域協議会の検討の中で、地域のほうに予算を振り向け、地域の皆

様が自主的に判断し、お祭りも含めた交流事業と地域の課題解決のための

事業を行う制度設計を進めております。そんな中でぜひ活用いただければ

ありがたいと思っています。市民まつり、平成夏まつりの見直しについて

は随時していきたいと思っております。    

 

プレミアム商品券についてです。 

２年連続で附帯決議がついていますが、小牧の議会では三十数年ぶりに

市長が提案した予算原案に対して、修正案という別の予算案が出てくる状

況もありました。 

 このプレミアム商品券事業は、市内でしか使えないという不便さを承知

の上で、１万円で１万1,000円分の商品券を買っていただき、名古屋や近

隣の市町ではなく、地元で使っていただくことで、地域を活性化していく
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ものです。小牧は工業が盛んですが、地元の商業者は今衰退しており、こ

のままでは地元の商店はどんどん失われていく状況であります。高齢化す

る中で地元の商業も大事であり、これを何とか地元の皆様で守り、支援し

ていけないかとの思いから行っている、地元の中小商業、サービス業への

支援事業であります。 

 附帯決議の内容については、１年前に商工会議所がアンケートを実施し

たところ、このプレミアム商品券事業が参加店舗にとって効果があるとい

うのが２、３割、効果がないとの回答が７割でした。それを受けて、予算

は認めるがよく事業の効果の検証しながら慎重にやるようにと去年は附帯

決議がつきました。当然の附帯決議だと思っております。これを受け、こ

の１年アンケートや検証を行い、その結果は議会にも説明して、一部改善

をしながら臨みました。ところがその後商工会議所から、アンケートは数

字の間違えがあり、効果があるが７割で、効果がないが２、３割だったと

いう訂正がありました。去年の附帯決議はそういう数字の取り違えから端

を発した附帯決議でありました。 

 今回の附帯決議は、１つは経済効果について、引き続き十分な検証をし

て慎重に取り組むべきとの意見でしたので、引き続きこれを受け入れ、検

討して改善していきます。 

また１つは、商工会議所に１億の補助と別に、換金手数料などの事務手

数料として3,000万円の補助金を出していますが、近隣、全国のプレミア

ム商品券事業のやり方からいくと、もっと少ない額で済むのではないかと

いう指摘です。これも商工会議所と相談しながら改善したいと思っていま

す。 

 もう１つは、15万市民のうちで１万人しか買っていないので、15万人全

部に対しての還元としては不十分ではないかとの意見です。売り切れてい

ますから、裾野を広げるにはもっと多くの券を発行するか、１人当たりの

購入上限額５万円を下げていくかの２通りしかないわけですが、もっと広

くの市民に買ってもらえるように改善すべきとの意見で、これも受け入れ

ていきます。これら附帯決議の中身について、もっともでありますので、

商工会議所と相談して、改善に取り組んでいきたいと思っております。 

 ただ、プレミアム商品券事業の予算について半年は認めるが、残り半年

分は認めないといって減額する修正案が出ました。その予算案は賛成少数
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で否決され、予算原案が通っておりますが、その反対意見はなかなか受け

とめられないと申し上げております。 

 どういう意見かというと、15万人のうち１万人しか買っていないから、

公平性を欠くので認められないというものです。これはほかの施策との関

連からいっても認めがたいです。例えば保育園は、子育てに支障のある保

育に欠ける子供のための施設で、何億も使って建てて毎年多額のお金を使

っていますが、市民全部が使っているわけではありません。老人福祉セン

ターや図書館も全員が使っているかというと、使っていないと思います。

行きたい人が行くのです。でも市としては必要だと思っています。ですか

ら、市の施策というものは、全てがある目的を持って、特定の対象者に対

して行っている。それが全体として調和がとれ、機能しているというもの

でありますので、このプレミアム商品券事業も、これを全て15万人等しく

還元することではなく、公共交通の充実や保育の充実など、いろいろな事

業をやっていく中の一つとして、中小商業の活性化という意味でやってい

る事業だということを説明しております。例えば去年375世帯分の太陽光

発電に9,000万円補助金を組みました。あるいは、工業の誘致で５社に対

して２億数千万の補助金を組みました。固定資産税で戻ってきますので有

益なお金として出しています。それに対し、1万人が買い、600の事業所が

参加するプレミアム商品券事業に１億出している、これがなぜいけないの

か。こういうバランスからいって、私は15万のうち１万人だからだめだと

いう反対意見は、受け入れがたいということです。 

 また、議会が活性化することはいいことだと思っています。私が就任し

てから、小牧で初めて市長提案の条例案が否決されました。多選自粛条例

であります。でも否決されたり、あるいは修正案が出たりすることは、い

いことだと思います。議会が活性化して、議会改革も今一生懸命検討して

進めていただいている。議会報告会をやられたり、努力をされているとい

うこともあります。 

 

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 それでは、続きましてご発言をお願いします。 

 

【【【【発言者６発言者６発言者６発言者６】】】】    
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 世の中、まさに少子・高齢化と言われており、そんな中で、高齢者の生

きがい、健康づくりに老人クラブという組織があります。自治会は市から

いろいろな面で支援がありますが、女性の会も含めて、老人クラブ連合会

の運営には、いろいろな施設の点でお世話になっていますが、ほとんどが

ボランティアであります。元気な高齢者が増えていく中で、元気な小牧を

構築していくためにも、老人クラブ連合会にたくさんの参加者が集まるよ

う、支援をお願いしたいです。また巡回バスの件でもそうですが、少しス

ピード感がない気がします。128の区というのは小牧では多過ぎるという

ことで、地域協議会という提案がされていますが、北里地区の現在の推進

状況について耳に入ってきませんので、お尋ねします。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】 

 巡回バスについて、これは時間がかかります。バス停一つ動かすにも地

元や公共交通事業者、中部運輸局などとの協議が必要になります。現在の

ところ、最短で急いでおりますが、この巡回バスのルートなどの見直しに

ついては、協議、手続きが煩雑で、対象者が多いのです。デマンド交通の

運行実験を８月から１年やり、その見直しと連動する形で、27年度の春の

見直しに向け、今努力をしているところであります。 

 続いて、地域協議会について、128区が多過ぎると決して思っているわ

けではありません。ただ、1,300世帯から1,500世帯という大きな区から12、

13世帯という区もあるように、非常に差があるので、中間的な１万人ぐら

いの小学校区を基本として、今制度設計を進めているところであります。

区や区長、自治会の役割は今のまま、すみ分けは必要だと思いますが、一

定の予算権限を含めて、区長や民生委員、ボランティアのいろいろな活動

をする方が区を超え、横の連携の中で一層密に活動していただけるような、

助け合いの仕組みづくりとして考えております。 

 北里地区についてですが、まだ、どこの地域というところまで入ってい

ませんので、今区長会を初め、各種いろいろな団体、地域で活動される方

への意見聴取、意見交換を進めてきているところであります。またその制

度設計案について、おおむね妥当であるという答申をいただきましたので、

今後制度を確定して、地域に説明させていただき、意見をいただき運用し

ていきたいと思っております。 
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 老人クラブのことについては、また連合会と相談していきたいと思って

おります。高齢者は４月で20％を超えました。３万人以上が65歳以上とい

う単純計算になります。にもかかわらず、老人クラブ、連合会の構成の人

数は減少傾向が続いています。老人クラブの意義、役割、活性化といった

ものは非常に大事だと考えておりますので、今後相談しながら、充実、活

性化に向けて努力していきたいと思っております。 

 

 

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 どうもありがとうございました。 

ここで懇談会を終了させていただきたいと思います。 

 

○市長総括○市長総括○市長総括○市長総括    

【市長】【市長】【市長】【市長】    

長時間にわたりまして、本当にありがとうございました。 

 いずれにしましても、行政だけで市政運営はできません。ぜひ皆様方の

ご理解とご協力の中で、我々も一生懸命努力し、地域を一層住みやすくし

ていきたいと思っております。精いっぱい努力していく所存でありますの

で、皆様のご理解とご支援をお願い申し上げて、挨拶にさせていただきた

いと思います。 

 大変今日はありがとうございました。 


