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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17日（水） 

午後7時00分から午後8時45分 

場所  市公民館 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。大変お忙しいところ、タウンミーティングにお集ま

りをいただき、ありがとうございます。 

 今、３月に議会で認められた予算に基づき、今年度の事業をスタートし

ているところです。本日のタウンミーティングは２会場目で、市内６カ所

で順次開催をしていくこととしています。本日は総合計画の分野ごとに各

予算の概要について施政方針に沿って説明し、今の市の取り組みについて

お話をさせていただきます。 

 ちょうど今、任期の折り返しで、これまでに中小の地元商業の支援を目

的とした全国最大規模のプレミアム商品券発行事業、65歳以上の巡回バス

の無料化、保育園や放課後児童クラブの時間延長といった子育て支援施策

の拡充など、可能な限り矢継ぎ早に地域の課題解決に向けた取り組みを進

めているところです。 

 これまでの先人の努力で培われた小牧の力は、特に財政的にも全国有数

で、いろいろな分野で恵まれていますが、これからの時代は大きな変革の

ときを迎えており、国内にあっては高齢化、人口減少といった100年に１

度とも言われるような転機であります。これまでの延長線上で行政を進め

ていくことは難しい部分もあり、必要な改革をしなければと、今取り組ん

でいるところです。 

 これまでの人口や税収が右肩上がりで増えてきた時代から一転、人口も

減り、経済規模も縮小し、それに伴って税収も減少する。恵まれた小牧で

あっても厳しい時代を迎えようとしています。そうした中で高齢化を迎え

ている我々の地域社会を支えながら、これからも安心して住み続けること
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のできる小牧、魅力と活力ある小牧をどう持続して発展させていくか、

我々は知恵を絞ってつくっていく必要があると、今取り組んでいるところ

です。拡大型行政から転換して、選択と集中による経営資源、小牧の持て

る資源の配分や行政サービスの最適化などを図っていく必要があり、新し

い行政の仕組みを市民の皆様と一緒につくっていく必要があると考えてお

ります。 

 こうした背景の中で、私は就任以来、３つの基本方針に沿って進めてお

ります。 

 １つは、行政改革の推進。重点改革プランという行政改革の指針を立て

取り組んでいます。行政改革は、必ずしも無駄減らしということではあり

ませんが、１つの目安として市民税10％分、約10億円の目標額を見据え、

歳入の確保と歳出の抑制に今取り組んでいます。課題解決に向けた事業が

さまざまありますが、これまでの事業を逐次見直し、事業を組みかえてい

くことも必要だと思っております。 

 ２つ目が戦略的市政の推進。20年先、30年先を見据えた戦略的市政を行

うため、今、市政戦略本部の中に高齢者福祉医療、産業立地、そして自治

体経営改革の３つの大きなテーマを、外部の有識者などを交えた市政戦略

会議を設けて議論しています。安心して住み続けることのできる地域社会

の実現、特に高齢化への対応、さらには小牧の産業基盤に一層厚みを増し

ていく産業立地政策、さらにはそれらを支える、これからの地方分権の中

での地域自治のあり方、こういったものについて今議論を進めています。 

 ３つ目の柱が住民自治改革の推進。今の右肩下がりの状況を地域も自治

体も迎えていく中で、行政だけではなく、市民を巻き込み、一緒になって

地域の課題解決をしていくことが必要であります。市民力の活性化、ボラ

ンティア、市民活動などの充実・強化、あるいは市民の皆様の創意工夫の

ご意見を市政に反映できる仕組みづくりなどを進めていきたい。タウンミ

ーティングの開催もその一環で、協働提案事業化制度の創設も昨年行い、

地域協議会の創設や自治基本条例の制定といったことを目指して、今議論

を進めています。 

 以上、行革と戦略的市政の推進、そして住民自治改革、この３つの基本

方針に基づき、今後、市民の皆様とともに、住み続けたいと思えるまちづ

くりを進めようと考えております。 
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平成25年度の予算ですが、税収が４年連続で減収している状況でありま

す。そうした中で、福祉の予算は、高齢化等の中で増大し、非常に財政的

に自由度が失われる厳しい状況になってきています。全国共通で、小牧も

例外ではなく、非常に厳しい中での予算編成をしてきています。市民の安

心・安全のため、守っていくところはしっかりと守りながら、そして我々

の将来を見据えた中で、これからの小牧をつくっていく攻めの部分、こう

いったことにバランスよく予算編成を心がけたところです。 

 そうした中で、マニフェストに掲げました施策の着実な実行、第６次小

牧市総合計画に掲げる将来都市像の実現、重点改革プランによる行政改革

の取り組みなど、可能な限り予算に反映させてきました。 

 

（市民生活）（市民生活）（市民生活）（市民生活）    

 市民生活について、安全・安心なまちづくりが第一であります。一昨年

３・11東日本大震災が発生し、はや２年が経とうとしておりますが、今も

東北地方に小牧から職員を派遣し、支援を継続しています。一方、我々の

地域も、東海地震が30年以内に88％の確率で発生すると言われております

が、こうした大規模災害が、まさにこの瞬間に小牧にも起こり得るという

危機感を持って対策、備えをしていく必要があると思っております。 

 防災力の強化として、今年度新たに市の行政の業務継続計画を策定しま

す。これは、一たび大規模災害が発生をした折、自治体は災害応急対応や

復旧・復興活動の主体として重要な役割を担う一方、災害時であっても継

続して行わなければならない不可欠な市民サービスがあります。こうした

ことの順位づけをしながら、途切れることのない行政の活動を継続してい

くために必要な計画をあらかじめ策定していこうとするものです。 

 国が今、南海トラフ地震の新たな被害予測をやっており、県もあわせて

防災対策の見直しをやっております。市も、これにあわせた見直しを今後

予定しています。 

 次に、公共施設の耐震化ですが、一昨年の東日本大震災以降、緊急で全

ての公共施設の耐震診断を実施してきました。この結果、耐震性に問題が

ある施設も幾つか見つかっていますので、この耐震工事を急ピッチで進め

たいと考えております。 

 そのほか、28年度からは、小牧市を初めとする近隣の６つの消防本部が
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共同して、消防の通信指令事務を一元化していきます。これは災害時、火

災時、救急などの指令体制を一元化することによって効率化を図っていく

もので、本市が一番人口も多い中核の市ですので、本市の消防本部の南側

に消防指令センターを新たに建設するよう設計を進めているところであり

ます。 

 そのほか、市民サービスとして、昨年７月の新庁舎オープンにあわせ、

市民総合相談案内がオープンしております。さまざまな市民のご相談に対

して、市の業務のみならず国や県や民間の業務などの各種相談について、

どこに相談していいかわからないときは、まずは市の総合案内に相談いた

だこうと開設したところであり、引き続き、親切かつ適切な案内に努めて

いきたいと考えております。 

また、４月１日からパスポートの発行業務を市の窓口で行うことといた

しました。 

 

（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。住宅用太陽光発電について、震災以降関心

が高まっておりますので、引き続き支援をしていきたいと考えております。 

 公共施設の電力について、周辺市町とできるだけ安く、ＣＯ
２

の負荷が

低い電気発電事業者から電力を共同購入することとしました。全国でも電

力の自由化が進んでいる中で、小牧市と岩倉、豊山、大口、扶桑の５市町

が共同で電気の事業者、いわゆるＰＰＳ事業者から電力を入札によって購

入しようとするものであります。単独ではなく複数の自治体が共同して電

力を調達しようという試みは全国でも例がないと聞いており、こういった

試みを皮切りに、周辺市町との連携を一層進めていきたいと考えておりま

す。 

 また、し尿処理については、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で行っておりましたが、それぞれ施設の老朽化

が進んでおり、多額の修繕費が毎年必要になってきています。そのため小

木にある、し尿浄化槽汚泥処理施設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を一括して効率的に処理できる施設とするよう、26

年度までの２カ年で改修を進めていきます。 

 また、公共交通については、デマンド交通の導入を目指してまいりまし
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た。予約制で乗り合いの新たな公共交通システムで、バスとタクシーの間

のようなシステムであります。しかし、１年半にわたりあらゆる角度から

検討してまいりましたが、市内一律での導入は、法制度、公共交通事業者

との話し合い等々で、今の制度状況の中では中部陸運局の許可がおりない

ということもあり、現在は断念をしているところであります。そうした中

で、東部の丘陵地と北部の丘陵地は、高齢者も増えていく中で、自転車で

も移動は困難であり、８月から１年間、デマンド交通の実証実験運行をす

ることにいたしております。デマンド交通は少ない人数が点在するところ

ではうまく回る可能性が高いのですが、中心市街地のような人口密集地で

は、ワゴン車あたりでは乗りこぼしが発生することが懸念されますので、

向かない状況もあります。そうした中で、北部と東部以外の地域について

は、巡回バスの充実で対応していく方針を掲げさせていただきました。今

後、１年半ぐらいかけ27年の春ぐらいをめどに新たな巡回バスのルートの

見直しや、ダイヤの見直しを進めていき、おおよそ１時間に１本を目指し

て、今よりも便利な公共交通体系をつくっていきたいと考えております。 

 それから防犯であります。減少傾向ではありますが、さらなる取り組み

が必要であります。 

 これまで小牧は、商業者の10台以上の駐車場に限って、防犯カメラの設

置費の補助を行ってきました。今年度からは、マンションやアパートなど

の集合住宅で10台以上の駐車があるところ、月極駐車場等、大規模駐車場

についても、車上荒らしや自動車盗が多い小牧の特性から、防犯カメラの

設置を促すため、新たな補助金制度をつくりました。 

 

（保健福祉（保健福祉（保健福祉（保健福祉））））    

 次に保健福祉に移ります。保健福祉については、第５次高齢者保健福祉

計画に基づき、積極的な施設の整備や誘致を図っているところですが、高

齢者の介護サービス施設や障がい者の福祉施設等々、必要な施設の誘致を

今後も積極的に図ってまいります。土地の手当て等がネックになっている

状況もありますので、市の持つ土地を紹介したり、あらゆる手段で施設の

誘致を積極的に図っていきます。 

 また、誰もが住みなれた地域で在宅を中心に安心して暮らし続けること

のできる高齢社会の実現を目指し、市独自でいかなる取り組みが必要かと
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いう観点で、市民病院を初め、病院関係者、福祉関係者、ボランティア関

係者等々が出席のもと、私も入って高齢者福祉医療戦略会議で議論を深め

ております。できるだけ早急に、地域医療の充実、ボランティア等の福祉

の厚みを増していく方策について具体化していきたいと考えています。 

 子育ての支援については、児童クラブの時間延長を一昨年から進めてお

ります。保育園の時間延長も進めております。一方で、愛知県下で小学校

６年生まで預かる放課後児童クラブが多い中、小牧では今まで小学校３年

生までしか預かることができませんでした。これを平成26年度から順次１

学年ずつ拡大し、働く世代のお父さん、お母さんたちを応援していこうと、

今年度、その準備を進めていきたいと考えております。 

 愛知県が、第３子以降の保育料の補助について見直しをしますが、小牧

は小牧の財源を充て、独自に今後も第３子以降の幼稚園、保育園の無料化

を継続していきたいと考えております。 

 また、乳がん検診の対象を40歳以上から30歳以上に引き下げるなど、検

診の充実も図っているところです。 

 市民病院については、今年度、地域連携室を新たに設け、市民病院と地

域の開業医との連携の推進を一層図っていきます。 

 多くの自治体病院が赤字でありますが、やはり健全経営でなければいい

医療の提供を継続することはできません。小牧市民病院が経営に努力し、

黒字経営を続けていることは、市の財政にも寄与している状況であります。

人口15万人都市においては非常に大きな規模の病院だと聞いており、一た

びこの病院経営が傾くと、小牧市の財政的な屋台骨も揺らぐのではないか

とも言われていますので、この病院経営の健全性を保っていくことは非常

に重要なことと認識しております。健全経営の中でいい設備を導入し、い

い医者が来てくれる。いい医者の中でいい医療サービスが提供でき、それ

を皆様が利用して黒字となり、またいい機器が導入できると。このいい形

のスパイラルを今後も継続していくことが、市民に対して安心・安全な医

療を提供できる基礎だと思っております。 

 市民のための病院なのだから市民にもっと使いやすくしてほしいという

声をよく聞きます。しかし、市民病院はこの尾張北部圏域の一番頂点に立

つ高機能の中核病院であり、他の市町の方も含めて利用される中で、黒字

経営でいい医療が提供できる病院でありますので、今後もご理解をいただ
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きたいと思っております。 

 そこで市民病院建設ですが、今ある新しい建物は残しながら、古い建物

を壊して建てかえをし、無駄なコストをかけずに最小限のコストで市民病

院を建設していこうと考えております。平成28年度から病院工事に着手し、

早ければ平成30年度末完成、31年度中には新病院での診療を開始する計画

で、今進めています。 

 

（教育文化）（教育文化）（教育文化）（教育文化）    

 学校教育については、施設面のことを申し上げます。小・中学校の耐震

化について、老朽化した味岡中学校の改築工事を今年度着手し、２年で整

備してまいります。この味岡中学校の改築をもって、市内25校、小・中学

校全ての校舎の耐震化工事は一応完了する予定です。小牧小学校について

も、昨年度に工事が完了し、創立100周年という記念式典も先日行ったと

ころです。３・11の震災以降、緊急で文部科学省から内装、つり天井、壁

材等についても耐震診断を実施するよう指導があり、実施の結果、近年に

改築した学校を除き、全ての小・中学校で耐震工事が必要という診断結果

でありました。そこで、28年度までに計画的にその内装の耐震工事を実施

していきます。 

 また、昨年度から、児童・生徒の安全を守るための校庭防犯カメラ、緊

急連絡用のインターホン設備を全ての小・中学校に設置することとし、昨

年から５カ年の計画で設置工事を進めております。 

 文化振興について。本市のシンボルである史跡小牧山において、信長時

代に築かれた山頂付近の貴重な石垣の発掘調査を進め、大変注目をされて

いる状況であり、450年の記念事業とあわせてＰＲを図っているところで

あります。 

 あわせて、旧市役所本庁舎の解体工事を来年度から進めていきますが、

今年度、史跡公園にふさわしい復元整備を図るための実施設計を行ってま

いります。 

 それから、小牧山の樹木全体について、枯れている樹木、枯れかけてい

る樹木が多数あることが昨年の調査で明らかになっております。そこで、

園路や広場に明るく光が届き、より安全となるよう適切な樹木の剪定と枯

れてしまった樹木の伐採処理を行ってまいります。また、春の桜は大変有
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名ですが、秋も紅葉が楽しめるよう、彩りのあるより市民に親しまれる小

牧山の整備のために、樹木管理計画を策定したところです。山の手入れは

かなりお金がかかりますが、順次、計画的な整備も進めていきたいと考え

ております。 

    

（都市基盤）（都市基盤）（都市基盤）（都市基盤）    

 次に都市基盤ですが、特に小牧駅前の駅前線について、一方通行を解除

し寺浦地区の開通をしました。今後も小牧駅から警察署までの道路の改修

を行います。 

交通安全上の整備として、155号線等、特にカラー舗装等も進め、安全

施設の整備を図りたいと考えております。小牧原西公園を初め、公園施設

等々の整備も進めてまいります。 

 また、中心市街地のＡ街区は長らく手つかずの状態でした。ラピオが新

たな資金投入をすることなく黒字化のめどが立ったことは、大変よかった

と考えております。今後、Ａ街区については、教育委員会で過去にＡ街区

に図書館をという決議もされ、図書館を早期に整備するよう議会等からの

要望もあり、現在、図書館を含めた複合施設の建設に向け、どういった機

能を持ってくるのがいいのかなど検討を進めているところであり、今後、

皆様のご意見も伺いながら、中心市街地の整備、活性化に向けて引き続き

努力してまいります。 

 

（産業振興）（産業振興）（産業振興）（産業振興）    

 産業振興に行きます。１つは私のマニフェストでもありましたが、商工

会議所と連携して、こまきプレミアム商品券発行事業を引き続き実施して

まいります。総額11億円で５億5,000万円ずつを年２回の発行で、過去３

回実施し、全て完売し、好評をいただいているものと考えております。15

万市民のうちで約１万人の方にご購入いただけたわけですが、さらに多く

の皆様に購入いただけるよう、改善等の検討もしながら、さらに魅力ある、

使い勝手のいい商品券事業として続けたいと考えております。 

 加盟店舗数も増加傾向にあり、600店に迫る状況で市内の３分の１の商

業者が参加する商品券事業に育ってまいりました。全国的にも非常にうま

くいっている商品券事業だと自負いたしておりますが、いろいろな意見を
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議会や他方面からいただいている状況もあり、引き続き改善しながら、進

めたいと考えております。 

 中心市街地のにぎわい創出事業、特に中心市街地の空き店舗対策につい

て、補助金制度をつくり鋭意努力しておりますが、今年度、空き店舗所有

者の意向確認等の調査も新たに行い、一層取り組みを進めていきたいと考

えております。 

 企業誘致について、企業立地促進補助金など幾つかの補助金制度を創設

し、積極的な誘致に努めているところです。 

 現在、産業立地戦略会議において、企業の誘致や企業の支援制度などの

議論を進めており、本年度、産業振興基本計画を取りまとめることとして

おります。それをもって一層力強く企業誘致を推進し、福祉の充実の基盤

となる産業の厚みを持続しながら、健全な財政を誇る小牧を将来に引き継

いでいきたいと考えております。 

 観光振興に新たに取り組み、今、観光案内所を小牧駅の都市センター内

に設置しております。これを５月１日に西側の名鉄小牧駅ビル１階の空き

店舗に移設し、拡充して開設することとしております。 

 最近、平日でも小牧山へ登りますと山頂付近などに、かなり多くの市外

の方が訪れていることをご確認いただけると思います。450年の記念の年

ということで、小牧山のＰＲが行き届いてきております。産業都市から観

光都市ということは難しいですが、産業都市をベースにしながら、観光に

も少し目を向けて頑張っていきたいと、今取り組んでいるところです。今

年の元日も、例年に倍する4,500人ぐらいの方に小牧山山頂にお登りいた

だきました。市外の方にＰＲしてお越しいただくことに主眼があるという

より、こういった記念事業を通じながら、市民がそういった歴史にいま一

度目を向け、小牧に一層誇りや愛着、魅力を感じていただけることのほう

が大事だという思いで取り組んでおります。この１年かけてさまざまな記

念イベントを計画しておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。９月の21、22、23日に、お月見まつりや薪能をパワーアップし、こま

き信長まつりを計画しております。12月のフィナーレでは、公募市民によ

る小牧山城、信長公等をテーマにした市民劇を市民会館で上演するほか、

市民会館の外壁を使い今話題の３Ｄプロジェクションマッピングなど野外

イベント等もクリスマス前に計画をしております。ぜひご期待いただきた
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いと思っております。 

 

（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。時代の転機の中で、改革と創造の市政を推進する

ための行政の仕組みづくり、市民との協働の体制づくりや、議会にも改革

を一定求めている状況であり、市民・議会・行政、もしくは地域・議会・

行政、この三位一体の改革を今推進しようとしております。 

 市民の皆様、事業者の皆様と手を携え、新たな挑戦をしながら、成功を

共有しながら、ともに成長していく、そんな分権型社会システムを構築す

る、それにふさわしい自治の仕組みづくりを進めていきたいと考えており

ます。 

 そんな中で、新たな総合計画の見直し、地域協議会の創設、自治基本条

例の制定などに向け、引き続き努力をしていきたいと考えております。地

域協議会や自治基本条例については、公募市民や、区長を初めとするさま

ざまな代表者の皆様で制度設計等の議論を進めていただいており、今後さ

らに進めてまいります。 

 それから行政改革の中で、公共施設のあり方を検討します。市内の多く

の公共施設が昭和40年ごろからの建設であり、今後、更新あるいは建てか

えが必要な公共施設が増えてくる見込みです。現在の小牧が所有する全て

の公共施設を維持管理するのに、年間25億円ぐらいかかっております。こ

れを建てかえ、あるいは維持管理するコストをできるだけ長寿命で、例え

ば60年ぐらいは使うということで計算しますと、今後毎年38億円ぐらいか

かってくるということであります。これまでの1.5倍の予算を毎年、今後

数十年間投資しなければいけないという試算もあり、人口が減っていく中、

施設の規模や適正配置等の見直しをしていく必要があると考えております。

その基礎資料になる公共施設白書を策定することにしました。 

 地域の会館等も含めて、市の所有施設全ての利用状況や維持管理の方法、

維持管理コスト等々、詳細に検討する委託業務を組みましたので、地域の

皆様にご協力いただく中で、今後の施設配置を検討する資料にさせていた

だきたいと考えております。 

 そこで、現在３カ年で実行計画に挙げております公共施設を除き、全て

の公共施設の新たな建設について凍結していく方針を打ち出しました。市
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民の皆様にご理解をいただくことが必要だと思っておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 行政の改革も必須であり、事業の見直し等々、先ほど申し上げたことの

ほか、市の職員の定員管理の適正化を図るとともに、この４月１日の人事

異動にあわせ課長補佐職の全廃の方針を打ち出し、管理職構造のスリム化

等、仕事の効率化についても進めたいと考えております。職員には一層の

努力を強いることになりますが、理解いただきながら進めていきたいと思

っております。 

 高齢化や、国や県からの事務移管などにより、数年前と比べ市役所の業

務量は増大しており、そうした中で職員数は減少させておりますが、そう

いう状況で職員も仕事をしています。そうした厳しい状況で、一定の管理

職構造を見直し、現場を手厚くしていきたいという考えの中で、必要な人

員については適切に配置し、限られた人件費をできるだけ効率的に振り向

けていこうということです。 

 予算は、前年対比1.5％少ない507億8,700万円の一般会計であり、特別

会計・企業会計を合わせ1,100億円余りです。市民の皆様の市民生活を守

る安心・安全を第一とする予算としながらも、将来に向けた改革と創造の

市政を実現する予算として、積極的に編成させていただきました。この予

算をもとに、今年度も市民の皆様と小牧の一層の前進に向けて努力をして

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

 

○懇談会○懇談会○懇談会○懇談会    

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 ご発言のある方は挙手をお願いします。その折にお名前とお住まいの地

区を告げていただき、１人１回１分程度で発言をお願いします。 

 それでは、ご発言のある方、挙手をお願いします。 

    

【発言者１【発言者１【発言者１【発言者１】】】】    

 私は、大人の成人発達障がいというまだ認知度が低い障がいなのですが、

まだ認知度も低いということで理解もなく、雇用が非常に少ないです。私

たちの特性として、本当にマリアナ海溝ぐらい深く落ちる分野があるかと
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思うと、すぐ隣がエベレストというぐらいの特技があったりとかします。

そのため、その特性をうまく生かせれば企業にも非常に役に立つと思いま

す。雇用がなかなか無く、困っている方が多いので、検討いただければと

思います。 

    

【発言者２【発言者２【発言者２【発言者２】】】】    

市民病院の駐車場についてお聞きしたいのですが、私が住んでいる家は

駐車場の本当に真ん中で、前も後ろも駐車場という状態です。そのために

家の前でも、一方通行ではないのでどんどん車が入ってきて困っている状

態なのです。少し土地があると、農家の方にお願いしてどんどん駐車場を

広げていくのですが、安心して住むことができないので、やはり駐車場の

ことをもっと考えてほしいと思います。 

    

【発言者３【発言者３【発言者３【発言者３】】】】    

 こまきプレミアム商品券発行助成事業の件で、新聞紙上、あるいは巷の

声で、どうも内容的に正しく伝わっていないように思います。具体的に説

明していただきたい。 

    

【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】    

 成人発達障がいということで、雇用が少ないので市でも対策を考えてく

れないかという趣旨だと思いますが。 

 

【発言者１【発言者１【発言者１【発言者１】】】】    

 身体障がいの場合ですと、雇用が割と私たちよりあるのですが、精神障

がいや発達障がいというのは、ハローワークでもありません。門前払いの

状態であったり、ばれると冷たい目で見られるなどの意見もあります。海

外では、その人の得意分野を生かした職場を与えてくれるところもあるよ

うですが、そういったように私たちの特性を見ていただいて、職場をいた
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だければと思います。 

 

【市【市【市【市    長】長】長】長】        

障がい者の就労支援の施設も、昨年も新たに２つぐらい小牧でオープン

しているのですが、それぞれ障がいによって違いますし、また一般企業で

の就労のご希望もあるかと思います。今、こういう手を使いましょうとい

うようなことを申し上げられないのですが、ご意見をいただきましたので、

一度この成人発達障がいの方の雇用という面の実態を私なりに調べさせて

いただき、市で何らか企業への働きかけも含め、できることがあるか、一

度検討させていただきます。 

 

 次に、市民病院の駐車場の件でのご意見ですが、確かに市民病院の駐車

場は、かなりの広い範囲で地元の方に土地を借りて駐車場を整備しており

ます。病院に来られる方から駐車場が少ないという声も多々あり、駐車場

の整備は市民病院も腐心してきたと理解しております。確かに地元からす

ると住宅地に車が入ってくるというのは、安全上も含めて非常に迷惑な部

分でもあるということを、今お聞きしてそのとおりだと感じます。 

 今、市民病院の建てかえを現地で進めようとしておりますが、駐車場に

ついては、市民病院とも相談して、いい対策があれば努力していきたいと

思います。 

  

次に、プレミアム商品券のことについてです。これは、市民税１％分の

１億円をプレミアム商品券で還元をしていこうとマニフェストに掲げた事

業で、議会では昨年、今年と２回附帯決議が付いており、なかなか十分な

ご理解がいただけてないと思うところもありますが、結果としては予算に

ついて議会にも認めていただきました。 

このプレミアム商品券事業の仕組みを言いますと、まず１万1,000円分

の商品券を１万円で買っていただき、そのうちの6,000円分は地元の中小

の商店でしか使えませんが、残りの5,000円分は大型のショッピングセン

ターなどでも使うことができます。また１万1,000円分を全部地元の中小

商店で使うこともできる仕組みになっています。これは中小商業の支援と

いう目的でやっており、お買い物をするなら名古屋や隣のまちではなく、
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地元で買ってくださいというものです。非常に厳しい経営状況である地元

の中小商店が、これからの高齢化の中で残っていくことも大事だと、市民

みんなで地元の商業も守っていこうと、そういった市民運動にもつながる

のではないかと、中小商業、サービス業の支援ということでやっておりま

す。 

 そこで１年前の予算の議会のときにアンケート結果が出ました。これは

商工会議所が加盟店、参加店舗に、この商品券事業が売り上げや顧客の獲

得などに有効に働いているかというアンケートをしたもので、２割、３割

ぐらいのところは効果があり、７割ぐらいのところは効果がないという結

果でした。その結果から議会は、予算は認めるが慎重に取り組むよう、賛

成をした上で附帯決議ということとなりました。しかし、その１カ月後ぐ

らいにこのアンケート結果が数字の取り違えで、効果があるほうが７割で、

効果がないほうが２、３割であったと訂正されました。これは議会にもも

ちろん説明してあります。 

 今回の、アンケート結果でも、非常に効果があるとの回答のほうが高い

のですが、その中で今回の３月議会を迎えました。 

 これについてはいろいろと議論があるところで、８人の議員の方がこれ

は認められないということで、予算を削減する修正案を出されました。残

りの方々で賛成をいただき、予算は通りましたが、この賛成した方々の中

でも附帯決議がつけられました。 

 いろいろな意見がありますが、例えば経済効果について、十分に検証し

ながら進めようという意見については、私は受け入れて、慎重に検討しな

がら進めていこうとしております。 

 また、商工会議所に換金手数料などの部分で3,000万円の事務費を払っ

ていますが、これが過大ではないか、もう少し削減できるのではないかと

いう意見についても、商工会議所と相談して検討していこうと思います。 

 それから、15万市民のうちで１万人の方に購入いただいておりますが、

１万人では少ないのではないか、もっと増やせないかという意見。これを

増やすためには、もっと規模を拡大して発行数を増やすか、あるいは１人

上限５万円を３万円、４万円とか下げていくかのいずれかの方法をとらな

いといけませんが、もっともな意見だと、受け入れて改善していきたいと

思っています。 
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 このような附帯決議ですが、私としては基本的には尊重して、これから

一層いいプレミアム商品券事業になるよう頑張りたいと考えております。 

 ただ、反対される方は、プレミアム商品券事業の対象が、15万市民のう

ちで１万人では少ない、もっと広く還元されなければ公平性を欠くのでは

ないかという意見を言われます。私としては残念ながら受け入れがたく、

この意見には反対であります。なぜなら、市の施策はすべてそういえるか

らです。例えば保育園は、保育が必要な方のための保育園です。市内の人

全部が使うわけではありません。老人福祉センターも図書館も、市民全員

が行くわけではありません。でも必要な施設だからつくっている。このプ

レミアム商品券事業も、中小の商業の支援として１億投じているわけで、

このプレミアム商品券事業だけが全員に行き渡らなければだめな事業とい

うことは、難しいのではないかと思っています。 

 他の例を挙げますと、住宅用太陽光発電の補助も、昨年度、375世帯が

対象となる9,000万円の予算をつけました。また、企業の誘致についても、

５社の誘致に２億数千万をつけています。それらがよくて、商業の支援で

あり、600事業所、市内３分の１の商業者が入っているプレミアム商品券

事業はだめだという論理は、やはり受け入れがたいと思います。私として

は、今商業者が効果があると大変期待もされている事業でありますので、

ぜひ小牧の中小の商業者を支援し、小牧の活性化に努めていきたいと思っ

ております。いろいろな意見がありますので、丁寧な説明を心がけて、い

い事業にしていきたいと考えております。 

 

【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４発言者４発言者４発言者４】】】】    

 今、各区に会館がありますが、うちの地元では２階建てです。高齢者の

方がたくさん利用しますが、階段を上がるのに滑るからとスリッパを脱い

で上がる方がいたり、トイレが１階しかないので、いちいち下までおりて

トイレへ行く方もいます。バリアフリーも完全には整っていないので、例

えば設備を整えたり、トイレを２階につくるなどできればいいと思います。 
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【【【【発言者５発言者５発言者５発言者５】】】】    

 市民が健康で安全に過ごすということは、ゆりかごから墓場までという

のが原点にあると思います。生まれて死ぬまでの過程において、どれだけ

みんなが安心して安全に過ごせるか、今の国の政策では特に老後、安心し

た生活が送れないというところに非常に不安がある。生まれて死ぬまでの

間における福祉にはお金がかかりますが、先ほどの工場誘致など税収を増

やして、社会福祉につぎ込める政策をぜひとっていただきたい。理想とし

て、小牧が日本で一番の福祉自治体となることを目指してほしい。 

    

【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】    

 まず地元の会館についてですが、小牧のように15万市民で自治会128区

に対して、およそ100会館持っているような自治体は、そう多くありませ

ん。これらの会館を今から全てバリアフリーに建てかえるということは現

実的には難しいわけですが、できる限りの範囲で進めていくというところ

だと思います。 

 大きな集会所というのは、どこの会館でも大体上にありますが、エレベ

ーターをつけるというのもなかなか難しい。トイレを２階にというのも、

どのぐらい費用がかかるか試算してみないとわかりません。 

 いずれにしても、今あるものを使いながら、なにが現実的なのかを考え、

先ほど説明した公共施設白書の中で、会館の利用実態、今後の施設の配置

計画等々も検討しながら、今後の高齢化の中でのバリアフリーについても、

予算の範囲内でありますが、留意していきたいと思います。 

 

 それから、社会福祉について。これはゆりかごから墓場までということ

で、よくよく政治、行政が一軒一軒の生活実態をよく捉えた中で、安心・

安全という部分で必要なところにはきちんと支援していかなければいけな

いというご意見だと思います。 

 社会のあり方として、いろいろな福祉のレベルがあります。アメリカの

ような低福祉・低負担では税金は安いが、医療保険に入れない方が5,000
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万人もいて、病気になっても命にかかわる急病などはとりあえず診てくれ

るが、保険に入っているかどうかにより必要な医療が受けられない実態も

あります。また北欧などに代表される福祉の手厚いところでは税率がすご

く高いが、教育も無料で福祉も充実している。 

 日本は、大体中福祉・中負担ということを目指して今進めてきています

ので、適度な負担の中で必要な保障はやっていくという状況だと思います。

どのあたりのレベルがいいかはわかりませんが、今後、世界で最も早く高

齢化が進む日本でありますので、そういった各国の状況も参考にしながら、

どうやって乗り切っていくのか、私も一政治家として、今後の参考にした

いと思います。 

    

【進行】【進行】【進行】【進行】    

 それでは、ほかにご発言はございませんか。 

    

【発言者６】【発言者６】【発言者６】【発言者６】    

 今年の信長の築城450周年が１年だけで終わるのは寂しい。小牧は産業

都市でありパークアリーナなどもありますが、文化的な市立美術館がない

ことが寂しい。図書館を建設するときは考慮してほしい。小牧には日展に

入選された方も数多くいるので、そういった絵も常設で見たい。 

 

【発言者７【発言者７【発言者７【発言者７】】】】    

教育文化について質問したい点があります。 

今年小牧の信長公築城450周年事業をされますが、そういった事業は、

市外にも伝わるもので、特に歴史の好きな方などは県外からでも来たいと

いうことがあると思います。 

 こういった教育文化のイベントは、１日限りまたは土・日２日間である

など、短期間で開催することが多いと思います。そのようなとき、その日

程として特に効果が大きい日を選ぶことが非常に重要だと思います。例え

ば春日井のお祭りと小牧のお祭りが同じ日程であると、「今日はハシゴで

きない」「どっちかを選ぶしかない」ということもある。また、愛知県の

トリエンナーレのような県レベルで大きいイベントがあるときは、春日井、

岩倉などの周辺の自治体と日程をあえて重ねることで、県全体として、ほ
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かのところから人が集まりやすくなるのではという思いもある。そういっ

た中で催しの日程を選ぶときに、どれぐらいのことを考慮に入れているの

か。 

 

【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】    

「450年」が１年で終わるのはもったいないということで、激励をいた

だいたと思っております。 

 スポーツはパークアリーナがありますが、文化施設、特に美術展示がで

きるようなギャラリー的な部分が寂しいという意見は、ほかでも聞いたこ

とがあります。今、ラピオの上にもそういったスペースとして、国の補助

をもらい絵本図書館等と一緒に整備したところがあり、また、ここのロビ

ーでも展示したりしていますが、市民の日展入選作品や市民美術展でのレ

ベルの高い作品などを、もう少し常設に近い形で見られるような施設があ

ってもという意見は、私もよく理解するところです。 

 ただ、あとはコストの問題です。絵画などは大きなものもあり、展示会

をやるには大きなスペースを確保する必要があります。しかし、展示会に

は使っても、展示会以外ではなかなか使い勝手がないということが、他の

自治体の状況でもあるので、専用施設としての整備というのは二の足を踏

むということを、今まで検討の経緯で聞いています。また常設でというこ

とになると、少し話は違ってくると思いますが、このあたりは、どこに重

きを置くかという価値観と、費用対効果、コスト面の検討になるかと思い

ます。 

 図書館の新築移転も、教育委員会の議決もあり、今はＡ街区を第一候補

にして建設を検討している状況ですが、絵が展示できるかなど、そういっ

たことも含めて、検討していきたいと思います。 

    

【発言者６】【発言者６】【発言者６】【発言者６】    

今の図書館は建物の天井がかなり高く、耐震構造が気になりますが、結

構美術館として利用できると思います。 
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【市【市【市【市    長】長】長】長】    

それも一つの検討方法だと思います。現在の図書館は、教育施設として

文部科学省基準では耐震性に若干劣りますが、いわゆる普通の公共施設と

して考えた場合は、即耐震性に問題があるわけではないと聞いております。

余談ですが、今小牧山を発掘しており、史跡資料館のようなものも強く望

まれ、これについても検討していますが、山の中では文化庁の許可もおり

にくい状況もあります。史跡公園ですから、あの中には昔あったもの以外

認めないというのが基本的な文化庁の姿勢とのことです。そういった文化

施設を含めて、いろいろと考えたいと思っています。 

 

 それから文化事業、まつりなどの日程について。小牧山城築城450年も、

小牧のみならず、他の市民もよく耳にするという、大変力強い言葉をいた

だきました。 

 450年事業も、いろいろな新しい部分での催しも考えていますが、今ま

での市民まつり、平成夏まつりなどについても冠をつけて、よりパワーア

ップしてやろうと考えております。そのあたりの事業については基本的に

日にちは例年どおりです。こまき信長まつりも、従来の小牧山薪能、お月

見まつり、ランドマークフェスタをやっていた日程に、今年は３連休とい

うこともあり、パワーアップして９月の21、22、23日とやっていくことに

しております。 

 こういった文化事業をやるときに、どのぐらいのことまで深く検討、考

慮して日にちを決めるのか。春日井と小牧の市民まつりを例に挙げますと、

これは10月の第何週のいつということが決まっていて、春日井、小牧が同

日になっています。では小牧、あるいは春日井が日程をずらしたほうが、

お互いの市民がより多く楽しめるのではという意見はもっともだと思いま

す。そういう検討をしたこともあります。しかし、秋の一番いい時期に市

民まつりの日程をずらそうにも、ほかのイベント、運動会などの市内の学

校行事、秋のお祭りなどの地元行事などがずっと張りついていて、それを

長年やってきている状況があります。つまり市民まつりがこの時期、この

日だということがわかった上で、地域のお祭り行事や、運動会を含めた学

校行事などが年中行事として決まっており、調整しなくても、今までの経
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緯の中で自然に調整がとれている。そういう状況で、これを動かしてしま

うと全てに影響してくるということも考えられるため、なかなか簡単には

変えられない。また、費用対効果など、もろもろの影響をよく考えないと、

なかなか難しいということが実態です。 

 できるだけいい日を選んでやりたいということはもちろんですが、今ま

での行事日程を簡単に変えることは難しいし、新たな行事であっても、全

ての人がいいという日にはなかなか当たらないというところが現実です。

そんな中で、できるだけ皆様に来ていただけるような日程をこれからも選

んでいきたいと思います。 

 

【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【市【市【市    長】長】長】長】    

 皆様、大変長時間ありがとうございました。 

 市内いろいろな事業を推進しておりますが、今、小牧が抱えている課題

も大変多くございます。取り組んでいる今のチャレンジについて、非常に

幅広でいろいろなことがあり、難しいところもありますが、これをまた今

年度１年、しっかりと職員と一丸になって進めていきたいと思っています。 

 特にこれからの小牧のあり方を考えたとき、やはり市民の皆様のご理解

とご支援がなければ、地域の運営というものは成り立たない、この傾向が

一層強くなってくる。そんな中で、ぜひ市政に関心を持っていただく中で、

一人でも多くの皆様方に市政に参画をいただいて、地域づくりを進めてい

きたいと思っております。 

 今日ご参加いただいた皆様は、広報こまきを読んでいただいたり、ケー

ブルテレビで議会中継を見ていただいたり、いろいろなところで市政の動

きをチェックしていただいている方が多いのではないかと思いますが、む

しろ、地域であまり市政に関心がない方のほうこそ、私は何とか今の地域

の実情をお伝えして、できる範囲でいいですから、市政に関心を持っても

らって参加いただき、そんな裾野を広げていきたいと強く思っています。
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特に、今年は小牧山城築城450年ということで、一大イベントを計画して

おります。単年度のイベントで終わらせるにはもったいないという声も今

いただきました。予算のつけ方が過大ではないかというような意見もある

かもわかりませんが、私はこれからの小牧をつくるために、そういった歴

史・文化にスポットを当てて、市民に一層の誇りや愛着を感じていただけ

る、そういった市政を進めながら、市民の皆様に一層小牧を好きになって

もらい、そして市政にも興味を持って参加をいただき、みんなで一緒にな

ってまちづくりを進めていきたい。その原動力、きっかけにもなる、新た

なまちづくりのスタート、そんな450年の記念の年だと思っております。

そんな意気込みで今年１年は頑張っていきたいと思っております。 

長時間になりまして、大変失礼いたしました。ありがとうございました。 


