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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18日（木） 

午後7時00分から午後8時45分 

場所  味岡市民センター 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。 

 就任後、丸２年になり、ちょうど折り返しであります。今回のタウンミ

ーティングは、年度の当初ということで、３月議会で認められた予算に基

づいて平成25年度の具体的な事業を推進していくにあたり、この予算事業

の概要をご説明し、そこから皆様との話し合いを始めていきたいと思って

います。２月の議会冒頭の施政方針演説での説明の流れでいきたいと思っ

ております。 

 これまで、地元中小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歳以上の巡回バス無料化、保育園や放課後児童クラブ

の時間延長といった多方面の施策を、地域の課題に対して可能な限り矢継

ぎ早に実行しようと努力してきたところです。 

 今は人口減少、そして少子・高齢化、いまだかつて我が国が世界で誰も

経験したことのないスピードで急速に高齢化する状況の中にあります。そ

ういう状況の中で、これまでのやり方の社会の運営、行政の仕事のやり方

では、これから先、同じように続けていくことができない、そういう認識

に立った上で、これからの時代に合わせた地域の運営、行政の進め方に転

換していく、そうしたことを今しようとしているところです。 

 小牧は、先人の努力で非常に財政的にも恵まれた市であり、全国でも有

数の財政力を誇るまちであります。全国より平均年齢も若く、産業も非常

にバランスよく張りついております。しかし、これから人口が増え、経済

も拡大し、税収も増え、市民サービスをどんどん拡大するような拡大型の

行政を小牧だけが続けていけるかというと、それは無理な話です。小牧も



味岡市民センター 

 

－２－ 

例外ではなく、既に高齢化率はこの４月で20％を超えました。ここ６、７

年、８年のうちには25％を超える見込みになっており、４人に１人が65歳

以上という超高齢社会が目前であります。そうならないよう今努力をして

おりますが、数年後には人口減少に転じる見込みであります。 

 そうした大変厳しい状況を迎えていく中で、小牧は元気なうちに一歩先

へ進もうと、先を見越して、高齢化の中でも元気で安心して住み続けるこ

とのできる地域として、これからも持続、発展をしていけるように、取り

組みをしていきたいと思っています。 

 そんな中、就任以来２年間、そして今年度も引き続き３つの大きな柱に

沿って進めてまいります。 

 １つ目は行政改革、２つ目は戦略的市政の推進、３つ目が住民自治改革

の推進であります。この３つの柱で、今年度も進めてまいりたいと考えて

おります。 

 まず行政改革の推進について。私の就任後に重点改革プランを策定し、

これに沿って今進めております。無駄を減らすことだけが行政改革ではな

く、行政の仕組みそのものを変えていくことも必要であります。そうした

中、市民税10％分、約10億円を目標に、歳入の確保と歳出の削減の両方で

行政改革効果額を出していきたい。議会でも述べておりますが、大変これ

は高い目標で、まだ見込みは立っておりませんが、これまでに約２億円ぐ

らいの効果が出ております。時代に合った事業の組みかえも含めて、この

目標に向かって頑張っていきたいと思っております。 

 ２つ目の戦略的市政の推進について。20年先、30年先を展望した戦略的

市政を行うべく、高齢者医療福祉戦略会議、産業立地戦略会議、そして自

治体経営改革戦略会議という３つの戦略会議をつくり、私も加わり有識者

や市民の皆様を交えた議論をしております。 

高齢者医療福祉戦略会議では、高齢化の中でも安心して住み続けること

のできる地域をつくるため、国や県の取り組みを待つことなく、市でどう

いった取り組みが必要なのかといったことを、市民病院長、医療の代表者、

介護のサービスの代表者、社会福祉協議会、ボランティアの代表者などと

一緒になって議論しております。 

 産業立地戦略会議では、小牧市は産業の基盤が非常にバランスよく、力

強く張りついておりますが、これから先、いろいろな世界の状況がある中
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で、将来にわたって持続的に維持、発展させていくための産業立地政策に

ついて議論しております。 

 自治体経営改革戦略会議では、３番目の柱の住民自治改革につながって

いきますが、行政と地域と議会の三位一体で改革をしていこうということ

を今議論しております。 

住民自治改革については、これからの地域を考えたとき、人口も減り、

高齢化していき、税収も減っていく非常に厳しい状況の中で、行政だけで

は仕事ができなくなることを見越して、一層市民の皆様のお力をいただき

ながら、一緒になって仕事をしていくにはどうしたらいいのかということ

を今真剣に議論しております。 

 議論の結果を待たずに、できるところから進めている現状でもあります

ので、皆様方には、ぜひ関心を持っていただいて、知恵や力をお貸しいた

だきたいと思っております。 

 以上、今年も３つの柱に沿って今進めようとしているところです。 

 さて予算編成ですが、その前提として、少子・高齢化や経済の状況の中

で、市税収入は４年連続の減収となっております。一方で福祉関係の費用

は年々増加をしており、大変厳しい中で予算を編成させていただきました。 

 

（市民生活）（市民生活）（市民生活）（市民生活）    

 まず、市民生活の分野です。安全・安心なまちづくりを第一にしたとこ

ろです。一昨年の３月には、東日本大震災が発生しました。現在も市から

被災地に職員を派遣するなど、支援に努めているところです。ただ、我々

の地域においても、例えば東海大地震が今後30年以内に88％の確率で発生

する予測もある中で、大災害が起こり得るという危機感を常に持って、日

ごろから確かな備えをしていくことが必要であると考えております。 

 そこで、防災力の強化に取り組み、特に今年度は本市の業務継続計画を

策定していきます。自治体は、一たび大規模災害が起こると、災害の応急

対応や復旧、復興活動の主体として重要な役割を担うわけですが、一方で

市民生活に欠かすことのできない業務について、災害時であっても継続す

る必要があります。こうしたことから、職員自身も大規模災害の場合は被

災するわけですが、限られた資源の中で業務を選別し、優先すべき業務に

集中し、的確に欠かすことのできない業務を継続していくことが必要であ
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り、平時からそうした備えの中で優先順位をつけ、災害時の業務のあり方

について計画を持とうするものです。 

 現在、国において南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しが進められて

おり、県も今それに沿って災害対策の見直しを進めております。市におい

ても、今後そうした予測や対策の見直しを受け、市としてこの災害時の対

策について見直しを進めていくこととしているところです。 

 また、公共施設の耐震化について、東日本大震災後に全ての市内公共施

設について、緊急耐震診断を実施しております。幾つかの施設について耐

震化が必要という結果が出ており、問題のある施設については早急に耐震

化を進めてまいります。 

 消防に関しては、平成28年度から消防救急無線がデジタル化されること

に伴い、近隣の６つの消防本部で共同して効率化を図るため、消防車や救

急車の緊急指令システムを一元化していく計画を持っております。小牧の

消防本部の南側に、新しい消防指令センターを建設するように設計を今年

度進めていくこととしております。 

 そのほか、集会施設の整備、交流事業もありますが、４月１日からは旅

券の交付事務を市役所で行いますので、今後パスポートの更新については

市役所へお越しください。 

 

（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。住宅用太陽光発電システムの設置の補助で

すが、東日本大震災以降、電力需給問題に端を発し、再生可能エネルギー、

いわゆる太陽光等のエネルギーに注目が集まっており、大変市民の皆様の

意識も高まっております。現在市としては、これに重点的に補助予算を組

んでおりますので、ぜひご活用いただきたいと思っております。 

 また、公共施設の電力の調達については、これまでは中部電力１社から

が当たり前でしたが、全国的に電力の自由化が進んでおります。小規模の

電力事業者からも電力を購入することができるようになり、より安い電力、

そしてＣＯ
２

の排出の少ない電力を目指して、小牧、岩倉、豊山、大口、

扶桑の５市町で共同で入札し、調達していくことにしました。こうした電

力の調達に当たって、複数の地方公共団体で共同で行うということは全国

にも例がないもので、今後、こうした近隣市町との連携について、積極的



味岡市民センター 

 

－５－ 

に図っていきたいと考えています。 

 し尿処理については、現在、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の２カ所でそれぞれ行っておりますが、施設の

老朽化が進み、毎年多額の修繕費が必要になってきております。このこと

から、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、一括してより効率的に処理できる施設として、26年度までの２カ

年で改修工事を行っていきます。 

 次に公共交通については、デマンド交通の導入を掲げてまいりました。

いろいろな公共交通体系で便利にしていこうということの一つであります

が、このデマンド交通とは、いわゆる予約制で乗り合いの新しい公共交通

システムです。この２年間さまざまな角度から詳細な検討をしてきました

が、残念ながら、今の法規制の中では市内全域での導入は極めて難しいと

いう結論に達しました。 

 そこで、坂道の多い丘陵地について、区域内の市民の足として導入を図

るため、現在東部の丘陵地と味岡北部の丘陵地、この２カ所でデマンド交

通の導入をしていこうと考えています。味岡でも、全域ではなく北部の丘

陵地であります。大人１人300円、小学生100円、幼児無料ということで今

検討しておりますが、今年の８月から１年間、実証実験運行として１年運

行し、まず乗っていただき、そしていろいろな声をお寄せいただき、でき

る限りいいシステムに改善していこうと考えています。 

 そのほかの地域については、巡回バスが今８台走っておりますが、この

ルート、ダイヤの見直し、こういったことで１時間に１本を目指して利便

化を図っていこうと考えております。バス停１個動かすのにも非常に地元

協議などで難航しますので、しばらく時間がかかります。27年の春ぐらい

にはデマンドの本格運行とあわせて、この巡回バスの見直しができたらと

思っております。 

 それから防犯について、年々減少しておりいい傾向ではありますが、昨

年は2,290件発生しており、いまだに犯罪の発生率の多い小牧市でありま

す。防犯カメラの設置費の補助金をこれまで市独自で行ってまいりました。

これまで防犯カメラの設置補助金は、商業者の10台以上の駐車場に限りま

したが、今年度からはマンションやアパートなどの集合住宅や月極駐車場

などで10台以上、大規模なものにも助成対象を広げようと予算を組ませて
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いただきました。ぜひ設置のほうを進めていただければと考えております。 

    

（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）    

 次に、保健福祉の分野です。高齢者福祉について、第５次高齢者保健福

祉計画に基づき、介護サービス、障がい者福祉などの施設について、積極

的に施設の整備や、誘致を今後とも進めていきたいと考えております。 

 また、高齢者福祉医療戦略会議では、将来にわたって安心して、在宅を

中心に暮らし続けることができる、また将来も自宅でしっかりとした看取

りの体制もできる、こんなことも目指し、在宅医療の充実、見守り体制の

充実などについて鋭意議論しているところであります。 

 子育て支援については、放課後児童クラブの時間延長を一昨年から実施

しましたが、今後、１学年ずつ預かりの対象年齢を拡大していきたいと考

えております。県下では６年生まで預かっている市町が半数以上あります

が、小牧は今小学校３年生までの預かりとなっております。これを26年度

から４年生、５年生、６年生と、毎年１学年ずつ拡大をしていきたいと考

えております。そのための準備を今年は進めてまいります。 

 県が第３子以降の保育園の保育料の補助について、財政が厳しいと削減

をすることになりましたが、小牧としては独自の財源で今後も第３子以降

の幼稚園、保育園の無料化を継続していくことにしております。 

 また児童館について、味岡児童館が本年１月にオープンいたしましたの

で、ぜひまたご活用をいただきたい。 

 保健医療については、各種検診や健康相談等を市で行っていますが、乳

がんの若い世代の罹患率が高くなってきております。そのため、乳がん検

診を、本年度から、対象年齢をこれまでの40歳以上の方から、30歳以上の

方まで広げるよう年齢の引き下げを行いました。 

 市民病院について、地域連携室を新設しました。地元の開業医との連携

を深め、地域医療の充実に努めていく考えです。また市民病院は、新病院

建設を計画しております。基本的には現在の市民病院の位置での建てかえ

を計画しています。私はマニフェストで市民病院の建てかえ等も含めて、

大規模事業について見直ししていくと述べており、例えば農業公園を凍結

するなど、幾つかの事業について見直しを進めております。市民病院につ

いても、現在地での建てかえということを、私のもとで決断させていただ
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いております。 

 これは、市民病院の健全経営を重視しようということであります。小牧

が財政的に非常に良い要因に、産業の張りつき、層が厚いことが一般的に

知られておりますが、もう１つとして、市民病院の経営が黒字で安定して

いることがございます。15万市の本市にとって、五百数十床という小牧市

民病院は非常に大きな規模であり、一たびこの経営が揺らぐと、本市の財

政の屋台骨が揺らぐ危険性があるという状況であります。 

 おかげさまで病院経営は非常にうまくいっており、このことがいい医療

を提供することにつながっております。すなわちいい機器を入れ、そのた

めにいい医者が来て、そしていい医者でいい医療が提供でき、それが患者

へのサービスにつながり、収益につながり、また黒字となり、いい機器を

入れるという、いい循環のスパイラルで回っているところです。今の市民

病院は古いところと新しいところがありますので、新しい部分は残しなが

ら、古いところは壊して、必要最小限の予算で建てかえていく中で、将来

にわたる病院経営を圧迫する負担をなくしていくという考えであります。

具体的には、平成28年度から建設工事に着手し、早ければ平成30年末には

完成、平成31年度中には新病院での診療を開始したいと考えております。

６人床がメインですが、それを４人床にして、いい医療が提供できるよう

に努力していこうと思います。 

    

（教育文化）（教育文化）（教育文化）（教育文化）    

 教育について。学校教育の中身につきましては、教育委員会の所管です

ので、主に施設面を説明いたします。 

 やはり安心・安全な施設が第一です。そのため今年度から２年間かけ、

味岡中学校の改築工事を進めます。この味岡中学校の改築をもって、市内

25校の小・中学校全ての校舎の耐震化工事は一応完成をする見込みであり

ます。しかし、３・11の震災以降、建物の内装材、つり天井、壁材などの、

いわゆる非構造部材の点検についても文部科学省からの指導があり、全て

の小・中学校で耐震点検を実施しましたところ、新しく建てる味岡中学校

や小牧小学校は除き、そのほかのほぼ全ての学校で耐震化、改修が必要だ

という結果があり、今後、28年度までに計画的に内装についても耐震化を

進めていくこととしております。 
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 児童・生徒の安全を守るため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について、28年度まで、５カ年で計画的に

進めてまいります。 

 また、小牧山城築城450年でいろいろな記念事業を進めていますが、文

化振興の面も大変重要です。現在の石垣が近世城郭の石垣のルーツだとい

うことで、大変全国から注目を浴びております。そうした中で、現在の小

牧山についても一層整備を進めていきます。市役所の旧本庁舎を解体し、

史跡の復元、整備を図っていくため、今年度設計を進めてまいります。 

 また、小牧山の樹木についても、枯れている樹木や枯れかけている樹木

が多数あることがわかっております。これまでなかなか手を入れてきませ

んでしたが、樹木を大切にしながら、園路や広場に光が入って明るくなる

よう、適切な剪定を進めてまいります。また、小牧山の桜は非常に有名で

すが、秋も紅葉を楽しむことができるよう、そんな四季折々の彩りを楽し

むことができる樹木を計画的に植栽するなど、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）    

 次に、都市基盤の分野です。都市基盤について、道路整備や雨水対策、

公園、緑道整備、区画整理事業、小牧駅前や田県神社前駅前の整備などを

引き続き推進を図ってまいります。 

 特に、これは市の事業ではありませんが、先般から、国土交通大臣にも

直接面会し、知事とも一緒に行き、国道41号線、村中交差点以北の６車線

化を要望しております。小牧インター付近の混雑が激しく、市民にも迷惑

をかけております。この国道41号の村中交差点以北の６車線化について、

地域事業採択の決定があったということで連絡をいただきました。 

また、岩崎山公園の整備や、この地区での区画整理も進めてまいります。

田県神社前駅前も引き続き、用地取得を進めてまいります。 

 

（産業振興）（産業振興）（産業振興）（産業振興）    

 次に、産業振興の分野です。 

 「こまきプレミアム商品券」ですが、好評をいただいていると思ってお

ります。市が１億円のプレミアム分を補助し、10億円で市民に購入いただ
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き、総額11億円を市内で回していくということです。これは中小商業の支

援がメインの目的であり、１割のプレミアム分をつけて市内のお店で使っ

ていただくことで、市内の商業、地元の中小商店、サービス業を支えてい

きたいと考えております。現在、加盟店舗数は、昨年から45店舗増え、

600店舗に迫る勢いで市内の商業者の約３分の１がこのプレミアム商品券

事業に参加して、かなり使い勝手のいい形になっております。 

 それから企業誘致ですが、一昨年、企業立地促進補助金などの新たな制

度を設け、積極的な誘致を図っているところです。来年度ぐらいまでにも

８社ほど、この補助金制度を活用し、市内に新たに立地をいただきます。 

 そのほか、現在、市内への新たな企業誘致、用地の開発のあり方、さら

には企業支援の制度、ベンチャー、創業などのサポート、こういったもの

を柱とする産業振興基本計画を今年度中に策定して、官民一体で新たな産

業の育成に努め、さらに市内産業の層の厚みを増して、将来にわたって産

業都市小牧の基盤を築いていきたいと考えております。そのことが皆様方

の福祉の充実につながっていくと考えております。 

 観光振興であります。産業都市小牧が観光都市小牧になるということは

簡単なことではありませんが、観光も本市の産業の厚みを増すという意味

で、大変重要な柱になり得ると考えております。これまではとかく産業都

市、工業都市ということで、市内にいろいろな歴史、文化遺産があります

が、目を向けてこなかった面があると思っております。この掘り起こしを

しながら、観光の振興にも努めていきたいと考えております。 

 そんな中、現在、小牧駅前の都市センター内に観光案内所を新たに設け

ております。これをこの５月１日に小牧駅の西側、名鉄小牧駅ビルの１階

の空き店舗、名鉄観光サービスの跡地に移し、観光案内機能を充実してい

き、小牧山城築城450年記念事業を契機として、積極的に観光振興にも努

めていきたいと考えております。 

 小牧山城の築城450年のＰＲもだいぶ行き届き、テレビで小牧が取り上

げられることが結構増えたと感じられるのではないかと思っております。

近隣でも小牧山城の話は、よく存じていただいているようで大変うれしく

思っております。先般のオープニングイベントで、元日の初日の出を拝む

集いでも、例年に倍する4,500人の方にお越しいただきまして、大変幸先

のいいスタートを切らせていただいたところです。「夢・チャレンジ」と
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いうテーマで今回の記念事業を進めております。 

 さくらまつりは、雨もあり、なかなか楽しんでいただけなかったかもし

れませんが、今後、例えば９月のお月見まつりや小牧山薪能をパワーアッ

プしまして、今年は３連休でもあり、こまき信長まつりということで盛大

に開催していきたいと考えております。 

 また、12月には信長公が小牧山城を築城したストーリーから、現在まで

の小牧を描いた市民劇を上演する予定にしております。さらに、フィナー

レとして、中部地方で自治体がやっているところはないと聞いております

が、市民会館の外壁を使い、立体映像と音楽のイベントであります３Ｄプ

ロジェクションマッピングを考えております。 

 

（行政経営）（行政経営）（行政経営）（行政経営）    

 最後であります行政経営の分野です。行政改革と地域の皆様の意識も含

めた改革、そして議会の改革、この三位一体で自治体の運営の仕組みを変

えていこうと今模索しています。今後、一層、市民、事業者、市民団体が

互いに手を携えて新たな挑戦をし、成功を共有しながら、ともに成長して

いく分権型の社会システムを構築することが不可欠であると考えておりま

す。 

 そこで現在、そうした考えに基づき、自治基本条例を26年度中の制定に

向けて、あり方研究会議で検討いただいているところであります。 

 また、地域協議会についても、制度設計の案がほぼ固まり、区長会初め、

各種団体の代表の方に検討いただき、制度設計の案はおおむね妥当である

という旨の答申をいただきました。今後、市内の皆様にＰＲをしながら、

機運が高まった地域から順次、設立に向けた準備を今年度進めてまいりた

いと考えております。 

 また、協働提案事業化制度という新たな制度を設けました。昨年から募

集を始め、今年度からスタートしてまいります。市民の皆様と行政が一緒

に進めたほうがより効果がある事業を協働で進めていこうという趣旨であ

り、市民からの提案を広く募っております。ぜひ皆様方にも提案をいただ

き、行政と一緒になって取り組み、進めていただければありがたいと考え

ているところでございます。 

 最後に、公共施設の整備について中・長期を見据えた公共施設のあり方
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について議論を始めていこうとしております。本市の公共施設については、

大体昭和40年ぐらいからの建設が多く、近い将来に次々と建てかえが発生

する見込みです。そうした中、長期にわたって多大な財政負担が強まるこ

とが予測されております。例えば地域の会館も市の施設でありますが、そ

れらも含めて、市内の施設全てについて利用状況や維持管理の手法、コス

ト、また将来の需要の見込みなどを詳細に調査しまして、公共施設白書と

いうものをつくってまいります。これを基礎資料とし、今後人口も減って

いく中、施設の規模や配置など適切に管理運営ができるよう、見直しに向

けて議論を進めていきたいと考えているところです。そのため、現在、市

の３カ年の計画に載っているものを除き、原則として全ての公共施設の新

たな整備について凍結という方針を打ち出しております。 

 市の職員も厳しい時代を迎える中で努力していかなければいけないと考

えております。市の職員の定員管理の適正化を進めるとともに、管理職構

造の見直し、スリム化を図っていくこととしております。この４月１日の

人事異動から、原則として課長補佐職全廃の方針を出しております。今、

市は部長、次長、課長、課長補佐までが管理職で、その下は係長となりま

すが、課長補佐については原則的に全廃をしていく方針を打ち出しました。

職員にとって当然厳しい話で、モチベーションの低下なども懸念されるか

もしれませんが、何とか職員の理解を求めてこれを進めていきたいと考え

ております。 

 全廃した場合の削減効果が４億円ぐらいになるわけですが、ただ無駄減

らしという意味でこれを進めるわけではありません。現在、市の業務は大

変増えております。１つは高齢化の中で福祉関係の業務が非常に増えてい

るということ。もう１つは、パスポート業務などの国や県からの権限移譲

による業務も増えていることもあります。 

 非常に業務が増えている中で、ここ数年、職員数を減らしてきているの

で、かなり大変な状況が現実としてあります。そういった状況の中で、総

人件費を増やさず、仕事があるところには人員を張りつけていかないとい

けませんので、上の方を少し絞り、現場の職員の方に振り向けていく、必

要なところには職員を置く、そうしたことを考えたい。 

 団塊の世代が大量退職する中で、昇進スピードもここ数年上がっており、

課長、課長補佐の平均年齢も下がってきております。少し職員には我慢を
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強いることになりますが、現場は手厚くなるということで、理解を求めな

がら、市の職員も行政改革にしっかり取り組んでいくことを考えておりま

す。 

 一般会計は前年対比1.5％減の507億8,700万円です。一般会計、特別会

計、企業会計を合わせた全会計の総額は1,100億円強です。各分野のバラ

ンスに配慮しながら、市民生活の安全・安心を第一とした予算として編成

をするとともに、将来を見据えた改革と創造の市政実現のための積極予算

としたところです。 

 以上で話を終わらせていただきます。 

 

    

○○○○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

域を告げて発言をいただきます。一人でも多くの方に発言いただけるよう、

お１人１分程度にまとめて発言ください。 

 それでは、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】】】】    

プレミアム商品券についてです。これの効果について、私は非常にいい

と個人的には思っていますが、この前の議会で決議される中で、附帯決議

が出たように聞いております。これはどういう意味のことを議会の中で指

しているのか。議会と、いわゆる執行部側との意見の食い違いがあったの

か。 

 それから、この地域にある岩崎山は歴史もあり、天然記念物の五枚岩も

ありますので、小牧山と一緒に整備することをよろしくお願いしたい。 

 

【【【【発言者２発言者２発言者２発言者２】】】】    

 予算について、高齢化に伴い市税収入が減っていて、歳出の方でも福祉

の費用が増加している話があったが、その後の話では、あれもこれも手厚

くやっていくみたいに思える。収入が減って福祉費が増え、財政が厳しく

なっていることとリンクが取れていないのでは。支出の方でどういった削
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減を行い、これらの施策ができるのか聞かせほしい。 

    

【発言者３【発言者３【発言者３【発言者３】】】】    

久保区は、小学校区が本庄小学校、味岡小学校、一色小学校に分かれて

いる。区民として、１区で１つの小学校区が理想であり、そうでなければ

いけないと思う。昨年来、教育委員会へ区長、副区長が校区の問題で相談

したが、一色小学校区について、実現不可能だと聞いたという返事をされ、

みんな失望している。本来、久保区は、味岡小学校区であるから、本庄小

学校区の方、一色小学校区の方に、市の教育委員会のほうから、校区を味

岡小学校１校に統一したいと働きかけていただきたい。 

 区から要請するのではなく、市から校区は１校という取り決めをしてい

ただければ、みんな喜ぶと思う。 

    

【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】    

プレミアム商品券について、去年、今年と連続で２回、附帯決議となり

ました。特に今年は、プレミアム商品券の予算１億3,000万について、こ

れの半期分の前期は認めるが、後期の予算は認めず減額するという修正案

が出ました。これは小牧の市議会では三十数年ぶりということで、新聞に

取り上げられておりましたので、関心が当然あることだと思います。 

 このプレミアム商品券事業、全国の取り組みからいっても、独自の工夫

があり、また利用率も非常に高いので、自信を持っています。この質問に

対しては長くなるので、後ほど回答させていただきます。 

 岩崎山について、以前のタウンミーティングでも、同じような発言があ

ったかと思いますが、岩崎山、五枚岩、大事な小牧の史跡であります。小

牧山だけでなく、当然それぞれの地域の文化財も大事にしていきたいと思

っております。また、本年度、岩崎山の一部の整備も予定をしており、今

後、地元と一緒になって、また岩崎山についても頑張りたいと思います。 
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 それから（発言者２）さんから、鋭い御指摘をいただきましてありがと

うございます 

 当然これから必要な事業はいろいろあります。例えば公共交通の充実な

どは一層予算を使ってでも充実させていく必要があると思っています。高

齢化の中で、高齢者の足を確保する。こういった公共交通の充実は、デマ

ンド交通の導入、巡回バスの充実にしても、もう少し市は予算を投入して

もいいと判断しています。子育てのこと、高齢化のこと、文化のこと、い

ろいろなことがあり、それはそれぞれ考えていかなければいけない。 

 ただ、言われるように、今のままでは、人口が減れば当然経済規模が縮

小し、経済規模が縮小すれば税収も下がっていく。そういった状況を、将

来的に、長期的には想定しなければいけない中で、当然絞っていくという

ことは必要だと思っています。ただ、税収減が急激に進まないように、産

業の振興や、人口増加策など、そういったことで小牧は何とかもう少し維

持、または発展ができないかを模索することも必要だと思っています。小

牧がより住みよいまち、住み続けたいまちになるようにどうすればいいか、

今一層努力しようとしています。 

 一方、高齢化の進行に伴い、大体社会保障費が年６％の伸び率で、小牧

でもその費用が増大しています。かつては土木費が１位で、民生費が２位

でしたが、10年前に逆転し、今では民生費は35.2％、土木費17％となりま

した。この民生費は大体が福祉関係ですが、土木費の倍になっている状況

です。こういう状況がずっと続けば、高齢化が進んでも、これ以上市がそ

れに対して予算を投じることができなくなり、行政だけで支えることは難

しくなります。ですから、それにかわる仕組みとして、地域での支え合い

の仕組みをつくらなければいけない。 

例えば、高齢者が増えて施設に入りたいといっても施設を増やせないの

で、在宅でも安心して生活できるよう、いわゆる在宅医療、訪問看護、介

護、こういったチームで、家族も含めてケアをして、在宅でも最期まで看

取りまでできるようにする。こういった制度を先進的なところはいろいろ

と取り組んでいるので、小牧もそうしたところに追いつき、さらに充実さ

せていこうと、医師会を初めいろいろなところに呼びかけ、今その仕組み

を議論しています。 

人口も減り、高齢化は進み、そして税収も減っていくといった状況を現
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実として想定しますが、一方で、すぐに今までやってきたサービスを切っ

ていくことができるかというと、なかなか市民の理解が得られません。で

すから、今、私は、市民の皆様に、今まで小牧は豊かだ、豊かだと言って

きたがそうではなく、小牧も大変厳しい時代になってきたと現状認識し、

危機感を共有するところから始めようとしております。 

 将来的には、サービスを増やす部分もあるが、減らす部分も必要だとい

う認識で整理をしていく。事業を組みかえていく。これも行革だというこ

とを申し上げております。ですから、全てを縮小するのではなく、必要な

事業は拡大し、そして整理する事業を縮小しようということをやっていま

す。ただ、いきなり整理はできないので、市民サービスの向上、福祉の充

実などの部分で、一時的に支出の方が先に出るということがあっても仕方

ないと思っています。こういうところは充実していくが、こういうところ

は我慢してくださいということでしか、多分市民の理解は得られないと思

っています。 

また、産業振興などの新しい仕組みづくりのための予算というのは一時

的に膨らむこともありえると思っています。将来的にどんどん減らしてい

く必要もあるが、まずは産業など伸ばしていくところもあり、一時的にそ

ういった将来を見越した支出も増えるし、必要な高齢化に対応する支出も

増えてくると思います。増やすところは増やし、減らすところを減らすが、

今の状況では増やすところのほうが多いととられるかもしれません。でも、

人口の増加の伸び率、高齢化の伸び率、産業の状況などを見ながら、減ら

していくことも必要だと思います。 

 本当に厳しくなれば、市民の皆様方にも多分理解していただけると思い

ますが、今はいきなりばさばさとは切れない、そして、今元気なうちにや

れることやっておこう、将来に投資をしていこうと、私は認識しておりま

す。 

 

 それから、学区と区域の不一致について。久保区から見直しについて声

が上がっていることは承知しております。歴史的な経緯の中で決まってき

た学区、そして市が決めたわけではない自治会の単位、行政区の境界、こ

れは非常に難しいです。これまでのいろいろな経緯を見ると、その線引き

を動かすことは、いろいろな地域で議論が起き、簡単に市が学区の範囲は
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こうといっても、理解が得られないという現実もあります。例えば卒業生

のお父さんのときはこの学区で、子供の代はこちらの学区というようなこ

とも、なかなか現実としてご理解いただけないこともありますので、正直、

頭を悩ませるところであります。 

 先ほど説明しました地域協議会というものでも、今の区のありようを否

定するものではなく、区長さんや今までの区の役割、地域の歴史的な中で

生まれてきた自治会でありますから、これまでどおり尊重していきたい、

役割を担っていただきたいと思っております。そうはいっても、十二、三

世帯しかない区もあれば、1,500世帯を超える区もあります。これからの

高齢化やいろいろな課題を抱える中で、行政と地域を結ぶ中間的な自治組

織として、やはり今の128の行政区だけでは不十分だと思っています。隣

の区ではどういうような仕組みでやっているかも、なかなか意識共有がさ

れていませんし、それぞれの区でやり方も違います。そういう中で、例え

ば区長同士の連携や、民生委員、あるいは保健連絡員や交通委員や、いろ

いろな地域の役割を担っていただいている皆様がおり、こういったものが

もう少し横の地域とも連携して、もう１つ大きな単位で活動していくこと

は必要だということで、今、地域協議会というものを計画しております。 

 ただ、この計画の中でも、実は同じ問題が生じています。市内の多くの

地域で、この行政区と学区の境界の不一致が、久保区のみならず、いろい

ろなところであります。例えば桃花台地区では、４小学校区が混在してお

りますが、桃花台は桃花台で区長会としてまとまっているということが２

日前、東部の市民センターでのご意見にもありました。このあたりが非常

に頭を悩ませるところではありますが、根気強く地元の皆様とお話をしな

がら、ご意向も伺いながら、整理していく必要があると思っています。 

 残念ながら、今のご意向に沿って、久保区だけをこうしてくださいと強

く言うことは、現実では難しいように思いますが、区民の皆様の総意とし

てお決めいただければ、市として受けとめていきたいと思っております。 

 

【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】】】】    
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 行政経営の件です。市政戦略本部の運営事業というのがありますが、情

報発信が非常に少ないのではないか。今、実際どのようなところを目指し

てやっているのか、マニフェストで掲げられる項目がこの中にどれぐらい

入っているのか、その辺のところが我々市民にとってうまく見えてこない。

それが、結果的には収入・支出の中に入ってくると思うが、その方向性、

どこを重点的にというのが、市長の思いと、戦略会議の中でのメンバーの

構成によっても相当中身が変わってくるのではないかと思います。 

 先ほど、41号の６車線化の情報をいただきましたが、高速道路の中心地

という立地条件の利を生かして小牧市の発展を考えると、やはり重点項目

は有料道路です。国道の交通緩和を考えると、有料道路を２キロでも北の

ほうに延長するとか、６車線化の必要があると思います。もう１つは、小

牧にはトラックターミナルという大きないい施設があります。産業基盤の

一つにもなっているかと思いますが、トラックが出入りする有料専用道路

を設けて、そこへトラックターミナルへの車が出入りすれば、市内の交通

緩和にもなり、安全・安心なまちづくりになる。そういう大きな目で見た

何かインパクトを与えるような行政で改革、方針が出せないか。 

    

【【【【発言者５発言者５発言者５発言者５】】】】    

国と市の連携、私は国を動かすのはやはり地方自治体だと思っています。

市民一人一人、国民一人一人の声を下から国に持ち上げることが民主主義

だと信じています。民主主義というのは多数決というイメージがあるかも

しれませんが、私は少数の意見を持ち上げてこそ民主主義だと信じていま

す。 

 例えば市政も、議員を減らすのではなく、市民一人一人の意見を市政に

反映させるためには、もっと人数を増やし、財政難であれば、逆に給料を

減らすことで同じようになるのではと思います。人をもっと増やして、一

人一人の意見が持ち上がるような市政にしていただければとても温かくな

ると思います。 

    

【発言者６【発言者６【発言者６【発言者６】】】】    

田県神社前駅前の整備について、よく駅を使いますが、別にそれほど困

らないし、それほど必要な工事なのかと思っております。 
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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】    

 自治体経営改革の方向性について、あまり情報発信がないのではとのこ

とですが、残念に思います。この自治体経営改革戦略会議も、高齢者医療

福祉、産業立地の戦略会議も公開で行っています。私も入って議論してい

ますが、情報発信が足らないというと、反省をしなければいけないかと思

います。一度議論をフォローいただけると本当にありがたいと思います。 

 今、自治体経営改革の戦略会議でも議論しており、行政経営自体も改革

が必要だと思っています。２年前、主に第６次小牧市総合計画を掲げた前

市長と、それとは違う考え方の枠組みを持った私の政策で選挙をやりまし

た。しかし小牧市は平成21年から10年間は第６次小牧市総合計画にのっと

って行政を行う仕組みなのです。これまでは総合計画というものを全国の

自治体全部がつくりなさいという法律でした。これが数年前に見直され、

総合計画をつくるかつくらないかもあわせて自治体の自由ということにな

りました。それで今、自治体として総合計画というものを含めて、行政の

経営計画のあり方そのものをどう持つべきかという議論からスタートして

います。 

 私は民意からスタートすべきと考えます。市長が代わっても何も変わら

ないでは意味がない。市民が行政、自分たちの地域運営に関心を持って、

その代表として市長を選ぶ。その４年間のサイクルの中で、しっかりと公

約でお約束し、市長が当選すれば、そこからスタートしてそれを行政計画

にどう反映するか。それをどう実行して、市民に説明するか、その評価が

次の市長選挙や議会選挙に反映される。市民の民意と代表者である市長が

行政の計画の実行を、どういった形で回していくか、こういう仕組みづく

りをどうしていくか、そんな議論を今やっております。 

 第６次小牧市総合計画は今でも生きており、議論を進めながら後期の基

本計画の見直し作業をやっております。そんな中で私の今の理念を入れて

いこうと、具体的に進めております。 

 選択と集中の市政をやろうとしたときには、拡大型行政から転換し、市
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長が今まで以上にリーダーシップをとり、そして責任を負うという政治を

しなければいけません。皆様の意見を全部総合計画に反映させようとする

と、いわゆる総花的な計画になってしまいますから、やはり市民の皆様と

の対話の中で、こういう方向性が大事ではないか、ここは少し我慢し、こ

ちらを伸ばしていくべきではないかと。そういったことをやるには、やは

り市長がよりリーダーシップをとれるような、そして責任もとるような、

いわゆる権限と責任が一致するような仕組みをより進めていく必要がある。

それが地方分権の中での新しい自治体経営の方向性だと思います。 

 そして、それは地域との連携の中で進めていく。地域のことは地域で自

主的に決めていくことも一つだろうと。その中での地域協議会のあり方、

そして行政の改革とより市民参加が得られるような仕組みづくりと、議会

もそういう理念の中で同じように改革を進めていただく必要があるのでは

ないかというのが今の私の三位一体の地域運営のあり方の改革、自治体経

営改革だと、そんなことを思っております。 

 

 国道41号の６車線化については、この地域の自治体の代表が小牧市でも

あり、一生懸命やらせていただきました。小牧インターの出口、名古屋高

速の出口が全て集中して大渋滞の状況で、出口を延伸して、せめて155号

の北側に出口をつくるべきだと、県議会でも主張してきました。ただその

前提として、まずは平面の下の４車線を６車線にしないことには始まりま

せんので、それを訴えてまいりました。現在、用地はほぼ確保できており、

７キロぐらい、これから拡幅に入っていくことになるかと思っております。

トラックターミナルの専用出口については、ご意見として承っていきたい

と思っております。 

 インパクトのある産業政策ということですが、航空宇宙産業の振興をず

っと県議会のころから訴えてまいりました。航空宇宙産業のクラスター形

成特区という特区を愛知県と岐阜県と近隣市町と一緒に申請しており、小

牧はそれを認められております。この航空宇宙産業、全国の集積６割ぐら

いを持っております。この航空宇宙産業を規制緩和の中で、この地域にも

っと集積を増していこうとしております。こういったことは小牧だけでは

できませんので、周辺等を含めて努力しようとしております。 
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 次に、議会の定数について、定数はむしろ増やしたほうが良く、議員の

報酬こそ下げるべきとのご意見をいただきました 

私は逆に、定数削減が大事であって、報酬削減が大事ではないと思って

います。要するに議会の機能をどう考えるかということだと思います。確

かに民主主義は多数決だけではない、少数意見を拾い上げることも大事だ

ということは、全く私も同感であります。ただ少数意見を拾い上げるとい

うことは、政治に携わる者としては当たり前のことで、議員は28人、市長

は１人であっても、当然多様な意見を拾い上げる努力を常にすべきだと思

っています。まさにこのタウンミーティングもその一つですし、いろいろ

な形で意見を拾い上げよう、吸い上げようということでやっております。 

 ですから、人数が多ければ多数の意見を吸い上げられるというものでは

なく、議員一人一人がさまざまな意見を吸い上げる努力をすべきで、これ

は、たとえ20人になっても同じことだと思っています。 

 なぜ定数削減が必要かというと、単なる無駄減らしではありません。今

お話をしたような地方自治のあり方をこれから進めるならば、すなわち国

が示すような方向性だけを向く金太郎あめみたいな自治体ばかりではなく、

それぞれの地域がいろいろな創意工夫の中でいろいろなことにチャレンジ

する多様な自治体がどんどん出てくる。そして、いろいろなチャレンジの

中で成功体験をお互いに学び合いながら、全体が上がっていく。そういっ

た分権型社会でなければ、これからの未来が不透明な中では、日本社会が

やっていけないと思っています。 

 そうした中で、市長はリーダーシップをとって責任もとるということを

言っていますが、一層議論が生まれてくると思います。市長が提示したこ

とについて、いろいろな議論が生まれてくる中で、議会はやはりそれに対

して市民に見える議論をしないといけない。 

 県議会と市議会は若干仕組みが違い、県議会議員は小牧で２議席、小牧

の代表と決まっていますが、市議会議員は大選挙区で28人が小牧市全体で

選ばれるため、削減がしやすいのです。 

 とかく今までの全国的な傾向として、議員はここの地域の代表だという

意識が強過ぎるのですが、地元のために予算をとってくるというのが議員

の仕事ではありません。いろいろな市民の争点になったときに、議会が、

それぞれ市民のいろいろな意見を吸収し、こういう意見もあるが、こうい
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う意見もあるという議論を市民の目の前で展開する。そうした中で有権者

である市民は、議会の議論を見て、Ａという意見を持っていたが、Ａには

こういう問題がある。Ｂと思ったが、ＢよりＣのほうがいいかもというこ

とを、議会の議論を聞く市民の方が気づく。そうした中で、もっといい方

法があるのではというようなことを積み上げていくのが、これからの議会

の大きな役割ではないかと思っています。 

 私は議員がより全市民の代表であり得るため、少数のほうがよりそうい

う議会に近づくのではないかという思いがあります。そういった問題提起

をすることで、議員が議会改革に危機感を持つというインパクトも狙って、

マニフェストに大胆に３分の２の定数を打ち上げました。 

議員が話し合い、我々はもっと違う形で努力するということで、それで

市民が納得されれば、それはそれでいいと思います。今、議会改革が進み、

例えばインターネットの生中継、表決態度の表明、議会報告会も行われま

す。いろいろと議会も議会改革を進めようと努力していることを、私も評

価させていただいております。 

    

【【【【発言者５発言者５発言者５発言者５】】】】    

 原発のことでも国政の人たちを観察してきました。このグローバルな時

代に、資本主義、新自由主義というか、本当にお金もうけのために何をす

るかということで回っています。確かにお金も必要ですが、国会議員が、

お金や企業のほうに向いて、どうしてもイエスマンになってしまうことを

私は見ています。なので、市長が言うことに議員がそのままイエスマンに

なるのではない、そういうことが議員にも求められていると思います。や

はり議員一人一人がしっかりと市民一人一人の意見を持ち上げられる力と

いうのを私たちは期待しています。 

私の中では、やはり人数を増やすことが一番意見を持ち上げられると思

っています。国会議員も、人口と比較すると世界でかなりの少ないと聞い

ていますので、よろしくお願いいたします。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 ありがとうございました。 

次に、田県神社前駅前の整備は必要かとのご意見ですが、過去からずっ
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と進めてきており、今用地が北側にございます。地元からのいろいろな要

望の中で、駅を北側に移し、線路を跨ぐ駅舎をつくり、立派な駅前にした

らというようなご意見を今までいただいております。しかし、これには何

十億もかかり、名鉄もこれは無理だというスタンスです。もっと利用率が

上がり、本数が増えて、名鉄もお金を出すと言ってくれればできるのです

が、これはなかなか難しいです。 

 ですから、そういう大きなお金のかかる駅の移転を、現状では言ってお

りません。ただ、駅前のロータリーについて、もう既に用地が北側にあり、

道路も広げていくということもあるので、一定の形を整えていき、そして

その後のことについては、また将来のことにしていく。そんな一定のとこ

ろで、地元の声も聞いて、ご理解をいただきたいと思っています。駅を移

すというところまでは、なかなか今の時点では名鉄も合意しないので、将

来に含みを残し、今の計画は駅前のほうのロータリーを整備していこうと

思っております。 

 

プレミアム商品券についてです。プレミアム商品券事業は、これまで３

回発行し、３年目に突入します。当初５億5,000万円、一昨年の10月から

発行しました。 

以前、商工会議所が、参加店に対してこのプレミアム商品券事業は販売

促進、売り上げの向上ということで効果がありますかというアンケートを

取りましたが、結果は、効果があるが２、３割で、７割ぐらいは効果がな

いという発表でした。これを受けて議会では、やはり慎重に進めなければ

いけないと附帯決議が付きました。予算は認めるが、意見を付けるという

附帯決議です。ところが、４月に入り商工会議所がアンケート結果を訂正

し、実は集計時の単純な数字の取り違えで、本当は効果のあるほうが７割

で、効果がないが２、３割だったということでした。附帯決議をつけた以

上は、議会としても説明責任があるということで、議会も注目をされてき

た事業だと思います。 

 今回、参加店舗も昨年より50店舗近く増え、600店に迫る勢いです。こ

のこと自体が、市内の中小小売店やサービス業に対し、販売促進や売り上

げ向上の一手段として受け入れられている証だと思っています。市内の３

分の１の店舗が参加するような地域商品券事業は全国でもないと思います。 
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 そして、今私は、10億分の行革をやろうと目標を掲げ、公共交通、子育

て支援、高齢化への対応、地域活性化など、そういったことに予算を充て

ると言っています。10億の行革効果を生んだものを減税で還元するのでは

なく、これから厳しい時代を迎えるため、必要な事業に充てていく、その

一つがこのプレミアム商品券事業であります。 

 議会では、市民に還元するならばできるだけ多くの市民に還元すべきと

いうことを言われました。今回、このプレミアム商品券を買っているのが、

15万市民のうちで約１万人になります。この約１万人の方しか還元してい

ないのは、公平性に欠けるという議論なのです。 

 附帯決議での意見というと、１つは経済効果をもっとしっかり検証しな

がら慎重にやっていきなさいとの主張です。これについては私も受け入れ

て努力していこうと思っています。 

 もう１つは、間接費として商工会議所に3,000万払っていますが、ほか

ではもっと経費がかかっていない市町もあるので、もっと安くできないか、

商工会議所も努力できないかということだと思います。これについても商

工会議所と協議をしていこうと思っています。 

そして、もう少し幅広く市民に購入いただけるようにならないかという

意見。全部売り切れているので、そのためには例えば１人５万円という上

限を少し下げて４万円にするとかなど、さらに多くの方が購入できるよう

改善すべきという意見です。これも私は理解できる意見で、受け入れてい

こうと思っています。こういったことは商工会議所と相談しながら、改善

の努力をしていこうと思っています。ただ、これらの附帯決議の意見は、

なるほどというところもありますが、15万市民のうち１万人しか買わない

からだめだという反対の主張は受け入れられません。なぜなら市の施策は

全てそういうものだからです。例えば、65歳以上の巡回バス無料化も、65

歳以上の方が対象です。保育園も、親が働くのに子どもを預けなければい

けないという、一部の家庭のためにあります。でもこれは必要なのです。

図書館も老人福祉センターも、市民全部が使っているとは思えません。市

の施策は全て、特定の目的があって対象も限定されているが、その施策全

てをもって全ての市民のためになっていると私は思っています。 

 このプレミアム商品券事業は、買いたい人は買えて、ほかの市町から見

ても、15万市民のうちの１万人が買っているというのは高い割合なのです。



味岡市民センター 

 

－２４－ 

そして、小牧の事業所の約３分の１が参加して、効果があると言っている。

買い物をするなら名古屋、春日井ではなく小牧でしてください。プレミア

ムがつくかわりに商品券ですので期限もあります。半分以上は地元の商店

でしか使えない商品券です。そういう不便さも理解いただいた上で、地元

の商店を応援していこうと、そういう中小商店の支援の施策ということで

ご理解いただきたい。 

 工業、製造業の支援で、企業のさらなる誘致が必要だと思っています。

新たな企業を誘致するために、５社に対して２億数千万の予算を組んでい

ます。これに議員28人誰も反対していないと思います。でも、600の商業

者に対する１億はだめだと言っている。これはおかしいと思っています。

例えば太陽光発電に昨年度、9,000万の補助をつけました。その9,000万は

375世帯分です。375世帯に9,000万出すのはよくて、600の商業者の支援に

１億出すのがだめだというと、バランスを欠くと思えてきます。 

いい悪いはそれぞれご意見があるのでしょうが、中小商業の支援に代替

案があれば、ぜひ議会が示していただけるとありがたいと思っています。 

 

【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    

【市長】【市長】【市長】【市長】    

 本当に長時間にわたり御清聴いただき、ありがとうございました。 

 いずれにしても、前に進んでいかなければいけません。そのために市民

の皆様のいろいろな声を、少数意見も含めてくみ上げる努力、こういった

話し合いの場を今後とも持っていきたいと思っております。 

 そして、役所も身を切るところは身を切る、そういう覚悟の中で市民の

ご理解をいただき、地域の見守りや助け合い、もう一度こういう地域をつ

くっていこうと目標にして今進めようとしておりますので、皆様の一層の

ご理解とご支援をいただきますように心からお願いを申し上げます。 


