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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22日（月） 

午後7時00分から午後8時45分 

場所  ふらっとみなみ 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。 

 さて、市長就任以来、これで丸２年が経過し、ちょうど折り返しに差し

かかったところです。新しい体制の中で一層市民の負託に応えるべく全力

を尽くしていきたいと、今取り組んでおります。 

 本日はタウンミーティングということで、市政の今の状況等、概略をお

話し、また皆様方からご意見を伺いたいと思っております。 

 年度当初ということで、３月の市議会において議決いただいた予算、そ

れに基づいた今年度事業について、２月の施政方針演説に沿って紹介させ

ていただきたいと思っております。 

 現在、改革と創造の市政ということを標榜しております。これまで先人

の培ってきた小牧の力は、大変すばらしいものが幾つもあり、これを土台

にこれからの時代に即した必要な改革を進めていきたいと思います。 

 その背景として人口減少、そして少子・高齢化の状況がありますが、ま

だまだ小牧はその実感がありません。これは、小牧が全国でも有数の財政

力を誇り、また高齢化率も全国の平均からすると若いからでもあります。

しかし、間違いなく高齢化は進んでおり、追い詰められてから着手したの

では、いい状況にならないわけで、まだまだ小牧が元気なうちに、これか

らの将来を見据えた必要な改革を進めていかなければいけないと思ってお

ります。 

 ちょうどこの４月、高齢化率は小牧で20％を超え、５人に１人が高齢者

ということになりました。あと六、七年のうちに25％を超えるという予測

もあり、４人に１人が65歳以上という状況が迫っております。この南部地
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区においては、区画整理事業等で新しい家も建ち、名鉄沿線は南部から町

部、味岡のほうまで、むしろ発展している印象を受けるのではないかと思

います。一方で、西部、篠岡のほうは高齢化がかなり進んでいるような地

域差もあるわけです。 

 いずれにしても、これまで人口が増え、経済が拡大し、そして税収が増

え、その税収を新たな市民サービスとして使っていく、こういった拡大型

の行政はもはや続けることができません。市民からいろいろな要望を聞い

て、できる限りそれを実現していく、年々市民サービスはよくなっていく

ことが当たり前ではない時代、これから小牧も厳しい財政状況が予想され

る中で手を打っていかなければいけない。 

 まだまだ小牧は全国に誇る財政力を持っており、産業の張りつきも非常

にバランスよく立地しておりますが、小牧が一層住みよいまちとして発展

していくためにどうすればいいか。 

１つは産業の厚みを一層増していくことを目指しております。産業立地

戦略会議で、新たな企業誘致、企業の支援を今検討しております。 

一方で高齢化の対応が非常に重要で、年をとっても住みなれた地域で、

できれば在宅で安心して暮らし続けることのできる小牧をつくっていきた

いと思っております。しかし、行政だけでは実現できないわけで、地域の

助け合いも非常に重要であります。高齢者福祉医療戦略会議では、市長も

入って、市民病院院長、医師会の代表、訪問診療を専門的にやっている団

体の委員長、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、市民活動団体の代表の方にも入っていただき、国や県任

せではなく、10年後ぐらいを見据えて小牧の高齢者を取り巻く状況はどう

だろう、またどうなったらいいだろうと、真剣に議論しながら進めており

ます。 

財政基盤を支える経済対策をしっかりとやっていくことは福祉の充実に

もつながっていきますが、高齢化社会への対応、それらのベースになるよ

うな、自治のあり方、助け合い・支え合いの地域づくり、ボランティアの

活性化などをどうしていくか、このような考えで今全体を進めております。 

 その中で行政改革は大きな柱の一つであります。時代の変化の中で従来

の事業の無駄を減らし、重要性の薄れた事業を廃止し、必要な事業に切り

かえていく。そしてただの無駄減らしだけではなく、拡大型行政からの転
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換、行政の仕組みそのものを見直していくことも含め、行政改革に取り組

んでおります。 

 整理いたしますと３つの柱で進めており、１つは行政改革の推進、２つ

目が戦略的市政の推進であります。この中で高齢化への対応、産業立地の

戦略会議などを行っています。３つ目に住民自治改革の推進ということで、

地域協議会の創設に向けての取り組みや自治基本条例の制定に向けた取り

組みを進めております。 

 さて、具体的な事業についてですが、全体の状況として、10年ぐらい前

に土木費を民生費、いわゆる福祉の予算が上回り、土木予算の倍というと

ころまで、どんどん延びております。高齢化の進展が大きな理由で、土木

費は随分削られてきている状況であります。 

    

（市民生活）（市民生活）（市民生活）（市民生活）    

 市民生活につきましては、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で、東北地方へ職員を派遣するな

ど支援を継続しています。我々の地域でも、いわゆる南海トラフに起因す

る地震が心配され、東海地震については、この30年間で88％の確率で発生

するようなことも言われている状況であり、緊張感を持って備えをしてい

くことが必要です。 

 そうした中、防災力の強化として、大規模災害の発生に備え、小牧市役

所の業務をいざというときにも継続していくため業務継続計画を策定しま

す。大規模災害の折、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わけですが、一方で災害時でも市民生活に直結した、

欠くことのできない業務を継続していく必要があります。平時から、そう

した大規模災害時の業務の優先順位づけ等々を行い、職員も被災しますの

で、全ての職員がそろわないなど、いろいろな制約の中で優先順位をつけ、

限られた資源を何に振り向けていくか、そんな手順を考えて備えていく業

務継続計画を策定します。 

 また、東日本大震災を契機に、公共施設の耐震対策を徹底していきます。

昨年度までに全ての公共施設の耐震診断を緊急で実施し、全て完了しまし

た。今後、診断結果で耐震性に問題があった施設の耐震改修工事を順次進

めます。 



ふらっとみなみ 

 

－４－ 

 また、消防に関し、平成28年度に消防救急無線のデジタル化を予定して

いますが、それにあわせ、周辺の市町と通信指令システムの共同化を進め

ます。小牧市を初め、近隣６つの消防本部が共同して高機能消防指令設備

とデジタル消防救急無線設備のシステム設計を行うとともに、本市の消防

本部の南側に消防指令センターを建設する設計を進めていきます。 

 友好都市姉妹都市については、ワイアンドットと50周年でもあり、夏に

訪問することにしております。安養も市制40年ということで交流事業を計

画しております。 

 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

談案内をオープンしております。市の業務に限らず、何か相談事があった

ときに適切な相談先を案内するためのものです。親切かつ適切な案内に努

めていきたいと思います。 

 また、４月１日からパスポートの発行業務を開始しました。今後パスポ

ートの更新については、小牧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）    

 環境交通です。住宅用太陽光発電システムの設置補助を継続します。福

島第一原子力発電所の事故以降、再生可能エネルギーの導入機運が高まっ

ておりますので、この機会に再生可能エネルギーの導入を促進していきた

いと考えています。 

 また、公共施設の電力についても、全国的に自由化が進み、これまで中

部電力から購入するのが当たり前でしたが、その他の小規模な電力事業者

からも自由に電力の購入先を選ぶことができるようになりました。そこで、

安く、環境負荷が軽い、ＣＯ
２

が少ない電力事業者から購入したいという

ことで、入札によって電力を買うことにしました。小牧と岩倉、豊山、大

口、扶桑の５市町で共同で安く買っていこうということです。複数の自治

体が共同で電力を調達することは、全国的にも例がないもので、今後も近

隣市町とさまざまな分野で連携を進めていきたいと考えています。 

 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、

それぞれ施設の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

ています。そのため、し尿浄化槽汚泥処理施設の機能を東田中のクリーン

センターに一元化し、効率的に処理できる施設とするよう、平成26年度ま
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での２カ年で改修を進めていきます。 

 野口の焼却施設も今更新工事中で、平成27年度春の稼働に向けて進めて

おります。 

 公共交通については、デマンド交通を全市的に導入できないかと検討し

てきましたが、今の法規制の中では、なかなか難しい。そういう状況の中

で、電車から、バス、タクシー、自家用車、徒歩、全ての交通機関で便利

な交通体系をつくるという目標の中で進めております。 

 デマンド交通については、特に坂道で自転車でも移動が困難な丘陵地や、

家が点在しているところでの導入効果が高いので、今年の８月から１年間、

篠岡と味岡北部の丘陵地、この２カ所の地域で実証実験を進めてまいりま

す。その他の地域については、この南部地域も含め、巡回バスの利便化で

対応していくこととしております。１時間に１本を目標にルートの見直し、

ダイヤの見直しを進めていきます。バス停１個動かすにも、地元協議、運

輸局の許可、バス事業者との調整等、時間がかかりますので、できるだけ

早くと頑張っておりますが、いましばらくお時間をいただきたい。 

 防犯については、これまで防犯カメラ設置費の補助を、商業者の10台以

上という大きな規模の駐車場等に限ってやってきましたが、小牧は自動車

盗、車上荒らしが多い地域でもあるので、今年度からマンションやアパー

トなどの集合住宅や月極駐車場も補助対象としてまいります。 

    

（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）    

保健福祉であります。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、今後とも積極的に施設の整備や誘致を図っていきます。介護サ

ービス施設や障がい者福祉施設などの誘致を進め、南部においても、小規

模特養の建設を予定しているところです。 

 次に、児童福祉です。子育て支援として放課後児童クラブの時間延長を

一昨年から実施しております。働くお母さんの支援として、これが経済の

活性化にとって大事なことでもあります。愛知県下で６年生まで預かる自

治体が半分以上ある中で、小牧は３年生までなので、平成26年度から１学

年ずつ、小学校６年生まで順次拡大していくため、本年は米野小学校など

で児童クラブ室の増設などの準備を進めていきます。 

 保育園についても、待機児童の解消が課題であります。人口が減ってい



ふらっとみなみ 

 

－６－ 

く状況であっても、働くお母さんが増えており、特に３歳児未満の保育需

要が増している状況です。特に南部地区は区画整理で人口も増加し、地域

内の保育園では定員が超える状況になっております。そのため、市が保有

する北外山県営住宅地内の土地を活用し、仮称南保育園の施設整備を進め、

平成27年度の春の開園に向け、進めていきます。これまで保育園の民営化

を進めておりますが、この仮称南保育園についても、開園と同時に指定管

理者による運営を行う予定にしております。 

 次に、保健医療であります。各種予防接種やがん検診などを引き続き実

施し、健康相談、栄養指導などにも積極的に取り組んでまいります。若い

世代の乳がんの罹患率が高くなってきていますので、乳がんの検診の対象

年齢を40歳以上から30歳以上に引き下げて実施していきます。 

 市民病院ですが、地域連携室をこの４月から新設し、地域の診療所、開

業医との連携の強化を進めます。また、老朽化が進んでいるため、新病院

の建設、建てかえに向けて準備を進めておりますが、現在地での建てかえ

が望ましいと判断しております。市民病院は、今は黒字経営で、いい設備

の導入、いい医者の確保、いいサービスへとつながっています。このいい

循環を断ち切ることがないよう、できるだけコストを抑えて建設していき

たいということで、病院と相談し、新しい部分と古い部分が混在している

市民病院の、新しいところは残し、古いところを壊し、今の位置で建てか

えを進めていくことにしております。今は用地取得、設計等を進めていき

ますので、平成28年度から建設工事に着手し、早ければ平成30年度末の完

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。 

    

（教育文化）（教育文化）（教育文化）（教育文化）    

 次に、教育についてです。まず学校教育ですが、安全・安心な教育環境

の整備が重要です。老朽化した味岡中学校の改築工事に着手し、２年間で

整備を進めてまいります。この味岡中学校をもって市内25校の小・中学校

全ての耐震化は完了します。建物の耐震化は完了しますが、一方で大震災

以降、文科省からの指導もあり、つり天井などの天井材、壁材などの非構

造部材の安全点検を実施したところ、小牧小学校や味岡中学校のように直

近で建てかえをしたものを除き、全ての小・中学校で耐震改修が必要とい

うことが判明しました。そこで、平成28年度までにこの内装材等、天井等
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についても耐震化を計画的に進めていくこととしました。 

 また、昨年度から児童・生徒の安全を守るため、防犯カメラと学校内の

緊急連絡用インターホン設備の整備をすることとし、これも５カ年計画で

進めております。28年度までに順次整備したいと考えております。 

 文化振興については、現在、史跡小牧山で信長時代に築かれた山頂付近

の石垣の発掘調査を進めております。近世城郭のルーツと言われるような

発見が相次ぎ、全国的に非常に注目を浴びております。ＮＨＫ等でも特集

され、大変今注目されております。今年は小牧山城築城450年ということ

もありＰＲに努めているところです。市役所旧本庁舎については、解体し

て史跡公園にふさわしい復元を図ることとし、今年度設計を行い、来年度

以降、取り壊し、整備を進めてまいります。小牧山の中は国指定の史跡で

あり、昭和２年の測量図が一番古いのですが、それ以前になかった建物は

認めないというのが文化庁の方針で、新たな建物をつくることはできませ

んので、基本的には復元整備ということで進めていくことになっています。 

 そうした中で、小牧山全体の整備を進めていきますが、樹木についても

枯れている木、枯れかけている木が多数あることから、広場や園路を広く、

明るく、より安全となるよう適切な樹木の剪定や枯れ木の伐採処理などを

行います。また、春の桜は非常に有名ですが、秋も紅葉等の彩りを楽しむ

ことができるよう計画的な植栽を進めるべく樹木管理計画を策定しました

ので、緑は保全しながら、適切な管理の中で市民に一層親しんでいただけ

る小牧山を目指すべく、適切な景観整備を進めていきます。 

    

（都市基盤）（都市基盤）（都市基盤）（都市基盤）    

都市基盤でありますが、これにつきましては区画整理、道路整備、雨水

対策、公園、緑道整備ほか、駅前整備等々さまざまございますが、今後と

も必要な社会基盤の整備を進めてまいります。 

 ただ、コスト削減のために長寿命化計画などを策定しながら、進めてい

きたいと考えております。 

    

（産業振興）（産業振興）（産業振興）（産業振興）    

 次に、産業振興です。プレミアム商品券の発行事業ですが、市が市民税

約１％分、１億円を補助しまして、商工会議所が主体となって実施してお
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ります。おかげさまで好評をいただき、過去３回の販売は全て完売です。

特に３回目については認知度が高まっており、大変人気の状況です。 

 これは、市民生活の支援と地域経済の活性化、特に地元の中小商業、サ

ービス業が大変厳しい状況の中でありますが、こういった店舗も高齢化が

進む中の小牧市で非常に重要なものであることから、中小商店、サービス

業の支援ということで行っております。加盟店数はどんどん増え、600店

に迫る勢いであり、市内商業者の約３分の１が参加する事業になっており

ます。地域商品券事業でこれだけの市内の商業者が参加し、そして市民の

購入割合も他の市町と比べると非常に高い、非常にいい形で商工会議所に

運営いただいていると思っております。引き続きこれを実施し、活性化に

つなげたいと考えております。 

 それから、企業誘致でありますが、企業立地促進補助金を新たに創設し、

積極的な誘致を進めようとしております。それにあわせ、今後、新たな企

業誘致等の方針を策定しようと産業振興基本計画を今年度中に策定したい

と考えております。 

 また、今年は小牧山城築城450年記念事業で非常に小牧も注目されてき

ていますが、これまで観光ということにはあまり積極的に取り組んできま

せんでした。一足飛びに小牧が観光都市になることはなかなか難しいわけ

ですが、産業の厚みを増していく意味からも、観光の振興にも取り組んで

いくこととしております。現在、小牧駅の都市センター内に観光案内所を

設置していますが、これを小牧駅西側の名鉄小牧ビル１階の空き店舗にな

っている場所に移し、充実していきたいと考えております。 

今、450年ということでテレビなどで小牧市や小牧山が取り上げられる

ような機会が随分増えたと感じられるのではと思っております。節目とい

うことでＰＲしている一定の成果ではないかと考えております。今後もさ

まざまなイベント事業を進めていきます。一過性に終わることなく、今後

の小牧のまちづくりの新たなスタートとしたいと考えております。元旦に

は初日の出を拝む集いに昨年に倍する4,500人という方にもお越しいただ

きました。９月には、こまき信長まつりを、従来のお月見まつりや薪能な

どのイベントを取り込みながら、３日間の連休で盛大にやっていこうと計

画しております。12月のフィナーレでは、信長公が小牧山城を築城したス

トーリーを中心に市民劇を予定しております。また、中部地方では自治体
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として初めてということですが、立体映像と音楽のイベント、３Ｄプロジ

ェクションマッピングで華々しく記念事業を締めくくりたいと思っており

ます。 

 

（行政経営）（行政経営）（行政経営）（行政経営）    

最後に、行政経営の分野です。改革と創造の市政ということで、これま

でのような要求、要望を聞きながら拡大してきた行政から、本当に必要な

ところを一定絞り込みもしながら、本当に安心できる、活力ある高齢社会

を市民と一緒に築いていくことが重要であります。そうした中、行政のみ

ならず、市民、事業者、市民団体など、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ような分権型の社会システムの

構築が不可欠であります。地域においても地域の自主性の中で、さまざま

な工夫による取り組みを進めることが必要であり、現在、地域協議会の創

設などを目指して準備を進めております。区長会初め、地域で活躍する各

種団体などの代表者の方々から、この地域協議会の制度設計がおおむね妥

当であるという了解をいただいたところです。今後、地域に入って説明を

しながら、機運の高まったところから順次設立に向けていきたいと考えて

おります。 

 今の区の中には1,500世帯を超える大きな区もあれば、十二、三世帯と

いう小さな区もあります。立派な会館がある区も、会館がない区もありま

す。いろいろな区がある中で、できること、できないことがあります。小

学校区単位ぐらいの中規模、15万市民を16小学校区で割り、１万人ぐらい

の範囲で、もう１つ中間的な自治組織をつくっていきたい。区長会や自治

会の役割は変わらず、今までどおりですが、行政との間にもう１つ、そう

した組織をつくる中で、今後一層自治を進めていきたいと考えております。 

 また、自治基本条例を26年度中に制定できるよう今準備を進めておりま

す。これも公募市民に参加いただき、あり方研究会というものをつくって

近々提言をいただくことにしております。今年度は起草会議をつくり、具

体的な条例文等の起草に入っていく予定にしております。 

 公共施設について、市の多くの施設が昭和40年ごろからの建設であり、

今後建てかえが続いていくことになります。人口が減っていく中で、これ

からの施設のニーズ、規模、維持管理費、適正な配置、こういったものを
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今後、長期的には十分に検討していく必要があると思っております。今の

施設を建てかえ、全てつくり直すということは、市のこれからの財政を考

えたときには不可能だと思います。これまで毎年25億円ぐらいずつかかっ

ている施設の維持管理・更新費用ですが、今後、1.5倍の38億円ぐらいで

30年、40年推移するという試算もありまして、それは非常に過大な負担で

あります。そういった検討の基礎資料となるよう、公共施設白書を２年間

かけてつくってまいります。地域の会館、このふらっとみなみもそうです

がその利用状況等を確認しながら検討していきます。 

何も縮小、縮小と言って暗い話ばかり考えているわけではなく、いろい

ろと見直しをし、コストを削減する。絞るところは絞り、将来に向けて夢

や希望が持てるような、そんな新たな活力ある地域をつくっていこうと思

っております。 

行政改革の中で市の職員の定数の適正化等も今進めており、４月からは

課長補佐職の原則全廃も人事の中で掲げました。市役所も一層の努力が必

要でありスリム化を図ってきております。ただ、ご理解いただきたいのは、

市役所の業務は非常に増えています。高齢化の中で、特に福祉関係部門な

どは相当忙しいです。そして、パスポート業務もそうですが、国や県から

の権限移譲がどんどん来ております。にもかかわらず職員の定数は減らし

ているのです。総人件費を増やすことが全国的な流れに反する中で、やは

り現場をもう少し手厚くしていきたい。現場に職員を張りつけるためには、

管理職にもう少し頑張ってもらうということが必要ではないかと検討し、

２年かかりましたが方針を打ち出しました。 

予算規模として、507億8,700万円の一般会計、前年度比1.5%少ない予算

を組みました。特別会計、企業会計を合わせ1,100億円強です。市税収入

は、ここ４年ぐらい減収傾向でありますが、景気回復にも期待しながら、

元気に前向きに、これからの小牧をつくる積極的な予算にしたところです。

今年も皆様のご支援の中で頑張ってまいり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
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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】】】】    

15年前に区画整理をやるといって、うちの中も全部写真を撮っていきま

したが、それから何の返事もないです。また今年の３月か４月ごろに、道

路がかかり、うちは真ん中に挟まれています。でも若い部下ばかり来て、

区画整理課長などは来なくて話になりません。この前も、２日かかって、

家具類から外まで全部写真を撮っていきましたが、それから何の連絡もあ

りません。こういうやり方はいけないと思います。 

 

【【【【発言者２発言者２発言者２発言者２】】】】    

 地域のコミュニティセンターを自由に使えるようにしてほしいです。例

えば、このふらっとみなみは開館時間が午後９時までです。この前、オリ

ンピックのときに使わせてもらいましたが、非常に規制が厳しいです。小

牧山で日の出を見る話がありますが、小牧山まで行くのではなく、ふらっ

とみなみで大晦日から元日にかけてカウントダウンをしたり、屋上の展望

台で日の出を見たりしたいと思うのですが、もともと施設の休みだからで

きないと言われています。運営協議会や管理者と相談して、その中で解決

できないか。 

 

【発言者３】【発言者３】【発言者３】【発言者３】    

 農業公園について、二、三年前も問題が出たのですが、まだつくるとも

つくらないとも言っていないのに、委託業者に指導料を払ったということ

をお聞きしましたが、本当でしょうか。 

    

【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】    



ふらっとみなみ 

 

－１２－ 

 まず区画整理について、大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。 

 区画整理はずっと進めてきており、随分進んだ部分もある一方で、細か

いところに入り、難しさを増していると思っております。 

 区画整理事業というのは、どうしても整備をしながら順番に移転してい

きますので、もう何年も前に片づいた方から、いまだに何も変わりないと

いう方までおられると思います。事業の性格上、そういう状況も一定ある

わけであります。一度、今の状況を確認させていただき、改めて相談させ

ていただきます。 

 

 次に、ふらっとみなみをもう少し自由に使えるようにとの意見ですが、

確かに言われることはよくわかります。ふらっとみなみは、市が本来管理

すべきところを一層柔軟にやるため、コスト削減も見込んで、民間に管理

委託しており、最終的には市が全てのコストを払っておりますが、どこま

で使うかというのは、その利用状況次第だと思います。 

私の公共施設に対する基本的な考え方は、皆様が利用するならばできる

だけ対応すべきだと思っています。なぜなら、１億でも２億でもお金をか

けて建て、耐用年数が60年ということならば、１週間のうち１日でも休め

ば、その部分は損をするわけです。民間であれば、できるだけその資産を

有効活用しようと使っていくのは当たり前で、当然必要だから建てたので

あって、市の施設もできる限り使ったほうがいいです。ところが、その利

用のため、職員の張りつけや維持管理する費用など、その分コストがかか

るというのも事実です。最終的にはそのあたりの利用状況とコストのバラ

ンスだと思います。 

皆様からの意見、要望の中で十分に話をさせていただき、地域の総意と

して、コストがかかっても地域のためにぜひやりたいということであれば、

それは市として検討していく余地はあるかと思います。皆様への市民サー

ビスとして、コストに十分値するとの判断を市としてできればと思います。 

 

 農業公園でありますが、最初の計画から紆余曲折がありまして、私の就

任前ですが、基本構想、基本計画を描くという業務を業者委託しておりま

した。その委託費も支払っております。私が市長になり、農業公園につい

てはゼロベースで見直しを行うということを、さきの３月議会でも答弁し
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ました。この農業公園については、このまま進めることはできないと判断

し、事業については現在凍結しております。せっかくお金を払って計画を

つくったのだから、これを進めるべきだという意見もあるかもしれません

が、私としては進めないという判断をしております。ただ、当時進めよう

として支払ったお金は戻ってきませんので、これはいたし方ない状況だっ

たと思います。 

 これまで土地取得でかなりのお金を使いましたが、これから進めるとな

るとさらにお金がかかり、そして一定の入場料を取って事業を行っていく

方式の農業公園は、採算性の面で非常に厳しい。かなり赤字が見込まれる

のではないかという判断の中で、現在事業を進めることはできないとして

おります。ただ、土地がありますので、その土地をどう利活用していくか

は課題として残っておりますので、今後処理し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】】】】    

 一昨年から、航空宇宙特区に小牧市が選ばれております。地域活性化や

産業振興に大きな望みを託する事業だと思いますが、今後どう取り組んで

いかれるのか。 

    

【発言者５【発言者５【発言者５【発言者５】】】】    

 先日の議会の報告会などでもいろいろありましたが、プレミアム商品券

発行事業について少し伺いたい。 

 この制度について、消費者にとっては非常にありがたい話で、大いに活

用させていただいていますが、今年の３月の末、新聞に附帯決議がついた

という記載がありました。どういうことなのか少し教えていただきたい。 

 

【【【【発言者６発言者６発言者６発言者６】】】】        

 今年の信長公の450年のような、人が集まる行事は、大変商店街にとっ

てもいい方向にいっていると思います。 
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 小牧もいろいろと史跡があり、他所から見えた方に紹介しています。西

町の稲荷堂について、今、隣で工事が始まりブロックを壊されたので、鳥

居から入れるようにしてもらえるのかと思っていましたら、何か建物をつ

くっておられます。お客さんを案内できるよう、何とか調整をしてもらえ

ないか。 

 

【【【【発言者７発言者７発言者７発言者７】】】】    

最近いろいろなところで地震があります。ピーチライナーの今使用され

ていない部分について、耐震性がほとんどないのではないか。小牧は地盤

がいいという話は聞いていますが、大きな地震が来たときに崩れたらどう

するかという問題もある。一部を壊すような話も聞いたが、相当な費用が

かかると思います。小牧市は全国的に見ても財政が裕福ということがある

が、これから先のことを考えた場合、どんどん先送りにすると、全部若い

子に負担が来るのでは。これは市も県も国も絡むと思いますが、どう市長

は考えておられるのか。 

 

【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】    

航空宇宙産業についてであります。航空宇宙産業は、私も県議会のころ

から、この地域が発展するためには非常に有望な産業だということを訴え

てきた立場でありました。この地域、日本と言ってもいいですが、自動車

産業が非常に大きな柱になっており、その次の産業をどう発掘していくの

か、育てていくのかということは大変大きなテーマだと思います。自動車

のみならず、この愛知・岐阜の地域は、ゼロ戦をつくっていた当時から航

空機産業のメッカであり、日本全体の50％以上のシェアを占めている地域

であります。ただこれだけでは世界と戦えないですから、航空宇宙産業ク

ラスター形成特区として、この地域を世界に冠たる一大拠点に、世界三大

拠点の一角ぐらいにしようということを、知事も一生懸命今言っています。

この特区を愛知県や岐阜県と一緒に小牧市も申請して、指定されていると

ころです。今後、小牧市に新たな航空宇宙産業の関連企業が来るときには、
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県税の減免もありますし、小牧市も独自に産業立地の補助金や、いろいろ

な新しい企業を呼び込むための施策を今まとめています。今年度中に、産

業立地基本計画を産業振興基本計画に入れ、その大きな柱に、航空宇宙産

業を位置づけようとしております。これまで小牧市は産業振興基本計画、

いわゆる産業の方向性を示す計画を持ってこなかった。立地は良いが、土

地があまりないもので、物流などよりもむしろ先端産業に来てもらったほ

うがいいわけで、ぜひ航空宇宙産業は振興していきたいと思っています。 

  

プレミアム商品券についてです。議会報告会でも多分質問が出たと思い

ますが、ほかのタウンミーティング会場でも聞かれ、関心を持っていただ

いています。 

 残念ながら、なかなか議会のほうでも理解いただけないところがあり、

２年連続で附帯決議がついております。今年の３月の議会は附帯決議だけ

ではなく、市長提案の予算案について、プレミアム商品券事業の部分、１

億3,000万円について、予算の半分を認めないという修正案が議員提案で

出されました。前半はもう準備しているから仕方ないが、後半以降は、認

められないという案です。小牧市政では三十数年ぶりに首長提案ではない

予算案が議会から出たということで、これはしっかりと説明をしなければ

いけないと私も思っています。 

 こまきプレミアム商品券事業は、１億円のプレミアム分をつけた商品券

を10億円で市民の皆様に買っていただくものです。この総額10億プラス１

億、11億円を、１年間で市内で消費してもらおうという消費刺激策であり、

また小牧でしか使えない商品券という囲い込み政策でもあります。名古屋

や春日井で買い物をするなら、小牧で使ってくださいということです。１

万円で１万1,000円分の買い物ができる商品券で、購入には１人５万円ま

での上限がありますが、非常にお得であります。非常にありがたいことに

完売をしております。現金ではないので、有効期限内で、市内で使うとい

う制約もある商品券であり、買いたい人が買ってもらって、買いたくない

人は買わないというのも自由であります。 

 そこで議会で反対、認めないという方は、公平性がないといわれます。

つまり15万市民のうちで１万人しか買ってない、１万人しか利用してない

というのは、ほかの14万人は買ってないのだから公平性に欠ける、還元さ
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れていないというのが反対の理由だと思います。私は、これは受け入れら

れません。 

 賛成の方が出された附帯決議は、予算は認めるが意見をつけるというも

ので、中身は、大きく３つです。 

 １つは、経済効果をもう少し詳しく検証して、慎重にやりなさいという

意見。これは受け入れていきます。２つ目は、商工会議所に事務手数料と

して3,000万の間接費の補助をしているので、これをもっと値下げできな

いか。あるいは商工会議所が負担できないかという意見。小牧は１万

1,000円のうち5,000円は大型店でも使えるようにするなど、いろいろ工夫

しており結構コストもかかっていますが、この間接費をもっと圧縮できな

いか商工会議所と相談をしていきます。もう１つは、１万人しか利用でき

ないなら、もっと多くの人に利用できるよう工夫しなさいという意見。た

だ、１億で１万人、２億にすれば２万人とはいかないだろうから、１億で

やっていくために購入上限５万円を４万円、３万円と下げるとか、そうい

ったこともこれから商工会議所と相談していこうと思っています。 

ただ反対という部分の、15万人のうち１万人しか利用しないからだめと

いうことを言い始めると、施策全てそうなってしまう。 

 例えば南保育園も、億の金をかけ運営費もかかるが、利用するのは一部

の家庭です。働いている家庭、お子さんのため、必要だからやるのです。

ほかの施設も、老人福祉センター、図書館だって、毎日のように利用して

いる方も見えれば、ほとんど利用されない方も見える。でも、それぞれの

施策は全て目的がきちっと明確にあって、それぞれ対象者がいて、そうい

ったいろんな施策全体で調和がとれているのです。このプレミアム商品券

事業だけをもって、全ての市民に還元していない、公平性に欠けるとはな

かなか言えないと思います。 

 例えば、昨年度9,000万円の太陽光発電補助金を組んでいます。375世帯

分です。375世帯に9,000万という予算は議会で誰も反対しませんでした。

企業誘致で、５社に対して合計２億数千万の補助金を組んでいます。これ

も反対はありません。ですが市内の３分の１の商業者の600事業所が参加

する事業に、１億投じるのがだめだというのは、私としては整合性に欠け

るんではないかと思います。 

 いずれにしても、これは中小商業の活性化のためであり、多くの店舗が
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期待をしている事業です。これで高齢化の中で、地元の商店、買える店が

残ればいい。助け合いながら、そういった地域活性化をしていく。できる

だけ地元のお店を使ってくださいということでご理解いただければと思い

ます。 

 

 次に、市内には多くの文化遺産、史跡があり、もう少しこれらについて

目を向けていきたいと思っております。西町の稲荷堂は私も、よく承知し

ております。これは、多分通称稲荷堂でありまして、私の理解では併設さ

れている、尾張徳川家の菩提寺の建中寺から移設された立派な建物が、か

なり朽ちてはいますが、非常に文化的価値が高いと聞いております。 

 今回、私も建てかえで建設工事の看板が出ているのを見かけ、既に相談

をしておりますが、残念ながらもう既に設計図面から基礎工事に入ってお

りましたので、何ともならないということであります。できるだけ何とか

配慮してほしいということを強く申し上げておりますが、それ以上は申し

上げられないと思います。 

 

 ピーチライナーの質問について、高架の耐震性が心配だということです。

これは県の所有物で、県の建設部が所管しておりますが、県の考えとして

は、利用することが決まらなければ手が入れられないとのことです。ただ、

３・11の大震災が起き、利用の有無にかかわらず耐震のことはみんなが心

配しているので、早急に対策を講じてほしいと申し入れをしました。 

 県の答えとして、当面耐震性には問題ありませんとのことです。上もそ

う重くなく、ほかの高速道路が大丈夫なくらいには大丈夫だということで

あります。ただコンクリートブロックなどいった部分で落下の心配がある

と思いますから、強く言っているところです。 

 県としては、今の155号線上は今後も道路としての利活用を目指し、155

号線から小牧原を回って小牧駅までの区間と、155号線から桃花台へ曲が

っていく区間については、道路から除外をする申請手続をしていくとのこ

とです。国に申請し、認められれば道路としては廃止して壊していくとい

う方向で県は決断しております。真ん中の部分は、春日井の19号線までこ

の北尾張中央道、155号線が接続すると交通量が伸びるので、それにあわ

せて、上を小型車で通れる道路として使っていきたいとのことです。接続
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の予定は15年後ぐらいですが、それに向かって検討を進めていきますとの

ことです。 

 お金は、壊すのに100億と言われており、今の案で両端を壊し、上を道

路として活用する。そのために、乗り入れ口等を整備するのに90億と聞い

ております。県の所有物であり、県の事業でありますので、市はお金を出

しません。小牧駅のほうを壊していけば、その後の整備についてはしっか

り相談をして、市で手を入れるところは手を入れ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８発言者８発言者８発言者８】】】】    

 巡回バスのことです。市民会館よりも北里市民センターのほうでいい催

し物があるので、春日寺のほうから巡回バスに乗ります。小針の郷で藤島

団地のほうに乗り換えますが、そこで６番の巡回バスが二、三分遅れて付

くように決まっているので乗換えがうまくできず、次のバスまで２時間も

待たないとだめなのです。往復時間を合わせろとは言わないけど、片方だ

けでも、どこかをちょっと合わせてもらいたい。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 巡回バスのダイヤの見直しを進めるには、若干時間のかかることを先ほ

ど申し上げました。１時間に１本を目指していきたいですが、どうしても

時間がかかります。何時台ぐらいのどのバスなのか、後ほど詳しく伺いま

すので、できることであれば何とかしたいと思います。 

 

【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    
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【【【【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。 

 できることはしっかりと前向きに対応したいと思っております。 

 今年は小牧山城築城450年ということで、いろいろな事業を計画してお

りますが、小牧で今もお話がありました稲荷堂であるとか、北外山、南外

山、春日寺初め南部の地区でも、いろいろな隠れた文化財や歴史があると

思います。そのほうにも目を向け、我々が一層地域に愛着やら誇りを持っ

ていきたい。その一つのきっかけとして、今、小牧山城450年をやってお

ります。市民の皆様が常に関心を持って、地域に愛着を持って、みんなで

地域づくりを進めていこう、そんな機運を高めていきたいと思っておりま

すので、ぜひ一層ご協力をお願い申し上げたいと思います。 

 本当に今日は長時間、ありがとうございました。 


