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【質問者1】市長の原子力発電に対するお考えをお尋ねいたします。 

原子力発電には核のごみが残ります。核のごみ処理という価値のないこ

とにお金を払い続けねばなりません。私は原子力発電を一日も早くやめる

べきであると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。 

また、西尾市や豊明市では市民による太陽光発電が行われようとしてお

ります。小牧市も、ぜひこうした市民による太陽光発電事業を進めていた

だきたいと提案します。 

 

【質問者2】被災地の復興支援についてお聞きします。 

東日本大震災から3年余りたっておりますが、復興は一向に進んでおり

ません。小牧市から平成25年度は宮城県のほうへ復興支援という形で職員

の方2名が派遣されたと思いますが、今年度はどうなっていますか。 

また、復興支援について何かお考えがあればお聞かせください。 

 

【コーディネーター】山下市長、よろしくお願いします。 

 

【市長】なかなか難しいご質問をいただきました。 

起こらないだろうと言われていた原発の事故が現実に起こったという中で、

本当に大丈夫かといった気持ちは当然だと思います。 

ただ、この原発をなくすか否かについて、市長という立場ではなかなか言い

にくいなということが正直な気持ちです。リスクがあるものをどう扱うのか。 

原発がなくていいことばっかりならそれでいいと思うのですが、やっぱ

りエネルギー問題も含め、何を根拠にどう考えればいいのか情報が錯綜し

ていまして、非常に判断が難しいというのが一般的な国民の感覚なのかな

と私は感じています。 

ないほうがいいというのはそのとおりだと思います。自然エネルギーや、

再生可能エネルギーでやっていくのが一番いいだろうと私も思います。で

すがいろんな意見が分かれている状況でもあり、市として考え方を表明す

るのは難しいと今の段階では感じています。 

これは国全体の問題でして、国民的な議論の中で判断をしていくものだ

と思います。こういう例がいいのか悪いのかわかりませんけれども、たと



平成26年4⽉21⽇ ふらっとみなみ 

－２－ 

えば交通事故。交通事故は悲惨ですよね。小牧も既に今年2名の方がお亡

くなりになっております。ちょっと前まで全国で毎年1万人の方が亡くな

っていたのが、この交通事故です。 

ですが「事故が危ないから自動車を禁止しよう」という議論にはならな

い。利便性とリスクをどう考えるのかということは、国民的な議論の中で

社会的な合意が必要だろうと思います。 

一度原発事故が起これば回復不可能なほど大きなリスクがある、これは

事実であります。これをわかった上で使うのか使わないのかという議論だ

と思います。使わないほうがいいという方々が多くお見えになることは当

然だと思います。 

ですが、今の段階で市としての考えを申し上げるのは難しいと思っています。 

一方で、ソーラー発電については一生懸命頑張っています。家庭用電力

のソーラー発電件数は愛知県が全国一でした。小牧もその中でさらに頑張

っていこうと県内でもトップクラスの住宅太陽光発電補助を設けています。

ですから太陽光発電の工事件数というのは他のまちに比べて小牧は圧倒的

に多いと思います。ほかのまちと比べると補助をつけ過ぎじゃないかとい

う議論もありますが、震災以降非常に関心が高まっている今、この機を捉

えて太陽光発電をどんどん進めようというねらいです。 

京都議定書に基づく日本で減らすべき二酸化炭素の中で小牧がどのくら

いになるのかを試算し、市として自然エネルギーについて責任を果たして

いこうという考えで、予算をつけています。 

公共施設の屋上についてはできることは全て今やっています。メガソー

ラーとかまではやっていませんけれども、それについては他市町の事例を

見ても、まずは市民の皆さんで、例えばファンドをつくって市民の行動の

中でやっていく、もしそういった市民の皆さんの行動があれば、市として

支援していくことはやぶさかじゃないというふうに思っています。 

なお、市内全ての小・中学校については、太陽光発電システムを設置し

ております。 

それから、震災復興の件でお話をいただきました。 

確かにまだまだ復興は十分じゃないと思っています。震災発生直後、す

ぐにうちの職員組合がその日の夕方に車2台で行けるところまで行くと決

め、市としても緊急物資を放出しました。 

それから、市として初めてのことでありましたけれども、市の予算から見
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舞金を出したということもあります。八雲町にも漁業被害100億ということ

で見舞金を包みました。消防、医療、保健師、水道、給水とかですね。いろ

んな分野で職員を応援に出し、小牧としても力を入れました。 

その後、復旧から復興に移り、例えば区画整理、住宅の再整備であると

か、そういったことが中心になりましたので、今はそういった職員を派遣

しています。 

23年度はいろんな職員を送り、その後復興になって24年度から宮城県の

気仙沼市に建築技師を派遣し、あるいは七ヶ浜町に区画整理支援で職員を

派遣しました。平成24年度から気仙沼と七ヶ浜にそれぞれ毎年1人ずつ派

遣をしているということでありまして、職員も向こうでは車がないと移動

できないといって軽自動車を自費で買ったり、いろいろと苦労してやって

いると聞いています。 

さらに、東日本大震災を忘れちゃいけないということで、毎年3月にチ

ャリティーイベントを市民会館で行っています。 

職員の派遣についても、今後さらに陸前高田市へ3カ月間、市民税業務

で1人派遣することにしています。できる限りずっと続けていきたいと思

っています。 

ただ、いま職員数をずっと減らしてきています。特に技師は足りないような

状況ですが、市としては平均よりも多く出しているということで、厳しい中で

はありますが最大限送っています。今後とも頑張っていきたいと思います。 

 

【質問者3】いま、認知症の方が全国で1万人を超えているそうです。その

中に、お散歩に出たついでにどこかへ行ってしまわれたと、そして300人近

い方が亡くなられたという話を聞きました。そこで、今小牧市で何名の方

が認知症になっていらっしゃるか、行方不明の方がいるのかどうかをお尋

ねしたいと思います。 

 

【質問者4】この地区の区画整理が、いま大体どの程度まで進んでいるの

かということと、何年後ぐらいに完成の見込みを立てておられるのかをお

聞きしたいと思います。 

 

【質問者5】小牧駅から桃花台までのピーチライナー跡地、あそこを通る

たびに、これはどうなっていくんだろうかということを疑問に持っており
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ます。この跡地についてどのようにしていかれるかということをお聞きし

たいと思います。 

 

【コーディネーター】ありがとうございます。市長、お願いします。 

 

【市長】認知症については本当によく皆さんに連携していただいて、認知

症見守りネットワークという早期に発見をする体制をつくっておりまして、

小牧はおおむね早期発見できていると、機能しているというふうに思って

います。 

認知症の方で小牧の中で発見できなかったという方は、市としては聞い

ておりません。また、人数について平成23年度の介護保険で認知症と認定

をしている方の数は約2,400人であります。徘回高齢者の数というのは、

平成25年度の数でいきますと、おおむね毎年4、5名ということです。 

また、認知症見守りネットワークも、昨年度北里地区で完成したことに

より6地区全ての認知症見守りネットワークが完成をしたということです。

市内の会員数は904名の方が会員になっておられます。ぜひ皆さんも会員

になっていただけたらありがたいと思います。メールなどで皆さんに情報

が行きますので、かなりの発見率です。ただ、市外で見つかることもある

ということで、今年度以降、市外を含めたネットワーク化をしていこうと

いうことで、今さらなる拡充に向けて努力をしているところです。 

まずは認知症サポーター養成講座がありますので、皆さん受けてください。

いま受講した方の数が6,304人でございます。そのうちの904人しか登録してな

いということですので、ぜひ登録していただくようにお願いいたします。 

ちなみに、全国で行方不明者というのは実は毎年いっぱいいるんですよ。

ただ、自発的な蒸発とかいろんな方がいるので、警察は全部を捜査しませ

ん。事件性のあるものしか捜査しません。だから、ニュースにならない行

方不明者は実はいっぱいいます。ただ、認知症に限ってはすぐに探します

し、そのために認知症ネットワークもあります。今後もネットワークを充

実させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に区画整理についてです。 

小牧最大の区画整理事業であります小牧南土地区画整理事業、平成25年

度末の進捗状況は道路整備率ベースで75.6％であります。すなわち4分の3

は終わりました。事業期間につきましては、現在の計画は平成31年度末ま
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での計画となっております。つまり、あと6年ということであります。 

これは交渉事でありますので、その進捗次第というところがあります。

「ここが解決しないと次が進まない」ということもあります。 

一般論でありますけれども、より細かく難しいところが残りますので、最後

の数％に時間がかかるというのが区画整理事業ですので、予定どおり31年に完

了できるかどうかというのは、今のところ何とも言えないという状況です。 

ピーチライナーについて、これは本当に頭の痛い問題です。私の選挙のとき

にも聞かれまして、ピーチライナーの問題を解決しないと市長になれないとし

たら、多分誰もやり手がいないということを言った覚えがあります。 

ピーチライナーのほとんどは県の問題なんです。市としてできることと

いうのは、非常に限られています。 

壊すのに100億かかると言われていて、県は一部壊して一部利用すると

言っていますけど、そのプランの説明会が7月に行われました。ようやく

県が市民向けの説明会をやったんですね。壊すのに100億。一部利用して

一部壊していくのも100億近い。そういう方向で一部利用すると言ってい

るんだけど、私は本当にそれがいいプランなのか、実現性が高いのかどう

なのかということは、正直よくわかりません。 

ただ、県が重い腰を上げたものについてちょっと待ったと言うとまた検

討で延び延びになってしまうんで、一応両端を壊すということについては

合意をいたしました。これが小牧駅から小牧原までと、155号線上は除い

た桃花台方面です。155号線の上は残して、小型車専用道路として10年後

くらいには使いたいと言っています。 

当時の累積赤字が30億、ラグーナ蒲郡も累積赤字が30億。同じ第三セクタ

ーで県の関係。ラグーナはトヨタ系、ピーチライナーは名鉄系。ラグーナ蒲

郡は救ったけど、ピーチライナーは救わなかった。これは小牧だけしか通ら

ないこともあり小牧の県会議員しか味方がいなくて、自民党の中でも非常に

難しかった。でも、累積赤字もいろんな経営改善をして、最後は1億ずつだ

った。多少市からお金を出したとしても、ピーチライナーを動かしていたほ

うがよかったなと、私は思っていますけれども、残念なことでございました。 

 

【質問者6】先ほどピーチライナーの話がありましたけど、県が動いてい

るということで、壊すのに100億かけるんだったら、生かす方向で100億使

って例えば岩倉とか春日井のほうへつなぐようなことを考えてもらったら
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どうかなと。今日はそんな発言をしたくて来ましたが、ちょっと遅かった

ようです。 

 

【質問者7】間内駅の前をきれいにしてもらい、照明も設置してもらった

ので、あの近辺の事故が減りました。私は皿屋敷に住んでいるのでそこか

ら歩いて帰ってくるのですが、この道路がもう少し明るくなったら事故が

もっと減るんじゃないかなと思いましてお願いしたいと思います。 

それから、先ほど区画整理の件で市長もおっしゃったとおり、道をつく

るには家をどかさなければなりませんし、住んでいる人に引越してもらわ

なくちゃいけません。相当のお金がかかることは大変でしょうけれども、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

【コーディネーター】山下市長、よろしくお願いいたします。 

 

【市長】ピーチライナーについて一歩遅かったというのは我々も同感でし

て、おっしゃるように一宮や春日井方面につなげばよかったと私も思いま

す。小牧に住んでおられる方は、車は便利だけれども公共交通は不便だと

いうことで、特に鉄道については何とか横軸ができたらよかったなと私も

思いますが、今からですと非常に厳しいと思います。かつてピーチライナ

ーを高蔵寺までつなぐという計画がありまして、高蔵寺までつなぎますと

いわゆる愛知環状鉄道につながります。愛環は三セクにしては珍しく黒字

なんですよね。だから一緒になっていくとよかったなと思うんですけど、

つなげなかったですね。 

桃花台方面と小牧方面は壊し、155号線上は小型車専用道路として残す

と県は言っています。鉄道を望まれる方もいらっしゃいますが、私もでき

るならそうしたいと個人的に思いますけれども、なかなか難しいと思いま

す。余談ですが上末のところに坂があるので、鉄軌道だと滑ると思います

ね。電車の乗入れは難しいと思います。ピーチライナーはゴムタイヤなん

です。だから登れたということです。 

それから間内駅、本当にきれいになりました。今後自転車置き場などの整

備もしていくことになります。防犯灯につきましては区を通じてやっていた

だくということで、料金等につきましては市から全額補助をしておりますの

で、ぜひ地域のほうでご協議をいただきたいと思います。 
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それから、区画整理につきましては今後とも皆様のご協力をお願いした

いと思っております。他の地域では消防車や救急車も入れないような道も

いまだにありまして、他の地域からするとうらやましいと南部地域は言わ

れております。これから若い人たちがどんどん住んでいくことになります

ので高齢化率がこの地域では若干下がっていくのかもしれませんが、若い

人たちとの融和の中で、ぜひ支え合いの地域づくりを進めていただきます

ように、新しいまちづくりに向かってそれぞれの地域がご努力いただきま

すようにお願いしたいと思っています。 

 

【コーディネーター】それではご発言のある方、挙手でお願いします。 

 

【質問者8】提案なんですが、高齢者ボランティア支援制度をつくってほ

しいのです。高齢者が増えている割にはボランティアをやる人がいないん

ですよ。こどもの交通安全のためにボランティアを探しても、犬の散歩の

ほうが大事だというんですね。先ほどご発言があったように認知症の方も

これからふえていく。いろいろと高齢社会のリスクが広がっていく。一方

で、こどもが地域から孤立していっている。いろんなことについて高齢者

にふさわしい役割があると思うんですね。ところが、なかなかやろうとす

る人が少ない。高齢者ボランティアが「よしやろう」と元気を出してくれ

るような、そういう制度をつくってほしいです。 

 

【コーディネーター】市長、よろしくお願いします。 

 

【市長】いろいろとボランティアをお取り組みいただいておりまして、あ

りがとうございます。 

今、このことについては鋭意検討を進めております。総合計画の中で、

「（仮称）ありがとう地域ポイント制度の創設」とあるのが、まさに今ご

提案のあったボランティアポイント制度とほとんど同じものです。 

「都市の活力」と「暮らしの安心」を、 ”元気 ”と ”支え合い ”という2つ

の都市ビジョンの地域循環の中で実現をしていこうと、これを小牧の特徴

的な戦略にしようということを今描いております。 

正直、いろいろな課題があるのが現状でございますが、何とか知恵を出

して乗り越えられないかと考えています。地域協議会の創設と相まって、
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このあたりが非常に大きなポイントだと思っています。 

ニーズをくみ取り、そして助けてくれる人につないでいく。いわゆるボラ

ンティアセンター的な機能。社協にも今ボランティアセンターはありますけ

れども、そういったことを地域でできないだろうかと想定しているのが、地

域協議会の本質なんですね。ただ、もちろんそれぞれの地域の実情がありま

す。この南部地域におきましても、ふらっとみなみの運営協議会もあります

し、米野小学校区と南小学校区の2つの小学校区での違いというのもあるで

しょう。いろいろと地域の課題もありますけれども、地域協議会で3世代つ

ながっていく中で、こどもたちの見守りと高齢者の見守りを両軸でやってい

ただけないかなというのが私の希望です。 

高齢者だけでなく、今はこども会も役員をやるんだったらいやだという

ことで人が抜けちゃうんですよね。20代、30代の人たちがいつ地域社会に

関心を持つかといったら、こどもができたときですよ。こどもができると

学校はどんなところだろう。あるいは、子育て支援策は何をやってくれる

んだろうかといろんなことで関心を持つ。PTAとかこども会で役員をやら

ないといけないけど共働きで仕事をやっていてはとてもそんな役員を受け

られない。そういってやめちゃう。関心を持っても、入り口でつまずいち

ゃうんですよね。地域との関係がそこで途絶えてしまう。別にこども会の

役員を高齢者の方がやったっていいじゃないですかね。できる方がやれば

いいと思うんですよ。 

高齢者のほうも、老人会の会長のなり手がいないから老人クラブ解散だ

というんですね。高齢者の数はどんどんふえているのに、老人クラブが解

散だというのは、これはつらい。 

地域協議会について区長会なんかにお話しすると、屋上屋を架すようなも

のだと言われることもあります。でも、そうじゃないんです。恐らく何年か

経つと区の役割と地域協議会の役割というのはおのずと分かれてきます。地

域協議会は、やりたい人が誰でも参加できるもの。地域によっては、あの人

が区長じゃ困るからやらせられないということもあります。地域協議会はそ

うじゃない。やりたい人は5年やっても10年やってもいいんです。役員はで

きないが1週間に一度ぐらいなら手伝ってもいいよ。2時間、3時間ならいい

よ。そういう人だっています。そういう裾野を広げれば、一人一人の負担が

減っていく。区長さんも民生委員も助かるだろうと思います。 

大きな区が南部地区は多いですけれども、12、3軒という区もあるんで



平成26年4⽉21⽇ ふらっとみなみ 

－９－ 

す。128区の中にはいろんな区があるんですよね。ぜひ一度地域の中で考

えていただきたいと思います。 

ありがとう地域ポイント制度については、早期に実現できるよう課題を

整理しておりますので、いましばらくお時間をいただきたいと思います。 

 

【コーディネーター】それでは、お時間となったようでございますので、

これで懇談会は終了させていただきたいと思います。 

 

【市長】長時間にわたりおつき合いをいただきまして、まことにありがと

うございます。 

今日は多様なご意見をいただきまして、非常にいい時間だったなと感謝

をしています。非常にバランスよくいろんなお話を聞かせていただきまし

た。行政としてはしっかりと努力していきたいと改めてお誓いを申し上げ

たいと思います。 

一方で、やっぱり行政だけではできないこともあります。特に支え合いの

地域をどうつくっていくかなんてことは、行政だけではできません。行政は

しっかり責任を果たしますけれども、高齢化が一層進んでいる状況で、ニー

ズは多様化しています。かゆいところまで手が届く地域づくりを進めようと

すると、やっぱり行政だけでは無理があります。年をとっても生きがいを持

って1週間に1日でもいいですから少しずつ皆さんに協力していただくと見守

りというのはすぐできると思いますから、ぜひまた地域で自主的な取り組み

というのを進めていただけるとありがたいなと思っております。 

地域協議会には市職員や新たな財源もつけ、皆さん一緒に取り組んでいた

だきたいという制度でございますので、ぜひ一度説明会なんかもやらせてい

ただけるとありがたいとお願い申し上げて、お礼の挨拶にさせていただきた

いと思います。 

本日はまことにありがとうございました。 


