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日時  平成24年２月18日（土） 

午後２ :30から４ :30 

場所  東部市民センター 講堂 

○○○○市政報告市政報告市政報告市政報告    

【市 長】 

（（（（はじめにはじめにはじめにはじめに））））    

 皆さん、こんにちは。 

 今日、本年度最後の、あるいは平成24年にとっては最初のタウンミーテ

ィングということで、開催させていただきます。今日のタウンミーティン

グ、土曜日のお休みのところだと思いますが、大勢の皆様方にお集まりを

いただけましたことを、まずは御礼を申し上げたいと思います。 

 また、日ごろは市政各般につきまして御理解と御支援、御協力をいただ

いております。皆様に心から感謝を申し上げます。 

 さて、私も就任して、早いもので今月26日で１年になるところです。こ

の間、できる限り全力で取り組んでまいりました。２月の選挙におきまし

てお訴えをしたマニフェストの実現を中心に、可能な限り矢継ぎ早に新し

い施策を実行してきたところでございます。 

 

（（（（１１１１年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって））））    

 １年を振り返りまして、昨年３月11日の東日本大震災が就任直後に発生

し、その対応にも追われたわけであります。小牧からも、170名を超える

職員をこれまでに現地に派遣をして、支援をしてきたところです。 

 また、特に安心・安全に関心が高くなっています。地震対策をはじめ安

心・安全対策をいま一度見直しし、また一部耐震工事を前倒しし、また全

公共施設について緊急の耐震診断を実施してきたところです。 

 そうした中で、１年経ちまして、平成24年度に向けて予算の編成作業を

終えて、発表させていただいたところです。こうした機会に、本日、皆様

方にこれまでの市政の現状、そしてまた今の課題、さらにこれからの取り

組みについて、短い時間ではありますが、説明をさせていただいて、御理

解と御支援をお願い申し上げたいと思っています。 
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 まず、就任直後に骨格予算として、去年の当初予算を編成しました。こ

れからの時代は非常に速いスピードで変化をする時代です。そして、高齢

化をはじめとして、将来に確たる見習うべき確立されたモデルが見当たら

ない時代にあって、我々自ら時代を切り開いていかなきゃいけないと認識

をしています。そうした中で、小牧こそ、たゆまぬ先人の努力で恵まれた

財政力も持ち、また非常に多くの市民の皆さんの御協力の中で市政が運営

できるわけですが、そうした皆さんの知恵をいただきながら、我々が次の

時代に向けて、さらに現状の課題をどう解決しながら、本当に地域の、例

えば高齢になっても安心して住み続けられる、そして活気のある、そんな

まちが実現できるのか。そんなことを、新しいモデルを自らの創意工夫の

中で生み出していこうじゃないかと。そして、それを全国に発信していこ

うじゃないかと。全国のさまざまな取り組みは、学ぶべきところは学びな

がら、これは地域をより活性化していこうじゃないかと、そんな考えのも

とで、改革と創造の市政ということで新しい取り組みを始めたところです。 

 さらに、多種多様な取り組みの中に新しいモデルが生まれ、その市民の

皆さんのいろんな支援の交流の中で小牧が活性化をしていく、そんな小牧

の新しい市政の実現に向け、取り組みを始めさせていただいたところです。 

 この１年は、３月に施政方針申し述べました。そして６月に肉づけをし

て予算を編成した折にも２回目の施政方針を申し述べました。そこで申し

述べた３つの市政運営方針に基づき市政運営を図ってきたところです。 

 

（（（（これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組みみみみ））））    

 まず、清新で活力ある市政運営につきましては、就任後の６月議会に多

選自粛条例を、市長の任期を３期12年までを１つの目安としたらどうかと

いうことを提案させていただきまして、多選自粛の条例を提出をさせてい

ただきました。法律上、禁止ができないという中で、一定の考えとして、

３期12年ぐらいで市長を交代して、常に清新な市政を実現してはどうかと

いう提案でありました。もちろん、３期が絶対によくて、４期が絶対だめ

だとか、そういうことではございませんし、また、私が３期務める前提に

立つものでもございません。当然４年ごとに任期があるわけであります。

そうした中ではありますが、一つの提案としてそうした条例をつくってお

る自治体もございますので、私も愛知県で初めてになりますこの条例を提

案させていただいたところであります。 



－３－ 

 ただ、当然いろんな考えがありまして、最後は市民の選択ではないかと。

市民の市政を選択する権利を奪うことはできないから、あるいは立候補の

権利も奪うことはできないと、さまざまな御意見をいただき、この条例案

については議会の同意を得ることができませんでしたので、否決をされた

ところです。この市長提案の条例が否決をされたのは、小牧では実に37年

ぶりのことだと聞いておりますけれども、あえて言えば、そうしたことも

一つの市政活性化、議会の議論の活性化ではなかったかと考えています。 

 誤解のないように申し上げますと、先ほど申し上げましたように、これ

は一つの考え方でありまして、多選のみで市長を選ぶわけでもありません。

そして、当然いろんな争点がそのときそのときでありますから、それを乗

り越えて、なお４選をする市長がおれば、それはその市民の選択であろう

と私は考えて提案をさせていただいたところです。ただ、これについては、

今、成立をしておりませんので、今後十分に検討をしていくつもりでおり

ますが、今はそういう状況であります。 

 そして、２つ目として、市長と副市長の退職金については50％の半額と

いうことで、これは６月でお認めをいただいたところです。 

 このほか、皆さんには十分に情報公開をしながら清新な市政、そして、

さまざまな意見をいただきながら、さまざまな挑戦的な試みをしながら、

活力ある市政運営をしていきたいと考えています。 

 ２つ目ですが、戦略的な市政の運営です。 

 市政戦略本部を７月に設置をしました。市長のさまざまな、こういった

時代にはトップがリーダシップを発揮して、そして責任をとるという覚悟

で挑戦的な運営をしなければならないと思っています。その市長のトップ

マネジメントを支える市長公室を新たに組織改正の中で設置をしました。 

 特に、これまで「協働」という言葉はあって、市政の柱だと言っており

ましたが、実際には十分な推進体制がありませんでした。しかし、やはり

市民との協働の推進なくして、これからの地域運営はできないと確信をし

ています。特に高齢化、少子化をしていく中で、子どもの見守り、あるい

は高齢者が安心に暮らし続けることのできる見守りであるとか助け合い、

こういったことを実現していくためには、一層希薄になったこの地域社会

を、いま一度皆さんのつながりを再生し、そして助け合いの地域をいかに

つくっていくか、このためにも協働の推進が不可欠です。そういった意味

で、協働推進課を設置し、今さまざまな取り組みを進めています。 
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 そのほか、喫緊の課題に対応するのはもちろんでありますが、中・長期

を見通して、10年、20年、30年というスパンでこの小牧の将来の夢を描き、

それに向かってきちっと羅針盤を示して進んでいくということが重要であ

ると考えています。そういう意味で、現在、市政戦略本部の中に市政戦略

の会議をテーマごとに自由課題について立ち上げて、そこでさまざまな議

論を行っていきたいと考えているところです。後ほどお話ししますけれど

も、その試みを今始めているところです。 

 ３番目に、市民に開かれた市政運営です。このタウンミーティングや市

民公開のもとでの事業評価を実施したところです。これまでは、市役所の

内部だけでそうした事務事業の評価を四百数十事業にわたってしてきまし

た。徐々に進めて広がってきたこの行政評価という手法でありますが、こ

れを外部の、いわゆる市民の皆さんの声もきちっと聞く必要があるのでは

ないかということで開催をし、延べ24事業を公開のもとで実施をしたとこ

ろです。残念ながら、余り傍聴がなかったので、私たちの宣伝不足ではな

いかと思っていますが、来年度も行っていく予定ですので、ぜひ関心を持

っていただきたい。いいこともいっぱいやっていますし、効率や効果から

みると、もう少し見直しが必要ではないかという事業もありますので、ぜ

ひ市民の皆さんの声をお聞かせいただく、その前提として市政の情報を得

ていただく、そんなことにもお使いいただきたいと思っています。 

 そのほか、実は私は、この協働の市政は自治改革だといって３本の柱、

三位一体で進めると言っております。１つは行政改革、２つ目は議会の改

革で、そして、地域市民の意識も含めた改革、この３つを同時進行で進め

る必要があると訴えてまいりました。 

 

（（（（議会改革議会改革議会改革議会改革のののの要請要請要請要請））））    

 議会についても、私は議会のほうに８項目の議会改革の要請書を議長あ

てに出させていただいたところであります。それは、マニフェストに掲げ

ております議会の定数３分の１減、大幅削減、これも含めてそのほかさま

ざまな８項目にわたる要望をさせていただきました。これは、決して議会

を弱めるという意味ではなくて、むしろ議会の議論を強化する、充実させ

るということを期待した内容であります。経費削減の意味で申し上げてい

るものでもなく、市民、議会、行政が協働でさまざまな議論を活発に行っ

て、さまざまな提案をいただき、そして一緒に市政を運営していこう、そ
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のために、一層我々自身の創意工夫の中で、さまざまな試みをしていかな

ければならない、そうした地方分権時代にふさわしい議会のあり方を模索

していただきたいという意味で要望させていただきました。今回の議会だ

よりにも掲載をされていましたが、議会も変わるといって書いていただい

ているところであり、御努力をいただいていると私も感じています。 

 その中で、私の提案の中にもあるさまざまな議論を議会でしていただい

ておりますけれども、２つの項目については実現をしていただきました。 

 １つは、今までは議会の議員が、どういう議案に対して賛成したのか反

対したのか、個々の賛否態度を公表しておりませんでした。議場で傍聴い

ただければわかりますけれども、インターネットのどこを調べても過去の

ものは出てきません。そういう中で、この賛否態度の公表を実施していた

だくようになったということが１つであります。 

 そして２つ目は、今度の４月、５月に初めて市民との対話を目指して、

議会としての報告会を議会報告会として開催をいただけると聞いておりま

す。こうしたことを議会も御努力をいただいているということも、僭越で

はありますけれども、私からもお伝えをしておきたいと思っています。あ

わせて、昨年度からインターネットによる生中継、録画中継を始めたのと

ともに、ケーブルテレビにおいても議会の本会議の生中継を今６月議会か

ら始めたところですので、御自宅でも市政に関心を持って、またお聞きを

いただければありがたいと思っています。 

 

（（（（マニフェストマニフェストマニフェストマニフェストのののの工程表工程表工程表工程表）））） 

 私のマニフェストの実現に向けての工程表を、１月に発表させていただ

きました。これは、マニフェストに掲げたものついて、それぞれをどうい

うスケジュールで実施をしていくかを示したものです。これは、現時点で

の検討の中でできる限り精査をしましたが、もちろん十分ではありません。

項目によってばらつきもありますので、今後、随時検討を、進みぐあい、

あるいは実施の状況を見ながら更新をしていきたいと思っています。ホー

ムページに、既に掲載をしていますので、ご覧をいただきたいと思います。 

 なお、２月１日号の広報に、その抜粋ということで記事を載せさせてい

ただきました。右側にこれまでの実施した項目としまして、例えば、65歳

以上の巡回バスの無料化、市長等の退職金の見直し、あるいは予防接種の

拡大、そして学童保育、いわゆる放課後児童クラブの時間延長を実施、議
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会改革の要請、タウンミーティングなど、今実現をしていることを書かせ

ていただいております。 

 例えば１つ、大型プロジェクトの見直しはさまざまございます。農業公

園もございますし、駅前につきましては、駅前の再開発ビル「ラピオ」に

おいて空床が問題になっておりました。図書館を導入するという方針が私

の就任前にありましたが、さまざまな御意見があり、賛否両論ございまし

たが、当初は商業ビルとして誕生したラピオビルでありますし、この小牧

の中心市街地のにぎわいの核でありますから、できるならば、当初どおり

商業施設が望ましいのではないかと、私はそういった認識を持ちましたの

で、見直しをしまして、半年間、議会に御猶予をいただきまして、民間の

テナントに何とか入っていただくことができました。ようやく、これで中

心市街地の活性化に向けてスタートラインに立ったものと思っています。

今後、さまざまな議論を通じて活性化を図っていきたいと思います。 

 それから、プレミアム商品券については、５億5,000万を10月から売り

出しまして、完売をし、順調に利用されていると考えています。 

 そのほか、さまざまなことをやってまいりました。 

 特に、この東部の野口の地区においては、例えば、今ＡＪＵという社会

福祉法人と協定を結びましたが、ワイナリーで障がい者の自立支援をしよ

うじゃないかということで、障がい者の手による障がい者のための自立支

援施設として、これから整備をしていくことにしました。これは、その社

会福祉法人の進出希望もございまして、市が一定の市有地と、そして補助

を提供させていただくものであります。 

 

（（（（３３３３つのつのつのつの基本方針基本方針基本方針基本方針）））） 

 以上、昨年を振り返りましたが、来年に向けてマニフェストの工程表を

出させていただきましたけれども、３つの基本方針に沿って施策を進めて

いきたいと考えています。 

１つ目として、行政改革におきましては、私の任期中に市民税の10％を

目安とした行政改革を進め、市民生活に還元すると申し上げてまいりまし

た。減税はなかなか難しいということの中で、高齢者福祉、子育て支援、

交通の充実、地域の活性化、そういったものに充てていきたい、しかし、

そのうちの１％、１億円については、より直接的な市民への還元として、

今、「こまきプレミアム商品券」で還元をさせていただこうとしていると
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ころです。来年度におきましては11億円、マニフェストどおりの実施を予

定しているところです。 

 それから、行政改革につきましては、今、行政改革の重点改革プランと

いうものを策定中であります。そう遠くない時期に発表させていただくつ

もりでおりますが、その行政改革の重点改革プランに基づきまして行政改

革を進めていくことにしたいと思っています。 

 なお、行政改革は無駄減らし、財源の捻出ということのみならず、これ

からの地方分権時代にふさわしい自治体経営のあり方を模索する、施策評

価、あるいは人事評価といったことも含めて、あるいは総合計画のあり方、

こういったことも含めて大いに議論しようということを予定していまして、

自治体経営改革の戦略会議も近々に立ち上げる予定にしています。 

 ２つ目として、戦略的市政につきましては、市政戦略会議を今４つ予定

しています。１つは、高齢者医療福祉戦略会議、２つが産業立地の戦略会

議、３つが中心市街地の戦略会議、そして４つが自治体経営改革の戦略会

議であります。 

 先般、高齢者の医療福祉の戦略会議を開催させていただきました。 

これからの小牧の夢を描き、これからの地域のあり方を本当にゼロベー

スで議論をする、そうした会議体というのはなかなかございません。この

戦略会議は、市長が当然市民の代表として負託を受け、そして行政の責任

者として統括していますので、市長もその会議に参加をするというスタイ

ルをとらせていただきました。これは、なかなか例はないのではないかと

思っています。そういう中で課題を抽出し、その夢と課題を共有しながら

何ができるでしょう、ということを議論する会議を、今、まさに始めたと

ころです。公開していますので、ぜひまたお越しいただければと思います。 

 そして、住民自治改革の推進です。協働ということで新しい制度を設け

ました。協働提案の事業化制度であります。協働提案事業化制度につきま

しては、市民だけではなかなかこれはできない、行政がこういうところを

助けてくれると、さらに我々の活動ができて、地域のサービス、地域の安

心につながっていく、そんなような御提案をいただけないか。あるいは行

政からも、市民のニーズに的確に対応するためには、市民サービスを向上

するためには、こういったことで市民と協働ができないだろうかと。市民

提案、そして行政からの提案、さらには全国どなたでも結構ですけれども、

アイデアの提案、この３つの形を設けまして、協働提案の事業化制度、予
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算の枠を決めずに提案をいただく制度をつくらせていただきました。 

 さらには、無作為抽出による市民協議会も開催をしていきたいと考えて

おります。今日お見えの皆さんは意識の高い方でありまして、市政の状況

はどうなのか一遍話を聞こうと、あるいはこういうことに意見を言ってみ

よう、さまざまな関心のある方が来ていただいていると思います。 

市民はいろんな考えがありまして、普段はこういったところに出ないし、

意見も言わないけれども、いろんな思いを持っておられます。そうした市

民の皆さんの幅広い考え、意見、思いというものを市政にできるだけ酌み

取っていきたいと思っています。そのために、市民の皆さんに、無作為で

選ばせていただいた方に御案内を差し上げて、もし御都合が許せばお越し

をいただいて、それぞれあるテーマに基づいて議論をしていただこうじゃ

ないかと、それを行政で酌み取っていこうじゃないかと、そんなことをさ

せていただきたいと思っています。 

 そのほか、地域協議会の創設をはじめ住民自治と協働を基本とする自治

をつくっていきたいと考えています。 

 以上の３つの基本方針に従ってマニフェストの工程表を作成しました。

さらには、３年間の主要実行計画をつくらせていただき、来年度予算とと

もに発表させていただいたのが今月の２月15日であります。 

 

（（（（予算予算予算予算のののの概略概略概略概略）））） 

 この予算については、議会で３月１日から御審議をいただき、３月23日

が最終日の予定です。議会の審議を経て確定をするものであり、あくまで

案として取りまとめさせていただき、私から議会のほうへ提出をさせてい

ただくものです。市民の皆さん方の御意見を伺うべく、事前に発表させて

いただいているところですので、私からその概要を説明させていただきた

いと思っています。 

 まず、一般会計の予算額でありますけれども、515億余であります。肉

づけをした昨年の平成23年度の本格予算、６月の補正予算後で比較をさせ

ていただきますと、前年が532億でありましたので、今年はそれより17億

3,100万円少ない、3.2％の減額となっています。 

 この理由でありますが、大規模建設事業であります庁舎建設事業、並び

に小牧小学校改築事業の大方めどが立ったことから、29億円余を減額した

ことが主な要因です。庁舎については、今年の７月に予定どおり完成をす
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ることになっています。私が就任前から既に契約をして着工をしていまし

たので、私は柱一本さわってはいませんけれども、竣工は７月にさせてい

ただきますので、皆さん、ぜひ見に来ていただければと思っています。 

 それから、この大規模事業の約29億円余の減を除きますと、逆に11億

8,000万円ほどの増額となっております。2.4％であります。この主な要因

としましては、平成24年度の予算案の中に税務、福祉総合システムをはじ

めとするシステム構築費が約８億円余ございます。これは、メンテナンス

が受けられなくなる期限が近づいていますことから、必要に応じてシステ

ム改修を行うものです。そのほか、生活保護費、ここ数年増加が続いてい

ますが、生活保護費の増加分で３億5,000万円余を見込んだところです。

これらを合わせますと、ほぼ増額分に達するのではないかと考えておりま

す。 

 そのほか、そうした社会保障費をはじめとしてこの扶助費でありますけ

れども、全体で６％の伸びであります。ここ数年来、社会保障費は６％を

超える伸び率で増加を続けておりますので、今後ますます厳しい予算編成

が迫られるんではないかと考えています。 

 主な事業ですが、まず喫緊の足元の課題に的確に対応するとともに、

中・長期を見通した戦略的な市政を推進していくことが重要であるとの考

えから、まずは喫緊の課題である安心・安全対策に重点を置いて編成をし

ました。 

 まず、来年、市長公室の中に危機管理課を新設します。そしてまた、災

害等が起こったときに必要な自治体機能を継続して、途切らせないために、

業務継続計画の策定に着手をしてまいります。また、総合防災情報システ

ムの整備を行ってまいります。 

 災害対策は幾つかございますが、市が幾つかの観測所で把握をした雨量

情報を御自宅のホームページでも見ることのできるようなシステムを整備

してまいります。それから、第三保育園の耐震工事を実施してまいります。

さらに、私立幼稚園等の、あるいは保育園５園の耐震改修の設計をしてま

いります。私立幼稚園の耐震診断、あるいは耐震改修の補助金を３・11後

に新設をしていますが、これを今年も継続して実施をいたします。そのほ

か、小中学校の構造部材ではなくて、中のつり天井等を含めて内壁等を含

めて非構造部材の耐震点検について、全小中学校で実施をしてまいります。 

 また、防犯対策として、市内の小中学校すべてに今後５カ年をかけて防
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犯カメラを整備していくこととしました。あわせて侵入者、あるいは急病

等に対応するため、緊急連絡の手段として教室と職員室を結ぶ校内インタ

ーホンを全小中学校に５カ年かけて整備をしていくことにしました。 

 そのほか、さまざまありますが、安心・安全第一と思っていますので、

これを来年度にかけても力強く推進していきたいと考えています。 

 そのほか、このマニフェストを中心に、改革と創造の市政実現のために

幾つか事業を予算化させていただいたところであります。 

 地域協議会の創設事業については、今年度制度設計を進めてきましたが、

来年度、初めて予算をつけました。これについては、今後詳細な設計と、

地域に入っていろんな声を聞きながら詳細設計を進めてまいりまして、平

成25年度には幾つかの地域でモデル実施ができればと思っています。 

 自治基本条例の制定についても、平成26年度を目途として整備を図って

いきたいということで着手をしてまいります。 

 それから、先ほど申し上げましたような行政評価等について、行政改革

の一環として進めてまいります。 

 児童クラブの時間延長を昨年から実施させていただいております。年齢

拡大についても、県内の半数以上の自治体で小学校６年生までの受け入れ

をしておりますこと。そしてまた、小牧は産業都市でありますことから、

そうしたことも必要であると考えております。児童クラブの６年生までの

時間延長について、施設、ハード面を中心に、すぐの実施が難しいことか

ら、来年度、児童クラブの施設の整備に予算をつけさせていただきました。

来年度からというわけにはいきませんが、近年のうちに６年生まで段階的

に引き上げていきたいと考えています。 

 延長保育を市内のバランスを考えまして、４園で実施をしてまいります。 

 観光係を新設します。来年、小牧山城築城450年の節目でもございまし

て、観光にも小牧は今後力を入れていきたいと考えています。 

 それから、こまきプレミアム商品券については、小牧商工会議所と連携

をしまして、11億円発行していきたいと先ほど述べたところです。これは、

大変今好評でありますし、経済的な効果は非常に高いものと認識をしてい

ます。よく減税政策と比較をされます。昨年の今ごろ、減税というような

議論がありましたが、今の時代、課題も山積しておりまして、10％減税と

いうのはなかなか難しいだろうと私は考えています。ただ、市民生活の応

援、そしてまた経済の活性化、こういったことのために、１％分、１億円
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を還元していきたいと考えています。減税を10億やるには10億円の財源が

要ります。こまきプレミアム商品券は１億円で１１億円の経済効果を生み

ます。また一方で、減税は減税をした、戻ってきたお金がすべて公平では

ないということ、そして貯蓄に回れば経済効果が薄いということ。これに

比べてプレミアム商品券は、御購入をいただければ必ず一定期間にすべて

市内で消費されるということから、大変効果の高い事業であると考えてい

ます。そして、１万円で１万1,000円お買い物ができる10％プレミアムが

ついた商品券、上限５万円とさせていただきました。 

 来年度の詳細につきましては今後調整をしてまいりますけれども、

6,000円が市内の中小商店でしか使えない商品券でありまして、5,000円は

大型店でもお使いいただけます。そういう意味で、直近の値でありますけ

れども、約７割が地元の中小商店に使われていると報告を受けておりまし

て、そんな意味で、市民生活の応援と地域の活性化、地域商業の活性化に

向けて、来年増額をしてまいりたいと考えています。 

 時間が参りましたので、いろいろと事業がございますけれども、議会で

議論をいただいた後、来年、平成24年度、しっかりと実施をしてまいりた

いと考えていますので、また詳細につきましては、ホームページ等でも１

カ月後には公表と思いますので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上、市政報告とさせていただきたいと思います。今後とも、市民の皆

様方の御理解と御支援なくして市政運営はできません。こうした機会をと

らえて皆様方の御意見もいただき、また市政に反映をさせていただきまし

て、この小牧が将来にわたって持続をし、輝き続けることのできる、そん

な安心と希望の、そしてまた活力と魅力の地域となるように全力を尽くし

てまいりたいと思っております。今後ともの御支援をお願い申し上げます。 

 

○○○○懇談会懇談会懇談会懇談会    

【進行】 

 御意見のある方、御質問のある方は、挙手をお願いします。 

 ３人の方から御意見をちょうだいし、まとめて市長に回答いただくよう

にしたいと思いますので、御質問、御意見のある方は挙手をお願いします。 

 

【発言者１】（（（（エコバイクエコバイクエコバイクエコバイク、、、、大阪都構想大阪都構想大阪都構想大阪都構想やややや中京都構想中京都構想中京都構想中京都構想についてについてについてについて）））） 

エコバイクが当選し乗っていたところ、先日警察に質問を受け、これは
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盗難車だといわれました。私は、ただ当選して、乗っていただけで、何も

悪いことをしていないから捕まりませんでしたけれど。市から出した自転

車を、そういうことを整理していないことで、今後もあると思い、ここの

場で言わせていただきます。 

 ２つ目として、昨今、愛知県、名古屋市の中京都云々や大阪での話があ

ります。小牧市はどんなふうに今後方向を引っ張っていくか、その辺を聞

かせてください。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 

【発言者２】（（（（市民市民市民市民によるによるによるによる議会議会議会議会のののの下支下支下支下支ええええ、、、、税税税税のののの納納納納めめめめ方方方方などなどなどなど）））） 

 提案ですが、例えば今スウェーデンモデルというのがよくテレビ等でも

言われていますが、市民が例えばボランティア、時給2,000円でも1,500円

でもいいのですが、そういった形で何回か、月に１回でも、２カ月に１回

でも、議会という形の下支えとして、市民がちゃんと発表の場が持てる。

自分の意見が言えて交換会ができる。そして、実際、直接選挙制に近いよ

うな市の運営をしていけないかというのが一つのモデル提案でございます。 

 ２点目として、小牧は男女共同参画に対しても、まなび創造館などで助

教授とか教授の勉強の成果を聞くことができて大変よいのですが、それを

何とか市のほうに活用できないかなと。例えば高齢化の問題と少子化の問

題は大きいのですが、一つのモデルとして、国に納めている私たちの税金

を市へ納める。今の交付税、交付金、これを国に納めるのではなくて、市

に納めて、そして福祉とか教育とかを国と地方の両方でやるのではなくて、

国は、防衛、国土、外交などに絞ったほうがいいのではないか。もっと市

民のサービスとか産業育成に関しては、市のほうに税金を納めて、市が、

交付金ではなくて、直接運営をして、そしてさらにクリーンで、私たち市

民が納めた税金がちゃんと戻ってくる、本当の意味での安全・安心の市政

運営を国のほうに働きかけてはどうかなと、僣越ながら思っています。大

阪市長や愛知県知事も提案をされていますが、小牧が発信地となって、例

えば政治勉強会でもいいし、市民が参加して市政に影響を与えていける、

こういったことに対してどう思われるか、御意見を聞きたいです。 

【進行】 

 ありがとうございました。 
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【質問者３】（（（（都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税についてについてについてについて）））） 

 市長が立候補されたときに、都市計画税はすぐに減らせるし、減らすと

言っていましたが、工程表を見ても都市計画税をどうするのということが

入っていません。ですから、これはもともとの公約どおり、いつというこ

とをきちんと発表していただいて、直ちに実施してほしい。これについて

の見解、あるいは何かお考えがあったら、ぜひお願いいたします。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 それでは市長、よろしく御回答お願いいたします。 

 

【市 長】 

 まず自転車の件です。そんなことがあるのだなあと今お聞かせをいただ

きました。市のほうで提供したものがというようなお話で、大変それはい

かんことだと思いますし、申し訳ないと思います。私もそこら辺、どうい

う自転車の登録の方式なのかということは詳細を承知しておりませんので、

何ともお答えしようがないのですが、そのあたりは、防犯登録や製造番号

がどういう形でリサイクル、リユースに付されるのかということについて、

一度私のほうとしても調べさせていただいて、市として対応できるならば、

それはきちっと対応しなければいけないと思います。 

 それから、２番目のことについては、先ほどの方の御質問とも関連が近

いと思いますので、まとめて答えさせていただきます。 

 今、大阪市長さんはじめ、さまざまな動きがあります。地方と国の関係

については前々から、私が県会議員の折から、地方分権の検討を進める特

別委員会の副委員長も１年務めたことがあります。そうしたこともあり、

状況を見ていますと、まず第１に、地方分権を進めなきゃいけないと、こ

れは必須のことだと思っています。先ほどおっしゃったように、もう国と

地方の役割の見直しについては、分権をするよ、権限を渡す、財源はどこ

を出してどこを出さないよというような話ではなく、まさに国が本来やる

べき仕事は何なのか、そして地方が本来担うべき仕事は何なのかと、こう

いう役割の議論からスタートしなければいけないと思っています。これは、

今の新しい地方の動きがありますが、やはりもう流れとしては止められな

いというか、私はいいことだと思っています。もちろん、それぞれの政策
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については、十分に議論をすべきことだと思いますが、大阪で二重行政を

やめようとか、地方分権を進めようとか、そういう主張には、私の方向性

と一緒なのではないかと思っています。 

 愛知県の状況については、若干大阪のほうで言っていることとはニュア

ンスが違うものですから、これについてはなかなか私も形がよく見えてき

ません。中京都の構想については私も詳細をよく承知しておりませんので、

ちょっとコメントができないような状況だと思います。 

 いずれにしても、私がマニフェストで掲げて、小牧でやろうとしている

ことは、地方分権を前提としたことでありますし、なぜ地方分権が必要か

というのも、申し上げるまでもないですけれども、無駄を省くとか、補助

金行政で補助金をコントロールするというこれまでのやり方がありますけ

れども、そこに大きな無駄を生む要素もあるのではないかと思います。 

 それから私は、高齢化というのは、世界のどこの国も経験したことがな

いような超高齢社会を日本が迎えようとする中で、今スウェーデンの話も

ありましたけれども、確たるモデルがない。なかなか全世界を見ても、こ

れだけの高齢化の社会をどうやっていくのかと、そうした中で、もちろん

学ぶべきところは世界から学ぶべきですけれども、日本が、あるいは地方

が、独自に我々自身が知恵を出し合って、どういうふうにこの時代を乗り

越えていくのか、あるいは新しい時代を築いていくのか、そうした新しい

モデルをみずから生み出そうとするときには、まさに多様性の中でさまざ

まな議論があって、Ａという自治体はこういうことをやっている、Ｂとい

う自治体はこういうことをやっていると、全国さまざまな自治体が、それ

ぞれの実情に応じた工夫の市政ができるというようなものがあって、そし

てそういった自由に、活発にさまざまな工夫の中でチャレンジをしたもの

が双方に学び合えて、そして全体が上がっていくというような、まさに私

は多頭型の分権社会と言っていますけれども、それぞれがどんどん挑戦し

ていく中で、新しいモデルを生み出して発信していって、それを相互に学

び合って全体が上がっていくようなものが必須だと思っています。 

 そういう意味では、先ほどの話につながっていきますが、小牧もそうい

うことを一生懸命やっていく中で、私、市長一人の頭の中では知恵は限界

がありますので、市民の皆さんの知恵をお借りしたいと思っています。さ

まざまな市民、あるいは企業、市民団体の方々がいろんな提案をしていた

だく、あるいはいろんなチャレンジをしていただく中で、それが相互に情
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報交換ができ、連携ができ、相乗効果が生まれるプラットホームのような

ものがやはり必要ではないかと考えております。先ほどの１つ目の質問で

ありますけれども、市民活動の中で発表あるいは情報交換ができる、そう

いったプラットホーム、あるいは自治体間のプラットホーム、こういった

横の連携というものがまさに分権社会の基盤だと思いますから、ぜひ市内

においてそうしたものをつくっていきたいと思っています。 

 議員定数の削減につきましては、議会に対する改革要請の中に入ってお

りまして、あまり私が議会のことで出過ぎるのもよくないだろう、まずは

議員の皆さんの議論を見守っていきたいと考えています。まさに議論して

いるというようなお話を伺っておりますので、しばらく私としてはその推

移を見守りたいと思っています。ただ、先ほど申し上げたように、決して

議会の機能を弱めるという意味ではなくて、これは機能強化であると。す

なわち多様な議論ができるような形でお願いしたいということです。 

 私は公開の場で大いに議論を活発にやっていく議会に一層なることを願

っておりまして、定数は削減するんですけれども、もっとその他の機能を

強化して、連携してやっていきましょうと、そういう御提案を申し上げて

いるところであります。議員の皆さんにも今いろいろと議論をいただいて

いるところでありますので、しばらく待っていきたいと思っています。 

 都市計画税の話です。 

 これについて、マニフェストの工程表にはちゃんと入っています。すべ

ての項目を漏れなく掲げさせていただきました。マニフェストの９項目め

で、税負担の公平化を図るため、都市計画税の税率を引き下げますと書か

せていただいております。 

 これは、都市計画区域と都市計画区域外、いわゆる調整区域の税負担の

公平性の問題だと思っています。私、減税というのは、一般的にはなかな

か難しいと思っていますが、これは公平性を担保するために、要するに何

をするために、だれがどのように負担するかといったことが大事であると

考えております。今、都市計画税は固定資産税にプラスをする形で、市内、

いわゆる市街化を促進する市街化区域の中の方だけに賦課をして調整をさ

せていただいております。この税率0.3％でありますけれども、これをど

のぐらい引き下げられるか、どのぐらい引き下げたら公平になるのかとい

うことをきちっと議論しなければなりません。そういう上で、今、都市計

画税は、市内の公園であるとか、下水道事業であるとか、区画整理事業等
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に充てられておりますけれども、実はこれらの施設は調整区域の皆さんも

利用される施設もございます。そういった意味では、区域内の皆さんだけ

が払っておられる税を利用の観点からどうあるべきか。 

 いろんなことを勘案すると、公平化を図る観点で、都市計画税は一定引

き下げる必要があると考えており、この任期中にはやりたいと思っていま

す。もちろんマニフェストは重視をしていきたいと願っています。 

 一方、今、社会経済情勢、３・11後の経済状況、円高、債務危機等の状

況の中で、今後の財政状況を十分に勘案しながら、その時期については判

断をしていきたいと思っています。 

 一方で、都市計画税のすべてを都市計画事業に投入しても、なお不足分

がございまして、都市計画税だけですべてを賄えているわけではないとい

う現実もありますので、一定の税負担は必要であると考えています。この

バランスを十分に検証しながら実現をしていきたいと思っています。少し

お待ちいただきたいので御理解をいただければありがたいと思います。 

【進行】 

 どうも市長、ありがとうございました。 

 

【質問者４】（（（（ピーチライナーピーチライナーピーチライナーピーチライナー本社跡地本社跡地本社跡地本社跡地についてについてについてについて）））） 

 質問は、ピーチライナー跡の有効活用ということです。これにつきまし

ては、皆さんいろんな意見がありまして、前回のタウンミーティングでも

同じような質問が出ていましたが、私は、光パネルを設置するという案が

現時点では非常に有効じゃないかと考えています。こういった質問はいろ

んな方から出ていまして、市としては、これは２つの問題があって、なか

なか具体的な検討ができないというようなことが書いてあります。 

 １つは、費用と効果という形ですね。これともう１つは、所有権が県に

あるということ。この２つの問題がありましてなかなか検討できませんと

いうことです。まず費用と効果ということですが、費用については、40億

とか50億とか全面やった場合かかるそうです。肝心なところは償却という

ことですね。償却が15年ぐらいでできますよという試算が出ています。で

すからこれは、例えば市庁舎や図書館をつくるとかいう感覚とは全然違う

話になると思います。市庁舎ですと償却とかは全然できないわけですから、

全く市民が負担をするという形になります。償却ができるということは、

要するに市民の負担をなくして、なおかつ市の財政も手間をかけずにでき
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るという形になりますので、そこら辺をちょっと見落とされているのでは

という気がしまして、さらに検討が必要ではないかと思います。 

 それともう一つ、太陽光パネルということにつきましては、市長のマニ

フェストにもしっかり載っていますし、学校の屋根だとか、ああいったと

ころにつけても別にとんでもない話ではないと思います。 

 それと、個人的には小牧市のイメージアップにつながると考えています。

ですから、再度検討していただきたいです。 

 それと、もう１つの問題点である所有権が県にあるという話です。この

県にあるという話は、ちょっと市民から見るとおかしな話でして、我々か

ら見ますと、市民であり、県民であり、国民なわけですからね。市の行政

の立場からいいますと非常に垣根があるかもしれませんけれども、我々に

は全くないということをひとつ御了解いただきたいということ。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 

【発言者５】（（（（市職員市職員市職員市職員のののの給与給与給与給与、、、、小牧山小牧山小牧山小牧山のののの案内板案内板案内板案内板、、、、道路工事道路工事道路工事道路工事についてについてについてについて）））） 

 １つは、国家公務員の給与削減がこの４月から7.9％ですか、予定され

ているんですけど、先ほど市長は、市長の退職金と副市長の退職金の半減

を言われたんですけど、市役所の職員の給与、退職金の削減というのはど

ういうふうにお考えですか。それから、民間の給与との格差が大きくなっ

ておりますから、削減をしていただきたいと思います。 

 それから、先ほど観光に力を入れるというお話をされて、小牧で観光地

というと小牧山がありますが、小牧山の北側に駐車場があって、市外から

来た人はそこに停めて中へ入っていきますが、そこに小牧山の案内図がな

いです。よそから来た人があそこでいつもうろうろしていて、どっちへ行

ったらいいかわからないといってよく聞かれます。観光に力を入れると言

っているので考慮されたらどうかと思います。 

 それから、道路工事についてですが、困るのが、せっかく道路をきれい

にした後に、水道管工事やガス管工事だということで掘って、掘った後に

きれいに直していけばいいですが、大体きれいに直していない。でこぼこ

になって、非常に工事をやった後が歩きにくい。自転車でも危ない。業者

はどういう業者を選んでいるかということです。きれいに直させるという

のは市の義務だと思いますね。道路を工事して、後できれいに直さなかっ
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たら、市はお金を払う必要はないわけですから、ちょっとその辺はきちっ

と管理をして、直させるようにしていただきたい。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 

【発言者６】（（（（ピーチライナーピーチライナーピーチライナーピーチライナー本社跡地本社跡地本社跡地本社跡地にににに福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設をををを）））） 

 先ほどのピーチライナーの跡地の件で、御提案させていただきたい。 

 以前にも市長さんにお願いしましたが、できれば高齢者施設を含めた何

かそういうものを誘致していただきたい。誘致というのか、いろいろ意見

を出し合っていただいて、それこそ高齢者の戦略会議をこれから持たれる

ということですので。例えば老健みたいな収容する施設は、とてもこの人

口、入っていただくのは無理ですから、そういった意味で、いろんな意見

を出し合っていただいて、ただ高齢者だけでは、生活って成り立たないん

ですよね。小さい子どもさんからすべて含めて生活していますので、そう

いった方たちも含めた施設。例えば福祉は多々ありますけれども、あそこ

は障がい者と高齢者のみいらっしゃる施設ですよね。でも、小さい子ども

さんも見えてはじめて一つの生活ですから、そういうことを踏まえた施設

を考えていただけるとよろしいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

【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 長】 

 まず、ピーチライナーの跡であります。太陽光パネルの御提案もいただ

いていますが、こういった御意見は前からお聞きをしております。確かに

費用対効果ということがございまして、まずもってピーチライナーが廃止

になったことは本当に残念なことでありましたし、何とか続けたかったわ

けでありますけれども、結果としてこのようになっています。 

 高架と跡地の問題、この２つを分けて考えているところですが、特に高

架については、非常に悩ましいところであります。壊すのにも100億かか

るということを、試算で県のほうから聞いているところです。これをどう

するのか。交通手段としては、もうさまざまな形態を既に県のほうで専門
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家を入れ検討をされていますが、これもなかなか難しい、ピーチライナー

が一番採算はよかったと、しかしそれでもできなかったと、そういうよう

な結論を県は出しております。 

 太陽光ということについても検討されたのだろうと思いますが、今お手

元の40億、50億というような話もありましたけれども、ただ、今、費用対

効果の面、それから県としての考え方、そういう意味では、今、小型車の

専用道路として真剣に検討しているとのことです。本当にそれをやるので

すかと言ったら、真剣に検討していますと言いますが、私個人としては、

いずれにしても非常に難しいのではないかと思っておりますが、県が今協

議をしております。 

 耐震化だけでも30億円ぐらいかかると言われていましたので、維持しよ

うとするとお金がかかります。そこに投入してでも、なお市民のために、

あるいは県民のためにメリットのある形ということを考えなきゃいけない

わけでして、でも実は一つあれを、県は当初、今でもそうかもわかりませ

んが、曲線部分なんかは壊すという話もありました。直線だけ残してです

ね。曲線部分については、いずれにしても壊すと返還金が発生するかもし

れないという話がありまして、これについては、実は県は返還金が発生す

るかもしれないし、いろんな問題があるからといって、実はなかなか姿を

示さなかったものですから、私が就任してから、県と再三やりまして、

３・11後、安全対策だけでもやってくださいよというようなこともお願い

をしてきたわけであります。大村知事にも直接会ってお話をしてきました。 

 返還金発生するのかというのは、実は私も国のほうに国会議員を通じて

話をしたところ、返還金は必要ないというような結論をいただきました。

できる限りのことは私もやっています。そういう経緯があって、とりあえ

ず返還金はないということは県が明らかにしました。 

所有権が県にあるのは、桃花台ニュータウン自体が県事業でありまして、

県が造成をしてきている関係で、一帯で整備されたと理解しているところ

であります。新交通については、この橋脚部分についてはすべて県の資産

になって管理をされております。 

 跡地については、九十幾つ県で、数パーセントが小牧というような桃花

台の新交通が、会社を清算するときに貸し付け等の関係、あるいはいろん

な部分で整理をした中で、そういった持ち分で今所有しております。です

から、県との協議も不可欠なわけですが、今回、県の御理解もいただき、
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新たに来年度予算で、あそこの跡地については、車の横づけのできるロー

タリー、そして今、月極駐車場で一部使っておられますけれども、パー

ク・アンド・ライドの駐車場を市と県で整備をしていくことを県との話し

合いで合意をさせていただきました。私のマニフェストにも掲げさせいた

だいておりましたが、利便性向上のために、ロータリーとパーク・アン

ド・ライド用のコインパーキング、こういったものを整備していくことに

いたしまして、来年度予算に予算を計上させていただいたところです。 

 今のお話のような福祉施設というようなお話もございますが、地元から、

区長会からも御提案をいただいている趣旨については県にも伝えてありま

すので、できる限り地元の皆さんの利便に資する利用を心がけていきたい

と考えているところであります。まだまだパーク・アンド・ライドをやっ

ても空き地がございますので、今後も検討していきたいと思っています。 

 高齢者施設って、ちょっと具体的じゃないのですが、市は高齢者福祉計

画を策定しておりまして、人口やら需要の面から、必要な施設については

計画的な整備をしていくことにしております。高齢者福祉計画と地域福祉

計画のパブリックコメントを実施させていただいたところでもございます。

どういった地域にどういった施設を今後整備していくかということについ

て、年次計画を含めて公表しておりますので、それに基づいてつくってい

きたいと思っていますが、今後、施設というハードだけではなくて、今、

子どもたちと一緒に高齢者福祉はあるべきではないか、私も同感です。で

すから、そういった面も含めて、地域の中で支え合う、高齢者が地域で高

齢化しても安心して住み続けることのできる、そうした地域づくりに向け

て議論して皆さんと協力をしていきたい。その中で、必要な施設の整備で

あれば、それは当然行っていきたいと考えています。 

 次です。国家公務員が７％を超える削減をしています。これについては、

大震災の関連の国の復興予算を捻出するための緊急やむを得ない措置であ

ると理解をしています。県も、これまで財政危機に見舞われて、公務員も

カットし、財政危機に対応してきたわけです。そういったことからいって、

市の状況はどうかと言いますと、市は、今財政的には非常に恵まれた状況

の中にあるということもございます。そして、今、公務員の給与について

は、現実的には国の基準の中で、民間との給与格差をきちっとはかりなが

ら、制度的には、はかりながらやってきているという前提で、今ずっと来

ております。実際に民間給与の測定の仕方とか、さまざま民間とは、実際
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にはこんな格差があるのだとか、いろんなことを言われている状況はよく

承知をしています。ただ、民間の業種はさまざまございまして、どういう

形で民間との格差を読むのかということはいろんな議論があるところです。 

 私といたしましては、公務員も当然厳しい目にさらされていることは十

分承知しておりますけれども、しっかりとまずはどういった考え方がふさ

わしいのかという理性的な判断をしていきたいと思います。 

 例えば減税をやると。減税をやるのに原資が要るから、単純に公務員の

給与を10％カットしますというような、ある意味えいやあという乱暴な議

論というのは、私はあまりなじまないのではないかと考えておりますので、

実際の民間との比較、あるいは公務員のあるべき姿、こういったものの中

で議論をしていきたいと思っています。 

 今、行政改革の中で、無駄減らしも当然厳しくやっていきたい。公務員

の手当等を含めて、私もそういう認識でおりますけれども、無駄減らしの

みならず、これからの市民との対話の中で、例えばマニフェスト型選挙に

対応できる自治体経営のあり方、さらには、今の事務事業評価、施策評価、

政策の評価を進めておりますけれども、まだまだこれは民間と比べると非

常に甘いものがあるのではないかと思っています。ですから、まず市のや

るべき事業を精査し、市のやるべき事業が本当に市民のために有効に機能

しているのか、そして効率的に運営されているのか、こういったことにつ

いて、十分にこれは見直しをしていきたいと思っています。 

 あわせて、行政改革の重点改革プランを今策定中でありますが、その中

で議論をしっかりと皆さんの公開の中でやっていきたいと思っています。 

 ちなみに人件費については、予算の中で昨年、一昨年と比較をしていま

すが、小牧市における予算に占める人件費の比率については、定員管理等

を厳しくやっていますので、市民ニーズは増えていますが、減らしてきて

います。22年から23年にかけては、22年が17.3％、予算に占める人件費比

率でありましたものを16.0％に、そして来年度には15.5％にと減らしてき

ています。また、市税に占める人件費の比率も22年度は29.2％であったも

のを、23年で28.8％、24年で27.4％ということで随時減らしてきています。

こういった点も含めて御報告を申し上げたいと思います。 

 決して、公務員に甘い市長だということを思っているわけではありませ

ん。職員に対しては、私は、非常に厳しい目が向けられているということ

を、就任以来常々職員にお話をしております。そうした中で、ただでさえ
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民間は、今の社会情勢の中で、倒産、あるいは失業、いつ職を失うかわか

らない。あるいは３カ月先の資金繰りが厳しい、そういうような状況の中

で、私もこれまでさまざまな声を聞いてまいりました。そういうことから

いいますと、職員は、ただでさえ自治体は倒産がない。そして失業も基本

的にはない、これだけでも特殊な存在でありますし、恵まれている存在で

あると、こういったことを常に認識をしながら、意識をしながら仕事を進

めるべきだということも常に申し上げております。 

 あわせて、じゃあどうするのかというと、やはり一生懸命仕事するしか

ないんだということ。常に今私もチャレンジをしなきゃいけない、新しい

発想でいろんなことをしなきゃいけないと。そして、受け身ではなくて、

自分の頭で考えて発想して、安易にこれまでこうだったからこうだと考え

るんではなくて、本当にそれはどういう意味の事業なのか。何のためにこ

れが行われているのか、市民はどう評価しているんだと、こういうことを

常に意識しながら厳しい目で仕事をしてほしいとを常々申し上げています。 

 ですから、市民に本当に信頼される市役所、職員を目指してやっていく

中で、信頼されなければ協働もできないと思っておりますので、お気持ち

は十分に私も理解するところでありますけれども、今回の公務員の人事院

勧告による給与改定で引き下げ分については、既に引き下げを決定して、

昨年４月にさかのぼって調整をして減額をさせていただいたところであり

ます。ただ、復興需要による特別な事由による国家公務員の7.8％の削減

ということについて、それを即、今、市で実施をするという考えは持って

おりませんので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、観光ですが、来年度から観光係を新設してまいります。北側

駐車場の山の案内看板がないということについては、これは私も気づいて

おりませんでしたので、これについては一度早急に検討をし、わかりやす

い小牧山の案内ができるように努めていきたいと考えています。 

 あわせて、来年は小牧山城、信長公が築城し450年という記念すべき年

です。それに合わせて、さまざまな史跡小牧山のＰＲをしていきたいと思

っています。今、頂上の発掘ですが、立派な石垣が出てきており、途中経

過を聞きますと、２段づくりで相当な石垣が巨石も交えて組まれていたと

いうことがわかってきました。文化庁も相当これは価値が高いので、丁寧

に発掘するようにとのことです。 

 私の子どものころは、小牧山城と言っても、砦ぐらいはあったかもしれ
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ないけど、城なんかなかったといわれて育ちました。ですけど、最近の発

掘では、かなり立派なものがあるということがわかってきた。信長が安土

城で立派な石垣の城をつくり、それが全国に波及してきたというように考

えられているようでありますが、安土城より以前に立派な石垣を組んでい

たと、城の歴史が小牧山城までさかのぼれるのではないかと、そんなよう

なことが実は小牧山城の発掘で明らかになってきておりまして、専門家の

中で大変注目を集めております。ちょっと450年には間に合いませんけれ

ども、発掘調査を進め、整備を進めていきたいと思っています。 

 あわせて、樹木の剪定でありますけれども、高木も目立ってきておりま

すので、これは管理の必要から一定の剪定等も必要ではないかと思ってい

ます。観光のＰＲに当たっては、やはり景観上の美観というものも大変重

要な要素だと思っております。市民に愛される憩いの小牧山を目指して、

整備計画を来年度からつくりたいといって、私の強い思いで予算をつくら

せていただきましたので、あわせて御報告させていただき、来年度から先

行して一部頂上付近の見晴らしのいい伐採をしていきたいと思っています。 

 なお、３番目の道路工事については、御指摘をいただきました状況をよ

く調べて、対策を考えて善処していきたいと思います。 

【進行】 

 市長、ありがとうございました。 

 最後にもうお１人だけでも御質問お願いします。 

 

【発言者７】（（（（合併合併合併合併についてについてについてについてのののの考考考考ええええ）））） 

 合併問題についてお尋ねします。市とか町とかが合併したときの、メリ

ットとかデメリットをお聞きしたい。小牧市は合併についてどのようなお

考えを持っているのか、ぜひ市長から聞きたい。 

【進行】 

 ありがとうございました。 

 

【発言者８】 

 高蔵寺から一宮まで線路を引っ張ってくれとＪＲにお願いに行く気はな

いのですか。そうすれば、東海道線と中央線を使うと環状線ができます。

そうしたら、もっと小牧が発展すると思います。もっと夢のある話をして

もらいたい。全く夢がないです、今の話を聞いていると。 
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もう一つ、高蔵寺から愛知環状線が出ています。岡崎でつないだら、も

う一つできます。要するに、ここにないと環状線にならないです。市長が

先頭になって、ほかの首長さんにお話をしていただきたいと思います。 

 ２番目ですが、美浜の原発が断層帯の上にあるといっていますが、現在、

この冬の風でしたら、小牧も名古屋も影響を受けます。それなのに、なぜ

14基もある福井県に対して原発をとめるという話を持っていかないのか。

ちょっと私は不思議に思います。愛知県の首長さんたちの話は。だから、

これはやっぱり市長だけの問題ではないですけど、そういうところに話を

仕掛けてもらいたいです。原発を全部廃止するということが前提だと思い

ますよ。だから、それを市長に先頭になってやってもらいたいということ。 

 ３番目に、地域の話ですが、小牧市というのは東から西に向かって非常

に長いです。それから南北は短いです。じゃあ、なぜ交通手段として、四

季の森から藤島までのバスが通っていないのですか。要するに、交通の背

骨がないんですわ。市長は観光係を設けると言いましたが、桃花台の人が

小牧山の桜祭りに行く、お城を見に行く、どうやって行くんですか、駅で

止めちゃって。南北にももう１本背骨は要ると思います。田県神社から、

例えば南に向かって。桃花台の人が行きたいのは、駅じゃないんです。市

民病院であり、市役所なんです。小牧山なんです。市民会館で行われる小

牧市民祭りなんです。これにどうやって行くんですか。だから、行き方を

考えたって、観光なんてなりっこないです。 

 もっと極端なことを言うと、藤島の人たちは、四季の森があるのを知っ

ていますか。藤島や北里の人たちに、小牧市には四季の森があって、利用

されたことがあるか聞いてみてください。 

 我々もそうですけど、じゃあ藤島や北里に何があるんですか。全然わか

りません。そういうことを考えたら、観光係をつくるんだったら、その前

に皆さん行きたいところに行けるようにしてください。それが要望です。 

【進行】 どうもありがとうございました。 

 

【市 長】 

 まず、合併問題についてです。これは、まずもって小牧だけで決められ

る問題でないということですね。これは相手のあるものですから、小牧だ

けでは決められないということです。これは、一つの行政改革の議論の中

で議論されてきた、最近の合併はそういうこともあると思います。合併特
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例で平成の大合併をやった折に、小牧は合併という選択をしなかったわけ

ですね、これまで。これは本当に大きな問題でありまして、私はいい合併

とか悪い合併とかいいますと、やっぱり市民を置き去りで上だけで決める

というわけにはいかないわけでして、１つは市民がそうだといって機運が

盛り上がるということ。そしてもう１つは、広域の地域の中で共通の夢が

描けると。まさに今「夢」というお話がありましたけれども、そういった

意識が持てるかということが大事だと思っています。 

 それで、地域の自治、地方分権という提案からいうと、基本的には合併

で大きくするということはある意味逆行でもありますよね。やっぱり自分

たちの地域を、身近な町内会から徐々に大きくなっていって、自分たちで

できることは自分たちでやろうと。それでできないことは町内で助け合い、

また地域を広くして小学校区、あるいは中学校区、さらには市でやると。

市でできないから県がやる。県ができないから国でやる、そういったこと

も一つの補完性の原理というふうに行政で言われておりますけれども、一

つの考え方であります。そういうことからいうと、合併だけですべて、も

ちろん課題がないわけではありませんけれども、何を解決するために合併

するのか、何をよくするために合併するのか、そういったことの議論がま

さに本質であろうと思います。 

 広域行政で効率化ができることは結構あります。例えば今度、消防指令

業務のデジタル化に伴って、近隣市町と通信指令業務については共同運用

しようということで、実はこれも予算を合意しました。これは小牧と近隣

で進めていくことにしまして、今の消防署の南側に通信指令のセンターを

共同でつくることにしました。一つ一つの課題に対して、これは全体で進

めたほうがよいことについては大いに進めていきたいと思っています。 

 今後、公共交通の連携の問題であるとか、さまざまな点で勉強会をして

いこうと、そのような話は近隣とはしているところです。 

 一方で、やっぱり身近でやらなきゃいけない地域自治というものも必要

でありますので、私は、まずはそこの部分も欠けている部分が大いにある

ので、まずはマニフェストに掲げさせていただいたとおり、まず私として

は、小牧の地域において、しっかりとした形で地域自治ができるように、

安心の地域がつくれるように、地域の活性化ができるように、まずはその

実現に向けて全力を尽くしたいと思っています。 

 ２つ目に移りますが、夢をという大変後押しの御発言だと前向きに私も
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感じておるんですけれども、私もそう思うんですよ、正直言って。自由に

言えるとすれば、本当に何でないんだと。本当はあるべきだと思いますよ。

特に今おっしゃったように、ピーチライナーは残念ながら廃止になりまし

たが、愛知環状鉄道は黒字だと聞いています。高蔵寺まで来ている愛環と

一宮ぐらいまで、要するにＪＲから小牧線をまたいで一宮のほうまで横軸、

これは本当にあったらいいなあと私は思います。 

全国で初めてのループの地下鉄は名古屋にできましたが、もう一回り外

の環状線というのは、本当は欲しいです。モータリゼーションの中で、先

見の明だというふうに言われておりますが、小牧はいち早くそれに取り組

んだわけですが、今思えば、もしかしたら岩倉線が残っておったらいいの

になあと思う市民の方も多いと思います。私もそう思います。ただ、これ

検討していて、実現可能であれば本当にいいなあと思うんですが、今のピ

ーチライナーの状況、また後始末の状況なんかを見ておりますと、なかな

か厳しい状況です。 

 ちなみにマニフェストに掲げさせていただいたことは、私は本当の意味

でこれから必要な地域、安心・安全のために、あるいは将来の希望づくり

のために必須のことを掲げさせていただいたつもりでおります。夢を持ち

ながら、ただ、すべて実現するつもりで掲げさせていただきましたので、

まず最大限、これの実現に向かって努力をさせていただきたい。さらに大

きな夢は、皆さんと一緒になってつくっていきたいと思いますので、まず

今日やりますとはなかなか言えませんので、十分に酌み取っていきたいと

いうことでお許しをいただきたいと思います。 

 原発の件は、いろんな考えがありますね。原発の起きてはならない災害

が起きました。これまで安心だと信じられていたと。私も浜岡原発には中

まで見に行ったことがあります。美浜は行ったことがありませんけれども、

美浜のほうが距離が近く、風向きからいったら直撃するので、立地からも

心配をされているわけであります。中部電力ではないので、（中電とはい

ろいろ話していますが）正直、直接話をしていません。安全対策の面から

は、どういうふうに取り組んでいるんだという御指摘はごもっともだと思

います。ただ、原発を即とめるべきかどうかという議論になりますと、な

かなかこれは私の立場で発言は差し控えなければいけないと思います。 

 これは、節電を昨年の夏から、市民の皆さんの御協力をいただき進めて

きました。やっぱり電力の安定供給というのは絶対必須でありますし、私



－２７－ 

も専門ではないですが、原発なしでどこまでできるのかということを十分

検証して、国がそういった全体の中で決めるべきものだと思っています。

これは、やはり国が責任を持って、本当に危なければ当然とめるべきです

し、産業・エネルギー、こういった面の全体のバランス、あるいは国防で

あるとか安全保障、こういった面も含めて十分に議論を、国民を巻き込ん

でしていく必要があると。そして、国民合意のもとに一定の方向性を出す

べきではないかと思っています。 

 ですから、利点とデメリット、こういったものを十分に議論しながら、

全体の中で国民の合意を得て、廃止するなら、当然これはエネルギー政策

をしっかりやりながら廃止に向けて進めていくということではないかと思

いますので、すぐにとめろということは今の時点ではなかなか私からは申

し上げにくいなということであります。いろんな意見がありますので、大

いに議論を進めるべきだと思います。決して原発推進論者ということでも

ありませんので、大いに議論していきたいと思っています。 

 ３番目です。巡回バスは８台、８ルート走っています。私としては、今

後デマンド交通も含めた地域の路線バス、そして交通過疎地域を回ってい

ます巡回バス、自転車、自家用車、さまざまな交通手段がうまく併用でき

て、皆さんにとって使いやすい、人にも環境にも優しい交通先進都市をつ

くりたいといって掲げております。どこまでできるか、はっきり言って挑

戦的な試みです。デマンドをこの都市規模で、小牧では少し難しいのでは

ないかという意見もありますけれども、高齢者社会となり、交通弱者と言

われる人たちが増えていく中で、公共交通、市民の足の確保、これは地域

の行政の責任であると思っていますから、市民の皆さんが楽な移動ができ

る、そうした便利な地域づくりをしていきたいと思っています。 

 そうした中で、人が動くことによって地域が活性化できると思っていま

すから、今、そういう中で検討しておりますので、東西軸や、いろんなこ

ともその中で議論を進めていきたいと思っています。 

 小牧山まで市役所も市民病院も含めて行きたいんだという御要望はしっ

かりと受けとめましたので、ぜひそれは実現をしたいということを私も思

っておりますので、努力をいたします。よろしくお願いします。 

【進行】 

 市長、どうもありがとうございました。 
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○○○○市長総括市長総括市長総括市長総括    

【市 長】 

 どうもありがとうございました。 

 本当にさまざまな観点から御意見をいただきました。私も知らなかった

こともございます。皆さんの御意見、御要望、そしてまたその意図すると

ころ、思いをしっかりと酌み取って、これからの行政にしっかりと反映さ

せていきたいと思っています。私も私なりの考えを皆さんに対してお答え

をさせていただきましたが、いろんな議論があっていいと思います。私が

言っていることがすべて正しいと思っているわけでもございません。やは

りいろんな議論の中で、皆さんとともに活発に議論する中で、よりよい知

恵を出していきたいと思っています。 

 ですから、今日は、私はそういった中で一定の私の考えを述べさせてい

ただいたところでありますけれども、また御支援をいただき、市政に参画

をいただいて、ともに小牧市の地域づくりを進めていければと思っていま

すので、不十分な点や、少し意に沿わないところもあったかもしれません

し、いろんな思いであると思いますけれども、ぜひ御理解をいただければ

ありがたいと思っております。 

 あえて言えば、私は市長になるまでは、行政のここはどうなっているの

か、これは見直すべきじゃないか、これはもっと活性化しなければ、など

いろんな思いの中で市長に就任をさせていただきました。ただ、当選しま

すと行政の責任者になりますから、逆に受ける立場に今回っておるような

感じがいたします。しかし、そうではなくて、市民の代表が市政を見直さ

せていただく、市政の責任者をやらせていただく、それが自治であります

から、皆さん一人一人が当事者意識を持って一緒に進めていくことが必要

であります。私もすべて今承知しておるわけでもございませんし、すべて

市がうまくいっておるとも思っているわけではありません。これからの取

り組みの中で改善をし、改革をし、よりよい地域づくりを進めていきたい

と思っていますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 それでは、お忙しい中お越しをいただいた皆様に本当に心から御礼を申

し上げて、今日の会を終わらせていただきたいと思います。長時間、大変

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 


