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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24日（水） 

午後7時00分から午後8時45分 

場所  ゆう 友 せいぶ 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。日ごろは市政運営に、格別のご理解とご支援を頂戴し、

厚く御礼を申し上げます。 

 さて、２月、３月の第１回市議会で認められた予算に基づき、これから

１年間、事業を進めていくわけですが、本日のタウンミーティングでは、

市の現状と取り組みについて、施政方針や予算に基づき紹介しながら市政

報告にかえたいと思っております。 

 就任以来、例えば地元の中小商業の支援を目的としたプレミアム商品券

事業、巡回バスの65歳以上の無料化、保育園や放課後児童クラブの時間延

長など、できることから実現してきました。今後、目指す課題解決等の方

向性に沿って、一層市民の皆様に相談し、進めるところに差しかかってく

ると思っております。 

やはり今、日本は時代の大きな転換点に立ち、変化の真っただ中にある

と認識をしております。人口減少、少子・高齢化が、現実としてこれから

顕著にあらわれてくる社会になってきます。小牧もこれまで若干全国より

若い人口構成で、財政力は全国でも有数であり、あまり危機感を持ってこ

なかったわけです。しかし小牧も例外ではなく、これから少子・高齢化と

人口減少に突入していく状況になっていきます。 

 ちょうどこの４月に高齢化率は20％を超え、５人に１人が高齢者という

状況が小牧にもやってきました。恐らく６年か７年のうちには25％を超え

るスピードで高齢化が進行しており、そのころには恐らく小牧の人口も減

少があらわれる状況を想定しております。今の小牧は南部地区、中心地、

そして味岡地区では、区画整理事業等もあり新しい家も建ち、人口が増加

している状況でありますが、特にこの西部の地区や篠岡の地区では高齢化
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が進行しています。 

 これまでは、経済も右肩上がりで拡大し、人口も伸び、そして税収が増

えた分をどうサービスに使うかと、拡大型の行政を行ってきましたが、そ

れを続けていくことができない状況に差しかかり、小牧も同じ状況になろ

うとしております。人口も減り、少子・高齢化の中で社会保障費は上がっ

ていく。税収も人口が減ればおのずと減っていくことが予想され、拡大型

行政から、選択と集中による行政に転換していく、行政、地域運営の仕組

みを大きく変えていく必要があると認識しています。 

 そうした中で私が掲げる方向性として、１つは、高齢化の中でも安心し

て住みなれた地域で生活し続けることができる高齢社会、小牧の地域社会

を実現しなければならないという大きな課題であります。現在、高齢者福

祉医療戦略会議で、市民病院長、開業医の代表、訪問医療を専門に行って

いる病院の院長、介護サービス事業者、ケアマネジャーの代表、ヘルパー

の代表、社会福祉協議会の代表、訪問看護ステーション事業者の代表の方、

ボランティア団体の代表、市民活動団体の代表の方など、いわば地域の福

祉にかかわる多様な医療・看護・介護・ボランティア等々の方にお集まり

いただき、私もその中に入り、今まで６回の会議を続けてきました。国や

県の取り組みもあるが、それだけでは５年、10年、15年というスパンで見

たとき、本当に安心できる高齢者を取り巻く生活環境にはならないだろう

という状況で、市行政として、あるいは医療者、看護者、ボランティア、

地域が、それぞれどんな役割を果たせるかなど、真剣にゼロベースで議論

しております。 

 高齢化の中で、行政改革が必要であり、地域も助け合いの地域づくりが

必要であります。何でも行政で受けていくことはもはやできない実情もあ

り、地域協議会の創設や地域の助け合いの仕組みづくり、昨年度からは協

働提案事業化制度という市民の提案を受けて行政と一緒に取り組む制度も

始めました。今後は一層地域自治の充実を目指し、まちづくりの一つ柱に

なるような、自治基本条例の制定も今進めているところであります。市長

の役割、議会の役割、市民の役割などを規定し、一緒になって進めていく

小牧のまちづくりのあり方を、皆さんと共有していきたいと思っておりま

す。その中で、行政改革と、議会改革と、地域の改革を一体で進めていこ

うと目指しております。 

 右肩上がりから右肩下がりだと、暗いことばかり言うつもりはありませ
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ん。そうした時代認識の中でも、これまで先人の努力で培ってきた小牧の

力を最大限維持しながら、一層小牧の力を伸ばしていくためどうするか、

人口は減っているというが、逆に人口を呼び込む、あるいは企業を呼び込

むような、将来明るい夢が持てるような形に、一層の発展を目指すために

どうすればいいだろう。そのようなことも今描いているところです。 

 今、産業立地の戦略会議をやっており、専門家といろいろ議論していま

す。小牧は地の利がよく、今でも企業から土地が欲しいというような相談

を受けるのですが、実際には紹介できる用地がない状況もあり、用地開発

も含め、産業立地のために何が今できるかなどを議論しています。裾野が

非常に広く、これからも成長し続けるであろう航空宇宙産業の分野におい

て、日本一の集積地である愛知・岐阜地域、そのど真ん中に名古屋空港を

有する小牧があります。小牧の三菱重工北工場がなければ、ＨⅡ－Ａロケ

ットも、また今開発しておりますＭＲＪという国産初のジェット旅客機も

飛ばないだろうという状況もあって、小牧も航空宇宙産業特区に加えてい

ただき、夢を描いております。 

 高齢化への対応、そして財政力を誇る小牧でどうやって一層産業の厚み

を増していくか、これらを含めた戦略的市政の推進。そして、行政改革も

行っていく。住民自治の充実も図っていく。そんなことを今３本柱にしな

がら進めているところでございます。 

 平成23年度決算まで市税収入は４年連続で減収となっております。若干

の世界経済持ち直し、日本経済持ち直しも、希望が持てるところではあり

ますが、小牧の財政も非常に厳しい状況であります。10年ぐらい前に土木

費を福祉関連経費である民生費が上回りました。今や民生費が土木費の２

倍を超える勢いで増え続けております。そうした中、市民の安全・安心を

第一とし、先に希望の持てる、あるいは小牧の課題を解決する意味から、

改革と創造の市政を実現するための積極予算として編成したところです。 

    

（市民生活）（市民生活）（市民生活）（市民生活）    

 まず市民生活について、安全・安心のまちづくりが第一であります。 

 東日本大震災から既に２年が経過し、小牧からも職員を東北地方に入れ

かわり立ちかわり派遣して支援に努めておりますが、我々の地域も南海ト

ラフの巨大地震が危惧されております。東海地震においては、今後30年以

内に88％の確率で発生すると予測されており、危機感を持って対策してい
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くことが必要だと思っております。家庭での対策、地域での対策、大変重

要でありますが、市役所としても頑張っていきたいと思っております。 

 防災力の強化として、今年度、業務継続計画を策定していきます。一た

び大規模災害の折には、小牧市役所、自治体は災害応急対応や復旧・復興

活動の重要な役割を担いますが、一方で、市民生活に欠くことのできない

市民サービスを継続していく必要があります。大規模災害時には職員も同

様に被災することも考えられ、本来市役所が持つ能力を全て発揮できると

は限らない。そういう前提のもと、限られた資源を必要な業務に振り分け

ていく必要があります。平時からそうした優先業務の順位づけをし、大規

模災害時の業務継続計画を策定する必要があるため、今後２カ年で進めて

まいります。 

 公共施設の耐震化ですが、３・11の震災後、全ての公共施設について緊

急の耐震診断を実施しました。今後、耐震性に問題のあった施設について、

改修を順次進めていきます。 

 平成28年度からの消防救急無線のデジタル化に伴い、６つの消防本部で

共同し、通信指令事務を進めていきます。小牧市がその中核市であり、消

防指令設備、デジタル消防救急無線設備、システムなどを導入しまして、

今の小牧の消防本部南側に、新たな合同の消防指令センターを建設してい

くこととし、今年度設計を進めていきます。 

 また、市民サービスの分野では、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開設しております。高齢化の中で困り事、相談事が増

えていますが、特に高齢者の方がどこに相談していいかわかりにくいとい

う声も聞きます。１つの窓口で全て相談を受けられればよいのですが、相

談も専門分化しており、専門性を持った職員が適切に対応することが必要

であります。そのため、ワンストップではありませんが、ツーストップで

適切な専門性を持った窓口を案内する、そういった相談案内を一元化した

窓口を市役所２階の生活交流課内に開設しました。国や県、民間も含め、

市の業務に限らず、適切な相談先を案内するよう努めてまいります。 

 また、パスポート事務の取り扱いを、この４月から本庁舎１階の窓口で

開始しました。今後、パスポート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、環境交通です。これも震災以降、福島第一原子力発電所の事故に
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端を発し、電力需給問題に関心が高まっております。再生可能エネルギー

の積極的な導入を目指していますが、まず住宅用の太陽光発電の設置費の

補助を行ってきました。今年度は、設置件数が５割増しとなるよう、さら

なる普及を目指してまいります。 

 また、公共施設の電力についてであります。全国的に電力の自由化が進

んでおり、小牧市役所もこれまで中部電力から買うのが当たり前でしたが、

広く事業者の入札を行い、できるだけ安い電力を買いたいと考えておりま

す。そこで、近隣の岩倉、豊山、大口、扶桑の５市町が共同でこの電力の

入札を実施し、できるだけ安価で、ＣＯ
２

の排出量が少ない電力事業者か

ら購入していくこととしました。こういった導入に当たり、複数の自治体

が共同で電力を購入することは全国でも例がない取り組みで、今後とも近

隣と協力しながら、コストの削減と市民サービスの充実に努めていきたい

と考えております。 

 し尿処理について、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で実施しております。それぞれ施設の老朽化が進

み、毎年多額の修繕費が必要になっております。そのため、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、一括効率的

に処理できる施設とするように、26年度までの２カ年で整備を進めます。 

 また、野口のごみ焼却場施設の更新について、新たな高機能の焼却炉の

建設を岩倉市と合同で始めたところであります。27年の春には新しい焼却

炉の稼働ができるよう進めていきたいと考えております。 

 次に、公共交通です。これまで電車、バス、タクシー、自家用車、自転

車、徒歩など、さまざまな交通手段が有機的に結合した便利な交通体系を

つくっていきたいと検討してまいりました。小牧市民の非常に不満足度が

高いのがこの公共交通の分野であります。その中で、いわゆる予約制で乗

り合いの新しい交通システム、デマンド交通について、全域の導入を目指

してきましたが、現在の法規制の枠内では困難という結論に至りました。

バス事業者、タクシー事業者の了承、中部運輸局の許可などを得てからし

か、この公共交通の運行はできないわけですが、これを強行しては、民間

バスが採算とれないので撤退するなど、便利にしようと思ったところが逆

に不便になるなども考えられるわけで、一定の理解の中で慎重に進めてい

く必要があります。また、運輸局の許可がないと白タク行為になり、保険

もきかないというような問題もあり、現在の制度上は非常に難しいという
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ことであります。 

 ただ、交通事業者の合意が得られる中で、特に坂道の多い丘陵地では、

自転車を利用しても行き来が困難ということで、篠岡の地域、味岡の北部

の地域において、デマンド交通導入を進めたいと考えております。今年の

８月から１年間、実証実験運行を行っていきたいと考えています。 

 この西部地域含め、ほかの地域については、こまき巡回バスの充実で対

応していく考えであります。１時間に原則１本の本数を目指し、ダイヤの

見直し、路線の見直しを進めていきますが、このバス停１個動かすにも、

地域合意など大変難しい問題があり、しばらく時間を要しますので、27年

の春ぐらいになるかと思います。 

 防犯についてです、昨年2,290件と一昨年と比べて384件減少しておりま

すが、これらは自主防犯団体等による地域ぐるみの防犯活動が功を奏した

ものと思っております。地域の取り組みに感謝を申し上げます。また、特

に41号線近隣の商業店舗の駐車場等で、自動車盗や車上荒らし等が非常に

多いのが小牧の特徴でありますが、防犯カメラの設置費補助金を市独自で

行っており、商業者の店舗駐車場などに防犯カメラを設置する際、一定の

補助金を交付してきました。これを今年度からは、マンションやアパート

で10台以上の駐車場のあるもの、月極駐車場で一定規模以上あるものにつ

いても補助対象としました。 

    

（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）（保健福祉）    

 次に、保健福祉の分野です。高齢者福祉については、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、障がい者福祉施設等についても、引き続き誘致に努めてまい

ります。味岡、西部のほうからは、３番目となる老人福祉センター建設の

要望もあり、必要性については認識していますが、全体の状況の中で検討

していくこととしています。高齢者福祉医療戦略会議の中で、地域の医療

や介護の充実を目指し、具体的に今後進めていきたいと思います。 

 子育て支援についてです。放課後児童クラブについては、一昨年から時

間延長を実施していますが、次のステップとして、学年の拡大を計画して

おります。愛知県下で多くの自治体が６年生までの預かりをしている中で、

小牧はこれまで小学校３年生までの預かりに限定されておりました。今後

26年度から、１学年ずつ小学校６年生までの拡大を目指し、施設の整備を
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進めてまいります。 

 保健医療ですが、引き続き予防接種やがん検診など、健康相談や各種栄

養指導、健診事業に取り組んでいきますが、若い世代の乳がんの発症率が

高くなっております。そこで、乳がん検診について今年度から、対象年齢

40歳以上を30歳以上に引き下げて実施してまいります。 

 また、市民病院の建てかえを予定しております。駐車場の問題、交通渋

滞の問題等もありますが、41号線、高速道路、155号線などの交通の動脈

に近接し、まちの中心部に位置するいい位置であることから、現在の土地

で建てかえる判断をしたところです。もう１つは経営上の観点からであり

ます。市民病院は何度かに分けて拡大してきており、新しい病棟と古い病

棟があります。新しい病棟まで壊して移転新築すると、非常にコストが割

高になるので、現在地で、比較的新しい部分は残しながら、古い部分を建

てかえていくこととしています。 

 小牧の市民病院は、経営上黒字の健全経営である病院であり、そういっ

た点では恵まれた病院であります。愛知県内の病院では、３割ぐらいの病

院で診療制限を行っており、医者がいないから、診療科を限っているとい

う状況もあります。ですから、黒字の中でいい機器を導入し、いい医者に

来ていただき、それがいい医療につながり、そして患者も来ていただき、

それがまた黒字につながっていくといういい循環が今小牧にあるわけです。 

 市民病院が、もっと市民優先にならないかという声をよく聞きますが、

尾張北部医療圏という医療圏が国で設定されており、その中で最も高次元

の第３次救急医療を担うのが小牧市民病院であります。市外の人は来てい

けませんとはなかなか言えませんし、市外の方も含めて利用いただく中で、

黒字経営が維持でき、そういったいい病院が小牧市内にあることが、市民

へのサービスにつながっている認識でありますので、ご理解をいただきた

いです。そういう中で、今、看護師も60人ぐらい新規採用しまして、今ま

で大体患者10人に対して看護師１人という数でしたが、７対１という基準

に適合できるよう増員してきております。また、大部屋６人床を、この建

てかえの中で、４人床標準になるよう一層努力していきます。 

 28年度からこの病院の建設工事に着手し、早ければ30年度末、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）    
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 次に教育ですが、施設整備について、特に安全・安心を第一に教育環境

の整備を進めてまいります。味岡中学校の改築を２カ年で行い、この味中

の改築をもって、市内25校全ての小・中学校の耐震化が完了する見込みで

あります。しかし、３・11の震災以降、内部のつり天井や壁材の非構造部

材の耐震診断を実施したところ、ほぼ全ての学校で耐震化が必要との判断

でありました。平成28年度までにこの内装材も含め、耐震化を計画的に進

めてまいります。 

 あわせて、昨年度から着手しました児童・生徒の安全を守るための防犯

カメラと、校内緊急連絡用インターホン設備を、平成28年度までに５カ年

で計画的に整備していきます。 

 文化振興については、史跡小牧山が信長の築城から450年を迎える中で、

山頂付近の石垣が近世城郭の原型ではないかと注目を浴びる状況であり、

積極的にＰＲに努めているところです。 

 また、市役所旧本庁舎について、来年解体して史跡公園にふさわしい整

備を進めてまいります。国の指定史跡である小牧山の中には、昔なかった

建物は一切認めないという文化庁の姿勢もあり、なかなか苦慮しておりま

す。また、小牧山の樹木についても、枯れている木や枯れかけている木が

多数あり、より園路や広場が明るく憩いの場となるよう、適切な樹木の管

理をすべく、昨年度、小牧山樹木管理計画を策定しました。今年度から順

次剪定等を進める中で、春の桜については五条川と並んで1,300本ぐらい

の桜があり、大変有名になってきていますが、秋には紅葉が楽しめるよう、

より一層市民に親しまれる小牧山の景観整備に努めてまいります。また、

そのほかの文化財、歴史認識等についても、目を向け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）    

 都市基盤の整備については、道路整備、雨水対策、公園や緑道の整備、

区画整理事業、小牧駅前や田県神社前駅前の整備など、引き続き計画的に

進めていきたいと考えております。 

 村中交差点の渋滞問題ですが、去年だけで４回ぐらい国交省へ出向き、

要望してまいりました。１週間ぐらい前にこれが新規採択される報告をも

らいました。国道41号の村中交差点以北の４車線について、６車線化に向

け、今後国の事業として進めることになりました。それに先行して、中部
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整備局の名古屋国道事務所のもとで、今年中に村中インターの出口、特に

北行きですが、西側の歩道を、お地元には迷惑をかけますが、４メートル

を2.5メートルに削り、４車線を５車線に拡幅しまして、少しでも渋滞の

緩和になるようにしていくということでありますので、報告させていただ

きます。 

    

（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。商工会議所と連携してこれまで３回実施しており

ますプレミアム商品券事業は、今年も引き続き実施してまいります。 

 今まで全て完売しており、好評いただいているものと思っていますが、

この目的は、地域経済の活性化であります。工業都市小牧の中で、地元の

商店、サービス業は、衰退の一途で非常に厳しい状況に立たされています

が、高齢化の中で、やはり地元の商業も大事だと考えており、少しでも支

援できるよう中小商業者への支援事業として行っているところであります。

買い物するならば、名古屋や近隣ではなく、小牧市内で買い物していただ

きたい。１万円で１万1,000円の1,000円分のプレミアムがついております。

地元でしか使えない商品券という不便をおかけするかわりに、1,000円分

プレミアムをつけ、その部分は市が補助を出しております。そして、その

１万1,000円のうちの6,000円は地元の中小店舗で使う商品券であります。

残り5,000円は大規模店舗でも使えますが、全て１万1,000円分地元中小店

舗で使っても結構ですので、ぜひ活用いただく中で、地域の活性化に協力

いただきたいです。現在加盟店数600店舗に迫る勢いで増え、便利になっ

てきております。議会でもいろいろ議論がありますが、全国的に小牧のや

り方は非常に注目されており、近隣から視察に来る状況もあります。 

 また、産業立地政策、新たな企業誘致についても、一昨年から新たな企

業立地促進補助金をつくるなどしておりますが、積極的な誘致を進めてま

いります。 

 観光振興については、今、名古屋コーチンや小牧山であるとか、いろい

ろと商工会議所にも努力いただき、連携して進めております。 

 観光協会の機能の強化の中で、小牧駅の都市センター内に観光案内所を

つくりました。５月１日には、西側の名鉄ビル１階の名鉄観光サービス跡

地に移設して充実を図っていきます。 

小牧山城築城450年ということで、だいぶＰＲが行き届き、テレビなど
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でも小牧山や小牧市が取り上げられる機会が増えたと感じられる方も多い

かと思っています。初日の出を拝む集いには、例年に倍する4,500人が山

頂に登られ、大変ありがたい状況でありましたが、年間通じてＰＲに努め

ていきたいと考えております。 

    

（行政経営）（行政経営）（行政経営）（行政経営）    

 行政経営に行きます。改革と創造の市政ということで、行政改革、また

地域運営のあり方の基本的な見直しを目指しております。一層市民、事業

者、市民団体などが手を携え、新たな挑戦をし、それぞれの成功体験を共

有しながらともに成長していく、分権型の社会システムが不可欠であると

考えております。 

 そこで小牧も、分権時代にふさわしい行政改革を進めるとともに、一層

失敗を恐れないチャレンジをしていきたいと考えております。 

 地域内分権も進めていきます。地域協議会を創設し、地域自治の一層の

推進を図っていきたいと考えております。小学校区単位ぐらいで、おおむ

ね制度設計について、区長会を初め、各種団体の代表者の方による市民会

議の中で了解をいただきましたので、今後地域に出かけ丁寧な説明をしな

がら、機運の高まった地域から設立に向けた準備を始めていきたいと考え

ております。 

 そして、自治基本条例について、公募市民から成るあり方研究会議で議

論を進めており、その提言が近々出る予定であり、その提言をもとに、今

年度は起草会議を創設し、条例の文案化に向けた取り組みを行ってまいり

ます。ぜひ関心を持っていただき、意見等もお寄せいただければと思いま

す。 

 最後に、公共施設の整備と行革について、触れさせていただきます。市

内の公共施設の多くが昭和40年ごろからの建設であり、近い将来次々と建

てかえの時期を迎えます。長期にわたり多大な財政負担が予想される中、

少子・高齢化や新たな地域課題に対応すべく、新しい施設の整備も当然必

要だと考えております。しかし、人口も減少していくことから、現在ある

施設全てを建てかえる必要があるのかも含めて、今後の検討が必要である

と考えております。現在、市では公共施設の維持管理と更新に毎年25億円

ぐらいの予算を投じております。60年ぐらいに耐用年数を長く見込み、丁

寧に使ったとしても、今後数十年にわたり毎年38億円ぐらいの予算が必要
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という試算もあります。これまでの1.5倍ぐらいの予算を毎年使わなけれ

ば、今の施設の規模、数を維持していけないという試算であります。そう

したことから、将来の人口動向や施設需要、財政状況などを見極めながら、

今後の施設の総量抑制や廃棄の見直し、転用なども検討していく必要があ

ると考えております。そこで、その基礎資料となるよう、現在の利用状況

やニーズ調査、維持管理手法、コスト、そうしたものを詳細に分析する公

共施設白書を２年間かけて作成してまいります。新たな方針が出るまでは、

地元会館等も含め、全ての公共施設について、現在市で既に３カ年計画の

中で予算づけをしている施設を除き、新たな施設整備を当面凍結していく

方針を打ち出しました。 

 行政も一層の行政改革に努めていく必要があると考えております。行政

改革は、何も無駄減らしだけではなく、仕組みの改革や、事業の見直しな

どもしていく必要があると考えております。 

 この４月１日に、課長補佐職の全廃という方針を打ち出しました。管理

職構造の見直しの中で、スリム化を図っていく考えです。 

 市は、部長、次長、課長、課長補佐という管理職が４段階あり、その下

が一般の係長以下という現場であります。今おります課長補佐を、昇進、

退職ということで順次減らし、原則的に全廃していくという方針を打ち出

しました。職員のモチベーションが下がるといったこともありますが、理

解を求めていきたいと考えております。課長補佐職全廃時には、４億円ぐ

らい予算が浮くわけですが、皆様に理解いただきたいのは、市役所の仕事

は増えているのです。これまでも行政改革に取り組み、職員の総数は減っ

てきており、総人件費を抑制してきております。しかし、高齢化の中で福

祉部門を中心に現場の仕事は増えてきています。また、パスポート業務の

ように国や県から権限移譲があり、この部分でも仕事は増えています。そ

ういう中で、人件費は増やせないという状況にある。ですから、管理職に

もう少し頑張ってもらい、現場を手厚くしていきたい。職員のためにポス

トがあるのではなく、仕事があってポストがあるわけですから、仕事に応

じてポストを組みかえていく必要があり、本当に必要なところを手厚くし

ていく考えであります。また、民間でもそうですが、団塊の世代のボリュ

ームが厚く、これまでもポストを増やしてきた経緯もあります。そういう

中で、団塊の世代の大量退職のため、昇進スピードが上がっておりますの

で、昔と比べて、現在の係長以下の昇進スピードが格段に遅くなるという
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ことはないと思いますので、職員の理解を求め、市役所も汗をかいて、市

民の皆様に協力を求めていかなければいけないと思っております。 

今年度もいろいろな事業がありますが、市役所、そして地域で、市政を

前に進めるべく努力してまいりますので、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】】】】 

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

域を告げてご発言をいただきます。一人でも多くの方にご発言いただける

よう、お１人１分程度にまとめてご発言ください。 

 それでは、ご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】】】】    

阪神大震災、それから東北の大震災がありました。実際に発生しますと、

行政が応援に来るのに３日間ぐらいはかかるということで、自助努力、自

分たちのことは自分たちで事前の対応をしておくのが普通だということを

テレビ等で聞きます。今、小牧市内に非常用の災害用品の備蓄が、15万都

市の世帯に対していかほどに用意されているのか。それと、どこにどのよ

うなものが、例えば毛布、乾パンなどの数量が見えてこないと思います。

広報にも防犯対策はありますが、防災対策に関することが載っていないと

思いました。 

    

【発言者２【発言者２【発言者２【発言者２】】】】    

いろいろと行革の話が出ておりますが、予算に人件費という項目がない

と思います。人がどれだけ採用されていて、職員が何人いるか、どういう

形で配属されているのか、そういう人件費という表を出せば、人数が多い

か、給料が高いかという話になると思う。人件費の表示がないと信用性が

ないので、ぜひ設けてほしい。全体の一般経費の中でどれだけ人件費がウ

エートを占めているかが市民にわかれば、非常に理解しやすいと思います。 

    

【発言者３【発言者３【発言者３【発言者３】】】】    

 下水道の受益者負担金が村中地区でも来年度課税されると聞いています。
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既に埋設され、その地区の土地所有者に平米500円課税されていると聞い

ています。現実には田畑で、下水道を流すのは何年先か、永久に流せない

こともありえる。そのような土地についても一律に賦課されると聞いてい

ます。その条例や決まりは随分前に国で決めたのではないかと推測してい

ますが、この昨今の日本人の感覚、意の通った課税となることを要望しま

す。 

 また、10年も前に西部まちづくり構想というものがあったと記憶してい

ます。その構想をつくるのにも、多額の費用がかかっていると聞いていま

すが、その実施、検討の経過についてもお尋ねします。 

    

【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】    

震災について、備えは必要だと思っております。行政としてもできる限

りの備蓄等は当然進めておりますが、一方で行政の備蓄があるから自分た

ちで備蓄しなくてもいいわけではないですから、行政の備蓄状況を把握し

ながら、自助の中でやっていただくということは大事だと思っております。

防災教育の中で、自宅で何にも用意していない方もいまだに多く、行政が

助けてくれるという意識では困るということを一層ＰＲしていきたいと思

っていますので、行政の備蓄がどれだけあるかということはあまりＰＲし

ておりません。 

 備蓄については、市内の小・中学校などに設置している防災備蓄倉庫54

カ所に、それぞれ毛布、タオル、乾パン、発電機、災害弱者兼用トイレな

どを備蓄しております。各倉庫にそれぞれ、毛布140枚、タオル200枚、乾

パン384食、発電機２基、災害弱者兼用トイレなどを備蓄しているところ

です。非常食については、４万5,000食をパークアリーナや市役所などの

防災備蓄倉庫に備蓄しております。全市民が避難するということは想定し

ておりませんが、約15万市民に対し、１割の１万5,000人が避難したと想

定し、アルファ米、クラッカー、乾パンなどの非常食を３食分に当たる約

４万5,000食備蓄するという考えであります。市民の１割に対して１日分

という備蓄量でありますが、まずは市民の皆様の自助努力をお願いいたし
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ます。 

 ご指摘のとおり、一般的には３日間耐えしのげば、各地から応援が来る

と言われていますが、南海トラフ巨大地震のように、太平洋沿岸、北から

南まで全て被災するようなところでは、何日もかかるようなことも聞いて

おりますので、備えは必要だろうと思っております。 

 専門家の話を聞きますと、例えば自衛隊や警察も、人口の多いところに

全国から集中するので、少ない地域は、優先順位が下がり、ある意味、数

日間見捨てられる可能性もある。それぐらいの危機感を持って各自治体が

準備しなくてはいけないとのことでした。小牧に津波は来ませんが、まさ

に小牧としての自助努力も市民の皆さんにお願いしたいと思っています。 

 今、名古屋空港に防災拠点をという話もあり、我々としても願っている

ところです。自衛隊はこの小牧基地が拠点であり、警察は中部管区の警察

学校が県内の拠点になると聞いています。そういう意味では小牧は交通の

便もよく、空港などの拠点もあるので期待する状況であります。 

    

【発言者【発言者【発言者【発言者１１１１】】】】    

 １カ所に毛布140枚だと、１人１枚の140人分しかないということですが、

年々に買い足して備蓄してはどうか。15万人全てとは言わないが、140枚

では早いもの勝ちになってしまうので、私の区では、自分たちでも備蓄を

やっております。先ほどの話のように、３日間ぐらいは行政は動けないか

と思いますし、年々少しずつ増やしていってはどうか。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】    

 今、国の被害想定の見直しが進み、また県もそれにあわせた防災計画の

見直しが進んでいます。今後、市としてそれにあわせて見直しを計画して

おります。今の話で、140枚が多い少ないという議論はあるところですが、

54カ所に140枚ありますので、当然この地域が重点的に被災地だというこ

とであれば、市内から物資を集めてくるわけであります。15万市民が全て

避難する想定は、これまで市としてはしていないという考え方であります

が、今後そういったことも含め、被害想定等の見直しにあわせて、必要が

あれば検討していきたいと考えております。 

 

次に、人件費が出ていないとの意見についてであります。実は、つい先
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日出した広報「こまき」４月15日号になりますが、ここに予算の目的別グ

ラフと性質別グラフがあり、性質別グラフの中に人件費が載っております。

人件費は市の一般会計予算の15.5％であります。現在、職員数は行政職

1,054人、市民病院など全部合わせた正職員で1,826人であります。 

 また、昨年の広報「こまき」12月15日号で、人件費を含め、小牧市の人

事行政の運営状況等ということでお知らせをしております。大体この時期

に職員数、勤務時間、給与の状況、分限処分、懲戒処分、研修などについ

て詳しく出しておりますので、一度ご覧いただければと思います。 

 

 下水道の受益者負担金についてですが、なかなか難しい問題であります。

下水道の受益者負担金は、確かに平米当たり500円で下水道を供用開始で

きる区域全体で、地目にかかわらず、生産緑地など減免対象もありますが、

基本的にいただいている状況です。未接道地や幾つか悪い条件があり、す

ぐに下水を使わないので賦課しなくてもいいのでは、という声は過去から

いただいております。そういった声を受けこれまでも検討しましたが、私

としては、これまでどおり賦課することが適切という判断をしております。

この受益者負担金は下水を利用する・しないによって賦課するのではなく、

その区域全体が下水道整備されることによって、衛生上もよくなり、地域

全体としての価値も向上することから、ほとんどは税金でやっております

が、一部この受益者負担金として負担いただく、という考えでこれまで運

用してきました。過去から小牧市はこの一律の基準で、全ての皆様に負担

いただいてきました。この考え方自体は議論があるところだと思いますが、

過去から全ての皆様に負担いただいてきた経緯から、今後考え方を改め、

負担いただかないことにしますと、過去からいただいてきた方々への説明、

公平性を欠くことになり、著しく行政に混乱をきたすと考えております。

基本的には下水道を供用する計画を持っておりますので、下水道ができた

ところから順次、全ての皆様に500円ずつ負担いただくということで、今

後とも進めさせていただきたいと考えております。 

    

【発言者３】【発言者３】【発言者３】【発言者３】    

下水道の負担金については、全国統一というか、小牧だけの話ではない

ですよね。    
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【市長】【市長】【市長】【市長】    

全国的にこうしたことを進めておりますが、詳細について、例えば減免

対象などは若干自治体によって差異があると思います。    

    

【発言者３】【発言者３】【発言者３】【発言者３】    

 受益の量に対して賦課をする、負担をするという基本原則は以前から一

応わかっているつもりですが、下水を流出しないにもかかわらず、受益に

なるのか、極論を言えば、道路が狭く建物も建築できない、いわゆる袋地

まで一律に賦課するというのは少し時代認識に外れると思っています。 

 それに関連しますが、固定資産税も全くそのとおりで、１メートル切れ

るような道路が市街化区域で評価され、課税されたりします。また、その

課税の計算の仕方がほとんどの方がわからない。私もわかりません。資産

税課に聞いてもわからないと言っていました。皆さんは納付書が来るから、

わけもわからず、払わなければならないという感覚で納付するという認識

がほとんどではないかと思っております。 

 それから、西部まちづくり構想は10年も前で、前市長の時代だと思いま

すが、質問しましたが、明快な回答はありませんでした。 

 

【市【市【市【市    長】長】長】長】        

お気持ちはわかりますが、固定資産税には基準があり、それにのっとっ

てやっております。国の基準や改定もありますので、非常にわかりにくい

こともありますが、別にこの人は高く、この人は安いということはありま

せんので、丁寧に説明をしなければいけないと思います。 

 繰り返しますが、この水を流す、流さないではなく、その地域全体の価

値が向上する。自分のところは下水に接続しないが、隣や近所が接続する

中で衛生環境もよくなり、地価の向上にもつながるということもあります

ので、全体として賦課していくという考え方できました。これを今から、

何メートルの道以下は減免対象にするなどをやっていきますと、これは非

常に行政が混乱しますので、これまで随分意見をいただきましたが、何と

か理解をいただいて払ってきていただいた過去の経緯からも、一定のルー

ルに基づいての基準ですので、何とか理解いただけるように努めていきた

いと思います。 
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【発言者３【発言者３【発言者３【発言者３】】】】    

 納税者の真意として、納得して納付はしていない気がします。この時代

に、意の通う課税の仕方、納付の方法に検討の余地はないのかと思います。

それは、市民一人一人の納税意識が少しでも高まることになるのではない

でしょうか。滞納しているとかではなく、道路をつくってくれる、下水道

もきれいになったから払おうかという内心の問題です。だから、これまで

も納付いただいてきたから、これからも続けるというのは、ちょっと短絡

的、時代に即応していない感じがしますので、血の通った課税の方向へ少

しでも検討していけば、小牧が納税方式の模範都市になるのではないでし

ょうか。 

    

【市【市【市【市    長】長】長】長】 

ありがとうございました。十分に意味は受け取りまして、ご意見として

承りたいと思います。 

 北西部のまちづくり構想についてですが、例えば北西部地区公園の建設

について、今、議会から、特にこの地域の市議会議員から強い要望が出て

いるところであります。この41号線から西、また高速道路から北という地

域内には公園がないわけですが、この地域の緑地の整備、生活環境の向上、

こういったことから検討をしております。まちづくり構想についても、改

めて目を通していきたいと思います。 

 

【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】】】】    

産業振興の説明にあったプレミアム商品券について、私自身も、旅行代

金の支払いや、また日々のガソリン代の支払い等々に利用しております。

たしか３月の終わりごろの新聞記事で、今後の発行に関して、何か条件が

ついたというような話を聞きました。よく意味がわからないので、わかる

範囲内で説明をお願いします。 

    

【発言者５【発言者５【発言者５【発言者５】】】】    
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河内屋のところに信号があります。横断歩道をつけてほしいと警察へ聞

きに行くと、何か50メートル以内か100メートル以内はできないといわれ

ました。去年、41号線の村中交差点が立体化され、河内屋を通過する車両

が増えた気がします。特に朝ですが、江南、大口方面から41号線へ出る車

が、何十年も前から大渋滞を起こしております。41号線の車線を拡幅する

計画があるようですが、完成するのは数年ぐらい先になるかもしれません

し、むしろ交通量は増えてくるだけです。 

 交通事故の犠牲者が出てからではなく、信号や横断歩道をつけるなり、

その他いろいろやるべきことはあるかと思いますが、速やかにせめて１年

以内に、車両がスピードを落としてくれる方法を何とか考えてほしいです。

例えば道路に横断する場所があるよという、ペイントマーカーなどよくわ

かるようなものでもいいです。 

    

【【【【発言者６発言者６発言者６発言者６】】】】    

知人が脳梗塞で倒れて、市民病院に救急車で運ばれました。その後よく

なり、市民病院からリハビリをするのに病院をかわってほしいと、一宮、

大口、岩倉の３カ所の病院を紹介されました。市民病院にいたいと言うと、

市民病院にはリハビリの施設があるが、時間的にその人に対して時間がと

れないということで、やはりリハビリするためにはほかの病院に移ってほ

しいと言われました。小牧市民病院が新しくなるようですから、そういう

リハビリの施設があると、小牧市民もそのままそこへ移れるかと思います。 

 

【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】    

 プレミアム商品券でありますが、ほかのタウンミーティングでもこの話

題は出ております。どの新聞を見られたかはわかりませんが、附帯決議が

ついたことと、プレミアム商品券の予算について前期の半年分は認めるが、

後期は認めない、基本的にプレミアム商品券を続けることは反対だという

趣旨で、提案した予算案に対して修正案が出たということで、新聞にも取

り上げられたのは事実であります。これは三十数年ぶりというような、小

牧市議会では非常に珍しいことであり、かなり議論もありました。 
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プレミアム商品券事業は、全国でも市町のレベルでは最大級の11億円と

いう発行額であります。市が商工会議所に１億円の補助と印刷費や事務経

費、換金手数料などで3,000万円の、別途補助を出して、１億3,000万円の

予算です。これを１億円のプレミアム分を合わせた形で、10億円で買って

もらい、１年間で11億円を回そうという事業であり、中小商業の支援とい

うことで今やっております。 

 私は、非常に効果のある事業だと思っていますが、附帯決議が、実は去

年と今年の２回ついております。１年前の附帯決議の直前に、商工会議所

から、このプレミアム商品券事業が販売促進や売り上げの向上に効果があ

ると思う店が２、３割で、効果がないが７割ぐらいとのアンケート結果の

発表がありました。当然そういう結果を見れば、市議会としては、一歩立

ち止って、慎重にやるようにという附帯決議をつけるのも当然だと思って

おります。ただ、議会終了後の４月にこのアンケートの集計は間違いだっ

たと商工会議所から修正がありました。実は、単純な数字の取り違えで、

効果があるほうが７割で、効果がないほうが２、３割という結果でした。

しかし、誤った数字をもとにしたといえども、附帯決議をつけた以上は、

市なりにアンケートをとったり、検証したり、努力をしてきましたが、今

回、附帯決議がもう一度つきました。 

 賛成側は、予算は認めるが、条件、意見をつけるという附帯決議であり

ました。反対側は、予算を認めず、別の修正案を出されましたが、少数で

否決され、もともとの予算原案が可決されました。附帯決議の内容につい

て、１つは、経済効果の検証などをしっかりとやって、慎重に取り組むべ

きという意見であり、当然そのように受けとめ努力したいと思っています。 

 もう１つは、間接費、事務手数料に3,000万つけていますが、全国的な

地域商品券事業としては、かなり多いのではないか、もう少し安くなる努

力ができないかという意見。この意見に対しても、商工会議所と相談し、

できるだけコスト削減に努めていきたいと思っております。 

 もう１つは、15万市民のうち１万人しか購入していないので、もう少し

広く購入いただくべきではないかとの意見。全部売り切れていますので、

例えば１億円の補助を２億に増やすか、１人５万円の購入上限を減らすか

の、２パターンしかないのですが、額を増やすことはなかなか難しいので、

上限額を下げて、もっと多くの方に購入いただけるような改善ができない

かという意見。これについても当然のことだと思いますので、努力したい
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と思っております。附帯決議の中のこれらの意見は、しっかりと受けとめ、

努力していきたいと思っております。 

 プレミアム商品券事業を認めない意見は、15万市民のうち１万人の購入

者で、15万市民全員にこれが行き渡らない、公平性に欠けるということで、

これはだめだという意見であります。私は、この意見は認めがたいと思っ

ています。 

 例えば、住宅用太陽光発電のシステムでは、補助金9,000万を375世帯分

としてつけていますが、議会の反対はありません。でも15万人のうちで１

万人だからだめだという意見は、私は少しバランスを欠くのではないか思

います。また、平成25年度予算でも、工場誘致で５社に対し２億3,300万

を組んでいますが、これにも反対はありません。でも市内の３分の１とい

う600に近い商業者が参加する事業に１億がだめだと。これも、私は納得

ができません。これは中小商業の活性化でありまして、非常に今商業者に

期待されております。どんどん参加店舗も増えている状況で、ぜひ育てて

いきたいと思っております。商工会議所にも商業者の声をもっと届けてく

ださいと申し上げているところであります。 

 

 河内屋の道路について、こういう話を県会議員のころからもずっと聞い

てまいりました。信号から50メートル以内はだめだというお話ですが、予

算がない場合や、その場所には幾ら努力しても信号がつけられない場合も

あります。公安委員会、警察の所管でありますので、市は正直、何ともし

がたいところがあります。市がまちづくりの観点から、どうしても横断歩

道が必要だと言っても認められないことがあります。ペイント舗装などに

ついては、また個別に相談を受けさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

 次に、市民病院についてですが、市民病院は救急医療の病院、倒れたり

急病になってとにかくそれを治すという機能の病院、いわゆる急性期病院

でありますので、病状が落ちついた場合やリハビリなどでは、自宅で療養

いただく、他の病院へ転院いただくという指導をしております。これは、

病院の機能上、仕方がないと思っております。近隣との連携の中、リハビ

リ施設が市内には不十分で、他の市町の施設を案内していること、また、

今のような意見が多くあることも承知しております。そういう状況の中で、
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今後の市民病院の機能、あり方、他の病院との連携など、今後の建てかえ

において検討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、続きましてご発言をお願いします。 

    

【発言者７】【発言者７】【発言者７】【発言者７】    

 小牧山城450年で、いろいろなところから人を呼んで活性化させたいと

いうことは、いいことだと思います。ＮＰＯで歴史の関係をやっておりま

すが、小牧山に高札が非常に少ないと思います。名古屋コーチンでも、ど

この場所かわからない。小牧市内の有名なところも高札が全くないような

状況ですが、どうお考えなのか。 

 また、450年はいいのですが、来年も続けなければ何にもならないと思

います。 

 

【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】    

 高札が少ないとのお話ですが、確かにそういったこともあるかも知れま

せんので、いろいろと指摘をいただいて努力していきたいと思っておりま

す。名古屋コーチンの発祥地、池之内については、整備をする方向で、今、

検討を進めております。駅前のモニュメント、海部家のお墓があるお寺の

ところにもつけましたが、順次努力してまいります。 

 小牧山城450年で、今、内外のＰＲに努めておりますが、外から人に来

ていただくことも重要であります。大変知名度も上がってきており、お隣

の市でもよく知られているとも聞ました。450年事業で信長公がつくった

小牧山城があったということは、だいぶ近隣も含めて浸透してまいりまし

た。これを一過性に終わらせるのはもったいないとのことでありますので、

何らかの形で、こうした取り組みを今後も進めていきたいと思っておりま

す。 

 今悩ましいのは、小牧山城に上がっても、せっかく注目されている石垣

が見えません。非常に価値が高いということで、文化庁からも丁寧に扱う
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ように言われており、発掘が終われば埋め戻しをしなければいけません。

今後、発掘調査が終わりましたら、時間をかけて復元整備していくことと

しております。また数年かけて整備していくので、そのころにまたお越し

くださいと一言つけ加えるよう職員にも言っております。 

こういう状況で、450年を一過性に終わることなく、今後も継続できる

よう、何らかこの取り組みが後に生きてくるように工夫したいと思ってお

ります。 

 最後に、観光地小牧というのはなかなか難しいです。産業都市小牧を一

足飛びに観光都市小牧にしようと張り切っているわけではありません。も

ちろんそれも、産業の厚みを増していくという意味では大事だと思ってい

ます。ただ、観光振興以上に、外へのＰＲ以上に大事なのは、小牧市民み

ずからが郷土の歴史、文化といったものに目を向けて、そして郷土に一層

の誇りや愛着を感じていただく。その中で、みんなで住みよいまちをつく

っていこうという求心力につながっていくのではないかと思っております。

そんな観点からも、今回の450年は、市民に対するＰＲにも努めておりま

す。 

 

 お答えをしながら、終わりの挨拶とさせていただきます。 

 大変長時間にわたりまして、大変ありがとうございました。 

 市民の皆様の理解と協力の中で、今後とも市政を運営したいと思ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

長時間、本当にありがとうございました。 


