
平成26年度タウンミーティング議事録(懇談会部分の要約) 
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【質問者1】ピーチライナーの跡地について、今後をどのように考えてい

るかお聞きしたい。 

 

【質問者2】資料の予算概要にはA街区に30億円以上かけた市図書館を建設

する予算が載っていません。駅前に新図書館をつくることはないというふう

に理解しても良いでしょうか。私は、もし移転する必要があるなら、ラピオ

の中につくっても良いのではと思っております。 

また、市立の保育園を民間に無償で譲って、民間が運営をしていると聞

きましたが、それは税金の無駄遣いと思います。この点についてはどうで

しょうか。 

あと、憲法の解釈改憲に対して、扶桑町では町議会から反対意見が取り

まとめられて提出されていますが、小牧市としては憲法の解釈改憲に対し

てどのようにお考えなのでしょうか。 

 

【質問者3】私は平成20年に難病にかかり、大変な思いをしております。

高齢者だけでなく、若い世代の障がい者福祉のことに対して考えてほしい。

たとえば市の駐車場も障がい者に対して割引があるとか。 

また、私は小牧市で発足したTAO(タオ)という太鼓団体のファンとして、

毎年コンサートに行っています。せっかく小牧市で発祥した TAOがいま世

界にはばたいているので、市に呼んでほしい。 

 

【コーディネーター】ありがとうございました。それでは、山下市長、よ

ろしくお願いします。 

 

【市長】ありがとうございます。 

まず、ピーチライナーの跡地の質問です。ピーチライナーが廃線になっ

てからもう何年も経つわけで、特に近くにお住まいの方を中心に「あれは

どうなるんだ、一体いつまでほうっておくんだ」と、市民の皆さんから多

く寄せられております。私も皆さんの気持ちがよくわかるわけでありまし

て、この跡を何とかしていかなきゃいけないわけです。 

そもそも私はピーチライナーが廃線になったことについて非常に残念に
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思っていまして、今でも何とか走り続けることができたんではないかと思

っています。私も当時県会議員でありましたから一定の責任があるかもし

れませんが、どうしてもこれは食いとめることができませんでした。 

このピーチライナーの線路跡は県の道路構造物ですので、県の建設部が

管理をしております。基本的には、その構造物については市の持ち分がな

いんですね。桃花台の本社跡地についてはわずかに市の持ち分もございま

すので、これについては県と活用の方向で協議を進めて、一部ロータリー

の整備、駐輪場の整備、あるいは自家用車のコインパーキングとか、一部

ですけれどもなされています。 

お尋ねは小牧原新田の方の状況かというふうに思うんですけれども、昨

年の7月、県の方針について市民向けの説明会がございました。その県の

方針は、今の構造物について、北尾張中央道上の構造物については、残し

て活用していく。そして、その他の小牧原から小牧駅、あるいはその 155

号から桃花台方面の部分については壊していくということで県は明確に方

針を出しました。 

早く壊したほうがいいだとか、壊すのはもったいないから何か使えないか、

太陽光のパネルを張れないかとか、いろんなご意見があるんですけれども、

なかなか実現性とか予算の問題があります。県の説明では壊すにも100億円

かかると聞いたことがありますし、活用するにもかなり多額のお金がかかる。

耐震化だけでも30億ぐらいかかると聞いたことがあります。 

私も県知事や関係部署には市民の皆さんのお声を伝え、厳しいことも申

し上げておりますけれども、県としては19号線が北尾張中央道に接続して

いく10年後ぐらいには交通量がふえるだろうから、そのとき小型の自家用

車レベルのものが上を走れる道路として活用ができないだろうかというこ

とを本気で考えたいと言っています。 

壊す部分については早期に壊していただきたいということを市としては

申し上げておりまして、県は壊した土地に歩道や自転車道等の整備を行っ

ていくと言っております。 

市としてはとても何十億、あるいは100億なんてお金は投下できません

ので、県にご意見は申し上げるけれども、基本的には県主体でこのことに

ついて取り組んでいただくということを前提にこれまで協議をしてまいり

ましたので、そんなような状況だということをまずはお伝えいたします。 
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次に新図書館の件についてです。 

議会でも、一部の会派から同様なご意見をこれまでもいただいておりま

す。結論を申し上げますと、A街区に図書館機能を中心とする市の公共施

設を建設していくという方向性で進んでいることは間違いありません。 

もともと新図書館をA街区に建設するということについては教育委員会

でも議決がなされ、そして議会でもおおむねそういった方向の理解の中、

文教委員会協議会で基本的にはそういった合意形成が図られたというよう

な状況でした。しかし、平成22年の秋ぐらいから非常にラピオの経営が苦

しくなり、平成23年の3月には資金がショートするというような状況の中、

ラピオ3階4階の空所部分に、A街区につくる予定であった図書館を持って

きたらどうかというような議論が市でなされていました。 

そういった状況で私は市長に就任をいたしまして、中心市街地の活性化

の側面からいろんな皆さんの声を伺ったときに、何とかラピオを商業ビル

として活性化できないものかという観点で、いろいろと努力をいたしまし

た。具体的には、小牧都市開発株式会社の社長に民間の方をお迎えして、

民間経営でこれをやってほしいと。いつまでも市役所が商業ビルの経営な

んかできないということで、商工会議所にも経営の委員会をつくっていた

だき、新たなテナントを入れ経営改善にご努力いただきました。この結果、

現在ラピオは黒字になっている状況です。 

こういった状況で、新図書館をラピオに入れたらどうだろうというよう

な議論がなくなりましたので、「老朽化や狭隘化の面からいくと早期に新

図書館をA街区に建ててほしい」というのが、教育委員会と、そして市議

会のおおむねのご意見ということを受けとめました。そういう中で、私と

してもできるだけ早期に実現するよう検討を進めているのが現状です。 

まだ、どういう形でどういう図書館を建てるかというようなことについ

ては具体化をしておりません。ですから、今年の予算にはありません。で

すが、方向性としてはそういう方向で検討しておりまして、従来型の図書

館ではなく、中心市街地の活性化にも資するような、裾野を広げるような

新しい図書館ができないかということを検討しているところです。 

なお、予算額につきましては、最大でどのぐらいかかるかというのはわ

かりますけれども、まだ設計しておらず全く白紙ですので、30億円以上と

いうお話がありましたけれども、それは現在まだないものだということで

ご理解いただきたいと思います。 
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それから、保育園の民営化についてです。 

私が市長に就任をいたしましたときに、既に保育園民営化については市

の方針としてありました。現在、市内の認可保育園については全て公立で、

小牧市立の保育園が19園ございます。幼稚園は私立がほとんどでありまし

て、市立の幼稚園が1園あります。 

この保育園の民営化方針、いろんなご意見がありました。検証したとこ

ろ、私としてはやはり民営化をしたほうがいいだろうと。この理由は幾つ

かあります。1つは、今非常に保育のニーズが多様化していること。一時

的な預かり保育であるとか、保育時間の柔軟性であるとか、いろんな意味

で今の保育ニーズを満たそうとすると、公立で全てやるよりは民間に委ね

る部分があってもいいんではないかということで、民間の活力、民間の知

恵を導入していこうと考えたわけであります。どうしても公立園でありま

すと、職員は公務員でありますから採用に時間がかかりますし、人事の面

も柔軟には難しいということもあります。 

もう1つは、保育園にかかる予算は基本的に市が支出していますが、こ

れが民間保育園になりますと国の補助が入ります。市の財政的にも良いと

いうこともあります。 

民間といっても、もともとは株式会社も移管対象に入っていましたが、

私が市長に就任したときに「社会福祉法人に限る」と方針を変えました。

保育に欠けるこどもにきちっとした保育環境を整備するというのは市町村

の責任でありますので、これは今後も堅持をしていくわけです。その運営

を市が直営でやるのか、あるいは社会福祉法人がやるのか。社会福祉法人

がやる場合でも、基本的に全ての経費について市がお支払いをしていきま

すので、保育の質についても低下しない。しっかりと市の責任のもとで民

間の社会福祉法人が保育園を運営していきますので問題はないという認識

を持っています。 

保育園を民間にやらせると、市がつくった保育園を民間に渡すことにな

るので市税の無駄遣いだと思われる方もいますが、これは全くそうではな

くて、そこで行われるサービスは市がやろうとしているサービスであって、

また運営費も基本的には全て市のほうで支払うということ。さらに、民間

が運営したとしても、そこに儲けが発生しない仕組みですので、問題ない

ということをご理解いただきたいと思います。 

市として、保育の責任というのはしっかりと果たしていくということは
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お約束をしていきたいと思っております。 

この議論につきましてはこれまでも市議会でやってきております。市議

会のホームページで議事録が全て検索できますので、関心がありましたら

見ていただければありがたいと思います。 

それから、最近の憲法の解釈改憲に関する議論についてどう思うのかと

いうご意見でしたが、この件について私としていいとか悪いとか、そうい

うことを申し上げるつもりはございません。ただ、私としては国民の合意

の中で進んでいくということが当然だと思っております。 

感想を言いますと、世界の情勢というのは今、本当に目まぐるしく変わ

っていますよね。日本を取り巻く安全保障環境というのは非常に厳しくな

っていると思います。ですから、本当にいざというときの対応というのは、

国民一人一人が真剣に考えていく必要があるんだと。好きとか嫌いとか、

いいとか嫌ではなくて、やはり国を守れる体制というのを、どう国を挙げ

て構築していくかという議論の中で、必要な措置は国として責任を果たし

ていく必要があると思っています。これは私の感想でありますが、こうい

った厳しい状況のときに、我々がどう考えるのか、今後の状況をしっかり

と見据えた議論をする必要があると思っています。 

次に、難病ということでお話がありました。難病の皆さんに対して少し

目を向けてもらいたいというご意見については率直に受けとめたいと思っ

ています。具体的に皆さんがどういった状況で、市としてどういうことを

しなければならないのか、あるいはできるのかということについて、私も

ご意見をいただければ十分に検討したいと思っております。 

障がい者福祉の拡充という面では、今年度、障がい者の医療費助成を拡

充したところでもございます。いろいろなご要望の中で応え得ることにつ

いては、市としても進めています。具体的にお困りの件についてはまたお

話をいただければと思っています。 

それから、TAOという太鼓団体のコンサートを開いてほしいということ

でした。小牧発祥であれば縁があるということですから、ちょっと調べま

して、かなえられるものならかなえたいというふうに思います。 

 

【コーディネーター】ありがとうございました。それでは次のご発言に移

ります。 
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【質問者4】小牧山東側の堤防のところ、きれいに木が伐採されまして、

合瀬川の向こうから眺めた景観が殺伐とした感じです。大きな木を切り過

ぎたという感じがします。あの大きな木がまた芽吹くのかと。 

それと、堀の内体育施設を資料館にするという計画の中で、小牧中学校

がここにあったという記念碑を建てていただけないでしょうか。 

 

【コーディネーター】ありがとうございました。 

 

【市長】ありがとうございます。 

川の木は、私もちょっとびっくりしました。かなり思い切って切ってあ

りますもんね。 

あの川沿いの木をなぜ切ったかといいますと、ツタが相当絡まっていて

非常に汚かったんですよ。でもツタだけを取ることはできないと。かなり

思い切って切ってありますが、きちっと業者がやっていますのでちゃんと

緑に戻るはずです。 

ツタはきれいになりましたが、当然あのままでは寂しいと思います。ご

意見として受け止めたいと思います。 

それから、小牧山について、小牧山3点セットプラスワンと私は言って

おりますけれども、一つ目は日本史を覆すような石垣の発見がありまして、

この石垣をどう整備していくのかということを文化庁や専門家のご意見を

聞きながら復元をしていきたいと思っております。二つ目は、旧市役所庁

舎、これを今年の8月から壊し始め、跡地を公園として整備していきます。

公園といっても、昭和2年の測量図に戻すという復元整備です。 

三つ目は史跡資料館、これは平成11年からあった計画について文化庁と

ようやく協議が調いまして、4年後の春にはオープンしていきたいという

計画であります。 

そしてプラスワンというのは、小牧山がすばらしく樹木が整って、皆さ

んが気持ちよく散策していただけるようにしていこうというものです。 

去年の初日の出を拝む集いのときに、日の出が見えなかったので山頂付

近の東側の木を切りました。これについて多くの方から城が見えるように

なってよくなったという声が結構ありました。また、先日発掘調査の公開

説明会がありまして、そのときにも「もう少し登ったときに眺望を確保し

てほしい」と言われました。木が多過ぎて岐阜城や金華山が見えないとか。
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実は昔の小牧山は今のようにこんもりしていなかったんです。クスとかい

ろんな木が伸びて、山の形が変わっています。信長時代はほとんど木が生

えていなかった。今まで手つかずできたものですから、小牧山の緑は守っ

ていきつつも、手を入れないと森というのは死んでしまいますので、お金

はかかるんですが少しずつやっていきます。 

小牧山の桜は、ほとんどが伊勢湾台風後に植えられたものです。ソメイ

ヨシノの寿命というのが大体五、六十年と言われていますからかなり老木

になっています。やっぱり弱った木についてはこれを切って搬出すること

も必要だろうということで、今進めております。 

やみくもではなく、ちゃんと樹木管理計画というものを作って進めようと

しておりますので、ご理解をいただければありがたいというふうに思います。 

また、小牧中の記念碑について、文化庁の指導の中で、基本的に山の中

にあるものは城にしても青年の家にしても武道場にしても全て壊したら二

度と建たないものであります。武道場については資料館になっていくとい

うことで、太鼓などについては今後も資料館の中で練習できるようには配

慮していきたいというふうに思っております。 

記念碑につきましては、これは文化庁が良いと言わないといけませんが、

どういうことができるのかということについて、文化振興課と相談をさせ

ていただきたいと思います。 

 

【コーディネーター】ありがとうございました。最後にお1方だけご発言を

いただきたいと思います。 

 

【質問者5】巡回バスのことについて、先日アピタ北側の停留所で待って

おりましたら、年配の女性の方がいっぱい買い物されてベンチに座ってお

られました。その方が、「巡回バスを待っているんだけれども、こんなに

本数が少なくては本当に不便だ」とおっしゃいます。 

名古屋から何年か前に引っ越して、村中にお住まいだそうでございます。い

いところだと思って引っ越してきたのに、ちっともいいところでなかった。

こんな不便なら名古屋へ帰りたいと、そういうふうに私に訴えられました。 

巡回バスの本数がそれ以上にならないかということと、それからコースを

もう少し皆さんのご利用に合わせて見直していただくことはできないのか。 

また、春日井にお住まいの方が、「小牧の巡回バスが家の前を通ってい
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くんだけれども春日井市民は乗れるのだろうか」と聞いていましたが、ど

うなのでしょうか。 

 

【コーディネーター】ありがとうございました。市長、お願いします。 

 

【市長】バスの本数が少なく不便だという声を聞かれたということで非常

に残念でございますけれども、巡回バスや公共交通につきましては、市と

して何とか充実させていくということで現在検討しております。巡回バス

も65歳以上無料化をした後、かなり利用者がふえております。これはもっ

と使っていただきたいということでございます。 

そもそも巡回バスは路線バスが通らない交通空白地域の対策ということ

で今8コース8台走っていますが、かなり少ないということで皆さんからお

話があります。 

公共交通の充実ということについては、市としてはもう少し予算をふや

してでも充実させたほうがいいんではないかと私は判断しています。です

から名鉄バスさんとの協議の上で、路線バスがふやせるところはふやして

いく、ピーチバスも同様です。そして、北部と東部についてはデマンド交

通の実証実験運行を始めております。初めてのことで難しい状況の中試行

錯誤しておりますけれども、とにかく小牧の公共交通については脆弱だと

いうことは強く認識をしておりまして、これを充実させるということが私

のマニフェストの一つでもあります。 

いろいろと検討をした結果、巡回バスを大幅に拡充していくということ

について今検討を進めてきております。来年の春ぐらいには何とかこれを

実現していきたいということで検討を進めております。 

どの地域の皆さんがどういうところに何をしに行くのかという状況も検討し

た上で、どういうルートで、あるいはどういうようなコース設定をしていくか

ということについても今検討しております。今よりコースをふやし、それから

本数については1時間に1本ということを目標にしております。できるだけ皆さ

んをカバーするようにということでコースをいろいろ検討していますが、目の

前にバス停がある人とバス停まで一番遠い人がいますので、バス停を動かすに

しても全ての皆さんが満足するのは非常に難しいものがあります。できる限り

ご満足いただけるようなコース設定、1時間に1本という目標の中で新しいコー

スとダイヤを来年の4月からスタートしたいと思っております。 
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また、デマンド交通の実証実験運行を今年の8月までやる味岡北部の丘

陵地と東部の篠岡地区については、この実証実験の結果を見てから検討し

ていきますので、若干コース設定等に遅れが生じるということをご承知い

ただきたいと思っております。 

できるだけ皆さんの声を聞きながら改善をしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

【コーディネーター】ありがとうございました。それでは予定の時間も参

りましたので、これで懇談会を終了させていただきます。 

 

【市長】長時間ご参加をいただきましてまことにありがとうございます。 

いろいろとご意見を頂戴いたしましたが、いろんな考え方もございますの

で全てが満足いくようなお答えもできなかったかと思いますけれども、お許

しをいただければありがたいと思っております。 

今、小牧としては、これまでの先人の築いてこられたこのまちを将来に

向けて活性化していかなきゃいけない、そして安心して暮らせるまちにも

していかなきゃいけない。とにかく住んでよかった、住み続けたいと多く

の市民の皆さんに思っていただけるようなまちづくりをしていきたいと願

っているところでございます。 

職員とも一緒になって、そうしたまちづくりに向けて知恵を出し合い、

一層力強く進めていこうと、そんなことを思っています。地域協議会が陶

学区で始まっておりますけれども、やはり行政だけでできること、そして

できないことがございます。これからのまちづくりについては、やはり市

民の参加や助け合いといったことも充実していく必要があります。 

本日お越しいただいた皆さん方は、恐らく地域でご活躍の皆さんであろ

うし、いろいろと関心のある皆さんだろうというふうに思いますが、タウ

ンミーティングに足を運んでいただける方もまだまだ少ないわけでして、

多くの皆さんに関心を持っていただく中で、一緒になってまちづくりを進

めていきたいと思っておりますので、ぜひご参加の皆様方には地域のほう

でいろいろとお話をいただければありがたいなということを思っています。 

今日は長時間、まことにありがとうございました。 


