
番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

1 77 女性 市内 任期４年間に優先的に取り組む具体的な項目のお話を伺ってからと思います。
　プランの22ページ以降に、市長任期の4年間で優先的に取り組む具体的な改革項目である「優先改革
項目」の改革内容・工程等を取りまとめています。

2 74 女性 市内
  老人施設の「さかえ荘」を利用しております。行政改革の一環んで北名古屋の施設などが閉鎖されると

  うわさで聞いております。今後「さかえ荘」など閉鎖されますか？

　プランの25ページのとおり、憩いの家のうち「ふたば荘」については、利用者が著しく少ないため、
利用者の理解を得ながら、令和７年度末までに廃止する方向で検討を進めます。「さかえ荘」及び「さ
くら荘」については、一定の利用者があるため、当面は存続しますが、老朽化への対応は避けられない
ため、今後の施設のあり方を検討していきます。

3 52 男性 市内
 目指す北名古屋市はどのような北名古屋市でしょうか？また、そのために必要な施策はなんでしょう

 か？また、数値目標は何でしょうか？

　第2次北名古屋市総合計画で掲げる「めざすまちの姿」である「健康快適都市～誰もがいきいきと安
全・安心に暮らせるまち～」の実現に向けて、「６つの分野別目標」に沿った28の施策を推進するとと
もに、市長マニフェストと連動させ、今年度からの４年間を計画期間とする第２次北名古屋市総合計画
第２次実施計画を年内に策定し、12の重点プロジェクトに取り組んでいきます。
　財政状況は歳入と歳出のバランスの中で常に動いているものであり、ある時点での数値目標を掲げる
ことは必ずしも適当ではないと考えておりますが、持続可能な財政運営を行っていくためにも、行財政
改革は不断の取組であると認識しています。

4 市内

　行財政改革プランを一読して、危機的状況にあると漠然と把握しました。説明会で詳細がわかること
を期待しています。 以下、行財政改革プランには掲載されていないようなので、改めて確認したいで
す。 　
　先日の座談会で、鉄道高架化を進めていきたいというニュアンスが感じられました。鉄道高架化に前
向きでないのであれば、検討する時間や費用の無駄・市民の混乱を招くので、きっぱりと「優先課題が
終わるまで、やりません」と表明してほしいです。あるいは、水面下で進める予定があるのであれば公
にして、財政が厳しい中で、なぜ必要なのか・確実に恩恵があるのか（一か八かではない根拠）を説明
してほしいです。

　鉄道高架事業は多大な費用を要する事業であり、現在の財政状況下で事業に着手することは、難しい
と認識しており、まずはプランに基づく行財政改革の取組を優先していきます。
　今後のまちづくりに関わる大きな話であるので、市議会ともよく議論を深めていきます。

5 60 男性 市内

　行財政改革実行プランを市民説明会で発表していただくことが率直に喜ばしいです。市の財政状況が
良くないことは分かりましたが現況は具体的にどのような状況か？そのことを聴きたいと思います。　
　また今はコロナ禍の中大変だと思いますが名古屋芸術大学アートスクエアホールの有効活用が出来な
いか？例えば市民及び市外の方の芸術活動発表会、音楽会又はコンサート等有料での集客。もう既に
行っていると思いますが回数を増やして市の財政に有益に出来ないか？

　プランの1ページから7ページに整理したとおり、本市の財政状況は残念ながら良好な状態であるとは
言えません。
　名古屋芸術大学アートスクエアについては、ネーミングライツの導入などの取組を進めております
が、更なる歳入の確保に向けて、施設の有効利用を検討していきます。

6 64 女性 市内 徳重名古屋芸大駅の鉄道高架に伴う区画整理事業はどうなりますか？
　鉄道高架事業は多大な費用を要する事業であり、現在の財政状況下で事業に着手することは、難しい
と認識しており、まずはプランに基づく行財政改革の取組を優先していきます。
　今後のまちづくりに関わる大きな話であるので、市議会ともよく議論を深めていきます。

7 35 男性 市内
どのような部分にどういう目的で、力を入れて投資していくのか説明を聞きたい。
名古屋市との合併に向けた方針/状況/合併に伴うメリット＆デメリットについて聞きたい。(断念し
た？)

　第2次北名古屋市総合計画で掲げる「めざすまちの姿」である「健康快適都市～誰もがいきいきと安
全・安心に暮らせるまち～」の実現に向けて、「６つの分野別目標」に沿った28の施策を推進するとと
もに、市長マニフェストと連動させ、今年度からの４年間を計画期間とする第２次北名古屋市総合計画
第２次実施計画を年内に策定し、12の重点プロジェクトに取り組んでいきます。
　名古屋市との合併については、市民からの積極的な想いがないと進まないと考えており、現状ではそ
うした声も多くはないと認識しております。長期的には検討が必要になるかもしれませんが、現時点で
は考えていません。

■「北名古屋市行財政改革実行プランの策定に係る市民説明会」事前に募集したプランに対する市民の皆様からのご意見・ご質問　　①10/28 参加申込者分（受付順） 【別添１】
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番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

8 76 男性 市内

北名古屋市の財政が困窮している…との事。最近どの様に財政が悪化してきたかを、具体的に知りた
い。例えば、税収が減ったとか、福祉に予算を使い過ぎた…とか。そして今後は、財政基盤を立て直す
とか、市民サービスを充実すると言っても、具体的にどの様に進めて行くかを知りたい。宜しくお願い
します。

　プランの1ページから15ページにかけて、本市の財政状況とその要因検証を整理しています。それを
踏まえて、16ページ以降で、今後の具体的な行財政改革の取組を整理しています。

9 77 男性 市内
入るを計って出るを制することが出来れば健全経営が出来ると先輩から教えてもらいましたが、具体的
に実行出来るか期待しています。
 実行出来る具体的な内容をプランをお願い致します。

　プランの22ページ以降に、市長任期の4年間で優先的に取り組む具体的な改革項目である「優先改革
項目」の改革内容・工程等を取りまとめており、今後はプランの名称にもあるとおり、着実に実行して
いきます。

10 33 男性 市内
決断のスピード感が遅く感じた。
身の丈に合った支出になるよう、施設削減(特に借地)を早急にすべし。更なる支出の細かい情報公開を
望みます。
また、税収を増やす、企業誘致の取り組みを聞かせて欲しい。

　今後はプランに基づく改革を着実に実行していきます。
　借地料については、公共施設によるサービスを提供するために必要な経費の中でも大きなウエイトを
しめていると認識しています。地権者様のご理解を得ながら、公共施設を維持するための財政負担と、
そこから提供されるサービスのバランスの適正化を図っていきます。
　現在、沖村西部地区では、土地区画整理事業に合わせて企業誘致を進め、雇用や税収の確保に取り組
んでいます。

11 39 男性 市内 税収アップに向けた取り組み
　現在、沖村西部地区では、土地区画整理事業に合わせて企業誘致を進め、雇用や税収の確保に取り組
んでいます。また、ふるさと納税による本市への寄付額の増加に向けて、引き続き、返礼品の充実や返
礼品取扱事業者の拡大に努めていきます。

12

今後の行政サービスの在り方
福祉介護の今後の在り方
スポーツ、文化の今後のサービス

　今回は喫緊の課題として行財政改革を取り上げましたが、今後、市民対話集会の開催などを通じて、
様々な行政分野における市の考え方等を説明していきます。

13 57 男性 市内 近年、市の財政が急激に悪化した理由を知りたいです。 　プランの1ページから15ページにかけて、本市の財政状況とその要因検証を整理しています。

14 57 女性 市内
西図書館がなくなり、西春地区の人たちの憩いの場、学びの場がなくなってしまいました。財政を圧迫
している施設を縮小するのは仕方ないと思います。西図書館についての市長のお考えをお聞かせくださ
い。

　西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上げてい
く「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。

15 36 男性 市外

財政状況のうち歳出について、性質別があるので、これらのグラフは普通会計のものでしょうか。それ
とも普通会計の性質を一般会計に適用してグラフ化したものでしょうか。
R3に初めて減債基金を創設したとありますが、減債基金のない市町村は他にあるのでしょうか。決算
カードに項目として出ているため、たとえ残高が0だとしても備えていないといけないような印象を受
けますが…。
不要な財産を入札等により売却することは検討されていますか。
「歳出額が大きくても特定財源で賄えている事業」以外を改革の対象にすべきであると考えます。多額
の一財を持ち出している事業にはどのようなものがありますか。

　プランの「１　北名古屋市の財政状況」で用いている決算数値は普通会計（地方公共団体間の財政比
較や統一的な掌握を可能にするため、地方財政統計上用いられる会計区分）で整理しています。
　減債基金については、地方自治法第241条に、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けるこ
とができる。」とあるのみですので、創設の義務はありません。
　公共施設の統廃合等により不要となった市有地については、入札による売却を実施しています。
　プランの14ページにある主な市単独事業が、一般財源により実施している主な事業となります。

16 63 女性 市内 北名古屋市政についてのお話をゆっくりと聞かせてもらいにと思います。
　今後もプランに基づく改革の見える化を推進するとともに、市民対話集会の開催など、開かれた市政
運営を心掛けていきます。

17 62 女性 市内

最近、住宅建設がとても多く今まで空き地だった場所がどんどんなくなってゆきます。土地の利用は個
人の自由ではありますが、このまま行くと息苦しい北名古屋になりそうに思うのは私だけでしょうか。
北名古屋らしさとして緑とともにある住宅地、使われない田などでビオトープをつくり小学生たちが学
んだり管理をするなど緑を増やしたり、田んぼを市民が協力して維持するなどの、環境保全に向けて
今、いくらかの予算を使うことは、将来の北名古屋市像の為にもぜひお願いしたいところであります。
風の通る環境は一度無くしてしまうと再び得るのは難しく思います。

　第２次北名古屋市総合計画では、「快適で利便性の高いまちづくり」を目指して、豊かで快適な住環
境の形成に加えて、魅力ある公園や緑地の整備、やすらぎある景観の形成などに取り組んでいきます。
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■「北名古屋市行財政改革実行プランの策定に係る市民説明会」事前に募集したプランに対する市民の皆様からのご意見・ご質問　　②10/29 参加申込者分（受付順）

番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

18 64 男性 市内  図書館は工夫する事が必要。西図書館は、少子化対策に繋がる。
　西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上げてい
く「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。

19 55 男性 市内

住民の住み良い街づくりとともに、工業地帯の開拓及び企業誘致を積極的に行い、町が潤う仕組みづく
りを構築いただきたい。残念ながら前任者まではそういった具体策を示すことがなかったまたは訴えが
薄かったように思えてならない。
名古屋市との連携について、ゴミ処理場及び余熱利用のプールが運用開始されたが、前任者が掲げてい
た合併の可能性はまだ残されているのか？
当該施設の運用開始に伴い、ジャンボプールの必要の是非について問いたい。金かけて修繕しても採算
が合うのか？やるならば夏限定ではなく通年使用の全天候型施設にし、収入が上がる方策を取るべきだ
と思うがいかがか。

　現在、沖村西部地区では、土地区画整理事業に合わせて企業誘致を進め、雇用や税収の確保に取り組
んでいます。
　名古屋市との合併については、市民からの積極的な想いがないと進まないと考えており、現状では合
併を望む声も多くはないと認識しております。長期的には検討が必要になるかもしれませんが、現時点
では考えていません。
　プランの23ページのとおり、ジャンボプールについては老朽化の進行による維持管理費の増加への対
応が課題であります。使用料の改定を含めて、今後の施設のあり方について検討していきます。

20 33 女性 市内

日本は世界と比較して教育に対する予算の割合が著しく低いとされています。OECDでは加盟国の下位に
属しており｢先進国｣とは言えない状況です。
 技術革新が目覚しい中、これからのこどもたちは世界を舞台に、世界の人々とともに生きていくことに
なります。
 そのようななかで、予算も内容も、60年間ほぼ変わらない内容で教育をしていることに危機感を感じて
います。 明石市のように、子供を中心においてまちづくりや予算を編成することで、税収を潤わせて街
を活性化させている事例があるなかで、北名古屋市はどのように子どもや教育への投資、公教育改革を
抜本的に行っていく予定か考えをききたいです。

　北名古屋市第２次総合計画では、「豊かな学びと心を育み文化の薫るまちづくり」を目指して、未来
を担う子ども一人ひとりの成長を支える教育の充実に取り組んでいます。中でも英語教育の充実は、未
来への飛躍を実現する人材の育成に欠かすことができないと考えており、グローバル人材の育成に向け
た子どもの英語力向上に積極的に取り組んでいきます。

21 67 男性 市内

このさき行財政改革(プラン)を円滑迅速に実行していくに際し、市民住民が「行財政改革の必要性」を
じゅうぶんに理解納得することは不可欠です。この場合の理解納得は大きく二つ。改革の全体像とその
必要性についての理解納得、個別案件とその必要性についての理解納得。、、、改革は(どのような改
革も)、「総論は賛成だが、個別案件になると理解納得が得られない」パターンが壁になります。こう
いう壁を乗り越えていくために最も有効なのは、やはり「情報の開示」だろうと思われます。良い情報
も悪い情報も、積極的能動的に開示していく。太田考則市長なら、このあたり必ずや上手に進めていた
だけると信頼申し上げております。心より応援いたしております。

　行財政改革を進める上で市民の皆様への情報開示は重要であり、今回のプラン策定はその第一歩であ
ると考えています。今後もプランに基づく改革の見える化を推進するとともに、市民対話集会の開催な
ど、開かれた市政運営を心掛けていきます。

22 68 男性 市内 大胆な削減策（職員、特別職等含めて）を実施することを要望。若者への給付等を制限する。 　まずはプランの優先改革項目に掲げる改革内容を着実に実行していきます。

23 87 男性 市内
東庁舎、西庁舎の二重行政を早く一本化にする計画は検討されているのか？（北名古屋市になっている
が、東西で分かれて行政が行われている感じが強く表れている。）

　プランの30ページのとおり、現在の分庁方式はコスト面や運営面で課題があると考えています。将来
的な庁舎統合に向けて、調査や課題の整理を進めます。

24 50 女性 市内

市役所運営(業務)の中で行財政改革の打ち手として効果が得られると考え、削減や効率化対象としてい
る物で一般市民でもわかり、教えていただけるものがあれば知りたいと思います。
該当(業務)がないとされる場合は、現在の業務可視化を第三者(コンサルなど)を使って結果報告をして
いただく事など検討可能でしょうか。

　行財政改革を進める上で市民の皆様への情報開示は重要であり、今回のプラン策定はその第一歩であ
ると考えています。今後もプランに基づく改革の見える化を推進するとともに、市民対話集会の開催な
ど、開かれた市政運営を心掛けていきます。

25 66 男性 市外 住民(法人含む）のニーズ把握の方策につき、重要なポイントは何だと考えるべきでしょうか？
　情報開示とそれに基づく市民の皆様との対話であると考えます。今後もプランに基づく改革の見える
化を推進するとともに、市民対話集会の開催など、開かれた市政運営を心掛けていきます。
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番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

26 62 男性 市内
財政難の台所事情 そして今後の人口減少が懸念されてる今、名古屋の玄関口、二子地区に居住してま
すが、このご時世こそこの地域一帯を市街化し住民を増加させるチャンスでは（固定資産税の増加）懸 
念も有ると思いますが、そうした舵取りのタイミングではないかと日々考えます

　人口減少・超高齢社会の進行を踏まえ、コンパクトなまちづくりを進めるとともに、西春駅東部地区
では、新たな住居系市街地の形成に向け、地域の皆様と検討を進めていきます。

27 63 男性 市内

若い方が住みたいと思えるような文化、芸術の薫りを感じられる都市づくりをしていただきたい。その
ために大学の誘致、外国人留学生やホームステイの受け入れをサポートしていただきたい。北名古屋市
の歴史の発掘と100年後に評価される歴史づくりを意識して市を盛り上げていただきたい。高齢者でも
行動範囲を拡げられるよう移動手段の拡充を図っていただきたい。どこにでもあるチェーン店が乱立す
る街ではなく昔の商店街を復活させ、若い方が地域密着型の商売をできるよう後押ししていただきた
い。これらを実現するための税金の応分の負担は受け入れたいと思います。

　第2次北名古屋市総合計画で掲げる「めざすまちの姿」である「健康快適都市～誰もがいきいきと安
全・安心に暮らせるまち～」の実現に向けて、「６つの分野別目標」に沿った28の施策を推進するとと
もに、市長マニフェストと連動させ、今年度からの４年間を計画期間とする第２次北名古屋市総合計画
第２次実施計画を年内に策定し、12の重点プロジェクトに取り組んでいきます。

28 54 男性 市内
西図書館を消滅させたことは市民の文化的、教育的な損失であるが財政改革が実現した場合、西図書館
の復活はお考えか？

　西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上げてい
く「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。

29 77 男性 市内 出来るだけ早く行政改革の工程表を知らせてほしい。
　プランの22ページ以降に、市長任期の4年間で優先的に取り組む具体的な改革項目である「優先改革
項目」の改革内容・工程等を取りまとめています。

30 67 男性 市内 行政改革は必要ですが、真夏のジャズフェスを再開してほしいです。 　ご意見は今後の市政運営の参考にさせていただきます。

31 63 女性 市内

北名古屋市の図書館が東だけになり、西に住んでいる人は不便である。名古屋芸術大学アートスクエア
は長すぎる。
市役所、健康ドーム、もえの丘、社会福祉協議会など、市内を行き来できるバスを出してほしい。年
金は下がったのに物価は上がる。老人に向けたサービス、例えば子ども食堂のようなシニア食堂や地
域クーポン券で地域の野菜がもらえるなどをしてほしい。地域の農家も売り上げになる。お手伝いクー
ポン券で重たい米など運んでもらえる。
働くママが増えているのに０才～２才を保育園に預けられない。実家は北名古屋市なのに二人目出産時
に上の子を預ける先がない。

　西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上げてい
く「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。
　第2次北名古屋市総合計画で掲げる「めざすまちの姿」である「健康快適都市～誰もがいきいきと安
全・安心に暮らせるまち～」の実現に向けて、「６つの分野別目標」に沿った28の施策を推進するとと
もに、市長マニフェストと連動させ、今年度からの４年間を計画期間とする第２次北名古屋市総合計画
第２次実施計画を年内に策定し、12の重点プロジェクトに取り組んでいきます。

32 82 女性 市内

生活保護受け取りについて、管内で何人取得金額は各都道府県で定められているのですが、該当者がな
い時、能力があっても申請者には授与されるのでしょうか。
この時世月３万円あれば生活できますので過分な支援ではないか。余るから（100万残金ある）競馬、
競輪、酒を昼から飲んでくだをまいている方がいらっしゃると伺っています。国民年金受給者は財産が
ない人は大変です。質問に対し、匿名でお願いします。

　生活保護制度は世帯単位で利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用しても、厚生労働大臣が
定める基準で計算される最低生活費費に収入が満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額
が保護費として支給されます。
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番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

33 29 女性 市内 他の市町村と合併する可能性はありますか？
　　　　　　　　　　市民への行政サービスが低下する可能性はありますか？

　他の市町村との合併については、市民からの積極的な想いがないと進まないと考えており、現状では
そうした声も多くはないと認識しております。長期的には検討が必要になるかもしれませんが、現時点
では考えていません。
　サービスや施設の廃止は、利用者にとっては当然不利益となるため、代替措置を含め、丁寧に進める
必要があります。しかしながら、市民全体で考える必要があり、時代やニーズに応じたサービスを展開
していくためにも、見直しの視点は常に必要であると考えています。

34 73 男性 市内

2006年に西春町と師勝町が合併し、北名古屋市が誕生しましたが、すでに16年になります。未だ西庁舎
と東庁舎に分かれて業務が行われています。市民にとってもどちらに行けばいいのか迷うこともあり、
サービス面でも効率的にも問題です。
財政力指数も下落していることもあり、早急に統合の対応をしていただきたいです。新市長には、これ
を実現されることを期待します。

　プランの30ページのとおり、現在の分庁方式はコスト面や運営面で課題があると考えています。将来
的な庁舎統合に向けて、調査や課題の整理を進めます。

35 29 男性 市内

財政悪化の要因の一つとして、公共施設の借地料が上げられるが、そもそも、なぜ小中学等の長期的に
運用していく施設の土地を取得することなく借地となっている理由を教えてほしい。また、「公共施設
の適正化の取組については、地権者の理解を得ながら、着実に進めていく必要がある。」との一文があ
るが、具体的にはどのような対応を取るのか。用地取得等を行うのか教えていただきたい。 公共施設の
適正化、市民サービスの見直しなどの改革案があるが、結果として、これら改革案でどの程度の財政改
善を図る想定なのか。
今後、財政改革が上手く機能せずに財政悪化が進んだ場合、どのような行政サービスの低下が想定され
るのか教えてほしい。

　過去に購入では借地で対応した経緯については、個々の公共施設によって事情は異なるため、一概に
理由を説明することは困難ですが、施設建設当時は起債の充当率が低いため一般財源の持ち出しが多
く、利率も現在よりも桁違いに高かったことから、借地料の方が安価であると判断したのではないかと
推測しています。公共施設の適正化を進めていく中で、不要となった借地については、返還等の具体的
な対応を検討していく必要があると考えています。また、恒久的に維持する必要がある公共施設の借地
については、財政負担への影響を考慮しながら、買い取ることも検討していかなければならないと認識
しています。いずれの場合にしろ、地権者様のご理解を得ながら、公共施設を維持するための財政負担
と、そこから提供されるサービスのバランスの適正化を図っていきます。
　優先改革項目のうち、４年間の間に、具体的な効果が見込め、かつ金額として算定ができるものにつ
いては効果額を記載しています。
　現時点で具体的な行政サービスの低下は想定していませんが、健全な財政運営に努めるとともに、時
代やニーズに応じたサービスを展開していくためにも、見直しの視点が常に必要であると考えていま
す。

36 61 女性 市外 財政難をどのように打破するお考えか？
　　　　　　　 市民団体を活かすための方策は？

　強固な財政基盤を確立するため、プランの優先改革項目に掲げる改革内容を中心に、行財政改革を着
実に実行していきます。
　西図書館の跡地を活用し、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上げていく
「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。当センターを通
じて、更なる市民活動団体の育成・支援に取り組んでいきます。

37 81 女性 市内 北名古屋市の地図東と西同じよう見たい 　合併から16年が経過する中、北名古屋市として、更なる東西融和に取り組んでいきます。

38 22 男性 市内

今回の改革案の中には、衝撃的な内容も多くとても驚きました。
また、このような内容を細かく市民に共有していただき、感謝いたします。
現在の北名古屋市の財政危機は経常収支比率の悪化が大きな問題であると考え、支出を減らす政策と収
入を増やす政策の両輪が必要であると考えます。今回の行財政改革プランには支出を減らす政策が目立
ちましたが、北名古屋市の収入を増やす政策としてはどのような政策を考えていらっしゃるのでしょう
か？市長の見解をお伺いしたいです。
また、個人的には近年数少ない税収を増やした市町村として兵庫県明石市の政策が参考になると考えま
す。徹底的な子育て政策を実施することで移住者が増え税収が増える好循環が起こっており、立地的に
も大都市から電車で１０分ほどであるなど共通点が多く北名古屋市にも生かすことができると考えま
す。市長の明石市の子育て政策への見解をお伺いします。
ぜひ、未来志向で市長との対話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

　収入を増やす取り組みの一つとして、現在、沖村西部地区では、土地区画整理事業に合わせて企業誘
致を進め、雇用や税収の確保に取り組んでいます。
　また、ふるさと納税による本市への寄付額の増加に向けて、引き続き、返礼品の充実や返礼品取扱事
業者の拡大に努めていきます。
　北名古屋市としても、子ども・子育て支援の充実や未来を担う子ども一人ひとりの成長を支える教育
の充実に努めていきます。

39 49 女性 市内

質問いたします。
小学校、中学校の運動会・体育大会は、春に行うというのはいかがでしょうか。
秋は、学校行事や地域他、行事等も多いと思います。
よろしくお願いいたします。

　ご意見は今後の市政運営の参考にさせていただきます。
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40 69 男性 市内
市内の調整区域及び田畑の扱いはどのように展開されるのか。
目指すは個々の物質的豊かさ？それとも個々の世代を越えた繋がりの豊かさ？必
要なのは豊かな税収？それとも深く吟味された知恵ある税金の使い方？　

　第2次北名古屋市総合計画で掲げる「めざすまちの姿」である「健康快適都市～誰もがいきいきと安
全・安心に暮らせるまち～」の実現に向けて、「６つの分野別目標」に沿った28の施策を推進するとと
もに、市長マニフェストと連動させ、今年度からの４年間を計画期間とする第２次北名古屋市総合計画
第２次実施計画を年内に策定し、12の重点プロジェクトに取り組んでいきます。

41 14 女性 市内  市の借金は何円なのか。なぜ借金をなくすための努力を最大限しないのか。

　市の借金の残額は、令和3年度末現在で約309億円ですが、道路や学校、公共施設など、将来にわたっ
て使用するものに使う場合にしか借りられません。仮に、借金をしないで施設を作るということは、今
の時代に生きている人たちの税金や、既に亡くなった方々が納めた税金を積み立てた貯金を取り崩して
支払うことになるため、将来の人たちは、税金を払わずに建てられた施設を利用することができます。
このように借金は、将来の世代にわたって負担を公平に分配するという仕組みでもあります。

42 49 女性 市内

高校生の医療費無料化は本当に必要でしょうか？財政に余裕がないなら　そこまでの補助は必要ない気
がします。
小さな公園が数多くあります。統合する代わりに遊具を充実させることはできないでしょうか。
質問ではないですが、庁舎はぜひ統合して欲しいと思います。面積の小さな市で体育館設備も２つも必
要ないと思います。市の借地料の多さに愕然としました。合併して十年以上経つのですから、１つの市
として適正な施設数にしていただきたいです。

　子ども医療費無料化については、財政負担は大きいものの、子どもたちに必要な医療を安心して受け
させられることは大変重要であるため、行財政改革とのバランスを見ながら、当面は引き続き助成を
行っていきたいと考えています。
　プランの24ページのとおり、引き続き安全・安心に利用できる児童遊園を維持していくため、総量縮
減に向けた「児童遊園適正配置計画（仮称）」を策定します。
　プランの30ページのとおり、現在の分庁方式はコスト面や運営面で課題があると考えています。将来
的な庁舎統合に向けて、調査や課題の整理を進めます。
　借地料については、公共施設によるサービスを提供するために必要な経費の中でも大きなウエイトを
しめていると認識しています。地権者様のご理解を得ながら、公共施設を維持するための財政負担と、
そこから提供されるサービスのバランスの適正化を図っていきます。

43 47 男性 市内 市民野球場の建設はどうなっていますか？
　沖村西部の区画整理事業地内において、雨水調整池機能を有する、野球やサッカーなど多目的に利用
できる新たなグラウンドの整備を計画しています。

44 77 女性 市内

自治体と会社経営は違います。住民の立場に立ってやってほしいです。
説明会の後、対話集会はいつどのように予定されますか。
ジャンボプール7、8月2か月の利用は温暖化で暑い日が続くので前後土日祝日だけでも増やしたらどう
でしょうか。
お年寄りの施設が老朽化のため、廃止する計画が出てます。心と体を支える場所を減らして、新しい施
設を作るのでしょうか。
下水道について、西地区はこれから田や畑の多い調整区域に入ります。新しく建つ家は合併浄化槽で
す。このままでは多大な費用がかかります。計画の見直しをと思います。この地域で北名古屋市だけが
火葬場がありません。費用もとても高いです。ぜひ考えてください。

　市民との対話集会は、市政の現状をお伝えするとともに、市政に対する市民の皆様のお考えや地域の
課題を直接お聞きするもので、行政の透明性確保や住民本位の市政運営を行う上で重要な取組であると
考えております。来年度からの開催に向けて、今後詳細について検討してまいります。
　プランの23ページのとおり、ジャンボプールについては老朽化の進行による維持管理費の増加への対
応が課題であります。使用料の改定を含めて、今後の施設のあり方について検討していきます。
　プランの25、26ページのとおり、高齢者福祉施設である憩いの家及び高齢者活動センターについて
は、老朽化が進む中、今後の施設のあり方を検討していかなければならないと認識しております。
　下水道、火葬場に関するご意見は、今後の市政運営の参考にさせていただきます。
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45 88 男性 市内

太田考則北名古屋市長は、六法全書に基づき、行財政の法令例規類集を、発行している、三会社のいず
れかと、法令の例規類集の添削する契約をして、法令を順守して、行財政改革をしなければならない
が。前市長長瀬保氏が作成した、北名古屋市の規則（規程）は、法令に違反するものが殆どであり、法
令違反の規則（規程）より北名古屋市の事務事業を執行してはならない。
したがって、北名古屋市総務部は、法令例規類集作成会社と法令の例規類集の添削の契約が必要であ
る。同財政部は、地方自治法（契約の締結）234条及び政令に基づく入札等により財政支出を行うこ
と、同建設部は、行政の実務につき、都市計画法及び政令により事務事業を行い、同商工農政課は、農
地につき、農地法及び政令並びに省令に基づき、環境部や福祉部等と関連する事務事業の事項につき、
連携して事務事業を執行しなければならない。
よって、北名古屋市の統領である北名古屋市長は、市議会議員と対等に、六法全書や法令の例規類集に
基づき、行政事務を行わなければならない。

　ご意見は今後の市政運営の参考にさせていただきます。

46 57 女性 市内

北名古屋市は、名古屋駅へ名鉄犬山線で10分程度、名古屋市中心部へも地下鉄で大変便利です。その一
方で、田園が広がり自然が多く残っている大変住みやすい街だと、私の娘が教えてくれました。しかし
その若い世代や子ども達は、新型コロナやロシアのウクライナ侵攻、経済の低迷などが先行きに暗い影
を落とし、未来に夢や希望を持てず、人とのつながりも希薄になり、元気を失いかけているように感じ
ます。若い世代や子ども達に、明るい未来を示せるような教育や行政について、どのようにお考えで
しょうか？また、仕事をリタイアしてなお、お元気な60代70代の方々に、もっとお元気に心豊かに、一
人一人が輝く北名古屋に貢献していただくシステム作りを願いますが、市のお考えはいかがでしょう
か？

　北名古屋市第２次総合計画では、「豊かな学びと心を育み文化の薫るまちづくり」を目指して、未来
を担う子ども一人ひとりの成長を支える教育の充実に取り組んでいます。中でも英語教育の充実は、未
来への飛躍を実現する人材の育成に欠かすことができないと考えており、グローバル人材の育成に向け
た子どもの英語力向上に積極的に取り組んでいきます。
　高齢者が知識や経験を活かして社会参加できるように、活動参加のきっかけづくりと活動の場づくり
を進めるなどの取組を引き続き進めていきます。

47 78 男性 市内 敬老会・金婚式を廃止した理由、総合計画の見直しを検討するのか、副市長はいつ決まるのか。

　コロナ禍を契機として、事業の意義や公共性の観点から事業を見直し、敬老会については記念品・祝
金の支給のみとし、金婚祝賀会については廃止とさせていただきました。
　総合計画については、市長マニフェストと連動させ、今年度からの４年間を計画期間とする第２次北
名古屋市総合計画第２次実施計画を年内に策定します。
　副市長については、適任者の人選ができ次第、議案を提出させていただきます。

48 78 男性 市内 図書館の復活、健康ドームの風呂の復活、環境問題（どぶの薬品の検討）

　西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上げてい
く「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。
　健康ドームの浴室については、施設の老朽化により廃止したところでありますので、ご理解をお願い
します。
　北名古屋市第２次総合計画に基づき、引き続き「安全・安心で環境にやさしいまちづくり」に取り組
んでいきます。
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■「北名古屋市行財政改革実行プランの策定に係る市民説明会」事前に募集したプランに対する市民の皆様からのご意見・ご質問　　③事前質問のみ提出（受付順）

番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

49 45 女性 市内

　西図書館内にあった自習室を再開していただきたい。 定期テスト前に子供が東図書館まで自転車で20
分以上かけて行ったら、満席で帰って来ました。準備往復込みで1時間のロス…プラス疲れてせっかく
勉強しに行ったのに、やる気もなくなってしまったようです。コロナ対策で席数を減らしているから
か、開館時間前から行列ができているようです。
　子供たちの学びたい意欲をサポートしていただきたいです。 静かに勉強したい人だけが利用するので
受付に1人いていただくだけでいいのです。 ぜひよろしくお願いします。

　名古屋芸術大学アートスクエア内の学習室の要望が多いことから令和４年度の夏休み期間中に自習室
を設けさせていただきました。冬休み期間中の自習室の設置についても検討を進めています。詳細につ
きましては今後、本市ホームページをご覧ください。
　なお、西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上
げていく「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。

50 45 男性 市内
　西図書館が閉鎖された事により東図書館だけになったが自習室を使いたい子供が東まで行って空きが
なくて帰って来ることがあります。自習室を文化勤労会館の中か西側の何処かに作れませんか？
今までのような高齢者の為だけでなく子供達の為の市政をお願いします。以上よろしくお願いします。

　名古屋芸術大学アートスクエア内の学習室の要望が多いことから令和４年度の夏休み期間中に自習室
を設けさせていただきました。冬休み期間中の自習室の設置についても検討を進めています。詳細につ
きましては今後、本市ホームページをご覧ください。
　なお、西図書館の跡地については、産官学民が連携し、新たなまちの魅力や地域の価値を共に創り上
げていく「共創」の拠点として、（仮称）多機能型市民活動センターの整備を予定しています。

51 79 女性 市内

　ひまわり西園は年内に引っ越すとのこと。老朽化に伴って移転するのは必要と思いますが、いずれひ
まわり園・ひまわり西園を統合する方向とのことで、これまでのひまわり園・西園の果たしてきた役割
は非常に大きく、障害児にとってはなくてはならない幼少期の療育機関となっています。そしてひまわ
り園は同じ場所で、健常児・障害児お互いにとってとても大事な影響を与え合ってきました。これを一
つの園として孤立した施設にしてしまうと、幼い時から子ども同士何の差別もなくお互いを理解しあえ
る大事な時を一緒に過ごせないのは、今のインクルーシブ教育と逆方向なのではないかと思います。
　特に現在日本は多くの点で国連から勧告されている状況で、その中の一つにインクルーシブ教育の遅
れを指摘されています。その点からも統合されて支援の人手減少や質が低下しないかと危惧します。定
員数も少なくなること必至と思われますが、一番大事な時に必要な人が必要な支援や教育を受けられな
いことにならないかと北名古屋市知的障害者育成会は危惧します。 市長さんはこの点をどのようにお考
えでしょうか？

　ひまわり園は現状、保育園、子育て支援センターと併設されており、健常児と障害児がお互い理解し
合える環境が整えられています。この点も踏まえた上で、ひまわり園とひまわり西園の統合の検討にあ
たっては、効率性の面だけではなく、療育施設として望ましいあり方についても、検討していきます。
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番号 年齢 性別 住所 ご意見・ご質問 市の考え方

52 31 女性 市内

　プランを拝見しますと、少子化対策を行いたいといいながらも、今より子供たちの居場所が減ってい
く方向に感じます。多くの子供たちが使用する児童館は、トイレはかなり古く、子供は臭いと言ってい
ます。さらに私が子供の頃使用していたクレヨンが未だに使用されています。この現状を見るにあまり
にも予算が少ないのではないでしょうか？一度児童施設などを視察してほしいです。北名古屋市で子育
てをしていると、高齢者施設は新しく綺麗なものが増えている一方、子供の施設は老朽化、減る一方に
感じます。近くの小牧市や春日井市では綺麗で大きな子供向け施設がたくさんあります。また、北名古
屋市が子供医療費無償化になったのは愛知県の中でドベから3.4番目です。保育園も3歳未満で下の子の
育休に入ると退園しなければならない市も少ないようで、他の市の人に言うと驚かれます。
　こんなにも子供に力を入れていない市は珍しいのではないでしょうか。これでは北名古屋市で子育て
をしていこうとは思えないです。北名古屋市は新規住宅が増えており、若い世代もどんどん増えている
と思います。どうか子供たちのためにも子供関連の予算を増やしてほしいです。

　北名古屋市第２次総合計画では、「豊かな学びと心を育み文化の薫るまちづくり」を目指して、未来
を担う子ども一人ひとりの成長を支える教育の充実に取り組んでいます。中でも英語教育の充実は、未
来への飛躍を実現する人材の育成に欠かすことができないと考えており、グローバル人材の育成に向け
た子どもの英語力向上に積極的に取り組んでいきます。

53 33 男性 市内

　公共施設の借地料の額、公共施設の分散や統廃合が進まない点に疑問を感じます。過去に借地として
対応した経緯がどのようなもので、それを継続的に将来にわたって市の歳出とし続けることが公益の観
点から適正か伺いたいです。また、公共施設の分散(施設の機能別)に関し、一般企業や商業施設であれ
ばいかに固定費を集約し、ペイするために営業時間の拡大や広い客層をターゲットにし稼働率を高め、
ニーズに応えるかが重視されると感じます。
　北名古屋市の施設の場合、分散により施設管理費など施設が統合されていれば不要な支出が年間どの
程度で、何年間で統合費用を回収できるか教えていただきたいです。支出の削減は必要なことですが、
実現可能な具体的目標数値と根拠を前提に、人口の増加や法人の誘致、商業施設による活性化など将来
的に市の収入に繋がる相手(企業で言えば顧客層)への投資は必要だと思っています。DX化など、実施が
目的にならずその先にどのようなサービス向上効果があり、費用対効果があるかを市職員と市民内外の
理解を得ながらどの状態をゴールと定めるのかより明確に教えてください。

　過去に購入では借地で対応した経緯については、個々の公共施設によって事情は異なるため、一概に
理由を説明することは困難ですが、施設建設当時は起債の充当率が低いため一般財源の持ち出しが多
く、利率も現在よりも桁違いに高かったことから、借地料の方が安価であると判断したのではないかと
推測しています。公共施設の適正化を進めていく中で、不要となった借地については、地権者様の理解
を得ながら、返還等の具体的な対応を検討していく必要があると考えています。また、恒久的に維持す
る必要がある公共施設の借地については、財政負担への影響を考慮しながら、買い取ることも検討して
いかなければならないと認識しています。いずれの場合にしろ、地権者様のご理解を得ながら、公共施
設を維持するための財政負担と、そこから提供されるサービスのバランスの適正化を図っていきます。
　優先改革項目のうち、４年間の間に、具体的な効果が見込め、かつ金額として算定ができるものにつ
いては効果額を記載していますが、プランの進捗管理においても、費用対効果を検証していきます。
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