
１ 住民投票に至る発端

小牧市の新図書館建設計画を巡る住民投票

は10月4日に投開票され、反対が賛成を大き

く上回る結果となりました。当日有権者数は

11万6624人、投票率は50.38％、反対3万2352

票、賛成2万4981票でした。

この住民投票に至る発端は次のような経緯

から始まりました。

2014年4月13日「市民と市長のタウンミー

ティング～市長と話してみませんか？」が開

催されました。一人の女性からの「図書館建

設どうなっていますか」の質問に対し、山下

市長は「まだ白紙です」と答えていました。

ところがその直後の4月26日、中日新聞に

「小牧駅西Ａ街区に武雄市モデルの図書館建

設」の報道がありました。2週間もたたない

うちに図書館建設をめぐる情勢が変わるもの

ではありません。当然、タウンミーティング

での質問に答えることはできたはずです。こ

うした市長の姿勢が、後の住民投票結果にも

表れれていくのであり、小牧市民の良識の結

果ではないでしょうか。

小牧市図書館行政の経過

―駅ビル救済にツタヤ方式図書館の参入

この間の出来事を振り返ってみましょう。

1977年 小牧市立図書館（中央図書館）が建

設される。耐震性はクリアしていた。

2008年 小牧駅周辺整備計画が策定される。

2009年 新小牧市立図書館基本計画が策定さ

れる。建設費 約30億円。教育委員会が建

設場所を小牧駅西Ａ街区と決定。

2010年 駅前再開発ビル（以下、「ラピオ」

と称す）のテナントがあいつぎ撤退。第３

セクターの会社が倒産寸前に。中野前市長

は「ラピオの安定なくして中心市街地活性

化なし」とラピオ内への図書館建設を決断。

2011年の駅活性化特別委員会で、図書館は

ラピオ内と決定。山下市長当選。マニフェ

ストでラピオ図書館案を白紙撤回する。

2013年 佐賀県武雄市の図書館がツタヤ方式

でオープン。ツタヤを展開する㈱ＣＣＣ

が指定管理を請け負う。施設内には書店、

ＤＶＤ等の店、スターバックスのカフェ、

図書館がある。コーヒーを飲みながら雑

誌や図書館の本を読める。Ｔカードを使

うと借りても買ってもポイントがつく。

ユニークさで市外、県外から年間100万人

が訪れている。

2014年4月13日 冒頭で紹介した「市民と市

長のタウンミーティング～」で市長は

「まだ白紙です」と、市民に答弁。

4月26日 中日新聞に「Ａ街区に武雄市モデ

ルの図書館建設」の報道。

6月21日 市民有志が「図書館問題」学習・

意見・交流会。26名が参加。「市民の会」

立ち上げを確認。

6月24日 市議会で、指定管理方式、小牧駅

西Ａ街区の条例提案、基本設計補正予算提

案。賛成多数で可決。①民間業者に図書館

の管理運営をさせる。②図書館のほかカフェ

や書店など商業施設を含む建物とする。③

民間仕様の建物にするため設計段階からア

ドバイザーの参入（210万円）。④費用の

負担割合あいまい。⑤７月初めに公募プロ

ポーザルで業者選定。

8月 公募式プロポーザルで民間アドバイザー

にＣＣＣ・ＴＲＣの共同事業体が選定され

る。

10月 設計業務プロポーザル開始。結果公表

平成27年1月。

10月13日 ｢小牧の図書館を考える会」設立
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総会

10月15日 「考える会」が市長に「図書館建

設に関する公開質問申入書」を提出。

11月9日 「考える会」は「ツタヤ方式の図

書館ってどうなの？いま求められている図

書館とは！」というテーマで図書館シンポ

ジウムを開催。講師に森下芳則氏（元田原

市図書館長）を招いた。

12月22日 「考える会」は小牧市長選候補者

２名を招いて「小牧の図書館を考える懇

談会」を開催。

2015年2月12日 「考える会」は山下小牧市

長に「新図書館建設に対する要望書」を提

出。

3月25日 小牧市長に「考える会の見解に対

する要求書」提出。

4月9日 山下市長より回答書。

4月29日 「考える会」世話人会は直接請求

の取り組みを決める。

6月13日 「新図書館民営化は是か非か？」

をテーマに講演会を開催。講師に梅澤幸平

氏（元滋賀県立図書館長）を招く。

２ 住民投票勝利までの活動

―図書館のあり方を巡って住民投票へ

１）住民投票の成立に向け468名の協力で

署名6,003筆集まる

山下市長の新図書館建設（「ツタヤ図書館」）

のすすめ方が強引でスピードも速く、2015年

８月頃にはツタヤ図書館計画案が示される情

勢がありました。「建設されてからでは遅い、

計画の段階ならストップできる」「住民の声

を活かす最善の方法は住民投票」「議会開催

中なら市長は速やかに条例提案しなければな

らない」など、みんなで学び・話し合った結

果、「７月３日から署名開始、９月議会条例

提出」を決め取り組みを始めました。

素人集団のため、条例案含む署名簿に瑕疵

があってはいけないので、選挙管理委員会担

当者に「条例案含む署名簿」を見てもらい、

助言など受けて間違いのない署名簿作成にと

りかかりました。署名簿に、署名開始の告示

と同日に発効される「請求代表者証明書」を

添付しなければならないため、7月3日に印刷

して署名簿を作成し、早急に会員などに配布

しました。

署名を集めるにあたっては受任者を増やす

ことがカギでした。会員だけでなく、繋がり

のある市民や団体に要請しました。中でも新

婦人小牧支部は組織を上げての取り組みとな

りした。中には個人で100筆集めた方も出て

きました。この取り組みでは、数名の市議の

ご協力を得たことも、大きな力になりました。

「考える会」としては、期間中（7月4日か

ら8月3日）に３種類のチラシ配布、街宣車宣

伝などで市民に積極的に訴えました。特に土・

日には11か所で街頭署名宣伝行動を行いまし

た。始めの頃は署名の集まりも少なく、法定

数が集まるか危惧していましたが、多くの方

のご協力で終盤は、連日数百の署名が集まり、

最終的に、代表者と受任者468名の方が署名

集めに取り組んでいただき、6,003筆（有効

署名5,713筆）集まり、８月６日選挙管理委

員会に仮提出しました。その経過は次の通り

です。

2015年6月30日 小牧市条例制定請求者代表

者証明書交付申請書提出する。

7月3日 小牧市条例制定請求者代表者証明書

交付申請決定が出て署名開始。

8月3日 住民投票条例制定請求の署名終了。

8月6日 小牧市条例制定請求者署名簿署名証

明申請書提出する。

署名数6,003筆、有効署名数5,713筆、法定

署名数2,362筆、署名簿作成冊数1,200冊、

提出冊数876冊、回収率73.0％、超過署名

数3,639筆、法定署名超過割合、2.54倍、

有権者比率5.08％、受任者数468名（一人

当たり13筆）

２）住民投票の実現に向け市長の圧力に屈せ

ず市議全員住民投票には賛成

「ツタヤ図書館計画」が出され、パブリッ
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クコメントが8月17日～9月15日までと示され

たので、8月19日パブリックコメント学習交

流会を開催し、積極的に取り組むことを確認

しました。

8月31日山下市長に本請求し、9月1日市議

会に、市長から条例提案され、山下市長は不

採択にすべきの意見を述べ、会の意見陳述は、

共同代表・請求代表者の渡辺さんが「なぜ住

民投票に至ったか」など、堂々と多くの方に

感動を与える意見を述べました。

重要なのは、9月10日の議会最終日に可決

させることです。当初、山下市長の強権的圧

力で議会内は否決派が多数でした。８日の文

教委員会に請求代表者３名が出席し意見を述

べた後、各委員の質問に対して誠実に答えま

した。ビラを全戸配布する力もない会ですの

で、取り組みも工夫して、反対しそうな議員

の自宅付近に２回のビラを配布したり、街宣

車も重点的に回しました。

さらに、多くの市民に「ツタヤ図書館」の

実態が知られていないため、全区長、全市議

に、チラシを同封した「新図書館建設計画を

白紙にすることに関する住民投票条例につい

て」を郵送しました。市議会議員選挙も同時

にあり、候補者の街宣車宣伝などで「ツタヤ

図書館」の問題点を大いに広めていいただき、

市民に浸透したのではないかと思います。

議会の外は「考える会」が中心となり、議

会内は賛成議員を中心に取り組んだ結果、9

月10日の市議会最終日。「考える会」の提出

した住民投票条例は共産党３名の賛成少数で

否決されました。全市議が「住民投票は必要」

という立場に立って、市民連合等の修正案、

牧政会等の修正案が出されました。採決では

牧政会提出の条例案は12名賛成の少数否決。

「考える会」の原案に近い市民連合等の修正

案は14名の賛成多数で可決されました。その

結果、住民投票が実現することになりました。

３）住民投票の勝利に向け「ツタヤ図書館」

ノーの市民の良識が示された

住民投票は市議選と同時に行われることに

なり、会として9月13日住民投票勝利スター

ト集会で、行動計画を示し「みんなで話し合

い、みんなで行動」を確認し、「市民に判り

やすい情報提供をしよう」と、14日市長に対

し、市民に情報提供できるよう「８項目の申

入書」を提出しましたが、市長の回答は「情

報提供は、中立性の保持に留意するため、こ

れまでの経緯や過去に行った公表、または市

議会における答弁などの事実以外は、行わな

いこととしています。」との「ゼロ回答」で

した。

また、一方的な市の住民説明会に対し、18

日市長に「住民投票条例第９条の解釈につい

ての申入書」、選管委員長に「住民投票条例

制定を受けて公平、公正な取り扱いと公報発

行の申入書」を提出しましたが、これに対し

て市長は「これまで進めてきた現在の新図書

館建設計画（ツタヤ図書館）の説明を行う」

と回答してきました。これは市議会での討論

内容や市民の反対の声は一切掲載しない、建

設ありきの情報提供を公費で行うという非民

主的な行為です。

私たちは、４会場での住民説明会会場前で

宣伝を行い、会場では私たち含め市民からの

質問に対し、中立性を盾に納得できる回答は

ありませんでした。

市広報9月1日号では2ページ建て、10月1日

号では4ページ建てで「新図書館建設計画」

を掲載しただけでなく、さらに7ページの選

挙公報とエスカレートした一方的情報提供で

した。選挙公報が出されることを知り、9月2

8日市長に「住民投票の不公平の是正と選挙

に向けた公報の中止を求める抗議書」を渡し

回答を求めました。上記抗議の時、私たちは

「市民が適正に判断できる情報として、9月1

4日の申入れ内容と回答を載せるべきではな

いのか」との質問に、担当者は「あなた方が

提出した条例案は否決され、新たな別の条例

が可決したので載せられない」。また「最低

限公表している情報と言うならば、市議会等

の反対意見も載せるべきでないか」の質問に

対し、市担当者は「紙面の都合上載せられな
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い」と、納得できない不当な口頭での答弁で

した。

私たちは、活動できる人数も少ないので、

相手の弱点、相手が嫌がることは何かを、相

手の立場になって考え、効果的な活動、宣伝

戦に取り組みました。まず、見える活動とし

て、19日から毎土・日、小牧駅に集合して４

回一斉宣伝行動、23日小牧駅から市役所まで

のパレード、３日の最終日は、小牧駅から駅

に戻る市街地パレードを行い、市民宣伝を行

いました。

ツタヤ図書館とは何かを「カットと吹き出

しを多く使ったチラシ」を作成して配布。新

聞だけでなくテレビなどにも働き掛けて取り

上げてもらいました。小牧市内の区長などに

はチラシを郵送。街宣車は当初１台でしたが

後半には２台が運行。ハンドマイクで、市周

辺地域を重点に宣伝しました。街宣車の運転

手やチラシ配布には多くの方の協力をいただ

きました。

10月4日（日）の開票を不安の気持ちで見

ていましたが、マスコミの方から「反対多数」

（反対3万2352票、賛成2万4981票）と知らさ

れました。請求代表者3名は市民のみなさん

の良識に感謝し、感無量の気持ち一杯で記者

会見に臨みました。（次号へ続く）
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