
１.小牧市図書館行政の経過

まず、住民投票の経過をちょっとだけお話

します。

1978年に建てられた小牧市立図書館の老朽

化に伴い、前市長であった、中野市長の元で、

2009年「図書館基本計画」が策定されました。

中身的には、市民の意見を聞きながら、作

り上げられたもので、運営は市の直営という

ことを明記されておりました。市民の評価も

高いものでした。建設費も30億円、場所は小

牧駅西A街区と決定されておりました。ただ、

その時に、駅前開発に第３セクターで作った

商業ビル「ラピオ」というのがあるのですが、

ここのテナントが相次いで撤退していて、当

時の中野市長は「ラピオ」の安定化なくして、

中心街活性化はない、ということで、「ラピ

オ」内に図書館建設と決定しました。

そして、2011年に駅前活性化特別委員会で

も、それが取り上げられたわけです。その決

定で進むはずだったんですけども、2011年4

月に市長選挙が行われ、中野市長は敗れてし

まいました。次に市長になった山下市長は図

書館等の大型プロジェクトについては、市民

の意見をよく聞いて長期視点にたって、ゼロ

から再検討しますとマニフェストに掲げ、当

選しました。その後、当選した後の３年間は

手を付けずに、2014年4月17日のタウンミー

ティングでも、まだ、白紙ですよと言ってい

たのですね。それが、舌の根も乾かないうち

に、同じ４月に中日新聞で「A街区に武雄市

モデルの図書館建設」と報道され、NHKでも

報道されました。みなさんもご覧になった方

も多いと思います。

ものすごいスピードで、図書館協議会、教

育委員会、議会でも、指定管理とCCC、ツタ

ヤですよね、アドバイザーとして参入するこ

と、それと、指定管理にすることを決めてし

まいました。

２.小牧の図書館を考える会の立ち上げ

これは、大変だねということで、図書館を

考えていた人たちが中核となって、その年の

10月13日に、慌てて、何かしなくてはいけな

いということで、「図書館を考える会」立ち

上げることにしました。そして、11月9日に

シンポジウムを開催しました。

私は、このとき、初めてそこに参加して、

「図書館を考える会」に入ったんですけども、

その時にツタヤは単にレンタルビデオや本、

ブックカフェをやっているのかなと思ってい

たら、そうじゃなく、情報も収集しながら、

情報を売っていた会社だということを初めて

知ったわけです。

これではいけないということで私も図書館

を考える会に参加して、気楽に希望が聞いて

もらえる図書館を私も作りたいということで

入りました。そして次の年に２月１日に市長

選挙があるものですから、私たちは、選挙の

争点に図書館問題を据えました。そして12月

22日には、候補者が２人、山下市長ともう１

人候補者がいたんです。２人をお呼びして小

牧の図書館を考える懇談会を開催して、意見

を聞きました。その時、もう一人の方は市民

の声を聞いて一からやりたいと言われたので

すが、残念ながら、その人は敗れて、山下市

長が再選されてしまったわけです。

３．住民投票の成立に向けて
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これは、請願書なんかでは、山下市長に聞

き入れてもらえない、ということで、これは、

もう住民投票しかないねということで、みん

なで話し合い、ちょと学習しながら、住民投

票を決めたわけです。そうしましたら、ちょ

うどその9月に市議会議員選挙もありますの

で、7月3日から署名を開始して、1ヶ月の署

名期間で集めことができれば、9月の議会の

条例案提出に間に合うということで計画を立

てました。

当初、署名が少なくては議会で取り上げて

もらえないので、5,000筆を目標に掲げたん

ですけども、その期間中に11カ所で街頭宣伝

とか受任者依頼とか、暑い中、日射病になっ

たかと思うような中で、皆さん行きつけの店

とか近所とか、１軒１軒ベルを押して説明し

て署名を集めました。それで思いにもよらず

に6,003筆が集まりました。これで、やっぱ

り宣伝効果をあげなくては、いけないという

ことで、マスコミ各社にファックスを送りま

した。そうしたら、やっぱり、ツタヤの問題

もあったこともあって、かなりの新聞社テレ

ビ局が来ました。それが効果があって、みん

なに広まることになりました。その時の記者

の一人が議会の勢力分野から見て、条例案は

否決されますね。とおっしゃたんですね。あっ

そうか、集めたけどそれだけじゃいけないん

だと思って、それから、これを決めるのは議

会だから議員さんと懇談しました。私たちは

宣伝をするにもお金がないものですから、反

対しているような議員さんのところを重点的

に宣伝をしました。

その中で、区長さんにも手紙を送って、区

長に依頼しました。地域の議員は区から出て

いるものですから、区長の口添えって結構大

きな力があって、住民投票をやって、みんな

の図書館をつくる手紙を出しました。そうい

う力もあって、市会議員全員が住民投票条例

案は否決できないね、という雰囲気になった

んです。だけど、市長派の議員たちは、私た

ちの出した条例案の文言のことで、否決され

たんです。訳がわかりませんが。

議会で私たちの条例案は否決されたんです

けども、議員たちが２グループ、二つの条例

案が出たんです。１つは市長派の議員たち、

もう１つは市民連合、民主党とか公明党とか

共産党の人も支援してくれる形で条例案が出

されました。それは、私たちの条例案とちょっ

と文言が違うだけで、全く同じ内容の条例案

だったのです。それがなんとか通りまして、

やっぱりこれは宣伝の力とか、私たちの力だ

とか、考える会に入っていただいていた共産

党議員の働き、いろんな力があったと思いま

す。

私たちもその時に傍聴に行きました。そし

て、いろいろ見る中で、みんなが口をそろえ

て言うには、市会議員の質の悪さ、「えーこ

んな人が議会で討議しているの」という声が

聞かれました。それと同時に、若い４０にな

るかの市長の態度がすごく大きいんですね。

もう、安倍さんのミニチュア版を見ているよ

うな感じでした。それにもびっくり。この人っ

て、市長になる前にどういう育ち方をしてき

た人なのかなって、というような思いを持ち

ました。だから、やっぱり傍聴に行くことは、

すごくいいことだなあと思いました。

そこで、２つ目の関門、住民投票条例が可

決されて、もう１つの関門、住民投票で勝た

なければいけない。そのために、また、私た

ちにはお金がないので、また反対派の議員の

周りで宣伝をしました。それから、パレード

を２回やりまして、メイン通りに市長の実家

の美容院があるのですが、その前を通りなが

ら、「税金は市長のものじゃない」とか「市

民のための図書館を造れ」とか、そういうこ

とを シュプレヒコールで大きく轟かせなが

ら歩きました。

４．市民による市民のための図書館建設を

８月に市が図書館建設のパブリックコメン

トを募集したんですね。その時やっぱりみん

なで出そうということで50とか、もっと出そ

うということで、皆さんに呼びかけて、ツタ

ヤ反対というだけでもいいから書いて、出し
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てみようという感じでやりましたら、それが

思いのほか、200を超えるパブリックコメン

トが集まりました。でも、市の方はそれを公

表しないというふうに言っておりまして、市

長もまた、パブリックコメントを読みもしな

いで、反対意見ばかりだから読まないといっ

たそうです。ですから、私たちは市に抗議し

て、要請して、そういった中でパブリックコ

メントが公表されました。そこには、図書館

建設の参考になるようないろんな貴重な意見

が出されておりました。

9月5日の投票日に住民投票と市議選のダブ

ル投票がありました。その効果で、投票率が

50％を超え、いつもは30％台でしたが、かな

り高くなりました。結果はみなさんご存知の

ように、7,000票以上の差をつけ、反対が賛

成を上回りました。

私たちは第３関門も突破しました。投票日

当日の記者会見で、市長は一旦立ち止まって、

現在の図書館建設計画のどこに問題があるの

かを広く市民を交えて検討したいと、馬鹿な

コメントをしました。

それ故に、また、私たちは運動することに

なるんですけど、それ以降、12月議会の前に、

住民投票が終わったことで、これから本当に

図書館づくりをするんだねという、スタート

集会を9月13日に開きまして、また、11月に

は元 田原市図書館長の森下さんを呼んで、

市民のための図書館とはどういう図書館なの

か、という学習会を持ち、市民がどういう図

書館を望んでいるのか、ということを、懇談

して、市民の意見を聞く会をやりました。そ

して、12月議会では、とうとう、議会で図書

館の指定管理と駅前建設条例の廃止が可決さ

れました。

こうした中で、私たちは市会議員と懇談し

たんですけど、自分たちの議決が誤っていた

ということを言われた市会議員もいました。

これは、私たちの大きな成果だなというふう

に思います。

その後も、市長はあきらめず、どんな図書

館がいいのか、審議委員会をつくるというこ

とで、通常は3月の定例議会なんですが、そ

の前の2月に臨時議会を開きまして審議会の

予算を可決しました。その審議会には、街づ

くりも入っていたんですね。これは、図書館

と街づくりの賑わいとは、本当にそぐわない

のですね。

図書館は図書館で考えて、街づくりは街づ

くりで考えていかないといけない。賑わいに

図書館を持ってくるんじゃないというふうに、

私たちは思っています。それで、そのことで、

市会議員のいろんな会派と懇談しました。そ

んな中で、だんだん市会議員も解ってくれて、

そして審議委員も21名中市民候補が４名しか

入っていなかったんですね。だから、それは、

絶対少ない。市民の意見を入れるんだったら、

もっと多く10名ぐらい入れてくれということ

で、これも市会議員と交渉しました。そうし

ましたら、本会議や委員会のなかで共産党以

外の市議もそのことを言ってくれたんですね。

そして、委員会の中では、教育長がそれは、

検討します、という返答でした。

そして、今まで市長に私たちは「図書館を

考える会」との懇談を申し入れていたのです

けど、絶対いやだと、すごく嫌がられていた

んですね。それなのに、2月8日の臨時議会の

次の日、2月9日に懇談したいとの申し出があ

り、私たちは山下市長と懇談しました。でも、

懇談しても市長の頭は住民投票前と全く変わ

りませんでした。やっぱり街のにぎわいに図

書館をもってきたい、駅前に建てたい、ツタ

ヤとやりたい、と悶々とした感じでしたね。

それで私たちも街の賑わいと図書館は違う

んだよということと、審議委員が21名中４名

の市民候補は少ないと、それから、他団体の

中に「図書館を考える会」を入れろという要

請をしました。一応、検討するという返答を

もらいました。

５．市民のための図書館つくりと私たちがめ

ざすもの

その後、市から返事がありまして、図書館

を考える会が他団体の枠組みで入りました。
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それから市民候補の中で1人、図書館を考え

る会から入ることができました。21名中「図

書館を考える会」の人が２人入ったんですね。

4月13日から審議会が始まったんですけど、

それ以降、６か所で市民への報告と学習会。

今後、どういう図書館がいいかということを

市民と懇談する会を6回まで持ちました。市

会議員も1人参加してくれました。審議委員

もお誘いして、私たち以外に3名参加してく

れました。その中で審議議員の1人が図書館

を考える会に入ってくれました。それで、今

は、図書館を考える会は120名になりました。

今後、私たちは図書館に関わって、図書館

は本を借りるところというだけでなく、市民

や地域と深くかかわっていることがわかった

んですね。もっと学習を深めて、やっぱりい

い図書館をつくることは、やっぱり市や市民

の財産になる。これから、子供を育てていく、

子供が育っていくチカラとなるということが、

関わってきた中でわかってきました。

図書館づくりって根が深いし、いろんな意

味があるんだなと学習しながらわかりました。

今後皆様と広く、いろんな人と連携して取り

組んでいきたいと思います。

最後に、どうして住民投票は、私たちが勝っ

たのかということを考えてみました。私たち

のよう要求が市民の要求だった。合致したと

いうことがあるんじゃないかと思います。住

民投票が終わった後で、私のところにファッ

クスが来たんです。全然知らない方から、私

のファックス番号をチラシに出してあります

ので、それで来たんですけども「小牧市民の

良識を全国に知らせてくれてありがとうござ

います。みなさん、また、頑張ってください。」

というファックスでした。

変な話ですが、そういうのって、誹謗や中

傷など変な手紙やメールとか電話とか、来る

んじゃないですか。ところが、そういうもの

は全く来ないんですね。終わった後にいろん

なお店に行っても、「頑張ってね」、とか

「まだ、大変だね」という声をいただいてい

るのです。

それと、市のやり方に対して、市への申し

入れ、抗議をして、それを毎回ニュースなど

で宣伝したこと、それと、市議会議員と懇談

しながら連携がとれたこと、マスコミに取り

上げてもらったこと、市長が市民をなりふり

構わず強行だったこと、みんなで考え、みん

なで行動したことがあげられると思います。

これからも、広くみんなで頑張っていきた

いと思いますので、ご支援、ご指導をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

2016年6月10日 東海自治体問題研究所所報 NO.377号( 12

報告の要旨は事務局でまとめました。


