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■■■■分野別計画分野別計画分野別計画分野別計画編編編編（（（（ⅠⅠⅠⅠ～～～～ⅥⅥⅥⅥ））））のののの見方見方見方見方    

    

 

基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１    防災防災防災防災                                                                                担当 危機管理課    

◆基本施策の目的 

地震や風水害などの災害が発生した場合でも、人的・物的な被害を最小限に止めることがで

きる災害に強いまちをつくります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目標値目標値目標値目標値    

H30H30H30H30    

１年前と比較して災害に強いまちと

思う市民の割合 

％ 49.0     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

1 

防災アセスメント調査実施

事業 

【危機管理課】 

17,000 実施   

2 

防災ガイドブック作成事業 

【危機管理課】 

11,500  実施  

    

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  災害発生時に迅速に対応できる体制を強化します

基本施策１基本施策１基本施策１基本施策１ 防災 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  防災意識を高めます

施策施策施策施策のののの項目項目項目項目    

施策の体系で示した基本施策ごとに項目立てをしています。 

基本施策基本施策基本施策基本施策のののの目的目的目的目的    

基本施策を推進する目的を示しています。 

基本施策基本施策基本施策基本施策のののの体系体系体系体系    

基本施策の目的を実現するための手

段（基本施策の展開方向）を示してい

ます。 

主主主主なななな計画事業計画事業計画事業計画事業    

計画期間中に実施する主な事業名と所管課、

計画期間に要する事業費、年度ごとの取組みを

示しています。 

※番号欄に着色してある事業は、「平成２６年度

当初予算 主要事業の概要」を掲載している事

業です。 

基本施策基本施策基本施策基本施策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを測定測定測定測定するためのするためのするためのするための指標指標指標指標    

基本施策の目的がどの程度達成できたのかを定量

的に測定するための指標と、その基準値、計画の最

終年度である平成３０年度の目指す方向性を示して

います。 

基準値は、原則としてアンケート調査による指標は平

成２５年度、その他の指標は平成２４年度の数値を

示していますが、基準年次をそれ以外とする場合は、

（ ）書きで基準時点を示しています。 

基準値を把握していない指標は「－」とし、次年度以

降、測定していきます。 

目指す方向性：「  」は「上昇、増加」、「  」は「低

減、減少、削減」を示しています。 
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第第第第１１１１章章章章    安全安全安全安全・・・・環境環境環境環境                                                                                                        

  

 

１１１１．．．．    防災防災防災防災    

２２２２．．．．    生活安全生活安全生活安全生活安全    

３３３３．．．．    消防消防消防消防・・・・救急救急救急救急    

４４４４．．．．    環境環境環境環境    

５５５５．．．．    ごみごみごみごみ対策対策対策対策    
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基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１    防災防災防災防災                                                                                担当 危機管理課    

◆基本施策の目的 

地震や風水害などの災害が発生した場合でも、人的・物的な被害を最小限に止めることがで

きる災害に強いまちをつくります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

１年前と比較して災害に強いまちと

思う市民の割合 

％ 49.0     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

1 

防災アセスメント調査実施

事業 

【危機管理課】 

17,000 実施   

2 

防災ガイドブック作成事業 

【危機管理課】 

11,500  実施  

    

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  災害発生時に迅速に対応できる体制を強化します

基本施策１基本施策１基本施策１基本施策１ 防災 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  防災意識を高めます
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防災防災防災防災アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント調査実施事業調査実施事業調査実施事業調査実施事業    

 

 

１ 予 算 額   １７,０００千円 

 

２ 目   的    総合的な災害対策を推進するため、平成９年に作成した防災アセスメント

調査について、現状に即して更新します。 

 

３ 効   果    自然条件、社会条件、土地利用の変遷などの現状把握、被害想定を

行い、災害対策方針の検討をすることにより、総合的な災害対策を推進す

ることができます。 

 

４ 事業概要 ①災害素因調査（自然、社会） 

②地震・風水害被害想定 

③防災課題の整理 

④災害シナリオの作成 

⑤災害対策方針の検討 

⑥有識者の監修         等 

 

市長公室 危機管理課 

(H.26.4.1～ 総務部 危機管理課) 

活断層 

新規新規新規新規    
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基本施策基本施策基本施策基本施策２２２２    生活安全生活安全生活安全生活安全                                                                            担当 市民安全課    

◆基本施策の目的 

市民一人ひとりが犯罪、交通事故や消費者トラブルなどに巻き込まれることなく安全で安心して

暮らせるまちをつくります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

犯罪発生率 

件/

千人 

14.9 

(H24 年) 

    

 

交通事故発生率 

件/

千人 

7.3 

(H24 年) 

    

 

相談満足度 ％ －     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

3 

防犯灯設置補助事業 

 （防犯対策事業） 

        【市民安全課】 

60,000 実施 ⇒ ⇒ 

4 

防犯対策巡回警備事業 

 （防犯対策事業） 

        【市民安全課】 

64,800 実施 ⇒ ⇒ 

5 

防犯カメラ設置補助事業 

 （防犯対策事業） 

        【市民安全課】 

30,000 実施 ⇒ ⇒ 

6 

交通安全推進事業 

【市民安全課】 

21,000 実施 ⇒ ⇒ 

 

基本施策２基本施策２基本施策２基本施策２ 生活安全 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１

 相談体制を充実します

 防犯意識を高めます

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３

 交通安全意識と交通マナーを高めます
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警備会社に委託し、青色回転灯装着

車により市内の深夜パトロールを行います。 

①商業施設の駐車場・駐輪場 

②マンション・アパートの駐車場 

③月極駐車場において、防犯カメラ・録画

機の設置 

に対して助成します。 

区が設置する防犯灯設置費を全額補全額補全額補全額補

助助助助します。 

電気料金、修繕費とも全額補助全額補助全額補助全額補助します。 

防犯対策事業防犯対策事業防犯対策事業防犯対策事業    

 

 

１ 予 算 額   １２１,３００千円 

 

２ 目   的     地域、市民参加の防犯対策を進め、安全で安心して暮らせるまちづくりを

目指します。 

 

３ 効    果     地域の防犯意識の高揚を図るとともに、犯罪が起きにくい環境整備がで

きます。 

 

４ 事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境交通部 交通防犯課 

(H26.4.1～ 市民生活部 市民安全課) 

安全で安心して暮らせるまちづくりのために、地域

で、防犯パトロールなどの活動をしている団体(10名

以上で組織されるもの)に対して支援します。 

★補助限度額 ・新規団体    上限上限上限上限20202020万万万万円円円円        

・・・・継続団体    上限上限上限上限10101010万円万円万円万円     

※自動車を利用する場合は上限上限上限上限30303030万円万円万円万円 

家庭で行う防犯対策（防犯鍵、センサーライ

ト、防犯フィルム、防犯カメラ等）に助成します。 

★補助限度額  

費用費用費用費用のののの５５５５分分分分のののの４４４４    限度額限度額限度額限度額1111世帯当世帯当世帯当世帯当たりたりたりたり1111万円万円万円万円 
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基本施策基本施策基本施策基本施策３３３３    消防消防消防消防・・・・救急救急救急救急                                    担当 消防総務課・予防課・消防署 

◆基本施策の目的 

消防・救急体制および防火安全対策を強化し、市民の生命、身体および財産を災害や事故

からしっかりと守ります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

火災による死亡者数 人 

3 

(H24 年) 

    

 

出火率 

件/

万人 

4.7 

(H24 年) 

    

 

救命率 ％ 

40.0 

(H24 年) 

    

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

7 

消防指令センター整備事

業 

        【消防総務課】 

2,706,000 工事 ⇒  

8 

自主防災会活動支援補助

事業（自主防災体制整備

事業） 

        【消防総務課】 

19,500 拡充実施 ⇒ ⇒ 

9 

愛知県消防操法大会開催

事業（消防団活動事業） 

        【消防総務課】 

5,600 実施   

 

展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  消防・救急体制を強化します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３  自主防災会活動を活性化します

基本施策３基本施策３基本施策３基本施策３  消防・救急

 火災予防対策を充実します
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消防指令消防指令消防指令消防指令センターセンターセンターセンター整備事業整備事業整備事業整備事業    

 

 

１ 事業年度   平成２４年度～平成２７年度 

 

２ 予 算 額   １,３６４,３２４千円 

 

３ 目   的    消防通信指令に関する事務を共同して管理、運用することにより、複雑多

様化する消防需要に広域的に対応し、消防事務の高度化による消防力の

強化を図ります。 

 

４ 効    果    設置費用や維持管理費用の低減化、消防相互応援協定による応援出

動を迅速に行うことが可能となります。 

 

５ 事業概要 

６消防本部（小牧市、犬山市、江南市、 

岩倉市、丹羽広域事務組合及び西春日井 

広域事務組合）が、共同で消防通信指令 

業務を運用するための施設等を整備します。 

 

 

事業 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

デジタル消防救急無線

設備整備事業 

基本計画 実施設計 整備事業 整備事業 

運用開始 

高機能消防指令設備

整備事業 

 実施設計 整備事業 整備事業 

消防指令センター施設

整備事業 

 

基本設計 

実施設計 

建設事業  

 

 

消防本部 消防総務課 
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自主自主自主自主防災防災防災防災会活動支援補助会活動支援補助会活動支援補助会活動支援補助事業事業事業事業    

 

 

１ 予 算 額   ６,８７２千円 

  

２ 目   的    各自主防災会による防災活動の活性化及び防災思想の向上を図り、地

区防災訓練等に助成し、自主防災体制の整備強化を図ります。 

 

３ 効    果   住民の自助・共助の能力が向上します。 

 

４ 事業概要    自主防災会が地区防災訓練等を実施した場合に、補助金を交付し、自

主防災体制の整備強化を図ります。 

 

 

 

消防本部 消防総務課 

拡充拡充拡充拡充    
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愛知県消防操法大会開催愛知県消防操法大会開催愛知県消防操法大会開催愛知県消防操法大会開催事業事業事業事業    

 

 

１ 予 算 額   ５,６７０千円 

 

２ 目   的    消防団員の消防技術向上と士気の高揚を図り、もって消防活動の進歩

充実に寄与します。 

 

３ 効    果    この大会には、愛知県の消防関係者や消防団員の家族が多数参加及

び参観していることから、小牧市の物産展を同時開催し、参加・参観者に対

して小牧市を広くＰＲします。 

 

４ 事業概要    小牧市総合運動場（陶グラウンド）において、第５９回愛知県消防操法大

会を開催します。 

 

 

消防本部 消防総務課 

新規新規新規新規    
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基本施策基本施策基本施策基本施策４４４４    環境環境環境環境                                                                        担当 環境対策課    

◆基本施策の目的 

環境への負荷の少ない低炭素社会の実現などにより、地域環境の保全に寄与するとともに、

大気や水、土壌などの身近な地域環境を良好な状態に保持し、自然の恵みに満ちた快適で住

みよい生活環境を創造します。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市内の電力消費量 MWh 1,638,668     

 

需要戸数あたりの都市ガス消費量 ㎥/戸 405     

 

市内環境指標項目の環境基準

達成率（上から大気、水質、土

壌、騒音の順） 

％ 

66.7 

100 

100 

100 

    

 

100 

100 

100 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

10 

新エネルギー導入助成事

業 

【環境対策課】 

180,000 実施 ⇒ ⇒ 

 

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３  市民の新エネルギーの導入を促進します

 ーの利活用を推進します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２

 環境意識を高めます

展開方向４展開方向４展開方向４展開方向４  良好な地域環境の保全活動を推進します

基本施策４基本施策４基本施策４基本施策４  環境 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１

 市が率先して省エネルギー対策・新エネルギ
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○○○○住宅用太陽光発電住宅用太陽光発電住宅用太陽光発電住宅用太陽光発電システムシステムシステムシステム    

（（（（補助額補助額補助額補助額１１１１ｋＷｋＷｋＷｋＷ当当当当たりたりたりたり４４４４万円万円万円万円・・・・上限上限上限上限１６１６１６１６万円万円万円万円））））    

太陽の光エネルギーを受け、太陽電池で発電します。 

○○○○住宅用太陽熱高住宅用太陽熱高住宅用太陽熱高住宅用太陽熱高度利用度利用度利用度利用システムシステムシステムシステム    

・・・・強制循環型強制循環型強制循環型強制循環型（（（（補助額補助額補助額補助額５５５５万円万円万円万円））））    

太陽熱集熱器と蓄熱槽を分離し、その間を不凍液などの熱媒が 

入った配管でつなぎ、この熱媒をポンプで強制的に循環させなが 

ら、蓄熱槽内に貯めた水を温め、お湯を作ります。 

・・・・自然循環型自然循環型自然循環型自然循環型（（（（補助額補助額補助額補助額２２２２万円万円万円万円））））    

太陽熱集熱器の上部に貯湯槽が接続されており、水栓に比べ高い位置の屋根 

上に設置します。 

貯湯槽に給水された水は下部の太陽熱集熱器へ 

流れ込み、太陽熱で暖められ比重が軽くなること 

で、貯湯槽へ戻りお湯が蓄えられます。 

新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入助成事業導入助成事業導入助成事業導入助成事業    

 

 

１ 予 算 額   ６０,０００千円 

 

２ 目   的    新エネルギーを利用したシステムを設置する方に対し、補助金を交付し、

市民の環境にやさしいエネルギーの利用を支援します。 

 

３ 効    果    循環型社会の構築及び地球温暖化防止に向けての市民意識の高揚を

図ることができます。 

 

４ 事業概要    住宅用太陽光発電システム、住宅用太陽熱高度利用システムの設置費

を補助します。 

 

 

 

 

 

環境交通部 環境対策課 

(H26.4.1～ 市民生活部 環境対策課) 
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基本施策基本施策基本施策基本施策５５５５    ごみごみごみごみ対策対策対策対策                                    担当 廃棄物対策課・リサイクルプラザ    

◆基本施策の目的 

市民・事業者との適切な役割分担のもと、協働で資源循環型社会を構築するとともに、ごみの

ポイ捨てなどがない快適で清潔な生活環境を確保します。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    HHHH22227777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

１人１日あたりのごみ排出量（事業

系ごみ含む） 

ｇ 838     

 

不法投棄されたごみの環境センタ

ーへの搬入量 

kg 60,420     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

11 

小牧岩倉衛生組合建設費

負担金 

【廃棄物対策課】 

1,240,000 実施 ⇒ ⇒ 

12 

資源回収ステーション施設

整備事業（ごみ減量推進事

業） 

【リサイクルプラザ】 

4,400 実施 ⇒ ⇒ 

13 

クリーンセンター施設整備

事業 

【廃棄物対策課】 

681,296 工事 ⇒ ⇒ 

 

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３  地域の環境美化活動を推進します

展開方向４展開方向４展開方向４展開方向４  ごみの安定処理を推進します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２  ごみの減量・分別に対する市民の意識を高めます

基本施策５基本施策５基本施策５基本施策５  ごみ対策 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１  市民・事業者・行政の協働による３Ｒを推進します
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資源回収資源回収資源回収資源回収ステーションステーションステーションステーション施設整備事業施設整備事業施設整備事業施設整備事業    

 

 

１ 予 算 額   １,４９８千円 

 

２ 目   的    決められた収集日に集積場へ資源を排出できなかった場合や、雨の日の

古紙・古布の収集を行えない場合の利便性を図ります。 

 

３ 効   果    小牧原新田地内にある施設に加え、新たにリサイクルプラザに整備するこ

とで、市民の利便性が向上します。 

 

４ 事業概要    リサイクルプラザの敷地内に資源（プラスチック製容器包装、空きびん、空

き缶、金属類、ペットボトル、古紙・古布、蛍光管類、廃食用油）の持ち込み

ができる場所を開設します。 

 

開始時期：７月～（予定） 

受付期間：毎週土曜、日曜日のみ 

（ただし、1/1～1/3 を除く） 

午前８時３０分～午後５時 

 

 

 

 

環境交通部 リサイクルプラザ 

(H26.4.1～ 市民生活部 リサイクルプラザ) 

拡充拡充拡充拡充    
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クリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター施設整備事業施設整備事業施設整備事業施設整備事業    

 

 

１ 事業年度   平成２５年度～平成２６年度 

 

２ 予 算 額   ５９１,８０９千円 

            （総額 ８４９,４４３千円） 

 

３ 目   的   市内で発生するし尿及びし尿浄化槽汚泥を適切に処理します。 

 

４ 事業概要   

現在、市内で収集されたし尿は小牧市クリーンセンターで、し尿浄化槽汚泥は小牧

市し尿浄化槽汚泥処理施設で、それぞれ処理を行っています。 

し尿浄化槽汚泥処理施設は、稼動開始から３５年以上経過し、老朽化が進み維

持費が増大してきています。このため、小牧市クリーンセンターに統合し、より効率的に

し尿やし尿浄化槽汚泥の処理を行うため、小牧市クリーンセンターの改修を行います。 

平成２６年度は、平成２５年度に引き続き改修工事を行います。 

（平成２７年４月稼動開始予定） 

 

 

        

環境交通部 廃棄物対策課 

(H26.4.1～ 市民生活部 廃棄物対策課) 


