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定例定例定例定例記者会見記者会見記者会見記者会見（（（（平成平成平成平成24242424年年年年11111111月月月月27272727日日日日））））    

    

【【【【市長市長市長市長あいさつあいさつあいさつあいさつ（（（（要旨要旨要旨要旨）】）】）】）】    

○ 本日は、主に平成２４年第４回の小牧市議会定例会提出議案につい

て説明したいと思う。今回、提出を予定している議案は、全部で２８

件。内訳は、条例案１１件、一般議案４件、専決処分承認案１件、補

正予算案１１件、人事案１件となっている。 

○ 補正予算については、織田信長公築城４５０年記念事業の関連予算

も計上している。来年が、小牧山城築城４５０年にあたることから、

来年に向けて準備を進めている。今月１日には小牧山城４５０年プロ

ジェクト推進室を設置した。来年１月１日の初日の出を拝む集いから、

さまざまな事業を展開していきたい。 

 

【【【【議案議案議案議案説明説明説明説明要旨要旨要旨要旨】】】】    

《《《《特別職特別職特別職特別職のののの職員職員職員職員でででで非常勤非常勤非常勤非常勤のものののものののものののものの報酬及報酬及報酬及報酬及 びびびび費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを

改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 特別職の職員で非常勤のものに対し、市長が必要と認めるときは、

費用弁償として通勤費を支給するものとし、通勤費の額の算定方法

を定めるものである。 

○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

《《《《出頭人出頭人出頭人出頭人のののの費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 地方自治法の改正に伴い、引用する規定の整備を行い、出頭人の費

用弁償の額を、現行一般職の職員相当額から５級以上の職務にある

職員の旅費相当額とし、その他所要の規定の整備を行うものである。 

○ この条例は、公布の日から施行する。ただし、一部は、地方自治法

の一部を改正する法律附則第１条ただし書に規定する日から施行する。     

    

《《《《小牧市使用料及小牧市使用料及小牧市使用料及小牧市使用料及びびびび手数料条例手数料条例手数料条例手数料条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく長期優良住

宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査に係る変更認定申請

手数料を定め、（２）都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る認
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定申請手数料及び変更認定申請手数料を定めるものである。 

 ○ 地籍図を交付する場合の手数料と地番参考図を交付する場合の手数

料をそれぞれ１枚につき２００円とするものである。 

 ○ この条例は、平成２５年４月１日から施行し、２は平成２５年１月

１日から施行する。 

 

《《《《小牧市指定地域密着型介護老人福祉施設小牧市指定地域密着型介護老人福祉施設小牧市指定地域密着型介護老人福祉施設小牧市指定地域密着型介護老人福祉施設のののの入所定員並入所定員並入所定員並入所定員並びにびにびにびに指定地域密指定地域密指定地域密指定地域密

着型着型着型着型サービスサービスサービスサービス事業者及事業者及事業者及事業者及びびびび指定地域密着型介護予防指定地域密着型介護予防指定地域密着型介護予防指定地域密着型介護予防サービスサービスサービスサービス事業者事業者事業者事業者のののの指定指定指定指定

にににに係係係係るるるる申請者申請者申請者申請者のののの資格資格資格資格をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を、２９人以下とし、

指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定に係る申請をすることができる者を、小牧市暴力団

排除条例に規定する暴力団員が役員となっている法人及び暴力団又

は暴力団員と密接な関係を有する法人を除く法人とするものである。 

 ○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

    

《《《《小牧市指定地域密着型小牧市指定地域密着型小牧市指定地域密着型小牧市指定地域密着型 サービスサービスサービスサービスのののの事業事業事業事業のののの人員人員人員人員 、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営 にににに関関関関 するするするする基基基基

準準準準をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ １から８までのそれぞれの介護の事業の基本方針、従業者の員数等

の人員に関する基準、事業の運営を行うために必要な設備の基準及

び事業の運営に関する基準を定めるものである。 

 ○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

    

《《《《小牧市指定地域密着型介護予防小牧市指定地域密着型介護予防小牧市指定地域密着型介護予防小牧市指定地域密着型介護予防サービスサービスサービスサービスのののの事業事業事業事業のののの人員人員人員人員、、、、設備及設備及設備及設備及びびびび運営並運営並運営並運営並

びにびにびにびに介護予防介護予防介護予防介護予防 のためののためののためののための効果的効果的効果的効果的 なななな支援支援支援支援 のののの方法方法方法方法 にににに関関関関 するするするする基準基準基準基準 をををを定定定定 めるめるめるめる条例条例条例条例 のののの

制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ １から３までのそれぞれの介護の事業の基本方針、従業者の員数等

の人員に関する基準、事業の運営を行うために必要な設備の基準、

事業の運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定めるものである。 

 ○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

《《《《小牧市立保育園小牧市立保育園小牧市立保育園小牧市立保育園のののの設置及設置及設置及設置及びびびび管理管理管理管理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制制制制

定定定定についてについてについてについて》》》》    



－３－ 

 ○ 建て替えにより、小牧市立味岡保育園の位置を、現行小牧市大字文

津２６２番地から小牧市大字小松寺１０３番地１に変更するもので

ある。 

○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

《《《《小牧市廃棄物小牧市廃棄物小牧市廃棄物小牧市廃棄物のののの減量化減量化減量化減量化、、、、資源化及資源化及資源化及資源化及びびびび適正処理適正処理適正処理適正処理にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 地域主権改革一括法により、一般廃棄物処理施設の維持管理に関す

る技術上の業務を担当する技術管理者の資格を定めるものである。 

 ○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
         

 

《《《《小牧市水道事業小牧市水道事業小牧市水道事業小牧市水道事業のののの布設工事監督者布設工事監督者布設工事監督者布設工事監督者をををを配置配置配置配置するするするする工事並工事並工事並工事並びにびにびにびに布設工事監督者布設工事監督者布設工事監督者布設工事監督者

及及及及びびびび水道技術管理者水道技術管理者水道技術管理者水道技術管理者のののの資格資格資格資格をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 地域主権改革一括法により、水道の布設工事監督者を配置する工事

を定め、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるもので

ある。 

○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。     

    

《《《《小牧市下水道事業受益者負担小牧市下水道事業受益者負担小牧市下水道事業受益者負担小牧市下水道事業受益者負担にににに関関関関するするするする条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定

についてについてについてについて》》》》    

○ 第１２負担区及び第１３負担区の１平方メートル当たりの負担金額

は、５００円とするものである。 

○ この条例は、公布の日から施行する。     

    

《《《《小牧市下水道条例小牧市下水道条例小牧市下水道条例小牧市下水道条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて》》》》 

 ○ 地域主権改革一括法により、公共下水道の排水施設の構造の技術上

の基準を定め、その他所要の規定の整備を行うものである。 

 ○ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。     

    

《《《《事故事故事故事故にににに係係係係るるるる損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額のののの決定決定決定決定についてについてについてについて》》》》    

 ○ 相手方の住所氏名は、記載のとおりである。損害賠償の額は、１７

９万７,０５１円である。事故の概要は、平成２３年５月３０日午後

３時頃、小牧市久保新町２５番地先県道名古屋犬山線を南進してい

た公用車が、同路線に停車中の乗用車に衝突し、運転していた相手

方に頸
けい

部挫
ざ

傷を負わせるとともに、乗用車の後部バンパーを破損さ

せたものである。     
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《《《《小牧市小牧市小牧市小牧市コミュニテｲセンターコミュニテｲセンターコミュニテｲセンターコミュニテｲセンターのののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて》》》》    

○ 小牧市南部コミュニティセンターの指定管理者の指定をするものであ

る。団体の名称は、小学館集英社プロダクション・ダイケングループ。 

指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までであ

る。     

    

《《《《小牧市児童館小牧市児童館小牧市児童館小牧市児童館のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて》》》》    

○ 小牧市小牧南児童館の指定管理者の指定をするものである。団体の名

称は、小学館集英社プロダクション・ダイケングループ。 

指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までで

ある。 

   

《《《《小牧市児童館小牧市児童館小牧市児童館小牧市児童館のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの指定指定指定指定についてについてについてについて》》》》    

○ 小牧市大城児童館の指定管理者の指定をするものである。団体の名称

は、特定非営利活動法人１０人村。 

指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までで

ある。 

    
《《《《専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認についてについてについてについて》》》》    

○ 衆議院が１１月１６日に解散され、１２月１６日に衆議院議員総選挙

及び最高裁判所裁判官国民審査が行われることとなったことに伴い、速

やかに選挙事務に着手する必要があるため、その費用に係る補正予算を、

１１月１６日に専決処分した。この専決処分に対する承認をいただくも

のである。 

○ 補正予算の概要であるが、一般会計で、補正前の額に６，３３３万２

千円を追加し、５１９億８，５５６万円とするものである。 

○ 補正予算の内容であるが、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査に係る費用である。 

○ 歳入は、愛知県からの委託金である。 

    

《《《《補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案》》》》    

○ 概要であるが、一般会計では補正前の額に３億４，２５４万３千円を

追加し、５２３億２,８１０万３千円とし、特別会計では、国民健康保
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険事業特別会計を始め８会計で、６億１，６０２万５千円を追加し、２

８６億５,９７９万２千円とするものである。 

○ 病院事業会計では、収益的収入で１７９万８千円を増額し、１９６億

７４９万円とし、収益的支出で２億３,６２４万２千円を減額し、１９

３億１，１９０万円とするものである。 

○ 水道事業会計では、収益的支出で９８１万２千円を減額し、２８億２,

２３７万９千円とし、資本的支出では、１８８万円を減額し、１９億６,

７５０万１千円とするものである。 

 

【【【【平成平成平成平成２４２４２４２４年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算】】】】    

○ 議会広報事業議会広報事業議会広報事業議会広報事業は、議会だよりの掲載内容の変更によりページ数が増

え、印刷製本費が不足する見込みのため、増額するものである。 

○ 庁舎施設整備事業庁舎施設整備事業庁舎施設整備事業庁舎施設整備事業は、現在、庁舎の駐車場用地として賃貸借契約し

ている土地について、地権者と合意が得られたため購入しようとするも

のである。 

○ 返還金返還金返還金返還金 （（（（障害者自立支援給付費等障害者自立支援給付費等障害者自立支援給付費等障害者自立支援給付費等 ））））であるが、平成２３年度の障害者

自立支援給付費と障害者医療費の国庫負担金と県負担金の精算により、

返還金が生じたため計上するものである。 

○ 国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金であるが、主に国保特会の平成２

３年度の療養給付費負担金の精算による返還金の計上、保険給付費の増

額に合わせて繰出金を増額するものである。 

○ 介護給付事業介護給付事業介護給付事業介護給付事業は、障害者の居宅介護給付費、施設入所支援給付費が

報酬改定により報酬単価が増額となったこと、重度訪問介護給付費、生

活介護給付費は利用時間、利用日数が、当初見込みより増える見込みで

あることから、それぞれ増額するものである。歳入で障害者自立支援給

付費負担金について国庫が２分の１、県と市が４分の１ずつの負担割合

となっている。 

○ 児童発達支援等給付費児童発達支援等給付費児童発達支援等給付費児童発達支援等給付費は、市内のサービス事業所が増えたことなど

により利用件数が伸びていることから増額するものである。歳入では、

先ほどの介護給付事業と同じ障害者自立支援給付費負担金で一部手当て

される。 

○ 日中一時支援給付費日中一時支援給付費日中一時支援給付費日中一時支援給付費について、当初見込みよりも利用時間が増加し

ているため、増額するものである。歳入では地域生活支援事業費等補助



－６－ 

金で、負担割合は国庫が２分の１、県と市が４分の１である。 

○ 介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金について、介護給付費の増額などによ

り繰出金を増額するものである。 

○ 病児保育委託料病児保育委託料病児保育委託料病児保育委託料は、利用者数が当初見込みより増える見込みであり、

増額するものである。歳入では病児保育事業補助金と病児保育事業利用

料の補正がある。補助金は県から事業費の３分の２の交付を受ける。  

○ 返還金返還金返還金返還金 （（（（生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費 ））））は、平成２３年度のセーフティネット支援対策

等事業費補助金及び生活保護費県費負担金の精算により返還金が生じた

ため計上するものである。 

○ 生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費は、生活保護受給者が当初見込みより増えているため、

増額するものである。歳入では、生活保護費等負担金で国庫４分の３、

市が４分の１の負担割合である。 

○ 小牧山城築城小牧山城築城小牧山城築城小牧山城築城 ４５０４５０４５０４５０年記念事業年記念事業年記念事業年記念事業は、築城４５０年記念のイベントや小

牧山城の歴史的価値などを全国に広く発信する事業者を選定するための

プロポーザル審査委員会の委員謝礼、観光大使としてタレントを起用す

るための委託料及び専用ホームページを作成、管理するための委託料で

ある。 

○ 小牧南土地区画整理事業特別会計繰出金小牧南土地区画整理事業特別会計繰出金小牧南土地区画整理事業特別会計繰出金小牧南土地区画整理事業特別会計繰出金は、道水路工事に伴うNTTケ

ーブル移設負担金と物件移転補償費の増額により、繰出金を増額するも

のである。 

○ 公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金公共下水道事業特別会計繰出金は、特別会計の人件費の減額による

ものである。 

○ 自主文化事業自主文化事業自主文化事業自主文化事業については、築城450年記念事業の一環として、来年の

ゴールデンウィークを「子ども遊び週間」と位置づけ、小牧山城や市内

の施設で子ども向けのイベントを開催する。また、１２月には織田信長

が小牧山城を築城したストーリーを市民劇にして上演する。これらの事

業を開催するにあたり、今年度からの周知に必要なＰＲ用のポスター、

チラシ等を作成するものである。 

○ 最後に人件費人件費人件費人件費である。人事異動に伴う調整などによる減額、退職者

の増に伴う退職手当の増額などである。 

 

《《《《債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為のののの補正補正補正補正》》》》 

○ 市民課業務等委託事業市民課業務等委託事業市民課業務等委託事業市民課業務等委託事業は、窓口受付業務等を委託するにあたり、そ
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の受託者の準備期間を確保しようとするものである。 

○ 南部南部南部南部コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター、、、、大城児童館大城児童館大城児童館大城児童館 そのそのそのその次次次次のののの小牧南児童館小牧南児童館小牧南児童館小牧南児童館のののの管理運営管理運営管理運営管理運営

委託事業委託事業委託事業委託事業につきましては、指定管理者への指定期間が複数年度にわた

り、その間の委託料の支出が見込まれるため設定するものである。 

○ 防犯対策巡回警備委託事業防犯対策巡回警備委託事業防犯対策巡回警備委託事業防犯対策巡回警備委託事業は、青色回転灯装着車による夜間の巡回

警備を年度当初から実施するため、受託者の準備期間を確保しようとす

るものである。 

○ 観光大使委託事業から、信長・夢フォーラム開催委託事業までは、小

牧山城築城４５０年記念事業関連の事業である。まず観光大使委託事観光大使委託事観光大使委託事観光大使委託事

業業業業は、築城４５０年記念のイベントにタレントを観光大使として起用

する。そのタレントに出演を依頼するため設定するものである。 

○ ここここまきまきまきまき信長信長信長信長まつりまつりまつりまつり開催委託事業開催委託事業開催委託事業開催委託事業は、来年９月２１日から９月２３日まで

の３連休に、小牧山お月見まつり、薪能、ランドマークフェスタを取り

込んで、こまき信長まつりを開催する。その準備を今年度から行うため

設定するものである。 

○ 小牧山城築城小牧山城築城小牧山城築城小牧山城築城 ４５０４５０４５０４５０年記念事業情報発信委託事業年記念事業情報発信委託事業年記念事業情報発信委託事業年記念事業情報発信委託事業については、この事

業を来年１年間全国に広く情報発信するため設定するものである。 

○ 市民四季市民四季市民四季市民四季 のののの森森森森 バラバラバラバラ・・・・アジサイアジサイアジサイアジサイまつりまつりまつりまつり開催委託事業開催委託事業開催委託事業開催委託事業は、債務負担行為の限

度額の増額補正で、築城４５０年記念関連のオープニングイベントやス

テージショーなどを開催するための経費の増額である。 

○ 子子子子どもどもどもども夢夢夢夢・・・・チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ事業開催委託事業事業開催委託事業事業開催委託事業事業開催委託事業、次の市民劇開催委託事業市民劇開催委託事業市民劇開催委託事業市民劇開催委託事業につ

いても築城４５０年事業関連である。子ども・夢チャレンジ事業は歳出

予算の自主文化事業で説明した「子ども遊び週間」に人形劇や絵本原画

展などのイベントを開催する。市民劇開催委託事業は信長と小牧山城を

題材とした市民劇を１２月に開催する。それぞれ準備を今年度から実施

する必要があるため設定するものである。 

○ 信長信長信長信長・・・・夢夢夢夢フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム開催委託事業開催委託事業開催委託事業開催委託事業は、史跡小牧山における近年の発掘調

査結果を発表するとともに、織田信長が築城した小牧山城の歴史的価値

を検証するため来年９月にフォーラムを開催するにあたり、今年度から

準備を行うため設定するものである。 
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○ まなびまなびまなびまなび創造館窓口業務等委託事業創造館窓口業務等委託事業創造館窓口業務等委託事業創造館窓口業務等委託事業とまなびまなびまなびまなび創造館創造館創造館創造館 スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター管理管理管理管理

運営委託事業運営委託事業運営委託事業運営委託事業は、窓口受付業務等を委託するにあたり、その受託者の

準備期間を確保しようとするものである。 

 

《《《《平成平成平成平成２４２４２４２４年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））》》》》    

○ 歳入について、療養給付費負担金療養給付費負担金療養給付費負担金療養給付費負担金、、、、前期高齢者交付金前期高齢者交付金前期高齢者交付金前期高齢者交付金、、、、普通調整交付普通調整交付普通調整交付普通調整交付

金金金金は、平成２４年度の額の確定により追加交付を受けるものである。

療養給付費等交付金療養給付費等交付金療養給付費等交付金療養給付費等交付金は、平成２３年度の交付額が確定し追加交付を受

けるものである。 

  職員給与費等繰入金職員給与費等繰入金職員給与費等繰入金職員給与費等繰入金、そのそのそのその他一般会計繰入金他一般会計繰入金他一般会計繰入金他一般会計繰入金、前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金は、歳出

補正の財源調整としてそれぞれ増額するものである。 

○ 歳出について、印刷製本費印刷製本費印刷製本費印刷製本費は、高齢受給者証を来年２月の税務福祉

総合システムの本稼動に合わせて、カードサイズのものに様式変更する

ことによる増額である。 

 国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険システムシステムシステムシステム運用委託料運用委託料運用委託料運用委託料は、同じく新システム稼動に合わせ

て来年２月から納税通知書等の印刷を外部委託するものである。 

 一般被保険者療養給付費一般被保険者療養給付費一般被保険者療養給付費一般被保険者療養給付費、、、、一般被保険者高額療養費一般被保険者高額療養費一般被保険者高額療養費一般被保険者高額療養費は、予算の不足が

見込まれることによる増額、後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等後期高齢者支援金等、、、、前期高齢者納付金前期高齢者納付金前期高齢者納付金前期高齢者納付金、、、、

介護納付金介護納付金介護納付金介護納付金、、、、保険財政共同安定化事業拠出金保険財政共同安定化事業拠出金保険財政共同安定化事業拠出金保険財政共同安定化事業拠出金は、平成２４年度の額の確

定による減額及び増額で、返還金は平成２３年度の療養給付費負担金、

老人保健拠出金負担金等の精算により計上するものである。 

 

《《《《平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業特別会計補正尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業特別会計補正尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業特別会計補正尾張都市計画事業小牧小松寺土地区画整理事業特別会計補正

予算予算予算予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））》》》》    

《《《《平成平成平成平成24242424年度尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業特別会計補正予年度尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業特別会計補正予年度尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業特別会計補正予年度尾張都市計画事業小牧文津土地区画整理事業特別会計補正予

算算算算（（（（第第第第１１１１号号号号））））》》》》    

《《《《平成平成平成平成24242424年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業特別会計補年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業特別会計補年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業特別会計補年度尾張都市計画事業小牧岩崎山前土地区画整理事業特別会計補

正予算正予算正予算正予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））》》》》    

○ この３議案は、人件費の補正である。 

 

《《《《平成平成平成平成24242424年度尾張都市計画事業年度尾張都市計画事業年度尾張都市計画事業年度尾張都市計画事業小牧南小牧南小牧南小牧南土地区画整理事業特別会計補正予算土地区画整理事業特別会計補正予算土地区画整理事業特別会計補正予算土地区画整理事業特別会計補正予算

（（（（第第第第１１１１号号号号））））》》》》 

○ 歳入の一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金と前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金は、歳出の補正の財源として
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増額するものである。 

○ 歳出のNTTNTTNTTNTTケーブルケーブルケーブルケーブル移設負担金移設負担金移設負担金移設負担金は、区画道路の工事に合わせてNTT地下

ケーブルの移設が必要となるため、NTTへの工事負担金を増額するもの

である。物件移転 補償費物件移転 補償費物件移転 補償費物件移転 補償費は、補償交渉において合意を得た地権者への

補償を、時期を逸することなく行うため増額するものである。 

○ 繰越明許費繰越明許費繰越明許費繰越明許費については、通学路の安全確保のため地元から早期整備

を要望されている区画道路について、上下水道、ガス管、NTTケーブル

の移設の調整が整ったことから、年度内に道水路工事を発注するが、工

期に７か月を要するため、翌年度に繰り越すものである。 

 

《《《《平成平成平成平成24242424年度年度年度年度小牧市公共下水道事業特別会計補正予算小牧市公共下水道事業特別会計補正予算小牧市公共下水道事業特別会計補正予算小牧市公共下水道事業特別会計補正予算（（（（第第第第1111号号号号））））》》》》    

○ 人件費の補正である。 

 

《《《《平成平成平成平成24242424年度年度年度年度小牧市介護保険事業特別会計補正予算小牧市介護保険事業特別会計補正予算小牧市介護保険事業特別会計補正予算小牧市介護保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第2222号号号号））））》》》》    

○ 歳入で、介護給付費負担金介護給付費負担金介護給付費負担金介護給付費負担金（（（（国国国国）、）、）、）、介護給付費交付金介護給付費交付金介護給付費交付金介護給付費交付金、、、、介護給付費負担介護給付費負担介護給付費負担介護給付費負担

金金金金（（（（県県県県）、）、）、）、介護給付費繰入金介護給付費繰入金介護給付費繰入金介護給付費繰入金は、歳出の給付費の増額に対する国、県、支

払基金、市の法定負担割合による負担金等の増額である。財政安定化基

金支出金は交付額の確定により計上するもので、地域支援事業繰入金地域支援事業繰入金地域支援事業繰入金地域支援事業繰入金、、、、

事務費繰入金事務費繰入金事務費繰入金事務費繰入金、、、、介護保険事業基金繰入金介護保険事業基金繰入金介護保険事業基金繰入金介護保険事業基金繰入金は平成２３年度の精算による追

加交付分、返還分を整理するため計上するものである。前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金前年度繰越金

は補正の財源として増額するものである。 

    

○ 歳出で、認定支援認定支援認定支援認定支援システムシステムシステムシステム修正委託料修正委託料修正委託料修正委託料は、市独自の介護認定情報管理

システムが、平成２５年度からの厚生労働省のシステム変更に合わせて、

改修が必要となったため計上するものである。認定支援認定支援認定支援認定支援システムシステムシステムシステム修正委修正委修正委修正委

託料託料託料託料、、、、手数料手数料手数料手数料 ((((介護認定調査事業介護認定調査事業介護認定調査事業介護認定調査事業 ))))、、、、居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護 サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 、、、、地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型

介護介護介護介護 サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 、、、、施設介護施設介護施設介護施設介護 サービスサービスサービスサービス給付費給付費給付費給付費 、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防 サービスサービスサービスサービス計画給計画給計画給計画給

付費付費付費付費 、、、、手数料手数料手数料手数料 ((((介護報酬審査支払事業介護報酬審査支払事業介護報酬審査支払事業介護報酬審査支払事業 ))))は、サービスの利用が当初見込み

より増える見込みのため増額するものである。 

 返還金返還金返還金返還金は、平成２３年度の国、県からの地域支援事業交付金等の精

算により計上するものである。 

 

《《《《平成平成平成平成24242424年度年度年度年度小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（（（（第第第第1111号号号号））））》》》》    



－１０－ 

○ 歳入の療養給付費繰入金は、歳出の補正の財源として増額するもので

ある。 

○ 歳出の療養給付費負担金は、平成２３年度分の医療費が確定し、追加

納付が必要となったため増額するものである。 

    

《《《《平成平成平成平成24242424年度年度年度年度小牧市病院事業会計補正予算小牧市病院事業会計補正予算小牧市病院事業会計補正予算小牧市病院事業会計補正予算（（（（第第第第1111号号号号））））》》》》    

○ 平成２４年度については、収益的収入の補正は公用車事故損害賠償金

の支払に伴う、全国市有物件災害共済会からの保険金の増額によるもの

である。 

    

《《《《平成平成平成平成24242424年度年度年度年度小牧市水道事業会計補正予算小牧市水道事業会計補正予算小牧市水道事業会計補正予算小牧市水道事業会計補正予算（（（（第第第第1111号号号号））））》》》》    

○ 人件費の減額補正である。 

 

《《《《小牧市固定資産評価審査委員会委員小牧市固定資産評価審査委員会委員小牧市固定資産評価審査委員会委員小牧市固定資産評価審査委員会委員のののの選任選任選任選任についてについてについてについて》》》》    

○ 委員 山元
やまもと

 文
ふみ

昭
あき

氏の任期満了に伴い、後任者に同氏を再度選任しよ

うとするものである。 

 

【【【【そのそのそのその他他他他説明説明説明説明要旨要旨要旨要旨】】】】    

○ 小牧駅周辺整備について報告したい。小牧駅前再開発事業についてに

ぎわいと魅力ある中心市街地の形成に向け取り組んでいるところである

が、事業進捗に向けた方向性を一定の報告ができる状況となった。昨日

の市議会特別委員会において報告した内容である。 

○ Ａ街区と呼ぶ中央一丁目の土地の北東部において、東春信用金庫が本

店の移転を行いたいという意向があり、Ａ街区北東部の民有地と市が所

有する土地等を合わせた場所に東春信用金庫本店を建設したいという申

し出がある。 

○ 民有地の地権者と東春信用金庫との間で基本合意が調ったことに伴い、

本年９月に東春信用金庫から市に対し、この市が所有する土地を譲渡し

てほしいという要望書が提出されている。市としては、検討の結果、市

が所有する土地約９５０平方メートルを東春信用金庫に売却し、民間活

力によるＡ街区北東部の高度利用を促進していくことにより、Ａ街区の

整備を図っていきたいと考えている。 



－１１－ 

○ 現在、Ａ街区の状況は、中央に都市計画道路歩線１号線が東西に走っ

ている。北側には市が所有する土地、南側には小牧駅西駐車場及びにぎ

わい広場として市が所有する土地がある。それ以外の土地については、

民有地であり、北東部は民間駐車場として利用されており、北西部はマ

ンション、南東部及び南西部は商用途の建物が建築され利用されている。 

○ 東春信用金庫の本店移転計画であるが、Ａ街区北部の市有地約９５０

平方メートル及び、その東側にあるオレンジ色と青色の民有地の３筆を

合わせた箇所、約２,１００平方メートルであるが、ここに計画されて

いる。 

○ ラピオの西側にある現在の東春信用金庫本店建物は、これはラピオ通

り商店街であるが、ラピオ西側である。この東春信用金庫の現在の本店

建物は昭和４３年建築であり、耐震性などの理由により移転を計画され

ているものである。 

○ 計画の内容については、現在平面駐車場として利用されるのみにとど

まっているＡ街区北東部において高度化が図られる計画になっており、

建物の一部には市民ギャラリーの提供や防災拠点整備など、地域貢献の

取り組みがあることなどが認められる。 

○ 平成２０年の３月策定の小牧駅周辺整備計画において、Ａ街区の北東

部については、民間の業務サービス施設の機能構成とするとともに、民

有地については、土地所有者の土地活用意向を尊重することとしており、

この計画をたたき台としつつ、その後の状況変化を踏まえて、整備の具

体化に向けた検討を行ってきたところである。 

○ 総合的に判断し、東春信用金庫の計画は民間資本を生かしながら、Ａ

街区整備を推進することができると判断して、Ａ街区北部に位置する市

有地約９５０平方メートルを売却していきたいと考えている。 

○ 一方で、Ａ街区の南側については、現在、市が所有する土地を基本と

して、市民意向調査の結果などを踏まえ、多くの市民が利用し、多くの

人々が集う拠点として、図書館を含めて暮らしに身近な公共サービスが

充実した公共施設を建築していきたいと考えており、まだ具体的に報告

できる段階には至っていないが、今後検討を進めていきたいと思う。 


