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【市長あいさつ（要旨）】  

 本日の案件は、平成27年小牧市議会第４回定例会の提出議案が主なもの

である。 

 上程議案数は、条例案が13件、一般議案が７件、補正予算案が12件、人

事案が１件、合計で33件を予定している。 

 また、あわせて（仮称）小牧市農業公園整備事業用地の一部を工場用地

として売却について説明する。 

 

 

【議案説明要旨】 

■条例案 

《議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について》 

 傷病補償年金などの年金たる補償及び休業補償の受給権者に、同一の事

由により他の法令による年金たる給付が支給される場合のそれぞれの年金

たる給付ごとの調整率を定めるものであり、この条例は、公布の日から施

行し、平成27年10月１日から適用するものである。 

 

《小牧市特別職の給与に関する条例の特例を定める条例の制定につい

て》 

 この条例は、市長及び副市長の給料の特例に関し必要な事項を定めるも

のであり、市長及び副市長の給料月額を、平成28年１月１日から同年３月

31日までの間、現在の給料月額から３割減額しようとするものであり、こ

の条例は、公布の日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて》 

 この議案は、個人番号を利用する事務を追加するものである。 

 市長が、特別障害者手当等に加算する手当を、支給に関する事務のうち、

受給資格者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査ま

たはその申請等に対する応答に関する事務において、個人情報を効率的に

検索するなどのために必要な限度で個人番号を利用することができること

とし、市長は、特別障害者手当等に加算する手当の支給に関する事務のう
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ち、受給資格者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審

査またはその申請等に対する応答に関する事務において特別障害者手当等

の支給に関する特定個人情報を効率的に検索するなどのために、必要な限

度で個人番号を利用することができることとするものである。 

 この条例は、公布の日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市市税条例の一部を改正する条例の制定について》 

 地方税法の改正により、徴収の猶予、換価の猶予に関する規定を条例で

定めることとなったため、必要な事項を定めるものである。 

 徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長をする場合は、当該猶予に係る

徴収金について、その猶予する期間内の各月ごとに分割して納付し、また

は納入させるものとし、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長の申請手

続について、申請書の記載事項、添付する書類等を定め、職権による換価

の猶予または換価の猶予期間の延長について、納付または納入の方法及び

換価の猶予をする場合に必要な書類を定め、申請による換価の猶予に係る

申請期限を徴収金の納期限から六月とし、換価の猶予または換価の猶予期

間の延長について、納付または納入の方法、申請の記載事項、添付する書

類等を定めるものである。 

 次に、担保の徴収を不要とする場合は、その猶予に係る金額が100万円

以下である場合、猶予に係る期間が三月以内である場合または担保を徴す

ることができない特別の事情がある場合とし、その他所定の規定の整備を

行い、この条例は、平成28年４月１日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて》 

 納付書及び納入書に法人番号を記載しないこととし、その他所要の規定

の整備を行い、この条例は、公布の日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について》 

 この条例は、家庭系廃棄物の不適正な排出が多くあり、特に共同住宅の

居住者にその占める割合が多いことから、不適正な家庭系廃棄物の排出に

対する指導、共同住宅の所有者等に対する責務等を定めるものである。 
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 市長は、ごみ集積場の利用者が家庭系廃棄物を不適正に排出したと認め

るときは、適正な排出のために必要な指導及び命令をすることができるこ

ととし、共同住宅の所有者等の責務を定め、市長が共同住宅の居住者が不

適正な家庭系廃棄物の排出を継続して行ったことにより、ごみ集積場の清

潔の保持ができないと認めるときは、共同住宅の所有者等に対し、適正な

排出のために必要な指導及び命令をすることができることとするものであ

る。 

 次に、市長は、ごみ集積場を有しない共同住宅の所有者等が命令を受け

た後、家庭系廃棄物の排出について改善が見られないと認めるときは、当

該共同住宅の所有者に対し、専用のごみ集積場を設置するよう命ずること

ができることとし、その他所要の規定の整備を行い、この条例は、平成28

年４月１日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について》 

 保険料の徴収猶予及び減免に係る申請書の記載事項に個人番号を追加す

ることとし、保険料の減免の申請期限を、普通徴収の方法により保険料を

徴収されている者については、現行納期限前７日であるところを納期限と

し、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、現行特

別徴収対象年金給付の支払日前７日であるところを支払日とするものであ

り、この条例は、平成28年１月１日から施行し、ただし、２は平成28年４

月１日から施行しようとするものである。 

  

《小牧市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について》  

 保険税の減免の申請期限を、普通徴収の方法により保険税を徴収されて

いる者については、現行納期限前７日であるところを納期限とし、特別徴

収の方法により保険税を徴収されている者については、現行特別徴収対象

年金給付の支払日前７日であるところを支払日とするものであり、この条

例は、平成28年４月１日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について》 

 所要の規定の整備を行うものであり、この条例は、公布の日から施行し

ようとするものである。 
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《小牧市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定

について》 

 個人番号カードの発行後は、コンビニで印鑑登録証明書、住民票等の発

行する準備を現在進めている。 

 そこで、個人番号カードを使用して、多機能端末機により印鑑登録証明

書の交付の申請と、その交付を受けることができることとし、その他所要

の規定の整備を行い、この条例は、平成28年１月１日から施行しようとす

るものである。 

 

《小牧市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例の制定について》  

 少年の施策に関する機関を統廃合するため、小牧市青少年問題協議会を

廃止するものであり、小牧市少年センターの事業は、少年の非行防止、補

導及び相談に関すること、少年に関する施策の策定に必要な調査を行うこ

と、少年に関する施策の実施について関係行政機関と連絡調整を図ること、

その他少年の健全育成の推進に関し必要なこととするものである。その他

所要の規定の整備を行い、この条例は、平成28年４月１日から施行しよう

とするものである。 

 

《小牧市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について》 

 小牧市立味岡保育園及び小牧市立村中保育園を廃止するものであり、こ

の条例は、平成28年４月１日から施行しようとするものである。 

 

《小牧市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について》 

 ドローンの使用等、都市公園においては、他の利用者に危険を及ぼすお

それのある行為をしてはならないこととするものであり、その他所要の規

定の整備を行い、この条例は、公布の日から起算して７日を経過した日か

ら施行しようとするものである。 

 

■一般議案 

 以下の議案３件は、特別児童扶養手当の未払いによる相手方への損害賠

償額を決定しようとするものであり、その額が50万円を超えるものを議案
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として提出し、その額が50万円以下の分につきましては、議会の権限に属

する事項中、市長の専決処分事項に基づき専決処分をさせていただく予定

である。 

 

《手当の未払いに係る和解及び損害賠償の額の決定について》 

１．損害賠償額 93万6,280円 

 事件の概要は、相手方は、特別児童扶養手当の受給権者であり、当該手

当を受給するために必要な書類を市に提出しましたが、職員が当該手当に

係る手続を怠ったため、平成25年４月分から平成27年７月分までの本来受

け取るべき手当を受け取ることができなかったものである。 

２．損害賠償額 80万300円 

 事件の概要は、職員が手当の手続を怠ったため、平成25年８月分から平

成26年11月分までの本来受け取るべき手当を受け取ることができなかった

ものである。 

３．損害賠償額 73万9,770円 

事件の概要は、職員が手当の手続を怠ったため、平成25年12月分から平

成27年９月分までの本来受け取るべき手当を受け取ることができなかった

ものである。 

 

《小牧市味岡児童館の指定管理者の指定について》 

 公の施設の名称は、小牧市味岡児童館。指定管理者となる団体の名称は、

特定非営利活動法人10人村。指定の期間は、平成28年４月１日から平成33

年３月31日までである。 

 

《小牧市北里児童館の指定管理者の指定について》 

 公の施設の名称は、小牧市北里児童館。指定管理者となる団体の名称は、

株式会社小学館集英社プロダクション。指定の期間は、平成28年４月１日

から平成33年３月31日までである。 

 

《小牧市道路線の廃止について》 

 既認定路線を整理するため、小牧一丁目６号線ほか１路線を廃止するも

のである。 
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《小牧市道路線の認定について》 

 市民の利便を増進するため、小牧一丁目６号線ほか１路線を認定するも

のである。 

 

■補正予算案 

 一般会計では、補正前の額から１億 5,605万 6,000円を減額し、 527億

6,452万4,000円とし、特別会計では、国民健康保険事業特別会計をはじめ、

９会計で１億8,740万7,000円を追加し、324億3,466万8,000円とするもの

である。 

 病院事業会計では、収益的収入で３億8,300万円を増額し、207億5,423

万3,000円とし、収益的支出で３億5,155万1,000円を増額し、206億8,429

万円とするものである。 

 資本的収入では8,863万9,000円を減額し、４億9,081万3,000円とし、資

本的支出で２億5,353万2,000円を減額し、19億3,301万6,000円とするもの

である。 

 水道事業会計では、収益的収入で144万2,000円を減額し、30億6,250万

4,000円とし、収益的支出で563万4,000円を減額し、29億4,196万6,000円

とするものである。 

 資本的支出では130万3,000円を減額し、20億7,800万3,000円とするもの

である。 

 

《平成27年度小牧市一般会計補正予算（第５号）》 

選挙システム修正委託料は、公職選挙法等の改正により年齢が満18年以

上、満20年未満の者が国政選挙に参加することができることとなったため、

システムを改修するものである。歳入では、選挙人名簿システム改修費補

助金で、一部手当てされる。 

 環境事業基金積立金は、レジ袋削減協議会参加事業者のイオンリテール

株式会社様及びマックスバリュ中部株式会社様の２社からレジ袋収益金に

よる寄附、また日本ガイシ株式会社様から社内環境活動の一環として取り

組まれたことによる寄附がありましたので、それぞれ環境事業基金に積み

立てるものである。 

 こまき巡回バス停留所改修工事費は、北部・東部地区の来年４月からの
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巡回バス運行の見直しで、バス停の新設に伴い、横断防止柵の撤去、また、

歩道のないバス停については安全対策を行うものである。 

 返還金は、平成26年度の精算に基づく障害者医療費国庫負担金等の返還

金である。 

 国民健康保険事業特別会計繰出金は、特別会計の人件費の増額によるも

のである。 

 児童発達支援等給付費は、当初見込みよりも利用者・利用日数とも増加

していることなどから増額するものである。歳入では、国と県の障害者自

立支援給付費負担金で一部手当てされる。 

 賠償金は、不適切な事務処理により国の特別児童扶養手当が支給されな

かった方に対し支払うものである。 

 国民年金システム修正委託料は、保険料の納付猶予制度の対象年齢の変

更などによりシステムを修正するものである。歳入では、事務費交付金で

全額手当てされる。 

 後期高齢者医療特別会計繰出金は、平成27年度の保険基盤安定負担金の

額の確定により増額するものである。 

 返還金は、平成26年度の精算に基づく地域介護・福祉空間整備事業費補

助金の返還金である。 

 介護保険事業特別会計繰出金は、平成26年度の介護給付費繰出金の精算

返還分を現年度の繰出金と相殺することなどにより減額するものである。 

 返還金は、平成26年度の精算に基づく児童手当交付金等の返還金である。 

 特定教育・保育施設型給付負担金から特定保育施設型給付負担金まで、

及び特定教育施設型給付負担金は、それぞれ当初見込みよりも国の給付単

価が増額になったことなどによるもの、また特定地域型保育事業について

は、新たに小規模保育事業を実施するための改修等に係る経費の一部を補

助することとしたため、それぞれ増額するものである。 

 歳入では、特定保育施設型給付費負担金から特定教育施設型給付費負担

金までと、保育対策総合支援事業費補助金の国庫支出金、及び県の特定保

育施設型給付費負担金から、特定教育施設型給付費補助金までの県支出金

でそれぞれ一部手当てされる。 

 病院事業会計繰出金は、新病院建設設計の契約期間を延長することに伴

い減額するものである。 

 剪定枝等処理委託料は、処理量が当初見込みよりも大幅にふえる見込み



－８－ 

であるため増額するものである。 

 水道事業会計繰出金は、企業会計の人件費の減額によるものである。 

 農業集落排水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。 

 こまき応援寄附金推進事業は、当初見込みよりも全国各地の多くの方か

ら寄附の申し出をいただいているため、お礼の品などの経費を増額するも

のである。 

 土地区画整理事業特別会計繰出金は、小松寺を除く３特別会計への繰出

金ですが、文津土地区画整理事業における物件移転補償費が増額となった

ことなど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は、特別会計の人件費の減額によるもの

である。 

 人件費は、人事異動に伴う調整などによる減額である。 

 こまき応援寄附金関係の基金積立金は、７月30日から10月29日までの期

間に2,224名からいただいた寄附金について、寄附された方々の御意向に

沿って、各種基金に積み立てを行うものである。 

■繰越明許費の補正 

 橋りょう維持補修事業と交通安全施設維持補修事業は、関係機関との協

議等に不測の期間を要し、事業の年度内完了が見込めないために設定する

ものである。 

■債務負担行為の補正 

 市民課業務等委託事業から高齢者福祉医療事務支援委託事業までと、公

民館窓口業務等委託事業、図書館業務委託事業及びまなび創造館スポーツ

センター管理運営委託事業は、業務を委託するに当たり、その受託者の準

備期間を確保しようとするものである。 

 味岡児童館管理運営委託事業と北里児童館管理運営委託事業は、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。 

 道路側溝補修事業から公園緑地施設整備事業までについては、建設業者

の経営の効率化、工事の品質確保やコスト削減などができるよう公共工事

の発注時期を平準化するため設定するものである。 

 大学生等海外留学奨学金支給事業は、支給期間が複数年度にわたり、そ

の間の奨学金の支出が見込まれるため設定するものである。 
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《平成27年度小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）》  

■歳入 

療養給付費負担金と普通調整交付金は、平成27年度の後期高齢者支援金の

確定により減額するものである。 

 国と県の高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共同事業拠出金の増

額に伴うものである。 

 療養給付費等交付金は、平成26年度の精算に伴うものである。 

 職員給与費等繰入金は、人件費の増額に伴うものである。 

 前年度繰越金は、歳出補正の財源調整として増額するものである。 

■歳出 

 後期高齢者支援金は、平成27年度の額の確定による減額である。 

 高額医療費共同事業拠出金は、当初見込みよりも増額していることから

増額するものである。 

 返還金は、平成26年度の精算に基づく療養給付費負担金等の返還金であ

る。 

■債務負担行為 

 国民健康保険事務支援委託事業は、業務を委託するに当たり、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27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

正予算（第１号）》 

人件費の補正で、繰越明許費は、関係機関との協議等に不測の期間を要

し、事業の年度内完了が見込めないために設定するものである。 

 

《平成27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（第１号）》 

 歳入の一般会計繰入金、前年度繰越金は、歳出補正の財源調整として増

額するものである。 

 歳出の物件移転補償費の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。 
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《平成27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（第１号）》 

人件費の補正で、繰越明許費は、関係機関との協議等に不測の期間を要

し、事業の年度内完了が見込めないために設定するものである。 

 

《平成27年度尾張都市計画事業小牧南土地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）》 

人件費の補正である。 

 

《平成27年度小牧市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）》 

人件費の補正と平成27年度に支払う消費税及び地方消費税の額の確定に

伴うものである。 

 

《平成27年度小牧市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）》 

人件費の補正である。 

 

《平成27年度小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）》 

■歳入 

 介護給付費交付金から地域支援事業繰入金は、平成26年度の精算に伴う

ものである。 

 事務費繰入金は、平成26年度の精算による増額と人件費を減額するもの

である。 

■歳出 

返還金は、平成26年度の国・県からの地域支援事業等の精算により計上

するものである。 

 

《平成27年度小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）》 

平成27年度の保険基盤安定負担金の額の確定により、保険料等負担金を

増額するものである。 

■債務負担行為 

 後期高齢者医療事務支援委託事業は、業務を委託するに当たり、その受

託者の準備期間を確保しようとするものである。 
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《平成27年度小牧市病院事業会計補正予算（第２号）》 

 収益的収入の補正は、新薬の採用に伴い、外来収益を増額するものであ

る。収益的支出の補正は、人件費の増額及び新薬の採用による材料費の増

額などである。 

 資本的収入の補正は、新病院の設計委託の期間延長などに伴い、一般会

計からの負担金を減額するものである。資本的支出の補正は、新病院の設

計委託の期間延長による減額である。 

 ■債務負担行為 

 新病院建設設計事業は、建設コストの縮減等を図るため、平成27年度か

ら平成28年度の期間で設定するものである。 

  

《平成27年度小牧市水道事業会計補正予算（第１号）》 

収益的支出及び資本的支出の補正で、それぞれ人件費の減額であります。 

最後に人事案であります。 

 

《小牧市固定資産評価審査委員会委員の選任について》 

 委員、山元文昭氏の任期満了に伴い、後任者に小川正見氏を選任しよう

とするものであります。 

 

《（仮称）小牧市農業公園整備事業用地の工場用地としての一部売却に

ついて》 

対象地区は桃花台ニュータウン北側、小牧市大字野口地内の約２ヘクタ

ールの農地で、市街化調整区域に指定されている地区である。 

 売却方法は制限つき一般競争入札による公売によるもの。 

 制限内容は建物の用途を工場または研究施設とし、事業計画等について

は航空宇宙産業を含む事業内容に制限をするものである。 

 今後の予定は本年12月から募集を開始し、１月下旬に入札を行う予定で

ある。 

■（仮称）小牧市農業公園整備事業の事業計画の経過及び検討内容につい

て 

 この事業は、過去平成20年度から基本計画の策定等に着手し、全部で11

ヘクタールの区域において検討を進めてきた。今回の売却予定地について

も、その一部として含まれていたが、基本設計後のパブリックコメントや
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農業関係者アンケートにおいては、農業公園建設に多額の事業費を要する

ことなどについて問題視する意見があった。 

 こうした中で、平成25年第１回定例会において、農業公園整備事業につ

いては当分の間、凍結すると答えている。 

 その後、庁内各事業課における土地の利活用検討においても有効な具体

策案が上がらなかったことから、事業費の縮減と小牧市の農業振興に向け

た土地活用の観点から見直しを進めていったところ、建設コストの縮減を

念頭に、事業区域を市道岳造１号線西側区域６ヘクタールのみとし、鷹ケ

池エリアは従来の農業施設として活用し、東側２ヘクタールについては農

業以外の産業への民間活用を図ることとした。 

 現在、検討委員会の設置に向け準備を進め、この中で事業内容の検討を

行っている。 


