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市政戦略編

３つの都市ヴィジョンを、

まちづくりの機軸とする。
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≪都市ヴィジョン１≫

こども夢・チャレンジ

No.1都市
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≪都市ヴィジョン２≫

元気創造都市

・市が、市民の元気づくりを応援し、逆に市民の力

で創り出された無数の元気の源がつながり合い

「まちの元気」になること、すなわち「市民の元気」

と「まちの元気」が相互に活性化し合いながら、そ

れぞれがさらに大きな元気へと育っていくことをイれぞれがさらに大きな元気へと育っていくことをイ

メージした都市概念です。

・地域づくりに市民が活躍する環境を創出すること

で、市民のさらなる健康づくり・いきがいづくりを応

援します。

・また、都市の魅力を高め、交流・賑わいを創出す

るとともに、地域経済を支援し、バランスの良い産

業集積を今後も持続的に高めることで、さらに経

済・雇用・財政の基盤が確立された活力あるまち

を目指します。
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企業立地推進事業

次世代成長産業を含む、バランス次世代成長産業を含む、バランス次世代成長産業を含む、バランス次世代成長産業を含む、バランス

の良い産業集積の形成の良い産業集積の形成の良い産業集積の形成の良い産業集積の形成

【企業等への訪問件数】
平成２６年度 ２１４件 平成２７年度 ２２１件平成２６年度 ２１４件 平成２７年度 ２２１件
平成２８年度 ２２５件

【企業に対する補助事業】
「小牧市企業新展開支援プログラム」策定(平成２６年５⽉)

・企業⽴地促進補助⾦
プログラム策定後、平成２９年２⽉末までの約３年間で
１６件認定(内８件は、市外からの新規⽴地)
平成２６年度 ２件 25,902,000円
平成２７年度 ４件 199,350,000円

・市内企業再投資促進補助⾦
平成２６年度 １件 130,397,000円
平成２７年度 １件 34,938,000円
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≪都市ヴィジョン３≫

支え合い共生都市

・同じまちで同じ時代を共に生きる市民同士がお

互いに協力し合い、支え合い助け合って、安全で

安心なまちをつくっていくことをイメージした都市概

念です。念です。

・市民とともに地域単位での防災・避難訓練や防

犯対策の充実などを通じて、災害に強い、犯罪の

起こりにくい、安全な地域づくりを進めます。また、

年々高齢化する地域にあって、歳をとっても住み

慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよ

う、在宅医療・介護の体制等を充実するとともに、

地域での災害時の要援護者支援体制の構築をは

じめ高齢者等の見守りを強化します。
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在宅医療推進事業

・在宅での介護と連携した医療の提供在宅での介護と連携した医療の提供在宅での介護と連携した医療の提供在宅での介護と連携した医療の提供

・多職種による切れ目のないサービス・多職種による切れ目のないサービス・多職種による切れ目のないサービス・多職種による切れ目のないサービス

の提供の提供の提供の提供

・小牧市医師会在宅医療サポートセンター

の運営を支援

・医療職員・介護職員等の多職種を対象と

した合同研修の開催

（H26：4回、H27：3回、H28：4回）

・市民向けの在宅医療講演会の開催

（H26：3回、H27：1回、H28：2回）
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地域包括ケアシステム

ニーズに対応した住宅が提供されること

を基本としたうえで、生活上の安全・安心・

健康を確保するために、医療や介護のみ

ならず、福祉サービスを含めた様々な生活

支援サービスが日常生活の場（日常生活

圏域）で適切に提供できるような地域での圏域）で適切に提供できるような地域での

体制のこと

※日常生活圏域

おおむね３０分以内に駆けつけられるよう

な範囲

●一人暮らしで、認知症の、要介護２●一人暮らしで、認知症の、要介護２●一人暮らしで、認知症の、要介護２●一人暮らしで、認知症の、要介護２の人

が、地域で安心して暮らせるまち

●０歳から１００歳まで●０歳から１００歳まで●０歳から１００歳まで●０歳から１００歳までの地域での包括的

な支え合い
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小学校区を基本単位とし、地域づく小学校区を基本単位とし、地域づく小学校区を基本単位とし、地域づく小学校区を基本単位とし、地域づく

りを補完する新しいコミュニティ組織りを補完する新しいコミュニティ組織りを補完する新しいコミュニティ組織りを補完する新しいコミュニティ組織

として「地域協議会」を創設として「地域協議会」を創設として「地域協議会」を創設として「地域協議会」を創設

・陶小学校区地域協議会設立・陶小学校区地域協議会設立・陶小学校区地域協議会設立・陶小学校区地域協議会設立(平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月)

・篠岡小学校区地域協議会設立・篠岡小学校区地域協議会設立・篠岡小学校区地域協議会設立・篠岡小学校区地域協議会設立(平成２７年４月平成２７年４月平成２７年４月平成２７年４月)

地域協議会の推進

・篠岡小学校区地域協議会設立・篠岡小学校区地域協議会設立・篠岡小学校区地域協議会設立・篠岡小学校区地域協議会設立(平成２７年４月平成２７年４月平成２７年４月平成２７年４月)

・小牧原小学校区地域協議会設立・小牧原小学校区地域協議会設立・小牧原小学校区地域協議会設立・小牧原小学校区地域協議会設立(平成２８年４月平成２８年４月平成２８年４月平成２８年４月)
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分野別計画編

（１）安全・環境（１）安全・環境（１）安全・環境（１）安全・環境
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災害への備え（備蓄）

【【【【行政（市）行政（市）行政（市）行政（市）】】】】

小牧市災害対策備蓄品整備計画小牧市災害対策備蓄品整備計画小牧市災害対策備蓄品整備計画小牧市災害対策備蓄品整備計画

・大規模災害（地震）に備えた公的備蓄

（地震発生から３日後までの避難所避難者数

等を根拠として算出した必要量を、

17

等を根拠として算出した必要量を、

小中学校、公共施設等、市内55箇所に備蓄）

①飲料水（ 500ml×480本、1.5ℓ×640本）

②非常食（乾パン約12,500食、アルファ米15,000食 等）

③生活必需品（毛布類、トイレ、日用品等）

(毛布、タオル各約8,000枚、簡易トイレ400箱 等）

【【【【市民市民市民市民】】】】

各家庭で３日分以上（可能な限り１週間分各家庭で３日分以上（可能な限り１週間分各家庭で３日分以上（可能な限り１週間分各家庭で３日分以上（可能な限り１週間分

程度）の食料品、飲料水の備蓄を！程度）の食料品、飲料水の備蓄を！程度）の食料品、飲料水の備蓄を！程度）の食料品、飲料水の備蓄を！



近年における主なごみ対策

（24年度～27年度）

【【【【平成平成平成平成24242424年度年度年度年度】】】】

・児童館で子ども服リユース開始

・ごみ収集日メール配信

【【【【平成平成平成平成25252525年度年度年度年度】】】】

・犬のふん放置対策「イエローカード作戦」開始

【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度】】】】
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【【【【平成平成平成平成26262626年度年度年度年度】】】】

・パソコン宅配回収開始 （全国初）

・第２資源ステーション再開

（リサイクルプラザ内）

【【【【平成平成平成平成27272727年度年度年度年度】】】】

・エコルセンターごみ処理施設稼動

・クリーンセンター稼動

・危険ごみ収集開始

・燃やすごみ用指定袋規格変更 （破れにくい）

・剪定枝拠点回収開始 （リサイクルプラザ内）



近年における主なごみ対策

（28年度）

【【【【平成平成平成平成28282828年度年度年度年度】】】】

・条例改正により共同住宅に対する指導強化

（区の負担を軽減する。）

（対象となる共同住宅の規模を、「20戸以上」から

「6戸以上」に引き下げ、指導対象を拡大）
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・カラス対策強化

・収集事業、集積場管理事業をリサイクルプラザ

から移管し一元化

・ごみ分別アプリ配信

・公用車（軽トラ）貸出開始

（剪定枝運搬用）

⇒ごみ政策課へ予約後、後日、申請書等を提出

・ごみ屋敷対策会議設立



近年における主なごみ対策

（29年度）

【【【【平成平成平成平成29292929年度年度年度年度】】】】

・雑がみ排出方法簡素化

・脱水汚泥エコルセンター搬入開始

・「ごみの分け方と出し方」をリニューアルし、

全戸配布

20

全戸配布

・燃やすごみ午前収集完了予定 （10月）

（区の負担を軽減する。）

・第３資源回収ステーション開設予定 （12月）



「雑がみ」の

出し方が簡単に！

ただし、汚れた紙は「燃やすごみ」へ
緑色袋を利⽤
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第３資源回収ステーション

新小木四丁目地内に、開設予定

（平成２９年１２月）
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分野別計画編

（２）保健・福祉（２）保健・福祉（２）保健・福祉（２）保健・福祉
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新市民病院の建設

・平成３１年１月、建物完成予定平成３１年１月、建物完成予定平成３１年１月、建物完成予定平成３１年１月、建物完成予定

（現市民病院の西隣）

・開院の準備後、・開院の準備後、・開院の準備後、・開院の準備後、３１年度の早い時期に３１年度の早い時期に３１年度の早い時期に３１年度の早い時期に

診療開始予定診療開始予定診療開始予定診療開始予定

（その後、旧病棟の解体工事、外構工事）
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（外観イメージ）

（病室内イメージ）



ご意見・質疑応答

（１）安全・環境

（２）保健・福祉（２）保健・福祉
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分野別計画編

（３）教育・子育て（３）教育・子育て（３）教育・子育て（３）教育・子育て
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小牧市教育大綱

小牧市教育振興基本計画

平成２９年３月、策定

【教育大綱】

小牧市長が定める。

小牧市の教育に関する総合的な施策の基本方

針で、小牧市総合教育会議で協議・調整が図られ針で、小牧市総合教育会議で協議・調整が図られ

たもの。

【教育振興基本計画】

小牧市教育委員会が定める。

教育大綱に基づく、教育施策の基本的な計画。

●小牧市の教育における「基本理念」

郷土の歴史を礎に、郷土の歴史を礎に、郷土の歴史を礎に、郷土の歴史を礎に、

市民とともに市民とともに市民とともに市民とともに

愛愛愛愛とととと夢夢夢夢、、、、生きる力生きる力生きる力生きる力を育みます。を育みます。を育みます。を育みます。
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教育の「基本理念」における

「愛と夢、生きる力」「愛と夢、生きる力」「愛と夢、生きる力」「愛と夢、生きる力」とは？

「愛」「愛」「愛」「愛」は、いのちを大切にし、自らを認め、自らを

育ててくれた家族や隣人、郷土に感謝し、他者を

思いやる温かな心の源となるものです。

家族や隣人を愛し、先人を敬い、我が国とふるさと

を大切に思うことのできる人を育成します。

「夢」「夢」「夢」「夢」「夢」「夢」「夢」「夢」は、自らを高め、常に前を向いて成長して

いくために大切なものであり、志を抱き、目標に

向かって努力し続ける意志の源となるものです。

生涯にわたって、夢を持ち、志を抱いて、国や

地域、国際社会の発展に貢献できる人を育成し

ます。

「生きる力」「生きる力」「生きる力」「生きる力」は、確かな学力、豊かな人間性、

健康・体力の調和のとれた力のことです。

“知・徳・体”をバランスよく育て、自ら成長と発達を

続けることで、変化の激しい社会をたくましく生き

ることのできる人を育成します。
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小学校、中学校

エアコン設置

普通教室（全て）と、特別教室普通教室（全て）と、特別教室普通教室（全て）と、特別教室普通教室（全て）と、特別教室

（一部）に、エアコンを設置（一部）に、エアコンを設置（一部）に、エアコンを設置（一部）に、エアコンを設置

【中学校（全９校）】

平成２７年度に、設置完了平成２７年度に、設置完了

【小学校（全１６校）】

平成２９年５月に、設置完了

31

（小牧中学校、普通教室）



待機児童と保育施設

H24.7小木保育園小木保育園小木保育園小木保育園 新園舎

供用開始（定員20名増）

H25.4味岡保育園味岡保育園味岡保育園味岡保育園 新園舎

供用開始（定員10名増）

H27.4みなみ保育園みなみ保育園みなみ保育園みなみ保育園 開園

（定員180名）

H27.4小規模小規模小規模小規模 ４施設４施設４施設４施設 開園

（定員63名）

H27.11小規模小規模小規模小規模 １施設１施設１施設１施設 開園

（定員12名）

H28.4小規模小規模小規模小規模 ４施設４施設４施設４施設 開園

（定員76名）

H28.10小規模小規模小規模小規模 １施設１施設１施設１施設 開園

（定員12名）

H29.4小規模小規模小規模小規模 ２施設２施設２施設２施設 開園

（定員31名）
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分野別計画編

（４）文化・スポーツ（４）文化・スポーツ（４）文化・スポーツ（４）文化・スポーツ
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新図書館の建設

・住民投票を実施・住民投票を実施・住民投票を実施・住民投票を実施 （平成２７年１０月４日）（平成２７年１０月４日）（平成２７年１０月４日）（平成２７年１０月４日）

・新小牧市立図書館建設審議会を設置・新小牧市立図書館建設審議会を設置・新小牧市立図書館建設審議会を設置・新小牧市立図書館建設審議会を設置

全１７回の審議会を開催し、

平成２９年２月８日に答申提出平成２９年２月８日に答申提出

・市としての建設方針案を、小牧市議会・市としての建設方針案を、小牧市議会・市としての建設方針案を、小牧市議会・市としての建設方針案を、小牧市議会

文教建設委員会へ報告文教建設委員会へ報告文教建設委員会へ報告文教建設委員会へ報告

第１回：平成２９年４月２７日

第２回：平成２９年５月１９日
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ご意見・質疑応答

（３）教育・子育て

（４）文化・スポーツ（４）文化・スポーツ
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分野別計画編

（５）産業・交流（５）産業・交流（５）産業・交流（５）産業・交流
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分野別計画編

（６）都市基盤（６）都市基盤（６）都市基盤（６）都市基盤
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駅バリアフリー化

（名鉄小牧線）

・１日当たりの平均利用者数が、

３,０００人以上の駅を対象

年度年度年度年度 主な整備内容主な整備内容主な整備内容主な整備内容

H26
味岡駅味岡駅味岡駅味岡駅

エレベーター１基設置、エレベーター１基設置、エレベーター１基設置、エレベーター１基設置、障がい障がい障がい障がい者対応型トイレ設置、者対応型トイレ設置、者対応型トイレ設置、者対応型トイレ設置、

41

H26
エレベーター１基設置、エレベーター１基設置、エレベーター１基設置、エレベーター１基設置、障がい障がい障がい障がい者対応型トイレ設置、者対応型トイレ設置、者対応型トイレ設置、者対応型トイレ設置、

ホームかさ上げ、階段及び階段手すり改修ホームかさ上げ、階段及び階段手すり改修ホームかさ上げ、階段及び階段手すり改修ホームかさ上げ、階段及び階段手すり改修 等等等等

H29
小牧原駅小牧原駅小牧原駅小牧原駅

エレベーター１基設置、ホームかさ上げ、階段及びエレベーター１基設置、ホームかさ上げ、階段及びエレベーター１基設置、ホームかさ上げ、階段及びエレベーター１基設置、ホームかさ上げ、階段及び

階段手すり改修階段手すり改修階段手すり改修階段手すり改修 等等等等

H30
小牧口駅小牧口駅小牧口駅小牧口駅

エレベーター２基設置、ホームかさ上げ、階段及びエレベーター２基設置、ホームかさ上げ、階段及びエレベーター２基設置、ホームかさ上げ、階段及びエレベーター２基設置、ホームかさ上げ、階段及び

階段手すり改修階段手すり改修階段手すり改修階段手すり改修 等等等等



道路照明灯のＬＥＤ化

市管理の道路照明約１,８００基を、

平成３０年３月までにＬＥＤ化

維持管理費の削減

削減額削減額削減額削減額

（約（約（約（約5,000千円）千円）千円）千円）

メンテ費用メンテ費用メンテ費用メンテ費用

（約（約（約（約5,000千円）千円）千円）千円）

約5,000千円の経費削減

42

電気代電気代電気代電気代

（約（約（約（約20,000千円）千円）千円）千円）

リース料リース料リース料リース料

(約約約約15,000千円）千円）千円）千円）

電気代電気代電気代電気代

（約（約（約（約35,000千円）千円）千円）千円）

ＣＯ2排出量削減 現 行…850t

約500tの削減 LED化…350ｔ



こまき巡回バス

（23年度から現在までの経緯）

年月年月年月年月 事事事事 項項項項

H23.10 65歳以上の乗車料金を無料化歳以上の乗車料金を無料化歳以上の乗車料金を無料化歳以上の乗車料金を無料化

H27.4

こまき巡回バスコース再編こまき巡回バスコース再編こまき巡回バスコース再編こまき巡回バスコース再編

「「「「8コースコースコースコース8台、台、台、台、71便便便便/1日」日」日」日」

↓

「「「「13コースコースコースコース13台、台、台、台、128便便便便/1日」日」日」日」

南部、中部、西部及び北里地区における南部、中部、西部及び北里地区における南部、中部、西部及び北里地区における南部、中部、西部及び北里地区における

大幅な見直し（コース、ダイヤ、運行車両増加）大幅な見直し（コース、ダイヤ、運行車両増加）大幅な見直し（コース、ダイヤ、運行車両増加）大幅な見直し（コース、ダイヤ、運行車両増加）

１時間に１便程度１時間に１便程度１時間に１便程度１時間に１便程度の運行間隔の確保の運行間隔の確保の運行間隔の確保の運行間隔の確保
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１時間に１便程度１時間に１便程度１時間に１便程度１時間に１便程度の運行間隔の確保の運行間隔の確保の運行間隔の確保の運行間隔の確保

※※※※乗車数伸び率（前年比）は、乗車数伸び率（前年比）は、乗車数伸び率（前年比）は、乗車数伸び率（前年比）は、39.12%

H28.4

こまき巡回バスコース再編こまき巡回バスコース再編こまき巡回バスコース再編こまき巡回バスコース再編

「「「「13コースコースコースコース13台、台、台、台、128便便便便/1日」日」日」日」

↓

「「「「19コースコースコースコース18台、台、台、台、216便便便便/1日」日」日」日」

北部、東部地区における大幅な見直し北部、東部地区における大幅な見直し北部、東部地区における大幅な見直し北部、東部地区における大幅な見直し

（コース、ダイヤ、運行車両増加）（コース、ダイヤ、運行車両増加）（コース、ダイヤ、運行車両増加）（コース、ダイヤ、運行車両増加）

１時間に１便程度１時間に１便程度１時間に１便程度１時間に１便程度の運行間隔の確保の運行間隔の確保の運行間隔の確保の運行間隔の確保

※※※※乗車数伸び率（前年比）は、乗車数伸び率（前年比）は、乗車数伸び率（前年比）は、乗車数伸び率（前年比）は、51.92%



こまき巡回バス

（利用者数の推移）

211,908人人人人

62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

500,000人人人人

600,000人人人人

700,000人人人人

65歳未満歳未満歳未満歳未満

65歳以上歳以上歳以上歳以上

65歳以上の割合歳以上の割合歳以上の割合歳以上の割合
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92,687人人人人

225,998人人人人
251,202人人人人 252,644人人人人

314,840人人人人

413,565人人人人

292,217人人人人

229,692人人人人

163,778人人人人

164,596人人人人

154,593人人人人

175,997人人人人

52.00%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

62.00%

0人人人人

100,000人人人人

200,000人人人人

300,000人人人人

400,000人人人人

平成平成平成平成22年度年度年度年度 平成平成平成平成23年度年度年度年度 平成平成平成平成24年度年度年度年度 平成平成平成平成25年度年度年度年度 平成平成平成平成26年度年度年度年度 平成平成平成平成27年度年度年度年度 平成平成平成平成28年度年度年度年度

※平成２３年１０月、６５歳以上の方の料金無償化を開始

平成２７年４月、南部、中部、西部及び北里地区における見直し

平成２８年４月、北部、東部地区における見直し



ピーチバスの

ダイヤ改正

平成２６年４月、あおい交通（株）が、ダイヤ

改正を行い、

「桃花台 ⇔ メナード美術館（小牧市民病院

東） ⇔ 小牧市役所前」

を毎時１往復運行とした。

45

を毎時１往復運行とした。

（平日9時台～16時台）

■改正前

小牧駅 ⇒ 小牧市役所前 （朝2便）

小牧市役所前 ⇒ 小牧駅 （夕方２便）

■改正後

小牧駅 ⇒ 小牧市役所前 （10便）

小牧市役所前 ⇒ 小牧駅 （11便）



交通事故（死亡事故）状況と、

運転免許自主返納

●交通事故（死亡事故）発生件数

4

5

7

4

6

46

●運転免許自主返納者数 （小牧警察署でも受付）

85名
130名

225名

347名

456名

0名

100名

200名

300名

400名

500名

※平成２９年： ２件２件２件２件（平成２９年４月３０日現在）

※高齢者： ６５歳以上の方

24年 25年 26年 27年 28年

※平成２９年： ３１５名３１５名３１５名３１５名（平成２９年４月２０日現在）



ご意見・質疑応答

（５）産業・交流

（６）都市基盤（６）都市基盤

47



分野別計画編

（７）自治体経営（７）自治体経営（７）自治体経営（７）自治体経営
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行政改革の推進

【行政改革とは？】

・社会経済状況の変化に対応して、国や地方自治

体の行政組織や機能（サービス内容など）を、より

効果的・効率的にすること

・小牧市では、「自治体経営改革」として、

「行政サービスの質の向上」「行政サービスの質の向上」

「市民と行政の協働によるまちづくり」

「効果的・効率的な市政運営の推進」

「健全財政の維持に向けた取り組み」

を通じて、信頼される市政運営を持続的に推進

・小牧市では、「行政改革」は「改革と創造の市政」

の大きな柱のひとつ

こども夢・チャレンジこども夢・チャレンジこども夢・チャレンジこども夢・チャレンジ№№№№１都市１都市１都市１都市

元気創造都市元気創造都市元気創造都市元気創造都市

支え合い共生都市支え合い共生都市支え合い共生都市支え合い共生都市

＋＋＋＋

行政改革行政改革行政改革行政改革 とととと

市民サービスの向上市民サービスの向上市民サービスの向上市民サービスの向上
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行政改革の推進

①充実した公共サービス

（行政サービスの質の向上）

・コンビニ交付で取得できる各種証明書

（イオン小牧店でも取得可能）

マイナンバーカードを利用

住民票、印鑑登録証明書、

所得・課税証明書が取得可能所得・課税証明書が取得可能

・利用しやすい市役所窓口

市役所でパスポートの申請・交付を実施

平成２９年４月からは、市役所本庁舎１階の

市民課窓口でも「所得・課税証明書」、「納税

証明書」、「営業証明書」が取得可能

・利用しやすい公共施設

図書館、市民四季の森、小牧児童館、北里

児童館の休館・休園日を廃止・縮小して、

開業日を拡大
50



行政改革の推進

①充実した公共サービス

（行政サービスの質の向上）

・民間委託によるサービス向上

（近年の主な取り組み）

市内保育園の民営化による延長保育、休日

保育、一時保育の実施・充実など「多様な保育保育、一時保育の実施・充実など「多様な保育

ニーズ」に対応

介護保険の窓口業務で定型的なものを委託

化し業務処理体制を強化

・市民総合相談窓口

（直通ダイヤル『相談ほっとナビ』）

市民からの各種相談に関して、様々な相談窓

口や専門の相談員による適切な相談へ案内
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行政改革の推進

②市民と行政の

協働によるまちづくり

・協働提案事業化制度、協働診断の実施

･市民（市民活動団体）と行政が協働で地域課題の

解決に向けて取り組む協働提案事業化制度

･市の事業の棚卸しを行い、協働事業化を促進す

る協働診断

・地域協議会の設立（再掲）

・自治基本条例の制定・推進

市民主体の自治の推進を図るための基本的な

ルールをまとめたもの

市内中学校の社会科副読本「小牧」へ掲載

（協働事業（救命講習指導協力事業）の様子）
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行政改革の推進

③効果的・効率的な

市政運営の推進

・わかりやすい情報の提供

広報こまき、ホームページ

のほか、SNS（フェイスブック、

ツイッター、LINEなど）を活用

・幅広く意見を聴く広聴機能の充実

市民の声制度、パブリックコメント、市政モニター

のほか、タウンミーティング、市民討議会、市政報告

・多様な視点による行政改革の推進

行政改革の取組みについて外部有識者からなる

行政改革推進懇談会を今年度設置予定

市の事業について、改めて事業のあり方を検証

するために、公開の場で外部有識者や公募委員

等の第三者に評価していただく外部評価（行政評

価市民公開ﾌｫｰﾗﾑ）を実施（23～25年度）
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行政改革の推進

③効果的・効率的な

市政運営の推進

・創造性・機動性の高い組織体制の構築

社会経済情勢や市民ニーズなどの変化に迅速・

柔軟に対応できるよう創造性・機動性の高い組織

体制を構築

≪主な内容≫

（H23）市長公室設置

（H24）危機管理課、小牧山城450年プロジェクト推進室設置

（H25）地域連携室（市民病院）設置

（H26）こども未来部、地域活性化営業部、新図書館建設

推進室設置

（H27）市長公室再編、資産管理課、小牧山課設置

（H29）地域包括ケア推進課設置
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行政改革の推進

③効果的・効率的な

市政運営の推進

・市政戦略本部の設置

市長の中長期的な展望に立ち、市政運営におけ

る主要課題の早期解決に向けた方向性及び方針

について集中的な議論を行い、新たな時代に対

応する行政モデルを構築するため、市長を本部応する行政モデルを構築するため、市長を本部

長、副市長を副本部長とする市政戦略本部を設

置・運営

市政運営における主要課題に関し、民間や有識

者などを交えた市政戦略会議を設置・運営

・自治体経営に関するシンポジウムを開催

（今年度）

これからの自治体経営について議論を深める

シンポジウムを開催予定
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行政改革の推進

④健全財政の維持に

向けた取り組み

・新たな自主財源の確保

※平成２７年度実績

①ネーミングライツ・壁面有料広告 …約60万円

②ホームページバナー広告 …約114万円

③広告付き市域地図情報案内板 …約29万円③広告付き市域地図情報案内板 …約29万円

④こまき応援寄附金

…約1億6,189万円

・公共工事コスト改善プログラムの推進

公共工事に関する総合的なコストの縮減へ向け

た取組項目を設定し実施

※実績額

平成27年度実績コスト縮減額 : 91,862千円

平成26年度実績コスト縮減額 : 64,464千円
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行政改革の推進

④健全財政の維持に

向けた取り組み

・公共ファシリティマネジメントの推進

公共ファシリティマネジメント基本方針、公共施設

適正配置計画、公共施設長寿命化計画を策定

・経常的経費の削減

平成２８・２９年度当初予算編成で、それぞれ

約2,000万円削減

・特別職の退職手当削減

市長・副市長・教育長の退職手当を半額に削減

・都市計画税の税率の引き下げ

財政状況の将来見込みや都市計画事業の進捗

を踏まえ、平成26年度から税率を0.3％から

0.25％へ引き下げ
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電気料金の削減

（市内公共施設）

平成２５年６月、近隣2市3町での

電力の共同購入を開始し、経費削減

を図る。

（小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町、豊山町）

58

（小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町、豊山町）

電気使用料削減額：10,725千円千円千円千円（年間）（年間）（年間）（年間）

（共同購入開始前の直近１年間との比較）

※購入先業者の変更

平成２８年上半期（４月～９月）の

削減額： 22,890千円千円千円千円（半年）（半年）（半年）（半年）

（変更前の平成２７年上半期との比較）



財務４表

（２７年度決算）

≪財務４表とは≫

①貸借対象表

②行政コスト計算書

③純資産変動計算書③純資産変動計算書

④資金収支計算書

これら４種類の財務書類のこと

で、「資産」や「負債」の状況

が把握しやすくなり、より多く

の財務情報を、市民の皆さんに

お知らせすることができます。
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財務４表

（２７年度決算）

60



財務４表

（２７年度決算）
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財務４表

（２７年度決算）
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ご意見・質疑応答

（７）自治体経営
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