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新年度予算記者会見（平成25年2月14日） 

 

【平成25年度から平成27年度の主要事業の実行計画について】 

 ○ この「主要事業実行計画」は、マニフェスト型選挙により市民の

負託を受けた市長マニフェストの実現と平成21年度からスタートさ

せた第６次小牧市総合計画の推進を図るために策定するものであ

る。 

より予算との連動性を高めるため、「当初予算の概要」とあわせ

て冊子に取りまとめた。 

配布した「平成25～27年度主要事業実行計画、平成25年度当初予

算の概要」という冊子で説明していく。 

 

《目的と性格》 

○ 市長のマニフェストの実現と第６次小牧市総合計画の推進を図

るために策定したもので平成25年度から平成27年度までに実施する

主要事業の内容を明らかにするとともに財源の裏づけをした具体的

な計画である。 

 

《対象事業》 

○ 平成25年度から3か年に実施が見込まれる事業のうちマニフェス

ト関連事業、新規事業、拡充事業など重点的に取り組む事業を対象

としている。 

 

《歳入、歳出》 

○ 計画の前提となる3か年の歳入・歳出の見込みと主要事業の実施

に要する財源についてである。 

 

○ 歳入について、計画期間中の一般財源の総額を1,129億700万円

と見込んだ。これは、市税の882億6,300万円をはじめ、地方消費税

交付金の54億円などを見込んだものである。 

昨年度策定の実行計画での市税見込みで比べると約 1.5％(13億

円)の減少となる。 
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○ 歳出について、3か年の義務的経費、あるいは消費的経費を830

億3,500万円と見込んだ。これは、人件費、扶助費、公債費、物件

費等の義務的経費及び維持補修費、補助費などの消費的経費を近年

の動向及び過去の推移等を参考に見込んだものである。 

  

 ○ 歳入の総額1,129億700万円から歳出の義務的・消費的経費の総額

830億3,500万円を差し引いた298億7,200万円が、計画期間中に実施

する事業に充当する一般財源となっている。 

 

○ 計画期間中に予定している主要事業について、主要事業を市民

生活から行政経営までの７分野に分けて、91事業を事業決定し、事

業費の合計は478億4,859万円である。 

なお、そのうちの一般財源額の298億7,200万円が充当可能一般財

源と対応している。 

 

《市民生活》 

○ この分野の計画期間中の事業費は、約32億5,800万円となってい

る。 

主な事業の「協働提案事業化制度」は、市民と行政それぞれが地

域課題等の提案を行い、解決に向けて協働で事業を実施するもので

ある。続いて「旅券交付事業」は、平成25年度より市役所でパスポ

ートの交付申請から受け取りまでができるようになるものである。 

 

《環境交通》 

 ○ この分野の計画期間中の事業費としては、約36億9,400万円とな

っている。 

主な事業の、「クリーンセンター施設整備事業」は、より効率的

に、し尿やし尿浄化槽汚泥の処理を行うために平成25年度より2ヵ

年で改修を行うものである。「防犯カメラ設置補助事業」は、商業

施設の駐車場等に加え、新たにマンションの駐車場や月極駐車場に

おける防犯カメラの設置に要する費用を助成するものである。「デ

マンド交通の導入及び巡回バスの見直し事業」は、平成25年度より

2ヵ年をかけて、デマンド交通について実証実験を行うともに巡回
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バスの再編などの検討を行うものである。 

 

《保健福祉》 

○ この分野の計画期間中の事業費としては、約177億3,700万円と

なっている。 

主な事業の「児童クラブ施設整備事業」は、受入対象学年を拡大

するための施設整備を行うものである。「（仮称）南保育園施設整

備事業」は、待機児童解消のため平成27年度の開園予定で小牧南部

地域に保育園を建設するものである。 

 

  ○ 「出産奨励手当支給事業」については、国による児童手当制度や

出産育児一時金の拡充をはじめ、第3子の保育料の無料化や子ども

に対する医療助成、児童クラブの受入拡大など、市の子育て支援の

拡充を踏まえ、平成26年度からの事業の廃止を予定している。「成

人保健健康診査事業」は、平成25年度より、乳がん検診の対象年齢

を40歳から30歳に引き下げ早期発見、早期治療と健康意識の向上を

図るものである。 

 

《教育文化》 

○ この分野の計画期間中の事業費としては、約37億8,300万円とな

っている。 

主な事業の「小中学校非構造部材耐震改修事業」は、安全・安心

を確保するために小中学校の天井材や外装材などの非構造部材の耐

震改修を計画的に実施するものである。「味岡中学校改築事業」

は、老朽化した味岡中学校の建替えを平成25年度より2ヵ年で行う

ものである。「外国人児童生徒教育推進事業」は、外国人児童生徒

を対象とした日本語初期教室の拡充を行うものである。 

 

《都市基盤》 

○ この分野の計画期間中の事業費としては、約151億9,700万円と

なっている。 

主な事業の「小牧駅周辺整備事業」は、A街区に建設を予定して

いる複合施設についての基本構想の策定などを行うものである。
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「田県神社前駅駅前整備事業」は、市が所有する未利用地を活用し

ながら周辺の歩道や駅前広場整備などを進めるものである。 

 

《産業振興》 

○ この分野の計画期間中の事業費としては、約27億2,400万円とな

っている。 

主な事業の「中心市街地活性化事業」は、中心市街地の魅力とに

ぎわいの創出に取り組む団体への助成や中心市街地の空き店舗の実

態調査などを行うものである。「観光推進事業」は、小牧駅前観光

案内所の移設や本市の目指す観光の方向性等を明確にし、その推進

を図るための計画を策定するものである。「小牧山城築城450年記

念事業」は、平成25年に織田信長が小牧山に築城して450年を迎え

ることから記念事業を実施するものである。 

 

《行政経営》 

○ この分野の計画期間中の事業費としては、約14億5,300万円の事

業費となっている。 

主な事業の「後期基本計画策定事業」は、平成26年から30年度ま

でを計画期間とする後期基本計画の策定を行うものである。「公共

施設白書作成事業」は、公共施設の配置や利用状況などの実態を調

査、分析して公共施設の現状と課題を明らかにする白書を平成25年

度より2ヵ年で作成するものである。 

 

  ○ 今後の本市における公共施設のあり方について、本市では、昭和

40年代からの急激な人口増加を背景に拡大する行政需要のもと、社

会的要請や市民ニーズに対応するために、小中学校、保育園や集会

施設等の多くの公共施設を整備してきた。 

  現在、これらの公共施設の多くは建築後 30年から 40年を経過

し、施設の老朽化が顕著に進行しており、施設の維持管理経費は、

増加傾向にある。今後、さらに大規模な改修や改築などが集中する

時期を迎えることになる。 

    また、人口減少や社会経済情勢の見通し等から、大幅な歳入の増

加が見込めない中、福祉関連経費は毎年増加し、本市の財政状況は
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今後厳しさを増していくと見込まれ、施設の更新需要の全てに対応

してくことは難しい状況にある。運用面では、ニーズの多様化や利

便性の問題などから利用率が低い施設もあり、需要と供給のアンバ

ランスも生じている。  

  一方、少子高齢化の進展や新たな地域課題に対応するため、新

たな施設の整備も考えていく必要もある。 

    こうした中、本市では、平成25年度から2ヵ年で「小牧市公共施

設白書」を作成し、施設の機能や規模、さらには利用実態等を把握

するとともに、現在及び将来のニーズ予測に基づき、今後の公共施

設のあり方について検討していくこととする。 

    なお、新たな公共施設の整備については、この主要事業実行計画

に記載があるものを除いて、当分の間、原則として凍結する。 

後になるが、この主要事業実行計画については、国の政策変更

や先行き不透明な経済情勢などにより計画事業の財源等への影響が

懸念されるが、あくまで現在の制度に基づいて策定したものであ

る。 

したがって、今後の状況の変化などにより、計画事業の変更・中

止なども充分ありうる。 

 

【平成25年度当初予算について】 

 《予算規模》 

○ 平成 25年度予算の全会計の予算規模は、前年度より 48億 6,644 

万円（4.6%）増の1,103億6,615万円となった。 

一般会計予算の予算規模は、507億8,700万円で、前年度より7億

5,600万円（1.5%）の減額となった。 

 

《特別会計》 

  ○ 10会計の総額が294億6,818万円余で、対前年度比4.8%の増となっ

た。増額となった主な会計は、土地取得が、土地開発基金費が増額

したことなどにより2億9,283万円余の増額、国民健康保険事業が、

保険給付費が増額したことなどにより6億9,645万円の増額、介護保

険事業が、保険給付費が増額したことなどにより6億3,614万円余の

増額、後期高齢者医療が、広域連合納付金が増額したことにより1
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億5,728万円余の増額となった。 

 

《企業会計》 

 ○ 病院・水道の2会計の総額が301億1,096万円余で対前年度比16.6%

の増となっている。これは、病院事業で国債購入費40億円の皆増な

どによるものである。 

    全会計の合計、一番下の欄であるが、1,103億6,615万円余で、対

前年度比4.6%の増となっている。 
 

《市税》 

○ 歳入の根幹をなす市税について、個人所得の動向等を勘案し、

個人市民税で1億2,300万円の減収、売渡本数の状況、税制改正等を

勘案して市たばこ税で2億円の増収、家屋の新増築の伸びなどを勘

案して固定資産税で1億580万円の増収をそれぞれ見込んだことなど

により、対前年度比0.6%増の293億4,380万円となった。 

 

《投資的経費》 

○ 投資的経費は、対前年度比 14.8%減の 64億8,206万円余となって 

いるが、庁舎建設事業の皆減（14億8,304万円余減）、小牧小学校

改築事業の皆減（4億3,418万円余減）などによるものである。 

  

 《人件費》 

○ 人件費であるが、対前年度比1.6%の減となっている。これは、 

退職手当の減（1億6,357万円余減）などによるものである。 

 

《歳入の構造》 

○ 歳入の構造について、市税、使用料手数料、繰入金などの自主 

財源構成比が0.6ポイント減少し、地方譲与税、国庫支出金、市債

などの依存財源構成比が0.6ポイント増加している。これは、自主

財源では、繰入金を減額したことなどによるものであり、また、依

存財源では、国庫支出金、県支出金を増額したことなどによるもの

である。 

地方譲与税などの一般財源の構成比は1.3ポイント増加し、市債

などの特定財源の構成比は、逆に1.3ポイントの減少となっている。 
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《一般会計当初予算款別表》 

○ 一般会計当初予算款別について、歳入については、1款の市税が

対前年度比0.6%の増、構成比は1.2ポイント増加して57.8%となった。 

  6款の地方消費税交付金については、対前年度比で減となってい

るが、愛知県の収入金の状況等を勘案して見込んだものである。 

  15款の国庫支出金については、障害者自立支援給付費負担金の

増などで、対前年度比8.8％増で見込んだ。 

  17款の財産収入については、市有土地売払収入の増などで、対

前年度比83.7％増で見込んだ。 

  19款の繰入金については、庁舎建設基金繰入金の減などで、対

前年度比23.7％減で見込んだ。 

  21款の諸収入については、土木費雑入のうち、環境対策事業負

担金の増などで、対前年度比15.5％増で見込んだ。 

22款の市債は、対前年度比17.7％減となっているが、これは、教

育債を対前年度比201.5％増（2億3,170万円増）と見込んだものの、

民生債を同じく84.6％減（4億6,880万円減）と見込んだことなどに

よるものである。 

 

○ 歳出について、増額の大きい科目を挙げると、10款教育費では 

対前年度比8.4％増となっている。これは、味岡中学校改築事業の

増（7億200万円余増）などによるものである。 

次に3款民生費が対前年度比2.6％増となっている。これは、介護

給付事業（2億9,133万円余増）の増などによるものである。 

4款衛生費では対前年度比8.2％増となっている。これは、クリー

ンセンター施設整備事業（2億5,763万円余増）の皆増及び小牧岩倉

衛生組合負担金（2億2,300万円余増）の増などによるものである。 

7款商工費は対前年度比45.7％増となっている。これは、企業立

地推進事業（2億2,745万円余増）の増などによるものである。 

   

○ 減額の大きい科目は、2款総務費が対前年度比31.5％の減となっ

ている。これは、庁舎建設事業の皆減（14億8,304万円余減）など

によるものである。 

   

○ 構成比については、民生費が 35.2%、土木費が 17.0%、教育費が

14.7%となり、民生費が10年連続で 大となった。 
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《歳出の性質分類表》 

○ 義務的経費については、対前年度比3.1％の増となっている。退

職手当（1億6,357万円余減）の減などにより人件費が減額となった

ものの、生活保護費の増（2億2,400万円増）などにより、扶助費が

増額となったことによるものである。 

 

○ 投資的経費は、先ほども申し上げたとおり、対前年度比14.8%の

減となっている。 

 

○ その他の経費のうち物件費は、対前年度比5.9%の減となってい

るが、税務・福祉総合システム構築委託料の減（5億5,474万円余

減）などによるものである。 

  

○ 補助費等は、対前年度比7.5％（3億1,906万円余）の増となって

いるが、小牧岩倉衛生組合建設費負担金（2億6,293万円余増）、企

業立地促進補助金（2億2,440万円増）がそれぞれ増となったことな

どによるものである。  

 

《市民生活》 

○ 地域協議会創設事業において、地域の 絆 力
きずなりょく

を高め、地域の助け

合い活動を展開するため、地域協議会の設立に向け、講演会を地域

ごとに開催するなど地域の機運を高めていく。 

 

○ 協働提案事業化制度による事業において、市民や市民活動団体

の知恵や力を活用し、より効果的な公共サービスを提供するため、

協働提案事業化制度で採択された事業を実施していく。 

 

○ 姉妹都市・友好都市交流事業において、国際交流について姉妹

都市であるアメリカのワイアンドット市との交流が今年で50周年を

迎えるため、それぞれが訪問団を編成し、相互に交流を行っていく。 

 

○ 旅券交付事業において、市民サービスの向上を図るため、これ

まで県の旅券センター等で行っていたパスポートの交付申請及び受

け取りの手続きを、市役所で行っていく。 
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  ○ 消防指令センター整備事業において、本市を始め近隣の６つの消

防本部が、共同で消防通信指令業務を行うため、デジタル消防救急

無線設備と高機能消防指令設備のシステム設計及び消防指令センタ

ーの建設に向けた実施設計を行っていく。 
 

《環境交通》 

  ○ 新エネルギー導入助成事業において、循環型社会の構築及び地球

温暖化防止を図るため、住宅用太陽光発電システムなどの設置費に

対して、対象者数を増加し、引き続き補助していく。 

 

○ クリーンセンター施設整備事業において、し尿浄化槽汚泥処理

施設の機能をクリーンセンターに移し、し尿と、し尿浄化槽汚泥を

効率的に処理できるようにするため、施設の改修工事に着手してい

く。 

 

○ 防犯対策事業において、犯罪の抑制に引き続き取り組むため、

商業施設の駐車場に加えて、集合住宅や月極の駐車場についても防

犯カメラの設置費に対して助成をしていく。 

 

○ 公共交通利用促進事業において、公共交通の利便性向上を図る

ため、デマンド交通の実証実験運行を実施・検証するとともに、こ

まき巡回バスの運行ルートやダイヤの再編について検討していく。 
 

 

《保健福祉》 

○ 地域密着型サービス施設整備・開設補助事業において、高齢者

福祉につきましては、介護が必要な高齢者が地域で住み続けられる

よう、地域密着型サービス施設の誘致を引き続き進めていく。 

 

○ 児童クラブ施設整備事業において、対象学年を拡大するため、小 

学校３校で児童クラブ室を建設するとともに、２校で教室を転用し

て改修していく。 

 

○ （仮称）南保育園施設整備事業において、待機児童の解消を図

るため、（仮称）南保育園の平成27年度開園に向け、施設整備を進
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めていく。 

 

  ○ 成人保健健康診査事業において、がん検診については、若い世代

での乳がんの罹患率が高くなっているため、乳がん検診の対象年齢

を40歳から30歳に引き下げていく。 
 

《教育文化》 

○ 小中学校非構造部材耐震改修等事業において、地震による落下

物、転倒物から児童生徒を守るため、建物の天井材や壁材など非構

造部材の耐震改修の実施設計を行っていく。また、校内インターホ

ンや防犯カメラも引き続き設置していく。 

 

○ 味岡中学校改築事業において、老朽化した味岡中学校の改築工

事に着手していく。 

 

○ 外国人児童生徒教育推進事業において、外国人児童生徒の教育

推進については、日本における学校生活へのスムーズな順応を図る

ため、旧味岡児童館内に、市内で２番目の日本語初期教室を開設し

ていく。 
 

《都市基盤》 

○ 公園整備事業において、市民の憩いの場となる公園については、

適正配置を考慮しつつ、新たな公園を計画的に整備するとともに、

緑道・緑地の長寿命化計画の策定や児童遊園の改修を進めていく。 

 

○ 小牧駅周辺整備事業において、本市の中心市街地であるＡ街区

の整備については、生涯学習、協働・交流、情報発信等の拠点とな

る複合施設の整備に向け、基本構想を策定していく。 
 

《産業振興》 

○ こまきプレミアム商品券発行助成事業において、商工会議所が実

施するこまきプレミアム商品券発行事業については、引き続き発行

総額11億円のプレミアム商品券を発行するため、補助を行っていく。 

 

  ○ 中心市街地活性化事業において、中心市街地の活性化を図るため、
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地元商店街、市民団体、商工会議所の協働による中心市街地にぎわ

い創出事業への支援を拡充して行っていく。 

 

  ○ 観光推進事業において、観光振興を積極的に推進するため、都市

センター内の観光案内所を名鉄小牧駅ビル１階の空き店舗に移設し

ていく。 

 

  ○ 企業立地推進事業において、地域の活性化を図り、地域経済をよ

り豊かにするため、企業立地促進補助制度により積極的な誘致を図

るとともに、産業振興基本計画を作成し、企業誘致や企業支援を推

進していく。 

 

○ 小牧山城築城450年記念事業において、織田信長公による小牧山

城築城から450年となることから、市民が将来への夢を描き、さら

に誇りに思える新たなまちづくりに向かってチャレンジする契機と

するとともに、観光まちづくりの始まりとするため、様々な事業を

実施していく。 

  主な事業は、「こまき信長まつり」では、 9月 21日から 23日に

「お月見まつり」、「薪能」など、従来からの事業を取り込み、小

牧の魅力を感じてもらう記念事業のメインイベントとして盛大に開

催していく。 

  また、「プロジェクションマッピング事業」では、12月21日か

ら23日に記念事業のフィナーレとして、市民会館の外壁を使い、立

体映像と音楽の野外イベントを実施していく。 
 

《行政経営》 

○ 市政戦略本部運営事業において、戦略的な市政運営の推進を図

るため、市政戦略会議で、市政運営における主要課題の議論を引き

続き行っていく。 

 

○ 後期基本計画策定事業において、社会経済情勢の変化を踏まえ、

これからの時代に対応できる行財政運営を進めるため、第６次小牧

市総合計画の基本計画を見直し、後期基本計画を策定していく。 

 

○ 公共施設白書作成事業において、公共施設の長寿命化を図ると
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ともに、適正配置や総量削減の取組みを進めるため、公共施設白書

の作成を進めていく。 
 

《安全・安心のまちづくり事業、改革と創造の市政を実現するための事業》 

○ 安全安心なまちづくり事業として、9億1,200万円余を計上して

いる。主な事業は、防犯対策事業、小中学校の非構造部材耐震改修

事業、校内インターホン設置事業、防犯カメラ設置事業である。 

 

○ 改革と創造の市政を実現するための事業として、9億4,000万円

余を計上している。主な事業は、児童クラブ施設整備事業、観光推

進事業、小牧山城築城450年記念事業である。 

 

○ 主な大規模建設事業として、13億2,400万円余を計上している。

主な事業は、（仮称）南保育園施設整備事業である。 

 

○ その他の事業として、2億7,700万円余を計上している。主な事 

業は、成人保健健康診査事業、小牧駅周辺整備事業である。 

 

○ これらの事業を全て合計すると、主な事業を抜粋しているが、 

34億5,500万円余となっている。 


