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新年度予算記者会見（平成２７年２月１３日） 

 

【市長あいさつ（要旨）】  

 本日は、小牧市総合計画の実施計画の３年間のローリングであるが、実施計

画及び平成２７年度当初予算案、さらにはこの春からのこまき巡回バスの再編

について概要の説明をしたい。 

 それぞれ内容の詳しい説明に入る前に、私から概略を話したいと思う。 

 まず、総合計画実施計画は、第６次総合計画新基本計画に示された施策など

の実現手段である主な事務事業を位置づけたもので、平成２７年度から２９年

度までの３カ年で、市政戦略編に掲げられた３つの都市ビジョンの実現に向け

て重点的に取り組む新規拡充事業などを明らかにする計画となっている。この

計画に基づいて予算編成を進め、平成２７年度当初予算案を作成したところで

ある。 

 次に、最近の国の月例経済報告によると、我が国の経済の景気動向は、雇用・

所得環境が改善傾向にあり、原油価格下落の影響や各種施策の効果もある中で、

緩やかな回復基調が続くものと思われている。 

 また、国の平成２７年度の予算は、経済の好循環を確かなものとし、地方に

経済成長の成果が広く行き渡るよう、本格的な成長軌道への移行を図りつつ、

中・長期の発展につなげる取り組みを強力に推進するとともに、聖域を設けず

に大胆に歳出を見直し、無駄を最大限縮減し、民需主導の持続的な経済成長を

促す施策に重点を置くこととされている。 

 さらに本市においては、個人市民税は増収と見込んだものの、固定資産税は

３年に１度の評価替えの影響などにより減収、法人市民税は税制改正による一

部国税化の影響などにより前年度同額と見込んだことなどにより、市税収入全

体では、当初予算比較では若干のプラスとなった。 

 一方の歳出では、少子・高齢化の進展などによる社会保障関連経費や公共施

設の老朽化などによる維持改修経費がそれぞれ増加傾向にあるが、各種基金や

市債の活用に加え、行政改革の取り組みを強力に推進することで財源を確保し

てきたところである。 

 さらに本年は、市制６０周年の節目の年として、こども夢・チャレンジＮｏ．

１都市宣言を始め、各種の記念事業を実施することにより、夢と希望にあふれ

る輝かしい未来の小牧の実現に向けた予算編成とした。３つの都市ビジョンに

行政改革をプラスした４つの柱による取り組みを進めていくこととしている。 

 まず、３つの都市ビジョンと行政改革をプラスした４つの柱でということで
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あるが、都市ビジョン１のこども夢・チャレンジＮｏ．１都市は、子ども・子

育てに関する都市宣言を行い、また（仮称）地域子ども・子育て条例を平成 

２７年度中に策定をしていく。 

 また、子どもの夢のチャレンジを応援するということで、夢育み事業として

子ども向け市内産業見学会の開催や夢にチャレンジ助成金などを新たに創設す

るとともに、昨年から実施しているこども夢・チャレンジカップＵ－１２や夢

教室などを引き続き実施していく。 

 次に、都市ビジョン２の元気創造都市としては、中心市街地のにぎわい創出

にもつながる新図書館の整備を平成３０年度開館に向けて進めていく。 

 こまきプレミアム商品券の発行助成は、国の経済対策を活用することで、発

行総額やプレミアム率を拡大して実施していく。 

 昨年策定した小牧市企業新展開支援プログラムに基づき、市内企業の新事業

展開などの支援として、新たな補助メニューをさらに５件創設する。 

 都市ビジョン３．支え合い行政都市としては、今年度中に策定を予定してい

る自治基本条例について、その意義や内容を広く周知するため地域づくりフォ

ーラムを開催するほか、昨年度からスタートしている地域協議会について、引

き続き新たな地域での創設に向けて支援を行っていく。 

 また、在宅医療推進を図るため、小牧市医師会が新たに創設を予定している

在宅医療サポートセンターの運営経費などについて、支援を行っていく。 

 最後に、４つ目の柱である行政改革と市民サービスの向上ということである

が、個人番号カードを活用して、コンビニエンスストアで住民票などの交付が

できるシステムを構築していく。 

 以上、私が市長就任以来取り組んできた改革と創造の市政、チャレンジする

市政ということで継続をしつつ、今年度はさらに市制６０周年の節目の年に当

たるので、市民の皆様とともに本市の還暦を祝うべく、さまざまな記念事業を

盛り込んで、夢と希望にあふれる輝かしい未来を創造する予算として編成をし

たところである。 

 その結果、平成２７年度当初予算額は、一般会計として５２７億６，６００

万円となり、２．６％減である。特別会計と企業会計を合わせた全会計では 

１，１２７億６，５７９万円となり、で２．２％減となっている。 

 また、こまき巡回バスの再編については、本年４月から南部、中部、西部及

び北里地区を運行する路線について、１時間に１本程度のダイヤに再編すると

ともに、運行ルートの見直しを行い、市民の利便性を向上させていく。 

 以上、総合計画実施計画と平成２７年度当初予算、さらにこまき巡回バスの

再編について、それぞれ市長公室長、総務部長、また都市建設部長から説明す

る。 
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【説明要旨】  

『平成２７～２９年度実施計画』 

「計画の目的と性格」であるが、本計画は、新基本計画に定めた基本施策の

展開方向に従い、財源の裏づけのもとで平成２７年度から３カ年に実施するこ

とが必要な事業を明らかにしている。 

「対象事業」であるが、平成２７年度から３カ年に実施が見込まれる事業の

うち、新基本計画の市政戦略編に掲げられた３つのヴィジョンの実現に向けて

重点的に取り組む新規事業、拡充事業などを対象としている。 

「市政の動向」の「計画期間中の財政の見通し」では、計画の前提となる３

カ年の歳入・歳出と主要事業の実施に要する財源を見込んでいる。 

「計画期間中の一般財源」のうち、まず、歳入についてであるが、計画期間

中の一般財源の総額を１，１６１億３００万円と見込んだ。これは、市税の９

３２億２，６００万円をはじめ、地方消費税交付金の９３億円余などを見込ん

だものである。 

市税は昨年度の見込み額９２３億円と比べると、約１．０％（９億円）の増

加となる。 

 次に、歳出についてであるが、３カ年の義務的経費等所要一般財源を８１９

億４，７００万円と見込んだ。これは、人件費、扶助費、公債費、物件費等の

義務的経費等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。 

 ただいま申し上げた、歳入の総額１，１６１億３００万円から歳出の義務的

経費等の総額８１９億４，７００万円を差し引いた３４１億５，６００万円が、

計画期間中に実施計画事業に充当する一般財源となっている。 

「施策の体系」である。新基本計画の施策の体系であるが、次の体系に沿っ

て、構成している。 

計画期間中に予定している主要事業である。 

（１）安全・環境から（７）自治体経営までの７分野に分かれており、１０８

事業を事業決定し、事業費の合計は４９５億７，１００万円余である。 

個々の事業の説明については、「平成２７年度当初予算の概要」で説明するの

で分野ごとの３ヵ年に要する事業費について説明する。 

（１）の安全・環境であるが、この分野の計画期間中の事業費は、２１億５，

３００万円余となっている。主な事業としては、災害応急業務を行う職員の食

料１日分を３か年かけて備蓄する「災害用備蓄品購入事業」リサイクルプラザ

の敷地内において剪定枝の拠点回収を行う「剪定枝の回収事業」である。 
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（２）の保健・福祉であるが、この分野の計画期間中の事業費は、１９８億

３，８００万円余となっている。主な事業としては、保健連絡員活動３０周年

を記念する式典等を行う「保健連絡員活動３０周年記念事業」、市民の健康づく

りへの取組みを促すために行う「健康マイレージ事業」、在宅医療に関するサポ

ートセンターや後方支援の体制づくりとして小牧市医師会に補助する「在宅医

療推進事業」である。 

（３）の教育・子育てであるが、この分野の計画期間中の事業費は、３３億

１，０００万円余となっている。主な事業としては、平成２８年度までに小中

学校の普通教室と一部の特別教室にエアコンを設置する「空調機設置事業」、教

育、学術及び文化の振興についての総合的な施策に関する基本計画の策定に向

けた「（仮称）教育振興基本計画策定事業」、こども夢・チャレンジ№１都市宣

言を啓発する看板等を設置する「こども夢・チャレンジ№１都市宣言推進事業」、

こどもを育て・こどもが育つ権利を明確化した地域こども子育て条例の制定を

目指す「（仮称）地域こども子育て条例制定事業」、市内中学校から選出された

こども議員によるこども議会を開催する「こども議会開催事業」、こどもの夢・

チャレンジを応援し後押しする「市内産業見学会開催事業」、「夢にチャレンジ

助成金支給事業」、「大学生等海外留学奨学金支給事業」、「コマキッズ ドリー

ムバスギャラリー」である。 

（４）の文化・スポーツであるが、この分野の計画期間中の事業費は、４８

億６，５００万円余となっている。主な事業としては、市民とともに市制６０

周年を祝い、市の一層の飛躍を期して行う「第九演奏会開催事業」、現図書館の

老朽化と狭隘化に対応するために新図書館の建設を行い、中心市街地の賑わい

創出に繋げる「図書館建設事業」である。 

（５）の産業・交流であるが、この分野の計画期間中の事業費は、２４億２

００万円余となっている。主な事業としては、地域ブランド戦略の啓発推進を

図る「地域ブランド戦略推進事業」、企業の新たな事業展開を推進するための補

助を拡充した「新産業創出事業」である。 

（６）の都市基盤であるが、この分野の計画期間中の事業費は、１５２億６，

１００万円余となっている。主な事業としては、持続可能でコンパクトなまち

づくりを目指すために行う「都市計画マスタープラン中間見直し事業」、「立地

適正化計画策定事業」、２７年度から南部・中部・西部・北里地区の巡回バスの

ルート拡充とダイヤを再編して運行する「公共交通運行事業」である。 

（７）の自治体経営であるが、この分野の計画期間中の事業費は、１０億４，

５００万円余となっている。主な事業としては、電話による問合せをワンスト

ップで対応するコールセンターを開設する「（仮称）総合コールセンター運営事

業」、自治基本条例の周知を図る「自治基本条例推進事業」である。 
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以上、「総合計画実施計画（平成２７～２９年度）」の説明とする。 

 

『平成２７年度当初予算の概要』 

≪当初予算額≫ 

 歳入、歳出の内容について説明する。 

まず、一般会計当初予算額である。２．６％減の総額５２７億６，６００万

円となった。 

 特別会計では、１０会計の総額が３２４億５，６７２万円余で、８．２％の

増となった。 

増額となった主な会計は、国民健康保険事業で、共同事業拠出金が増額した

ことなどによる増額、岩崎山前土地区画整理事業で、仮清算交付金が皆増した

ことなどによる増である。 

 次に企業会計である。病院・水道の２会計の総額が２７５億４，３０６万円

余で１１．５％の減となっている。これは、地方公営企業会計基準の見直しに

より平成２６年度に計上された退職給付引当金をはじめとする各種引当金不足

額が皆減となったことなどによるものである。 

 全会計の合計は、１，１２７億６，５７８万円余で、２．２％の減となって

いる。  

 

 「平成２７年度一般会計当初予算の概要」である。まず、歳入の根幹をなす

市税である。個人所得の動向等を勘案し、個人市民税で８，４００万円の増収、

経済情勢及び企業の収益動向は回復基調にあるが、税制改正による一部国税化

の影響等を勘案し、法人市民税は前年度当初と同額、また、３年に一度の評価

替えなどを勘案して固定資産税で６，８００万円余の減収をそれぞれ見込んだ

ことなどにより、微増の３１４億１，９７０万円となった。 

 また、投資的経費は、１５．２％減の６８億９，０００万円余となっている

が、これは味岡中学校改築事業の皆減、クリーンセンター施設整備事業の減、

消防指令センター整備事業の減などによるものである。 

人件費であるが、１．５％の減となっている。これは、給与改定に伴う減な

どによるものである。 

次に、歳入の構造である。まず、市税、使用料及び手数料、繰入金などの自

主財源構成比が０．３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０．３ポイント増加している。 
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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、地方消費税交付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２．８ポイント増加し、市債などの特

定財源の構成比は、２．８ポイント減少している。 

 

「平成２７年度一般会計当初予算款別表」である。歳入については、１款の

市税が微増で、構成比は１．５ポイント増加して５９．５％となった。 

６款の地方消費税交付金については、愛知県の地方消費税収入金の状況等を

踏まえ、３８．２％増で見込んだ。１５款の国庫支出金については、生活保護

費負担金の減、１６款の県支出金については子育て支援減税手当支給事業費補

助金の皆減などにより、それぞれ減を見込んだ。１７款の財産収入については、

市有土地売払収入の増で、１２６．０％増で見込んだ。１９款の繰入金につい

ては、財政調整基金繰入金の減などで、２５．８％減で見込んだ。２１款の諸

収入については、消防指令センター整備事業負担金の減などで、１４．０％減

で見込んだ。２２款の市債は、３９．６％減となっている。 

歳出である。増額の大きい科目から順に言うと、８款土木費では４．４％増

となっている。これは、公園緑地施設整備事業の増などによるものである。 

１０款教育費では１．７％増となっている。これは、味岡中学校改築事業が皆

減となったものの、普通教室等へのエアコンの設置費の皆増などにより、小学

校施設営繕事業が増となったことなどによるものである。次に７款商工費では

７．０％増となっている。 

 次に減額の大きい科目については、４款衛生費が１４．６％の減となってい

る。これは、クリーンセンター施設整備事業及び小牧岩倉衛生組合建設費負担

金の減などによるものである。９款消防費が１９．６％の減となっている。こ

れは、消防指令センター整備事業の減などによるものである。 

 

 歳出の性質別分類表である。義務的経費については、４．６％の減となって

いる。人件費、公債費、扶助費がそれぞれ減額となったが、扶助費については、

愛知県の子育て支援減税手当の皆減や、生活保護費が減額となったことなどに

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、１５．２％の減となっている。 

その他の経費のうち物件費は、２．４％の減となっているが、総合行政シス

テム構築委託料の皆減などによるものである。 

補助費等は、１３．３％の増となっているが、こまき巡回バス運行負担金の
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皆増や、企業立地促進補助金、過誤納還付金のそれぞれ増によるものなどであ

る。 

 

続いて、平成２７年度の主要事業の概要について、実施計画の対象事業のう

ち、主に新規事業、拡充事業を中心として、個別の事業を順番に説明する。 

以下、第６次小牧市総合計画新基本計画の施策の体系に沿って、主なものの

概要を説明する。 

まず、市政戦略編に関する事業の戦略１「こどもの夢を育み、夢へのチャレ

ンジをみんなで応援するプログラムの展開」である。 

 こども夢・チャレンジ№１都市宣言推進事業である。「こどもを中心に世代を

越えたつながりのある、支え合う住みよいまち」を目指していることを市内外

に周知するため、市制６０周年記念式典において「こども夢・チャレンジ№１

都市宣言」を行う。 

 （仮称）地域こども子育て条例制定事業である。都市宣言の理念に基づき、

こどもを育て、子どもが育つ権利を明確化した条例について、平成２８年３月

の制定に向けて検討を進める。 

 夢育み事業である。こどもの夢を育み、夢へのチャレンジを応援する事業を

展開する。新たに実施する事業としては、こどものチャレンジの提案発表に対

して助成金を支給する「夢にチャレンジ助成金」、全ての児童館での幼児期から

英語に親しむ講座の実施、市内産業見学会の開催、ピーチバス・巡回バスの車

内にこどもの描いた絵を展示する「コマキッズドリームバスギャラリー」、海外

に留学する大学生などに奨学金を支給する「大学生等海外留学奨学金支給事業」

をそれぞれ実施する。 

また、国内に開校している海外有名クラブチームなどのジュニアサッカース

クールに所属する子ども達を対象としたサッカー大会「こども夢・チャレンジ

カップ Ｕ
アンダー

－ 1 2
トゥエルブ

」を、また、様々な競技種目のトップアスリートからなる「夢

先生」を市内全小学校に派遣する「夢の教室」をそれぞれ昨年に引き続き実施

する。 

戦略２「次世代成長産業を含むバランスの良い産業集積の形成」である。 

企業立地推進事業である。産業振興を図り、強い産業・経済基盤の構築を推

進するため、昨年５月に「小牧市企業新展開支援プログラム」を策定し、企業

誘致等の支援を推進している。引き続き、市内企業の再投資にかかる支援や、

企業立地を奨励するための補助を行うことに加え、昨年創設した補助制度によ
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り、企業と周辺地域の環境改善に向けて、騒音、振動、臭気の低減対策への補

助を実施する。 

戦略３「在宅医療・介護、見守り体制の構築」である。 

在宅医療推進事業である。高齢者が住みなれた地域の中で暮らし続けられる

ようにするため、小牧市医師会が「在宅医療サポートセンター」を設置する準

備を進めているので、その準備経費や運営経費に対して支援を行う。 

戦略４「“元気”と“支え合い”の地域循環による「都市の活力」と「暮らし

の安心」の創造」である。 

まず、こまきプレミアム商品券発行助成事業である。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、国の緊急経済対策を受けて、第

１回目販売のプレミアム率を従来の１０％から２０％に、発行額を８億４千万

円に拡大し、総額１３億９千万円で実施するための補助を行う。 

 地域協議会創設事業である。地域の絆力を高め、支え合い助け合い活動を推

進するための組織である地域協議会については、昨年３月に陶小学校区におい

て初めて創設されたが、引き続き機運が高まった地域から順次設立・運営に対

して支援を行う。 

 次に、第３部分野別計画編の７つの分野ごとに説明する。 

まず「第１章 安全・環境」についてである。 

 防災ガイドブック作成事業である。洪水ハザードマップ及び地震防災マップ

を改定するとともに、災害に関する各種情報を１冊にまとめた防災ガイドブッ

クを作成し、全戸配布する。 

 消防指令センター整備事業である。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消防指令センターについて、平成２７年度中の竣

工を目指して引き続き整備を進める。 

 剪定
せんてい

枝
し

の回収事業である。燃えるごみとして焼却されていた剪定枝について、

再資源化を進めるため、本年７月から新たにリサイクルプラザの敷地内に専用

の回収拠点を整備する。 

次に「第２章 保健・福祉」についてである。 

健康マイレージ事業である。健康づくりに関する事業に参加した市民が一定

のポイントを獲得し、優待を受けられる仕組みを愛知県と協働で導入する。 

 高齢者福祉施設整備補助事業である。北外山地内に新たに整備される特別養

護老人ホームに対し、整備に必要な経費を補助する。 

次に「第３章 教育・子育て」についてである。 
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 小・中学校施設営繕事業である。教育環境の整備を推進するため、平成２８

年度までに全ての小中学校の普通教室と一部の特別教室にエアコンを設置する

ほか、非構造部材の耐震改修、防犯カメラ及び校内インターホンの設置、トイ

レの改修を順次実施する。 

（仮称）教育振興基本計画策定事業である。国が進めている教育行政制度の

改革の取組みと並行して、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための基本的な計画となる「（仮称）教育振興基本計画」を平成２８年度

までに策定する。 

児童クラブ運営・施設整備事業である。放課後児童クラブについては、今年

度から対象を４年生まで拡大したが、平成２７年度からは５年生まで、平成 

２８年度からは６年生まで順次拡大し、また、受け入れ拡大に伴うクラブ室の

整備も進める。 

次に「第４章 文化・スポーツ」についてである。 

史跡小牧山整備事業である。本市の地域ブランドの柱である「小牧山」につ

いては、信長時代に築かれた主郭地区の発掘調査を引き続き進める。また、市

役所旧本庁舎跡地の整備に向けた敷地造成などの粗造成を行う。 

（仮称）史跡センター整備事業である。小牧山城で発掘された出土品の展示

などを行い、小牧山の歴史的価値や魅力を分かりやすく伝えることができる施

設として、（仮称）史跡センターを堀の内体育施設解体後の跡地付近に建設する

ための建物や展示の基本設計を行う。 

図書館建設事業である。老朽化と狭隘化の進んでいる現図書館に替わる新図

書館の建設については、小牧駅西駐車場及びにぎわい広場に建設することとし、

平成３０年度の開館を目指し、基本設計と実施設計を進める。 

次に「第５章 産業・交流」についてである。 

地域ブランド推進事業である。昨年決定したブランドコンセプト「夢・チャ

レンジ 始まりの地 小牧」を普及・浸透させるため、ブランドロゴのキャラ

クターデザインを公共施設のトイレなどの案内表示、こまき巡回バスの車両ラ

ッピングなどに用いたり、本市の魅力を伝えるブランドムービーを制作し、本

市周辺の映画館で上映するなどしていく。 

 観光基本計画策定事業である。今後の観光の推進に向け、市内の観光実態や

国・県の観光動向の把握などを行いながら、本市が目指す観光の方向性を明確

にし、その推進を図るための基本計画を策定していく。 
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 新産業創出事業である。市内企業への支援に加え、企業の新事業展開や創業

者への支援を推進するため、新たに５件の補助制度を創設し、地域の活力ある

経済発展を図っていく。 

 次に「第６章 都市基盤」についてである。 

 田県神社前駅駅前整備事業である。名鉄田県神社前駅の駅前整備において、

駅前広場や歩道の整備に係る実施設計や用地取得、物件移転補償などを引き続

き行う。 

都市計画マスタープラン中間見直し・立地適正化計画策定事業である。将来

的に人口減少が見込まれている中、持続可能でコンパクトなまちづくりが求め

られていることから、都市計画の総合的な指針となる都市計画マスタープラン

の中間見直しを行うとともに、都市機能の立地等に関する包括的なマスタープ

ランである立地適正化計画の策定を平成２８年度までの２カ年で進める。 

こまき巡回バス運行事業である。本年４月から南部、中部、西部及び北里地

区を運行する路線について、交通空白地の解消と、１時間に１本程度のダイヤ・

ルートに再編し、公共交通の利便性を向上していく。なお、北部、東部地区に

ついては、デマンド交通実証実験運行の検証とあわせて検証し、平成２８年度

の再編に向け、見直しを進める。 

 次に「第７章 自治体経営」についてである。 

コンビニエンスストア証明書等交付事業である。平成２８年１月から開始さ

れる個人番号カードの交付に合わせて、全国のコンビニエンスストアでカード

を利用して、住民票の写し・印鑑登録証明書・所得証明書を交付できるシステ

ムの構築を行う。 

自治基本条例推進事業である。昨年１月から自治基本条例起草会議で様々な

議論を交わしながら、今議会での制定を目指し、取組みを進めてきたが、今後

は、地域づくりフォーラムを開催するなどし、市民の意識の醸成を図る。 

公共ファシリティマネジメント推進事業である。公共施設の維持、更新に係

る費用の抑制、財政負担の平準化を図るため、「公共ファシリティマネジメント

基本方針」を策定し、それに基づき具体的な用途や施設の改善案を示した「公

共施設適正配置計画」と、公共施設の長寿命化に向けた指針となる「公共施設

長寿命化計画」を平成２８年度までに策定する。 

１０の特別会計と病院及び水道事業の２つの企業会計の概要についてである。 

病院事業であるが、新病院建設について、平成２８年度に建設工事に着手で
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きるよう設計委託を進める。 

その他の会計事業については、事業内容が例年と大きく変わるものではない

ので、説明は省略する。 

市制６０周年記念事業である。昭和３０年１月１日の市制施行以来、本年で

６０年の節目を迎えたので、市民の皆様とともに祝い、心に残る様々な事業を

実施する。５月の記念式典では、新しいマスコットキャラクターのお披露目な

どを行うほか、１０月の市民まつりでディズニーキャラクターによる楽しさい

っぱいのパレードを開催するなど、様々な趣向を凝らしたイベントを実施する

のでご注目いただきたい。 

 

『こまき巡回バスの再編』 

「平成２７年４月こまき巡回バスの見直しについて」報告したい。こまき巡

回バスは、現在、市内を８コースにて運行しているが、平成２５年度より約２

年間かけて、市内の南部、中部、西部、北里地区における路線やダイヤ、運行

車両等の総見直しを進め、来る平成２７年４月１日より、別紙のコース図・時

刻表のとおり運行する。 

見直しの主な点は、コースについては、南部、中部、西部、北里地区を運行

している４つのコースを９つに増やす。また、再編するコースは、１時間に１

本程度の運行とする。運行車両については、新たにトヨタハイエースを導入す

る。さらに、年末年始の運休期間を短くし、年末は１２月３０日まで運行する。

そして、今後の見直し基準を設定し、３年サイクルで評価・検証を実施する。 

見直しに関するＰＲ・周知方法としては、３月１号広報こまきに、新しいコ

ース図・時刻表を折り込み、各戸に配布する。また、３月２７日に市役所にて

運行車両の展示会を行う。さらには、多くの方に新しくなったこまき巡回バス

を体験してもらうため、４月４日・５日の土日において、全コースにて無料運

行を行う。 

なお、市内の北部・東部地区については、今回は大幅な見直しは行わないが、

現在、平成２８年４月に向けて公共交通網の再編を進めているところである。 

 

 


