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新年度予算記者会見（平成２９新年度予算記者会見（平成２９新年度予算記者会見（平成２９新年度予算記者会見（平成２９年２月１５年２月１５年２月１５年２月１５日）日）日）日）    

 

 

 【市長あいさつ（要旨）】【市長あいさつ（要旨）】【市長あいさつ（要旨）】【市長あいさつ（要旨）】    

本日は平成29年度の当初予算案について発表する。あわせて、総合計画

の３カ年のローリングプランである実施計画についても説明する。 

実施計画は、第６次小牧市総合計画新基本計画に示した施策等の実施手

段である主な事務事業を位置づけたもので、平成29年度から31年度までの

３カ年で市政戦略編に掲げた３つの都市ヴィジョン（こども夢・チャレン

ジNo.１都市、元気創造都市、支え合い共生都市）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29年度当初予算（案）を作成した。 

歳入では、法人市民税は企業の収益動向等により減収、個人市民税は増

収と見込み、市税収入全体としては当初予算比較で前年度並となった。 

 一方で、歳出では、少子・高齢化の進展等による社会保障関連経費、公

共施設の老朽化などによる維持改修経費が増加傾向にあるが、経営資源の

配分や行政サービスの最適化を図り、必要な財源を確保した。具体的には、

土木費の事業精査を例年以上に進め、対前年度当初比で17.6％、15億

4,000万円余の減額としている。 

その結果、平成29年度当初予算額は、一般会計は514億2,000万円で、対

前年度比3.4％の減、全会計では1,198億1,832万円余で、対前年度比で

4.8％の増となった。 

新年度予算の主要事業である３つの都市ヴィジョンに「行政改革」を合

わせた４つの柱による取組みについて説明する。 

まず、都市ヴィジョン１「こども夢・チャレンジNo.１都市」について、

学習支援事業「駒来塾」とひとり親家庭等支援事業の２つの新規事業を行

い、特に経済的に恵まれない子供たちへの支援を強化していく。「駒来

塾」については、教育委員会と連携し、塾に行けない子供たちへの勉強を

支援していく環境を整える。また、ひとり親家庭等支援事業については、

大学等の入学費用の一部を助成し、経済的に厳しい中でも大学等進学を目

指す子供たちの励みになればと願う。 

 次に、都市ヴィジョン２・３、「元気創造都市」、「支え合い共生都
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市」については、昨年拡充し推進をしている「健康いきいきポイント推進

事業」と新規事業である「支え合いいきいきポイント推進事業」の２つの

ポイント事業で、こまきいきいきポイント制度を推進していく。 

「健康いきいきポイント推進事業」は、昨年開始したウォーキングアプ

リ「ａｌｋｏ」の事業も含む。 

「支え合いいきいきポイント推進事業」は、介護施設ポイント・サロン

ポイント・地域ポイントの３つに分類し、ポイントに応じて小牧プレミア

ム商品券などに還元できる仕組みづくりを行い、介護施設・サロンなどで

のお手伝いや運営に協力していただくことを目的としている。 

これらのポイント事業により「高齢者の元気を支え合いの力に！」を掲

げ、まずは壮年期からの健康づくりを支援する中で、健康寿命を延伸し、

高齢者が元気なまちを目指す。 

  

 

【説明要旨】【説明要旨】【説明要旨】【説明要旨】    

■実施計画 

 第１章、計画の目的と性格である。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29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。 

 第２章の対象事業は、平成29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つの都市ヴィジョンの実現

に向けて、重点的に取り組む新規・拡充事業などを対象としている。 

 第５章、市政の動向の２．計画期間中の財政の見通しでは、計画の前提

となる今後３カ年の歳入歳出を推計し、主要事業の実施に要する財源を見

込んでいる。 

 まず、歳入は、計画期間中の一般財源の総額を1,138億2,600万円と見込

んだ。これは、市税の914億2,500万円をはじめ、地方消費税交付金の90億

円余などを見込んだもので、市税は、昨年度の見込み額906億円に比べる

と0.9％、８億円の増収となる。 

 次に、歳出は、３カ年の義務的経費等所要一般財源を829億1,700万円と

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。 

歳入の総額1,138億2,600万円から歳出の義務的経費等の総額829億1,700
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万円を差し引きした309億900万円が、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。 

 第６章、施策の体系である。新基本計画の施策の体系図であるが、本計

画の第２部以降はこの体系に沿って構成している。 

 第７章、新基本計画実施計画事業一覧である。一覧に掲載されている事

業は、計画期間中に予定している事業である。地域ブランド戦略と新基本

計画の分野別計画編７分野に分けて、事業費の合計は440億5,200万円余で、

そのうち96事業を掲載している。なお、そのうちの一般財源額の309億850

万円余が、充当可能一般財源と対応している。 

 それでは、地域ブランド戦略と新基本計画の分野別計画編の分野ごとに

３カ年の事業費を説明する。 

 まず、小牧市地域ブランド戦略である。地域ブランド戦略の計画期間中

の事業費は3,500万円余となっている。 

 続いて、新基本計画分野別計画編である。 

 まず、１の安全・環境の分野の事業費は17億4,600万円余となっており、

９事業を掲載している。 

 ２の保健・福祉の分野の事業費は224億4,700万円余となっており、16の

事業を掲載している。 

 ３の教育・子育ての分野の事業費は21億4,500万円余となっており、19

事業を掲載している。 

 ４の文化・スポーツの分野の事業費は21億600万円余となっており、７

事業を掲載している。 

 ５の産業・交流の分野の事業費は15億8,400万円余となっており、再掲

も含めて、12事業を掲載している。 

 ６の都市基盤の分野の事業費は134億600万円余となっており、21の事業

を掲載している。 

 ７の自治体経営の分野の事業費は５億7,900万円余となっており、12の

事業を掲載している。 

 第８章は、まち・ひと・しごと創生総合戦略実施計画事業一覧である。

一覧に掲載されている事業は、第７章の新基本計画実施計画に位置づけら

れた事業のうち、小牧市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる４つの

基本目標を実現するための事業として位置づけた事業を基本目標別に再掲

している。 
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 基本目標ごとの事業費を説明する。 

 (1)「持続して発展を続ける産業・経済の確立による雇用の確保・創

出」の事業費は９億7,700万円余となっている。 

 (2)「若年世代の希望がかなう結婚・出産・子育て環境の整備」の事業

費は20億8,300万円余となっている。 

 (3)「都市の活力と暮らしの安心の創造」の事業費は62億6,100万円余と

なっている。 

 (4)「訪れたくなる、住みたくなる小牧の魅力発信」の事業費は10億

8,300万円余となっている。 

 以上、実施計画の説明とする。 

 

■当初予算の概要 

まず、一般会計当初予算額は、対前年度比3.4％減の総額514億2,000万

円となった。 

 特別会計では、10会計の総額が334億1,206万円余で、対前年度比0.5％

の減となっている。 

 会計別では、介護保険事業が、介護予防、生活支援サービス費が皆増し

たことなどにより７億951万円余の増額となったが、文津土地区画整理事

業の物件移転補償費が減額したことなどにより９億186万円余の減額、小

牧南土地区画整理事業も物件移転補償費が減額したことなどにより２億

8,912万円余の減額となったことなどによる。 

 企業会計では、病院、水道の２会計の総額が349億8,626万円余で、対前

年度比27.1％の増となっている。これは主に病院事業の資本的支出で、新

病院建設事業費が増額となったことなどによるものである。 

 全会計の合計では、1,198億1,832万円余で、対前年度比4.8％の増とな

った。 

 次に、平成29年度一般会計当初予算の概要として、まず、歳入の根幹を

なす市税の説明に入る。 

 個人市民税は個人所得の動向等を勘案し増額となるが、法人市民税は企

業の収益動向等により減額となることなどから、対前年度比で微減の307

億7,208万円となった。 

 また、投資的経費は対前年度比18.3％減の51億7,093万円余となるが、

これは道路新設改良事業で３億2,600万円余の減となったことなど、経営
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資源の配分を見直すため、土木費を例年以上に精査したことによるもので

ある。 

 人件費は、対前年度比0.6％の減となっている。 

 平成29年度一般会計当初予算款別表で、歳出について、増額の大きい科

目から順に説明すると、３款民生費で対前年度比0.7％、１億4,396万円余

の増となっている。これは、臨時福祉給付金支給事業費で４億6,623万円

余の皆減となったものの、教育・保育事業で３億5,219万円余の増、第１

老人福祉センター改築事業で２億1,071万円余の増となったことなどによ

るものである。 

 ９款消防費が対前年度比7.4％、１億1,473万円余の増となっている。こ

れは、消防指令センター共同運用事業で、指令設備等保守管理委託料が瑕

疵保証期間が終了したことなどにより8,116万円余の増となったことなど

によるものである。 

 ５款労働費が対前年度比28.6％、6,835万円余の増となっている。これ

は、勤労センター施設管理事業で１億６万円余の増などによるものである。 

 減額の大きい科目については、８款土木費が対前年度比17.6％、15億

4,276万円余の減となっている。これは、土地区画整理事業特別会計繰出

金で３億7,500万円の減、道路新設改良費全体で３億3,198万円余の減など

によるものである。 

 10款教育費が対前年度費3.6％、２億9,385万円余の減となっている。こ

れは、小学校施設営繕事業で11億3,983万円余の減などによるものである。 

 ６款農林費の対前年度費30.0％、１億3,854万円余の減となっている。

これは、ため池整備事業で１億2,494万円余の減などによるものである。 

 構成比については、民生費が38.8％、教育費が15.2％、土木費が14.0％

となり、民生費が平成16年度以降、14年連続で最大となっている。 

 次に、歳出の性質別分類表である。 

 義務的経費については、対前年度比0.4％の減となっている。これは、

人件費、公債費がそれぞれ減額となったことに加え、扶助費について、社

会保障関連経費が増額となったものの、臨時福祉給付金が皆減となったこ

とにより、微増にとどまったためである。 

 投資的経費は、対前年度比18.3％の減となっている。 

 その他の経費のうち、補助費等は対前年度比7.4％の減となっているが、

これは病院事業会計繰出金で7,000万円の減、小牧岩倉衛生組合運営費負
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担金で6,047万円余の減となったことなどによるものである。 

 繰出金は、対前年度比5.9％の減となっているが、これは文津土地区画

整理事業特別会計繰出金で２億4,011万円余の減、公共下水道事業特別会

計繰出金で２億3,119万円余の減となったことなどによるものである。 

 続いて、平成29年度の主要事業の概要を説明する。 

 平成29年度当初予算の主要事業の概要である。新規事業、拡充事業を中

心に掲載してある。個別の事業を第６次小牧市総合計画新基本計画の施策

の体系に沿って、市政戦略編から順番に説明する。 

 夢を育む環境の創出事業である。 

 こども夢・チャレンジNo.１都市の実現に向けて、子供の夢を育み、夢

へのチャレンジを応援する事業を展開していく。 

 その中でも、新たに実施するものとしては、ひとり親家庭等支援事業で、

ひとり親家庭などの子供が大学などに入学する際に必要な費用や親及び子

が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座等に係る費用の一部を新た

に助成する。 

 また、学習支援事業「駒来塾」では、十分な教育環境に恵まれないため

に、学習意欲があっても学力の定着が進んでいない中学生を対象にした学

習支援を行っていく。 

 プログラミング講座では、デジタルのものづくりを楽しく学ぶことがで

きる小学生を対象にした講座を開催していく。 

 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、小牧市企業

新展開支援プログラムに基づいた企業誘致等の支援を推進していく。 

 引き続き、市内企業の再投資に係る支援や企業立地を促進するための補

助、周辺地域の環境改善に向けた騒音、振動、臭気の軽減対策への補助を

実施していく。 

 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

市医師会が開設した在宅医療サポートセンターが実施する相談、在宅医療

に関する医師に対する研修等の取り組みに係る運営経費に対して、引き続

き支援を行っていく。 

 支え合いいきいきポイント推進事業である。 

 市内介護施設での活動、地域でのサロン活動への協力、地域協議会を通
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じた日常生活の困り事支援という市民の支え合い活動等に対してポイント

を付与し、市内限定商品券で還元するという地域循環を生み出す仕組みを

創設していく。 

 こまきプレミアム商品券発行助成事業である。 

 商工会議所と連携して実施しているこまきプレミアム商品券発行事業に

ついては、引き続き利用総額11億円分を発行し、より多くの方に利用して

いただけるよう実施していく。 

 地域協議会創設事業である。 

 地域活動を活性化し、支え合い・助け合いの地域づくりを推進するため

の組織である地域協議会については、昨年４月に本市で３地区目となる小

牧原小学校において設立されたが、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っていく。 

 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。 

 災害対策設備整備事業である。 

 最新の内陸直下型地震の被害想定に基づき、災害対策備蓄品整備計画を

見直したので、同計画に基づき、飲料水や食料などの備蓄品を計画的に整

備していく。 

 資源回収ステーション拡充事業である。 

 ごみの減量化、再資源化と資源排出の利便性を図るため、西部地区に市

内３番目の資源回収ステーションを開設していく。 

 燃やすごみ収集体制見直し事業である。 

 燃やすごみの収集時間が午後になる地区があり、ごみ集積場を管理する

地元住民の負担になっていることから、午前中に完了できるよう、収集体

制の見直しを進めていく。 

 次に、第２章、保健・福祉についてである。 

 健康いきいきポイント推進事業である。 

 市民が健康づくりに関心を高め、習慣化するために創設した健康いきい

きポイント制度について、ウォーキングアプリ「ａｌｋｏ」の機能強化を

行うほか、小学生を対象にした子供版ポイント制度を創設し、夏休み期間

に実施していく。 

 乳がん個別検診事業である。 

 女性に多いがんである乳がんの早期発見、早期治療につなげるため、検



－８－ 

診車による集団健診に加え、新たに医療機関で個別に受診できるようにし

ていく。 

 不妊・不育治療等助成事業である。 

 不妊症及び不育症に悩む夫婦に対し、安心して治療できる環境を整える

ため、不妊症についての医療費の補助に加え、不育症の検査や治療につい

ても新たに助成を行っていく。 

 次に、第３章、教育・子育てについてである。 

 コミュニティ・スクール導入検討事業である。 

 地域の関係者等で構成するコミュニティ・スクール導入検討委員会を設

置し、地域とともにある学校づくりを進める仕組みであるコミュニティ・

スクールの検討を行っていく。 

 創垂館修繕事業である。 

 小牧山の麓にある青年の家の附属施設であり、現存する明治時代の木造

建築として文化的に価値の高い創垂館について、利用再開に向けて、復原

を目的とした修繕工事を行っていく。 

 次に、第４章、文化・スポーツについてである。 

 バーチャルウォーキング大会開催事業である。 

 市民が日常的に健康づくりを楽しむ環境を整備し、市民総スポーツ化を

推進するため、ウォーキングアプリ「ａｌｋｏ」を活用したバーチャルウ

ォーキング大会を開催していく。 

 文化財団運営事業である。 

 文化及び生涯学習の充実を図るため、柔軟で効率的な運営体制を有する

一般財団法人小牧市民文化財団を設立し、より魅力的な文化事業を実施し

ていく。 

 史跡センター施設建設事業である。 

 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

魅力をわかりやすく伝えることができる施設として、史跡センターを建設

していく。 

 次に、第５章、産業・交流についてである。 

 地域ブランド戦略推進事業である。 

 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、ＰＲポスターを市内高等学校写真部と連携して作成するほ

か、ピーチバスへの広告掲出や公用車へのブランドロゴマークラッピング
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を行うなど、引き続きさまざまな媒体を活用したＰＲを進めていく。 

 「こまき山」活用事業である。 

 マスコットキャラクター「こまき山」について、積極的なイベント参加

やメディアへの出演を行うため、運営体制を強化するほか、キャラクター

グッズ展開について企業や団体に働きかけを行っていく。 

 観光推進事業である。 

 市内の周遊を促すため、史跡小牧山に観光案内会館を設置するほか、歴

史館と田縣神社前駅の駅前広場にはＷｉ－Ｆｉが利用できる環境を整備し

ていく。 

 次に第６章、都市基盤についてである。 

 桃花台センター地域拠点整備事業である。 

 桃花台センター地区周辺の交通結節点としての利便性の向上を図るため、

バス停を集約化するなどの拠点整備の検討を行っていく。 

 また、中央道桃花台バス停に隣接するロータリーについても交通結節点

としての整備検討を行っていく。 

 小牧原駅、小牧口駅バリアフリー化事業である。 

 名鉄小牧線のそれぞれの駅に順次鉄道事業者がエレベーターを設置して

バリアフリー化をする取り組みに対し、支援していく。 

 道路照明灯ＬＥＤ化事業である。 

 小牧市管理の道路照明灯約1,800基について、ＬＥＤ照明灯の長期継続

リース契約を締結し、コスト削減とＣＯ
２

の排出削減を進めていく。 

 次に、第７章、自治体経営についてである。 

 協働診断事業である。 

 協働によるまちづくりを促進するため実施している事業の棚卸しを行い、

協働の進め方の助言や協働相手とのマッチング支援を通じて、協働事業化

を促進していく。 

 行政改革推進事業である。 

 自治体経営改革推進計画の進捗管理を行うため、外部委員による行政改

革推進懇談会を立ち上げ、行政改革をより一層推進していく。 

 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説明

する。 

 病院事業であるが、新病院建設について、今年度から建設工事に着手し

ているが、平成31年度の早い時期での診療開始を目指している。 
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 その他の会計事業については、事業内容は例年と大きく変わらないため、

説明は省略する。 

 


