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定例定例定例定例記者会見記者会見記者会見記者会見（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年５月年５月年５月年５月２２２２９９９９日）日）日）日）    

 

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

 このたび小牧市企業新展開支援プログラムを策定した。この小牧

市企業新展開支援プログラムであるが、これまで就任以来、いくつ

かの戦略会議を立ち上げ、これまで議論をしてきた。その１つであ

る産業立地戦略会議の議論を踏まえた上で策定した。この産業立地

戦略会議で現在の小牧で操業している企業をいかに支援していくの

か、あるいは新たな企業誘致に向けて、どのような展開をしなけれ

ばならないのかなどについて、さまざまな角度から検討してきた。

その集大成となる。 

 また、平成２６年小牧市議会第２回定例会の提出予定議案の概要

について説明する。今回、提出を予定している議案は全部で１８件。

内訳は、条例案９件、一般議案７件、補正予算案２件。 

 

【小牧市企業新展開支援プログラム】【小牧市企業新展開支援プログラム】【小牧市企業新展開支援プログラム】【小牧市企業新展開支援プログラム】    

 策定の背景であるが、小牧市は、これまで広域交通体系に優れた

立地を生かし、尾張北部地域の中でも生産機能と物流機能をあわせ

持つ県下有数の産業都市として成長してきた。近年では、特に製造

業における廃業率が開業率を大きく上回っており、小規模な事業所

を中心に減少が続いる。さらに、東海北陸自動車道や東海環状自動

車道の開通により、本市の広域交通体系の優位性は低下しつつあり、

企業誘致に係る都市間競争は一層厳しさを増している。 

   このような状況を踏まえ、本市では平成２４年３月より７回にわた

り、産業立地戦略会議を開催し、本市の強みや特性を生かした産業

の集積、形成等を図るに当たり、有効な産業支援、創業支援及び企

業誘致のあり方についてさまざまな議論を交わし、戦略的な産業振

興施策の立案及び推進をするための検討を行ってきた。この会議を

経て、本市の産業振興の方向性を示すべく策定したのが小牧市企業

新展開支援プログラムである。 

   このプログラムは、第６次小牧市総合計画新基本計画の推進を担う

アクションプランとしての性格を有し、本市の製造業を中心とした

企業の活性化による産業振興の基本的な方向性及び具体的な支援策
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を明らかにした行政上の指針でもある。このため、計画期間は新基

本計画と同じ平成２６年から平成３０年までとしている。 

   策定目的であるが、本市の地域ブランドコンセプトでもある「夢・

チャレンジ 始まりの地 小牧」にあるとおり、これからの企業の

新事業展開を力強く支援し、本市の産業振興を図り、強い産業・経

済基盤の構築を推進することを目的に策定することとしている。 

   続いて、プログラムの特徴であるが、市内企業の創業支援、企業誘

致と産業集積の推進、企業新産業展開の支援など産業の育成・振興

に向けた取り組みを一体的、戦略的に進めるため、補助メニューと

４６の施策を掲載し、そのうち平成２６年度から２８年度の３カ年

において新たに２２の施策の創設と４つの拡充を行うなど、さまざ

まな施策を展開していく。主には、市内成長産業を初め、企業の新

たな事業展開を一体的に支援していくことから、企業の取り組み段

階に応じた支援制度を導入していく。 

   また、本年４月に小牧市において新たな企業誘致や新産業の創出に

取り組む部署を設置したほか、市内企業に対する個別支援事業に加

え、新産業の育成や新たな事業展開を促進するための（仮称）小牧

市中小企業サポートセンターの設置に向け、小牧商工会議所と調整

を進めるなどワンストップ相談窓口の充実をしていく。 

   次に、取り組みとしては、助成制度の充実、工業用地の創出、規制

の緩和の３つを柱に施策展開することとし、助成制度では、基本制

度に加え１６の新規制度と１制度拡充を行う。 

   さらに工業用地の創出では、市による工業用地等の開発整備に向け

た調整に取り組むとともに、民間活力による工業用地開発を支援す

るため、条例を制定し、新たな開発行為等の許可基準の導入などに

取り組む。 

   また、規制の緩和では、設備投資の促進と企業の流出防止のため、

新たに条例を制定し、工場誘致法による緑地面積率の緩和に取り組

む。 

   このように、充実した支援体制と県下トップクラスの助成制度で、

企業の新たな事業展開を支援する。 

   産業振興施策の体系としては、持続して発展を続ける小牧市の産

業・経済の確立を基本理念とし、経営安定化支援戦略、産業集積強
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化戦略、企業チャレンジ支援戦略の３つの戦略として掲げ、産業の

育成・振興に向けた取り組みを一体的に、戦略的に進める。 

   経営安定化戦略では、工業都市小牧を支える市内企業の操業環境の

改善、企業の人材確保とさまざまな働き手の就労の支援を、産業集

積強化戦略では航空宇宙産業の集積強化、また恵まれた広域交通イ

ンフラを生かした企業誘致・工業用地の確保、企業チャレンジ支援

戦略では、次世代成長産業を初めとする新たな取り組みへの企業チ

ャレンジをサポート、また未来の小牧を支える人づくりを施策の展

開方向とし、この展開方向に関するさまざまな施策を展開し、支援

を図る。 

 次に、主な取り組みである。さきに説明したとおり、主に助成制

度の充実、工業用地の創出、規制の緩和を柱に施策を展開していく。 

   新規拡充する事業の概算事業費であるが、工業用地の開発・整備な

ど具体的な事業が未定なものを除いて、関連費で約１億９，０００

万円を見込んでいる。また、プログラムに掲載した１５事業の平成

２６年度予算が２億７，４４２万円であることから、プログラムに

掲載した事業の単年度事業費はおおむね４億６，４００万円余りと

なる。 

 助成制度の充実では、新たに１６の助成制度を創設するほか、１

制度の拡充を図る。具体的には、平成２６年度では１５の助成制度

を創設し、そのうち６月の第２回定例会に９の制度の補正予算を計

上する。予算計上の額としては、約５，８００万円となっている。

その主な制度としては、航空宇宙、次世代産業、環境、新エネルギ

ー分野などの中小企業の次世代成長産業分野における新たな設備導

入費用の一部を補助する中小企業次世代成長産業設備等導入補助金、

また中小企業が周辺の生活環境を保全する効果があると見込まれる

騒音・振動・臭気を低減する設備の新規導入、または改修等を実施

する場合に経費の一部を補助する中小企業環境保全対策設備等導入

補助金、この補助金は愛知県内で初の制度となる。次に、航空機部

品製造認証取得支援補助金、また航空宇宙産業販路開拓支援補助金

では、航空機固有の認証の取得に要する経費の一部や航空宇宙産業

の展示会・見本市などへの出展に係る費用の一部を助成する。また、

企業立地インフラ整備支援補助金では、既に政府の運用している企
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業立地促進補助金、高度先端産業立地促進補助金、また市内企業再

投資促進補助金の対象となる事業を行う事業者が工場等を新設する、

また新設に伴い投資額の１００万円以上の道路・水路施設などの新

設・改修を行う場合に費用の一部を助成するものである。なお、こ

の補助金は、今年度において対象案件がないことから、第２回への

補正予算は計上していない。このほか、専門家派遣に対する補助金

や人材育成に関する補助金、製品などの依頼試験の利用に関する補

助金、会社設立・創業資金などに係る補助金などの創設を予定して

いる。 

   また、既存補助金の拡充として、企業立地促進補助金において航空

宇宙関連産業など次世代成長産業に係る工場等の新増設の場合の補

助率の上乗せや、準工業地域、工業地域の住工混在部に立地する企

業が市内の工業専用地域や工業団地等へ移転する場合に、補助率の

上乗せを行う。 

 また、平成２７年度においては、３月連携事業費補助金や企業間

連 携事業費補助金等の制度の創設を予定している。 

 次に、工業用地の創出、規制の緩和については、後ほど説明する。 

   最後になるが、推進体制の構築・強化である。さきに説明したとお

り、新産業の育成や新たな事業展開を促進するため、（仮称）小牧

市中小企業サポートセンターの設置に向け、小牧商工会議所と調整

を進めていく。このサポートセンターでは、市内各企業に対する個

別支援企業に加えて、企業間、異業種間の連携交流機能や各研究機

関との連携機能の強化・充実を図り、新産業の創出や新たな事業展

開の促進を目指していく。 

   続いて、工業用地の創出のうち、新たな開発行為等の許可基準につ

いて説明する。 

   条例の制定に係る件であるが、小牧市企業新展開支援プログラムの

策定にあわせて、企業立地のための重点施策として、民間による工

業用地開発の誘導を図るため、市街化調整区域における開発許可の

基準を定める条例を制定する。 

   条例の内容については、都市計画法の規定に基づき、市街化調整区

域における開発行為であって、市街化を促進するおそれがなく、か

つ市街化地域内において行うことが困難、または著しく不適当であ
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る開発行為の許可の基準を定める。 

   その開発行為の許可の基準については、本市の都市計画に関する基

本的な方針において、工業の用に供する土地として利用を図ること

とされている地域、いわゆる都市計画マスタープランでの産業候補

ゾーンの土地の所有者から申し出がされた区域内で行うこととして

いる。この申し出区域は、幅員９メートルの道路に接する１ヘクタ

ール以上５ヘクタール未満の区域としている。 

   地域産業集積形成法に基づく東部地域の指定集積業種のうち、物流

産業、物流関連産業を除く機械・金属・輸送機器・健康長寿・新エ

ネルギー関連産業の工場、または研究所を建築する目的であること。

開発区域の規模が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満であるこ

と。敷地の主たる出入り口が面する道路幅員は９メートル以上であ

ることなどの要件に該当する開発行為とする。 

   また、開発許可を受けた土地以外の土地における建築についても同

様に、許可の基準として区域や建物の用途を定めるもので、この条

例は平成２６年７月１日から施行していきたいと思う。 

   続いて、規制の緩和である。工場立地法に係る緑地面積率等の緩和

について、説明する。まず工場立地法の概要についてである。   

この法律は、工場用地が周辺地域の生活環境との調和を図りながら

適正に行われることを目的に、昭和４９年６月２８日に施行されて

いる。一定以上の敷地規模や建物の建築面積を伴う工場に対して、

環境施設の設置を義務づけている。環境施設というのは、一般的に

緑地がよく知られているが、緑地以外の環境施設として、例えば敷

地内に設けられる広場や噴水、最近では太陽光発電施設などが当た

り、設置をする割合についてそれぞれ規定値が設けられている。 

   これらの環境施設を規定値に従って設けた場合の例をお示ししてい

る。 

   なお、緑地については、敷地規模の都合等から植栽や芝生等で全て

設置できない場合につき、建物に設置されている屋上緑化、あるい

は壁面緑化を施工することで一部緩和を認めているが、その割合に

ついては、緑地全体の２５％以内とされている。 

   次に、規制を緩和する背景であるが、市街化の促進のため、相隣環

境の悪化や敷地不足による市内企業の流出防止を図るとともに、引
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き続き市内で企業が操業を継続できる環境づくりを進めることが重

要であると考えている。そのため、工場立地法により敷地面積に一

定割合の緑地等の整備が必要となる面積率の規制について、市の条

例により緩和をしようとするものである。 

   条例による規制緩和の内容であるが、市内の市街化区域内の準工業

地域、工業地域及び工業専用地域において、それぞれの規定値に対

して面積率の緩和を行う。なお、重複緑地の関係については、緩和

を行わない。 

   最後に、緑地面積の緩和を行うに当たり、あわせて市独自で工場緑

化等に関するガイドラインを定めて、企業に対して引き続き植栽を

基本とする質の高い工場緑化への協力を依頼するものである。 

 

【議【議【議【議案案案案説明説明説明説明要旨要旨要旨要旨】】】】    

《《《《災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手

当に関する条例の一部を改正する条例の制定について当に関する条例の一部を改正する条例の制定について当に関する条例の一部を改正する条例の制定について当に関する条例の一部を改正する条例の制定について》》》》    

 大規模災害からの復興に関する法律の制定に伴い、題名を「災害

応急対策、災害復旧等のため派遣された職員に対する災害派遣手当

に関する条例」に改め、復興計画の作成等のため派遣された職員に

対し、災害派遣手当を支給するものとする。 

 この条例は、公布の日から施行しようとするものである。 

 

《《《《小牧市市税条例等の一部を改正する条例の制定について小牧市市税条例等の一部を改正する条例の制定について小牧市市税条例等の一部を改正する条例の制定について小牧市市税条例等の一部を改正する条例の制定について》》》》    

  １ 個人市民税について、 

 （１）として、肉用牛の売却による事業所得の所得割の課税の特例の適

用期限を、現行平成２７年度までであるところを、平成３０年度ま

で延長し、 

 （２）として、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得の課税の特例の適用期限を、現行平成２６年度までであ

るところを、平成２９年度まで延長する。 

  ２ 法人市民税について 

法人税割の税率を、現行１００分の１４.７から１００分の１２.１

に引き下げるが、資本金等の額が１億円以下かつ法人税額が年１,

３００万円以下の法人については、現行１００分の１２.３から１
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００分の９.７に引き下げる。 

  ３ 固定資産税について 

 （１）として、一定の期限までに取得された、水質汚濁防止のための汚

水又は廃液の処理施設等の固定資産税の特例措置について、その課

税標準をそれぞれに定める額とするものである。 

 （２）として、平成２９年３月３１日までに耐震改修が行われた要安全

確認計画記載建築物に対して、改修工事が完了した年の翌年度分か

ら２年度分の固定資産税に限り、税額を２分の１にするとともに、

この適用をうけようとする者は、耐震改修が完了した日から３月以

内に市に申告を要することとするものである。 

  ４ 軽自動車税について 

 （１）として、平成２７年度分から、原動機付自転車、二輪の軽自動車、

二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税率を、約１．５倍、最低

標準税率が２，０００円となるよう引き上げるものであり、 

（２）として、平成２８年度分から、平成２７年４月１日以後に初めて

車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車の税率を、四輪の自家

用乗用車は１．５倍、その他は約１．２５倍引き上げ、初めて車両

番号の指定を受けた月から１３年を経過した三輪以上の軽自動車の

税率については、新税率の概ね２０％の重課を導入するものである。 

    その他所要の規定の整備を行い、この条例は、公布の日から施行

し、ただし、２は、平成２６年１０月１日から、４の(１)は平成２

７年４月１日から、４の(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。 

 

《《《《小牧市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制小牧市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制小牧市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制小牧市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制

定について定について定について定について》》》》 

   階級ごとの勤務年数に応じた退職報償金の額を、一部を除き、５万

円引き上げる。 

 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 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す小 牧 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す小 牧 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す小 牧 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い てる 条 例 の 制 定 に つ い てる 条 例 の 制 定 に つ い てる 条 例 の 制 定 に つ い て 》》》》 

   平成２５年８月に起きた京都府福知山市の花火大会での火災を踏ま

えた消防法施行令の改正に伴い、液体燃料を使用する器具など火災
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の発生の恐れのある対象火気器具等を、祭礼、縁日、花火大会、展

示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合は、消

火器の準備をした上で使用することとし、祭礼、縁日、花火大会、

展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を

使用する露店等を開設しようとする者は、あらかじめ、消防長に届

け出なければならないこととした。 

 この条例は、平成２６年７月１日から施行しようとするものであ

る。 

 

《《《《小牧市基金条例の一部を改正する条例の制定について小牧市基金条例の一部を改正する条例の制定について小牧市基金条例の一部を改正する条例の制定について小牧市基金条例の一部を改正する条例の制定について》》》》    

   こどもの夢を育み、夢へのチャレンジを応援するための、こども

夢・チャレンジ基金を設置する。 

 この条例は、公布の日から施行しようとするものである。 

 

《《《《小牧市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の小牧市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の小牧市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の小牧市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について制定について制定について制定について》》》》    

   指定管理者の指定の手続について定め、小牧市立図書館の位置を現

行小牧市小牧五丁目８９番地から小牧市中央一丁目２３４番地とし、

図書館の管理を指定管理者に行わせるものとし、指定管理者が行う業

務について定め、その他所要の規定の整備を行う。 

   この条例は、公布の日から施行し、ただし、図書館の位置、指定管

理者、指定管理者の業務は、小牧市教育委員会規則で定める日から施

行しようとするものである。 

 

《小牧市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について《小牧市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について《小牧市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について《小牧市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について》》》》    

   母子及び寡婦福祉法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、所要の規定の整備

を行う。 

   この条例は、平成２６年１０月１日から施行しようとするものであ

る。 

 

《《《《小牧市緑地面積率等小牧市緑地面積率等小牧市緑地面積率等小牧市緑地面積率等を定める条例の制定についてを定める条例の制定についてを定める条例の制定についてを定める条例の制定について》》》》    

   準工業地域における特定工場の緑地面積率は１００分の１０以上と
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し、環境施設面積率は１００分の１５以上とするものとする。 

 工業地域及び工業専用地域における特定工場の緑地面積率は１０

０分の５以上とする。 

 環境施設面積率は１００分の１０以上とするものとする。 

 特定工場の敷地が隣接する地方公共団体にわたる場合の緑地面積

等は、市長が当該地方公共団体の長と協議して定めるものとする。 

 この条例の緑地面積率等の適用を受ける特定工場を設置しようと

する者及び設置している者は、当該特定工場の周辺地域の生活環境

の保全等に配慮した緑地の整備に努めるものとする。 

   この条例は、平成２６年７月１日から施行しようとするものである。 

 

《《《《小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例の制定について小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例の制定について小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例の制定について小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例の制定について》》》》    

   市街化調整区域における開発行為であって、開発区域の周辺にお

ける市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域

内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものの許

可の基準を定め、市街化調整区域における開発許可を受けた土地以

外の土地に係る建築物の新築等であって、建築物の周辺における市

街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当と認められるものの許可の基

準を定める。 

   この条例は、平成２６年７月１日から施行しようとするものである。 

 

《《《《旧本庁舎解体等工事請負契約の締結について旧本庁舎解体等工事請負契約の締結について旧本庁舎解体等工事請負契約の締結について旧本庁舎解体等工事請負契約の締結について》》》》    

   工事名  旧本庁舎解体等工事 

   工事場所 小牧市堀の内一丁目１番地  

   工事概要 旧本庁舎の解体及び処分、アスベストの除去、不用備品

の処分、舗装、樹木等の処分、歩道橋の解体及び処分、

跡地の覆土及びフェンスの設置 

 請負契約金額 ２億９９５万２千円 

請負契約者 名古屋市東区泉二丁目２７番１４号 

西松建設株式会社中部支店 支店長 伊藤裕之氏 

 契約方法 １者申込みによる制限付一般競争入札 

（総合評価落札方式） 
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《《《《消防指令センター施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結について消防指令センター施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結について消防指令センター施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結について消防指令センター施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結について》》》》    

   工事名  消防指令センター施設整備工事のうち建築工事 

工事場所 小牧市安田町１１８番地外 

工事概要 鉄骨造２階建て、延べ床面積１,５０５.０７平方メートル 

請負契約金額 ２億３，６８４万４千円 

   請負契約者  小牧市小牧一丁目２４番地 

          株式会社長瀬組小牧支店 支店長 栗木和美氏 

   契約方法 ６者申込みによる制限付一般競争入札 

（総合評価落札方式） 

    

《《《《みなみ保育園施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結についてみなみ保育園施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結についてみなみ保育園施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結についてみなみ保育園施設整備工事のうち建築工事請負契約の締結について》》》》    

   工事名  みなみ保育園施設整備工事のうち建築工事 

工事場所 小牧市大字北外山２６４５番地１６ 

工事概要 鉄骨造２階建て、延べ床面積１,５６０.３７平方メートル 

請負契約金額 ２億８，６１４万６千円 

   請負契約者 名古屋市中区松原三丁目２番８号 

         共立建設株式会社東海支店 取締役支店長 越川明氏 

 契約方法 ８者申込みによる制限付一般競争入札 

（総合評価落札方式） 

    

《《《《救助工作車の取得について救助工作車の取得について救助工作車の取得について救助工作車の取得について》》》》    

   名称    救助工作車 

取得財産  救助工作車Ⅱ型１台 

取得金額  ９,０１８万円 

契約相手方 一宮市千秋町小山字高砂３０番地 

         内外物産株式会社 代表取締役 永田豊氏 

 契約方法  ７者による指名競争入札 

    

《《《《高規格救急自動車の取得について高規格救急自動車の取得について高規格救急自動車の取得について高規格救急自動車の取得について》》》》    

   名称    高規格救急自動車 

取得財産  高規格救急自動車１台 

取得金額  ２,５２８万１,１０４円 

契約相手方 名古屋市熱田区桜田町２０番３４号 

         愛知日産自動車株式会社 代表取締役 上岡康夫氏 
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 契約方法  ６者による指名競争入札 

    

《《《《事故に係る損害賠償の額の決定について事故に係る損害賠償の額の決定について事故に係る損害賠償の額の決定について事故に係る損害賠償の額の決定について》》》》    

   損害賠償の額は、９,８００万円。 

 事故の概要であるが、甲は、平成１８年３月１９日、スキーで転

倒し、頚椎間を脱臼骨折したため、小牧市民病院の救急外来を受診

し、その後は、他院にて治療を受けていたが、平成１８年６月２６

日以後は、小牧市民病院整形外科で診療を継続していた。 

 甲の骨折は、強直性脊椎炎を基礎としたものであり、骨の癒合傾

向がなく改善の見込みがないことから、整形外科においては、今後、

骨折部の圧壊が進行して脊髄麻痺を起こす可能性があると判断し、

平成１８年９月２５日に後方脱臼整復固定、前方固定及び骨移植の

手術を行った。 

   この手術中において、甲の体位変換を行う際に頭部と体幹を一体と

して扱えなかったため頚髄に力が加わり、更に、黄色靭帯と硬膜の

強固な癒着があったため、頚髄をより大きく圧迫することとなり、

麻酔覚醒後、甲は、肘を弱く動かせたものの手を握ることができず、

下肢の動きは全く認められない状態となった。このため、直ちにＭ

ＲＩ及びＣＴを撮影した結果、頚髄の圧迫像が認められたため、圧

迫を解消するために椎弓切除術を行ったが症状の改善はなく、頚髄

損傷による四肢麻痺の状態となり、同症状が固定したものである。 

    

《小牧市立みなみ保育園の指定管理者の指定について》《小牧市立みなみ保育園の指定管理者の指定について》《小牧市立みなみ保育園の指定管理者の指定について》《小牧市立みなみ保育園の指定管理者の指定について》 

   公の施設の名称は、小牧市立みなみ保育園、指定管理者となる団体

の名称は、社会福祉法人大和社会福祉事業センター、指定の期間

は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までである。 

 

《《《《平成２平成２平成２平成２６６６６年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算年度小牧市一般会計補正予算（第１号）（第１号）（第１号）（第１号）》》》》    

   補正予算案の概要であるが、一般会計では、補正前の額に１億４０

５万８千円を追加し、５４２億６，３０５万８千円とするものであ

る。病院事業会計では、収益的収入で１億６１０万円を追加し、２

０２億１，６８６万円とし、収益的支出では、１億６０７万３千円

を追加し、２２３億４２６万８千円とするものである。 

   地域助け合い交付金地域助け合い交付金地域助け合い交付金地域助け合い交付金は、今年３月に設立した「陶小学校区地域協
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議会」に対し、夏まつりなどの地域づくり事業を新たに計上するこ

となどにより、交付金を増額するものである。 

   コミュニティ助成事業助成金コミュニティ助成事業助成金コミュニティ助成事業助成金コミュニティ助成事業助成金は、一般財団法人自治総合センター

からタウン本庄区が実施するコミュニティ活動に対し助成の決定が

あったため、補助金を計上するものである。歳入では、一般財団法

人自治総合センターコミュニティ助成事業助成金２５０万円の内の

１５０万円で賄われるものである。また、差し引かれた１００万円

については、歳出の概要欄に記載はないが、消防団の備品購入に対

し助成の決定があり、財源振替を行うものである。 

   環境事業基金積立金環境事業基金積立金環境事業基金積立金環境事業基金積立金は、レジ袋削減協議会参加事業者であるユニ

ー株式会社様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「ＮＧＫエコ

ポイント」制度による寄附があったので、それぞれ環境事業基金に

積み立てるものである。 

 障害者施設整備費補助金障害者施設整備費補助金障害者施設整備費補助金障害者施設整備費補助金は、社会福祉法人が野口地内で建設を予

定している多機能型施設の建設費に対して補助を行うものである。

歳入では、社会福祉基金繰入金であるが、補助金の財源として基金

を繰り入れる。 

 高齢者地域就業支援委託料高齢者地域就業支援委託料高齢者地域就業支援委託料高齢者地域就業支援委託料は、小牧市シルバー人材センターに委

託し、高齢者の就業機会の創出を図るものであり、歳入では、愛知

県の緊急雇用創出事業基金事業費補助金で全額賄われるものである。 

 介護施設スプリンクラー整備補助金介護施設スプリンクラー整備補助金介護施設スプリンクラー整備補助金介護施設スプリンクラー整備補助金は、消防法施行令の改正に伴

い、スプリンクラー設置が義務付けられることとなる既存の小規模

多機能型居宅介護施設３ヶ所に対し、補助を行うものである。歳入

では、国の地域介護・福祉空間整備事業費補助金で全額賄われるも

のである。 

 ため池耐震調査委託料ため池耐震調査委託料ため池耐震調査委託料ため池耐震調査委託料は、第１老人福祉センターの北西にある空

池の防災対策として耐震調査を行うものである。歳入では、小牧岩

倉衛生組合からの環境対策事業負担金で全額賄われるものである。 

 新産業創出事業新産業創出事業新産業創出事業新産業創出事業は、先に策定された「小牧市企業新展開支援プロ

グラム」に基づき、持続して発展を続ける小牧市の産業・経済の確

立を目指し、新たに８つの補助金を創設するものである。 

 中小企業環境保全対策設備等導入補助金中小企業環境保全対策設備等導入補助金中小企業環境保全対策設備等導入補助金中小企業環境保全対策設備等導入補助金は、同じく「小牧市企業
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新展開支援プログラム」に基づき、市内企業と周辺地域の環境改善

に向けて、騒音、振動、臭気の低減対策を支援するため、新たな補

助金を創設するものである。 

 学校安全保健事業学校安全保健事業学校安全保健事業学校安全保健事業は、愛知県からの指定を受け、小学校と中学校

で１校ずつ「生と性のカリキュラム」の公開授業などに要する経費

であり、歳入では、学校保健課題解決支援事業委託金で全額賄われ

るものである。 

 教育研究事業教育研究事業教育研究事業教育研究事業の講師謝礼講師謝礼講師謝礼講師謝礼も、愛知県からの指定を受け、小牧中学

校で道徳教育を効果的に推進するため、外部講師を招き、「命の授

業」を実施するものであり、歳入では、道徳教育の抜本的改善・充

実に係る支援事業委託金で全額賄われるものである。 

 第九演奏会開催準備委託料第九演奏会開催準備委託料第九演奏会開催準備委託料第九演奏会開催準備委託料は、平成２７年に市制６０周年を迎え、

その記念事業として、第九演奏会を開催するため、小牧市音楽連盟

に準備委託するものである。歳入では、自主文化事業等入場料で参

加者費用から一部賄われるものである。 

 図書館建設事業図書館建設事業図書館建設事業図書館建設事業は、新図書館の建設に向けて、設計段階からアド

バイザリー支援を行う連携民間事業者を選定するための選定委員会

委員謝礼や先進地視察に係る旅費などの経費である。 

 こまき応援寄附金関係こまき応援寄附金関係こまき応援寄附金関係こまき応援寄附金関係の基金積立金基金積立金基金積立金基金積立金は、５月７日現在１９３名か

らいただいた寄附金についてご寄附された方々の意向に添って、こ

のたび新たに設置をする「こども夢・チャレンジ基金」を始め各種

基金に積立てを行うものである。なお、この中には、４月２日に福

玉株式会社様からの寄附１，０００万円も含めている。 

 

債務負担行為の補正債務負担行為の補正債務負担行為の補正債務負担行為の補正であるが、マスコットキャラクター作製委託マスコットキャラクター作製委託マスコットキャラクター作製委託マスコットキャラクター作製委託

事業事業事業事業は、市制６０周年を機に、新たに市の魅力をＰＲするマスコッ

トキャラクターを作製する。次年度に委託期間がまたがるため、支

障なく業務を進めるため設定するものである。 

 みなみ保育園管理運営委託事業みなみ保育園管理運営委託事業みなみ保育園管理運営委託事業みなみ保育園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。 

  図書館基本設計アドバイザ図書館基本設計アドバイザ図書館基本設計アドバイザ図書館基本設計アドバイザリリリリー支援委託事業ー支援委託事業ー支援委託事業ー支援委託事業と、図書館基本設計図書館基本設計図書館基本設計図書館基本設計

託事業託事業託事業託事業は、次年度に委託期間がまたがるものについて、支障なく業
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務を進めるため設定するものである。 

 

《《《《平成２６年度小牧市病院事業会計補正予算（第平成２６年度小牧市病院事業会計補正予算（第平成２６年度小牧市病院事業会計補正予算（第平成２６年度小牧市病院事業会計補正予算（第1111号）号）号）号）》》》》    

   収益的収入の補正収益的収入の補正収益的収入の補正収益的収入の補正は、医療事故損害賠償金の支払いに伴う、損害

保険会社から保険金の増額である。 

   収益的支出の補正収益的支出の補正収益的支出の補正収益的支出の補正は、消費税及び地方消費税の減額と、医療事故

に伴う損害賠償金、弁護士報酬の支払いによる損害賠償金の増額で

ある。 


