
1 

 

新年度予算記者会見（平成２６年２月１３日）新年度予算記者会見（平成２６年２月１３日）新年度予算記者会見（平成２６年２月１３日）新年度予算記者会見（平成２６年２月１３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、来年度当初予算の発表だが、第６次小牧市総合計画の見直しを行

ったところであり、あわせて説明したい。 

  第６次小牧市総合計画は、平成２１年からの１０カ年計画であるが、計

画期間半ばの５年が経過した。そのため、これまでの施策の状況、市の状況

の変化等を踏まえ、新たに後半５年間の新基本計画を策定した。これは、右

肩上がりを前提としないこれからの社会状況に対応しつつ、これからの小牧

の課題に対応する計画である。また、総合計画とは別に策定していた行政改

革大綱についても、この総合計画の中に取り入れ、一体として策定し、新基

本計画とした。 

 

○  新基本計画は市政戦略編を新たに設けるなど、これからの行政の計画策定

のあり方に対して、挑戦的な試みをしている。なお、この新基本計画をもと

に、これから市のさまざまな事業を推進していくわけだが、予算に落とし込

むまでに、いわゆる３カ年のローリングプランを策定しており、これを実施

計画としている。 

これまでは、就任時より、第６次小牧市総合計画とマニフェストの進捗を

同時に達成していく観点から、主要事業実行計画として３カ年のローリング

プランを策定してきたが、今回、新基本計画として整合を図り、今後はこの

新基本計画に基づく実施計画として３カ年のローリングプランを策定する

こととし、取りまとめた。 

   このようにして、この実施計画に基づいた平成２６年度の新年度予算を

策定した。 

 

○  なお、平成２６年度当初予算の一般会計総額は、５４１億５，９００万円

となり、対前年度比で６．６％の増加である。この中には６消防本部合同で

実施する、消防指令センターの整備事業が１３億円余りの増、クリーンセン

ターの施設整備事業が３億３，０００万円余りの増などの特殊要因がある。 

   特別会計と企業会計を合わせた全会計では１，１５２億９，０２７万円

となり、これは対前年度比で４．５％の増加である。 
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【説明要旨】【説明要旨】【説明要旨】【説明要旨】  

『当初予算の概要』『当初予算の概要』『当初予算の概要』『当初予算の概要』    

≪当初予算額≫≪当初予算額≫≪当初予算額≫≪当初予算額≫    

○  一般会計当初予算額は、対前年度比６．６％増の、総額５４１億５，９０

０万円となった。 

   特別会計では、１０会計の総額が２９９億９，６３９万円余で、対前年

度比１．８％の増となっている。増額となった主な会計は、国民健康保険

事業で２億９，８５２万円余、介護保険事業で４億１，２５５万円余であ

り、それぞれ保険給付費が増額したことなどによるものである。また、後

期高齢者医療の広域連合納付金が増額したことにより１億９，０４８万円

余の増額である。 

   企業会計では、病院、水道の２会計の総額が３１１億３，４８８万円で、

対前年度比３．４％の増となっている。これは、地方公営企業会計基準の

見直しにより地方公営企業法等が改正され、退職給与引当金をはじめ各種

引当金が義務化されたことなどによるものである。 

   全会計の合計は１，１５２億９，０２７万円余で、対前年度比４．５％

の増となっている。 

  

≪歳入≫≪歳入≫≪歳入≫≪歳入≫    

○  市税は個人所得の動向などを勘案し、個人市民税で１億５，３００万円の

増収、経済情勢及び企業の収益動向等を勘案し、法人市民税で１９億８００

万円の増収、これは過去最高の増額である。また、家屋の新増築の伸びなど

を勘案し、固定資産税では３億４，１２０万円の増収をそれぞれ見込んだこ

となどにより、市税全体では対前年度比７．０％増の３１４億１，１００万

円となった。 

投資的経費は、対前年度比２５．５％増の８１億３，３２４万円余。消防

指令センター整備事業が１３億１，２６４万円余の増額、クリーンセンタ

ー施設整備事業が３億３，４１７万円余の増額などである。 

   人件費は、対前年度比２．１％の減である。これは、退職手当が１億６

９３万円余の減額となったことなどによるものである。 

 

≪歳入の構造≫≪歳入の構造≫≪歳入の構造≫≪歳入の構造≫    

○  まず市税、使用料・手数料、繰入金などの自主財源構成比が２．４ポイ
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ントの減少、地方譲与税、国庫支出金、市債などの依存財源構成比が２．４ ポ

イントの増加である。自主財源では市税が大幅な増収となったが、繰入金

を減額したことなどによるものである。また、依存財源では国庫、市債を

それぞれ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０．６ポイントの減少であるが逆に、市債などの特定財源の構

成比は逆に０．６ポイントの増加である。 

  

≪平成２６年度一般会計補正予算款別表≫≪平成２６年度一般会計補正予算款別表≫≪平成２６年度一般会計補正予算款別表≫≪平成２６年度一般会計補正予算款別表≫    

○  歳入は、１款の市税が対前年度比７．０％増、構成比は０．２ポイント増

加した。 

 ６款の地方消費税交付金については、平成２６年４月からの消費税率引き上

げを踏まえ、対前年度比２７．３％増で見込んだ。 

  １５款の国庫支出金については、臨時福祉給付金給付事業費補助金の増な

どで、対前年度比１５．８％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減で、対前年度比５８．

５％減で見込んだ。 

  １９款の繰入金については、都市基盤整備基金繰入金の減などで、対前年

度比２８．５％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増で、対

前年度比４３．０％増で見込んだ。 

  ２２款の市債は、対前年度比４４．４％増である。これは消防債を対前年

度比６２９．８％増（３億２３０万円の増）、教育債を同じく６１．４％増（２

億１，３００万円増）と見込んだことなどによるものである。 

 

○ 歳出は、増額の大きい科目から順に、９款消防費では、対前年度比８５．

３％増であり、消防指令センター整備事業の増額によるものなどである。 

  ３款民生費では、対前年度比６．４％増であり、臨時福祉給付金支給事業

３億１，３８６万円余、子育て世帯臨時特例給付金支給事業２億４，３４６

万円余及び子育て支援減税手当支給事業２億４，８３３万円余がそれぞれ皆

増となったことなどによるものである。 

  ４款衛生費では、対前年度比１０．５％増である。これは、クリーンセン

ター施設整備事業で３億３，４１７万円余増となったことなどによるもので

ある。 

  １０款教育費では、対前年度比５．９％増である。これは、味岡中学校改

築事業で２億８，４７３万円余増となったことなどによるものである。 

  ２款総務費は、対前年度比４．８％増である。これは、旧本庁舎解体など
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に係る庁舎施設整備事業で３億３０９万円余増となったことなどによるもの

である。 

  次に、減額の大きい科目については、１２款公債費が対前年度比１２．６％

の減となっている。これは、市債償還元金が２億５，９８７万円余減となっ

たことなどによるものである。 

  構成比については、民生費が３５．１％、土木費が１５．７％、教育費が

１４．６％となり、民生費が平成１６年度以降、１１年連続で最大となった。 

 ≪歳出の≪歳出の≪歳出の≪歳出の性質別分類表≫性質別分類表≫性質別分類表≫性質別分類表≫    

○  義務的経費は、対前年度比３．５％の増である。人件費や公債費がそれぞ

れ減額となったが、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金及び子育て

支援減税手当が皆増となったことなどにより、扶助費が大幅な増額となった

ことなどによるものである。 

   投資的経費は、対前年度比２５．５％の増である。 

   その他の経費のうち、物件費は対前年度比７．３％、７億６，５４９万

円余の増となっており、これは総合行政システム構築事業委託料で２億３，

３０３万円余の増となったことなどによるものである。 

   投資及び出資金、貸付金は、対前年度比２２．０％、１億８，５１８万

円余の増となっており、これは病院事業会計繰出金２億４，０１３万円余増

によるものである。 

  

≪平成２６年度の主要事業の概要≫≪平成２６年度の主要事業の概要≫≪平成２６年度の主要事業の概要≫≪平成２６年度の主要事業の概要≫    

○  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 

夢育み事業について 

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まちを目指し、

昨年の小牧山城築城４５０年記念事業で実施しましたこども遊びウィーク

や、小牧戦国少女隊による演舞を継承して実施する。また、日本サッカー協

会と連携し、さまざまな競技種目のトップアスリートが「夢先生」として市

内小学校で「夢の教室」を開催するほか、本市に本拠があるＡＣミランサッ

カースクールをはじめ、全国のジュニアサッカースクールに所属する子供た

ち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－１２小牧市

長杯」をそれぞれ開催する。 

  

○  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 

  企業立地推進事業について 

  「元気創造都市」の実現に向け、経済、雇用、財政の基盤が確立された活
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力あるまちを目指すため、企業立地促進補助制度を引き続き実施し、積極的

な企業誘致を図るとともに、市内企業の流出を防止するため、県と連携し、

企業の再投資に係る経費を支援する。 

 

○  戦略３．在宅医療・介護、見守り体制の構築 

  在宅医療推進事業について 

 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、在宅医

療に関する市民向けの講演会の開催、エンディングノートの作成・配布など

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 

こまきプレミアム商品券発行助成事業について 

   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、補助を行う。 

   地域協議会創設事業について 

地域のきずな力を高め、助け合い、支え合い活動を推進するための組織

である地域協議会は、機運が高まった地域から順次設立していく予定だが、

その準備経費や活動経費に対して支援を行う。 

  

≪分野別計画編≫≪分野別計画編≫≪分野別計画編≫≪分野別計画編≫    

○  第１章、安全環境について 

   防災アセスメント調査実施事業について 

最新の被害想定を踏まえた総合的な災害対策を推進するため、平成９年

に作成した防災アセスメント調査について、改定を行う。 

   消防指令センター整備事業について 

本市をはじめ近隣６つの消防本部が共同で消防通信指令業務を行うため、

消防指令センターを建設するとともに、デジタル消防救急無線設備と高機

能消防指令設備を平成２７年度までの２カ年で整備を進める。 

   自主防災会活動支援補助事業について 

自主防災体制の整備強化を図るため、自主防災会支援交付金を創設し、

地区防災訓練等を実施した場合に必要経費の一部を支援する。 

   愛知県消防操法大会開催事業について 

本年８月に、愛知県内の消防団が一堂に会し消防技術を競う、消防操法

大会が本市の総合運動場で開催される。多くの方に消防団の姿を見ていた

だき、消防団の活性化が図られるよう、来場者へのおもてなしも行う。 
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   資源回収ステーション施設整備事業について 

小牧原新田にある施設に加え、新たにリサイクルプラザ内に第２資源回

収ステーションを開設し、再資源化によるごみの減量を進める。 

  

○  第２章、保健・福祉について 

   小牧市独自の人間ドック事業について 

保険者が実施している特定健診に各種がん検診を組み合わせた、小牧市

独自の人間ドック制度を創設する。 

   成人保健健康診査事業について 

各種がん検診の受診について、対象を４０歳以上から３０歳以上に拡充

することで、若い世代の検診受診率の向上を進める。 

   予防接種費用助成事業について 

肺炎球菌の予防接種に対する高齢者への補助について、対象を７５歳以

上から７０歳以上に拡充するとともに、検査の結果、抗体が十分でない妊

婦等への風疹の予防接種費用を引き続き全額公費負担で実施する。 

   健康いきいきポイント制度調査研究事業について 

健康づくりの関心を高め、習慣化するために、健康に関する取り組みに

対してポイントを付与する健康ポイント制度の導入に向け、現状把握や調

査・分析を行う。 

   精神障害者医療扶助事業について 

平成２６年１０月診療分から、精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者

の医療費について、入院だけでなく、通院においても、全疾患の医療保険

自己負担額を全額助成し、負担の軽減を図る。 

 

○  第３章、教育・子育てについて 

  病児保育事業について 

利用が増加している病児保育について、新たに市内の１医療機関と委託契

約を行い、２カ所に増加し、子育て世帯の仕事との両立を支援する。 

  児童クラブ運営事業について 

現在は小学３年生までの受け入れとしているが、平成２６年度から４年生

まで拡大し、働く世帯へのさらなる支援を進めていく。 

  子ども・子育て支援事業計画推進事業について 

  地域全体で子ども・子育てを支援する体制を強化していくため、子ども・

子育て会議を開催し、計画を策定する。 

  

○  第４章、文化・スポーツについて 
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  史跡小牧山整備事業について 

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

郭地区の整備基本計画及び石垣の発掘調査を進める。また、市役所旧本庁舎

跡地にガイダンス施設を整備するための実施設計や、現在の堀の内体育施設

の場所に（仮称）史跡センターを整備するための基本構想を進める。 

 

○ 第５章、産業・交流について 

  地域ブランド推進事業について 

先月、決定した本市の地域ブランドコンセプトによるブランドイメージ

の普及・浸透を図るため、地域ブランド戦略アクションプランの策定を進

める。 

また、地域ブランド連携推進協議会に加盟している２０の市町が集まり、

魅力や情報発信を行う地域ブランドサミットを９月に開催する。 

   観光基本計画策定業務委託事業について 

本市の目指すべき観光の方向性の明確化を図り、観光による地域づくり

に向けた基本計画を、平成２７年度までの２カ年で策定する。 

   こまき信長お月見まつり開催事業について 

昨年実施した小牧山城築城４５０年記念事業の取り組みを継承する形で、

これまで開催してきた小牧山お月見まつりを、こまき信長お月見まつりと

して、小牧山の歴史的価値を生かしたイベントを開催する。 

 

○ 第６章、都市基盤について 

  デマンド交通の導入及び巡回バスの見直し事業について 

昨年８月から始めたデマンド交通の実証実験運行を本年７月まで実施し、

本格運行に向けた調査・検討を進める。あわせて、こまき巡回バスについ

ても、運行ルート及びダイヤの再編を検討する。 

 バス運行対策費補助事業について 

新たに、名鉄間内駅から北里地区を経由して名鉄岩倉駅までを結ぶバス

運行路線が開設されるため、その運行経費の一部を補助する。同じく運行

経費の補助を行っているピーチバスについても、小牧市民病院、市役所前

までの直行コースを増便し、利便性を向上させる。 

   味岡駅バリアフリー化事業について 

名鉄味岡駅の構内にエレベーターや障害者対応型トイレなどを設置し、

公共交通利用者の利便性を促進する 

   民間木造住宅耐震改修促進事業について 

これまで、民間木造住宅の耐震改修については無料診断や改修補助を実
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施してきたが、このたび、新たに耐震シェルターや防災ベッド設置に対し

ても費用の補助を行う。 

 

○  第７章、自治体経営について 

   公共施設開業日拡大事業について 

市民の利用ニーズが高い児童館、市民四季の森、図書館について、施設

メンテナンスや年末年始の一部を除き、原則として全日開館となるよう、

営業日を拡大する。 

   自治基本条例制定事業について 

本年１月から自治基本条例起草会議における議論を始め、平成２７年中

の施行を目指し、条例の草案を取りまとめるとともに、地域づくりフォー

ラムを開催し、市民の意識の醸成を図る。 

   市政戦略本部運営事業について 

   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うが、

平成２６年度は自治体経営に関するＰＤＣＡサイクルの確立を目指したシ

ステム構築の議論を進める。 

   公共ファシリティマネジメント推進事業について 

公共施設の長寿命化、適正配置の取り組みを進めるため、公共施設白書

作成に加え、市内１３０施設の劣化診断を実施する。 

   こまき応援寄附金推進事業について 

昨年１１月、新たにスタートした本事業は、全国各地から多数の寄附申

し込みをいただいている。平成２６年度はお礼の品物もラインナップを充

実させるなど、さらなる市の収入確保、知名度向上、地域活性化につなげ

る。 

 

 ≪３月補正の概要≫≪３月補正の概要≫≪３月補正の概要≫≪３月補正の概要≫    

 〇 当初予算とは別に３月補正で、国の経済対策による前倒しの補正を行う。

これは当初予算には含んでいないが、実質的に平成２６年度に実施する事業

である。 

（仮称）みなみ保育園施設建設事業は、待機児童解消のため、小牧南部地

区に保育園を新設するものである。平成２７年４月に開園予定である。 

  次に、小・中学校非構造部材耐震改修事業は災害時の安全確保のため、小・

中学校の天井材や照明器具等の非構造部材の耐震改修工事を進めるものであ

る。市内全ての学校の工事を２８年度までに完了させる予定である。２６年

度は、そのうち８校、当初は２６年度以降で予定をしていたが、国の経済対

策で、３月補正で前倒しで行うものである。 
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『新基本計画と実施計画』『新基本計画と実施計画』『新基本計画と実施計画』『新基本計画と実施計画』    

 

≪新基本計画の特色と構成≫≪新基本計画の特色と構成≫≪新基本計画の特色と構成≫≪新基本計画の特色と構成≫    

○ 小牧市では、平成２１年度から３０年度までを目標年次とする第６次小牧

市総合計画に基づき、計画的なまちづくりを推進している。 

  このうち、基本計画部分については、策定からおおむね５年で見直しをす

ることとしており、平成２６年度からスタートする新基本計画を策定した。 

  そこで、この新基本計画であるが、市の将来人口が減少傾向に転じるとの

予測のもと、これまでの右肩上がりの時代を前提とした計画ではなく、従来

にも増して経営資源の有効活用が図れる計画とするために、分野別計画編と

は別に市政の軸となる考え方や戦略を示し、それを実現するために、優先的

に経営資源を投入していく重点事業を明確化した市政戦略編により構成をさ

れており、この基本計画の一つの特色である。 

  そのため、指標の目標値についても、市政戦略編と分野別計画編では別の

考え方で整理をした。 

  市政戦略編の指標には、目標値を数値で設定をしている。この目標値は、

計画期間中に達成させるべき必達目標としての数値で、達成できなければ説

明責任が伴う指標となっている。 

  分野別計画編では、指標の目標値のかわりに矢印で目指す方向性を設定し

ている。これは、財源や職員など経営資源が減少する中で、全ての指標の目

標値を必達目標とすることは、これからの時代において困難であることから、

現状値に対する方向性を示し、各年度の財源などを考慮しながら、施策、事

業を適切に選択し、経営資源を適正に配分するための指標としている。 

  さらに、従来は基本計画とは別に策定運用していた行政改革大綱を分野別

計画編の一部である自治体経営に位置づけ、より効果的、効率的な自治体経

営を、従来にも増して計画的に推進できるようにした。 

  

≪地域ブランドコンセプト≫≪地域ブランドコンセプト≫≪地域ブランドコンセプト≫≪地域ブランドコンセプト≫    

○ ここでは、計画策定に当たっての前提として、本市の地域ブランドコンセ

プトを記載している。 

  まちに対する市民の満足度は、市民の実益に直結する事柄のみではなく、

精神的、観念的な面にも大きく影響されると考えられる。そこで、調査の結

果、市民の小牧市に対する愛着・誇りを高めることが必要であることがわか

った。 
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  そこで、さまざまな側面から都市の魅力を高め、市民が小牧市への愛着や

誇りを強く感じられるようにするため、小牧市が目指していく都市のイメー

ジを「夢・チャレンジ始まりの地小牧」という地域ブランドコンセプトとし

て、この新基本計画の中で位置づけ、小牧山と子育てしやすいまちの２つの

資源を柱としつつ、市内のさまざまな地域資源を生かしたシティープロモー

ションを積極的に進めていくこととしている。 

 

≪施策の体系≫≪施策の体系≫≪施策の体系≫≪施策の体系≫    

○ 市政戦略編では、市政の中で何に機軸を置き、まちづくりを進めていくの

かを、「こども夢・チャレンジ№１都市」をはじめ３つの都市ビジョンとして

掲げている。これら３つのビジョンをどのような考え方、あるいは方策に基

づき実現していくのかを、子供の夢を育み、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をはじめとする４つの戦略と、戦略の具体的な実行

手段としての核となる重点事業を示している。 

 

○ 分野別計画編では、大きく７つの分野に３２の基本施策を体系づけて整理

をしているが、各施策の推進によって実現を目指す目的や、その達成に向け

た手段などを体系的に示したものである。今後、５年間の市政運営について

は、この３つの都市ビジョンと４つの戦略を機軸に計画を推進していくこと

としている。 

 

    ≪実施計画≫≪実施計画≫≪実施計画≫≪実施計画≫    

○ 平成２３年度より総合計画の推進とマニフェストの実現のため、主要事業

実行計画を策定していたが、新たな基本計画を策定し、それに基づく実施計

画を策定した。 

  この実施計画は、第６次小牧市総合計画新基本計画に示された施策等の実

現手段である主な事務事業を位置づけたものであり、より予算との連動性を

高めるため、先ほど説明した当初予算の概要とあわせて、取りまとめた。 

 

○ 第１章、計画の目的と性格である。先ほど申し上げたように、第６次小牧

市総合計画新基本計画の推進を図るために策定をしたものであり、平成２６

年度から２８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となっている。 

  

○  第２章の対象事業であるが、平成２６年度から３カ年に実施が見込まれる

事業のうち、市政戦略編に掲げられた３つのビジョンの実現に向けて重点的
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に取り組む新規事業、拡充事業などを対象としている。 

 

○  第５章の市政の動向のうち、２の計画期間中の財政の見通しであるが、計

画の前提となる３カ年の歳入歳出の見込みと、主要事業の実施に要する財源

について記載している。 

  まず歳入であるが、計画期間中の一般財源の総額を１，１６６億３，３０

０万円と見込んでいる。これは、市税の９２２億９，８００万円をはじめ、

地方消費税交付金の８２億円余などを見込んだものである。市税については、

昨年度の見込み額８８２億円と比較すると、約４．６％、４０億円の増加と

なっている。 

  次に歳出であるが、３カ年の義務的経費などを８１２億８，２００万円と

見込んだ。これは、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費等を、近年の動

向及び過去の推移などを参考に見込んだものである。 

  歳入総額１，１６６億３，３００万円から、歳出の義務的経費等の総額８

１２億８，２００万円を差し引いた５３億５，１００万円が、計画期間中に

実施する事業に充当する一般財源である。 

   


