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新年度予算記者会見（平成２８年２月１５日） 

 

 

 【市長あいさつ（要旨）】 

本日は平成28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、平成28年度から30年度までの３年

で、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28年度当初予算（案）を作成した。 

個人市民税は増収と見込んだものの、法人市民税は一部国税化及び法人

税率の引下げの影響により大幅な減収と見込んだことなどにより、市税収

入全体としては、当初予算比較でマイナスとなった。 

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、行政改革の取組みを強力に推進することで財

源を確保した。 

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」をプ

ラスした４つの柱による取組みについて説明する。 

まず「都市ヴィジョン実現事業」について。都市ヴィジョンにつきまし

ては、小牧市総合計画新基本計画の市政戦略編に掲げました３つの目指す

べきまちの姿であり、「こども夢・チャレンジ№１都市」「元気創造都

市」「支え合い共生都市」それぞれのヴィジョン実現のために、新年度ど

のような事業を実施していくか、という視点で整理している。 

まず、「こども夢・チャレンジ№１都市」に向けては、夢育み事業の拡

充実施、全小中学校の普通教室と一部の特別教室へのエアコン設置、スク

ールソーシャルワーカーを新たに配置し学校へ派遣、児童クラブの受け入

れを６年生までに拡大などを行っていく。 

次に、「元気創造都市」ということで、企業立地推進や新産業創出に向

けた取組みを継続していく。なお、こまきプレミアム商品券発行助成事業

については、発行回数を従来の年２回から１回に見直すことで、より多く
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の皆様に活用してもらえるように改善する。 

「支え合い共生都市」では、小牧市民病院建設について、平成31年度の

早い時期での新病棟での診療開始に向け、建設に着手するほか、防犯カメ

ラの設置補助拡充や悪質電話被害防止のための装置の貸与など、市民の安

全・安心を守る各種事業を拡充実施していく。 

「行政改革」では、東部学校給食センター業務を民間委託化するほか、

公共ファシリティマネジメント基本方針などの策定を進めていく。 

「まち･ひと･しごと創生につながる主な施策」では、人口減少克服や地

方創生に特化した新規事業として、健康いきいきポイント制度や婚活支援、

定住促進の取組みを行っていく。 

以上のように都市ヴィジョンの実現に向けた様々な施策を積極的に実行

することにより、市民生活の「安全・安心」に加え、「快適」を約束する

予算編成を行った。 

その結果、平成28年度当初予算額は、一般会計は532億3,800万円 で、

対前年度比0.9％増。特別会計と企業会計を合わせた全会計では、1,143億

4,561万円 で、対前年度比1.4％増となった。 

 

 

【説明要旨】 

■実施計画 

 第１章、計画の目的と性格について。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28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、28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、歳入である。市税は３カ年の総額をおよそ906億万円と見込んだ。

これは、各税目について、最近の景気や企業収益動向、法人市民税の一部

国税化など、税制改正に伴う影響を考慮し見込んだもので、昨年度策定し

ました実施計画での見込み額932億円に比べ約2.8％の減少となる。 



－３－ 

 地方譲与税と各種交付金は、過去の実績などを緩和するとともに、平成

29年度からは新たに法人事業税交付金を見込んでいる。 

 次に、歳出である。 

 人件費は、定員管理及び給与の適正化を加味して見込んだ。退職手当に

ついては所要見込み額を計上している。扶助費は、近年の動向及び事業計

画による増加要因などを勘案した所要見込み額を計上した。公債費は、平

成26年度末での確定分に今後の借入予定額に係る償還元金、利子を加算し

ている。物件費及びその他の経費は、施設の管理経費の増加などを考慮し

つつも経費削減に努め、必要最小限の費用を計上している。 

 今申し上げた計画期間中の歳入歳出を、計画期間中の一般財源という表

にしている。表の上段、一般財源総額（Ａ）が歳入で、表の下段、義務的

経費等所要一般財源（Ｂ）が歳出となっている。一般財源の総額1,155億

5,400万円から義務的経費等所要一般財源831億4,300万円を差し引いた約

324億1,100万円が、計画期間中に実施計画事業に充当可能な一般財源と見

込んでいる。 

 第６章、施策の体系である。新基本計画の施策の体系であるが、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主要事業である。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 108事業を掲載している。事業費

の合計は 451億 7,000万円余である。なお、そのうちの一般財源の 324億

1,090万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カ年の事業費と主な事業を説明する。 

 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2,200万円余となっている。 

 主な事業は、地域ブランド戦略推進事業である。地域ブランド戦略、ア

クションプランの策定やポスター作成など、ブランドコンセプトを広める

ためのＰＲを行うものである。 

 続いて、マスコットキャラクター「こまき山」サポーター活用事業であ

る。小牧市マスコットキャラクター「こまき山」の運営スタッフとして、

市民みずからが活動に参加していただくものである。 

 続いて、新基本計画分野別計画編である。 
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 まず、１の安全・環境である。この分野の事業費は17億100万円余とな

っている。主な事業は、防犯カメラ設置補助事業である。区が公道等の公

共空間を撮影対象とした防犯カメラを設置する際の設置費の一部を助成す

ることを加え、拡充するものである。続いて、空き家等実態調査等事業で

ある。空き家の実態調査を行い、空き家等対策計画を策定するものである。

続いて、悪質電話被害防止対策事業は、悪質電話被害の防止に役立つとさ

れる着信拒否装置をモニター期間中無料で貸与し、被害の未然防止を図る

ものである。続いて、源回収ステーション拡充事業である。第２資源回収

ステーションの開設日を拡大するとともに、平成29年度に西部に第３資源

回収ステーションを開設するものである。 

 ２の保健・福祉です。この分野の事業費は212億6,400万円余となってい

る。主な事業は、こまき健康いきいきポイント推進事業である。現在の健

康マイレージ事業で行っている健康づくりの取り組みに対し、ポイントを

付与し、獲得ポイントを市内限定商品券などと交換する独自制度を創設す

る。また、チャレンジ項目にウオーキングチャレンジを追加するとともに、

若い世代がウオーキングに取り組みやすいようスマホ用のウオーキングア

プリを開発する。続いて、（仮称）ありがとう地域ポイント事業である。

地域での支え合い・助け合い活動を行った場合、市内公共施設の利用や市

内限定商品券に交換できるポイントを付与する仕組みを検討、試行するも

のである。 

 ３の教育・子育てである。この分野の事業費は27億8,800万円余となっ

ている。主な事業は、スクールソーシャルワーカー派遣事業である。家庭

環境などの要因による児童・生徒の問題行動事案に対し、社会福祉士など

の専門的な知識を有する者を派遣するものである。続いて、婚活支援事業

である。結婚のきっかけとなる男女の出会いの場を提供する事業に支援を

行うものである。続いて、こども夢サポーター制度である。市とともにこ

どもの夢を応援していただける団体・企業に「こども夢サポーター」とし

て登録をしていただき、コマキッズドリームプロジェクトを支援する仕組

みを創設するものである。続いて、待機児童解消事業（地域型保育）であ

る。民間運営による小規模保育事業所の開設に係る整備費等の一部や、事

業所内保育の実施に係る整備費の一部を補助するものである。続いて、待

機児童解消事業（認定こども園）である。認定こども園に移行する私立幼

稚園に対して増改築に係る費用の一部を補助するとともに、第一幼稚園を
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認定こども園に移行するための工事を行うものである。 

 ４の文化・スポーツである。この分野の事業費は13億3,100万円余とな

っている。主な事業は、総合運動場スコアボード改修事業、文化振興推進

組織検討事業である。これは、市民の文化活動の促進や文化施設の効率的

な管理運営を行うことができる文化振興の推進体制について検討するもの

である。 

 ５の産業・交流である。この分野の事業費は22億6,200万円余となって

いる。主な事業は、（仮称）農業公園管理事業である。（仮称）農業公園

事業用地について、食と農の体験や地域農業の担い手の育成を行う施設と

して活用、検討を進めるものである。勤労センター施設整備事業は、勤労

センターの屋上に太陽光発電設備の設置などを行うものである。 

 ６の都市基盤である。この分野の事業費は142億1,000万円余となってい

る。主な事業は、地域公共交通網形成計画策定事業である。平成28、29年

度に、地域にとって望ましい公共交通網の姿を明らかにするマスタープラ

ンを策定するものである。続いて、こまき巡回バス運行事業である。28年

度にこまき巡回バスを市内19コースに拡充するものである。続いて、小牧

口駅バリアフリー化事業は、平成29年度に名鉄小牧線小牧口駅にエレベー

ターを設置するなどのバリアフリー化を行うものである。 

 続いて、三世代同居・近居住宅支援事業である。市内に３世代が同居・

近居するために行う新築・購入などの経費の一部を補助するものである。 

 ７の自治体経営である。この分野の事業費は15億8,900万円余となって

いる。主な事業は、総合窓口運営事業である。複数の手続を１カ所の窓口

で行う総合窓口の開設と証明書等発行窓口の拡充を行うものである。 

 続いて、中学生まちづくりミーティングである。中学生が主体的にまち

づくりを考えるきっかけとして、グループワークなどを行うものである。

続いて、こどもレポーター事業である。小学生が市政への感心をためるき

っかけとして、市内での取材や広報等の紙面編集を行うもの。続いて、定

住促進啓発事業である。本市の住みやすさ、充実した子育て環境、子育て

世代への支援や助成制度をまとめたパンフレットを作成し、近隣市町の居

住者や住宅購入予定者に配布するものである。続いて、まち・ひと・しご

と創生総合戦略推進事業である。平成27年度中に策定する小牧市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の効果検証を行うものである。 

 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。
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一覧表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。なお、この小牧まち・ひと・しごと創生総合戦略は、現在パ

ブリックコメントを実施している。そのため、本事業一覧は現時点での戦

略案に基づくものである。 

 基本目標ごとの３カ年の事業費を説明する。 

 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・創出である。

この目標の事業費は15億8,700万円余となっている。 

 若年世代の希望がかなう結婚・出産・子育て環境の整備である。この目

標の事業費は32億1,200万円余となっている。 

 都市の活力と暮らしの安心の創造である。この目標の事業費は 55億

5,700万円余となっている。 

 訪れたくなる、住みたくなる小牧の魅力発信である。この目標の事業費

は12億5,400万円余となっている。 

 以上、総合計画実施計画の説明とする。 

 

■当初予算の概要 

平成28年度予算の全会計の予算規模である。前年度より15億7,982万円、

1.4％増の1,143億4,561万円となった。一般会計予算について、予算規模

は532億3,800万円で、前年度より４億7,200万円、0.9％の増額となった。 

 歳入歳出の内容について説明する。平成28年度当初予算会計別総括表で

ある。まず、一般会計の当初予算額は対前年度比 0.9％増の総額 532億

3,800万円となった。 

 特別会計では、10会計の総額が335億8,939万円余で、対前年度比3.5％

の増とった。増額となった主な会計は、文津土地区画整理事業の物件移転

補償費が増額したことなどにより８億4,529万円余の増額、公共下水道事

業の雨水ポンプ場整備事業が増額したことなどにより２億3,058万円余の

増額、介護保険事業の地域密着型サービス給付費などの保険給付費が増額

したことなどにより７億5,892万円余の増額となった。 

 企業会計では、病院、水道の２会計の総額が275億1,821万円余で、対前

年度比0.1％の減となっている。これは主に水道事業の資本的支出で投資

有価証券が減額となったことなどによるものである。 



－７－ 

 全会計の合計では1,143億4,561万円余で、対前年度比1.4％の増となっ

ている。 

 平成28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２億4,200万円の増

収、税制改正による一部国税化及び法人税率の引き下げの影響等を勘案し

て、法人市民税は11億200万円の減収を見込んだことなどにより、対前年

度比で2.1％減の307億7,510万円余となった。また、投資的経費は対前年

度比8.2％減の63億3,208万円余となっているが、これは消防指令センター

整備事業の皆増、中学校施設営繕事業５億3,889万円余の減などによるも

のである。人件費は対前年度比0.3％の減となっている。これは、新陳代

謝等に伴う9,071万円余の減などによるものである。 

 平成28年度一般会計当初予算款別表である。 

 歳入については、１款の市税が対前年度比2.1％減で、構成比は1.7ポイ

ント減少して57.8％となった。５款の株式等譲渡所得割交付金については、

愛知県の株式等譲渡所得割収入金の譲渡等を踏まえ、対前年度比 323.3％

増で見込んだ。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、対前年度比2.5％減で見込んだ。16款の県支出

金について、介護施設等整備事業費補助金の皆増などで、対前年度比

16.3％増で見込んだ。17款の財産収入については、市有土地売り払い収入

の減で、対前年度比49.2％減で見込んだ。19款の繰入金については、財政

調整基金繰入金の増などで、対前年度比47.4％増で見込んだ。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皆減などで、対前年度

比20.8％減で見込んだ22款の市債は対前年度比28.7％減となっているが、

これは消防債を対前年度比87.3％、２億1,640万円の減と見込んだことな

どによるものである。 

 歳出である。３款民生費が対前年度比5.5％増となっている。これは、

臨時福祉給付金支給事業２億8,306万円余の増などによるものである。７

款商工費が対前年度比22.6％増となっている。これは、企業立地推進事業

２億 313万円余の増などによるものである。６款農林費は対前年度比

33.0％増となっている。これは、ため池整備事業１億2,147万円の増など

によるものである。９款消防費が対前年度比35.1％の減となっている。こ

れは、消防指令センター整備事業の皆減などによるものである。２款総務

費が対前年度比3.6％の減となっている。これは、久保一色本田区集会施
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設整備事業の皆減などによるものである。８款土木費が対前年度比1.5％

の減となっている。これは、田県神社前駅駅前整備事業で４億1,206万円

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37.2％、土木費が16.5％、教育費が15.2％

となり、民生費が平成16年度以降、13年連続で最大となっている。 

 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4.2％

の増となっている。扶助費、公債費がそれぞれ増額となりましたが、扶助

費については臨時福祉給付金が増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8.2％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9.1％、４億6,150万円余の増となっているが、小牧

岩倉衛生組合運営費負担金１億1,338万円の増、小牧巡回バス運行負担金

9,982万円余の増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50.5％、５億7,925万円余の減となっているが、これは病院事業会

計繰出金について、地方公営企業等会計基準の見直しに伴い、補助費等に

分類したことによるものである。 

 平成28年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の概要である。 

 平成26年４月１日より、消費税率が５％から８％に引き上げられたこと

に伴い、地方消費税率も１％から1.7％に引き上げられている。これに伴

い、本市の歳入である地方消費税交付金は増収になり、消費税率引き上げ

に伴う増収分については、地方税法の規定により社会保障施策経費に充て

ることとされているため、平成28年度予算における社会保障施策経費への

充当について掲載をしている。 

 平成28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、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、順番に説明する。 

 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。 

 夢育み事業である。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していく。そ

の中で、新たに実施する事業としては、こども夢サポーター制度で、子ど

もの夢を応援していただける団体・企業にサポーター登録して、コマキッ

ズドリームプロジェクトを支援する仕組みを創設する。小学生のこどもレ

ポーターが広報こまきの取材、編集を体験するこどもレポーター事業や中
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学生を対象としたまちづくりミーティングを実施していく。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）につきましては、期間を１日から２日間とし、参加チー

ムをふやして開催する予定である。 

 戦略２．次世代成長産業を含むバランスのよ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、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

支援を推進している。引き続き、市内企業の再投資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。 

 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。 

 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。 

 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、発行回数を年２

回から１回に見直し、より多くの方が利用できるよう引き続き実施する。 

 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４月、本

市で２地区目となる篠岡小学校区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。 

 防犯カメラ設置補助事業である。安全で安心して暮らせるまちを目指し、

防犯カメラに対する補助を行っているが、平成28年度からは、新たに区が

公共空間である道路等を撮影するために防犯カメラを設置する場合にも補

助を行っていく。 

 悪質電話被害防止対策事業である。年々増加している電話による悪質商

法や詐欺被害への対応として、希望する市民に対して、悪質電話の着信を
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拒否する装置を一定期間無料で貸し出していく。 

 次に、第２章、保健・福祉についてである。 

 こまき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、今年度開始しました健康マイレージ事業のチャ

レンジ項目に新たにウオーキングチャレンジを加え、健康づくりへの取り

組みに対してポイントを付与し、獲得ポイントをこまきプレミアム商品券

に交換できるこまき健康いきいきポイント制度を創設していく。また、ウ

オーキングチャレンジの開始に当たり、楽しく健康づくりに取り組むこと

のできる小牧市独自のスマートフォンアプリを開発する予定である。 

 第１老人福祉センター改築事業である。老朽化が進んでいる第１老人福

祉センターについて、施設の改築のための実施設計を行う。 

 次に、第３章、教育・子育てについてである。 

 小・中学校施設営繕事業である。小・中学校の普通教室と一部の特別教

室へのエアコン設置については、昨年全ての中学校に設置したので、平成

28年度は全ての小学校に設置していく。また、非構造部材の耐震改修、防

犯カメラの設置、トイレの改修を順次実施し、安全で快適な学習環境の整

備を進めていく。 

 スクールソーシャルワーカー派遣事業である。学校外に要因がある児

童・生徒の問題行動事案の早期解決を図るため、新たにスクールソーシャ

ルワーカーを１名配置し、学校からの要請を受け、教育委員会の判断によ

り派遣する。 

 児童クラブ運営事業である。放課後児童クラブについては、今年度から

対象を５年生まで拡大したが、28年度からは６年生まで拡大し、働く世代

へのさらなる支援を行っていく。 

 待機児童解消事業である。近年増加している０歳から２歳までの低年齢

児の保育需要に対応するため、待機児童解消実行プランに基づき、民間の

小規模保育事業所を公募、選定し、施設改修費等の補助を行っていく。 

 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、織田信長が築いた石垣の状況を明らかにするために、主郭地区の発

掘調査や市役所旧本庁舎跡地の整備工事などを引き続き行っていく。 

 （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わかりやすく伝えることが
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できる施設として、（仮称）史跡センターを建設するための建物や展示の

実施設計を行っていく。 

 次に、第５章、産業・交流についてである。 

 主な計画事業の１．地域ブランド戦略推進事業と２．マスコットキャラ

クター「こまき山」サポーター活用事業である。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・浸透させるためのＰＲポスター作成について、市内高等学校写真部

と連携して行っていく。また、ピーチバスや公用車へのブランドロゴマー

クラッピングや映画館でのＣＭ上映を行うなど、さまざまな媒体を活用し

たＰＲを進めていく。マスコットキャラクター「こまき山」サポーター活

用事業である。市制60周年を機に誕生した本市のマスコットキャラクター

「こまき山」について、ブランドメッセンジャーとしての認知度を向上さ

せるため、市民の皆様などにこまき山のサポーターになってもらい、運営

を支援していただくことでイベント参加やメディア出演を増やしていく。 

 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、小牧市企業新展開支援プログラムに基づ

いた補助や、次世代成長産業への参入を希望する中小企業などを対象とし

たセミナー等を開催していく。 

 次に６章、都市基盤についてである。 

 小牧巡回バス運行事業である。昨年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、ルートに再編し運行しているが、本年４月からは北部、東部地区

についても同様の見直しを行い、市内全域において、より利便性の高い運

行を実現していく。 

 小牧市スポーツ公園改修事業である。スポーツ公園内のサッカーグラウ

ンド、平成18年４月のオープンから10年が経過しようとしており、人工芝

の摩耗が目立つようになったので、張りかえを行う。 

 ３世代同居・転居住宅支援事業である。若年層の定住人口の増加、子育

て世帯の不安や負担を軽減するなどによって、活気のある住みよいまちづ

くりにつなげるため、子育て世代が親の住む小牧市内に新たに３世代の同

居、もしくは転居するために住宅を新築購入、リフォーム等を行う経費に

対する補助制度を創設する。 

 定住促進啓発事業である。子育て世代をターゲットに、子育てしやすい
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まち小牧をアピールし、定住促進につなげるため、本市の住みやすさ、充

実した子育て環境などをまとめたパンフレットを作成し、ＰＲを行う。 

 公共ファシリティー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、公共ファシリティー

マネジメント基本方針を策定し、その方針に基づき施設最適化を図る公共

施設適正配置計画と公共施設長寿命化計画を策定する。 

 病院事業であるが、新病院建設については、28年度に建設工事に着手し、

平成31年度の早い時期での診療開始を目指している。 

 以上で、平成28年度当初予算の概要の説明とする。 


