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【市長】皆様、こんばんは。 

市民と市長のタウンミーティングにお集まりいただきまして、まことにあり

がとうございます。日ごろは市政運営につきまして、格別のご理解とご支援を

いただいておりまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

タウンミーティングにつきましては、マニフェストにもお約束いたしま

したとおり、これまで定期的にこのような意見交換の場をつくってきまし

た。場合によっては、中学生や高校生ともやってまいりました。 

いつもは私ひとりでしゃべるんですけど、今回は新基本計画と今年度の

予算や事業について、後ほど担当部長からもそれぞれお話をさせていただ

きます。最後までおつき合いをよろしくお願いいたします。 

さて、私が市長に就任してから丸3年以上経過をいたしまして、おかげ

さまで、私なりに前に進めてこれたということも思っております。 

時代が大きく転換をする中で必要な改革を進めていくということ、そし

て、そうした中でこれからの小牧づくりに向けて新たな挑戦をしていく必

要があること、活性化もしていこうじゃないかと、そういうことを掲げた

マニフェストに基づき、これまで市政運営を進めてまいりました。 

任期最後の年を迎え、人口減少と高齢化の問題、さらに地方分権の進展

といった市政に大きく関わる流れの中で、これからの小牧をどう進めていく

べきなのかについて、昨年の事業を振り返りながらお話をしたいと思います。 

何にしましても、昨年は小牧山城築城450年記念事業というのが一番大

きかったんですね。昨年12月まで、1年を通じて開催をしてまいりました。

その総括を昨年度の3月まで行いまして、報告書も出しております。予算

をかけ過ぎじゃないかというような声や、そんな予算があるなら福祉の充

実をしたらどうだという声もございます。もちろんそういったご意見もあ

るだろうと思いますし、福祉の充実は大事なことでありまして今もその課

題について取り組んでおります。 

一方で、福祉というのはもちろん大事ですけど、市政はそれだけではあ

りません。福祉を充実させるためには財源が必要ですし、その財源を得る

ためには産業をおこし雇用をつくり、そして地域を活性化していくという

ことも必要です。小牧は全国でも有数の財政力を誇る自治体であります。

しかし今日、小牧も人口減少に突入しようという局面に差しかかっており
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ますし、高齢化率も昨年の3月に20％を超え、今年の2月には21％を超えて

います。小牧も超高齢社会という時代に差しかかってまいりました。 

そういう中で、これまで先人が築いてきた財産を食い潰すのか、あるい

はこれからさらに小牧が一踏ん張りして、将来にわたって健全財政を維持

しながら、さらに魅力と活力のある都市として一層輝きを増していく、そ

んなまちをつくっていくことができるのか。まさに、そうした正念場だと

私は思っています。 

福祉にかかる予算は増えておりまして、高齢化だけでなく生活保護費も

実はどんどん伸びております。いわゆる経済的な事由での保護というのが

目立ってきており、いよいよ昨年度は保護費が20億円を突破いたしまして、

小牧の財政の中でどんどん増してきています。そんな中で、小牧山城築城

450年の記念事業なんていうのは、市民の皆さんが小牧に対する認識を大

きく変えるような可能性を秘めていると私は思っております。 

いろんな調査をしますと、「小牧は福祉サービスも充実しており、住みや

すいまちだ」という評価もあります。しかし一方で、住みたい、住み続けた

いという割合が近隣都市の中でも低い傾向となるアンケート結果もあります。 

そんな状況で、小牧に住んでよかった、住み続けたいと思っていただけ

るような、皆様のまちに対する愛着や誇りをどう高めていくのかというこ

とも非常に重要な観点であります。今回、この小牧山城築城450年を機に

広く内外にPRすることができたと思っております。こういった歴史的な郷

土の土台、あるいは文化的な土台、こういったものを築こうということで

進めてまいりました。これがこれからのまちづくりの大きな基礎になると

確信をしています。その土台の上で、地域ブランド戦略や、さまざまなま

ちづくりの推進を図っていこうとしているところです。 

一方で、新しい事業を進めるばかりではありません。私が特にこの3年

間で重点を置いておりましたのは行政改革です。これまでさまざまな行政

改革の取り組みをし、また道半ばではありますけれども、一定の成果を出

してきていると思っております。 

私がマニフェストでお約束をしましたのは当時の市民税の10％分、10億

円ぐらいの目標を持って進めてまいりました。この目標にはまだまだであ

りますけれども、非常に厳しい中でありますが努力をしてまいりました。

もちろん行政改革というのは単に経費節減だけではなく、さまざまな仕事

のやり方、仕組みを変えていくことも行政改革であります。お金のことだ
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けではありませんが、まずは経費の節減もやっていかなければなりません。 

まだ平成25年度の決算が閉じておりませんが、いま概略で経常的経費に

ついて4億7,000万円ぐらい削減額が積み上がってきております。 

経常的な経費、つまり毎年使うお金をどう減らしていくかという観点で積

み上げたのがこのお金でありまして、それ以外を入れたらもっとあるんです

が、経常経費だけでも4億7,000万ぐらいまで来ております。これは歳出削減

と歳入増を合わせまして、行政改革効果額ということで算定をしております。 

例えば、昨年こまき応援寄附金制度というものをつくりました。これは、

1万円以上寄附をいただいた方に3,000円相当の記念品をお渡しするという

制度です。所得税や市県民税の控除がありまして、例えば1万円寄付する

と8,000円戻ってきます。納税状況にもよりますが、実質2,000円の自己負

担で3,000円相当の記念品がもらえるということで人気を集めています。 

北海道から沖縄県まで、東京、大阪、こういった大都市からも多くのご寄

附をいただきまして、これまでに2,000件、2,200万円を超えるご寄附をいた

だくことができました。そして、小牧の特産品をお送りしてPRもできました。

これは一石三鳥でありまして、市のPRができる、財政も寄附金という新しい

財源確保ができる、さらに地域の産品をつくっておられる企業さんに市が注

文を全国からとってきて発注するわけでありますから、産業の活性化にもつ

ながっていくという事業です。今年度も工夫をしながら進めていきます。 

そんなような歳入増加策を講じながら歳出の削減にも努めてまいりまし

た。こういった行政改革の効果につきましては、子育て支援、高齢化への

対応、公共交通の充実、さらには地域の活性化、さまざまこれからの時代

をつくっていく新たな施策に使っていきたいと思っております。 

プレミアム商品券の発行もそのうちの一つでございまして、一定の還元

をさせていただいていると思っております。 

また、都市計画税の見直しにつきましてもようやく実現することができ

ました。これにつきましては、市の財政状況を慎重に検討した中で景気動

向等を見据えて判断すると言ってまいりましたが、いま若干景気も上向い

てきておりますので、0.05％引き下げをいたしました。わずかな引き下げ

とはいえ市としては3億5,000万を超える収入減となりますが、これは十分

に対応できる状況になっていると思います。 

それから、公共施設にも多くの予算をつぎ込んでおります。今後、この

公共施設の維持管理、あるいは更新コストが膨らんでいく予想がされてお
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ります。いま公共施設白書というものの策定をしております。市内全ての

公共施設、建物について、その利用状況、管理の状況、コスト、また将来

のニーズ等々について調査をしております。ほとんどの建物は老朽化して

おりまして、一方で人口が減っていく。また、地域のバランスもございま

す。今後の行政改革に向けて、総量の抑制、あるいは最適配置等々につい

ても今後考えていく必要があります。まさにそういったものが、行政改革

の大きなテーマだと思っており、進めていきたいと思っています。 

一方、市議会のほうも議会改革について非常に熱心にお取り組みいただ

き、議会報告会の開催など、さまざまなことを進めていただいております。

議員定数の削減につきましても自主的なお取り組みの中で議論をいただき

まして、昨年の12月には一定の削減を実現していただきました。今後もさ

まざまな行政改革を一緒になって取り組んでいきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

また陶学区において第一号となる地域協議会を創設していただくことがで

きました。今後、さらに16小学校区へ波及していくことを期待しております。 

以上、さまざまな改革の取り組み、そして活性化への取り組みということ

を振り返りながらお話をいたしました。では今後はどうなんだということに

ついて、市長公室長と総務部長からご説明をいたします。平成21年度から10

年計画として第6次小牧市総合計画というのがありました。ただ、実はこの

第6次小牧市総合計画も、いわゆる人口増加を前提とした計画だったんです

ね。平成30年の人口を16万人と想定した上での計画でした。この計画を、人

口が減少局面に入っていくという最新の推計に基づいて見直しました。 

それでは市長公室長から、第6次小牧市総合計画の新基本計画について

ご説明をいたします。 

 

【松岡市長公室長】市長公室長の松岡と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

小牧市では、現在平成21年度から30年度を目標年次といたします第6次

小牧市総合計画に基づきまして、計画的なまちづくりを推進しているとこ

ろであります。 

この第6次小牧市総合計画につきましては中間年で見直しをするという

ことになっておりましたので、今回新たな基本計画を策定しました。今後、

平成26年度から30年度までの5年間は、この新基本計画に基づいてまちづ



－５－ 

くりを進めていくこととなっております。 

昨今、小牧市を取り巻く状況は大きく変わってきております。その変化

はこれからのまちづくりの方向性に大きく影響するものと考えております。

では何が変わったかといいますと、将来人口推計と高齢化率です。 

第6次小牧市総合計画を策定しました平成20年の推計では、平成30年度

の小牧市の人口を16万人、また高齢化率につきましては22.3％ということ

で推計をいたしました。しかし、最新の国勢調査の結果などから推計しま

した結果では、平成30年度の小牧市の人口は約15万1,800人、高齢化率は

24.5％ということで、計画の策定時から比べますと、人口は増加から減少

に転じまして、高齢化については一層進展することになっております。小

牧もいよいよ国と同様に人口減少時代を迎えるということになります。 

このことから、人口増加を前提といたしましたこれまでの拡大型の行政

から転換をし、これからの時代に対応できる新しい行政の仕組みを構築し

ていくことが必要だと考えております。 

また、この総合計画を取り巻く状況にも変化がありました。従来、総合計

画については、これまで地方自治法により議会の議決を経て策定するという

規定がございました。しかし、平成23年8月に地方自治法の一部が改正をさ

れ、議決を経る規定が削除されました。これは、今後自治体ごとに計画の策

定の必要性や手続などを決めていくことが望ましいという地域主権改革の趣

旨によるものであり、小牧市ではこの自治法改正の趣旨を受け、これからの

総合計画のあり方について議論し、計画策定を進めてまいりました。 

今回策定をいたしました新基本計画の特徴を申し上げますと、市の将来

人口が減少傾向に転じるという予測のもと、従来にも増して経営資源の有

効活用が図れる計画としたところです。 

具体的には、行政の継続性を担保する分野別計画編とは別に、これから

の市政の機軸となる考え方や戦略を実現するために、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」を策定したことです。

これが新基本計画の大きな特徴でございまして、小牧市の独自性が出た計

画だと考えております。 

資料の表紙に地域ブランドということが書かれていますが、まちづくり

において、まちのイメージというのは重要な要素となります。まちに対す

る市民の皆さんの満足度は実益に直結する事柄のみだけではなく、精神的、

観念的な面にも大きく影響されると考えられます。 
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そこで、さまざまな側面からまちの魅力を高め、市民の皆さんが小牧市

への愛着や誇りを強く感じられるようにするために、市が目指していくま

ちのイメージ、いわゆるブランドコンセプトを「夢・チャレンジ始まりの

地小牧」と定めまして、「小牧山」と「子育てしやすいまち」の2つの資

産を柱としつつ、市内のさまざまな地域資源を生かしたシティプロモーシ

ョンを積極的に進めていくこととしております。 

また先ほど申し上げましたように、新基本計画の市政戦略編におきまし

ては、市として何に機軸を置いてまちづくりを進めていくのか、その基本

となる考え方、まちづくりの指針として、3つの都市ビジョンと4つの戦略

を掲げて取り組んでいくこととしております。 

まず1つ目の都市ビジョン「こども夢・チャレンジNo.1都市」です。 

「夢・チャレンジ始まりの地小牧」をブランドコンセプトといたします

小牧市では、夢やチャレンジの象徴であるこどもたちのさまざまなチャレ

ンジを地域全体で応援するまちを目指そうとするものです。 

そこで、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

グラムの展開をその戦略といたしまして、（仮称）地域こども子育て条例

の制定、夢・チャレンジ応援制度の創設、夢を育む環境の創出を具体的な

実行手段の核となります重点事業として位置づけをしております。 

もちろん、この重点事業のみで都市ビジョンが達成できるものではなく、

あくまでこれからのまちづくりの機軸となるものをお示ししたものですの

で、今後は重点事業を中心として、各種施策を展開していく中で都市ビジ

ョンを達成していくこととなります。 

次に、2つ目の都市ビジョン「元気創造都市」です。 

市が市民の元気を応援することで、市民の元気とまちの元気が相互に活

性化し合いながら、それぞれがさらに大きな元気へと育っていく都市を目

指そうとするものであります。 

そこで、次世代成長産業を含むバランスのよい産業集積の形成をその戦

略といたしまして、企業立地の推進を重点事業として位置づけております。 

続いて3つ目の都市ビジョン「支え合い共生都市」です。 

同じまちで同じ時代をともに生きる市民同士がお互いに協力し合い、支

え合い、助け合って安全で安心なまちをつくっていく都市を目指そうとす

るものであります。 

そこで、在宅医療・介護、見守り体制の構築をその戦略といたしまして、
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在宅医療の推進を重点事業として位置づけております。 

さらに、まちづくりを進める上では、都市の活力と暮らしの安心の両方

が必要になってまいります。そこで、都市ビジョン2「元気創造都市」と都

市ビジョン3「支え合い共生都市」は、相互に作用し合い同時に達成すべき

都市ビジョンであることから、「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」を4つ目の戦略といたしまして、（仮称）あり

がとう地域ポイント制度の創設、市内限定商品券の流通拡大、地域協議会

の設立による地域活動の活性化を重点事業として位置づけております。 

また、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

おります。時間の都合もございますので、詳細については省略をさせてい

ただきます。 

今後は、これら説明をさせていただきました3つの都市ビジョンと4つの

戦略にまちづくりの機軸を置きまして、市民の皆様と力を合わせ、ともに

知恵を絞りながらまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 

【市長】私のほうから少し補足をさせていただきます。 

この3つの都市ビジョンを置いたことが特徴でして、これは目指す方向

性であります。7分野32の施策群の全てをもって、こうしたまちを実現し

ていきたいというものであります。 

元気創造都市と支え合い共生都市の循環というのは、簡単に言うと経済

と福祉というイメージです。支え合い共生都市のほうは、地域が高齢化す

る中でも安心して暮らせる地域をいかにつくっていくのかということです。 

もちろん市ができることはやっていきますが、市だけではなかなかでき

ませんから、地域の中で市民同士が支え合うことも大事だろうということ

で、支え合い共生都市としております。 

一方で福祉を充実させていくということになりますと財源が要りますか

ら、攻めの部分も必要であります。元気創造都市の柱は産業集積になって

おりますが、その中には市民活動の活性化であるとか、にぎわいづくり、

市民の健康づくり、生きがいづくり、こういったこともこの概念に入って

います。この2つを循環させていくということです。 

じゃあ、都市ビジョン1「こども夢・チャレンジNo.1都市」というのは

何かということですが、これはひとつの特徴出しなんです。今申し上げた

経済と福祉というのは地域づくりの両輪でありますが、そこに加えて「こ
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ども夢・チャレンジNo.1都市」というのが、小牧の特徴を出すものだと私

は思っています。いろんなアンケート調査を地域ブランド戦略研究の中で

やりましたが、「小牧は子育てが充実している、子育てしやすいまちだ」

という回答が数多くあり、これが他市町にはない小牧の特徴だということ

を我々は考えております。 

これまでの子育てしやすいまちという土台を一層高めていくのはもちろ

んのこと、夢チャレンジの象徴であるこどもたちの夢を育て、チャレンジ

を応援していく。そういったことも展開し、より一層こどもの育てやすい

小牧という特徴を出していこうじゃないかと思っています。 

いずれは他の地域からも子育て世代が小牧に移り住みまちが活性化して

いく、そうした中で高齢化率も進行が遅くなればもちろん良いですし、高

齢者の支えにもつながっていくんだろうと思っています。 

4月9日の読売新聞の記事に「2020年、500自治体消滅の危機」と書いて

ありました。今1,800の自治体がありますが、そのうちの500を超える自治

体が、このまま人口が1万人を割っていくと自治体としての機能がもう保

てないんじゃないかという内容です。日本の人口は、1900年ぐらいには

5,000万人もいなかったんですね。その人口が100年間で1億2,808万人とな

り、そこからまた100年たちますと、5,000万を割るとあります。それだけ

大きな人口変化を経験する国は、いまだ世界に例がないと言われておりま

す。高齢化のスピードも高齢化率も世界トップを走っていく。 

これまで欧米の背中を見ながら追いつけ追い越せとやってきた。そうい

ったある意味で安定した右肩上がりの時代というのが長年続いてまいりま

した。しかし、これからは右肩下がりと言ってもいいような時代に差しか

かってくるという中で、この急激な人口減少と高齢化をどう乗り越えてい

くのか、我々がいかにこの高齢化の中で豊かに安心して暮らせる住みやす

い地域を実現していくのか。それがいま問われていると思っています。 

目下最大の課題は、高齢化の中での地域づくりであります。しかし、い

かに福祉を充実しようとしても、まずは財源も必要ですし、これからの活

性化も必要であります。また介護施設をつくったとしても介護人材がいな

いというような時代になっています。高齢者はふえていくけれども勤労の

世代がどんどん減っていく。支える世代がいなくなるわけです。 

国は外国人の人材をどんどん国に入れようとか、あるいは女性の社会進

出をどんどん促進しようといったことを推し進めています。もはや共働き
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が当たり前になり保育所が足りない、待機児童対策が必要だ、こんなよう

なことが全国的に言われています。 

働くお母さんが当たり前になっている時代の中で、児童福祉は20年前や

30年前とは異なり、地域で子育てをしなきゃいけない時代になってきてい

ます。もちろん、高齢者福祉と障がい者福祉もあります。それらは福祉の

両輪でありますので、支え合いの地域づくりを進める一方、小牧は「こど

も夢・チャレンジNo.1都市」を目指し人口増加も進めようとしております

ので、ぜひご理解をいただければと思っています。 

ブランドロゴには夢・チャレンジの象徴であるこどもたちを中心に、家族

や地域の人たちがつながり合う。そんなこどもを中心としたまちづくりの中

で、支え合いの温かい地域づくりを進めていこう、住みよい地域づくりを進

めていこうというイメージを表現しました。また、「キミと一緒に、育って

いきたい。」というキャッチフレーズもつくりました。 

そんな中でスタートしました5ヵ年の新基本計画ですが、今年度の事業

について、概略を総務部長からご説明いたします。 

 

【伊木総務部長】総務部長の伊木と申します。私からは、26年度当初予算

の概要と主な事業についてご説明いたします。 

本市の平成26年度の当初予算は、市民生活の安全・安心を第一とした安

全・安心対策への重点化に意を配しつつ、さらに新基本計画のスタートの

年として、計画に掲げられた重点施策及び基本施策を着実に実行するため、

また「夢・チャレンジ始まりの地小牧」というブランドコンセプトを推進

していくために必要となる事業について重点的に配分し、小牧市民の誇り

と愛着を高めていくための各種施策を強力に推進していくことを念頭に編

成いたしました。 

一般会計当初予算額は総額541億5,900万円、また特別会計と企業会計を

合わせました全会計は、1,152億9,027万円で過去最大規模となりました。 

今年度実施する主な事業について、主な事業を市政戦略編から順次説明

いたします。 

「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」に基づく夢育み事業です。 

こどもの夢を育み、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たこども遊びウィークや小牧戦国
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少女隊による演舞を継承して実施します。 

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」として市内の小学校で夢の教室を開催するほか、本市に

本拠地がありますACミランサッカースクールを初め、全国のジュニアサッ

カースクールに所属するこどもたちを対象とした「こども夢チャレンジカ

ップU－12(小牧市長杯)」をパークアリーナ小牧で開催します。 

次に「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」

に基づく企業立地推進事業です。 

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してまいります。 

続いて「戦略3．在宅医療・介護、見守り体制の構築」に基づく在宅医

療推進事業です。 

医療や介護を必要とする高齢者が住みなれた地域の中で暮らし続けられ

るようにするためには、介護職員、医療職員などの多職種が連携し、切れ

目のないサービスが提供できる環境や体制の整備が必要であります。その

ため、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、

配付などの啓発事業とともに、多職種を対象とした合同研修などの多職種

連携事業を実施してまいります。 

続いて「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」に基づく、こまきプレミアム商品券発行助成事業です。 

市民生活を支援するとともに、地域経済、特に市内中小商業、サービス

業の活性化を図るため、引き続き商工会議所が行う市内限定の10％プレミ

アム商品券の発行事業に対して補助を行います。 

同じく地域協議会創設事業です。 

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、区や

その他の地域団体、地域住民の方々が連携協力する新しいコミュニティー

組織である地域協議会を陶地区で既に設立いただきましたが、今後も機運

の高まった地域から順次設立していく予定です。その準備経費や活動経費

に対しての財政支援や、市職員による人的支援を行ってまいります。 

ここからは分野別計画に基づく主な事業を紹介いたします。 

まず安全・環境として、防災アセスメント調査実施事業です。最新の被
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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います。 

続いて、保健・福祉分野として、小牧市独自人間ドック事業です。 

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します。 

続きまして、成人保健健康診査事業です。 

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ます。 

続きまして、予防接種費用助成事業です。 

肺炎球菌の予防接種に係る高齢者への補助について、対象を75歳以上か

ら70歳以上に拡充いたします。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いたします。 

次に、教育・子育てといたしまして児童クラブ運営事業であります。 

現在児童クラブは小学3年生までの受け入れとしておりますが、平成26年

度から4年生までに拡大し、働く世帯へのさらなる支援を進めてまいります。 

続いて文化・スポーツとして、史跡小牧山整備事業であります。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ます。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の策定を進めてまいります。 

続いて産業・交流として、こまき信長お月見まつり開催事業であります。 

これまで開催してきたお月見まつり、薪能、小牧青年会議所主催のラン

ドマークフェスタに、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、信長・夢フォーラム、小牧商工会議所主催の楽市楽座

を加えて、小牧山の歴史的価値を生かしたイベントを開催してまいります。 

次に産業活性化事業であります。昨今、景気は緩やかに回復し、先行き

も期待されているものの、中小企業の経営環境は依然として厳しいものが

あります。引き続き中小企業の経営安定化、合理化を支援し、地域の活力

ある経済発展を図ってまいります。 

続いて都市基盤として、田県神社前駅駅前整備事業です。 

田県神社前駅の駅前整備については、引き続き市道布袋内津線の歩道や

駅前広場の整備に向けた用地取得など事業の推進を図ってまいります。 

なお、都市基盤整備事業につきましては、このほかにも毎年市内各地で
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道路整備や交通安全施設整備など、多くの事業を実施しております。 

続きましてバス運行対策費補助事業です。 

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してまいります。 

なお、運行経費の補助を行っておりますピーチバスにつきましても、小牧市

民病院、市役所前までの直行コースを増便し、利便性を向上させております。 

続いて味岡駅バリアフリー化事業です。 

名鉄味岡駅の構内にエレベーターや障がい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してまいります。 

次に自治体経営として、公共施設開業日拡大事業であります。 

市民の皆様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

う営業日を拡大いたします。 

以上、平成26年度の主な事業の紹介をいたしました。各分野にわたって

数多くの事業を予算化したことがお分かりいただけたのではないかと思い

ますが、一方で、その裏づけとなります財源等についてお話しいたします。 

これまで、マニフェストに掲げる施策を数多く実施しておりますので、

皆様の中には市の財政が苦しいのではないかと思われる方もいらっしゃる

かもしれませんが、例えば市の借金であります市債について、一般会計ベ

ースで申し上げますと最も多かったのが平成10年度で249億円ありました。

これが現時点では130億円余まで下がっており、計画的に返済も進めてお

ります。なお、特別会計を合わせました市債の合計額は、平成10年度で

434億円ほどありましたが、現在は276億円余になっております。これは、

全国的にも大変低い水準です。 

また、市の貯金に当たる基金というものがあります。その中でも代表的

なものが、財政調整基金という年度間の財政調整のための基金であります。

この財政調整基金につきましては、平成20年度以降取り崩しを行っておら

ず、現在高71億円余となっております。 

なお、他の基金と合わせました基金全体では270億円余を確保しております。 

以上のように、健全な財政運営を維持しながら行政改革の取り組みも推

進する中で、市民の皆様の期待にお応えできる予算を編成したものである

ことをご報告申し上げ、説明とさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 


