
平成 25 年 9 月 5日（木）11 時から 

 

◇議案について 

全部で 31 件ございます。内訳は報告案件が 2件、専決処分の承認案件が 1件、決算の認

定案件が 10 件、補正予算案件が 4件、条例案件が 5件、契約案件が 2件、財産の取得案件

が 2 件、指定管理者の指定案件が 1 件、その他の案件が 1 件、人事案件が 3 件です。その

うち主なものを説明します。 

 

●平成 24 年度決算の概要 

決算の規模ですが、歳入は 355 億 4000 万円、執行率 97.2%、前年度と比較して 15 億 1,500

万円、4.5%増となっております。歳出は 338 億 3.900 万円、執行率は 92.5%、前年度と比較

して 12 億 9,800 万円、4.0%の増です。歳入から歳出を差し引いた形式収支は 17 億円、こ

のうち翌年度に繰り越すべき財源としてすでに 25 年度予算に組み込まれている分が 1 億

9,000万円ですので、差し引きしますと実質収支は15億 1,000万円の黒字となっています。 

特別会計、企業会計ともに黒字の決算となっております。 

資料の決算総括表に国の健全化判断比率があり、これは実質赤字比率、連結実質赤字比

率、将来負担比率、ともにマイナスで、実質公債費比率も 3 か年平均で 4.7%の低率となっ

ています。経常収支比率は 89.2%で平成 15 年度以来 9年ぶりに 90％を下回りました。 

積立基金残高は 99 億 7,300 万円、0.5%減っております。年度末の普通会計と水道事業会

計及び病院事業会計を除くその他の会計の地方債残高は 322 億 1,000 万円で、5.5％減少と

なりました。 

 

●平成 25 年度 9 月補正予算の概要 

総額 14 億 526 万円の補正予算です。24 年度の実質収支の黒字分を活用した補正予算とい

う位置づけでございます。主な事業を紹介します。 

まず、家庭用燃料電池設置補助の拡充ですが、こちらは 25年度から新たに始めた事業で、

エネファームに対する補助を 1件 10 万円、50 件予算を組みましたが、大変好評で、すでに

8月 28 日時点で 41 件に達しています。まもなく予算枠いっぱいになるということで、追加

で 70 件分補正予算を組むということです。東日本大震災、福島第１原発事故以降、オール

電化の家庭が減っていて、その代わりにエネファームの設置台数が増えており、全国的に

そのような状況のようです。エネファームは送電ロスがほとんどなく、電力と排熱を同時

に行うということで、高いエネルギー利用効率を達成することができます。ガスをエネル

ギー源としていますので、再生可能エネルギーではありませんが、大阪ガスの発表資料に

よると、１戸建て４人家族想定して電力使用量は 72％減り、一方でガスの使用量は 61％増

えますが、CO2 の削減量は 38％で、高いエネルギー利用効率で省エネに大きく資するとい

うことで市として促進したいので、今回補助金を増額するものです。 



続きまして、市営自動車駐車場照明の LED 化です。市役所庁舎や市内の全街灯をはじめ

とし、順次照明の LED 化に取り組んでいますが、今回市営自動車駐車場照明を LED 化する

ことで環境負荷を軽減するとともにコストを削減していきたいと考えています。改修規模

は生駒駅南自動車駐車場で照明器具 306 台、誘導灯 51 台、生駒駅北地下自動車駐車場で照

明器具 354 台、誘導灯 57 台となっています。予算は 3，039 万円必要になりますが、年間

のランニングコストは約 460 万円減るということで 6～7年でもとがとれると考えています。

また、CO2 の排出量も約 90t、約 60％の削減が図れます。 

続きましてスマートコミュニティ推進奨励金ですが、これは 25 年度当初予算において、

議会で削除された経緯はご存じかと思いますが、今回補助のスキームおよび奨励額は議会

の意見も取り入れて修正をして、改めて議会に提案するものです。3 月議会の審議の中で、

議員の方に十分理解いただけなかった反省があります。市長の思いつき、特定業者のため

にやるのではないかと筋違いなことを言われことを反省に、体系的に位置づけたものです。

低炭素住宅の促進に向けて国の中央省庁等も法律を制定しています。国の新成長戦略や資

源エネルギー庁のエネルギー白書でスマートコミュニティがきちんと位置付けられており、

都市の低炭素化の促進に関する法律も制定されており、また生駒市総合計画や生駒市都市

計画マスタープラン、生駒市環境基本条例においても、住宅の省エネルギー化や再生可能

エネルギーの普及促進においても、位置付けられています。すでに本市では個別の住宅へ

の補助制度を実施しており、太陽光、エネファーム、雨水タンク、住宅省エネ改修、省エ

ネ家電の買換補助といったものを実施しておりますが、本事業では家を建てるときに省エ

ネに配慮した住宅の建築を促進していこうということがスマートコミュニティ推進奨励金

のねらいです。開発行為に関する整備事項としては、地域の中心部に公園・集会用地を併

設したコミュニティスペースの設置、あるいは建築行為に関する整備事項としては太陽光

発電や燃料電池、雨水タンクなど個別の補助制度があるものに加え、HEMS を導入する、全

て LED 照明にする、緑被率・緑視率を一定の基準を定めて緑あふれる住宅にするなど、そ

ういうものを採用した住宅に合計で最大 65 ポイント、1ポイント 1万円ですので最大 65 万

円の補助を支給するものです。以前は原則 100 万円で、特に優れた場合は 120 万円でした。

今回は、戸建て住宅を中心としたスマートコミュニティの推進奨励金ですが、今後スマー

トマンションについても普及・促進していくようなものも考えていきたいとも思っていま

す。駅前などの施設集約によるコンパクトシティへの移行の検討や、国で進める低炭素ま

ちづくり計画を生駒市も応募をしたいと思っています。今後は低炭素区域を市内で設定し

て、そういう国交省のスキームがありますので、そういったものの計画を生駒市でも策定

していきたいと思っています。 

続きまして、生駒駅前ショップですが、来年 4 月にオープンする生駒駅前再開発（通称

ベルテラス）の中に、地域振興と環境啓発のためのショップを創設するという新たな事業

です。再開発ビルの 3 階部分、デッキ階と呼んでいますが、現在の近鉄生駒駅の改札から

デッキをさらにのばします。そのデッキ階のほうに 82.11 ㎡の床を市で購入し、地域活性



化・地産地消・観光・環境をキーワードにして、生駒駅前の新たなショップを立ち上げた

いと思っています。ショップの詳細は、商工会議所、観光協会、Ｅｃｏ－ｎｅｔ生駒など

と協議中でございまして、ショップ運営のために一般社団法人を創設して、そこが運営母

体になるという方向で検討しています。広場が結構広いのですが、ここでこれから人集め

やにぎわい創出のためのイベントなどをしようと思いますが、広場の管理や企画・運営も

一般社団法人が主体となってやっていくという形を考えています。 

続きまして、保育士等処遇改善臨時特例事業補助です。保育士は保育所の増設でひっぱ

りだこな一方、労働時間が長い、休みがとれない、賃金が十分でないということで、労働

条件などを理由にした離職が多いと聞いております。今回、安心こども基金を活用して保

育士の処遇改善のためのお金を私立保育所に交付するというものです。これは市独自の事

業ではなく、国のスキームにしたがって実施するものです。 

次に、学校施設老朽化対策先導事業ということで、全国的に学校の老朽改修が課題とな

っています。人口が急増した高度経済期などに建てられた学校が老朽化で改修が必要な時

期に入ってきており、全国的な課題になっており、本市でも徐々に手をつけなくてはいけ

ない課題と思っていたところ、文科省で学校施設老朽化対策先導事業のモデル事業の募集

がありまして、本市が応募したところ生駒市立桜ヶ丘小学校がモデル校に採択されたもの

です。本市以外では釧路市、世田谷区、習志野市と連携する建築事務所で、全国で 4 件採

択されています。スケジュールは、今年度ワークショックを行い、基本計画を策定し、来

年度基本設計・実施設計を行い、27 年度に改修工事を行うというものです。基本計画の策

定費用 227 万は全額国費となっております。スーパーエコスクールに続く、国のモデル事

業に採択されたという事業です。 

 

●平成 25 年生駒市議会（第 4 回）定例会議案 

議案第 68 号につきましては、生駒市ではコンビニでの住民票・戸籍関係書類の交付を進

めておりまして、今回は住民票記載事項証明書、所得・課税証明書・所得・非課税証明書

について追加を行うものです。交付手数料は窓口では 300 円ですが、コンビニ交付では半

額の 150 円にするということで、平成 25 年 12 月から順次開始する予定です。現在交付で

きる店舗が増えていて、従前はセブンイレブンだけでしたが、ローソン、サークルＫサン

クスが加わり、12 月からはファミリーマートでも使えるようになります。住民票記載事項

証明書についてコンビニで交付を受けられるのは全国で本市が初めてです。 

次に議案第 79 号、本年 9 月 30 日をもちまして教育委員長をしていただいております中

井公人氏が任期満了に伴い退任されるということですので、その後任に山本吉延さんを委

員として選任したく議会の同意を求めるものです。 

次に議案第 81 号ですが、病院事業推進委員会の委員が任期満了になりますので、新たに

委員を選任したく議会の同意を求めるものです。今回今村正敏さんが議案に掲載されてい

ますが、新たに指定管理者の徳洲会からも一人委員を選任するものです。今村さんは現在



静岡の公立病院の院長をされています。その病院は医療法人徳洲会が指定管理者になって

いますが、生駒市立病院が開院するときには、今村さんが院長として赴任されるとのこと

です。もともと奈良県出身の方です。もう一人の新任は友岡さんですが、こちらは奈良県

医師会の代表ということで、大澤副会長が退任されて、生駒市内で開院されている友岡先

生が委員になられるということです。 

 

◇質疑応答 

記 者：スマートコミュニティは何件分ですか。 

市 ：43 件分です。 

記 者：スマートコミュニティの要綱は、わかりやすくしたんですか。 

市 ：市の計画に位置付けられていない、市長の思い付きだ、特定業者を利するためだ、

といった意見は筋違いですが、議会の意見の中で傾聴すべき意見もありましたので、前向

きな意見はある程度要綱に盛り込みました。 

記 者：白庭みなみ丘は、もともと業者が税金の負担分を見込んで安くして売っています。

今回、原則住宅購入者に交付することになりました。すると、住宅購入者は得をしますが。 

市 ：ミサワホームと市が共同で購入者に今回の経緯を説明します。本来は開発事業者

に交付するべく予定していて、安く売っていたが、議会から住宅購入者に払うべきだとい

う意見があったので、こういった経緯に鑑みて購入者の方には、事業者に交付することを

同意いただきたいと一軒一軒お願いしようという方向でミサワホームと話をしています。 

記 者：議会が通ったらしようとすることですね。 

市 ：はい。 

記 者：金額が 100 万円から 65 万円になり、差額が 35 万円発生します。 

市 ：差額はミサワホームでかぶってもらうことになります。 

記 者：住宅購入者は得したことになりますね。 

市 ：割と安くていい住宅が手に入ったとなります。本来なら 35 万円高かったはず。 

記 者：白庭みなみ丘には真ん中ではなく、端に公園があります。実施条件と違いますが。 

市 ：前の要綱にも入っていましたが、やむをえない事情があれば全ての必須事項に関

しても緩和する条項が規定されています。本来、低炭素の街とか住宅を増やしていこうと

のねらいですから、ちょっと条件が足りなかっただけでアウトとするための制度ではない

ので、柔軟に運用することが制度に合致していると考えます。 

記 者：今回の場合、住宅購入者が交付金を事業者に渡したくないと言った場合は、渡せ

ませんが、その場合でもミサワホームと話し合いはできていますか。 

市 ：住宅の購入に当たって、市のスマートコミュニティ推進要綱に合致して、認定を

受けた住宅地であると知られているはずです。おそらくそれが議会で否決された経過もご

存じのはずでしょうから、一定良識のある人は理解していただけると思います。 

記 者：補助費用が最大 120 万円から 65 万円の半額になったことの理由はなんですか。 



市 ：議会の中で、市が認定するだけで十分ＰＲ効果があるのでお金を払う必要はない

んじゃないか、高いんじゃないか、というご意見があったので、議会の意見に配慮したと

いうことです。 

記 者：他市は？ 

市 ：堺市や福岡では 100 万円以上だしています。堺や福岡は市が用意した土地にスマ

ートコミュニティをするんだったら、補助を出しますと。民間ベースの開発に補助金を出

すのは、三鷹市が生駒市に次いで作りましたが、三鷹は最大 37 万円。 

記 者：このスマートコミュニティのことは、白庭台ありきで決まっているんですか。 

市 ：要件に合致したところならどこでもいいということで、第一弾が白庭みなみ丘と

いうことです。 

記 者：住宅購入者に交付金の件を説得する話でしたが、他の対象地ができてもそうする

んですか。 

市 ：白庭みなみ丘はもともと 3月議会の時点では事業者に交付するという制度でした。

しかし議会から個人に渡すべきではという意見が出たので、今回交付対象を個人に変えま

した。ただ、事業者はもともと交付があると思って安く売っています。それでさらに、購

入者に交付されたら 2 倍おいしいことになってしまうので、趣旨を説明して、今回につい

ては事業者に渡すことに対して同意をしていただくということです。今回限りです。 

記 者：白庭で購入は進んでいますか。家は建っていますか。 

市 ：現在 34 区画販売済み、17 区画残っている（8月 22 日現在）適応は 43 区画のため、

対象外もでてきます。また、販売済みの 34 区画全部が対象になるかわからりません。現在

28 区画が対象と聞いています。建っているところもあるし、建っていないところもあるの

で、戸ではなく区画という言い方をしています。 

記 者：議会の意見をいれた要綱ということですが、議会は納得するんしょうか。 

市 ：議会の意見も踏まえ、ご理解してもらえる内容にしたつもりです。 

記 者：議会は、業者に補助をするのはおかしいというのが論点ですね。 

市 ：はい。お金を出さずに認定だけすればいいという意見もあります。福岡、三鷹、

堺は業者に払っている例です。 

記 者：駅前ショップの話ですが、市としてわざわざお金を払って床を買って、するのは

どんな店舗展開をイメージしていますか？社団に床を貸して賃料をもらうんですか？ 

市 ：ねらいは、コンパクトシティの話もしましたが、駅前の活性化に取り組んできま

した。１００円商店街やバル、最近ではまちゼミなどもやっていますが、そういったこと

を駅の北側南側一体でやっていこうということで、駅前周辺地域の活性化・にぎわいづく

りということを社団が中心となって、駅前ショップを拠点としてやっていく。そのために、

ベルテラスいこまの広場の管理権限も与えるということで、権限をもとに企画を考えても

らいたいと思っています。あと、市内に観光案内所がなかったので、そんな機能を持たせ

たい。また、生駒市は環境施策に力をいれているので、市民への啓発の拠点にしたいとも



思っておりまして、環境にやさしい商品を置いて、多少高くても環境に良いものを購入す

る市民のライフスタイルを構築するような拠点になればいいなと思います。よくばりで、

いろんな趣旨をごちゃまぜにしているところがありますが、そういった趣旨でやります。

床は、市が保有して社団法人に無料で貸し付ける予定です。ただ、運営の赤字補てんはし

ません。独立採算でショップ運営をしてもらいます。ショップの運営は難しいので、ある

程度権限と責任を一体的にもってもらったほうがうまく機能するのではないか、というね

らいです。 

記 者：今、商工会議所などと協議している中で、具体的に何をという話まで進んでいま

すか。 

市 ：具体的な話は進んでいません。基本的な方向性を 3 者で今協議しながら、ある一

定理解したうえで、議会承認してもらった段階で、具体的な話をしていきます。一方では

10 月の上旬にベルステージでどのようなものをしていくか、ワークショップをしていきま

す。そこと連動しながら、具体的にどういう事業するかなどを 9月下旬から 10 月にかけて

本格化していくという状況です。 

記 者：地元農作物の消費拡大、ということですが、具体的に売るんですね。道の駅みた

いな感じということですか。 

市 ：将来的にそうなれば、と思いますが、スペースの問題もございますし、農産物は

常時何が売れるか今検討しております。生駒産の米は常時売っていきたいと検討中です。 

記 者：場所が良いのですが、利益出ても無料で床を提供するのですか。 

市 ：それはこれからの話です。ある程度儲かれば、いただくということも。ベルステ

ージで市民に還元してもらう行事を主催でやってもらうということもできますので、協議

しながら考えたいと思います。 

記 者：議会が通ればいつに立上げですか。 

市 ：10 月の中旬ぐらいを考えています。 

記 者：保育所の処遇改善は独自でないとのことですが、他市でもやるんでしょうか。 

市 ：全国一斉です。 

記 者：市長選について、市長はどう考えていますか。 

市 ：9月 17 日の議会開会の挨拶で、どうするか発表します。 

 

 

 


