
市税の推移

貯金残高と借入金残高の推移

2019年度一般会計予算額（市民1人当たり） 432,999円

25億1,220万円
3億 500万円
8,080万円

11億6,100万円

●区画整理
●街路事業・公園整備
●下水道事業への出資金
●市債の償還（元金）

都市計画税 40億5,900万円

9億9,400万円
8億3,200万円
4億1,400万円
3億9,400万円
3億5,200万円
3億 300万円

●子ども医療助成費
●定期予防接種費
●心身障がい者扶助料給付費
●保健事業費
●教育・保育給付費
●妊産婦・乳幼児健診費

地方消費税交付金
社会保障財源分 32億8,900万円

将来の
まちづくりへの投資 398億円

5,200万円
800万円

●間伐促進事業
●小・中学校備品

森林環境譲与税 6,000万円

目的のある収入の使い道

●土地区画整理事業
●内環状線建設事業
●豊田地域医療センター再整備事業
●北部給食センター建設事業
●朝日丘中学校増築事業　　　　　　　な

ど

■個人市民税　■法人市民税　■固定資産税　■その他

■貯金残高　■借入金残高
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普通建設事業費

道路や建物の建設な
ど

93,570円

物件費

施設維持管理費な
ど

80,347円

扶助費

児童手当・生活保護費な
ど

75,387円

人件費

職員の給料な
ど

74,880円

補助費等

補助金な
ど

49,759円

繰出金

特別会計などへの補塡
23,730円

公債費

借入金の返済
22,869円

維持補修費

道路や河川の修理な
ど

7,340円

※そのほかの費用は5,117円。2019年2月1日現在の人口425,636人をもとに算出しています
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○○様

○○市役所

・ 市民力・地域力・企業力・行政力が発揮される自立した地域社会の実現
・ 生活と産業を支える快適で質の高いまちの実現
・ 人と自然が共生する環境にやさしいまちの実現
・ 多様な資源が生かされ、未来に挑戦する活力のあるまちの実現
・ 市民の生命・財産が守られ、安全・安心に暮らせるまちの実現
・ 誰もが健やかに安心して暮らせるまちの実現
・ 生涯を通じて学び・育ち続けることができるまちの実現
・ 安心して子育てができるまちの実現

5p 基本施策

10p ラグビーワールドカップ2019™ と 関連イベント

11p 2019年度（平成31年度）当初予算

・ 暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出
・ 産業の強靭化

3p 重点施策

2p 施政方針（要約）
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・ 超高齢社会への適応
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●地域主体の健康づくりの支援 335万円

●家庭・学校・地域の共働の推進  5,607万円
　各地域の特性を生
かした地域学校共働
本部の設置拡大を図
ります。また、中学
校区単位での小中連
携と学校・地域連携を効果的に実施するコミュニテ
ィ・スクールの指定拡大を図ります。

●シニア層の活躍支援 1,003万円

●ボランティアの活動支援  510万円
　ラグビーワールドカップ2019™やあいちトリエン
ナーレ2019の開催による、市民活動の機運の高まり
を捉え継続を図るため、大会ボランティアや市民活
動団体などを対象にした交流会などを、市民と共に
企画・実施します。

●豊田地域医療センター再整備 30億2,269万円
●（仮）訪問看護師人材育成センター開設  2,538万円
　訪問看護人材の確保・育成を図るため、豊田地域
医療センターに新設する（仮）訪問看護師人材育成セ
ンターの運営に対し、負担金を支出します。

●先進技術を活用した在宅療養の推進 2,071万円
　在宅療養を推進するため、タブレットを使ったオ
ンライン診療のモデル実証を行います。また、豊田
地域医療センターを拠点とし、ロボット技術を活用
した地域リハビリテーションの展開を図るための研
究・実証などを産学官で連携して取り組みます。

●特別養護老人ホーム等の整備 3億1,971万円

●介護人材確保の推進 1,541万円

●子ども食堂運営への支援  643万円
　子ども食堂を運営する地域団体などに対して、食
の安全面を確保するための補助金を新設します。あ
わせて、社会福祉
協議会ボランティ
アセンターの体制
強化を図り、子ど
も食堂が安定した
活動を継続できる
よう支援機能を拡
充します。

●基幹バス・地域バスの運行 10億3,144万円
●山間地域における移動支援 479万円
　山間地域で実施されている、自家用車を利用した
輸送ボランティア事業などを行う「たすけあいプロ
ジェクト」や、山間地向けの改造等を施した超小型
モビリティを活用し、高齢者を始めとする地域住民
が快適かつ気軽に
移動できる環境を
構築する事業に対
し、負担金を支出
します。

●健康と福祉の総合窓口の運営 1億1,663万円

●成年後見支援センターの運営  6,396万円

●「食」の自立の支援 1億3,936万円

●認知症高齢者等への支援 3,782万円
　認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で
暮らし続けるために、ＧＰＳ捜索機器の利用促進や、
認知症初期集中支援チームによる支援に加えて、若
年性認知症の人の社会参加の機会創出を実施します。
また、認知症の人が行方不明時の事故などで損害賠
償責任を負った場合に備えて、市が保険に加入する
ことで新たな支援を実施します。

拡充

拡充

拡充

次代を創る健康で活力ある生涯活躍の
仕組みの構築 

安心な暮らしを支える地域包括支援の
仕組みの構築 多世代共生のまちを実現するための

都市機能・住環境の形成

超高齢社会への適応

重点施策 1

新規

新規

新規

新規

豊田市長　太田 稔彦

　昨年度は、「危機感」と「希望」、
そして「行動」の３つのＫをキー
ワードとして市政を経営してま
いりました。
　こうした中、「ＳＤＧｓ未来都
市」の選定や市が誘致した県内
最大の製材工場の稼働、豊田ス
タジアムの最多入場者数の更新、
ご当地ナンバープレートの交付、
英国ダービーシャーとの姉妹都
市提携20周年記念式典など、未
来志向の元気で明るいまちづく
りを進めることができました。
　一方で、記録的猛暑や豪雨と
いった異常気象を始め、非常に
強い勢力で上陸した台風などに
よって大きな爪痕が残されまし
た。私たちは、こうした危機に
適切に対応し、迅速に行動に移
すということがいかに難しいか
を実感することとなりました。
異常気象は、もはや想定外では
なく、いつ起きてもおかしくな
いものと認識し、常に危機感を
持って自ら考え、行動していか
なければなりません。
　さて、本年は４月30日をもっ
て「平成」の歴史が幕を閉じ、５

月１日には新たな時代が始まり
ます。
　本市におきましては、９月か
ら10月にかけラグビーワールド
カップ2019™が開催されます。
これまで、日本代表戦やトップ
リーグ、４大学交流戦などの試
合を通じ、ラグビーの素晴らし
さを知っていただく取組を進め
てまいりましたが、いよいよ９
月23日から「一生に一度の興奮」
がやってまいります。スカイホ
ール豊田に開設する「ファンゾ
ーン」や豊田市駅周辺では、市
民参加のイベントを開催し、国
内外から訪れる観客の皆様を歓
迎してまいります。
　市民の皆様には、これまでの
気運醸成に対し、お力添えを賜
り、心からお礼申し上げます。
大会に向けまして、引き続きの
御支援・御協力をよろしくお願
い申し上げます。
　なお、ラグビーワールドカッ
プ2019™の開催は、一過性のイ
ベントで終わるものではありま
せん。大会の誘致・開催をきっ
かけに「まちが変わる」、いわゆ

る「レガシー（遺産）」を未来へつ
なげていくことが重要となりま
す。ハード面においては、豊田
北バイパス平戸大橋の整備や高
橋の４車線化といった主要な道
路の整備を始め、豊田市駅周辺、
豊田スタジアム、矢作川エリア
などの整備が進み、こうした成
果をまちの魅力の更なる向上に
つなげてまいります。ソフト面
では、市民活動やボランティア
文化の醸成を加速し、市民の皆
様が、更にいきいきと活躍する
まちにつなげてまいります。
　こうしたことからも、2019年
度は大きな変化の年であり、転
換の年になると考えています。
このため、危機感を持って取り
組む「安全・安心なまちづくり」、
そして希望に満ちた未来志向の

「元気で明るいまちづくり」を継
続するとともに、「ＷＥ ＬＯＶＥ  
とよた」の理念を踏まえ、改め
て「ミライのフツー」を実現する
まちづくりに向けて行動してま
いりますので、皆様の御理解と
御協力を賜りたいと存じます。

32019年度 予算のあらまし2 2019年度 予算のあらまし
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●土地区画整理事業の推進 68億2,682万円
●定住促進プロモーションの推進 1,476万円
　市内外の家族形成期世代へ豊田市の魅力や住みや
すさを伝えるため、メディアへの展開を強化するな
ど、定住促進プロモーション「ファースト暮らすと
よた」を拡充して実施します。
●山村地域等への移住の促進 1,779万円

●企業誘致の推進 11億1,281万円
●花本産業団地の拡張 5億597万円
●南部地域における産業用地の整備 3,400万円
●豊田東ＩＣ周辺における産業用地創出の検討 6,600万円
　新たな産業用地の創出のため、豊田東ＩＣ周辺で
の事業化に向け概略設計と土壌調査などを行います。
●企業活動を見据えた都市基盤・環境の整備

38億7,982万円
●豊田市つながる社会実証推進協議会※活動の活性化
 1,300万円
　「未来都市とよたビジョン」が目指す豊かな暮らし
の実現に向けて、協議会の体制・活動支援策などを
見直し、移動支援やエネルギーの分野などで先進技
術を活用した取組を支援していきます。
※企業、大学、行政、金融機関と地域商工団体などが、地域課題
の解決に資する技術の開発・実証・実装を目指す体制として組織

●ＭａａＳ※－Ｃｉｔｙとよたの検討 1,300万円
　将来のＭａａＳ（Mobility as a Service）社会の
到来に備え、本市にとって必要なモビリティサービ
スのあり方を官民連携で検討します。
※クルマを単なる移動手段ではなく、様々なサービスの媒体と
して捉える考え方

●公道を活用した自動走行実証実験 800万円
　クルマのまちとして自動走行の実証先進都市を目
指し、エコフルタウンなどで実施した「自動走行実
証」について、
新たに公道で実
施します。

次代の産業の拠点としての機能の高度化

●ものづくり創造拠点の運営 6,956万円
●中小企業の新たな事業展開の推進 2,746万円

多様な地域資源を生かした産業の振興

●働き方改革の推進 812万円
●女性の再就労支援 5,175万円
●男女共同参画全国都市会議の開催 1,275万円
　男女共同参画社会の実現に向けた取組の進展を図
るため、男女共同参画全国都市会議を豊田市で開催
します（2019年６月開催予定。会場：豊田市コンサ
ートホールほ

か）。

働く機会の多様化と産業を支える人材の確保

●（仮）豊田市博物館の建設 2億681万円
●スポーツを楽しむ風土の醸成 ４,155万円
●ＳＤＧｓ未来都市※プロモーション 250万円
　リニューアルオープンするとよたエコフルタウン
を情報発信拠点として、豊田市の先進技術を活用し
た実証事業の取組やＳＤＧｓに係る代表的な取組に
ついて、国内外に向けて広く情報発信します。
※持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた取組を先導的に進め
ていく自治体。豊田市は2018年６月に「みんながつながるミライに
つながるスマートシティ」を掲げ内閣府から選定を受けています。

●（仮）とよたアートプログラム※2019の開催
 5,408万円
　ラグビーワールドカップ2019™やあいちトリエン
ナーレ2019の開催に合わせ、「市民アートプロジェク
ト」、「おいでんアート体験フェア」など、市民が主役
となる様々な文化事業を一体的に開催します。
　また、美術館では、19世紀末～20世紀にかけてウ
ィーンで活躍したグスタフ・クリムトの没後100年
を記念する展覧会、「クリムト展 ウィーンと日本
1900」（2019年７月23日（火）～10月14日（月））を国内
最大の規模で開催します。
※本市の多彩な文化事業などを一連
のプログラムとして組み合わせて展
開することで、豊田市ならではの文
化芸術の魅力を発信します。

●子育て相談体制の充実 1,750万円
●子育て支援サービスの充実 498万円
　産前産後の子育て家庭が安心して出産、育児ができる
よう、家事育児支援を行うヘルパー派遣や双子などの多
胎児の妊婦に対する健康教室を新たに実施します。
●妊産婦や乳幼児の健康増進 5億1,970万円
　妊産婦や乳幼児の健康の保持、増進を図るため、公
費助成による健康診査や
集団での健康診査を実施
します。また、2019年度
は、これまで午後に実施
していた１歳６か月児健
康診査について、豊田加茂医師会、豊田加茂歯科医師
会などの協力を得ながら、一部の健康診査を試行的に
午前に開催し、保護者の利便性向上を図ります。
●児童虐待防止対策の推進 540万円
●子どもの権利啓発の推進 18万円
　子ども条例に関する理解を深め、子どもの権利に
ついてより深く学ぶため、子どもの権利擁護委員な
どが中学校を訪問し、全校生徒を対象とした講演会
や教員研修を行います。
●ひとり親家庭の支援 17億2,678万円
　児童扶養手当などの支払回数について、現行の年３
回を見直し、年６回の隔月支払を2019年11月支払分か
ら実施します。また、ひとり親家庭の親とその子ども
が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講
する場合に、その費用の一部を新たに助成します。
●子ども医療費の助成 21億3,426万円
●幼児教育・保育の無償化 8億730万円
　2019年10月から幼児教育・保育の無償化を実施し
ます。
※予算額は無償化に伴う保育料の歳入減と給付費の歳出増の合計を表記

産業の強靭化

重点施策 2

豊田ならではの暮らしの豊かさを生かした
定住の促進

暮らしてよし・
訪れてよしの魅力創出

重点施策 3

子ども・子育て

安心して子育てができる
まちの実現

基本施策 1

拡充

拡充

拡充
新規

新規
新規

世界に発信するまちぐるみの観光・交流の
取組の推進

拡充

●外国人観光客の受入環境の向上 1,899万円
●観光ゲートウェイ機能の設置 400万円
　観光客に対するおもてなしと情報発信の強化のた
め、主要道路などのコンビニエンスストアと連携し、
来訪者に豊田市の観光情報を提供する「観光ゲート
ウェイ」の取組を推進します。
●観光プロモーションなどの推進 1億3,000万円

●停車場線（豊田市駅前の道路）の歩行者専用化の試行
7,050万円

　将来の歩行者専用化に向け、停車場線を交通規制
し、ラグビーワールドカップ2019™のおもてなしと
連携した公共空間でのにぎわい創出を行うとともに、
交通影響調査を行います。
●まちなかの案内・サイン施設の充実

1,950万円

新規

まちの魅力の共有と発信

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充
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●豊田東ＩＣ周辺における産業用地創出の検討 6,600万円
　新たな産業用地の創出のため、豊田東ＩＣ周辺で
の事業化に向け概略設計と土壌調査などを行います。
●企業活動を見据えた都市基盤・環境の整備
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の解決に資する技術の開発・実証・実装を目指す体制として組織

●ＭａａＳ※－Ｃｉｔｙとよたの検討 1,300万円
　将来のＭａａＳ（Mobility as a Service）社会の
到来に備え、本市にとって必要なモビリティサービ
スのあり方を官民連携で検討します。
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るため、男女共同参画全国都市会議を豊田市で開催
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●ＳＤＧｓ未来都市※プロモーション 250万円
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を情報発信拠点として、豊田市の先進技術を活用し
た実証事業の取組やＳＤＧｓに係る代表的な取組に
ついて、国内外に向けて広く情報発信します。
※持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた取組を先導的に進め
ていく自治体。豊田市は2018年６月に「みんながつながるミライに
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 5,408万円
　ラグビーワールドカップ2019™やあいちトリエン
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のプログラムとして組み合わせて展
開することで、豊田市ならではの文
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●子育て支援サービスの充実 498万円
　産前産後の子育て家庭が安心して出産、育児ができる
よう、家事育児支援を行うヘルパー派遣や双子などの多
胎児の妊婦に対する健康教室を新たに実施します。
●妊産婦や乳幼児の健康増進 5億1,970万円
　妊産婦や乳幼児の健康の保持、増進を図るため、公
費助成による健康診査や
集団での健康診査を実施
します。また、2019年度
は、これまで午後に実施
していた１歳６か月児健
康診査について、豊田加茂医師会、豊田加茂歯科医師
会などの協力を得ながら、一部の健康診査を試行的に
午前に開催し、保護者の利便性向上を図ります。
●児童虐待防止対策の推進 540万円
●子どもの権利啓発の推進 18万円
　子ども条例に関する理解を深め、子どもの権利に
ついてより深く学ぶため、子どもの権利擁護委員な
どが中学校を訪問し、全校生徒を対象とした講演会
や教員研修を行います。
●ひとり親家庭の支援 17億2,678万円
　児童扶養手当などの支払回数について、現行の年３
回を見直し、年６回の隔月支払を2019年11月支払分か
ら実施します。また、ひとり親家庭の親とその子ども
が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講
する場合に、その費用の一部を新たに助成します。
●子ども医療費の助成 21億3,426万円
●幼児教育・保育の無償化 8億730万円
　2019年10月から幼児教育・保育の無償化を実施し
ます。
※予算額は無償化に伴う保育料の歳入減と給付費の歳出増の合計を表記
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　将来の歩行者専用化に向け、停車場線を交通規制
し、ラグビーワールドカップ2019™のおもてなしと
連携した公共空間でのにぎわい創出を行うとともに、
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学び・育ち

生涯を通じて学び・育ち続ける
ことができるまちの実現

基本施策 2

●空調機器の整備 70億2,300万円
　より良い学びの環境を
整えるため、小・中学校
へ空調機器の整備を、20
19年７月からの運転開始
に向けて進めます。なお、
予算は2018年度の予算です。
●学校施設環境の整備 11億310万円
●きめ細かな教育の充実 6億3,527万円
　豊田市独自の少人数学級を推進するため、非常勤
講師を増員し、きめ細かな教育を実施します。また、
子どもの健康や安全を守るため、市独自で非常勤の
養護教諭を配置します。
●ＩＣＴ機器を活用した分かる・深まる授業づくり
 6億3,646万円
●いじめ・不登校問題対策 1億4,388万円
●放課後児童の健全育成 13億2,283万円
　児童の健全育成のため、放課後児童クラブの運営
を継続して実施します。2019年度は、新たに大蔵、
大沼、御作小学校にて放課後児童クラブを開設しま
す。また、活動室の老朽化に伴い、駒場、衣丘、土
橋小学校の放課後児童施設の新築工事を行います。
●北部給食センターの移転新築 25億5,764万円
●豊田特別支援学校調理場の拡張 3億1,332万円
　個々の児童生徒に合わせた、よりきめ細かな給食
を提供するため、調理場を整備します（2021年９月
供用開始）。
※予算額は2021年度までの合計額を表記

健康

誰もが健やかに安心して
暮らせるまちの実現

基本施策 3

●元気アップ事業の推進 976万円

医療
●救急医療体制の維持 1億6,135万円
●（仮）南部１次救急診療所及び（仮）外来療育施設等
の整備 7億1,811万円
●骨髄移植ドナーに対する支援

105万円
　日本骨髄バンクにドナー登録し、骨
髄などの提供のため通院・入院した場
合、ドナーとドナーを雇用している事
業者に対して助成を行います。

福祉
●地域包括支援センターの運営 9億6,428万円
　地域で暮らす高齢者を、介護、福祉、健康、医療
等の様々な面から総合的に支援します。また、益富
地区に地域包括支援センターを新規開設します。
●重症心身障がい者等への生活支援 2,324万円
●発達障がい児・者の家族への支援 44万円
　子育ての不安感の解消と当事者家族同士の相談の
場をつくるため、発達障がい子育て情報交換会を実
施します。
●「とよた急病・子育てコール24」の運営 3,205万円
●支援が必要な子どもへの学習支援 1,445万円
●障がい者の日中活動場所整備の推進 8,828万円

消防
●災害現場におけるドローンの活用 71万円
●多様な１１９番通報手段の充実 499万円
　ラグビーワールドカップ2019™開催に向けて、訪日
外国人の携帯電話通報への対応や、開催期間中は５言
語に対応可能な「多言語コールセンター」を15言語で行
います。また、「Ｎｅｔ１１９・メール１１９」や「多
言語コールセンター」の普及啓発を行います。

防犯
●防犯対策の推進 9,025万円

交通安全
●歩行者保護モデルカー活動の推進 450万円
●高齢者への交通安全対策の推進 1,290万円
●交通安全学習センターの充実 1億1,651万円
　利用者の「交通安全の心」を育むため、ジオラママ
ッピングや映像を用いて、「交通事故の悲惨さ」を自
ら考えることができるコーナーを新設します。
●事故防止対策の推進 1億7,878万円
　事故防止対策のため、信号機の設置されていない横断歩
道にＬＥＤの点滅により歩行者の存在を知らせる機器を設
置するとともに、地域要望や事故データなどに基づき、区
画線や防護柵などの交通安全施設を整備します。また、ゾ
ーン30内における速度抑制を目的としたカラー舗装など、
児童を始めとした歩行者の安全確保を図ります。

●予防接種の実施 15億734万円
　感染症の発生とまん延を防ぐため、おたふくかぜ、
Ｂ型肝炎、ロタ、高齢者用肺炎球菌、風しん、麻しん
などのワクチン接種を実施します。また、風しんの抗
体保有率が低い年代の成人男性に対し、抗体検査と検
査後の予防接種を2021年度末まで無料で実施します。

●豊田市の特色ある給食の実施 19億9,520万円
●若園交流館・中学校（一部）の改築 2,259万円
●藤岡南交流館の増築 1,640万円
　藤岡南交流館において、機能や利便性の向上等を
図るため、増築工事（2019～2020年度）を実施します。

スポーツ
●（仮）梅坪台運動広場・（仮）松平地域体育館等の整備
 2億5,867万円
●文化・スポーツを生かしたまちづくりの推進 

1,361万円
　文化やスポーツのイベントなどを「地域経済の活
性化」や「市民参加」などのまちづくりにつなげるた
め、おもてなし事業などイベントの開催効果を高め
る取組を行います。
●足助プール改築工事 2億1,350万円
●第40回豊田マラソン記念大会・第３回とよた健康
づくりウオーキングの開催 2,045万円

歴史・文化
●旧鈴木家住宅の修理工事 2億9,168万円
●展覧会の開催 6,070万円
　【美術館】
　クリムト展ウィーンと日本1900、岡崎乾二郎展な

ど

　【郷土資料館】
　よみがえる織田信長像
　※会場は美術館
　【民芸館】
　柚木沙弥郎の染色
　―もようと色彩―

拡充

拡充

新規

新規

新規

拡充

拡充

拡充

新規

防災・減災

市民の生命・財産が守られ、
安全・安心に暮らせるまちの実現

基本施策 4

●ハザードマップの更新 5,808万円

　防災・減災に係る情報収集・提供体制の強化を図
るため、土砂災害に関する警戒区域や河川氾濫など
の情報を掲載したハザードマップの更新を行います。
●災害時情報通信設備の整備 1億1,351万円
●市民向け気象情報サイトの開設 250万円
　災害が起こる前に市民自らが必要な情報を収集し、
避難の準備が行えるよう、台風予想、雨量予想、河
川水位などの気象情報を閲覧できるＷＥＢサイトを
新たに開設します。
●災害対策本部情報収集体制の強化 131万円
　ＳＮＳに投稿された映像や画像をＡＩが解析し、
有用な情報を抽出するシステムを導入します。
●道路・橋りょう・河川の防災対策 23億3,198万円

拡充

拡充

新規

新規

新規

拡充

拡充

拡充

●待機児童対策 9億9,897万円
●公立こども園の民間移管 7,835万円
●私立こども園、私立幼保連携型認定こども園の運
営費補助 13億9,688万円
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学び・育ち

生涯を通じて学び・育ち続ける
ことができるまちの実現

基本施策 2

●空調機器の整備 70億2,300万円
　より良い学びの環境を
整えるため、小・中学校
へ空調機器の整備を、20
19年７月からの運転開始
に向けて進めます。なお、
予算は2018年度の予算です。
●学校施設環境の整備 11億310万円
●きめ細かな教育の充実 6億3,527万円
　豊田市独自の少人数学級を推進するため、非常勤
講師を増員し、きめ細かな教育を実施します。また、
子どもの健康や安全を守るため、市独自で非常勤の
養護教諭を配置します。
●ＩＣＴ機器を活用した分かる・深まる授業づくり
 6億3,646万円
●いじめ・不登校問題対策 1億4,388万円
●放課後児童の健全育成 13億2,283万円
　児童の健全育成のため、放課後児童クラブの運営
を継続して実施します。2019年度は、新たに大蔵、
大沼、御作小学校にて放課後児童クラブを開設しま
す。また、活動室の老朽化に伴い、駒場、衣丘、土
橋小学校の放課後児童施設の新築工事を行います。
●北部給食センターの移転新築 25億5,764万円
●豊田特別支援学校調理場の拡張 3億1,332万円
　個々の児童生徒に合わせた、よりきめ細かな給食
を提供するため、調理場を整備します（2021年９月
供用開始）。
※予算額は2021年度までの合計額を表記

健康

誰もが健やかに安心して
暮らせるまちの実現

基本施策 3

●元気アップ事業の推進 976万円

医療
●救急医療体制の維持 1億6,135万円
●（仮）南部１次救急診療所及び（仮）外来療育施設等
の整備 7億1,811万円
●骨髄移植ドナーに対する支援

105万円
　日本骨髄バンクにドナー登録し、骨
髄などの提供のため通院・入院した場
合、ドナーとドナーを雇用している事
業者に対して助成を行います。

福祉
●地域包括支援センターの運営 9億6,428万円
　地域で暮らす高齢者を、介護、福祉、健康、医療
等の様々な面から総合的に支援します。また、益富
地区に地域包括支援センターを新規開設します。
●重症心身障がい者等への生活支援 2,324万円
●発達障がい児・者の家族への支援 44万円
　子育ての不安感の解消と当事者家族同士の相談の
場をつくるため、発達障がい子育て情報交換会を実
施します。
●「とよた急病・子育てコール24」の運営 3,205万円
●支援が必要な子どもへの学習支援 1,445万円
●障がい者の日中活動場所整備の推進 8,828万円

消防
●災害現場におけるドローンの活用 71万円
●多様な１１９番通報手段の充実 499万円
　ラグビーワールドカップ2019™開催に向けて、訪日
外国人の携帯電話通報への対応や、開催期間中は５言
語に対応可能な「多言語コールセンター」を15言語で行
います。また、「Ｎｅｔ１１９・メール１１９」や「多
言語コールセンター」の普及啓発を行います。

防犯
●防犯対策の推進 9,025万円

交通安全
●歩行者保護モデルカー活動の推進 450万円
●高齢者への交通安全対策の推進 1,290万円
●交通安全学習センターの充実 1億1,651万円
　利用者の「交通安全の心」を育むため、ジオラママ
ッピングや映像を用いて、「交通事故の悲惨さ」を自
ら考えることができるコーナーを新設します。
●事故防止対策の推進 1億7,878万円
　事故防止対策のため、信号機の設置されていない横断歩
道にＬＥＤの点滅により歩行者の存在を知らせる機器を設
置するとともに、地域要望や事故データなどに基づき、区
画線や防護柵などの交通安全施設を整備します。また、ゾ
ーン30内における速度抑制を目的としたカラー舗装など、
児童を始めとした歩行者の安全確保を図ります。

●予防接種の実施 15億734万円
　感染症の発生とまん延を防ぐため、おたふくかぜ、
Ｂ型肝炎、ロタ、高齢者用肺炎球菌、風しん、麻しん
などのワクチン接種を実施します。また、風しんの抗
体保有率が低い年代の成人男性に対し、抗体検査と検
査後の予防接種を2021年度末まで無料で実施します。

●豊田市の特色ある給食の実施 19億9,520万円
●若園交流館・中学校（一部）の改築 2,259万円
●藤岡南交流館の増築 1,640万円
　藤岡南交流館において、機能や利便性の向上等を
図るため、増築工事（2019～2020年度）を実施します。

スポーツ
●（仮）梅坪台運動広場・（仮）松平地域体育館等の整備
 2億5,867万円
●文化・スポーツを生かしたまちづくりの推進 

1,361万円
　文化やスポーツのイベントなどを「地域経済の活
性化」や「市民参加」などのまちづくりにつなげるた
め、おもてなし事業などイベントの開催効果を高め
る取組を行います。
●足助プール改築工事 2億1,350万円
●第40回豊田マラソン記念大会・第３回とよた健康
づくりウオーキングの開催 2,045万円

歴史・文化
●旧鈴木家住宅の修理工事 2億9,168万円
●展覧会の開催 6,070万円
　【美術館】
　クリムト展ウィーンと日本1900、岡崎乾二郎展な

ど

　【郷土資料館】
　よみがえる織田信長像
　※会場は美術館
　【民芸館】
　柚木沙弥郎の染色
　―もようと色彩―
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防災・減災

市民の生命・財産が守られ、
安全・安心に暮らせるまちの実現

基本施策 4

●ハザードマップの更新 5,808万円

　防災・減災に係る情報収集・提供体制の強化を図
るため、土砂災害に関する警戒区域や河川氾濫など
の情報を掲載したハザードマップの更新を行います。
●災害時情報通信設備の整備 1億1,351万円
●市民向け気象情報サイトの開設 250万円
　災害が起こる前に市民自らが必要な情報を収集し、
避難の準備が行えるよう、台風予想、雨量予想、河
川水位などの気象情報を閲覧できるＷＥＢサイトを
新たに開設します。
●災害対策本部情報収集体制の強化 131万円
　ＳＮＳに投稿された映像や画像をＡＩが解析し、
有用な情報を抽出するシステムを導入します。
●道路・橋りょう・河川の防災対策 23億3,198万円

拡充

拡充

新規

新規

新規

拡充

拡充

拡充

●待機児童対策 9億9,897万円
●公立こども園の民間移管 7,835万円
●私立こども園、私立幼保連携型認定こども園の運
営費補助 13億9,688万円
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●地産地食・農産物ブランド化の推進 782万円
　とよた絶品スイーツ
フェアやジビエ普及イ
ベントの実施、食べま
いとよた米プロジェク
トの推進、品評会の実
施など、地産地食と市内農産物のブランド化へ向け
た取組を推進します。また、新たにラグビーワール
ドカップ2019™の開催に合わせ、特産品のＰＲを実
施します。
●農商工の連携促進 121万円
　地域産業の育成、農業者の所得向上のため、小売
店と農業者のマッチング支援を実施します。また、
新たにラグビーワールドカップ2019™の開催に合わ
せ、ホテルで使用されるラグビーに関連した特別メ
ニューづくりに共働で取り組みます。
●間伐促進事業 1億1,619万円
●地域材の利用拡大 508万円
　地域材の利用拡大を図る
ため、木育イベントなどに
よる木に親しむ活動を推進
するとともに、地域材のコ
ーディネート組織「ウッデ
ィーラー豊田」の商品開発や広報活動などを支援します。
●有害鳥獣対策事業 8,479万円

農業・林業

●商店街等の魅力創出支援 3,125万円
　地域商業の活性化を図るため、商店街の人材育成に関
する事業費や、地域の不足業種に対応した出店者の創業
費用の一部を補助します。また、新たにラグビーワール
ドカップ2019™開催に合わせた商店街のラグビー関連
イベントの実施などの取組に対する補助を拡大します。

ものづくり産業・商業

●とよたの特産品展の開催 480万円
　豊田市の特産品のＰＲ、販路拡大と販売ノウハウ
の習得を図るため、とよたの特産品展を開催します。
また、新たにラグビーワールドカップ2019™開催に
合わせて、豊田市駅周辺において実施します。

●ＭＩＣＥ※を活用したプロモーション戦略の検討
 1,000万円
　地域経済の活性化を図るため、ＭＩＣＥを活用し
たプロモーション戦略の調査・検討を実施します。
※Meeting、Incentive travel、Convention、Eventの頭文字
で多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

●ラリーを活かしたまちづくりの推進
 900万円
　クルマのまちとして、自動車文化の醸成と自動車
産業の振興を図るため、ラリーの開催支援を実施し
ます。2019年度は、世界
ラリー選手権に関する準
備調査や地方ラリー選手
権などの開催支援を行い
ます。
●香嵐渓の再整備 911万円
●足助地域核エリア再生総合プロデュース事業
 2,886万円
●和紙のふるさとの再整備 1億2,130万円
　2020年豊田国際紙フォーラムの開催に向けて、施
設の利便性向上などを図るため、トイレの洋式化、
照明器具や展示設備の改修などを実施します。
●四季の回廊の整備 4,320万円
●都心の公共的空間活用 2,203万円
　中心市街地の広場などの公共的空間を活用する取
組（あそべるとよたプロジェクトな

ど）を進め、にぎわ
いの創出を図るとともに、民間主導の事業展開を推
進するため、都市再生推
進法人（ＴＣＣＭ）のエリ
アマネジメントに関する
専門的人材の活用などを
支援します。
●トイレ洋式化の推進 1,680万円

観光・交流

多様な資源が生かされ、未来に
挑戦する活力のあるまちの実現

基本施策 5

拡充 ●スマートハウス普及促進補助 1億2,990万円
　スマートハウスの
普及促進を図るため、
太陽光発電システム、
家庭用燃料電池、家
庭用エネルギー管理
システム（ＨＥＭＳ）、
家庭用蓄電池の設置、次世代自動車の購入に対して
補助します。
　また、年間のエネルギー消費量の収支“ゼロ”を目
指す「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）」
に対しての上乗せ補助や断熱窓への補助を実施しま
す。
●庁舎の省エネ改修 1,270万円

低炭素社会

●環境学習の推進 1億5,842万円
●エコファミリーの推進 2,414万円
●気候変動に関する実態・影響調査 1,190万円
　気候変動の影響に関する調査・分析をするほか、
暑さ対策に関する市民啓発などを図るため、調査委
託を実施します。また、夏期のイベントにおいて、
熱中症対策などを啓発します。
●企業と連携した環境保全の取組の推進 144万円
●豊田市駅周辺地区の路上喫煙の防止 977万円

環境配慮行動

●産業廃棄物の不適正処理の防止 2,196万円
●ごみの減量に向けた取組の推進 160万円

循環型社会

●湿地の保全活用 850万円
自然共生社会

人と自然が共生する環境に
やさしいまちの実現

基本施策 6

拡充 ●都心環境計画に基づく市街地再整備 4億798万円
　都心環境計画に基づき、市民・事業者・来街者な
どに魅力的な都心施設の再整備を進め、都心のにぎ
わい創出を図ります。2019年度は豊田市駅東口拠点
施設・芝生広場工事、ペデストリアンデッキ延伸工
事等を実施します。
●都心緑化の推進 1,891万円
　都心の潤いやにぎわい創出につなげるため、スタ
ジアムアベニューの花飾りを充実するほか、停車場
線周辺等へのモデル緑化施設の設置と民有地緑化の
推進を図ります。
●中央公園第二期整備事業 9,024万円
　中央公園第二期整備に向けて、市民ワークショッ
プを開催しながら、必要となる基本設計などを実施
し、都市計画決定への事務手続きを進めます。
●鞍ケ池公園への民間活力導入 1,430万円
　鞍ケ池公園への民間活力の導入を目指し、事業者
の公募、選定などを実施します。
●矢作川水辺プロジェクトの推進 1億784万円
　矢作川の水辺空間において、公共や民間など多様
な主体によるイベントなどを展開し、都心と一体と
なったにぎわいづくりを引き続き推進します。

市街地整備

●コネクティッドカーの情報を活用した路面状況調査
 700万円
　道路の路面状況を把握するため、コネクティッド
カーによるデータ収集を実施します。コネクティッ
ドカーとは、通信機を搭載した自動車を示します。
通信機を通じて自動車がネットワークに常時つなが
ることで、より「安全・安心」「快適・便利」なサービ
スの提供やまちづくりに活かします。
●上郷スマートインターチェンジの整備 4億7,860万円

交通

生活と産業を支える快適で
質の高いまちの実現

基本施策 7

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

拡充

新規
新規
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●地産地食・農産物ブランド化の推進 782万円
　とよた絶品スイーツ
フェアやジビエ普及イ
ベントの実施、食べま
いとよた米プロジェク
トの推進、品評会の実
施など、地産地食と市内農産物のブランド化へ向け
た取組を推進します。また、新たにラグビーワール
ドカップ2019™の開催に合わせ、特産品のＰＲを実
施します。
●農商工の連携促進 121万円
　地域産業の育成、農業者の所得向上のため、小売
店と農業者のマッチング支援を実施します。また、
新たにラグビーワールドカップ2019™の開催に合わ
せ、ホテルで使用されるラグビーに関連した特別メ
ニューづくりに共働で取り組みます。
●間伐促進事業 1億1,619万円
●地域材の利用拡大 508万円
　地域材の利用拡大を図る
ため、木育イベントなどに
よる木に親しむ活動を推進
するとともに、地域材のコ
ーディネート組織「ウッデ
ィーラー豊田」の商品開発や広報活動などを支援します。
●有害鳥獣対策事業 8,479万円

農業・林業

●商店街等の魅力創出支援 3,125万円
　地域商業の活性化を図るため、商店街の人材育成に関
する事業費や、地域の不足業種に対応した出店者の創業
費用の一部を補助します。また、新たにラグビーワール
ドカップ2019™開催に合わせた商店街のラグビー関連
イベントの実施などの取組に対する補助を拡大します。

ものづくり産業・商業

●とよたの特産品展の開催 480万円
　豊田市の特産品のＰＲ、販路拡大と販売ノウハウ
の習得を図るため、とよたの特産品展を開催します。
また、新たにラグビーワールドカップ2019™開催に
合わせて、豊田市駅周辺において実施します。

●ＭＩＣＥ※を活用したプロモーション戦略の検討
 1,000万円
　地域経済の活性化を図るため、ＭＩＣＥを活用し
たプロモーション戦略の調査・検討を実施します。
※Meeting、Incentive travel、Convention、Eventの頭文字
で多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

●ラリーを活かしたまちづくりの推進
 900万円
　クルマのまちとして、自動車文化の醸成と自動車
産業の振興を図るため、ラリーの開催支援を実施し
ます。2019年度は、世界
ラリー選手権に関する準
備調査や地方ラリー選手
権などの開催支援を行い
ます。
●香嵐渓の再整備 911万円
●足助地域核エリア再生総合プロデュース事業
 2,886万円
●和紙のふるさとの再整備 1億2,130万円
　2020年豊田国際紙フォーラムの開催に向けて、施
設の利便性向上などを図るため、トイレの洋式化、
照明器具や展示設備の改修などを実施します。
●四季の回廊の整備 4,320万円
●都心の公共的空間活用 2,203万円
　中心市街地の広場などの公共的空間を活用する取
組（あそべるとよたプロジェクトな

ど）を進め、にぎわ
いの創出を図るとともに、民間主導の事業展開を推
進するため、都市再生推
進法人（ＴＣＣＭ）のエリ
アマネジメントに関する
専門的人材の活用などを
支援します。
●トイレ洋式化の推進 1,680万円

観光・交流

多様な資源が生かされ、未来に
挑戦する活力のあるまちの実現

基本施策 5

拡充 ●スマートハウス普及促進補助 1億2,990万円
　スマートハウスの
普及促進を図るため、
太陽光発電システム、
家庭用燃料電池、家
庭用エネルギー管理
システム（ＨＥＭＳ）、
家庭用蓄電池の設置、次世代自動車の購入に対して
補助します。
　また、年間のエネルギー消費量の収支“ゼロ”を目
指す「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）」
に対しての上乗せ補助や断熱窓への補助を実施しま
す。
●庁舎の省エネ改修 1,270万円

低炭素社会

●環境学習の推進 1億5,842万円
●エコファミリーの推進 2,414万円
●気候変動に関する実態・影響調査 1,190万円
　気候変動の影響に関する調査・分析をするほか、
暑さ対策に関する市民啓発などを図るため、調査委
託を実施します。また、夏期のイベントにおいて、
熱中症対策などを啓発します。
●企業と連携した環境保全の取組の推進 144万円
●豊田市駅周辺地区の路上喫煙の防止 977万円

環境配慮行動

●産業廃棄物の不適正処理の防止 2,196万円
●ごみの減量に向けた取組の推進 160万円

循環型社会

●湿地の保全活用 850万円
自然共生社会

人と自然が共生する環境に
やさしいまちの実現

基本施策 6

拡充 ●都心環境計画に基づく市街地再整備 4億798万円
　都心環境計画に基づき、市民・事業者・来街者な
どに魅力的な都心施設の再整備を進め、都心のにぎ
わい創出を図ります。2019年度は豊田市駅東口拠点
施設・芝生広場工事、ペデストリアンデッキ延伸工
事等を実施します。
●都心緑化の推進 1,891万円
　都心の潤いやにぎわい創出につなげるため、スタ
ジアムアベニューの花飾りを充実するほか、停車場
線周辺等へのモデル緑化施設の設置と民有地緑化の
推進を図ります。
●中央公園第二期整備事業 9,024万円
　中央公園第二期整備に向けて、市民ワークショッ
プを開催しながら、必要となる基本設計などを実施
し、都市計画決定への事務手続きを進めます。
●鞍ケ池公園への民間活力導入 1,430万円
　鞍ケ池公園への民間活力の導入を目指し、事業者
の公募、選定などを実施します。
●矢作川水辺プロジェクトの推進 1億784万円
　矢作川の水辺空間において、公共や民間など多様
な主体によるイベントなどを展開し、都心と一体と
なったにぎわいづくりを引き続き推進します。

市街地整備

●コネクティッドカーの情報を活用した路面状況調査
 700万円
　道路の路面状況を把握するため、コネクティッド
カーによるデータ収集を実施します。コネクティッ
ドカーとは、通信機を搭載した自動車を示します。
通信機を通じて自動車がネットワークに常時つなが
ることで、より「安全・安心」「快適・便利」なサービ
スの提供やまちづくりに活かします。
●上郷スマートインターチェンジの整備 4億7,860万円

交通

生活と産業を支える快適で
質の高いまちの実現

基本施策 7

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

新規

拡充

拡充

拡充

新規
新規
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●鉄道駅へのアクセスを良好にする道路整備 7,827万円
●国道301号及び国道419号関連市道の整備 1億1,900万円
●名鉄三河線若林駅付近の高架化の推進 2億8,863万円
●燃料電池バスＳＯＲＡの運行 4,625万円
　燃料電池バスＳＯＲＡを
新たに導入し、基幹バス路
線での運行のほか、ラグビ
ーワールドカップ2019™時
におけるシャトルバス運行、各種イベント時におけ
るＰＲブースへの出展などを行います。豊田市の環
境先進性を国内外へＰＲし、次世代自動車の普及を
図ります。

収 入
1,843億円

支 出
1,843億円

　特別会計とは、特定の事業を行う場合に、一般会
計と区別して設置する会計で、その特定の収入をも
って特定の支出に充てるものです。
　国民健康保険、介護保険、土地区画整理など10会
計があります。

　企業会計とは、独立採算制を原則とする企業的色
彩の強い事業の会計です。
　水道事業会計と下水道事業会計の２会計がありま
す。

2,912億9,650万円

特別会計

1,843億円

725億312万円 344億9,338万円企業会計

一般会計

総額

（前年度比2.2㌫増）

前年度比
2.0㌫増

前年度比
7.7㌫減

2019年度豊田市の当初予算

前年度比
0.9㌫増

市税　市民の皆さんが納めるお金
国庫支出金　使い道が決められている国から入るお金
県支出金　使い道が決められている県から入るお金
市債　国や銀行などから借りるお金
地方消費税交付金　地方消費税のうち県から配分されるお金
繰入金　主に貯金（基金）を取り崩すお金
地方交付税　使い道が自由な国から入るお金
そのほか　使用料や手数料な

ど

収入（市に入るお金）地方交付税
20億円（1％）
地方交付税
20億円（1％）

市債
90億円（5％）
市債
90億円（5％）

そのほか
152億1,786万円（8％）
そのほか
152億1,786万円（8％）

市税
1,163億7,062万円

（63％）

市税
1,163億7,062万円

（63％）

国庫支出金
205億4,467万円（11％）
国庫支出金
205億4,467万円（11％）

地方消費税交付金
83億9,200万円（5％）
地方消費税交付金
83億9,200万円（5％）

繰入金
28億8,033万円（2％）
繰入金
28億8,033万円（2％）

県支出金
98億9,452万円（5％）
県支出金
98億9,452万円（5％）

408億8,700万円
323億9,000万円
277億7,700万円
40億5,900万円
112億5,762万円

（22％）
（18％）
（15％）
（２％）
（６％）

固定資産税
個人市民税
法人市民税
都市計画税
そのほか

民生費　お年寄りや障がいのある人、子育てなど
　　　　を支えるためのお金
土木費　道路や公園などを整備するためのお金
教育費　学校整備やスポーツ・文化などを盛んに
　　　　するためのお金
総務費　地域振興や庁舎管理、選挙などのお金
衛生費　病気の予防、ごみ処理や環境を守るため
　　　　のお金
公債費　借入金（市債）を返すためのお金
そのほか　消防費や商工費、農林水産業費な

ど

支出（市が使うお金）
民生費

603億5,506万円
（33％）

民生費
603億5,506万円

（33％）

総務費
183億9,513万円

（10％）

総務費
183億9,513万円

（10％）

土木費
350億776万円
（19％）

土木費
350億776万円
（19％）

教育費
271億3,815万円

（15％）

教育費
271億3,815万円

（15％）

衛生費
171億8,533万円（9％）
衛生費
171億8,533万円（9％）

そのほか
164億8,491万円（9％）
そのほか
164億8,491万円（9％）

公債費
97億3,366万円（5％）
公債費
97億3,366万円（5％）

●下水道の整備 30億1,725万円
●合併処理浄化槽設置補助 1億4,963万円

上下水道

2019年度（平成31年度）当初予算

●地域予算提案事業、わくわく事業補助
 ３億2,062万円

共働

●外国人児童生徒への教育推進 1億7,149万円
　外国人児童生徒の日本の学校への適応を支援するた
め、ことばの教室の開催や日本語指導員の配置・巡回
を実施します。また、外国人児童生徒サポートセンタ
ーを西保見小学校から保見中学校へ移転します。
●外国人向けの情報提供の充実 88万円
　在住外国人が日本での生活に必要なルールを学ぶ
ためのセミナーの開催に加え、防災情報を取得しや
すくするための動画作成などを実施します。

国際化

●公共施設予約システムの導入 1,891万円
●タブレットを活用したペーパーレス会議の推進
 1,122万円

行政経営

●ＷＥ ＬＯＶＥ とよたの推進 1,577万円
ＷＥ ＬＯＶＥ とよた

市民力・地域力・企業力・行政力が
発揮される自立した地域社会の実現

基本施策 8

●愛知・豊田開催支援委員会負担金 5億672万円
●公認チームキャンプ地交流事業 2,471万円
●試合観戦客に対するプロモーションの実施 7,220万円
●消防特別警戒 657万円

試合会場・(仮)ファンゾーンの運営、誘客

●市民アートプロジェクト 980万円
●おいでんアート体験フェア 950万円
●デカスプロジェクト 628万円
●クリムト展 ウィーンと日本１９００ 2,850万円
●【関連事業】あいちトリエンナーレ２０１９
 9,281万円

（仮）とよたアートプログラム2019

●（仮）おもてなしエリアイベント会場の整備、運営 1億円
●銀行跡地芝生広場の整備、停車場線の交通規制など
 1億8,750万円
●とよたの「和」をコンテンツとしたプロモーション
 506万円
●花とみどりでおもてなし 644万円
●次世代モビリティのＰＲと体験乗車 1,779万円
●矢作川フェスタ 2,000万円

（仮）おもてなしエリア（豊田市駅周辺）等

ラグビーワールドカップ2019™ 
と関連イベント

新規

拡充

拡充

新規

新規

再掲

10 2019年度 予算のあらまし 112019年度 予算のあらまし



●鉄道駅へのアクセスを良好にする道路整備 7,827万円
●国道301号及び国道419号関連市道の整備 1億1,900万円
●名鉄三河線若林駅付近の高架化の推進 2億8,863万円
●燃料電池バスＳＯＲＡの運行 4,625万円
　燃料電池バスＳＯＲＡを
新たに導入し、基幹バス路
線での運行のほか、ラグビ
ーワールドカップ2019™時
におけるシャトルバス運行、各種イベント時におけ
るＰＲブースへの出展などを行います。豊田市の環
境先進性を国内外へＰＲし、次世代自動車の普及を
図ります。

収 入
1,843億円

支 出
1,843億円

　特別会計とは、特定の事業を行う場合に、一般会
計と区別して設置する会計で、その特定の収入をも
って特定の支出に充てるものです。
　国民健康保険、介護保険、土地区画整理など10会
計があります。

　企業会計とは、独立採算制を原則とする企業的色
彩の強い事業の会計です。
　水道事業会計と下水道事業会計の２会計がありま
す。

2,912億9,650万円

特別会計

1,843億円

725億312万円 344億9,338万円企業会計

一般会計

総額

（前年度比2.2㌫増）

前年度比
2.0㌫増

前年度比
7.7㌫減

2019年度豊田市の当初予算

前年度比
0.9㌫増

市税　市民の皆さんが納めるお金
国庫支出金　使い道が決められている国から入るお金
県支出金　使い道が決められている県から入るお金
市債　国や銀行などから借りるお金
地方消費税交付金　地方消費税のうち県から配分されるお金
繰入金　主に貯金（基金）を取り崩すお金
地方交付税　使い道が自由な国から入るお金
そのほか　使用料や手数料な

ど

収入（市に入るお金）地方交付税
20億円（1％）
地方交付税
20億円（1％）

市債
90億円（5％）
市債
90億円（5％）

そのほか
152億1,786万円（8％）
そのほか
152億1,786万円（8％）

市税
1,163億7,062万円

（63％）

市税
1,163億7,062万円

（63％）

国庫支出金
205億4,467万円（11％）
国庫支出金
205億4,467万円（11％）

地方消費税交付金
83億9,200万円（5％）
地方消費税交付金
83億9,200万円（5％）

繰入金
28億8,033万円（2％）
繰入金
28億8,033万円（2％）

県支出金
98億9,452万円（5％）
県支出金
98億9,452万円（5％）

408億8,700万円
323億9,000万円
277億7,700万円
40億5,900万円
112億5,762万円

（22％）
（18％）
（15％）
（２％）
（６％）

固定資産税
個人市民税
法人市民税
都市計画税
そのほか

民生費　お年寄りや障がいのある人、子育てなど
　　　　を支えるためのお金
土木費　道路や公園などを整備するためのお金
教育費　学校整備やスポーツ・文化などを盛んに
　　　　するためのお金
総務費　地域振興や庁舎管理、選挙などのお金
衛生費　病気の予防、ごみ処理や環境を守るため
　　　　のお金
公債費　借入金（市債）を返すためのお金
そのほか　消防費や商工費、農林水産業費な

ど

支出（市が使うお金）
民生費

603億5,506万円
（33％）

民生費
603億5,506万円

（33％）

総務費
183億9,513万円

（10％）

総務費
183億9,513万円

（10％）

土木費
350億776万円
（19％）

土木費
350億776万円
（19％）

教育費
271億3,815万円

（15％）

教育費
271億3,815万円

（15％）

衛生費
171億8,533万円（9％）
衛生費
171億8,533万円（9％）

そのほか
164億8,491万円（9％）
そのほか
164億8,491万円（9％）

公債費
97億3,366万円（5％）
公債費
97億3,366万円（5％）

●下水道の整備 30億1,725万円
●合併処理浄化槽設置補助 1億4,963万円

上下水道

2019年度（平成31年度）当初予算

●地域予算提案事業、わくわく事業補助
 ３億2,062万円

共働

●外国人児童生徒への教育推進 1億7,149万円
　外国人児童生徒の日本の学校への適応を支援するた
め、ことばの教室の開催や日本語指導員の配置・巡回
を実施します。また、外国人児童生徒サポートセンタ
ーを西保見小学校から保見中学校へ移転します。
●外国人向けの情報提供の充実 88万円
　在住外国人が日本での生活に必要なルールを学ぶ
ためのセミナーの開催に加え、防災情報を取得しや
すくするための動画作成などを実施します。

国際化

●公共施設予約システムの導入 1,891万円
●タブレットを活用したペーパーレス会議の推進
 1,122万円

行政経営

●ＷＥ ＬＯＶＥ とよたの推進 1,577万円
ＷＥ ＬＯＶＥ とよた

市民力・地域力・企業力・行政力が
発揮される自立した地域社会の実現

基本施策 8

●愛知・豊田開催支援委員会負担金 5億672万円
●公認チームキャンプ地交流事業 2,471万円
●試合観戦客に対するプロモーションの実施 7,220万円
●消防特別警戒 657万円

試合会場・(仮)ファンゾーンの運営、誘客

●市民アートプロジェクト 980万円
●おいでんアート体験フェア 950万円
●デカスプロジェクト 628万円
●クリムト展 ウィーンと日本１９００ 2,850万円
●【関連事業】あいちトリエンナーレ２０１９
 9,281万円

（仮）とよたアートプログラム2019

●（仮）おもてなしエリアイベント会場の整備、運営 1億円
●銀行跡地芝生広場の整備、停車場線の交通規制など
 1億8,750万円
●とよたの「和」をコンテンツとしたプロモーション
 506万円
●花とみどりでおもてなし 644万円
●次世代モビリティのＰＲと体験乗車 1,779万円
●矢作川フェスタ 2,000万円

（仮）おもてなしエリア（豊田市駅周辺）等

ラグビーワールドカップ2019™ 
と関連イベント

新規

拡充

拡充

新規

新規

再掲
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市税の推移

貯金残高と借入金残高の推移

2019年度一般会計予算額（市民1人当たり） 432,999円

25億1,220万円
3億 500万円
8,080万円

11億6,100万円

●区画整理
●街路事業・公園整備
●下水道事業への出資金
●市債の償還（元金）

都市計画税 40億5,900万円

9億9,400万円
8億3,200万円
4億1,400万円
3億9,400万円
3億5,200万円
3億 300万円

●子ども医療助成費
●定期予防接種費
●心身障がい者扶助料給付費
●保健事業費
●教育・保育給付費
●妊産婦・乳幼児健診費

地方消費税交付金
社会保障財源分 32億8,900万円

将来の
まちづくりへの投資 398億円

5,200万円
800万円

●間伐促進事業
●小・中学校備品

森林環境譲与税 6,000万円

目的のある収入の使い道

●土地区画整理事業
●内環状線建設事業
●豊田地域医療センター再整備事業
●北部給食センター建設事業
●朝日丘中学校増築事業　　　　　　　な

ど

■個人市民税　■法人市民税　■固定資産税　■その他

■貯金残高　■借入金残高

2015年 2016年 2017年 2018年見込 2019年当初

2015年 2016年 2017年 2018年見込 2019年当初
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普通建設事業費

道路や建物の建設な
ど

93,570円

物件費

施設維持管理費な
ど

80,347円

扶助費

児童手当・生活保護費な
ど

75,387円

人件費

職員の給料な
ど

74,880円

補助費等

補助金な
ど

49,759円

繰出金

特別会計などへの補塡
23,730円

公債費

借入金の返済
22,869円

維持補修費

道路や河川の修理な
ど

7,340円

※そのほかの費用は5,117円。2019年2月1日現在の人口425,636人をもとに算出しています

助成決定通知書

－
－
－
－
－
－
－
－

○○様

○○市役所

・ 市民力・地域力・企業力・行政力が発揮される自立した地域社会の実現
・ 生活と産業を支える快適で質の高いまちの実現
・ 人と自然が共生する環境にやさしいまちの実現
・ 多様な資源が生かされ、未来に挑戦する活力のあるまちの実現
・ 市民の生命・財産が守られ、安全・安心に暮らせるまちの実現
・ 誰もが健やかに安心して暮らせるまちの実現
・ 生涯を通じて学び・育ち続けることができるまちの実現
・ 安心して子育てができるまちの実現

5p 基本施策

10p ラグビーワールドカップ2019™ と 関連イベント

11p 2019年度（平成31年度）当初予算

・ 暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出
・ 産業の強靭化

3p 重点施策

2p 施政方針（要約）

INDEX

・ 超高齢社会への適応

2 0 1 9 年度

予算の
あらまし
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