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豊田市

●施政方針（要約）

「安全・安心なまちづくり」と
「元気で明るいまちづくり」を
目指します
昨 年は、ラグビーワール
ドカップ2019™の試合

日程が決定し、本市におきま
しては、注目を集める日本代
表やニュージーランド代表の
試合を始め、４試合が開催さ
れることになりました。また、
名古屋グランパスのＪ１復帰
や「わがまちアスリート」
の活
躍、さらには「ＫｉＴＡＲＡ」
がオープンし、本市を舞台と
する映画「星めぐりの町」が全
国公開に先駆け、完成披露上
映が行われるなど、明るい話
題の多い、活気に満ちた１年
でした。市民の皆様のご支援・
ご協力に心から感謝いたしま
す。
年度も文化やスポーツ

豊田市長
楽しいふるさと」を目指し、
持続可能なまちを実現してま
いります。

一 故が多発し、高齢者が
方、昨年も交通死亡事

関わるものも多くありました。
高齢化が進む状況を踏まえま
すと、交通安全対策は、より
一層充実させていく必要があ
ります。また、ここ数年、本
市におきましては大規模な自
然災害は発生しておりません
が、いつ起こるか分からない
災害に対しましては、初動が
肝心であり、直ちに行動でき
る体制づくりに努めていかな
ければなりません。
成30年度は、「危機感」

今 を始め、市民の皆様が、 平 と「希望」、そして「行

動」の３つの「Ｋ」をキーワー
それぞれに楽しみ、何らかの
ドとして、危機感を持って
関わりを持つことができる
様々な活動が展開されます。 「安全・安心なまちづくり」を
進めることで足元を固め、希
このような機会が増えていく
望に満ちた未来志向で「元気
ことで、私たちの住む豊田市
で明るいまちづくり」に向け
への愛着や誇りにつながって
いくものと私は思っています。 て行動してまいりますので、
市民の皆様のご理解とご協力
こうした「ＷＥ ＬＯＶＥ
とよた」の取組を更に推進し、 を賜りたいと存じます。
人や地域が優しさでつながり、
楽しむことで、誰もが幸せに
感じる「わくわくする世界一
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重点施策

１ 超高齢社会への適応

●健康で活力ある生涯活躍の仕組みづくりに向けた取組
●安心な暮らしを支える地域包括支援の仕組みづくりに向けた取組
●多世代共生のまちを実現するための都市機能・住環境の形成に向けた取組

２ 産業の強靭化

●次代の産業拠点としての機能の高度化に向けた取組
●多様な地域資源を生かした産業の振興に向けた取組
●働く機会の多様化と産業を支える人材の確保に向けた取組

３ 暮らしてよし・訪れてよしの魅力創出

●豊田市ならではの暮らしの豊かさを生かした定住の促進に向けた取組
●世界に発信するまちぐるみの観光・交流の取組の推進
●まちの魅力の共有と発信に向けた取組

1

安心して子育てが
できるまちの実現

3

誰もが健やかに
安心して暮らせるまちの実現

5

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

7

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

●子ども総合計画の策定
●子育て支援サービスの充実に向けた取組
●保育需要への対応の取組

2

生涯を通じて学び・育ち
続けることができるまちの実現

4

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

6

人と自然が共生する
環境にやさしいまちの実現

8

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

●生き抜く力を育む学校教育の推進
●安全・安心で快適に学べる教育環境の充実の取組
●地域による次世代人材の育成の取組
●歴史・文化やスポーツを生かしたまちづくりの取組

●健康寿命の延伸に向けた健康づくりの取組
●高齢者が安心して生活できる支援体制の充実の取組
●障がい者が地域社会で共生できる環境づくりの取組

●交通安全の取組
●消防の取組

●地域商業の活性化の取組
●地域資源を生かした観光まちづくりの取組

●防災・減災の取組
●防犯の取組

●低炭素社会の実現に向けた取組
●自然共生社会の実現に向けた取組
●循環型社会の実現に向けた取組

●交通や公園整備等の取組
●上下水道施設の整備等の取組

●国際化に対応した人づくりの取組
●公共施設等の適切な管理の推進に向けた取組
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●重点施策

超高齢社会への
適応

安心な暮らしを支える地域包括支援の
仕組みの構築
●健康と福祉の相談窓口の運営 拡充
健康、介護、障

次代を創る健康で活力ある生涯活躍の
仕組みの推進

がい、生活困窮等、

●地域主体の健康づくりの支援

相談窓口を充実す

●運動広場・地域体育館等の整備

279万円
８億4,261万円

●地域ぐるみの教育の推進 拡充

4,463万円

小中学校の連携や地域ぐるみの教育を推進する
コミュニティ・スクールを展開するため、その基
盤となる地域学校共働本部の設置拡大を図ります。
●市民活動促進体制の拡充 拡充

1,888万円

市民活動を始めたい

所目の窓口を猿投コミュニティセンターに設置し
ます。窓口では、社会福祉協議会コミュニティソ
ーシャルワーカーと市の福祉総合相談課職員を配
置し、世帯が抱える様々な悩みごとの相談に対応
し支援機関に結び付ける「個別支援」と、住民によ

「まちぐるみの健康づくり」を推進します。

り組みます。また、ヤ

●豊田地域医療センター再整備

ングオールド・サポー
トセンターを市民活動センターに統合し、高年大
学をリニューアルするなど、シニア層の活躍支援
を進めます。

９億3,284万円

高齢化に伴う疾病構造の変化や建物の老朽化に
対応するため、病床数増等の機能向上を含めた施
設の再整備を実施します。
●産学官連携による先端技術を活用した在宅療養の推進 新規

13億5,328万円

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
●先進技術による移動環境の整備 拡充

2,752万円

クルマのまちらしい先進技術を活用したモビリ
ティによるプロモーションを実施するほか、都心
における超小型電気

2,169万円
産学官の連携により、ロボット技術を活用した
在宅療養支援や遠隔診療の実証を推進します。
●（仮）訪問看護師人材育成センター開設に向けた準備 新規
1,899万円
訪問看護人材の確保・育成を図るため、（仮）訪
問看護師人材育成センターの開設に向けた育成プ
ログラム作成等の準備を進めます。

自動車シェアリング

●認知症高齢者への支援

サービスの充電器付

●特別養護老人ホームの整備

ステーションの拡充

3,006万円
４億627万円

介護保険施設を充実するため、益富地区の地域

や、パーソナルモビ

密着型特別養護老人ホーム、藤岡地区の認知症高

リティを使った実証

齢者グループホーム、挙母地区の広域型特別養護

実験を実施します。
9億9,226万円

基幹バスを土橋・豊田東環状線始め12路線、地
域バスを14地域で運行します。また、地域特性や
需要への適切な対応を図るため、高橋地区の一部
でタクシー活用の実証運行を行うとともに、成果
の検証により他地域への展開を図ります。
平成30年度予算のあらまし

るため、市内２か

問等を実施するとともに、地域特性に合わせた

活動の裾野の拡大に取
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象に対応する総合

の地域保健課保健師も配置し、個別相談や家庭訪

機会の提供など、市民

●基幹バス・地域バスの運行 拡充

あらゆる世代・対

る「支え合いの地域づくり」を進めます。また、市

人への情報発信や体験

●藤岡支所・交流館の整備

１億3,102万円

老人ホームの整備に対して補助します。
●介護人材確保の推進

988万円

●成年後見支援の推進

6,409万円

認知症や知的障がい者・精神障がい者等、判断
能力が不十分な人の権利を守るため、成年後見支
援センターを運営し、成年後見制度に関する相談
や関係機関と連携した支援を実施します。

産供給体制を確立するため、高性能林業機械導入
への支援を行います。

産業の強靭化

●ものづくり創造拠点の運営

8,168万円

ものづくり創造拠点ＳＥＮＴＡＮ（センタン）に
おいて、ものづくり企業や起業を志すものづくり

次代の産業の拠点としての機能の高度化

●花本産業団地の拡張

７億8,874万円

団体による新たな事業展開やイノベーションの創
出の促進、次代を担う人材の育成を支援します。

花本産業団地の南側隣接地を拡張し、新たな産
業用地を整備します。
●企業誘致の推進 拡充

10億9,901万円

ものづくり産業の活力を維持、発展させていく
ため企業立地に係る初期投資や新規雇用等に対す
る奨励金制度を改正し、対象となる業種（製造業、
製品の製造にかかるサービス業等）や重点産業分
野（次世代モビリティ分野等）を拡充します。
●中小企業の新たな事業展開の推進

2,766万円

中小企業の新事業展開を推進するため、開放特
許やベンチャー企業とのマッチング、異業種連携
事業等を実施します。

働く機会の多様化と産業を支える人材の確保
●働き方改革の推進 拡充
●内環状線の整備

26億9,001万円

（都）高橋細谷線を４車線化し、増加する交通需
要に対し安全で円滑な交通を確保するため、引き
続き野見・御立工区、長興寺工区、安永川橋りょ
うや竜宮橋の整備を行います。
●豊田南・北バイパスの整備推進

５億1,194万円

豊田南・北バイパスの整備に合わせて、周辺市
道の整備を行い、地域の安全で円滑な交通を確保
します。
●先進技術の実証支援

1,400万円

車両等から得られるデータを収集するための環
境を整備し、交通安全や観光、介護等の幅広い分
野におけるサービスの創出を図ります。また、Ａ
Ｉ・ＩｏＴ等の先進技術を活用した実証事業を支

765万円

ワークライフバランスを推進するため、セミナ
ーや優良企業の表彰等を実施し、企業経営者等に
働き方改革の意識啓発を図ります。また、新たに
企業の若手社員や管理職を対象とした研修を実施
します。
●就労マッチング支援

1,282万円

就労支援室の運営やセミナー・相談会等を実施
し、就労機会の充実を図るとともに、外国人向け
のキャリア支援を充実します。
●女性の再就労支援 拡充

8,718万円

女性の再就労を総合的に支援するため、平成30
年２月にオープンした「女性しごとテラス“カプ
チーノ”」を拡充し、各種相談・セミナー、求人情
報の開拓等を実施します。

援するとともに、広く市民に周知していきます。

多様な地域資源を生かした産業の振興

●中核製材工場用地の整備と木材生産強化への支援
２億866万円
中核製材工場の本格稼働に向け、舗装等の附帯
工事を行うとともに、安定的かつ効率的な木材生
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●重点施策

暮らしてよし・
訪れてよしの魅力創出
豊田ならではの暮らしの豊かさを
生かした定住の促進
●土地区画整理事業の推進

68億4,698万円

●交流・いなか暮らしのコーディネート 3,654万円
●山村地域等への移住の促進

1,722万円

拡充

山村地域等の集落機能の維持を図るため、空き
家情報バンクのＰＲと、賃貸借契約の成立した空
き家に対して必要な改修補助を行います。また、
新たに空き家情報バンク等に登録される物件の家
財処分費の一部を補助します。
●定住促進プロモーションの推進 拡充

1,320万円

豊田市の魅力や住みやすさを伝えるため、ＰＲ
動画「とよたで暮らソング」
やＰＲ冊子等を活用し
た定住促進プロモーション「ファースト暮らすと
よた」を展開します。また、新たに市外・県外の
集客力が見込まれるイベントや他部局との連携Ｐ
Ｒ活動等を実施します。

横丁のリニューアルに関する設計を実施します。
また、どんぐりの里交通結節点を整備します。
●若林駅付近の鉄道高架化の推進

１億7,041万円

まちの魅力・価値の共有と発信
●豊田スタジアムの施設整備 拡充

25億3,937万円

世界最高峰の観戦空間を創出するため、２基目
の大型映像装置の設置、音響・照明設備の更新、
スタンド席の手すり改修、施設の安全性を確保す
るための修繕等を実施します。
●都心の公共空間活用

4,211万円

●スポーツを楽しむ風土の醸成

3,465万円

●新博物館の建設に向けた検討

1,352万円

●市民アートプロジェクトの実施 拡充

1,502万円

文化活動の担い手と
なる人材を育成し、身
近な暮らしの中に文化
芸術を広めるため、市
民が主体となったアー
トプロジェクトを実施します。平成30年度は新た
な活動場所を整備します。
●とよたエコフルタウンのリニューアル 拡充
8,500万円
持続可能な未来の姿を提示し、ＡＩ・ＩｏＴ等の

世界に発信するまちぐるみの
観光・交流の取組の推進
●多言語化の推進 拡充

先進技術を活用した取組を情報発信するため、と
よたエコフルタウンのリニューアルを行います。
4,600万円

外国人の誘客や来訪外国人の滞在環境向上のた
め、観光案内看板の多言語化を推進するほか、多

●ミライ・チャレンジ都市プロモーション 700万円
●車の自動走行実証の推進 新規

1,500万円

クルマのまちとして自動走行の実証先進都市を

言語マップ、ガイドブックを作成します。

目指し、エコフルタウンや交通安全学習センター

●外国人観光客の受入環境の向上 拡充

等において自動走行の実証実験を行うための環境

2,026万円

豊田市のイメージや来訪満足度を高めるため、
観光事業者等に対するアドバイザー、通訳等の派
遣を行うほか、「外国人おもてなし市民会議」によ
る着付け体験、茶道体験等の交流プログラムを展
開します。
●トイレの洋式化の推進 拡充

１億3,170万円

観光施設や交流館等の公共施設のトイレ洋式化
を推進するほか、民間宿泊施設のトイレ洋式化に
対し補助します。
●都心のまちなかサイン施設の充実
●観光プロモーション等の推進

6,820万円
１億5,042万円

●道の駅どんぐりの里いなぶの整備 拡充 6,226万円
来訪者の利用促進を図るため、新たにどんぐり
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整備を行います。

ラグビーワールドカップ2019™
に向けた取組
●開催に向けた準備

２億8,029万円

開催環境の整備や受入環境の向上等、準備を進
めるとともに、開催機運の醸成を図ります。

●基本施策
●若年層に対する妊娠・出産に関する正しい知識の普及

安心して子育てが
できるまちの実現

340万円
●児童虐待防止対策の推進

486万円

●とよた子育て総合支援センター「あいあい」のリニューアル 拡充 １億円
とよた子育て総合支援センター
「あいあい」をリ
ニューアルし、講座等のメニューの拡充や市民団

子ども・子育て

体との連携強化を図るほか、地域の木材を活用し

●子育ての相談体制・支援サービスの充実

た改修を行います。
629万円

子育て期の不安や悩みの軽減を図るため、１～
３か月児を養育している家庭を子育てボランティ

●子ども医療費の助成

21億7,682万円

●待機児童対策

４億9,928万円

０～２歳児の受入枠を拡大するため、公立こど

アである母子保健推進員が訪問します。子育てに

も園の施設整備等を行います。

関する情報提供や、不安や心配事がある家庭に地

●公立こども園の民間移管

区担当保健師を紹介することで、子育ての孤立を
防止します。

１億9,388万円

３歳児の幼児教育の受入枠を拡大するため、竜
神こども園を民間移管します。また、平成31年度
から堤こども園及び畝部こども園を民間移管する
ため、共同保育を実施します。
●良好な幼児教育・保育環境の確保

3,300万円

●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
11億6,702万円

生涯を通じて学び・育ち続け
ることができるまちの実現

●コンサートホール・能楽堂20周年記念事業 拡充
１億1,886万円
コンサートホール、能楽堂の開館20周年にふさ
わしい事業を開催します。

学び・育ち
●小中学校へのエアコン整備 新規

１億3,770万円

学習環境の向上を図るため、全ての小中学校に
エアコンを整備します。平成30年度は中学校の整
備に関する設計を行います。
●ＩＣＴ機器を活用した分かる・深まる授業づくり 拡充

スポーツ
●地域スポーツの推進

2,008万円

●全国高等学校総合体育大会（卓球）の開催 新規
1,628万円

６億734万円
児童生徒が自ら考え、学びを深めるため、ＩＣ
Ｔ機器を積極的に活用した授業を展開します。
●小学校の外国語指導体制の充実 拡充
１億6,000万円
小学校へＡＬＴ（外国人英語指導講師）を増員配
置し、本格的な英語に触れる機会を増やします。
●学校施設環境の整備
●北部給食センターの移転新築
●放課後児童の健全育成
●交流館機能の整備

歴史・文化
●東京キャラバンin豊田の開催 新規

●あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催 新規
794万円
●（仮）とよたのこども棒の手大会の開催 拡充
290万円

４億6,724万円
6,479万円
10億3,790万円
2,418万円

1,001万円

●旧鈴木家住宅の修理工事
●美術館展覧会の開催
●美術館改修工事

１億8,700万円
1,500万円
12億4,640万円
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●基本施策

誰もが健やかに安心して
暮らせるまちの実現

医療
●救急医療体制の維持

●（仮）南部１次救急診療所及び（仮）外来療育施設の整備
1億7,961万円

福祉

健康

●地域包括支援センターの運営

●元気アップ事業の推進 拡充

1,900万円

1億7,031万円

８億6,960万円

●重症心身障がい者等への支援 新規

2,210万円

高齢者の健康づくりを推進するため、介護予防

医療的ケアが必要な重症心身障がい者等の在宅

活動団体を新たに対象とすることで実施個所を拡

維持を図るため、医療型短期入所に対して補助し

大し、地域主体の

ます。また、在宅に代わる居住の場を確保するた

介護予防事業を促

め、グループホーム運営事業者の支援員確保に対

進していきます。

して補助します。

また、活動の継続

●障がい者の日中活動場所整備の推進

に向けた支援（講

●「とよた急病・子育てコール24」の運営 3,048万円

師派遣・交流会の

●子どもの貧困・孤食対策の推進 拡充

9,558万円
1,525万円

子どもの貧困や孤食をテーマとした情報交換会

開催等）を実施し
ていきます。

を地域で実施し、現状や課題を共有するとともに、

●生活習慣病重症化予防の取組の推進

地域で実施する子ども食堂や学習支援等の取組に

3億4,873万円
●予防接種の実施

14億5,090万円

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

援します。

消防
●消防団70周年記念事業の開催 拡充

600万円

豊田市自主防災会連絡協議会が創立30周年を迎

401万円

主防災活動の啓発を行います。
●防災ラジオの普及 新規

１億5,710万円

●防犯対策の推進

●歩行者保護モデルカー活動の推進 拡充

450万円

「車優先から歩行者優先」へとドライバーの意識

の配布等、

年度に整備した280MHｚ

「歩行者保

デジタル同報無線システ

護モデルカ

ムに対応した防災ラジオ

ー活動」を

を、市が一定額を負担し

実施します。

配布します。
1,800万円

●道路・橋りょう・河川の防災対策 19億4,047万円
平成30年度予算のあらまし

交通安全

ステッカー

を強化するため、平成29

8

2,989万円

を変えるため、決起大会の開催や横断幕の掲示、

災害時の情報伝達体制

●災害時の避難所の電力確保

３億3,617万円

防犯

えるため、記念事業を実施します。これまでの活
動を振り返り、今後の防災・減災意識の普及と自

885万円

●多様な119番通報手段の導入と普及啓発 拡充
●消防車両の整備

防災・減災
●自主防災活動の推進 拡充

ついて、多様な主体が関わり、展開できるよう支

●高齢者への交通安全対策の推進
●事故防止対策の推進

1,272万円
１億8,050万円

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

●ものづくりブランドの創出活用支援

572万円

●商店街等の人材育成・創業支援 拡充

2,155万円

地域商業の活性化を図るため、商店街の人材育
成に関する事業費の一部を補助します。また、新

農業・林業

たに地域の不足業種に対応した出店者の創業費用

●地産地食・農産物ブランド化の推進
●間伐促進事業

ものづくり産業・商業

659万円

の一部を補助します。

１億1,556万円

●森づくりの担い手の育成支援 拡充

観光・交流

2,487万円

森づくりの担い手を育成するため、森林組合が

●映画を活かしたまちづくりの推進 拡充 6,000万円

雇用する森づくり団地化推進員の育成や林業作業

●世界ラリー選手権開催準備調査 新規

1,000万円

員の研修事業を支援します。また、新たに森林施

●旭高原自然活用村施設の整備

6,725万円

業プランナーの育成費用を補助します。

●足助地域核エリア再生ビジョンの策定 新規

●地域材の利用拡大 拡充

1,234万円

地域材の利用拡大を図るため、木育イベント等

1,200万円
●和紙のふるさとの再整備 新規

1,000万円

による木に親しむ活動を推

●観光おもてなし力の向上 新規

170万円

進するとともに、地域材の

●豊田おいでんまつりの開催 拡充

2億1,465万円

コーディネート組織「ウッ

50周年を迎える豊田おいでんまつりについて、

ディーラー豊田」の商品開

おいでんファイナル前日に公共空間を活用した前

発や広報活動等を支援しま

夜祭の実施や、第50回記念企画の実施など、内容

す。

を拡充して開催します。

人と自然が共生する環境に
やさしいまちの実現

２億775万円
●不法投棄監視活動の推進

1,513万円

自然共生社会

803万円

●湿地の保全活用

低炭素社会

希少種が生育・生息するラ

●公共施設の省エネ対策 新規

965万円

●スマートハウス及び次世代自動車の普及促進
１億7,752万円
●低炭素社会の実現に向けた行動促進

2,756万円

エコポイントによる行動支援や、近隣市との連
携によるクールシェアなどの実施、気候変動等に
関する講演会を開催します。

循環型社会

●リサイクルステーションの運営・整備

●食品ロス削減に向けた取組の推進 新規

ムサール条約登録湿地の東海
丘陵湧水湿地群を地元保全団
体と共働で保全します。ま
た、環境学習の場として活用
します。

環境配慮行動

●環境学習の推進

１億5,332万円

環境学習施設eco－T（エコ
94万円

ット）や自然観察の森を拠点

食品ロス削減のため、料理の食べ残しの削減を

に、生活環境や自然環境に

目指し、食べ切り協力店の拡大に取り組みます。

関する展示、講座、見学会

また、家庭内で余っている食品を必要としている

の開催等の様々な学習プロ

人に寄附するフードドライブ事業を実施します。

グラムを実施します。

●リユース工房の運営

●企業と連携した環境保全の取組の推進

481万円

326万円
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●基本施策

生活と産業を支える快適で
質の高いまちの実現
市街地整備

●新豊田駅東口駅前広場の整備

１億7,200万円

る更なる活用を推
進し、都心と一体
となったにぎわい
を創出します。

交通

●愛知環状鉄道ＩＣカード乗車券システム導入支援

●豊田市駅東口ペデストリアンデッキの整備
３億2,200万円
●駅周辺土地区画整理調査

5,989万円

●公共空間等の整備の補助等

2,709万円

１億816万円
●物流ネットワークを強化する道路整備
４億5,156万円
●鉄道駅へのアクセスを良好にする道路整備
１億3,634万円

●公共施設等における無料公衆無線ＬＡＮの整備
1,036万円
●緑と花に包まれた都心の創出

●国道419号及び国道301号関連市道の整備
１億5,900万円

1,763万円

●矢作川水辺プロジェクトの実施 拡充

上下水道

３億9,169万円
矢作川の水辺空間において、広場、散策路、駐
車場等の整備を行うととともに、多様な主体によ

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

37億4,781万円

●合併処理浄化槽設置補助

１億6,035万円

ＷＥ ＬＯＶＥ とよた

●ＷＥ ＬＯＶＥ とよたの推進

市民がまちの魅力に気づき、
地域への愛情と誇りを持って
の連携による魅力の再発見に

２億4,169万円

地域課題解決を図るため、地域会議が提案した

関する事業を行うとともに、
市内外への発信を強化します。

事業を市が予算化し、共働の取組により実施しま

国際化

す。
●わくわく事業補助

1,578万円

行動につなげるため、市民と

共働
●地域予算提案事業

●下水道の整備

１億円

●姉妹都市交流の実施 拡充

市民の皆さんが主人公となり、地域の課題解決

姉妹都市であるデ

や個性豊かな地域づくりに取り組む事業に対して

トロイト・ダービー

補助します。

シャーとの交流促進

5,079万円

のため、高校生の派
遣等を行います。ま
た、ダービーシャー
姉妹都市提携20周年に関する記念事業を行います。
●定住外国人に対する日本語学習の支援 1,507万円

行政経営
●山間地域ケーブルテレビ施設の更新支援
１億8,500万円
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●平成30年度当初予算

平成30年度豊田市の当初予算
一般会計 1,803億円（前年度比1.1㌫増）
地方交付税

193億2,295万円
（10％）
30億円
（2％）

市税

繰入金

1,155億8,964万円

36億2,900万円
（2％）

（64％）

地方消費税交付金

85億1,200万円
（5％）

収入

県支出金

92億8,786万円
（5％）

国庫支出金

収入
（市に入るお金）

そのほか

36億円
（2％） 市債

1,803億円

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
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）
を取り崩す金
地方交付税 使い道が自由な国から入るお金
市債 国や銀行などから借りるお金
そのほか 使用料や手数料など

173億5,855万円
（10％）

固定資産税
個人市民税
法人市民税
都市計画税
そのほか

支出
（市が使うお金）
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

特別会計

710億9,854万円

前年度比

8.8㌫減

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。

総額

374億 600万円
320億7,100万円
311億 500万円
40億1,700万円
109億9,064万円

（21％）
（18％）
（17％）
（２％）
（６％）

そのほか
公債費

164億5,941万円
（10％）

民生費

122億65万円
（7％）

衛生費

151億565万円
（8％）

支出

566億1,823万円
（31％）

1,803億円

総務費

184億129万円
（10％）

教育費

273億223万円
（15％）

企業会計

土木費

342億1,254万円
（19％）

373億5,464万円

前年度比

2.5㌫増

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。

2,887 億 5,318 万円 1.4㌫減
前年度比
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市税の推移
（単位：億円）

1400
1200
1000
800
600

1,195

1,190

149

150

374

375

1,215
151
393

0

1,059

150

151

374

404
370

354

354

302

311

317

321

321

H26

H27

H28

H29見込

H30当初

400
200

1,156

311

183

■個人市民税 ■法人市民税 ■固定資産税 ■その他

貯金残高と借入金残高の推移
（単位：億円）

1000

811

800
600

865

806

732 729
646

588

771
605
516

400

目的のある収入の使い道
40億1,700万円
都市計画税
●区画整理・再開発事業
●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）

24億3,400万円
３億300万円
１億6,400万円
11億1,600万円

地方消費税交付金
33億3,600万円
社会保障財源分
●子ども医療助成費
●定期予防接種費
●教育・保育給付費
●保健事業費
●心身障がい者扶助料給付費
●妊産婦・乳幼児健診費

将来の
まちづくりへの投資

９億7,100万円
７億7,800万円
４億7,000万円
４億3,500万円
３億9,500万円
２億8,700万円

372億円

ラグビーワールドカップ2019™を契機とした施設
整備事業
・豊田スタジアム施設整備事業
・美術館改修事業
・都心環境計画推進事業
・矢作川水辺プロジェクト事業
な
ど
・愛知環状鉄道整備促進事業

200

0

H26末

H27末

H28末

H29見込

H30当初

■貯金残高 ■借入金残高

424,176円

平成30年度一般会計予算額（市民１人当たり）
普通建設事業費

物件費

道路や建物の建設など

施設維持管理費など

職員の給料など

児童手当・生活保護費など

87,409円

77,194円

73,950円

72,427円

繰出金

維持補修費

補助費等

公債費

補助金など

借入金の返済

47,983円

28,703円

人件費

特別会計などへの補塡

24,859円

扶助費

道路や河川の修理など

6,552円

※そのほかの費用は5,099円。平成30年２月１日現在の人口425,059人をもとに算出しています
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