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平成29年度当初予算

豊田市

●施政方針（要約）

安全・安心で
暮らしを楽しむことが
できるまちを目指します

豊田市長

太田 稔彦

平 画」に基づき、新たなまちづ

平 成28年12月に議決をいただき
ました「第８次総合計画基本

とよた」の取組を、
「第８次総合計画

くりを開始する年となります。

構想」の将来都市像「つながる つ

実践計画」の推進を根底から支える

くる 暮らし楽しむまち・とよた」

ものとして位置付けています。あわ

は、こうした想いを込めたものです。

せて、
「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」
条例

成29年度は、
「第８次総合計

本 により、とりわけ団塊の世代
市は、産業都市としての特性

社会が加速度的に進行するとともに、

の将来都市像の実現に向けて、
こ「実践計画」
で定める重点施策

が多い人口構成であるため、超高齢

世代につないでいく「ＷＥ ＬＯＶＥ

を４月１日から施行します。これま
でも、市民主導の多様な「ＷＥ ＬＯ
ＶＥ とよた」の取組が展開されてき

総人口は2030年をピークに減少する

と基本施策で展開する取組は、知る

ましたが、この条例の制定を機に、

ことが見込まれており、今後、地域

こと、気づくこと、認め合うことな

市民の皆様と共に、より一層取組を

社会を取り巻く状況は大きく変化す

どによる
「学び合い」
によって形作ら

進めてまいります。

ると予測しています。

れるものであり、そのための環境づ

ま れるＡＩ（人工知能）やＩｏＴ
た、
「第４次産業革命」
と言わ

を進める中で確認してまいりました。

「第８次総合計画」
を新た
な お、
な発想で着実に推進していく

平成29年度におきましては、改めて、

ため、「生涯活躍部」
の新設を始めと

くりが必要であることを、計画策定

（モノのインターネット）
等による技

「学び合い」
が活発に展開されるため

術革新が従来にないスピードとイン

の環境づくりに向き合い、取り組ん

パクトで進行していますが、これに

でまいります。

伴い産業構造や就業構造、経済社会
システムは劇的に変わると予測され
ています。

ま 教育行政の分野においては、
た、この
「学び合い」
に関わる

する組織改編を行い、体制を強化し
てまいります。

折 しも平成29年度は、市民共通
の目標を掲げる
「市民の誓い」
の制定40周年の節目となる年です。

平成28年度末を目途に、
「第８次総合

また、11月には、豊田市駅前通り北

計画」との整合を図りながら、教育

地区市街地再開発事業により整備を

行政の根本的な方針である「教育大

行う
「ＫｉＴＡＲＡ
（キタラ）
」
がオー

市民力・地域力・企業力を最大限に

綱」の見直しを行う予定で、市長と

プン予定であり、間近に迫るラグビ

生かし、時代に適応する仕組みや取

教育委員会からなる総合教育会議で

ーワールドカップ2019™の開催や、

組を様々につくり上げ、編み上げて

協議を進めているところです。この

2020年の東京オリンピック・パラリ

いくことが必要です。そのためには、

大綱を踏まえるとともに、新たな教

ンピックの機会を捉えた取組を着実

市民、地域、事業者の皆様が、様々

育課題への対応も見据えながら、平

に進める年でもあります。

な視点や形でまちづくりに関わり、

成30年度からを計画期間とする教育

行動すること、そして、その行動が

行政の基本的・総合的な計画である

暮らしの楽しみや満足感につながっ

「
（仮称）
第３次教育行政計画」
の策定

こ のような大転換の時代の渦中
にあって、本市の強みである

ていくことが重要と考えますが、多
様性に富んだ豊田市は、これらが実
現できる大きな可能性を秘めている
と確信しています。
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を進めてまいります。

さ 誇りに基づいて行動し、次の
らに、豊田市に対する愛情と
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本 市の未来につながる重要な１
年であることを意識し、
「第８
次総合計画」の実現に向けて、大き
な希望を抱き、市政経営に臨んでま
いります。

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

●妊娠から子育て期における不安の軽減や孤立防止の
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

●学びや育ちを支える取組
●歴史・文化を生かしたまちづくりの取組

●救急医療体制の確保の取組
●障がい者等に対する支援の取組
●生活困窮世帯に対する学習支援の取組

●防災・減災の取組
●防犯の取組

●農林業の取組
●地域資源を生かしたまちづくりの取組

●消防の取組
●交通安全の取組

●一体的な計画の策定
●低炭素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
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●都市内分権の推進、市民活動の促進に向けた取組
●市民の活動を促進する環境づくりの取組
●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
●身近な地域の福祉の相談窓口の開設 新規 7,610万円
介護、障がい、生活困窮などの福祉的な課題を複
合的に抱える世帯などの相談に対応する福祉の相談

次代を創る健康で活力ある生涯活躍の
仕組みの構築
●地域主体の健康づくりの支援 拡充

窓口を高岡支所に開設します。
●（仮）成年後見支援センターの開設 新規 3,877万円

248万円

認知症の人や知的障がい者・精神障がい者など、

中学校区ごとに地域健康カルテを作成し、ＰＤＣ

判断能力が不十分な人の権利を守るため、
（仮）
成年

Ａサイクルによる地域特性に応じた健康づくり活動

後見支援センターを福祉センター内に開設します。

を推進します。

●「食」の自立の支援 拡充

●健康ウオーキングの推進 拡充

494万円

●認知症初期集中支援体制の構築 新規

健康に対する興味や関心を高める

●介護人材確保の推進 拡充

ため、関係団体や企業など多様な主
の市民を対象とした全市的なウオー
キングイベントを開催します。
●地域ぐるみの教育の推進

4,008万円
783万円

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

体との共働により、新たに幅広い層

●藤岡支所・交流館の整備

１億1,657万円

●基幹バス・地域バスの運行
６億9,466万円

基幹バスを土橋・豊田東環状線始め12路線、地域

4,627万円

拡充

9億8,460万円

バスを15地域で運行します。運行にあたっては、地

●ヤングオールド・サポートセンターの運営 1,052万円

域特性や需要に応じた交通サービスを提供します。

多様な地域資源を生かした産業の振興

産業の強靭化

●農商工連携・６次産業化の推進
●中核製材工場用地の整備

625万円
２億4,938万円

次代の産業拠点としての機能の高度化

働く機会の多様化と産業を支える人材
の確保

●（仮称）ものづくり創造拠点の整備・開設 拡充

●働き方改革の推進 拡充

866万円

４億3,024万円

企業の働き方改革を推進するために、ワーク ･ ラ

ものづくり中小企業によるイノベーションの創出

イフ ･ バランスの推進による働きやすい職場環境の

と、次代のものづくりを担う技術者の育成を支援す

改善啓発と産業を支える多様な人材確保の支援を実

るため、ものづくりのまち豊田市のシンボルとなる

施します。
○事業所訪問事業

「
（仮称）
ものづくり創造拠点」
を整備します。

ワーク・ライフ・バ

○中小企業の新事業展開を支援

ランス推進のため、

全国のスタートアップ企業と市内中小企業のマッ
チングなど、新たな事業展開を支援します。

様々な事業所に訪問し、

○中小企業を支える体制づくりの強化

普及に向けたアドバイ

●環境先進技術実証支援

600万円

スを実施します。
○働き方改革推進アドバイザー養成・派遣事業

ＩｏＴや人工知能などの先進技術の実証・実装に
より地域課題の解決を図ります。ＩｏＴ技術による

○はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰制度

産業の創出及びＡＩ搭載ロボットの活用によるもの

●若者、外国人、高齢者等への就労支援 1,686万円

づくりの効率化や快適な社会を目指します。

●女性の再就労支援 新規
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518万円

暮らしてよし・
訪れてよしの魅力創出

にぎわいと魅力あふれる都心環境
●豊田市駅前通り北地区市街地再開発事業の推進
50億800万円
●来街者へのまちなか案内の充実

まちなかの案内や情報発信を充実させることによ

豊田ならではの暮らしの豊かさを
生かした定住の促進

り、回遊性や利便性の向上を図ります。
●都心駐車場の利便性、快適性の向上

●交流・いなか暮らしのコーディネート 2,949万円

４億1,800万円

都市と山村の交流による多様なライフスタイルの

車で快適に都心へアクセ

実現や、いなか暮らしに当たっての
「住まい」
「暮ら

スできる環境を整えるとと

し」
「生業」
に関する総合的な支援など、都市と山村

もに、システムの見直しや

の交流、山村への移住を促進するおいでん・さんそ

施設整備等により、利用の

んセンターを運営します。

平準化及び利便性の向上を図ります。

●中山間地域の空き家改修への補助

1,024万円

●土地区画整理の推進

●映画を活かしたまちづくりの推進

114億142万円

のため、シネマコンプレックスオープンに合わせ、
イベント等を実施します。また、本市を舞台とした
映画製作を支援します。

１億7,030万円

ラグビーワールドカップ2019™
開催都市としての取組

更なる観光振興を目指し、新たに設立された一般
社団法人ツーリズムとよたの運営及び事業を支援す

●ラグビーワールドカップ2019™開催に向けた準備

ることで、観光資源の開発や来訪者の受入環境の整

１億6,074万円

備等を進め、誘客の促進と観光消費の増加を図り、

ラグビーワールドカップ2019™開催に向け開催支

観光の産業化を推進します。
●外国人のおもてなし推進事業

3,247万円

映画文化の醸成、映画を活かしたにぎわいづくり

世界に発信するまちぐるみの
観光・交流の取組の推進
●観光の産業化の推進 拡充

866万円

援委員会の運営を行うとともに、機運醸成と開催準

985万円

来訪外国人が快適に滞在できる環境を整えるため、 備を進めます。
市民や外国人おもてなし市民会議等との共働により、 ○組織委員会への分担金の拠出
滞在中に日本の文化や豊田市を楽しめる機会の創出、 ○大会開催機運の醸成
国内外のビッグマッチ
多言語に対応した案内の普及を促進します。
●若林駅付近の鉄道高架化の推進

やラグビートップリーグ

６億200万円

等を活用した啓発活動や、

まちの魅力の共有と発信
●ものづくり教育の推進

タグラグビー等の体験会
開催による普及活動を通

678万円

して、開催機運の醸成を

ものづくりや科学体験

図ります。

を通じて、子どもの創造

○各種計画の策定

性や感受性を育むため、

○試合開催会場準備

小学生を対象に自然・科

○練習会場準備

学・匠を体感できるもの

○公認チームキャンプ地の誘致

づくり教育プログラムをサポーターの支援により実

公認チームキャンプ候補地の決定に向けた準備を

施します。また、ものづくりサポートセンターを

行うとともに、候補地に決定した場合はチームによ

（仮称）
ものづくり創造拠点内に移転します。
●スポーツを楽しむ風土の醸成
●博物館の建設 新規

る視察を受け入れ、公認チームキャンプ地の誘致を

2,968万円
910万円

5

目指します。
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●施策分野
●児童虐待防止対策の推進

安心して子育てが
できるまちの実現

●若年層に対する妊娠・出産に関する正しい知識の普及
264万円
思春期教室として命の尊さ
や親の役割を学ぶ「中学生と
あかちゃんのふれあい体験」

子ども・子育て
●不妊治療の支援

506万円

を行います。また、若年層

１億3,390万円

（大学生以下）
に心や体の変化

安心して子どもを産むことができるよう、不妊治

を知り正しい性知識や情報を

療費の一部を補助します。また、不妊症・不育症に

学ぶ
「性教育」
を行います。

ついての悩みや、専門的な検査や治療に関する相談

●待機児童対策 拡充

等を実施します。

５億8,904万円

０～２歳児の受入枠を拡大

●産後ケア事業の開始 新規

135万円

するため、公立こども園の施

出産後の支援が受けられない母子に対して心身の

設整備を行います。また、私

ケアや育児のサポート等を行います。
●おめでとう訪問の実施

立園に対しては施設整備費を
629万円

補助します。
●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
11億165万円
●公立こども園の環境整備

生涯を通じて学び・育ち続け
ることができるまちの実現

スポーツ
●地域スポーツの推進
●（仮）梅坪台運動広場の新規整備

歴史・文化
●歌舞伎伝承館の開館

●ＩＣＴ機器を活用した分かる・深まる授業づくり

村歌舞伎の歴史や

５億3,262万円

文化を継承するた

１億4,902万円

め、小原交流館内

青少年相談員やスクールカウンセラーの配置な

に展示・普及啓発

ど、いじめや不登校の未然防止・解決に取り組み

などの機能を備え

ます。

た歌舞伎伝承館を

●放課後児童クラブの運営 拡充
御蔵及び滝脇小学校で新規

703万円

市内に伝わる農

より、きめ細かな教育を実施します。

●北部給食センターの移転新築

13億6,210万円

スポーツの振興や健康の増進に向け、多くの市

４億7,755万円

豊田市独自の少人数学級と非常勤講師の配置に

●いじめ・不登校問題対策

1,393万円

民が気軽に利用できる運動広場を整備します。

学び・育ち
●きめ細かな教育の充実

３億7,091万円

1,018万円
８億2,262万円

開館します。
●美術館展覧会の開催

１億3,000万円

●中央図書館のＩＣタグシステム導入

9,482万円

開設し、66校で放課後児童ク

ＩＣタグシステムの導入により、図書等をセル

ラブを実施します。また、放

フ貸出及び返却にすることで、利用者の貸出・返

課後児童クラブの民間委託化

却に要する時間を短縮します。また、開館時間を

を進めます。

20時まで延長します。
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誰もが健やかに安心して
暮らせるまちの実現

福祉
●地域包括支援センターの運営

８億1,946万円

●認知症サポーターステップアップ事業 新規
28万円
認知症の人の地域支援

健康

体制の充実と認知症にな

●元気アップ事業の推進 拡充

1,979万円

っても安心して暮らせる

高齢者の健康づくりを推進す

まちづくりの推進のため

るため、新たに交流館や地域包

に、地域で活動できる認

括支援センター等を開催場所に

知症サポーターを育成し

加えて、介護予防教室を拡大す

ます。

るとともに、体操ＤＶＤの活用

●介護予防・生活支援サービス事業 拡充
３億2,852万円

等により自主グループ等の活動を支援します。
●若者を対象とした食育の推進
●予防接種の実施

229万円

●障がい者の日中活動場所整備の推進 拡充
１億4,967万円

14億5,033万円

医療

●障がい者理解・啓発の促進

496万円

●生活困窮世帯の子どもへの学習支援 拡充

497万円

●（仮）南部１次救急診療所及び（仮）外来療育施設の整備

経済的理由等により学習環境が整っていない子

4,545万円

どもに対し、ボランティアによる集合型学習支援

●救急医療体制の維持

１億7,024万円

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

場所を新たに１か所増やし、３か所で実施します。

消防
●高校生防火防災リーダーの養成 新規

●多様な119番通報手段の導入と普及啓発 拡充
90万円
聴覚や言語に障がいがある

防災・減災

人を対象にしたメールによる

●災害時における受援計画の策定 新規
●避難所の停電対策

864万円
2,100万円

停電時における安定した避難所運営を確保する
ため、プラグインハイブリッド車等の外部給電設
備から避難所へ電源供給を行う設備を整備します。

119番通報手段を新たに導入し
ます。また、119番通報時に５
か国語に対応できる「多言語
コールセンター」の体験型広
報活動を行います。

●防災ラジオ導入に向けた基盤整備 新規
２億4,214万円
緊急時の避難情報をはじめとする防災情報の伝
達機能を強化するため、現在の防災行政無線に加
え、防災ラジオで受信が可能な「280ＭＨｚデジタ
ル同報無線システム」の送信局等を整備します。
●道路・橋りょう・河川の防災対策 20億6,757万円
●土砂災害対策の推進 新規

18万円

911万円

土砂災害特別警戒区域内の住宅等の改修費用を
補助し、建築物の安全性確保を促進します。

防犯
●防犯対策の推進

3,287万円

交通安全
●交通安全対策の推進

6,571万円

高齢者の交通事故を減らすため、高齢者世帯を
訪問し、交通安全啓発等を行うとともに、先進安
全自動車の購入に対して補助を行います。
●交通事故防止の対策

１億1,250万円
平成29年度予算のあらまし 7

●施策分野

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

ものづくり産業・商業

●ものづくりブランドの創出活用支援
●新製品・新技術等開発の補助 拡充

636万円

1,580万円

競争力の向上と地域産業の振興を図るため、新
製品や新技術の開発に対し補助します。また、市

農業・林業

内中小企業が公的機関を利用して実施する新製品

●市内農産物の利用促進

892万円

市内農産物の消費拡大に向け、豊田の農産物を
使ったスイーツフェアや料理コンテスト、農産物

開発等を目的とした依頼試験費に対して、新たに
補助します。
●商業機能の強化への補助

直売所を巡るスタンプラリ

1,600万円

観光・交流

ーなどのイベント実施のほ
か、地産地食応援店（小売

●香嵐渓の再整備 新規

店、飲食店）の取組を支援

1,400万円

します。
●「農ある暮らし」の推進
●間伐促進事業

2,161万円
１億1,174万円

●とよた森林学校の運営

1,866万円

●森づくりの担い手の育成支援 拡充

3,697万円

森づくりの担い手を育成するため、森林組合が
雇用する森づくり団地化推進員の育成経費を支援
します。

1,451万円

●小原和紙の育成 拡充

●市政情報の魅力発信プロモーションの実施
1,700万円
交流人口の増加や市民の愛着を高めるため、Ｐ
Ｒ動画やウェブサイトなどを活用して豊田市の魅
力を伝えます。

人と自然が共生する環境に
やさしいまちの実現
9,740万円

スマートハウスの普及促進に向け、太陽光発電
システムは家庭用エネルギー管理システム（ＨＥ
ＭＳ）、家庭用リチウムイオン蓄電池システムと一
体的に補助するとともに、蓄電池補助の充実を図
ります。
●とよたＳＡＫＵＲＡプロジェクトの推進

185万円

循環型社会
459万円
１億7,277万円
734万円

市内全域の不法投棄等を航空写真の解析により
早期発見し、現地調査、是正指導を実施します。
平成29年度予算のあらまし

1,200万円

地域住民による身近な小
川の自然再生活動を通して、

る自然豊かな川づくりを実
施します。
●湿地の保全活用

616万円

環境配慮行動
●環境学習の推進

１億5,366万円

●企業と連携した環境保全の取組の推進

438万円

「環境の保全を推進する協定協議会」で、企業と
連携して事業者用環境教

●リサイクルステーションの運営・整備 拡充
●不法投棄監視活動の推進

●ふるさとの川づくり

し、市民と共働で守り続け

●エコファミリー支援補助

●リユース工房の運営

自然共生社会

地域の自然への愛着を醸成

低炭素社会
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新規

育教材を作成し、セミナ
ーや企業での研修会など
に活用します。また、環
境に配慮した企業や市の
施設を見学するエコツア
ーを開催します。

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

●都心施設の再整備

１億2,299万円

多様な来街者に対する利便性の高いおもてなし
空間を整備し、都心のにぎわい創出を図ります。
平成29年度は豊田市駅西口ペデストリアンデッキ
及びバスターミナルの設計等を実施します。

●市営樹木住宅の整備 新規

７億755万円

民間活力を取り入れて、市営住宅を建て替えま
す。また、市内への定住を促進するため、家族形
成期世代向けの住戸を確保します。
●上豊田駅周辺の市街地整備に向けた調査

1,500万円

●電線類の地中化

２億4,660万円

●身近な公園の整備

１億4,316万円

交通

●物流ネットワークを強化する整備 １億5,479万円
効率的な産業活動を支えるため、物流需要が高
い主要な幹線道路の機能強化を推進します。
●鉄道駅へのアクセスを良好にする整備
２億1,506万円

上下水道
●公共空間等の整備の補助等

7,250万円

●下水道の整備

36億1,215万円

●合併処理浄化槽設置補助

１億6,272万円

中心市街地への来街者のおもてなし機能を強化す

汚水処理人口普及率の向上や公共用水域の水質

るため、広場、トイレ、休憩スペースなどの公共

改善を図るため、単独処理浄化槽やくみ取り便槽

空間の整備を補助します。

から合併処理浄化槽への切り替えに対し、期間を

●緑と花につつまれた都心の創出

540万円

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

ＷＥ ＬＯＶＥ とよた

●ＷＥ ＬＯＶＥ とよたの推進

「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」
の取組を
加速するため、とよたの魅力の再発
ます。

１億円

国際化

市民の皆さんが主人公となり、地域の課題解決
や個性豊かな地域づくりに取り組む事業に対して
補助します。
●地域予算提案事業

１億7,489万円

地域課題の解決を図るため、地域会議が提案し

●定住外国人に対する日本語学習の支援 1,501万円
定住外国人が生活に必要不可欠な日本語能力と
生活ルール等基礎知識を習得できるように、
「とよ
た日本語学習支援システム」の運営を通じた支援

た事業を市が予算化し、共働の取組により実施し

をします。

ます。

●中高生の海外派遣

●市民の誓いの推進

1,080万円

見、発信、連携に関する事業を行い

共働
●わくわく事業補助

区切って増額補助します。

394万円

生活の中の実践を通して、明るく住みよい地域

3,956万円

進展する国際社会及び地域社会の中で、国際感
覚を持ち、広い視野

社会づくりを推進するため、市

に立って考え、活躍

民の誓いの普及・啓発を支援し

する市民を増やすた

ます。また、市民の誓い制定40

め、姉妹都市などへ

周年に際し、記念イベントを開

中高生を海外派遣し

催します。

ます。
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●平成29年度当初予算

平成29年度豊田市の当初予算
一般会計 1,783億円（前年度比4.1㌫減）
地方交付税

51億円
（3％）

164億7,359万円
（9％）

市税

地方消費税交付金

977億8,583万円

82億7,100万円
（5％）

（55％）

市債

90億円
（5％）

収入

繰入金

97億3,719万円
（5％）

県支出金

収入
（市に入るお金）

そのほか

1,783億円

97億5,424万円
（6％）

221億7,815万円
（12％）

●都市計画税の使い道は以下のとおりです

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

779億7,217万円

前年度比

1.1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

（23％）
（18％）
（6％）
（2％）
（6％）

市債の償還（元金）
8億円

下水道事業への出資金
3億円

支出（市が使うお金）

特別会計

397億2,000万円
319億8,300万円
109億 900万円
39億9,600万円
111億7,783万円

固定資産税
個人市民税
法人市民税
都市計画税
そのほか

国庫支出金

区画整理・街路事業・都心整備
28億9,600万円

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
繰入金 主に貯金
（基金）
を取り崩す金
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
（子ども医療費助成、こども園運営、妊産婦・乳幼児健診等に充当）
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

そのほか
公債費

163億5,085万円
（9％）

民生費

123億2,903万円
（7％）

衛生費

149億5,701万円
（9％）

支出

537億609万円
（30％）

1,783億円

総務費

183億1,282万円
（10％）

教育費

215億52万円
（12％）

企業会計

土木費

411億4,368万円
（23％）

364億5,514万円

前年度比

2.9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。

2,927 億 2,731 万円 2.5㌫減
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前年度比

法人市民税の大幅な減少により、市税は４
年ぶりに1,000億円を下回りました。市税収入
の不足に対しては、収入の増加や支出の削減
を図ったうえで、貯金の取り崩しと借金を増
額することで、施策の推進に必要な事業費を
確保しました。

将来の
まちづくりへの投資

364億円

継続事業

新規事業

土地区画整理事業、
駅前通り北地区市街地再開発、
豊田地域医療センター再整備

樹木住宅建設

将来のまちづくりへの投資である普通建設
事業費は、超高齢者社会への適応を始めとし
た３つの第８次総合計画重点施策事業や、効
果の早期発現を期待する継続事業に重点配分
しました。

市税の推移

（単位：億円）

1400

1000
800
600
400
200
0

150

1,215
151

374

375

393

370

354

354

1,195

1200

149
869
147
366

1,190

978
152
397
109

60
296

302

311

317

320

H25

H26

H27

H28見込

H29当初

貯金残高と借入金残高の推移
（単位：億円）

1000

898
811

800

770

732 729

664

588

600
400

865

636

342

200

0

H25末

H26末

■個人市民税 ■法人市民税 ■固定資産税 ■その他

H27末

H28末見込

H29当初

■貯金残高 ■借入金残高

420,558円

平成29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

85,798円

74,866円

72,954円

67,668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

52,197円

29,081円

人件費

前年度比
4.4㌫減

特別会計などへの補塡

24,128円

扶助費

道路や河川の修理など

5,818円

※そのほかの費用は8,048円。
平成29年２月１日現在の人口423,961人をもとに算出しています
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広告欄
この冊子は今号の折り込み「予算のあらまし」です。

このページは裏面になります。
本紙から抜き取ってご覧ください。
広告欄

340

豊田市消防本部
中消防署東分署

345
岩滝町高入

340

豊田市立
高橋中 345

市木町４

豊田市立
市木小

イオン
高橋店
←至豊田市駅
上野町６南

財源確保のため有料広告を掲載しています。
広告の内容については直接広告主へ問合せください。

●発行／豊田市 ●発行日／平成29年４月
●問合せ／企画政策部財政課
（☎34・6614）

ユニクロ
豊田高橋店

★
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ニシヤマ
豊田店
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