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（１）次代を創る健康で活力ある生涯活躍の仕組みの推進 

地域主体の健康づくりの支援…地域保健課 279万円
中学校区ごとに地域健康カルテを作成し、ＰＤＣＡサイクルによる地域特性に応じた健康づ
くり活動を推進します。また、地域において健康づくり活動の推進母体となる地区コミュニテ
ィ会議（健康づくり部会等）に対して補助します。

運動広場・地域体育館等の整備…スポーツ課 8億 4,261 万円
スポーツの振興や健康の増進に向け、多くの市民が気軽に利用できる場として、運動広場等
を整備します。 
・（仮）梅坪台運動広場、（仮）松平地域体育館等

拡充 地域ぐるみの教育の推進…学校教育課 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。 

拡充 市民活動促進体制の拡充…市民活躍支援課 1,888万円
市民活動を始めたい人への情報発信や体験機会の提供など、市民活動の裾野の拡大に取り組
みます。また、ヤングオールド・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。 

藤岡支所・交流館の整備…藤岡支所、市民活躍支援課、土木課
13億 5,328万円

行政サービス等の充実や地域交流の拠点施設
として、藤岡支所・交流館の合築による建設や、
進入道路を整備します。藤岡支所は平成 31年 3
月に、交流館は平成32年 3月にオープン予定で
す。 

重点施策１ 超高齢社会への適応 

（完成イメージ図）
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（２）安心な暮らしを支える地域包括支援の仕組みの構築 
拡充 健康と福祉の相談窓口の運営…福祉総合相談課、地域保健課

1億 3,102万円
健康、介護、障がい、生活困窮等、あらゆる世代・対象
に対応する総合相談窓口を充実するため、市内２か所目の
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、住民による「支え合いの地域づくり」を進め
ます。 
また、市の地域保健課保健師も配置し、個別相談や家庭訪問等を実施するとともに、地域特
性に合わせた「まちぐるみの健康づくり」を推進します。

豊田地域医療センター再整備…地域包括ケア企画課 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。平成３０年度は、新棟建設工事に着手します。 

新規 産学官連携による先端技術を活用した在宅療養の推進 
…地域包括ケア企画課 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。

新規 （仮）訪問看護師人材育成センター開設に向けた準備 
…地域包括ケア企画課 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。 

認知症高齢者への支援…高齢福祉課 3,006万円
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、認知症初期集中支援
チームによる支援や徘徊者捜索機器の導入に対して補助します。

施策分野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 
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特別養護老人ホームの整備…介護保険課 4億 627万円
介護保険施設を充実するため、益富地区の地域密着型特別養護老人ホーム、藤岡地区の認知
症高齢者グループホーム、挙母地区の広域型特別養護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…介護保険課 988万円
福祉人材の確保のため、就職フェアによる新規人材の確保、ＥＰＡ（経済連携協定）介護福
祉士候補者への日本語学習支援による海外人材の受入支援、ヘルパーフォローアップ講座によ
る離職有資格者の復帰促進、離職防止事業を実施します。

成年後見支援の推進…福祉総合相談課 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。

（３）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 

拡充 先進技術による移動環境の整備…交通政策課 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
ける超小型電気自動車シェアリングサービスの充電
器付ステーションの拡充や、パーソナルモビリティ
を使った実証実験を実施します。 

拡充 基幹バス・地域バスの運行…交通政策課ほか 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。 

（とよたおいでんバス）

（充電器付ステーション）
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（１）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…ものづくり産業振興課 7億 8,874万円
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。 

拡充 企業誘致の推進…ものづくり産業振興課 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。

内環状線の整備…街路課 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…幹線道路推進課 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…未来都市推進課 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、ＡＩ・ＩｏＴ等の先進技術を活用した実証
事業を支援するとともに、広く市民に周知していきます。

（２）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…森林課

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。 

重点施策２ 産業の強靭化 

（上空から見た整備中の工場用地）
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ものづくり創造拠点の運営…ものづくり産業振興課 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。 

中小企業の新たな事業展開の推進…ものづくり産業振興課
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。

（３）働く機会の多様化と産業を支える人材の確保 
拡充 働き方改革の推進…ものづくり産業振興課、市民活躍支援課

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…ものづくり産業振興課 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。 

拡充 女性の再就労支援…ものづくり産業振興課 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。 

（働き方改革セミナー）
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（１）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…市街地整備課、区画整理支援課

68億 4,698万円
住民ニーズの高い良好な住環境創出のため、現在事業中の６地区（土橋・寺部・花園・浄水・
平戸橋・四郷駅周辺）の事業を促進します。 

交流・いなか暮らしのコーディネート…企画課 3,654万円
都市と山村の活発な交流及び移住を促進するため、双方の多様なニーズをコーディネートし
ます。また、山村の価値・魅力をＰＲします。 

拡充 山村地域等への移住の促進…地域支援課 1,722万円 
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。

拡充 定住促進プロモーションの推進…定住促進課 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ＰＲ活動等を実施します。 

（２）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 多言語化の推進…商業観光課 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、
多言語マップ、ガイドブックを作成します。

拡充 外国人観光客の受入環境の向上…国際まちづくり推進課、商業観光課
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。

重点施策３ 
暮らしてよし・訪れてよしの 

魅力創出 
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拡充 トイレの洋式化の推進…企画課、商業観光課ほか 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…都市整備課 6,820万円
周辺施設案内や情報発信を充実し、都心の回遊性や利便性の向上を図るため、まちなかサイ
ン施設の新設、更新を行います。 

観光プロモーション等の推進…商業観光課 1億 5,042万円
国内外からの誘客促進を図るため、（一社）ツーリズムとよたが行う地域資源の魅力を発信す
るモニターツアー等、観光振興事業を補助します。 

拡充 道の駅どんぐりの里いなぶの整備…稲武支所、地域建設課 6,226万円
来訪者の利用促進を図るため、新たにどんぐり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…街路課 1億 7,041万円
名鉄三河線若林駅付近２．３kmの鉄道を高架化するため、引き続き鉄道事業者と仮線路や
鉄道高架の設計を進めるとともに用地の取得等を行います。 

（３）まちの魅力・価値の共有と発信 
拡充 豊田スタジアムの施設整備…スポーツ課、公共建築課

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…商業観光課、都市整備課 4,211万円
中心市街地の広場等の公共空間を活用する取組（あそべると
よたプロジェクト等）を進め、にぎわいの創出を図るとともに、
停車場線（豊田市駅前の道路）の将来の歩行者専用化に向けた
調査等を実施します。 

（公共空間（ペデストリアンデッキ）の活用例）
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スポーツを楽しむ風土の醸成…スポーツ課 3,465万円
縁のあるトップアスリート「豊田市わがまちアスリ
ート」やスポーツチームを応援し、一体感を持ってス
ポーツを楽しむ気運を醸成するために、ＪＦＡこころ
のプロジェクト「夢の教室」の開催や国際体操等の競
技会の誘致、名古屋グランパス指導者派遣等を行いま
す。 

新博物館の建設…文化財課 1,352万円
文化財や人と自然の関わり等を通じて、市の歴史への愛着と誇りを育み、広くその価値や魅
力を発信していくために必要な機能を備えた新博物館の基本計画を策定します。 

拡充 市民アートプロジェクトの実施…文化振興課 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。
※アートプロジェクト 市民が主体となって文化事業の企画・実施に関わり、その運営方法を
体験する活動。

拡充 とよたエコフルタウンのリニューアル…未来都市推進課 8,500 万円
持続可能な未来の姿を提示し、ＡＩ・ＩｏＴ等の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。 

ミライ・チャレンジ都市プロモーション…未来都市推進課 700万円
ドローンや超小型電気自動車の活用の検討等、市民、企業、大学等のチャレンジを応援し、
その先進性や快適性をＰＲします。 

新規 車の自動走行実証の推進…未来都市推進課 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目指し、エコフルタウンや交通安全学習セン
ター等において自動走行の実証実験を行うための環境整備を行います。 

（わがまちアスリート認定式の様子）
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（４）ラグビーワールドカップ 2019TMに向けた取組 

開催に向けた準備…ラグビーワールドカップ推進課 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。 

主な事業 
 ラグビー日本代表 vs ジョージア代表（６月）の開催支援 
 愛知・豊田ラグビーフェスタ2018（４大学交流戦・6月）の開催 
 交通輸送、警備、ファンゾーン、おもてなしエリア、都市装飾等各種計画の策定 
 500 日前イベント、1年前イベント等の開催 
 優勝トロフィーツアーの実施 
 大会公式ボランティアの募集・選考・教育 
 豊田スタジアムでの対戦国を中心とした誘客のための 
プロモーションの実施
 ボランティア（TRY FOR ALL スタッフ）の育成と実践 
 おいでんバスのラッピング 
※愛知・豊田開催支援委員会の事業を含む 

２０１９年 

９月２３日 ウェールズ×ジョージア 

９月２８日 南アフリカ×アフリカ地区代表 

１０月 ５日 日本×ヨーロッパ・オセアニア 

プレーオフ勝者 

１０月１２日 ニュージーランド×イタリア

豊田スタジアムでの開催試合

平成29年 11月 愛知・豊田ラグビ
ーフェスタ 2017（トヨタ自動車ヴェ
ルブリッツ対メルボルン・レベルズ） 

平成 29年 12月 トップリーグに合
わせて開催した「愛知・豊田ラグビー
ファンゾーン」 
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子ども・子育て 
子育ての相談体制・支援サービスの充実…子ども家庭課

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アで
ある母子保健推進員が訪問します。子育てに関する
情報提供や、不安や心配事がある家庭に地区担当保
健師を紹介することで、子育ての孤立を防止します。 

若年層に対する妊娠・出産に関する正しい知識の普及 
…子ども家庭課 340万円

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」を行い
ます。また、若年層（大学生以下）を対象に心や体の変化を知り正しい性知識や情報を学ぶ「性
教育」を行います。

児童虐待防止対策の推進…子ども家庭課 486万円
児童虐待の早期発見や早期対応を行うため、ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラムを行
うことで、子どもや保護者等に正しい知識の普及や教育を行います。 

拡充 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 
…保育課 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体との連携強化を図るほ
か、地域の木材を活用した改修を行います。 

子ども医療費の助成…福祉医療課 21億7,682万円
子育て家庭の医療に係る経済的負担軽減を図るため、引き続き中学生までの医療費無料化を
実施します。 

基本施策１ 
安心して子育てができる 

まちの実現 
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待機児童対策…保育課 4億 9,928万円
０ ２歳児の受入枠を拡大するため、公立こども園の施設整備を行います。また、私立園に
対しては、施設整備費を補助します。 

こども園の名称等 
受入拡大人数 
（予定）

供用開始 
（予定）

公立 
若林こども園（改修） ２５人 平成３１年４月
高嶺こども園（改築） １６人 平成３２年４月
中山こども園（増築） １５人 平成３１年４月

私立 
名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園（改築） 
※幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行

２８人 平成３１年４月 

公立こども園の民間移管…保育課 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、平成
３０年度から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。 
※共同保育 移管の前年度に、移管を受ける法人か 
ら職員を数名派遣してもらい、公立の職員と一緒 
に保育を行うこと 

良好な幼児教育・保育環境の確保…保育課 3,300万円
快適な保育環境を実現するため、洋式トイレの設置割合が低いこども園のトイレを洋式化し
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 
…保育課 11億 6,702 万円

私立こども園１５園、私立幼保連携型認定こども園１１園の運営費を補助します。 

（保育の様子）
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（１）学び・育ち 

新規 小中学校へのエアコン整備…学校づくり推進課 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。 

拡充 ＩＣＴ機器を活用した分かる・深まる授業づくり…学校教育課
6億 734万円

児童生徒が自ら考え、学びを深めるため、ＩＣＴ機器を
積極的に活用した授業を展開します。また、コンピュータ
室のパソコン更新に合わせて、持ち運び可能なタブレット
一体型のパソコンを導入します。 

拡充 小学校の外国語指導体制の充実…学校教育課 1億6,000万円
平成３２年度からの新学習指導要領に沿った小学校の外国語活動及び外国語教科化の実施に
向けて、平成３０年度から小学校へ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…学校づくり推進課 4億 6,724万円
特別支援学校の校舎の改修やエアコンの更新を行うほか、生徒数の増加に対応するため、朝
日丘中学校の校舎増築の設計を継続して行います。 

北部給食センターの移転新築…保健給食課 6,479万円
北部給食センター及び藤岡給食センターの老朽化に伴い、両センターを統合し、ＰＦＩ方式
で整備を進めます。（平成３２年４月供用開始予定） 

放課後児童の健全育成…次世代育成課 10億3,790万円
授業終了後、留守家庭等児童の生活の場として放課後児童クラブを運営し、児童の健全育成
を図ります。また、民間委託化を進め、円滑な事業運営を図ります。 

基本施策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 

（タブレットを活用した授業の様子）
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交流館機能の整備…市民活躍支援課、公共建築課 2,418万円
機能が不足し改修を必要とする交流館について、施設整備を検討します。 

拡充 コンサートホール・能楽堂２０周年記念事業…文化振興課
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。 
・サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団 演奏会 
・ワディム・レーピン ヴァイオリン・リサイタル 
・ＮＨＫ交響楽団 演奏会 
・特別公演 能「翁」 ほか       

（２）スポーツ 

地域スポーツの推進…スポーツ課 2,008 万円
地域スポーツと生涯スポーツを推進するため、地域スポーツクラブやスポーツ推進委員が市
内の子どもたち等にスポーツのきっかけを提供します。 

新規 全国高等学校総合体育大会の開催…スポーツ課 1,628万円
卓球の全国高等学校総合体育大会をスカイホール豊田で開催します。 

（３）歴史・文化 

新規 東京キャラバンｉｎ豊田の開催…文化振興課 1,001万円
東京２０２０オリンピック・パラリンピック公認文化オリンピアードとして実施されてきた
東京キャラバンを、東京都及びアーツカウンシル東京とともに開催し、市民の文化への関心と
参加意識の向上を図ります。 
※東京キャラバン 演出家・野田秀樹監修のもと、国内外の多種多様なアーティストが出合い、
“文化混流”することで新しい表現が生まれるということをコンセプトに掲げ、それぞれのジ
ャンルを越えたパフォーマンスを各地で展開している事業

（ワディム・レーピン）
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新規 あいちトリエンナーレ地域展開事業の開催…文化振興課
794万円

あいちトリエンナーレ（３年に１度愛知県内で開催される国内最大規模の国際芸術祭。次回
は平成３１年度に開催）の開催機運を盛り上げるとともに、文化芸術の理解と関心を高めるた
め、地域展開事業の中心事業である現代美術の作品展を実施します。そのほか、地域の施設や
学校においても関連事業を行う予定です。

拡充 （仮）とよたのこども棒の手大会の開催…文化財課 290万円
豊田市棒の手保存会発足１０周年を記念し、愛知県無形民俗
文化財である「棒の手」の後継者育成及び郷土愛の育成を目的
として、こどもの会員による演技大会を平成３０年１１月に実
施します。 

旧鈴木家住宅の修理工事…文化財課 1億 8,700万円
国の重要文化財に指定された旧鈴木家住宅の保存修理を行います。平成３０年度は建物の組
立、耐震工事の設計等を行います。 

展覧会の開催…美術館 1,500万円
ピーテル・ブリューゲル１世を始祖とする画家一族１５０
年の歴史をたどる、ブリューゲル展（平成３０年４月２４日
７月１６日）を開催します。 

美術館改修工事…美術館 12億4,640万円
天井の耐震対策、展示室照明のＬＥＤ改修、防水改修等を行います。 
・改修工事 平成３０年７月１７日 （工事中は閉館します） 
・リニューアルオープン 平成３１年６月予定

ピーテル・ブリューゲル２世 
《野外での婚礼の踊り》 
１６１０年頃 個人蔵

（棒の手の様子） 
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（１）健康 

拡充 元気アップ事業の推進…地域保健課 1,900万円
高齢者の健康づくりを推進するため、介護予防活
動団体を新たに対象とすることで実施個所を拡大
し、地域主体の介護予防事業を促進していきます。 
また、活動の継続に向けた支援（講師派遣・交流
会の開催等）を実施していきます。 

（元気アップ事業）

生活習慣病重症化予防の取組の推進…（保）総務課、地域保健課
3億 4,873万円

第２期データヘルス計画に基づき、健診の受診勧奨や保健指導等、生活習慣病重症化予防の
取組を推進します。 

予防接種の実施…感染症予防課 14億5,090万円
感染症の発生及びまん延を防ぐため、乳幼児、児童、生徒及び高齢者の予防接種を実施する
とともに、おたふくかぜ、ロタ、高齢者用肺炎球菌、風しん、麻しん等一部ワクチンの費用助
成を実施します。 

（２）医療 

救急医療体制の維持…地域包括ケア企画課 1億 7,031万円
市民が安心して、いつでも症状に応じた適切な医療を受けられ、２４時間３６５日の救急医
療体制を維持するため、医療機関に対する救急医療の運営支援を行います。 

（仮）南部１次救急診療所及び（仮）外来療育施設の整備 
…地域包括ケア企画課、障がい福祉課 1億 7,961 万円

救命救急センターを受診している軽症患者を分散させる仕組みとして、新たな一次救急診療
所を整備します。また、障がい者の福祉的就労の場としての喫茶店やこども外来療育施設を併
設します。平成３０年度は建築工事に着手します（開設は平成３２年度予定）。

基本施策３ 
誰もが健やかに安心して 

暮らせるまちの実現 
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（３）福祉 

地域包括支援センターの運営…高齢福祉課 8億 6,960万円
地域で暮らす高齢者を、介護、福祉、健康、医療等
様々な面から総合的に支援するため、地域包括支援セ
ンターの職員やケアマネジャーの専門性を高める新た
な研修体制を構築し、職員の資質向上に取り組みます。 

新規 重症心身障がい者等への支援…障がい福祉課 2,210万円
医療的ケアが必要な重症心身障がい者等の在宅維持を図るため、医療型短期入所に対して補
助します。また、在宅に代わる居住の場を確保するため、グループホーム運営事業者の支援員
確保に対して補助します。

障がい者の日中活動場所整備の推進…障がい福祉課
9,558万円

障がい者が日中に活動する場を確保するため、民間障がい者施設の運営に対する補助や、施
設の賃借に係る費用に対する補助を実施します。また、県営手呂住宅跡地に開設予定の日中活
動場所の造成工事に着手します。

「とよた急病・子育てコール２４」の運営 
…子ども家庭課、地域包括ケア企画課 3,048万円

２４時間３６５日いつでも急病と子育ての相談ができる「とよた急病・子育てコール24 育
救（いっきゅう）さんコール 」を運営します。

拡充 子どもの貧困・孤食対策の推進…福祉総合相談課 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を地域で実施し、現状や課題を共有するとと
もに、地域で実施する子ども食堂や学習支援等の取組について、多様な主体が関わり、展開で
きるよう支援します。
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（１）防災・減災 

拡充 自主防災活動の推進…防災対策課 600万円
豊田市自主防災会連絡協議会が創立３０周年を迎えるため、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主防災活動の啓発を行います。 

新規 防災ラジオの普及…防災対策課 1億 5,710万円
災害時の情報伝達体制を強化するため、平成２９年度
に整備した２８０MHｚデジタル同報無線システムに対
応した防災ラジオを、市が一定額を負担し配布します。 

災害時の避難所の電力確保…防災対策課 1,800万円
停電時に安定的な避難場所運営を確保するため、プラグインハイブリッド車等外部給電設備
から避難所へ電源供給ができるように設備改修を行います。 

道路・橋りょう・河川の防災対策 
…道路維持課、地域建設課、道路予防保全課、河川課 

19億 4,047万円
地震や大雨等の災害から公共インフラの安全を確保するため、対策工事を実施します。 
・道路の危険箇所の把握、点検、監視、対策工事 
・平成記念橋の修繕・耐震工事を始めとした橋りょうの耐震対策工事 
・一級河川安永川の改修事業に伴う開水路工事 

（２）消防 

拡充 消防団７０周年記念事業の開催…（消）総務課 885万円
地域防災の中核である消防団の充実強化を進め、防火・防災意識の高揚と地域消防力の充実
を図るため、消防団発足７０周年の記念事業を実施します。 

基本施策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 

（左 一般型）
（右 文字表示型）
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拡充 多様な１１９番通報手段の導入と普及啓発…指令課 401万円
聴覚や言語に障がいのある人を対象にしたファクシミリや電子メールによる１１９番通報手
段に加え、新たにスマートフォン等を活用した通報手段を導入します。また、通報時に５言語
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。

消防車両の整備…警防救急課 3億 3,617万円
複雑多様化する各種災害に対応するため、消防車両を整備します。また、災害時の消火用水
を確保するため、足助地区に水槽車を新規に整備します。 

（３）防犯 

防犯対策の推進…交通安全防犯課 2,989万円
犯罪の抑止と防犯意識の向上を図るため、自主防犯活動団体への支援と、防犯に関連する啓
発活動を実施します。また、防犯カメラの整備に対して補助します。 

（４）交通安全 

拡充 歩行者保護モデルカー活動の推進…交通安全防犯課 450万円
「車優先から歩行者優先」へとドライバーの意識を変えるた
め、決起大会の開催や横断幕の掲示、ステッカーの配布等、「歩
行者保護モデルカー活動」を実施します。 

高齢者への交通安全対策の推進…交通安全防犯課 1,272万円
高齢者の交通安全意識の高揚を図るため、「高齢者運転技術講習会」や「高齢者交通安全防犯
世帯訪問事業」を実施します。 

事故防止対策の推進…交通安全防犯課 1億 8,050万円
事故防止対策のため、地域要望や事故データ等に基づき、区画線や防護柵等の交通安全施設
を整備します。また、通学路における横断歩道のカラー舗装（強調）や、ゾーン内における速
度抑制を目的とした路面舗装等、児童を始めとした歩行者の安全を確保します。

（歩行者保護モデルカー活動 ラッピングバス）
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（１）農業・林業 

地産地食・農産物ブランド化の推進…農政課 659万円
地産地食応援店シールキャンペーンの実施、食べまいとよた米プロジェクトの推進、品評会
の実施等、地産地食及び市内農産物のブランド化へ向けた取組を推進します。 

間伐促進事業…森林課 1億 1,556万円
森林がもたらす公益的機能を最大限発揮できるようスギ・ヒノキの人工林の間伐を促進し、
人工林の健全化を着実に進めます。

拡充 森づくりの担い手の育成支援…森林課 2,487万円
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や林業
作業員の研修事業を支援します。また、新たに森林施業プランナーの育成費用を補助します。

拡充 地域材の利用拡大…森林課 1,234万円
地域材の利用拡大を図るため、木育イベント等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等を支援します。 

（２）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…ものづくり産業振興課 572 万円
市内中小企業が持つ高度な技術・製品をブランド化することで、認知度の向上、他分野及び
他地域への展開を支援します。

拡充 商店街等の人材育成・創業支援…商業観光課 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、
新たに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。 

（３）観光・交流 
拡充 映画を活かしたまちづくりの推進…経営戦略課、商業観光課  

6,000 万円
本市を舞台とした映画制作の支援や市民に映画を楽しむ機会を提供するなど、市民の映画文
化の醸成を推進するとともに、映画を活用し本市の魅力を全国に発信します。

基本施策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 
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新規 世界ラリー選手権開催準備調査…経営戦略課 1,000万円
世界ラリー選手権の開催に関する準備調査を行います。 
※世界ラリー選手権は主に一般公道を閉鎖して行われる自動車競技で、世界各地を転戦す
るラリーの最高峰のイベントです。２０１８年は１３カ国で開催される予定です。

旭高原自然活用村施設の整備…旭支所 6,725万円
利用者の利便性を向上させるため、旭高原自然活用村の駐車場を整備します。また、屋外ト
イレの新設に向けた詳細設計を行います。 

新規 足助地域核エリア再生ビジョンの策定…足助支所 1,200万円
足助地区の観光まちづくりを推進するため、公共施設の利活用方策や観光産業を中心とした
地域産業の再生等に係る構想を検討します。 

新規 和紙のふるさとの再整備…小原支所 1,000万円
（仮）２０２０年国際「紙」フォーラムｉｎとよたの開催に向けて、照明器具や展示設備の
改修、トイレの洋式化等、和紙のふるさとの大規模改修の設計を行います。 

新規 観光おもてなし力の向上…商業観光課 170万円
観光に携わる事業所従業員等を対象とし、温もりあふれる態度と豊富な観光知識で観光客に
応対するボランティアを認定することで、観光おもてなし力の向上を図ります。 

拡充 豊田おいでんまつりの開催…商業観光課 2億 1,465万円
５０周年を迎える豊田おいでんまつりについて、内
容を拡充して開催します。 
【拡充予定内容】 
・おいでんファイナル前日に公共空間を活用した 
前夜祭の実施 
・第５０回記念企画の実施 
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（１）低炭素社会 

新規 公共施設の省エネ対策…環境政策課 965万円
温室効果ガス削減のため、公共施設の省エネ診断や設備改修に関する調査等を実施し、中長
期的な省エネ設備等の導入計画を策定します。 

スマートハウス及び次世代自動車の普及促進…環境政策課
1億 7,752万円

スマートハウス及び次世代自動車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、HEMS、家庭用蓄電池及び次世代自動車に係る啓発と補助を実施します。 

低炭素社会の実現に向けた行動促進…環境政策課 2,756万円
低炭素社会の実現に向けた行動促進を図るため、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等の
実施、気候変動等に関する講演会を開催します。 

（２）循環型社会 

新規 食品ロス削減に向けた取組の推進…ごみ減量推進課 94万円
食品ロス削減のため、料理の食べ残しの削減を目指し、食べ切り協力店の拡大に取り組みま
す。また、家庭内で余っている食品を必要としている人に寄附するフードドライブ事業を実施
します。

リユース工房の運営…ごみ減量推進課 481万円
粗大ごみとして排出された家具を清掃、補修し、リ
ユース家具として販売することでリユースの啓発に
よるごみの減量に取り組みます。 

基本施策６ 
人と自然が共生する 

環境にやさしいまちの実現 

（事業者と連携したクールシェアの様子）

（リユース工房）
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リサイクルステーションの運営・整備…ごみ減量推進課
2億 775万円

リサイクル活動を推進するため、４月から貝津町に新たなリサイクルステーションを開設し
ます。また、四郷町のリサイクルステーションの移設を行います。 

不法投棄監視活動の推進…廃棄物対策課、清掃業務課 1,513万円
航空写真を解析して不法投棄等を早期発見し、現地調査・是正活動等により重大化を防ぎま
す。また、地域を見守り、不法投棄防止活動に取り組む不法投棄パトロール隊や自治区の活動
を支援します。 

（３）自然共生社会 

湿地の保全活用…環境政策課 803万円
希少種が生育・生息するラ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。 

（４）環境配慮行動 

環境学習の推進…環境政策課 1億 5,332万円
環境学習施設 eco-T（エコット）や自然観察の森を拠点に、生活環境や自然環境に関する展
示、講座、見学会の開催等の様々な学習プログラムを実施します。 

企業と連携した環境保全の取組の推進…環境保全課 326万円
環境に配慮した行動を実践する事業者を増やす
ため、企業と連携して事業者用環境教育教材を作
成、配布したり、ホームページ等で情報発信を行
います。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。 

（エコツアーの様子）
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（１）市街地整備 
新豊田駅東口駅前広場の整備…都市整備課 1億 7,200万円

駅周辺の交通円滑化、歩行者動線の改善、にぎわい創出を図るため、新豊田駅東口駅前広場
を整備します。   

豊田市駅東口ペデストリアンデッキの整備…都市整備課
3億 2,200万円

豊田市駅からＫｉＴＡＲＡまでの安全性、利便性、回遊性の向上を図るため、豊田市駅東口
ペデストリアンデッキを延伸します。

駅周辺土地区画整理調査…市街地整備課、区画整理支援課 5,989万円
若林駅、上豊田駅及び八草駅周辺地区の土地利用増進を図り、駅を中心とした一体的な市街
地整備に向けた区画整理設計、地質調査等の委託を実施します。 

公共空間等の整備の補助等…商業観光課 2,709万円
中心市街地のにぎわい創出と来訪者へのおもてなし機能強化のため、広場、トイレ、休憩ス
ペース等の公共空間の整備を補助します。 

公共施設等における無料公衆無線ＬＡＮの整備…企画課ほか
1,036万円

来訪者の受入環境向上のため、豊田スタジアム等の集客施設や観光地に無料公衆無線ＬＡＮ
を整備します。

緑と花に包まれた都心の創出…緑の推進課 1,763万円
快適に過ごすことができる空間を形成するため、スタジアムアベニューにおける豊田市駅か
ら豊田スタジアムまでの歩道を中心に花や緑を充実させ、都心に潤いを創出します。

拡充 矢作川水辺プロジェクトの実施…公園課、河川課 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。 

基本施策７ 
生活と産業を支える快適で質の 

高いまちの実現

（整備イメージ）
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（２）交通 
愛知環状鉄道ＩＣカード乗車券システム導入支援…交通政策課

1億 816万円
市民や来訪者の移動の円滑化のため、愛知環状鉄道が行うＩＣカード乗車券システムの導入
を補助します。 

物流ネットワークを強化する整備…幹線道路推進課、街路課
4億 5,156万円

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図ります。 
・上郷スマートインターチェンジ 
・豊田刈谷線 ほか

鉄道駅へのアクセスを良好にする整備…街路課 1億 3,634万円
駅への主要なアクセス道路としての機能を果たし、地域の交通の円滑化と歩行者や自転車が
安全で快適に移動できる都市計画道路を整備します。 
・（都）西岡吉原線 ほか

国道４１９号及び国道３０１号関連市道の整備…土木課
1億 5,900万円

愛知県による国道４１９号迫八反田交差点改良事業、国道３０１号松平バイパス整備事業に
合わせ、地域住民の利便性向上を図るため、関連市道の整備を行います。 

（３）上下水道 

下水道の整備…下水道建設課 37億4,781万円
水環境の再生・保全と住環境の改善を図るため、下水道整備と接続促進により、適切な汚水
処理を推進します。 

合併処理浄化槽設置補助…（上下水）総務課、下水道施設課
1億 6,035万円

汚水処理人口普及率の向上や公共用水域の水質改善を図るため、単独処理浄化槽やくみ取り
便槽から合併処理浄化槽への切り替えを促進します。 
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（１）共働 

地域予算提案事業…地域支援課、各支所 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事業を市が予算化し、共働の取組により実施
します。 

わくわく事業補助…地域支援課、各支所 1億円
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。 

（２）WE LOVE とよた 

ＷＥ ＬＯＶＥ とよたの推進…国際まちづくり推進課 1,578 万円
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行動につなげるため、市民との連
携による魅力の再発見に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。 

（３）国際化 

拡充 姉妹都市交流の実施…国際まちづくり推進課 5,079万円
姉妹都市であるデトロイト・ダービーシャーとの交流促進のため、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…国際まちづくり推進課
1,507万円

定住外国人が生活に必要不可欠な日本語能力や生活ルール等の基礎知識を習得するため、「と
よた日本語学習支援システム」の運営を通じた支援を行います。 

（４）行政経営 
山間地域ケーブルテレビ施設の更新支援…企画課

1億 8,500万円
都市部と山間部の情報格差是正を図るとともに、行政や防災情報等を提供するため、旭・稲
武・小原・下山地区におけるケーブルテレビ施設の更新を支援します。 

基本施策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
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