
特集２特集２

＜問合せ＞新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（☎34・6975、FAX34・6929）
　　　　　　　　　　　　※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付）

　今号から広報とよたの紙面が変わります。全面リニューアルは、平成30年４
月号以来４年ぶりです。より多くの市民の皆さんに読まれる魅力的な広報紙と
なるよう、皆さんからのご意見を参考にリニューアルを行いました。

特集１特集１

より見やすく　より使いやすく

「広報とよた」がリニューアル！
より見やすく　より使いやすく

「広報とよた」がリニューアル！
＜問合せ＞市政発信課（☎34・6604、FAX34・1528、✉shisei@city.toyota.aichi.jp）
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１ 紙面デザイン・構成を一新！

　幅広い世代の人にとって、見やすく、使いやすい紙面と
なるように、紙面のデザイン・構成を一新しました。生活
情報やイベント情報などを掲載する「暮らしのひろば」では、
行間を広げ、写真を多用することで、見やすさの向上を図
りました。また、相談窓口や救急診療のご案内などを巻末
にまとめるなど、使いやすさの向上を図りました。

新しくなった「広報とよた」にご期待ください！

▶暮らしのひろばのその他の変更点

・記事のタイトルを大きくして見やすくしました
・記事を「ピックアップ」「募集」「お知らせ」「施設」「学び」「催し」の６つのカテゴリに分類し、カテゴリの内
　容に応じてレイアウト（段組）を工夫して、読みやすくしました
・追加情報がある記事には、二次元コードをつけて簡単にホームページにアクセスできるようにしました
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３ 子育て世代向けの情報を集約！

　子育て世代向けコーナーをこれまでよりも１ページ増やし、「のび
のび子育てサロン」としてリニューアルしました。妊婦や未就学児
対象の講座情報を集約し、子育て世代の皆さんにとって、使いやす
いページとします。
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２ シニア世代向けの情報を充実！

　シニア世代（主に65歳以上）の皆さんに役立つ健康や福祉に関する情報をお届け
するコーナー「いきいきシニアサロン」が始まります。毎号、シニア向けのコラム
とお知らせ記事を掲載します。今号のコラムのテーマは「「認知症」を知ろう！」

（本紙28㌻）。是非ご覧ください！

ホームページ

実施医療機関
一覧はこちら

新型コロナウイルス
　　　　ワクチン接種に関するお知らせ
新型コロナウイルス
　　　　ワクチン接種に関するお知らせ

　接種を希望する18歳以上の市民が、２回目接種から６か月経過した日以降に３回目接種できるよう進めていま
す。引き続き、個別接種（市内医療機関での接種）、市集団接種、県大規模集団接種、職域接種などで接種するこ
とができます。４月９日（土）以降の市集団接種の日程、会場は以下のとおりです。（ワクチン供給量や接種状況に
応じて、集団接種会場を追加・縮小する可能性があります。最新の情報は市ホームページでご確認ください）

スカイホール豊田（2,520人／日）

市役所（900人／日）

足助病院（240人／日）

●

●

４月
６日（水）予約受付中

９日（土） 16日（土）10日（日） 17日（日） 24日（日）23日（土） ７日（土）
予約開始日

場所（最大予約枠）

集団接種実施日

■使用するワクチンと接種方法
　ファイザー社製小児用ワクチンを３週間の間隔をあけて２回接種
■接種体制
　市内医療機関（「実施医療機関一覧」は市ホームページに掲載）で接種
■予約方法
　「実施医療機関一覧」に掲載の方法で予約
■そのほか
　県大規模集団接種でも接種できます。（県のLINEなどで予約可）

小児（5～11歳）も接種ができるようになりました

８日（日）

▶接種時の注意点
・接種には、保護者の同意と立ち会いが必要です
 ・当日は母子健康手帳をお持ちください
・接種する本人や立ち会う保護者に熱があるなど、体調がすぐれない場合は、予約をキャンセルし、体

調が良くなった後に再度予約を取り直して接種してください
・５～11歳と12歳以上では接種するワクチンが異なります。12歳に到達（到達日は誕生日の前日）した人

は５～11歳用のワクチンの接種はできません（ただし、１回目接種後に12歳に到達した人は２回目も
５～11歳用のワクチンを使用します）

・原則として、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンの接種は、２週間の間隔をあける必
要があります

３月
23日（水）

５月
１日（日）

30日（水）

●

●●

●

●●● ●

　小児接種は、12歳以上の人のワクチン接種と違い、感染症のまん延予防の観点から接種を受けるように
努めなければならないという予防接種法上の「努力義務」の規定は適用されません。ワクチンの効果や安全
性を理解した上で、接種を受けるかどうか保護者とお子さんで一緒に検討してください。また、ワクチン
接種を強制することや、ワクチン接種を受けていない人への偏見や差別につながる行為などは絶対に行わ
ないでください。

４月

※そのほか４月３日（日）は、市役所で予約がなくても接種ができます
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－いよいよ令和４年度がスター
トしました。今年度は、どのよ
うなまちづくりを目指していき
ますか。
市長　約２年間続いているコロ
ナ禍において、これから先のこ
とを考えると、「変えなくてはい
けないこと」と「変えてはいけ
ないこと」があると感じていま
す。それらをしっかりと見極め

ながら、令和４年度は「変わる
社会・変えるミライへの挑戦」
をテーマにまちづくりを進めて
いきたいと考えています。特に、
①ウィズコロナ・アフターコロ
ナ、②カーボンニュートラル、
③デジタル化、④都市と山村の
共生の４点について重点的に取
り組み、ミライへの挑戦を進め
ていきます。

－１点目の「ウィズコロナ・ア
フターコロナ」について、具体
的にどういったことに取り組ん
でいきますか。
市長　まずは、新型コロナウイ
ルスへの対応が最重要課題だと
考えています。特に、飲食業・
宿泊業の皆さんについては、外
出自粛によって大きな影響が出
ていると思いますので、しっか
りと支援していきたいと考えて
います。
　また、昨年度始動した官民連
携の介護予防事業「ずっと元気
！プロジェクト」も引き続き、
展開していきます。この事業は、
コロナ禍で体力が落ちてきたと
感じている人などを対象にした
様々な介護予防の取組を実施す
るものです。今年度は、さらに
一人でも多くの人に参加しても
らいたいと考えています。
　一方、当面の新型コロナウイ
ルスへの対策だけでは明るいミ

ライへの希望を感じにくいかと
思います。そこでスポーツや文
化芸術など市民の皆さんの気持
ちを一つにする取組についても
併せてしっかりと進めていきた
いと思います。

－２点目の「カーボンニュート
ラル」について、具体的にどう
いったことに取り組んでいきま
すか。
市長　カーボンニュートラルは、
極めて重要な課題であり、社会
全体で取り組む必要があります。
特に、豊田市はものづくりのま
ちであるので、中小企業のカー
ボンニュートラル促進に向けた
取組にはしっかり力を入れて支
援する必要があると考えていま
す。また、市としても、渡刈ク
リーンセンターの大規模改修な
ど、公共施設の脱炭素化に向け
た取組を実施します。
　さらに、スマートハウスや次
世代自動車の普及促進などの取
組も進めていきます。これらの
取組は、短期間では効果が出に
くいと考えているので、長い目
で見て、継続的に取り組んでい
きたいと考えています。

－３点目の「デジタル化」につい
て、具体的にどういったことに
取り組んでいきますか。
市長　行政のデジタル化を加速
していきます。デジタル化の取
組の一つとして挙げられるのが、
スマート窓口の構築です。よく
市役所の窓口は待ち時間が長い、
書くことが多いと言われること
があります。これをデジタル化
によって改善し、できるだけ

「待たない、書かない」窓口を目
指していきたいと考えています。
スマート窓口の構築以外にも、
そのような視点でデジタル化に
よって行政を変え、市民サービ
スの向上に努めていきます。
　加えて、中小企業のデジタル
化についてもしっかりと支援し
ていきます。

－４点目の「都市と山村の共生」
について、具体的にどういった
ことに取り組んでいきますか。
市長　新型コロナウイルスの影
響で、市内の山村部に移住した
いという人が増えています。こ
れは、山村の暮らしの価値が改
めて評価されていることが理由
だと思います。今後、その価値
をどのように高め、市民の皆さ
んと共有するかといった中で、
ラリーを生かしたまちづくりを
進めていきたいと考えています。
今年の秋にもＦＩＡ世界ラリー
選手権（ＷＲＣ）の開催が予定さ
れています。ラリーは山道を走
るモータースポーツです。日本
の原風景とも言える山道をラリ
ーカーが走る景色を市内外の人、
国内外の人にも見てもらって、

令
和
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ー

改めて市内の山村部が素晴らし
いということを、発信していき
たいと考えています。これに併
せて、旭高原元気村や三河湖と
いった観光施設の整備を進めて
いきます。
　また、支所の権限を強化しま
す。豊田市は、市の面積が918平
方キロ㍍と、非常に市域の広い
まちです。それぞれの地域が抱
えている課題に対して、きめ細
かに、そしてスピーディーに対
応するために、支所の権限を強
化して、市民の皆さんのための
まちづくりを進めたいと考えて
います。

－ありがとうございます。それ
では、最後に市民の皆さんへメ
ッセージをお願いします。
市長　よく「明けない夜はない」
と言われます。目の前にある課
題に着実に対応しながら、ミラ
イに向かって夢と希望を持つ。
そんなまちづくりを進めていき
たいと考えています。そのため
にも、是非皆さん力を貸してく
ださい。一緒にそんな明るいミ
ライを展望するまちづくりを進
めていきましょう。

令和４年度の市の取組について、太田稔彦市長に聞きました。令和４年度の市の取組について、太田稔彦市長に聞きました。

インタビュアーインタビュアー

変わる社会・変えるミライへの挑戦 ―変わる社会・変えるミライへの挑戦 ―

ケーブルテレビ　ひまわりネットワーク
市政情報提供番組「とよたNOW」

辻本瑠美奈キャスター

ケーブルテレビ　ひまわりネットワーク
市政情報提供番組「とよたNOW」

辻本瑠美奈キャスター
つじもとつじもと るみなるみな

インタビューの様子が視聴できますインタビューの様子が視聴できます

＜テレビ＞　ケーブルテレビ　ひまわりネットワーク
市政情報提供番組「とよたNOW」
放送日／４月１日（金）、４日（月）～10日（日）
　　　　※４月２日（土）以降は市ホームページでも視聴可

＜ラジオ＞　ラジオ・ラブィート（78.6MHz）
市政情報提供番組「ホットニュースとよた」
放送日／４月１日（金）～５日（火）

特集３特集３

※感染症対策としてアクリル板を設置してインタビューを行いました※感染症対策としてアクリル板を設置してインタビューを行いました
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令和４年度の市の取組について、太田稔彦市長に聞きました。令和４年度の市の取組について、太田稔彦市長に聞きました。

インタビュアーインタビュアー

変わる社会・変えるミライへの挑戦 ―変わる社会・変えるミライへの挑戦 ―

ケーブルテレビ　ひまわりネットワーク
市政情報提供番組「とよたNOW」

辻本瑠美奈キャスター

ケーブルテレビ　ひまわりネットワーク
市政情報提供番組「とよたNOW」

辻本瑠美奈キャスター
つじもとつじもと るみなるみな

インタビューの様子が視聴できますインタビューの様子が視聴できます

＜テレビ＞　ケーブルテレビ　ひまわりネットワーク
市政情報提供番組「とよたNOW」
放送日／４月１日（金）、４日（月）～10日（日）
　　　　※４月２日（土）以降は市ホームページでも視聴可

＜ラジオ＞　ラジオ・ラブィート（78.6MHz）
市政情報提供番組「ホットニュースとよた」
放送日／４月１日（金）～５日（火）

特集３特集３

※感染症対策としてアクリル板を設置してインタビューを行いました※感染症対策としてアクリル板を設置してインタビューを行いました
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■ワクチン接種の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　 22億4,771万円

　接種体制を構築し、
希望する市民を対象に
ワクチン接種を実施し
ます。

▶ 令和４年度の主な事業
＜問合せ＞財政課（☎34・6614、FAX32・9479、✉zaisei@city.toyota.aichi.jp）

令和４年度

拡充

新規

新規

拡充

拡充

拡充

拡充

予算 の あ ら ま し

■飲食事業者への支援・消費喚起事業
　　　　　　　　　　　　　　  　　1億5,604万円

■新しい生活様式に対応した店舗支援
　　　　　　　　　　　　　 　　　  　 1,240万円

■宿泊事業者などへの支援・消費喚起事業
　　　　　　　　　　　　　　   　 10億4,000万円

　商業者などが実施するＩＴを活用した新サー
ビスの導入や情報発信などに関する経費に対し
て補助をします。また、新たな分野の展開、業
態・業種転換、事業再編などに係る経費への補
助制度を新設します。

拡充

■官民連携介護予防「ずっと元気！プロジェクト」
　　　　　　　　　　　　　　  　     1億596万円

　高齢化の進展やコロナ禍における高齢者の外
出抑制に伴う介護リ
スク上昇に対応する
ため、民間の知見を
活用した成果報酬型
の介護予防事業を実
施します。

■（仮称）地域生活意思決定支援事業
　　　　　　　　　　　 　 　　　　　    272万円

■介護人材確保の推進
　　　　　　　　　　　　　　 　 　　  1,469万円

　多様な担い手の創出、介護職員のスキルアッ
プ、介護サービス事業所の職場環境向上などの
支援を実施します。また、介護人材の定着とサ
ービスの質の向上を図るため、研修受講料に対
する補助金を新設し、介護サービス事業所を支
援します。

重点施策２　「ひと」と「しごと」が集まるミライへの投資

■ラグビーイベントの開催
　　　　　　　　　　　　　　　  　　   500万円

■ラリーを生かしたまちづくりの推進
　　　　　　　　　　　  　　　    ３億3,360万円

■ＩＣＴを活用した学習環境の整備
　　　　　　　　　　　 　　　　  ７億6,306万円

■子育て施設でのＩＣＴ活用
　　　　　　　　　　　　　　　　  　 6,271万円

■山村地域への移住・定住の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　   2,791万円

■次世代航空モビリティの産業化の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  350万円

■中小企業のデジタル化に対する支援
　　　　　　　　　　　　　　　　  ３億300万円

■中小企業などのカーボンニュートラルの促進
　　　　　　　　　　　　　　　     ５億600万円

新規

■衛星画像を用いたＡＩによる農地判定の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　    　 665万円

■スマート窓口の構築
　　　　　　　　　　　　　　　　      6,270万円

■ＳＤＧｓの達成に向けた取組の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　      1,200万円

■デジタルツールを用いた市民サービス向上の推進
　　　　　　　　　　　 　　　 　　  　 310万円

新規

新規

新規

新規

新規

拡充

拡充

拡充

新規

重点施策３　まちの課題解決力の強化

重点施策１　超高齢社会への適応

新型コロナウイルス感染症対策

　再生可能エネルギー創出などの設備導入経費
の支援をします。また、
講座の開催やＣO２削減
などの相談に応じる窓
口の設置により、脱炭
素経営を支援します。

　市民への普及啓発や、市内企業などの新規参
入を促すための支援をします。

　児童生徒一人ひとりに応じた学習と協働学習
の充実を目指し、タ
ブレット端末の活用
を促進します。また、
学力向上のため、デ
ジタルドリル教材を
導入します。

　世界ラリー選手権、地方ラリー選手権、トヨ
タガズーレーシングラリーチャレンジの開催支
援と地域振興につながるイベントを実施します。
また、豊田市が運営主体となる令和５年から７
年の３年間の世界ラリー選手権について、招致
や開催準備を進めます。

　利便性と事務処理効率の向上のため、転出入
や転居の届出窓口においてデジタル技術を活用
した（仮称）窓口支援システムを構築します（令
和５年６月稼働予定）。

■ＰＣＲ検査などの実施
　　　　　　　　　　　　　　　    ３億3,593万円

■こども園・学校などにおける感染症対策の徹底
　　　　　　　　　　　  　　　     １億4,334万円

※３月補正分1,990万円を含む

※３月補正分１億8,280万円を含む

■家庭・学校・地域の共働の推進
　　　　　　　　　　　　　　　 　     5,196万円

■高齢者への移動支援
　　　　　　　　　　　　　　 　 　　  4,202万円

■市業務システムなどの整備
　　　　　　　　　　　　　　      ２億8,532万円

　金銭管理や生活支援など権利擁護支援のニー
ズに対応するため、地域生活における意思決定
を支える体制づくりに向けたモデル事業を実施
します。

　行政事務の効率化のため、国の定める標準準
拠システムへの移行計画の作成、新たな庁内ネ
ットワーク環境の構築、マイナポータルと市業
務システムが連携するための基盤を整備します。

■キャッシュレス決済の導入
　　　　　　　　　　　　　　　　      3,108万円

拡充

市ホームページ

　市役所の主要窓口や公共施設などにキャッシ
ュレス決済を導入します。

　日常生活において、移動が困難な介護認定の
ある高齢者に対し、通院や買い物などの外出を
支援するため、タクシー料金の助成を行います。

特集４特集４
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前年度比0.5㌫

前年度比0.3㌫

前年度比3.8㌫

物件費　　　施設の維持管理費な
ど

扶助費　　　児童手当・生活保護費な
ど

人件費　　　職員の給与な
ど

普通建設事業費　道路や建物の建設な
ど

補助費等　　補助金な
ど

繰出金　　　特別会計などへの補てん
そのほか　　積立金・公債費な

ど

市税　　　　市民の皆さんや事業所などが納めるお金
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　　　主に基金（貯金）を取り崩すお金
市債　　　　国や銀行などから借りるお金
法人事業税交付金　法人事業税のうち県から配分されるお金
そのほか　　使用料や手数料な

ど

民生費　　　高齢者や障がいのある人、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

収 入
（市に入るお金）

1,801億円
市 税

1,101.9億円
（61％）

市 税
1,101.9億円
（61％）国庫支出金

246.4億円（14％）
国庫支出金

246.4億円（14％）

県支出金
112.6億円（６％）

県支出金
112.6億円（６％）

市債
30.0億円（２％）

市債
30.0億円（２％）

地方消費税交付金
105.9億円（６％）

地方消費税交付金
105.9億円（６％）

そのほか
144.3億円
（７％）

そのほか
144.3億円
（７％）

民生費
636.4億円
（35％）

民生費
636.4億円
（35％）

土木費
267.6億円
（15％）

土木費
267.6億円
（15％）

総務費
190.7億円
（11％）

総務費
190.7億円
（11％）

教育費
266.9億円
（15％）

教育費
266.9億円
（15％）

衛生費
185.0億円（10％）

衛生費
185.0億円（10％）

そのほか
176.2億円
（10％）

そのほか
176.2億円
（10％）

公債費
78.2億円（４％）

公債費
78.2億円（４％）

繰入金
33.4億円（２％）

繰入金
33.4億円（２％）

　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。

普通建設事業費
313.1億円
（17％）

普通建設事業費
313.1億円
（17％）

物件費
373.2億円
（21％）

物件費
373.2億円
（21％）

補助費等
231.3億円（13％）

補助費等
231.3億円（13％）

扶助費
345.8億円
（19％）

扶助費
345.8億円
（19％）

人件費
328.3億円（18％）

人件費
328.3億円（18％）

そのほか
128.6億円
（７％）

そのほか
128.6億円
（７％）

繰出金
80.7億円（５％）

繰出金
80.7億円（５％）

▶ 令和４年度当初予算

2,861億8,539万円総　額

支 出
（市が使うお金）

1,801億円

支 出
（市が使うお金）

1,801億円

● 特別会計　696億3,509万円

● 企業会計　364億5,030万円

　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。

● 一般会計　1,801億円

貯金残高と借入金残高の推移

市税の推移 目的のある収入の使い道

都市計画税　　　　　　　　  　 43.2億円

森林環境譲与税　　　　　　　    1.6億円

地方消費税交付金
社会保障財源分

9.2億円
17.6億円
　2.5億円
13.9億円

　1.1億円
0.3億円
　0.2億円

11.1億円
9.5億円
5.3億円
　5.1億円
5.0億円
20.6億円

　将来のまちづくりへの投資　  313億円

■個人市民税　■法人市民税　■固定資産税　■その他

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度見込
0

200

400

600

800

1000

1200

1400 （単位：億円）

305323 326 328

218331 311 165 71

423
363 418

422
415

150 156
153

155
155

1,070 1,1021,167 1,208

955

314

2022年度当初

■貯金残高　■借入金残高

2019年度2018年度 2020年度 2021年度見込
0

200

400

600

800

1000 （単位：億円）

626

816 827

656

516 516509 514 563

735

2022年度当初

●名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業
●（仮）豊田市博物館建設事業
●豊田地域医療センター再整備事業
●土地区画整理事業
●特別養護老人ホーム等整備事業　な

ど

■収入

■支出（目的別）

■支出（性質別）

422.7億円
304.9億円
218.2億円
43.2億円
112.9億円

（38％）
（28％）
（20％）
（４％）
（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

前年度比0.2㌫↗

法人事業税交付金
26.5億円（２％）

法人事業税交付金
26.5億円（２％）

56.6億円

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

森林整備
人材育成
木材利用・普及啓発

療養給付費負担金
介護給付費繰出金
教育・保育給付費
定期予防接種費
子ども医療助成費
その他
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前年度比0.5㌫

前年度比0.3㌫

前年度比3.8㌫

物件費　　　施設の維持管理費な
ど

扶助費　　　児童手当・生活保護費な
ど

人件費　　　職員の給与な
ど

普通建設事業費　道路や建物の建設な
ど

補助費等　　補助金な
ど

繰出金　　　特別会計などへの補てん
そのほか　　積立金・公債費な

ど

市税　　　　市民の皆さんや事業所などが納めるお金
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　　　主に基金（貯金）を取り崩すお金
市債　　　　国や銀行などから借りるお金
法人事業税交付金　法人事業税のうち県から配分されるお金
そのほか　　使用料や手数料な

ど

民生費　　　高齢者や障がいのある人、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

収 入
（市に入るお金）

1,801億円
市 税

1,101.9億円
（61％）

市 税
1,101.9億円
（61％）国庫支出金

246.4億円（14％）
国庫支出金

246.4億円（14％）

県支出金
112.6億円（６％）

県支出金
112.6億円（６％）

市債
30.0億円（２％）

市債
30.0億円（２％）

地方消費税交付金
105.9億円（６％）

地方消費税交付金
105.9億円（６％）

そのほか
144.3億円
（７％）

そのほか
144.3億円
（７％）

民生費
636.4億円
（35％）

民生費
636.4億円
（35％）

土木費
267.6億円
（15％）

土木費
267.6億円
（15％）

総務費
190.7億円
（11％）

総務費
190.7億円
（11％）

教育費
266.9億円
（15％）

教育費
266.9億円
（15％）

衛生費
185.0億円（10％）

衛生費
185.0億円（10％）

そのほか
176.2億円
（10％）

そのほか
176.2億円
（10％）

公債費
78.2億円（４％）

公債費
78.2億円（４％）

繰入金
33.4億円（２％）

繰入金
33.4億円（２％）

　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。

普通建設事業費
313.1億円
（17％）

普通建設事業費
313.1億円
（17％）

物件費
373.2億円
（21％）

物件費
373.2億円
（21％）

補助費等
231.3億円（13％）

補助費等
231.3億円（13％）

扶助費
345.8億円
（19％）

扶助費
345.8億円
（19％）

人件費
328.3億円（18％）

人件費
328.3億円（18％）

そのほか
128.6億円
（７％）

そのほか
128.6億円
（７％）

繰出金
80.7億円（５％）

繰出金
80.7億円（５％）

▶ 令和４年度当初予算

2,861億8,539万円総　額

支 出
（市が使うお金）

1,801億円

支 出
（市が使うお金）

1,801億円

● 特別会計　696億3,509万円

● 企業会計　364億5,030万円

　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。

● 一般会計　1,801億円

貯金残高と借入金残高の推移

市税の推移 目的のある収入の使い道

都市計画税　　　　　　　　  　 43.2億円

森林環境譲与税　　　　　　　    1.6億円

地方消費税交付金
社会保障財源分

9.2億円
17.6億円
　2.5億円
13.9億円

　1.1億円
0.3億円
　0.2億円

11.1億円
9.5億円
5.3億円
　5.1億円
5.0億円
20.6億円

　将来のまちづくりへの投資　  313億円

■個人市民税　■法人市民税　■固定資産税　■その他

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度見込
0

200

400

600

800

1000

1200

1400 （単位：億円）

305323 326 328

218331 311 165 71

423
363 418

422
415

150 156
153

155
155

1,070 1,1021,167 1,208

955

314

2022年度当初

■貯金残高　■借入金残高

2019年度2018年度 2020年度 2021年度見込
0

200

400

600

800

1000 （単位：億円）

626

816 827

656

516 516509 514 563

735

2022年度当初

●名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業
●（仮）豊田市博物館建設事業
●豊田地域医療センター再整備事業
●土地区画整理事業
●特別養護老人ホーム等整備事業　な

ど

■収入

■支出（目的別）

■支出（性質別）

422.7億円
304.9億円
218.2億円
43.2億円
112.9億円

（38％）
（28％）
（20％）
（４％）
（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

前年度比0.2㌫↗

法人事業税交付金
26.5億円（２％）

法人事業税交付金
26.5億円（２％）

56.6億円

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

森林整備
人材育成
木材利用・普及啓発

療養給付費負担金
介護給付費繰出金
教育・保育給付費
定期予防接種費
子ども医療助成費
その他

9広 報 と よ た 令和４年４月号



市制71周年記念式典において顕彰、表彰を行いました

  やま だ かずとし

　３月５日に市民文化会館で市制71周年記念式典を開催し、
豊田市の発展に貢献した人や目覚ましい活躍をした人に顕彰、
表彰を行いました。

●市政功労者
■文化の振興に長年尽くした功績（１人）　　

　山田和俊氏（陶芸家）

●市表彰（個人・団体、50音順、敬称略）
■地方自治功績者（60人）

浅見佳孝　　安藤彰洋　　安藤司　　　安藤義浩　　石川哲司　　市川大次郎　稲垣将太
犬飼喜久　　今泉仁志　　岩月克文　　岩月喜一郎　宇野健一郎　小木曽義昭　奥秋直希
加藤雅洋　　加藤泰幸　　加藤啓徳　　河合翔一郎　倉知通　　　栗山幸雄　　小林章雄
近藤慎吾　　近藤公司　　近藤守則　　酒井淳一　　佐藤茂憲　　佐藤雅哉　　佐野弘明
清水雅司　　杉本孝広　　杉山滋久　　鈴木崇義　　鈴木智晴　　鈴木智也　　鈴木龍治
竹内義典　　田嶋宗紀　　田嶋講雄　　鶴田隆志　　内藤義貴　　永井和樹　　永﨑善和
中澤孝彦　　中谷信介　　中根計二　　西川和男　　橋原徹　　　服部憲一　　廣瀨友門
深見健太　　松井孝文　　松井勉　　　三浦丈二　　三木健太郎　水越邦仁　　三宅聡人
三宅健介　　横幕康明　　横山博之　　和佐田毅

■教育功績者（13人・１団体）
浅井敏郎　　岡田英昭　　加藤愛実　　神谷裕文　　久保田博也　甲村孝秀　　近藤栄治
竹下博喜　　内藤光宣　　深見洋巳　　福島明彦　　福田凌大　　堀武　　　　滝脇小学校

■体育・スポーツ功績者（46人・1団体）
渥美万奈　　アルーアダウィイサ　　　石島雄介　　井原崚汰　　宇野昌磨　　大石綾美
粥川愛莉　　川本武史　　小池沙弥　　後藤希友　　小西杏奈　　作田勇志　　桜井敦貴
柴田幸次郎　白鳥勝浩　　神野ゆめ　　杉本早裕吏　鈴木都夫　　鈴木朋樹　　相馬あい
相馬勇紀　　髙尾知那　　竹中七海　　千原誠治　　長岡萌映子　難波暉　　　羽根田卓也
林伊吹　　　半谷静香　　彦坂匡克　　堀島行真　　馬瓜エブリン　　馬瓜ステファニー
三浦璃来　　三木拓也　　峰幸代　　　三好南穂　　武藤弘樹　　村岡桃佳　　森千莉　　　
山崎早紀　　山田二千華　山中美緒　　山本聖途　　山本麻衣　　吉永一貴　　
豊田工業高等専門学校弓道部

■文化功績者（３人・１団体）
小出恵子　　近藤延子　　武山直樹　　豊田楽友協会吹奏楽団

■産業功績者（23人）
市橋勝　　　伊藤公人　　伊藤健一　　宇野快人　　太田秀男　　大山舜矢　　小野田勝之
加藤昇　　　蒲田英治　　木下侑飛　　古根川淳志　高橋幸也　　谷山賢一郎　中島信幸　
中嶌祥浩　　中山貴司　　藤井治　　　藤岡宏治　　古井和雄　　本多勝幸　　三浦純一　
弓削真暉　　和田栄二

■地方民生功績者（８人）
尾形かをる　糟谷日登美　杉山武喜　　鈴木宜志　　永井美保　　成田春二　　三宅眞　
山田眞由美

■保健衛生功績者（１人）
三浦靖雄

■篤行功績者（４団体）
NGOインターナショナル・ボランティアグループ　　おはなしひばり
ＪＡあいち豊田助け合いの会ふれあいの輪　　豊田ルネッサンスライオンズクラブ

■寄附功績者（３人・６団体）
石垣尚男　　神谷東洋治　　黒田洪二　　あいち豊田農業協同組合　　一般財団法人善都子ども財団
株式会社東工建設　　タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社　　豊田中ロータリークラブ　
日本発条労働組合豊田支部

■その他功績者（１人・１団体）
　（故）原田鈔治　　トヨタヴェルブリッツ

●問合せ　秘書課（☎34・6601、FAX33・7155、✉hisho@city.toyota.aichi.jp）

特集５特集５
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市制71周年記念式典において顕彰、表彰を行いました

  やま だ かずとし

　３月５日に市民文化会館で市制71周年記念式典を開催し、
豊田市の発展に貢献した人や目覚ましい活躍をした人に顕彰、
表彰を行いました。

●市政功労者
■文化の振興に長年尽くした功績（１人）　　

　山田和俊氏（陶芸家）

●市表彰（個人・団体、50音順、敬称略）
■地方自治功績者（60人）

浅見佳孝　　安藤彰洋　　安藤司　　　安藤義浩　　石川哲司　　市川大次郎　稲垣将太
犬飼喜久　　今泉仁志　　岩月克文　　岩月喜一郎　宇野健一郎　小木曽義昭　奥秋直希
加藤雅洋　　加藤泰幸　　加藤啓徳　　河合翔一郎　倉知通　　　栗山幸雄　　小林章雄
近藤慎吾　　近藤公司　　近藤守則　　酒井淳一　　佐藤茂憲　　佐藤雅哉　　佐野弘明
清水雅司　　杉本孝広　　杉山滋久　　鈴木崇義　　鈴木智晴　　鈴木智也　　鈴木龍治
竹内義典　　田嶋宗紀　　田嶋講雄　　鶴田隆志　　内藤義貴　　永井和樹　　永﨑善和
中澤孝彦　　中谷信介　　中根計二　　西川和男　　橋原徹　　　服部憲一　　廣瀨友門
深見健太　　松井孝文　　松井勉　　　三浦丈二　　三木健太郎　水越邦仁　　三宅聡人
三宅健介　　横幕康明　　横山博之　　和佐田毅

■教育功績者（13人・１団体）
浅井敏郎　　岡田英昭　　加藤愛実　　神谷裕文　　久保田博也　甲村孝秀　　近藤栄治
竹下博喜　　内藤光宣　　深見洋巳　　福島明彦　　福田凌大　　堀武　　　　滝脇小学校

■体育・スポーツ功績者（46人・1団体）
渥美万奈　　アルーアダウィイサ　　　石島雄介　　井原崚汰　　宇野昌磨　　大石綾美
粥川愛莉　　川本武史　　小池沙弥　　後藤希友　　小西杏奈　　作田勇志　　桜井敦貴
柴田幸次郎　白鳥勝浩　　神野ゆめ　　杉本早裕吏　鈴木都夫　　鈴木朋樹　　相馬あい
相馬勇紀　　髙尾知那　　竹中七海　　千原誠治　　長岡萌映子　難波暉　　　羽根田卓也
林伊吹　　　半谷静香　　彦坂匡克　　堀島行真　　馬瓜エブリン　　馬瓜ステファニー
三浦璃来　　三木拓也　　峰幸代　　　三好南穂　　武藤弘樹　　村岡桃佳　　森千莉　　　
山崎早紀　　山田二千華　山中美緒　　山本聖途　　山本麻衣　　吉永一貴　　
豊田工業高等専門学校弓道部

■文化功績者（３人・１団体）
小出恵子　　近藤延子　　武山直樹　　豊田楽友協会吹奏楽団

■産業功績者（23人）
市橋勝　　　伊藤公人　　伊藤健一　　宇野快人　　太田秀男　　大山舜矢　　小野田勝之
加藤昇　　　蒲田英治　　木下侑飛　　古根川淳志　高橋幸也　　谷山賢一郎　中島信幸　
中嶌祥浩　　中山貴司　　藤井治　　　藤岡宏治　　古井和雄　　本多勝幸　　三浦純一　
弓削真暉　　和田栄二

■地方民生功績者（８人）
尾形かをる　糟谷日登美　杉山武喜　　鈴木宜志　　永井美保　　成田春二　　三宅眞　
山田眞由美

■保健衛生功績者（１人）
三浦靖雄

■篤行功績者（４団体）
NGOインターナショナル・ボランティアグループ　　おはなしひばり
ＪＡあいち豊田助け合いの会ふれあいの輪　　豊田ルネッサンスライオンズクラブ

■寄附功績者（３人・６団体）
石垣尚男　　神谷東洋治　　黒田洪二　　あいち豊田農業協同組合　　一般財団法人善都子ども財団
株式会社東工建設　　タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社　　豊田中ロータリークラブ　
日本発条労働組合豊田支部

■その他功績者（１人・１団体）
　（故）原田鈔治　　トヨタヴェルブリッツ

●問合せ　秘書課（☎34・6601、FAX33・7155、✉hisho@city.toyota.aichi.jp）
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