特集

地域の力とこどもの未来をはぐくむ

まちづくり予算

平成 28 年度予算紹介
問い合わせ：財政課（☎ 51・2117）

一般会計

1,245 億 3,831 万 9 千円 （前年度比 2.3％増）

特別会計

872 億 6,200 万円 （前年度比  4.1％増）

企業会計

626 億 600 万円             
（前年度比 12.9％増）
病院事業
376億300万円
（13.7%・116.0％）

下水道事業
159億3,300万円
（5.8%・113.1％）
水道事業
90億7,000万円
（3.3%・100.9％）

企業会計
626億600万円
（22.8%・112.9％）

一般会計
1,245億3,831万9千円
（45.4%・102.3％）

全会計
2,744億
631万9千円

競輪事業
134億4,800万円
（4.9%・121.8％）
介護保険
227億1,500万円
（8.3%・102.3％）
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特別会計
872億6,200万円
（31.8%・104.1％）
国民健康保険事業
400億5,900万円
（14.6%・99.5％）

後 期 高 齢 者 医 療
総合動植物公園事業
地 域 下 水 道 事 業
公 共 駐 車 場 事 業
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

73億9,400万円
20億7,200万円
13億3,200万円
2億 300万円
3,900万円

（2.7％・106.6％）
（0.7％・104.1％）
（0.5％・114.7％）
（0.1％・104.1％）
（ - ・ 73.6％）

※平成28年度予算規模は、
平成28年3月に追加提案した平成27・28年度補正予算を含み
ます
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新たな基本方針による「豊橋らしい」まちづくりを推進します

● 各会計の予算規模 ●

平成 年度予算は、「第５次総合計画」の実現に向けて、豊橋の魅力を高めるとともに、元気でいきいき
と住みやすいまち、子どもたちの夢を育み夢を実現できるまちとするための施策を盛り込み、「地域の力
とこどもの未来をはぐくむまちづくり予算」として編成しました。詳細はホームページをご覧ください。

平成 28 年度予算規模
2,744 億 631 万 9 千円
（前年度比 5.1％増）

広報とよはし 平成 28 年 4月1日
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活
力と魅力にあふれる
まちづくり

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進
人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって魅力と活力
に満ちたまちとして発展していくため、
「豊橋市まち・
ひと・しごと創生総合戦略」に基づく施策を推進します。
大学および大学生の活動支援
地方創生に資する大学の取り組みや学生による地域貢
献活動などを支援し、若者の定住・定着を促進します。
ＵＩＪターンの促進
首都圏での合同企業説明会などに出展する中小企業や、
首都圏から豊橋に転入した方を雇用する中小企業を支
援します。
次世代農業人材の育成・確保
植物工場など先端農業に関する研修を実施し、地域の
人材を育成するとともに、地域の農業関連企業などが
全国の学生をインターンシップとして受け入れる活動
を支援し、豊橋での就労につなげます。
畜産クラスターの推進
地域の畜産関係者の連携による高収益型畜産の実現に
向けた取り組みを支援します。
「メイカーズ・ラボとよはし」での交流促進
感情認識パーソナルロボット
「Ｐｅｐｐｅｒ」やドローン、
３Ｄプリンタなどのデジタル機器を備えたシェア工房
「メイ
カーズ・ラボとよはし」での利用者間の交流を促進し、多
彩なプロジェクトを立ち上げ、新産業創出を加速化します。
「まるごとにっぽん」への出展
東京・浅草の商業施設「まるごとにっぽん」で豊橋を

消費生活相談などの共同処理事務を本格実施するほか、
アンテナショップの実証実験に取り組みます。

市制 周年記念事業の実施
「人」も「まち」もいきいきと輝く「豊橋」をテーマに、
豊橋の魅力を発見・発信する記念事業を展開します。
海フェスタ東三河の開催
海・川・港の魅力や重要性を次世代へつなげ、多彩で
豊かな地域資源の魅力を全国に発信するため、
「海の日」
を祝う海フェスタを東三河８市町村が一体となって開
催します。
豊橋ええじゃないか映画祭（仮称）の開催
穂の国とよはし芸術劇場で映画祭を開催し、地域の活
性化を図るとともに全国に向けて豊橋をＰＲします。
のんほいパークの魅力向上
エサやり体験など動物たちとのふれあいが楽しめる広
場の整備や、プレミアムナイトガーデンの開催など、
さらなる魅力の向上を図ります。

健

やかに暮らせる
まちづくり

結婚支援事業の実施

結婚支援イベントや企業の取り組みへの支援、結婚相談

の実施などにより、結婚を希望する若者を応援します。
妊娠・出産・子育て総合相談窓口の開設

総合相談窓口を保健所・保健センターとこども未来館

内に新たに設置し、妊娠から出産、育児にわたる切れ
目のない支援体制を整え、子育てをサポートします。

公立保育園・放課後児童クラブの整備

病児保育事業を展開するとともに、市内９か所に放課

はじめ東三河の特産品を常設展示し、この地域の魅力

老朽化したこじか保育園を、平成 年度の開設に向け、
認定こども園として改築し、地域子育て支援センター・
を発信します。
東三河広域連合の取り組みの本格化

後児童クラブを新設し、子育て世帯を支援します。
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海王丸（海フェスタ東三河）
提供：海技教育機構
ドローン
まるごとにっぽん
ナイトガーデン

110

東三河８市町村からなる東三河広域連合で滞納整理、
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感情認識パーソナルロボット「Pepper」

ペ ッ パ ー

エサやり体験

美術博物館

あいちトリエンナーレ 2016 ロゴマーク

地域の大人が講師を務める土曜日の教育活動

自然史博物館 新生代展示室 イメージ

放射線治療施設 イメージ

中学校音楽教師による小学生への授業

子育てにかかる経済的負担の軽減
保育園・幼稚園・認定こども園の保育料や放課後児童
クラブの利用料など多子世帯などにかかる経済的負担
の軽減措置を拡充します。
とよはし健康マイレージ事業の実施
ポイント対象イベントを 周年記念イベントなどに拡
大し、健康なまちづくりを推進します。
高齢者の活動支援
福祉回数乗車券とタクシー乗車券の交付に、路線バス
の高齢者定期券「元気パス」購入助成を追加し、高齢
者の外出支援と路線バスの利用促進を図ります。
障害者歯科診療所の開設
平成 年４月から、障害者歯科診療を休日夜間歯科診
療所で開始します。
放射線治療施設の開設
地域がん診療連携拠点病院として放射線治療体制を充
実・強化するため、平成 年度中の治療開始を目指し、
市民病院に放射線治療施設を整備します。

館、放課後児童クラブを一体的に整備し、地域の方々
が利用しやすい施設にします。
土曜日を活用した教育活動の実施
南稜地区をモデル地区として、地域で子どもを育てる
環境づくりと子どもの学力・体力向上を目指した土曜
日の教育活動を行います。
あいちトリエンナーレ２０１６の開催
３年に一度開催されるあいちトリエンナーレの会場の
一つとして豊橋で初めて国際芸術祭を開催し、現代アー
トの展示や舞台芸術の上演を行います。
芸術文化の発信
穂の国とよはし芸術劇場を中心に、優れた舞台芸術な
どの鑑賞事業や創造事業を行い、芸術文化の魅力を発
信します。
美術博物館の充実
平成 年秋のリニューアルオープンに向け、新展示室
や喫茶室を整備するとともに、企画展「放浪の天才画
家 山下清展」を開催するなど、魅力の向上を図ります。
自然史博物館の充実
新生代展示室の改装により演出効果を高めるとともに、
特別企画展「メガ恐竜展
豊橋」を開催し、魅力の
向上を図ります。

省エネルギーなどの推進
住宅用の太陽熱・地中熱利用設備や電気自動車から住
宅へ給電できる設備を新たに助成対象とするとともに、

境を大切にする
まちづくり

育を行うため、施設隣接型小中一貫校「前芝学校」を

環

in

家庭で取り組みやすい省エネ対策を提案する「うちエ
コ診断」などを実施します。

小中一貫教育の推進
小・中学校の縦のつながりを重視した一貫性のある教
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平成 年４月に開校します。
高根小学校の再整備

を図ります。

小学５・６年生を対象に、学級担任に代わり専門教科
の教員が授業を行う教科担任制を拡大し、学力の向上

子どもの学力の向上を図る取り組みの推進

心

110

28

豊かな人を育てる
まちづくり

28

高根小学校の改築にあわせて、屋内運動場と校区市民

28
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広報とよはし 平成 28 年 4月1日

公共下水道

消防車 イメージ

自然環境啓発冊子の発行
自然環境保全の意識向上のため、平成 ～ 年度に
かけて実施した自然環境保全基礎調査を基に、豊橋
の自然を市民に分かりやすく紹介する「豊橋の自然
探検（仮称）」を発行します。
生ごみ分別ＰＲ
平成 年４月から開始する生ごみの分別収集に向け
て、分別の必要性や分別方法、持ち出しマナーなど
をきめ細やかにお知らせします。
産業廃棄物対策の推進
ＰＣＢ廃棄物の早期処理を推進するため、国などと
協力し、未処理のＰＣＢ使用製品および廃棄物の状
況調査を実施します。

快

適で利便性の高い
まちづくり

コンビニエンスストアでの証明書発行
平成 年１月から、
マイナンバーカード
（個人番号カー
ド）を使用して全国のコンビニエンスストアで住民票
の写しや戸籍証明書などを取得できるようにします。
中心市街地再開発の推進
まちなか図書館
（仮称）
、
まちなか広場
（仮称）
をはじめ、
商業・サービス業、住宅などからなる新たな魅力拠点
を整備する駅前大通二丁目地区の再開発事業を推進
します。
夜間の路線バスの増発
金・土曜日に路線バスのうち３路線で、豊橋駅前から
午後 時以降に発車する便を増発します。
空家対策の推進
豊橋市の空家の実態に応じた対策を総合的かつ計画
的に実施するため、
「空家等対策計画」を策定します。
また、倒壊などの危険性のある空家の解体費用や空家

す。
消防車・救急車の更新

公共下水道の整備

せもった「道の駅」を名豊道路七根 周辺に整備する
ため、周辺道路整備や実施設計などを行います。

心して暮らせる
まちづくり

津波防災センターの整備
避難に時間を要する市民の避難場所として、杉山町
天津地区に津波防災センターを建設します。

を利活用するための改修費用に対して助成します。

消防車２台を最新鋭の車両に更新し、消防力を強化

新たに公共下水道が使用できる地区を増やす公共下
水道第９次拡張事業に着手するとともに、既存施設の
す。

するとともに、高齢化に伴う救急需要の増加に対応
するため、救急車１台を更新し、出動体制を整えま

安

ＬＰＧスタンドの非常用自家発電機整備への助成

道の駅「
（仮称）とよはし」の整備
地域ブランドや広域観光情報を国内外へ発信すると
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市内ＬＰＧスタンドの非常用自家発電機設置に対
し 助 成 す る こ と で、 災 害 時 に お け る 傷 病 者 な ど の

24

ともに、地域福祉や防災活動の拠点としての機能を併

29

輸送手段となるタクシーへの燃料供給を強化しま

29

10

老朽化対策や、南海トラフ地震などに備えた耐震化を

進める公共下水道第１次再整備事業に着手します。
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IC

津波防災センター
（写真は三郷地区津波防災センター）

まちなか図書館（仮称）イメージ

バイオマス資源利活用施設
イメージ
まちなか広場（仮称）イメージ

