
未来（あす）を創る	
安心・元気・まちづくり予算
平成29年度予算紹介

特		

集

　平成 29 年度予算は、第５次豊橋市総合計画の実現に向け、未来の豊橋の「安心づくり」「元気づくり」「まちづくり」
につながる施策を盛り込み、「未来（あす）を創る安心・元気・まちづくり予算」として編成しました。
　今年度は、将来を担う多様な人材を育てるための取り組みや、子育て世帯を応援する取り組みなどを大きく充実させ
ています。

2,735 億 2,168 万 6 千円（前年度比		99.8％）
一般会計　1,263 億 9,353 万 6 千円（前年度比　101.8％）
特別会計　  　　　872 億 975 万円（前年度比　   99.9％）
企業会計　　　   599 億 1,840 万円（前年度比　   95.7％）

平成 29年度予算規模01

※ 平成 29 年度予算規模は、国の平成 28
　 年度第 2 次補正予算に関連する平成 28
　 年度補正予算を含みます

各会計の予算規模

問い合わせ：財政課（☎ 51・2117）

   

 

 
 

（　）内は構成比・前年度比
病院事業
342 億 6,000 万円

（12.5％・91.1％）

下水道事業
165 億 7,740 万円

（6.1％・104.0％）

水道事業
90 億 8,100 万円

（3.3％・100.1％）

競輪事業
127 億 400 万円

（4.6％・94.5％）

介護保険
228 億 7,400 万円

（8.4％・100.7％）
国民健康保険事業
403 億 1,400 万円

（14.7％・100.6％）

一般会計
1,263 億 9,353 万 6 千円

（46.2％・101.8％）

企業会計
599 億 1,840 万円

（21.9％・95.7％）

特別会計
872 億 975 万円

（31.9％・99.9％）

後期高齢者医療　　　　　　　　78 億 6,200 万円（2.9％・106.3％）
総合動植物公園事業　　　　　　20 億 9,875 万円（0.8％・101.3％）
地域下水道事業　　　　　　　　11 億 4,300 万円（0.4％・    85.8％）
公共駐車場事業　　　　　　   　　2 億    200 万円（0.1％・    99.5％）
母子父子寡婦福祉資金貸付事業　　　   1,200 万円（   −    ・    30.8％）

全会計
2,735 億

2,168 万 6 千円

2広報とよはし  平成 29 年 4月1日



妊娠・出産・子育て総合相談窓口

上：地域教育活動のよ
うす

右：英語活動のようす

バイオマス利活用センターの完成予想図

02 平成 29年度予算
ピックアップ

学生や退職教員など、地域住民が中・高校生の学習支援を
行う「地域未来塾ステップ」と、放課後の小学生に工作や
料理教室などの体験機会を提供する「トヨッキースクール」
を開設し、地域教育を推進します。

下水汚
お で い

泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥を混合し、メタン発
酵処理する施設としては国内最大規模となる「バイオマス
利活用センター」の運転を開始します。これに合わせ、生
ごみの分別収集がスタートします。

保育園、認定こども園、幼稚園の保育料について、市民税
所得割非課税世帯の完全無料化を行うほか、多子世帯の保
育料軽減対象を拡大します。

拡充 保育料の軽減

平成 29 年 12 月診療分から、中学生の通院に係る保険診
療分の自己負担額を無料化します。これにより、生まれて
から中学校卒業までの医療費が無料になります。

拡充 中学生以下の医療費の無料化

児童相談や子ども・若者相談などの機能を集約し、子ども
の養育や若者の自立などに悩みを抱える家庭への相談支援
拠点「こども若者総合相談支援センター」を開設します。

新規 こども若者総合相談支援センターの開設

保健所・保健センターへのポルトガル語通訳の配置や、こ
ども未来館での母子健康手帳の交付の週 3 日実施など、相
談窓口体制を充実します。また、助産師による教室や訪問
支援を行う産前・産後サポートにより、妊娠・出産・子育
てに関する悩みを解消します。

拡充 妊娠・出産・子育て相談体制の充実

夢の実現に向けて努力する若者の大学などへの進学を後押
しするため、返済義務のない奨学金を給付します。

新規 地域教育の推進

新規 未来応援奨学金の創設

小・中学校 21 校で老朽化の進む校舎、体育館をリニュー
アルし、安全・安心な教育環境をつくります。

拡充 小・中学校施設の大規模改修の推進

新規 バイオマスのエネルギー化を開始

元
気

まち

音楽や図工などの授業を英語で行うモデル校を設け、英会
話のできる豊橋っ子の育成を推進します。

英語で学ぶモデル事業の実施新規

安心子育て世帯の暮らしを守る　　　づくり

子どもの夢を育む　　　 づくり

暮らしの基盤　　　づくり
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中学校部活動の充実
外部指導者による技術指導を行うことで、部活動の一層の
充実を図ります。

心豊かな人を育てるまちづくり安心して暮らせるまちづくり
地域防災力強化の推進
地域でまち歩きを行い、危険箇所などを記入する防災コミュ
ニティマップの作成の促進と、家具固定の指導・啓発がで
きる人材の養成を行い、地域防災力の強化を図ります。

ドローン飛行隊の結成
近づくことが困難な災害現場を上空から調査するドローン
飛行隊を結成し、迅速な災害対応体制を整えます。

多機能型起震車の導入
想定される南海トラフ地震が体験でき、災害時には電源供
給などが可能な多機能型起震車を導入します。

消防団新川分団器具庫・詰所の整備
研修室を備えた災害時活動拠点として器具庫・詰所を建て
替え、消防団と地域防災組織の連携を強化します。

陸上競技場の整備
屋内練習走路を備えたスタンドの改築、フィールドの芝生
化、クロスカントリーコースの整備を行い、選手を育てる
陸上競技場にリニューアルします。

芸術文化の発信
穂の国とよはし芸術劇場開館 5 年を記念して、平田満さん（芸
術文化アドバイザー）の新作を上演するほか、市民制作のオ
ペラ公演に助成するなど、豊橋から芸術文化を発信します。

プログラミング教育の推進
コンピュータの働きを理解しながら意図した処理を指示す
るなど、「論理的思考力」を育むプログラミング教育を試
行します。

防災まち歩きのようす

健やかに暮らせるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の実施
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるために、訪問型・通
所型サービスなど、個々の状況に応じたサービスを提供し、
介護予防と自立支援を進めます。

精神障害者への医療費助成の拡大
平成 29 年 12 月診療分から、手帳 1・2 級所持者を対象と
して、入院に係る保険診療分の自己負担額を全診療科目で
無料化します。

こじかこども園の開園
地域子育て支援センター機能、病児保育機能を兼ね備えた
公立認定こども園「こじかこども園」を開園し、子育て支
援の充実を図ります。

放課後児童対策の充実
民営児童クラブへの助成により
支援員の処遇改善を推進する
ほか、2 校区で児童クラブと
放課後子ども教室の連携を
実施します。

市民病院手術センター棟の整備
手術件数の増加に対応するため、外科手術とカテーテル治
療を同時に実施できるハイブリッド手術室などの最新設備
を備えた手術センター棟の整備を進めます。

平成 29 年度予算に計上した主要事業につ
いて、第 5 次豊橋市総合計画で取り組む
6 つのテーマに分けて紹介します。

陸上競技場の完成予想図

こじかこども園の完成予想図 市民病院手術センター棟  ハイブリッド手術室のイメージ

総合防災訓練のようす 4広報とよはし  平成 29 年 4月1日



環境を大切にするまちづくり快適で利便性の高いまちづくり
新たなごみ分別収集などの開始
生ごみの分別収集を開始し、びん・カンの収集をビンカン
ボックスからステーション収集へ変更します。

西口住宅の整備
ひとり暮らしの高齢者や子育て世帯など、誰もが安心して
暮らせる住環境を整備するため、西口住宅の第 1 期建設工
事に着手します。

道の駅「（仮称）とよはし」の整備
新鮮な農産物などを「見て」「買って」「味わい」「楽しむ」
をコンセプトとし、地域福祉・防災活動拠点の機能を兼ね
備えた「道の駅」の設計などを進めます。

前畑停留場のバリアフリー化
乗降場を拡幅し、スロープや視覚障害者誘導用ブロックな
どを設置することで、路面電車の前畑停留場をバリアフリー
化します。

産業廃棄物対策の推進
処理期限の迫る未処理の PCB 使用製品および廃棄物の早期
処理を推進するため、状況調査を実施します。

自然環境保全の推進
外来種である「アルゼンチンアリ」の駆除を明海地区で実
施します。

省エネルギーなどの推進
太陽光発電システムの既築住宅への設置や、複合的な設備
導入について助成金の加算を実施するほか、店舗や工場な
どの省エネの取り組みを紹介するバックヤードツアーを実
施します。

活力と魅力にあふれるまちづくり

市制施行 111 周年への継承
市制施行 110 周年により新たに生まれた「つながり」や「豊
橋の魅力」を、さまざまな事業で継承・発展させます。

オープンデータを活用したビジネスの創出
公共交通運行情報システムの開発や豊橋駅でのデジタルサ
イネージの整備、農業分野での活用の検討など、官民のさ
まざまなオープンデータの拡大と活用を進め、地域課題の
解決やビジネス創出を促進します。

豊橋イノベーションガーデンの整備
地元農産物を活用した新商品の試作・試験販売を行うこと
ができる「アグリフード・ラボ」などを新設し、平成 27 年

最先端の施設園芸普及の促進
高度環境制御栽培施設の導入など、収益力を強化するため
の設備投資を計画的に進める生産者を支援し、産地競争力
の強化を図ります。

女性の活躍推進
女性の再就職支援として無料相談や連続講座を実施するほ
か、学生のキャリアデザイン支援としてワークショップや
セミナーを開催します。また、事業所が行う女性従業員の
職場環境整備や国家資格取得を支援します。

のんほいパークの魅力向上
プロジェクションマッピングの新たな映像プログラムを作
成し、遊園地エリアの夜間開園日を増やすなど、さらなる
魅力の向上を図ります。

ええじゃないか発祥 150 周年記念事業の実施
お札

ふだ
まきやフェイスペイントなど、ええじゃないか豊橋ま

つりを盛り上げるさまざまなイベントを開催し、「ええじゃ
ないか」のエネルギーを全国へ発信します。

にオープンした「メイカーズ・ラボとよはし」と合わせて、
異業種交流や技術者の育成を促進します。

03 主要事業
のんほいパーク  ナイトガーデンのようす ええじゃないか豊橋まつりのようす

前畑停留場バリアフリー化のイメージ そうじろうの生ごみ分別 PR5


