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平成24年3月1日～3月28日の28日間にわたり、3月定例

議会が開催されました。3月1日 本会議 第1日目には佐原市

長より平成24年度予算大綱説明があり、3月7日 各会派代

表質問、8日～9日 一般質問、12日～23日 予算特別委員会

等が開催され、3月28日 本会議が閉会となりました。

新年度は、第5次総合計画の2年目の年として、基本計画に掲げる「戦

略計画」及び「分野別計画」の着実な進展を図ることとし、特に新年度

のまちづくりにとって重要な課題となる、豊橋の将来を担う人材の育

成、東日本大震災からの教訓を生かした防災対策、市民生活の安心安

全の確保や地域活性化、環境対策などを最優先に予算をはいぶんする

こととなりました。

厳しい財政状態の中、財源確保に努めるとともに、総人件費の抑制を

始め、経常経費の徹底した見直しを行い、事業の選択と重点化に努め

ました。

予算規模

区 分 平成24年度 伸 率

一般会計 115,770 △1.8％
（4.6％）

特別会計 73,965 6.7％
（△9.6％）

企業会計 48,354 △1.8％
（1.4％）

合 計 238,089
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百万円

4,619

△883

1,626 0.7％
（△0.6％）
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16,130,636千円
（13.9％）

土木費
13,599,055千円
（11.7％）

衛生費

12,132,961千円
（10.5％）

公債費

11,121,137千円

10,436,067千円

（9.6％）

（9.0％）

教育費

総務費

672,895千円（0.6％）
議 会 費

9,295,000千円（3.9％）水道事業
11,577,000千円（4.9％）
下水道事業

10,957,000千円
（4.6％）

競輪事業

6,236,000千円（2.6％）
後期高齢者医療

1,700,000千円
（0.7％）

総合動植物公園事業

1,412,000千円
（0.6％）

地域下水道事業

231,000千円
（0.1％）

公共駐車場事業

30,000千円
（ ― ）

母子寡婦福祉
資金貸付事業

1,347,253千円
（1.2％）

農林水産費

3,002,156千円
（2.6％）

商工費

3,424,330千円
（3.0％）

消防費

218,565千円（0.2％）
労 働 費

50,000千円（ ― ）
災害復旧費

30,000千円（ ― ）
予 備 費

1千円（ ― ）
諸 支 出 金

43,604,944千円
（37.7％）

民生費

115,770,000千円
（48.6％）

一般会計

73,965,000千円

34,068,000千円

19,331,000千円

27,482,000千円

（31.1％）

（14.3％）

（8.2％）

（11.5％）

特別会計

国民健康
保険事業

介護保険

病院事業

73,965,000千円
（20.3％）

企業会計

討議資料

平素より、大変お世話になっております。

昨年の3月11日に東日本大震災が発生し、安心・安全な街づくりをすすめることの重要性、そし

て地域の絆の大切さが再認識された一年であり、被災地の一日も早い復興と被災された地域のみ

なさまに心よりお見舞い申し上げます。

3月21日のセンバツ高校野球開会式で、宮城・石巻工の阿部翔人主将の選手宣誓がありました。

そのことばは、「人は誰でも答えのない悲しみを受け入れることは苦しくて辛いことです。しかし、

日本がひとつになり、この苦難を乗り越えることができれば、その先に大きな幸せが待っていると

信じています。だからこそ、日本に届けます。感動、勇気、そして笑顔。見せましょう、日本の底力、

絆を。」でした。堂々とした選手宣誓であり、多くの方々が感動されたのではないでしょうか。

さて、豊橋市議会も平成24年3月議会も終了し、平成24年度の豊橋市の事業がスタートいたし

ました。東日本大震災からの教訓を生かした防災対策を進めながら地域が活性化でき、豊橋市が

活性化できるよう取り組んでいかなければなりません。

今後も皆様方のご指導ご鞭撻を賜りながら、市議会議員としての役目を努めて参りますので、

よろしくお願い申し上げます。

豊橋市議会議員
坂柳 ひろみつ　

新新



平成24年度

予算のおはなし
豊橋市

●南稜中学校屋内運動場改築等事業

●南稜地区市民館（図書館、窓口センターとの複合施設）
　の整備（基本設計・実施設計）
●愛知県勤労福祉会館移管へのリニューアル工事

●植田小学校校舎改造事業

◎屋内運動場棟改築工事

◎施設の老巧部分の全面的な改造工事

◎講堂客席椅子取替、諸室改修工事等
◎用地購入「2,867㎡」

●特別支援学校（知的障害）の整備（基本設計・実施設計）
◎平成27年4月開校予定（旧野依小学校）

◎プール改築工事　25ｍ・6コース

2か年継続事業の初年度　総事業費 5億9千万円

339,918千円

区　分

屋内運動場 鉄筋コンクリート造
一部鉄骨造　3階建特別教室6室

構　造 延床面積

2,921㎡

構造等

構想耐火構造 1棟
7階建

平成24～25年度
2か年事業の初年度

構 造

91戸

戸 数 備　考

区　分

通　院 中学校3年生まで拡大 小学校6年生まで

23年度と同じ 中学校3年生まで入　院

平成24年度 平成23年度

（中学生は自己負担額の2分の1を助成）

事業年度

総事業費

事業内容

平成24・25年度
2か年断続事業の初年度

6億9千6百万円

東病棟9階、東病棟2階の改修
現在の東病棟2階、東病棟4階の診療科の移転
東病棟4階、西病棟4階の改修
母体・胎児集中治療管理室（MFICU）、
バースセンター等の整備

学校教育

●地震被害予測調査の実施
◎国、愛知県の被害想定に基づいた地震被害予想調査を実施

●路上喫煙防止対策、ごみのポイ捨て等禁止対策の実施
・禁止区域等を周知するためのPR活動を実施
・禁止区域内に啓発看板を設置
・路上喫煙の実態調査
・路上喫煙禁止区域内に喫煙場所を設置
・環境美化啓発及び清掃活動を実施

●新植田公営住宅建替事業
◎狭小のうえ老巧化した住宅を、防災性、居住水準の向上を
　図ることを目的に建替工事に着手

●総合動植物公園アジアゾウ舎増築工事等
・ゾウ舎増築：延床面積　265㎡
・放飼場拡張：拡張面積　180㎡

●防災ラジオの普及促進
◎エフエム豊橋を通じて災害時に緊急情報が伝達できるよう、
　自動起動が可能なラジオの一般世帯への普及を図る

●防災標高マップの作成
◎市内全域の標高、津波避難ビル等を示したマップを作成

●防災井戸の指定
◎市内事業者・一般市民が所有する井戸を防災井戸へ指定し、
　長期断水時の生活用水を確保（指定のための募集、水質調査）

●内張川氾濫防止のための雨水貯留浸透施設の整備
◎集中豪雨による浸水被害を軽減させる雨水貯留浸透施設
　の整備等

対応強化

対応強化

●農産物のプロモーション活動の展開
◎豊橋産農産物の販売促進及びPR活動を
　実施し、ブランド化を推進
◎首都圏電車内広告の実施

●中心市街地活性化社会化実験
◎歩行者天国の実施
広小路通りにおいて歩行者天国を10,11月の毎週日曜日に実施
歩行者天国の実施時に、地下駐車場を無料開放

◎おかえり切符の拡充
おかえり切符サービスを市電利用者のほかに渥美線や路線バス
利用者に拡大

◎公共駐車場料金の見直し
来街者の増加と滞在時間の延長を目的とした公共駐車場の
見直しを実施

◎「ええじゃないか豊橋まちなかにぎわいチャレンジ」
歩行者天国実施時に、地下駐車場の無料開放と路上空間等の
活用により短時間駐車スペースを確保（実施時期：平成24年10月～11月）

産業振興

●住宅用燃料電池システム導入補助金
◎エネファームの設置に対する費用を新たに助成

●電気自動車等購入費への助成

●太陽光発電システム設置整備事業補助金
◎住宅用 ・補助額　48千円／kW（上限4kW）

◎電気自動車 ・補助額　車両本体価格の5％（上限7万円）

・補助額　50千円

◎プラグインハイブリッド自動車
・補助額　車両本体価格の5％（上限4万円）

●電動バイク等購入費への助成
◎電気バイク

●外来種駆除対策の実施
◎平成23年度に日本で始めて生育が確認された外来種
　ヒガタアシ（スパルティナ・アルテルニフロラ）について
　山崎川での駆除を実施

・補助額　車両本体価格の25％（上限3万円）
◎電動アシスト自転車

・補助額　購入価格の25％（上限1.5万円）

温暖化防止対策・環境保全対策

生涯学習

●子ども医療費助成の対象者拡大

●総合周産期母子医療センター、バースセンターの整備
◎病棟改良工事、管理委託

福　祉

24年度は、第5次総合計画の2年目の年となり、まちづくりにとっ
て重要な課題となる、豊橋の将来を担う人材の育成、東日本大震
災からの教訓を生かした防災対策、市民生活の安心安全の確保
や地域活性化、環境対策などに最優先に予算分配されました。
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新政未来 会派視察 “設楽ダム”
設楽ダムの役割

大量の雨が一度に豊川に流れ出さないよう、洪水を調整する役割を持

っており、基準地点である石田（牟呂松原頭首工上流）での計画流量

7,100m3／sを1,100m3／sに減らすことができる。この流量は、河川

の水位でいえば、最大で約1m水位を下げることになります。

洪水を調整します

雨が振った時に貯めておいた水を使って、10年に1度くらいの割合で起

こる渇水時にも、豊川に一定量の水を流すことができるように計画

川の流れを保ちます

貯水池の水を新たな水源として、東三河地域における水道用水と農業

用水のあわせて約0.5m3／sの水量が新たに利用出るようになります。

約0.5m3／sの水量とは、一般的な小学校の25mプールを約10分で一

杯にすることができる量です。

利用可能な水をつくります

設楽ダムの事業概要（当初予定）
・場　所：北設楽郡設楽町（豊川水系 豊川）
・工　期：昭和53年度～平成32年度
・事業費：約2,070億円
・予算執行状況：

・形　式：動式コンクリートダム
・堤　高：129m
・集水面積：約62km2
・総貯水容量
・有効貯水容量

：98,000千m3
：92,000千m3

平成23年度　約34.5億円
平成22年度まで 約272億円（進捗率 約13％）

ダム計画諸元
・用地取得： 31％
（水没予定地 約300ha） （95.2ha）

・家屋移転： 36％
（124世帯） （43世帯）

・付替道路： 0％
（約35km） （0km）

生活再建者等事業進捗率

設楽ダムは平成20年10月「特定多目的ダム法」に基づく、

設楽ダム基本計画を策定し、進められてきました。しかし、

政権交代により、平成21年12月に、新たな基準に沿った検

証の対象事業となり、現在、本体工事の着手はできず、生活

再建対策のみとなっています。平成22年11月より、設楽ダ

ム建設事業検討の場が再開され、これまでに4回開催され

ました。

現状2年余り工事がストップしている状況であり、今後は、

総合的な評価がなされ、国土交通省への検討結果の報告を

行い、同省による対応方針等の決定となりますが、具体的な

「検討の場」等のスケジュールは未定であり、早期の開催が

望まれるところです。

視察を終えて…

冷たい雨に打たれつつ転流工予定地の現況を確認

平成24年2月14日、会派として設楽ダムの現状を勉強する

ため視察を行いました。設楽ダム建設予定地と設楽町役場

を訪ね、国土交通省 中央地方整備局 設楽ダム工事事務所 

川瀬副所長、設楽町議会 熊谷議長から説明を受けました。

田口地区

松戸地区

設楽ダム

設楽ダム合成図※国土交通省提供資料より
ダムの水位（水面）は、サーチャージ（444ｍ）で示しています。通常の満水位
（通常満水位）は、これより7ｍ低い（437ｍ）ので、少しイメージは異なります。

ダ
ム
高
 約
12
9ｍ

EL319.0ｍ

EL377.0ｍ

基準地盤高

最低水位

EL437.0ｍ
常時満水位

堆砂容量
600万m3

新規利水容量
1,300万m3

流水の正常な機能
の維持の容量
6,000万m3

有効貯水容量
9,200万m3

総貯水容量
9,800万m3

洪水調節容量1,900万m3

EL448.0ｍダム天端
EL444.0ｍサーチャージ水位

貯水池容量配分図


