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企画総務部会  

要 望 事 項 要 望 内 容 

新型コロナウイルス

感染症等へのしなや

かな対応のできる体

制構築、長期的な視

野に立った戦略的な

都市経営の推進 

①今回の新型コロナウイルス感染症によるパンデミックは、市民生活や企業活

 動に甚大な影響をもたらしており、早急な回復をするためには、第２波・第

 ３波にも対応可能なＷＩＴＨコロナ対策・ＡＦＴＥＲコロナ対策を講じるこ

 とが必要であり、両対策にかかる予算を確保すること。 

②新型コロナウイルス感染症を契機に３つの密を避けるための新たな生活様 

 式が求められており、ＩＣＴ活用は喫緊の課題ともいえる。今年度策定予定

（仮）情報化推進計画に基づく各種取組の予算を確保すること。 

土地利用構想の実現

に向けた取組の推進 

①時代の変化を見据えた都市の成長を支えられるよう自動車産業の大変革や

超高齢社会による労働力不足等、産業や住宅需要バランスなどの動向を短

期・長期両面の視点で見据え、目標設定を明確にしながら計画的な産業用地

整備や宅地供給施策に必要な予算を確保すること。

豊田市国土強靭化地

域計画を踏まえた豊

田市公共施設等総合

管理計画の推進 

①今後、大規模自然災害の発生が危惧される中、豊田市国土強靱化地域計画の

基本目標である市民の財産及び公共施設の被害軽減のため、公共施設の適切

な維持管理や安全対策に必要な予算を確保すること。

持続可能な未来都市

に向けた取組の推進 

①ＳＤＧｓ未来都市として、市民、企業、団体等とのパートナーシップにより、

 ＡＩ・ＩｏＴ等の新たな技術の活用による地域課題の解決を通じて、安全安

 心な市民生活の確保や地域経済の活性化に資する取組を支援するための予 

 算を確保すること。 

②ＳＤＧｓ未来都市の取組を国内外に情報発信する拠点施設である「とよたエ

コフルタウン」をはじめ、本市をフィールドに展開される実証・実装等の取

組の見せる化に資するプロモーション予算及び人材育成予算を確保するこ

と。

山村地域における人

口確保をするための

地域資源を活用した

まちづくりの推進 

①山村地域の振興に向けて新たに策定する「（仮称）山村振興条例」や「（仮称）

おいでん・さんそんプラン」を推進していくために、（一社）おいでん・さ

んそんとの共働により、人口確保を主眼とした山村地域の魅力・資源を活用

した移住・定住や観光・交流の促進、関係人口拡大に向けた取組に必要な予

算を確保すること。

マイナンバー制度の

取組の推進 

①行政手続の利便性の向上に向けて、マイナンバーカードの認証機能を活用し

た電子申請を拡充するための予算を確保すること。 

国民健康保険新制度

に対応した体制の構

築 

①国民健康保険は、医療の高度化や制度改正による負担増により、税率の引上

げを検討せざるを得ない状況にあるが、セーフティネットとしての役割を考

慮し、短期間での大幅な税率の引上げを避ける市独自の激変緩和措置を講じ

るために、必要な予算を確保すること。 
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                                                                 地域生活部会   

要 望 事 項 要 望 内 容 

市民が安全で安心で

きるまちづくりの推

進 

①南海トラフ地震の被害予測結果や風水害などの実績を踏ま

え、豊田市に特化した防災・減災対策にかかる予算や情報伝

達機能の強化を図り長時間停電への備えに必要な予算を確

保すること。 

②犯罪抑止に繋がる防犯カメラ設置の拡大と、自主防犯活動団

体と連携した防犯パトロールを継続する予算を確保するこ

と。 

③交通事故抑止対策のため地域要望や事故実態を踏まえた交

通安全施設の整備や高齢者等の交通事故抑止対策にかかる

予算を確保すること。 

④景気悪化時に増加する可能性がある犯罪や特殊詐欺などの

動向を捉えた防犯対策のための予算を確保すること。 

⑤愛知県に対して、浄水地区、豊南東地区への交番新規設置及

び駐在所の存続を働きかけること。 

地域特性を活かした

まちづくりの推進 

①観光資源や地域特性を活用した取組を推進する予算を確保

すること。 

②インバウンド推進のため国内外への情報発信や集客・受入れ

を推進するための予算を確保すること。 

③民間業界と連携し、空き家や空き地の発掘や積極的な活用を

図る等過疎・定住施策予算を確保すること。 

④地域の活性化を図る地域住民の移動手段である地域バスの

更なる充実と生活道路等の整備予算を確保すること。 

市民の生命・財産を守

る消防・救急体制の強

化・充実 

①救急救命士・救急隊員の着実な養成・育成等により、救急活

動能力の向上や高度な救急救命処置が可能な搬送体制を構

築する予算を確保すること。 

②緊急時に自ら応急手当のできる市民の増加を推進し、救命率

の向上を図る予算を確保すること。 

③従来からの消防施設・資機材の整備充実に加え、先進技術の

活用など、消防対応力の充実強化を図るための予算を確保す

ること。 

④地域防災力の向上のため、消防団員確保に向けた取組と消防

団装備等の充実を図る予算を確保すること。 

市民生活を支える上

下水道施設の基盤強

化 

①上下水道施設の耐震化、ストックマネジメント計画に基づく

更新事業を確実に進めるための予算を確保すること。 

②安全安心な水道水を安定供給する施設体制並びに施設管理

維持をする人材を整えるための予算を確保すること。 

③下水道の概成１０年に向け、アクションプランに位置づけた

区域の整備促進するための予算を確保すること。 

④汚水処理の未普及解消に向け、合併処理浄化槽、普及促進に

あたっての予算を確保すること。 
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教育社会部会 

要 望 事 項 要 望 内 容 

博物館整備に向けた取

組の推進 

①博物館整備を着実に進めるため、新築工事を実施する予 

 算を確保すること。 

②文化ゾーンを中心とした、まちづくりの推進予算を確保 

 すること。 

生涯スポーツのまちづ

くりの推進 

①生涯を通じ元気で健康に暮らす人が増え、「生涯スポーツ

 のまち」を実現するために、生涯スポーツの拠点となる 

 地域施設（小中学校の体育館・グランド等）の整備改修 

 予算を確保すること。 

②スポーツに親しむ市民が増え、関心の高まりとともに、 

 身近な「わがまちアスリート」を応援するための予算を 

 確保すること。 

③トップアスリートを講師として派遣する「夢の教室授業」

 を開催する予算を確保すること。 

学校教育・保育環境の

整備 

①学校・こども園の洋式トイレ再整備や学校施設の保全改 

 修・修繕などの予算を確保すること。 

②教室不足に対応するために、生徒数の変動に対応した普 

 通教室、特別支援学級教室の増築改修の実施を行う予算 

 を確保すること。 

③通学路の危険個所を適宜点検し、安全な環境整備の予算 

 を確保すること。 

④子どもの読書活動を進めるための予算を確保すること。 

保育士が働きやすい環

境の整備 

①令和３年度を目指し、ＩＣＴ（保育業務支援システム） 

 全園導入に向けた予算を確保すること。 

大規模スポーツイベン

トを活かしたまちづく

りの推進 

①東京２０２０オリンピック・パラリンピック、世界ラリ 

 ー選手権等の大規模スポーツイベントを活かし、スポー 

 ツを楽しむ機会の充実と地域の活性化につなげるための 

 予算を確保すること。 
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環境福祉部会 

要 望 事 項 要 望 内 容 

新型コロナウイルス

をはじめとする感染

症予防対策の強化及

び市民に寄添う心と

体の健康づくりの充

実 

①新型コロナウイルス感染症収束への対応と第２波・第３

波に備えた資機材や人材の整備など保健所体制等の強化

を図るための予算を確保すること。 

②新型インフルエンザ・麻しん・風しんなどの感染症流行

に対する、任意予防接種などへの補助を含めた予防体制

を強化する予算を確保すること。 

③健康増進法、第２期国民健康保険データヘルス計画など

市民一人ひとりが継続的に生活習慣を改善できる仕組み

を強化すると共に、自殺対策計画により、誰もが自殺に

追い込まれることのない社会を構築するための予算を確

保すること。 

市民・事業者の環境

意識の向上と環境配

慮行動を促す仕組み

の充実 

①脱炭素社会に向けての取組を家庭部門に浸透させるため

に、スマートハウスを実現する機器設置への支援や次世

代自動車の購入支援の継続、ＳＤＧｓポイントの普及拡

大など市民の環境配慮行動を促すための予算を確保する

こと。 

②食品ロスやプラスチックごみ削減など、ごみの減量化と

バイオマスの資源化などに向けた取組を推進する予算を

確保すること。 

③生物多様性保全の重要性を市民・企業・行政が共有し、「生

物多様性保全活動」を推進する予算を確保すること。 

福祉の包括的な支援

体制の強化 

①「福祉の相談窓口」体制の更なる充実を図るために社会

福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）

を適正に配置し、総合相談体制の強化を図るための予算

を確保すること。 

超高齢化に対する在

宅療養・福祉基盤の

強化 

①在宅医療･福祉を支える人材の確保と安全・安心で質の高

いサービスを提供するための予算を確保すること。 

②在宅医療･福祉を安定的に提供できる全市的な拠点整備

に関する予算を確保すること。 

③福祉的な支援が必要な高齢者のニーズに応じた居場所づ

くりや急増する認知症の理解及び活動支援対策に関する

予算を確保すること。 

障がい者・その家族

への包括的な支援体

制の構築 

①障がい者への理解を推進するための予算を確保するこ

と。 

②グループホーム・日中活動の場などの支援事業の継続の

ための予算を確保すること。 

③家族のニーズに合わせた支援体制の整備を実施する予算

を確保すること。 
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産業建設部会

要 望 事 項 要 望 内 容 

にぎわいと魅力ある
都心づくりを実践す
る環境の整備 

①都心環境計画の検証及び更なる見直し、地元を含めた合意形成を踏まえ、ペ
デストリアンデッキや駅前広場等の公共空間再整備を推進する予算を確保す
ること。 

②とよしばや停車場線等における公民連携による公共的空間活用のしくみづ 
 くりを促進する予算を確保すること。 

安全で快適な道路ネ
ットワークの構築等
と公共交通の充実 

①安全で円滑に移動できる都市幹線道路ネットワークの構築を早期に図る予 
 算を確保すること。 
②公共施設や医療施設と鉄道駅などを連絡する道路ネットワークの充実を図 
 ると共に渋滞解消、事故削減を図る安全安心な道路環境整備予算を確保す 
 ること。 
③超高齢社会に対応するため、公共交通空白地区に対するバス路線導入の検 
 討、またタクシーや住民共助など新たな移動の仕組みの導入に係る予算を 
 確保すること。 

リニア中央新幹線を
視野に入れた名鉄三
河線の高架化事業の
推進 

①名鉄三河線若林駅付近の高架化事業を推進する予算を確保すること。 
②豊田市駅の利便性やにぎわい創出を図る駅舎整備を着実に推進する予算を 
 確保すること。 
③市内鉄道駅のバリアフリー化を推進する予算を確保すること。 

豊田市運動公園への
交通の利便性の向上 

①豊田市運動公園への利便性を向上させる名鉄三河線を含む足助までの延伸 
 を検討する予算とパークアンドライド駐車場を含めた公共交通等によるア 
 クセスの充実を図る予算を確保すること。 

子育て世代のさらな
る定住促進と定住プ
ロモーションの推進 

①施行中の土地区画整理事業の推進及び新たな区画整理事業の展開に必要な 
 予算を確保すること。 
②住宅・宅地を積極的に確保するため、優良建築物等整備事業への支援を充 
 実させると共に定住施策に向けた規制緩和策など検討立案予算を確保する 
 こと。 
③豊田の住みよさを市内外へ積極的に定住プロモーションを推進する予算を 
 確保すること。 

中核製材工場との相
乗効果による林業及
び木材利用の活性化
推進 

①団地化等森林整備の基盤を整えるとともに林業従事者の人材確保や、新た 
 な技術導入等に必要な予算を確保すること。 
②地域材の活用を推進するため、地域材商品の開発や商業施設等の民間施設 
 での利用促進に必要な予算を確保すること。 

中央公園を基軸とし
た公園緑地整備の推
進

①中央公園第二期整備事業を確実に進捗するための予算を確保すること。 
②更なる矢作川を活かした賑わいづくりとして、矢作川緑地全体との利活用 
 を始め新たに創出された広大な河川敷を利活用し憩いの場を提供するため 
 の予算を確保すること。 
③都市公園、緑道等の着実な事業推進のための予算を確保すること。 

「強さ」と「しなや
かさ」を備えた安
全・安心な豊田市を
実現する「地域強靭
化」の推進 

①市民の生命・財産や地域産業を守るため、豊田市国土強靭化地域計画を効 
 果的に推進し、平時・災害時を問わないインフラ整備を積極的に実施し、 
 河川改修・都市施設の防災・減災対策を推進すると共に、地域及び社会の 
 重要な機能維持に努め、災害に強い地域づくりを実現する予算を確保する 
 こと。 

ものづくり中小企業
の支援強化 

①ものづくり創造拠点ＳＥＮＴＡＮを核として、新たな事業展開やイノベー 
 ション創出を促進するとともに、ものづくり人材育成を着実に推進する予 
 算を確保すること。 
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本市農業の持続的な
発展に向けた取組の
推進

①食糧の安定供給の重要性が再認識される中、本市の「食と農」の一層の推 
 進を図るため、新たな担い手の確保や地産地食の推進など、本市農業の持 
 続的な発展に向けた予算を確保すること。 

雇用の維持と事業継

続のための支援強化 

①景気悪化に伴う解雇や雇止めを防ぎ、事業の継続を支援するために、中小 

 企業・小規模事業者に対して包括的な支援策を構築するとともに、必要な 

 予算を確保すること。 

②新たな事業展開や生産性の向上を図るための予算を確保すること。

新たな生活様式を踏

まえた働き方改革の

推進 

①テレワークの本格導入を推進する予算を確保すること。 

②オンライン等を活用した人材育成支援の予算を確保すること。 

商業及び観光産業の

活性化に向けた取組 

①新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けた宿泊や飲食、物販な 

 どの商業及び観光産業の活性化につながる予算を確保すること。 
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