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～ごあいさつ～

岡崎市議会議員
・総務企画委員会（委
委員長）
・総合計画等検討特別委員会

春の訪れとともに、野花も咲きそろう季節となりました。皆様におかれま
しては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 30 年度の一般会計の予算規模は、1,235 億円で、前年度対比
0.2％の増となり、特別会計及び企業会計を合わせた総額では、2,413 億
7,974 万円の前年度対比 2.4％減となりました。過去最大の予算編成をした
『 夢ある新しい岡崎の実現に向け、着実に施策を進める予算』と
内田市長は『
名付けられました。
一方、岡崎市議会３月定例会は、３月２２日（木）に平成３０年度一般会
計当初予算案など 59 議案を原案通り可決し閉会しました。主な事業概要を
ご報告させて頂きます。
今後も、各種事業において皆様のご意見を頂きながら住み良いまちづくり
に取り組んでまいります。変わらぬご支援、ご指導をよろしくお願い申し上
げます。

項 目

対象者

学区こどもの家

４３学区
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待機児童の解消に向けて！

細川学区に児童育成センターを増設！
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実施日

小学生
（１年生～６年生）

・平日：１３時～18 時
・土、長期休：10 時～１８時
＊学区によって時間が異なる

小学生の
留守家庭児童
（１年生～６年生）

（平日：１３時 30 分～19 時）
（土・長期休：8 時～19 時）

利用料

無 料

・7,000 円/人・月
・長期休：7時30分は加算
500 円～2000 円
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会計名

予算額

一般会計

1,235 億円

前年対比
０．２％

特別会計（11 会計）

648 億 6,771 万円

△5.2％

企業会計（３会計）

530 億 1,202 万円

△4.8％

2,413 億 7,973 万円

△2.4％
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z 地域への防犯カメラ設置助成（1,000 万円）
・・・地域の防犯カメラ設置に対して上限 300 万円を補助
z 交通安全施設整備業務（9,038 万円）：道路照明灯具のＬＥＤ化
・・・標準的な形状の道路照明灯約 1,900 灯を取替
z 総合雨水対策施設整備業務（2543 万円）：大雨から“いのち”と“くらし”を守る
・・・効率的で効果的な浸水対策に取組むための総合雨水対策事業を推進

z おたふくかぜ予防接種（705 万円）：おたふくかぜの合併症である難聴の発生を防ぐ
・・・接種対象 １歳児を対象に予防接種費の一部を助成
z 救急医療拠点施設整備支援業務 （2 億円）：藤田保健衛生大学岡崎医療センターの整備
・・・土地購入費、救急医療拠点施設整備費補助金
z 児童養護施設整備補助業務（1319 万円）：
…児童養護施設「岡崎平和学園」の移転に対する整備費の 部補助

z 新エネルギー設備等購入費補助業務 （8,630 万円） ： 地球温暖化防止に寄与
・住宅用太陽光発電設備・・単独：1.3 万円⇒520 件、同時：5.2 万円⇒70 件
・家庭用燃料電池設備・・5 万円⇒120 基 ・リチウムイオン蓄電池・・5 万円⇒5 基
・燃料電池自動車（ＦＣＶ）・・個人 20 万円・事業者 10 万円⇒各 10 台
・電気自動車・ＰＨＶ車・・5 万円⇒130 台
・電気自動車等充給伝設備・・5 万円⇒5 基
z 環境美化啓発業務（９４４万円）：きれいで快適なまちづくりの推進（新条例の制定）

▲新条例の制定に向けて

・・・『ポイ捨てごみ』、『犬ふん放置』、『歩きたばこ』等のない、きれいで快適なまちづくり
z ごみ処理施設管理運営業務（１９億 1,549 万円）：受入品目を増やす・受入時間も変更 5
・・・不燃ごみ、缶・びん、３分別、新聞・雑誌等の資源類を追加：昼時間（正午から午後１時まで）の受入開始

z 阿知和地区工業団地造成事業推進業務 （4,716 万円）：地区界測量（事業区域決定）
z ため池整備業務 （7,485 万円）：耐震対策・環境整備
・・・地震による農作物・人家への被害を未然に防止（耐震不足のため池 54 池）
徳川家康公像の制作

z 観光プロモーション推進業務 （1 億 1,047 万円）：観光の魅力を創出
・・・徳川家康公と天下取りを支えた三河武士

中岡崎駅

z 街路・道路新設改良事業 （11 億 4,793 万円）13 路線を新設改良

・・岡崎環状線整備業務（3 億 1,766 万円）測量設計委託料・街路改良工事・土地購入費
・・仁木八反田５号線ほか２路線（4,428 万円）：道路新設改良工事

岡崎公園前駅

・・奥殿学校線ほか２路線（5,000 万円）土地購入費・道路新設改良工事
z 鉄道駅バリアフリー化推進業務 （9,619 万円）・・・１日の平均利用者数 3,000 人以上ある鉄道駅
・・【西岡崎駅】 エレベーター、北口・南口自転車等駐車場整備

・・・【北岡崎駅】 エレベーター等設置設計補助

・・【岡崎公園前駅・中岡崎駅】 バリアフリー化基本計画策定
z 岡崎駅針崎若松地区整備業務 （7,616 万円）・・・県道岡崎幸田線の拡幅など

z 普通教室等空調設備基礎調査 （1,328 万円）小学校 47 校中学校 20 校
・・・・全小中学校の普通教室等への空調設備設置にかかる諸課題を整理
普通教室のエアコン設置に向け調査！

z タブレット型情報端末導入業務 （3,315 万円）小学校各校４０台
z （仮）龍北総合運動場整備業務 （1,469 万円）第３種陸上競技場の整備など

z 地域電力小売事業推進支援業務 （540 万円）エネルギーの地産地消
・・・（仮）岡崎地域電力小売会社の設立に向けた調査研究を進める。
z 納付機会拡充業務 （2,643 万円）システム改修・開発
・・・・市税等をクレジットカード決済で納付できる制度の導入を進める。
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▲1/1（祝）岡
岡崎市「新年交礼会」
・平成３０年の新春を祝う！

▲1/7（日）岡
岡 崎市「成人式」
・３，９５６人が大人の仲間入り！

▲1/14（日）岡
岡 崎市「消防出初式」
・災害のない「安全で住みよいまちづくり」を！

▲2/6（火）乙川浄水場「完工式」
・本市の半数の『水』を供給する施設！

▲2/9（金）額田センター「開所式」
・（こもれび館）木のにおい漂う施設！

▲2/18（日）岩津地区ソフトミニバレーボール大会
・３１回目の開催。相互の交友と地域連携を！

▲3/6（火）新香山中学校「卒業証書授与式」
・１４１名の生徒が卒業されました！

▲3/１１（日）細川町「古村積神社祈年祭」
・１年間、何の災いなく作物が実りますように！

▲3/16（金）あさひこ幼稚園「卒業証書授与式」
・７９名の園児が卒園されました！

▲3/20（火）細川小学校「卒業証書授与式」
・１１８名の児童が卒業されました！

▲3/23（金）細川保育園「保育証書授与式」
・５１名の園児が卒園されました！

▲3/27（火）岩松保育園「保育証書授与式」
・１８名の園児が卒園されました！

ᴾᴾ

●３月４日（日）、岡崎サービスエリア雪氷車庫周辺（宮石町）で「平成２９年度
林野火災防御訓練」が行われました。
この訓練は、春の火災予防運動の一環行事として、消防機関、中日本高速
道路株式会社、地域住民が一体となり各種訓練を行い、林野火災における
防御活動技術の向上に努め、防火意識の高揚と地域防災の充実強化を図
る目的で実施されました。
●訓練では、通報及び情報伝達訓練、初期消火訓練、ジェットシューター訓
練、応急救護訓練、指揮本部設置訓練、火災防御訓練（全
全地形対応車偵察
訓練を含む）が行われました。

▲ 通報及び情報伝達訓練！
▲ ジェットシューター
▲ 火災防御訓練！

▲ 初期消火訓練！

▲ 応急救護訓練！

