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～ごあいさつ～

岡崎市議会議員
・福 祉 病 院 委 員 会
・地域包括ケアシステム検討特別委員会
・行政委員（農業委員会）

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 29 年度の一般会計の予算規模は、1,233 億円で、前年度対比 0.1％
の増となり、特別会計及び企業会計を合わせた総額では、前年度対比 1.3％増の
2,473 億 7,583 万円。 過去最大の予算編成をした内田市長は「未来を見据えた
まちづくりを進める予算」と名付けられました。
一方、岡崎市議会３月定例会は、３月２４日（金）に平成 29 年度一般会計当初予
算案など５０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。
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●リニアインパクトの空白域が指摘される中で、他市
への転出抑制につながる定住施策の推進施策は？
●リニア開業による東京への所要時間短縮により、本市は単年度で 10.７億円の便益、総生産
で０.０５％程度の押し上げ効果が確認でき、リニア開業効果は期待できる。
●交通ネットワークの整備により、交通の利便性における優位性は更に堅固なものになる。

●少子高齢化の進展により労働力人口が減少していくなか、長期的に「ものづくりの三河」
を発展させていくため、産業を支える人材の確保と育成・技術継承強化の考えは？
●企業が優秀な人材を確保するための環境づくり、確保
した人材を育成するための仕組みづくりが重要である。
●雇用の確保と人材育成のためのニーズ把握と企業の
貴重な人的資源の育成支援をしていきたい。

●地域特性を活かした地域づくりや企業誘致を進め、成長産業や
次世代産業の発展を促す、地域雇用のさらなる創出の考えは？
●産業立地誘導地区での工場建設を促すための
関係法令との調整を行っていく。
●新たな産業が本市で芽吹くよう、新たな雇用
の創出、新ビジネスの形成を支援していく。
●観光産業の担い手となる事業者の創出・
拡大で新たな雇用環境づくりを進める。

2

3

● 延長保育
・午後５時 30 分までの保育園：53 園＋認定保育園 3 園
・午前７時から午後７時までの延長保育を 41 園に（福岡）
・午後 10 時までの延長保育を 1 園
● 休日保育
・城北保育園で実施
・実施園の拡大は、今後の利用状況等を見ながら検討
● 病後児保育
・八帖保育園と岡崎げんき館の２施設で実施
・午前８時～午後５時 30 分までとし、利用時間の拡大
● 病児保育
・保育所併設型の設置も視野に入れ、早期の実現へ
● 一時預かり保育
・対象施設を 1 園増(19 園)、必要な施設や人員確保へ
● 保育料の第３子以降の無料化
・子育て支援施策全体の中で様々な角度から検討

●新しい受け取りスタイル（ネットスーパー＆宅配）
・ネットスーパーで注文した「生鮮食品・日用品」を仕事
終わりや帰宅途中に Quist でカンタンに受け取れ、ま
た、「宅配の荷物」を受け取ることもできる。
●本市が実証実験の協力へ至った経緯（協力依頼）
・花園工業団地において女性の活躍、ワーク・ライフ・バ
ランス推進ツール及び郊外の買い物支援対策広報面
での協力の依頼があった。
●実証結果の今後の展開
・どのような生活環境の変化が
生じるか、新たな働き方改革に
つながる有効な提案の確認。
◆ネットスーパーと宅配受取を
融合させた実証実験は
全国的にも初の試み！
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● 駐車場確保のため、各競技施設の配置や施設
形状を見直し（約９００台から約１，５００台へ）
・臨時駐車場として使える多目的広場として整備
・野球場を現在の３面から 1 面に見直し駐車場を確保
・移転させるテニスコートは８面を確保
● 当該運動場から車両の出入り検討
・テニスコートと多目的広場を再配置
・臨時の出入り口を新たに設置
・車両の導線を東西に分ける
● 整備及び運営手法はＰＦＩ

●構造体耐久性調査の結果（比較的良好な状態）
・４０年程度以上の評価 ： ９７棟 76％
・２０年程度以上の評価 ： ９７棟 76％
●支所エリアマネジメントの検討結果（統廃合）
・市民センターと地域交流センターについては、統廃合
によって、総延床面積の縮減を目指す。
●岩津地域の市民・交流センター（調査・検討）
・建物敷地の賃貸借期限（平成 30 年末）が迫っている
・施設のあり方、必要機能や立地の適正性の調査
・地域を取り巻く状況や施設設置の位置やその候補地
選定等、基礎調査 （岩津地域活動拠点施設基本計画策定委託料）
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 地域への防犯カメラ設置助成（1,500 万円）
・・・ 地域の防犯カメラ設置に対して 4/5：上限 300 万円を補助
 交通安全施設整備業務（１億 7,040 万円）
・・・ カーブミラーや防護柵、カラー舗装などの交通安全施設を整備
 総合雨水対策事業（１億 3,519 万円）
・・・ 大雨から“いのち”と“くらし”を守る「総合雨水対策事業」を推進

 放課後対策施設整備業務（1 億 5,232 万円）：整備後 200 人 定員拡大予定
・・・ 児童育成センターを増設（六ツ美北部・細川・北野学区） 新設（常磐学区）
 こども発達センター業務 （予算額 15 億 7,153 万円）
・・・ 発達に関する相談、医療及び療育施設「岡崎市こども発達センター」が４月に供用開始

 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
・燃料電池自動車（ＦＣＶ）・・ 対象経費の５％、個人 20 万円・事業者 10 万円⇒ 30 台
・電気自動車・ＰＨＶ車・・ 対象経費の５％（上限 5 万円）個人・事業者⇒ １00 台
・住宅用太陽光発電設備（単独）・・ １KW 当たり 1.3 万円（上限 5.2 万円）個人⇒ 570 件
・家庭用燃料電池設備・・ 対象経費 5％（上限 6 万円）個人⇒ 100 基
・家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）・・ 対象経費２５％（上限１万円）個人⇒ １６０基
・定置用リチウムイオン蓄電池・・ 対象経費５％（上限 5 万円）個人⇒ 95 基

 （仮）岡崎モーターフェスティバル開催業務（1,000 万円）：新たな冬のイベント
・・・ レーシングカーデモ走行＆展示、トークショー交通安全啓発など
 観光イベント推進業務（1 億 9,276 万円）
・・・ 四季折々のイベントを実施し、観光客の誘致拡大

 街路・道路新設改良事業（16 億 731 万円）10 路線を新設改良
・・ 北野町線ほか１路線整備（１億 3,363 万円）：道路改良工事・土地購入費
・・ 仁木八反田５号線ほか２路線（1,868 万円）：道路新設改良工事
・・ 奥殿学校線ほか２路線（3,122 万円）：土地購入費・道路新設改良工事
 東岡崎駅周辺地区整備推進業務 （15 億 192 万円）・・・北東街区有効活用事業
 下水道事業の汚水整備（9 億 8,010 万円）・・・「汚水適正処理構想」に基づき、１０年間で汚水処理の完成を目指す。
・整備予定延長 L≒ 6,300m

事業予定地域岡町、筒針町、定国町、福岡町ほか

 要・準要保護児童・生徒就学援助業務（1 億 7,012 万円）新入学学用品の入学前支給
・・・ 経済的理由で就学困難な児童生徒の保護者の負担を軽減。
 中学生三大陸国際理解教育推進業務 （963 万円 ）アメリカ、スウェーデン、オーストラリア
・・・市内各中学校の３年生代表生徒を各国に派遣(１か国につき６～７名の生徒を派遣)

 ふるさと納税活用業務（3,254 万円）ふるさと納税制度を活用
・・・ シティープロモーション活動の推進及び市内産業の活性化を目的
 シティプロモーション推進業務（23,864 万円）
・・・新たな魅力づくりの推進《魅力向上戦略》 効果的な情報発信《魅力発信戦略》
市内外の多くの人から認められ、選ばれる都市となり、本市の活力の維持、持続的な発展につなげる

議員活動から！（1 月～3 月）

▲1/1 細川町「大祓の儀・元旦祭」！

▲10/2 岡崎市「新年交礼会」！

▲1/7 2017「全ト新年交礼会」！

▲1/8

岡崎市「出初式」！

▲1/8 岡崎市「成人式」！

▲1/31 連合三河中地協「街頭活動」

▲2/5 「内田康広をかこむ新春の集い」！

▲2/23 ♡♥細川小学校「感謝の会」♥♡

▲3/3 「新香山中学校卒業証書授与式」

▲3/16 「細川小学校卒業式」！

▲3/23 「岩松保育園卒園式」！

▲3/25 「こども発達センタ開所式」！
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