「いつまでも 住み続けたい
サスティナブル健康都市おおぶ」
の実現を目指して

岡村市長が施政方針を発表しました。今回
は、施政方針の内容や令和2年度予算の一部
をお伝えします。

合計画の初年度であるとともに︑市

づ く り の 指 針 で あ る 第 ６次 大 府 市 総

令 和 ２年 度 は ︑ 本 市 の 新 た な ま ち

ピック関連事業やさまざまな文化芸術

東京２０２０オリンピック・パラリン

の拡充や先進的な認知症施策の推進︑

校の学習環境の整備のほか︑各種検診

育て八策﹂のさらなる充実︑小・中学

を実施していきます︒

長を生かした魅力あふれる記念事業

大府場所﹂の開催をはじめ︑本市の特

る素晴らしい年となるよう︑
﹁大相撲

年が多くの市民の皆さまの記憶に残

スティナブル
︵持続可能︶
なまちづくり

周 年 を 迎 え る 節 目 の 年 で す︒ 夏

事業の実施︑高齢者や障がい者の社

来︑特に力を入れてまいりました︑子

に は 東 京 ２ ０ ２ ０ オ リ ン ピ ッ ク・ パ

会・地域参加の促進︑安心・安全なま

２０ ３０年の計画人口

を進めてまいります︒

ラリンピックの開催が予定されてい

ちづくりの推進︑市民の憩いの場とな

育て支援策を中心とした
﹁子ども・子

ま す︒ 厳 し い 財 政 環 境 に あ っ て も ︑

制

年に向けた新たな

目標の達成に向け︑大府市の潜在能

)

市民と共に次の

る公園や親水空間の整備など︑全ての

力を最大限発揮し︑全ての世代の皆

要(約

レガシー
︵後世に残る遺産︶を創造し︑

世代の皆さまが
﹁いつまでも住み続け

さまが安心して住み続けることので

周年を迎える節目の

市民一人一人が本市の未来に夢や幸

たい﹂と感じられるまちづくりのため

きる︑持続可能な健康都市づくりに

ました ︒
令 和 ２年 度 予 算 で は ︑ 市 長 就 任 以

５０

５０

万人という

第６次大府市総合計画に定める

また︑市制

せを描くことのできる予算を編成し

の施策を実施します︒同時に︑市債残

まい進してまいります︒

岡村 秀人
高の縮減や財源確保の強化を図り︑サ

大府市長

ＣＩＴＹ
2月21日、令和2年市議会第1回定例会で

施政方針

改善改革を繰り返し、発展し続ける

１０

５０
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特集 令和2年度予算

令和２年度当初予算 471.1億円

（前年度比＋3.4％）

一般会計：324.6億円

使用料および手数料
4億6890万円
（1.4％）

特別会計：85.7億円

その他
30億8672万円
（9.5％）

企業会計：60.8億円

【市税の内訳】

市債
8億500万円
（2.5％）

一般会計

繰入金
11億1377万円
（3.4％）
地方消費税交付金
20億5683万円
（6.3％）

市税
187億2468万円
（57.7％）

歳入総額
324億5600万円
（前年度比+0.5％））

個人市民税

70億687万円

法人市民税

15億176万円

都市計画税

12億9680万円

市たばこ税

4億6620万円

軽自動車税（種別割）

1億8714万円

国有資産等所在市町村交付金

1657万円

入湯税

1374万円
970万円

都市計画税：
都市計画事業や土地区画整理事業に充てるため
市街化区域内の土地・建物に対し課す目的税
入湯税：
環境衛生施設や観光振興などに充てるため
鉱泉浴場の入湯に対し課す目的税

34 万 9888 円

市民の人数 9万2761人（令和元年12月末現在）
民生費（社会保障、子育て支援など）

14万1883円

総務費（市役所の運営、安心安全対策など）

5万5587円

土木費（道路、公園整備など）

5万1655円

教育費（小・中学校教育、社会教育など）

3万9992円

衛生費（健康増進、ごみ処理など）

2万4414円

消防費（消防、防災対策など）

1万3198円

公債費（市債（借入金）の返済）

9374円

その他（商工費、農林水産業費など）

1万3786円

公債費
8億6952万円
（2.7％）
消防費
12億2428万円
（3.8％）
衛生費
22億6468万円
（7.0％）
教育費
37億968万円
（11.4％）
土木費
47億9156万円
（14.8％）

その他
12億7878万円
（3.9％）

一般会計

民生費
131億6118万円
（40.6％）

歳出総額
324億5600万円
（前年度比+0.5％）

総務費
51億5632万円
（15.9％）

■特別会計の予算
国民健康保険事業
後期高齢者医療事業

72億3767万円
13億3406万円

■企業会計の予算※
水道事業
下水道事業

■令和2年度末市債残高見込み 総額197億6076万円
一般会計
84億74万円
水道事業会計
7億2939万円
下水道事業会計
106億3063万円

26億9029万円
33億8815万円

※令和元年度まで特別会計だった公共下水道事業と農業集落排水事業は
令和2年度から下水道事業として統合し、企業会計へ移行しました。

知多北部広域連合の予算

知北平和公園組合の予算

東部知多衛生組合の予算

知多北部広域連合 ☎052（689）1651

知北平和公園組合 ☎（48）5511

東部知多衛生組合 ☎（46）8855

構成：大府市、東海市、知多市、東浦町
運営：介護保険事業
一般会計
36億8186万円
介護保険事業特別会計
230億534万円
※大府市の負担金は9億1194万円
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82億2590万円

軽自動車税（環境性能割）

国県支出金
62億10万円
（19.1％）

市民一人当たりの予算額

固定資産税

2020.4.1

構成：大府市、東海市、東浦町
運営：知北霊園、知北斎場
一般会計
2億2254万円
霊園事業特別会計
1億2775万円
※大府市の負担金は8559万円

構成：大府市、豊明市、東浦町、阿久比町
運営：東部知多クリーンセンター、住友重機械温水
プール（東部知多温水プール）、東部知多浄化センター
一般会計
22億9093万円
※大府市の負担金は5億3728万円

「いつまでも 住み続けたい サスティナブル健康都市おおぶ」の実現に向けた令和2年度の主要な事業

政策目標

➊

こころもからだも元気に過ごせるまち

3歳児健診における屈折検査機器の導入

124万円

3歳児健診における眼科健診
で屈折検査機器を新たに導入
し、視覚検査の精度向上を図り
ます。

健康づくり、文化、スポーツ分野

高齢者の運転技能の維持・向上に向けた研究の実施

500万円

高齢者の運転寿命の延伸や交
通事故リスクの低減を目的に、
国立長寿医療研究センターと協
力し、高齢者の安全運転技能の
維持・向上に効果的なトレーニ
ング方法の開発に向けた研究を
行います。

竹澤恭子バイオリンコンサートの開催

225万円

計画的なスポーツ施設の整備・改修

本市の広報大使である世界的

メディアス体育館おおぶの駐

なバイオリニスト竹澤恭子さん
のバイオリンコンサートを愛三
文化会館で開催します。

車場区画線工事、横根グラウン
ド外周フェンスの更新および防
球ネットの増設工事を行い、安

3965万円

全で快適なスポーツ環境を整備
します。新たなスポーツ施設の
整備に向け、外部の委員による新スポーツ施設整備検討委員会を
設置します。

政策目標

➋

地域で助け合えるまち

おおぶ・ピース・プロジェクトの実施

地域福祉、高齢者・障がい者福祉分野

371万円

常設サロンの開設・運営支援の拡充

戦争の悲惨さや平和の大切さ

地域の高齢者同士が気軽に集

を考え、次の世代へと継承する

える場であるサロンの開設・運

ため、戦場カメラマンの渡部陽
一さんを招き「平和講演会」を行

営を支援し、サロン活動の充実
を図るため、食事を提供する常

うとともに、市内在住の戦争体
験者へのインタビューを映像に
します。平和の大切さを若い世

設サロンへの補助を増額します。

542万円

代へ伝えるため、沖縄県へ中学生平和大使を派遣します。

手話やろう者への理解の促進
令和2年4月から施行する大
府市手話言語条例に基づき、手
話やろう者への理解を深める
ため、手話を紹介する動画や
リーフレットを制作するとと
もに、ろう者同士の交流の場や
市民が手話と触れ合う場とな

99万円

障がい者アート展「パラアートおおぶ2020」の開催 214万円
従来の美術作品の展示に加
え、音楽や舞台演劇の発表など
を行う障がい者アート展「パラ
アートおおぶ2020」を開催し
ます。

るサロンの開設を支援します。

2020.4.1
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政策目標

➌

支え合い学び合うまち

男女共同参画映画の上映会

8万円

市制50周年を記念して
製作された映画「おっさん
ずルネッサンス」の上映会

協働、生涯学習、多文化共生分野
若者駅前プロジェクト

250万円

若者と地域の方により、JR
大府駅東西ロータリーや駅東側
の通りにイルミネーションを設
置し、駅前のにぎわいを創出す
る「若者駅前プロジェクト」を実

の開催を支援します。

施します。

58万円

都市間交流の推進

交流都市である愛媛県新居浜市への市民ツアーや長野県王滝村への自然体験ツアーなどを実施し、都市間交流を推進します。

新居浜市

政策目標

➍

環境にやさしい持続可能なまち

環境にやさしいごみ袋の作成
海洋汚染などの原因となるプ

112万円

石ケ瀬川、鞍流瀬川、延命寺
川周辺を中心に、地域の団体が

バイオマスプラスチックを利用
した環境に配慮したごみ袋を作

主導する環境保全活動を支援し
ます。

2020.4.1

王滝村

環境保全、環境美化分野

クリーン・アップ・ザ・ワールドin大府の活動支援 15万円

ラスチックごみの削減に向け、

成し、ごみゼロ運動やアダプト
プログラムなどで活用します。

7

遠野市

「いつまでも 住み続けたい サスティナブル健康都市おおぶ」の実現に向けた令和2年度の主要な事業

政策目標

➎

安心安全に暮らせるまち

大規模災害への対策の充実

1233万円

消防、防災・減災、防犯、交通安全分野
交通安全対策の推進

同報無線のデジタル化に伴
い、広範囲に明瞭な音声を届け
られる高性能スピーカーを吉田

高齢ドライバーを対象に自動
車の安全運転支援装置の設置に
係る費用を補助します。

公民館に設置します。
災害時に乳児にすぐ授乳する
ことができる液体ミルクを中央

歩行者などへの安全対策とし
て、通学路に歩行者横断点滅機

1398万円

を設置します。

防災倉庫に備蓄します。

政策目標

➏

快適で便利な都市空間が整うまち

里山林・竹林の整備

2801万円

都市計画・景観、道路、緑花、上下水道分野

桜・つつじを活用したまちづくりの推進

都市に残された緑の保全・創

「桜」
「つ つ じ」を 新 た に 市 の

出・活用を一層推進するため、
二ツ池公園周辺の里山林や、矢
戸川緑道に隣接する竹林の整備

木・市の花に指定し、街路や公
園などに補植します。市内の桜
の名所などを紹介する「さくら
マップ」などにより、大府の桜
の素晴らしさをPRします。

を行います。

公園の整備

1090万円

1億7300万円

バスケットゴールの設置

横根立会池を緑や潤いを感じ

身近な公園でバスケットボー

ながら運動ができる公園として
整備するほか、令和元年度から
進めている川池の親水空間の整

ルの練習ができるよう、川池公
園（仮称）や澄池公園にバスケッ
トゴールを設置します。

198万円

備や、辰池公園の遊具の整備を
行います。

幹線道路の整備と補助幹線道路の改良
幹線道路として、市道養父森
岡線、柊山大府線などの道路改良
工事や用地取得などを進めます。
補助幹線道路として、大府駅
自由通路、市道井田上線、共和駅
東線などの歩道設置工事や道路工

7億7688万円

水辺の歩行空間の整備

8000万円

歩行者が緑や潤いを感じなが
ら安全に歩行できるよう、共和
駅東の鞍流瀬川両岸や石ケ瀬川
（石ケ瀬人道橋から平成橋まで
の右岸）の緑道整備を進めます。

事、用地取得などを進めます。

2020.4.1
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政策目標

➐

子どもが輝くまち

多胎児家庭への支援

子育て、学校教育分野
247万円

全中学校の体育館および柔剣道場への空調機設置 3億7582万円

「子ども・子育て八策」の新た
な事業として、3歳未満の多胎
児を持つ保護者や多胎児を妊娠
している方を対象に、家事など
を支援するサポーターの派遣や

市内全中学校の体育館およ
び柔剣道場に、LPガス災害対
応バルクとその燃料で稼働す
る電源自立型空調機を設置し、
体育館利用時の熱中症予防対

一時預かり、移動支援などを提
供し、多胎児家庭の負担の軽減
を図ります。

策を推進するとともに、災害
時の避難所としての環境改善
を図ります。

ICT教育の充実

中学生サミットの実施

1億9628万円（令和元年度から繰越）

30万円

先駆的に推進してきたICT教

SDGs（持続可能な開発目標）

育をさらに充実させるため、国
の補助制度を活用し、小学5・
6年生および中学1年生に1人1

をテーマに模擬議会で議論し、
その成果を「中学生宣言」として
採択し、市内外へ発信する「中

台のタブレットパソコンを導入

学生サミット」を行います。

します。

学校現場における諸課題の早期対応

4312万円

児童生徒を取り巻くさまざま

親子で楽しめる運動遊びイベントの開催

182万円

NHK教育テレビ「おかあさん
といっしょ」の10代目体操のお
兄さん・佐藤弘道さんを招いて

な課題に早期に対応するため、
新たにスクールロイヤーとス
クールソーシャルワーカーを配
置するとともに、特別支援学級
補助員と養護教諭補助員を増や

「親子で楽しめる運動遊びイベ
ント」を開催します。

します。

政策目標

➑

政策目標

活力とにぎわいが
あふれるまち

➒

まちづくりを支える
持続可能な行政経営
行財政運営、広報・広聴分野

商業、観光、工業、農業、公共交通分野
観光イベントの開催支援

9

676万円

市庁舎への公衆無線LANの整備

市内・近隣で開催される観光
イベント「大府東浦花火大会」な
どに対して交付金や補助金を交

市役所の来庁者の利便性の向
上を図るとともに、災害時に
おける情報通信手段の確保の

付し、開催を支援します。

ため、市庁舎1階の市民健康ロ
ビーおよび地下1階に公衆無線
LANを整備します。

2020.4.1

83万円

