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公的福祉避難所を整備し、避難所での生活支援を強化します

事業費 5,513 千円

　災害発生時には、障害者、介護を必要とする高齢者など災

害時要援護者については、一般の避難所では生活に支障を

きたすことが予想されます。

　このため、市では、要援護者の状況に応じて特別な配慮を

するための３段階の福祉避難所を設置します。

　第１段階として一般の避難所に福祉スペースを、第２段階と

してふれあいセンター始め６つの公共施設に公的福祉避難所

を、第３段階として民間社会福祉施設等に協力要請し、福祉

避難所を設置します。

　平成２３年度は、公的福祉避難所６施設のうち３施設分の資

機材として、寝具用のエアーマット、簡易間仕切り、車椅子対

応トイレ及び簡易トイレを整備します。

担当課： 消防本部防災対策課 ＴＥＬ： 0533-89-2194

福祉避難所　イメージ図

協力要請

福祉スペース

第１段階
一般の避難所

第２段階
公的福祉避難所

ふれあいセンター
始め６施設

第３段階
社会福祉施設等

災害
発生

市災害対策本部

開　設

避　難
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1

消防署南分署（仮称）整備事業

事業費 90,861 千円

◆　消防署南分署（仮称）整備事業の推進

　　・消防救急体制の地域格差の是正と充実強化を図るため、 　★水槽付消防ポンプ自動車

　　　小坂井出張所と御津出張所を統廃合し、新たに高規格救 　　積載水量：１５００Ｌ

　　　急自動車を配備した南分署（仮称）を整備します。

　　・平成２３年度は、建設用地を取得するとともに、建築工事

　　　発注に必要な図面、設計図書などを作成するための実施 　★高規格救急自動車

　　　設計を行い、平成２５年度の開署に向け準備を進めます。   　ＡＥＤ・心電計等救命資器材搭載

　★災害対策車

　★資機材搬送車

　　救助艇・潜水用資機材を積載

担当課：消防本部総務課 ＴＥＬ： 0533-89-9516

　　登坂能力４５度、水深1.2m走行可能

　　　配備予定の

　　　主な車両
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身近な自然環境調査（緊急雇用創出事業基金事業）

事業費 10,003 千円

・調査目的

　海・山・川とバランスの取れた自然環境を有する豊川市

の生物多様性を確保するために、本市の豊かな生態系の

実態を調査し、生物の生息環境や生息状況を把握するも

のです。

　調査した成果については、「マップ化」し、本市における

自然環境及び生物多様性の保全や、市民啓発等に活用

します。

・対象エリア　市内１０数箇所程度の区域

・調査対象　植物・哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・

　昆虫類・貝類等の希少種・外来種等

・調査方法　春から秋期にかけ現地での目視調査、周辺  

　住民への聞き取り調査、文献調査等を対象エリアごとに

　実施します。

担当課：環境課 ＴＥＬ： 0533-89-2141
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新市民病院建設事業

事業費 3,110,534 千円

◆　新市民病院の建設事業の推進

　 平成２２年度に完了した実施設計に基づき、平成２３年度

は病院棟及び立体駐車場の新築工事に着手します。

　 病院棟、立体駐車場新築工事とも平成２３年度、２４年度

の２か年事業であり、平成２４年１２月末に完了し、平成２５年

５月の開院を予定しています。

【施設概要】

　 災害拠点病院として、大地震時に機能するよう免震構造を

採用します。あわせて救急医療の充実を図るとともに敷地内に

ヘリポートを設置します。

　 またバリアフリー化された施設、分かりやすい施設配置に

より、「利用者にやさしい病院」として整備します。

担当課：病院建設室 ＴＥＬ： 0533-86-1111

【今後の予定】
　
　・平成23年度　　病院棟新築工事、立体駐車場新築工事
　　　　　　　　　,（ともに1年目）
　
　・平成24年度　　病院棟新築工事、立体駐車場新築工事
　　　　　　　　　,（ともに2年目）
　　　　　　　　　 ,外構整備工事（単年度事業）
　
　・平成25年5月　 開院予定

【今後の予定】
　
　・平成23年度　　病院棟新築工事、立体駐車場新築工事
　　　　　　　　　,（ともに1年目）
　
　・平成24年度　　病院棟新築工事、立体駐車場新築工事
　　　　　　　　　,（ともに2年目）
　　　　　　　　　 ,外構整備工事（単年度事業）
　
　・平成25年5月　 開院予定

- 4 -



1

はちなん児童館（仮称）建設事業費

事業費 104,353 千円

◆中部中学校区の児童健全育成事業拠点施設として

     “はちなん児童館（仮称）”を建設します。

◆はちなん児童館（仮称）には、集会室、図書室、遊戯室の

   ほか、児童クラブ室２室、創作活動室、幼児用プレイルー

   ムが整備されます。

担当課：子ども課 ＴＥＬ： 0533-89-2133

 概要

  位    置：豊川市野口町豊角１番地の１外
  敷地面積：１，０２４．００㎡
  延床面積：    ４６０．５９㎡
  事 業 費：約  １６０百万円
  開    館：平成２４年１月（予定）
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つどいの広場事業

事業費 24,249 千円

◆プリオビル５階で開設している“つどいの広場”について、よ

   り快適な環境で開設できるよう拡張します。

　整備事業費：約２０，０００千円（担当：管財契約課）

　拡張面積：　約２００㎡

◆“つどいの広場”の拡張にあわせて、新たに月曜日も開設し

   ます。

担当課：子ども課 ＴＥＬ： 0533-89-2133

  つどいの広場とは、主に乳幼児をもつ子育て中の方が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に
  交流を図る場です。豊川市では、平成１７年度から特定非営利活動法人とよかわ子育てネットに事業委託し、
  市催事場で実施してきました。
  平成２１年度から現在の場所で運営を始めましたが、利用者の増加により手狭となったため、拡張工事を実施
  するとともに、拡張後には開設日を増やし、より充実したサービスを提供します。

  位　　置    ：豊川市諏訪３丁目３００番地
　  　　　    　プリオビル５階
  面　　積    ：現行　約１５０㎡　→　拡張後　約３５０㎡
  開 設 日    ：現行　火～金曜日　→　拡張後　月～金曜日
  開設時間    ：１０時～１５時（変更なし）
  新装オープン：平成２３年１０月（予定）
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子ども医療費支給事業 子ども医療の助成内容

事業費 852,490 千円

◆　豊川市では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ると

　　ともに、安心して子どもを生み育てられる社会環境の構築

　　を目指すため、子どもにかかる医療費の助成をおこなって

　　います。

◆　平成２３年４月１日から、助成対象者を拡大します。

　　現在、入院は中学校３年生まで、通院は小学校６年生まで

　　を対象に助成をしていますが、通院についても中学校３年

　　生まで助成します。

　　※ただし、中学生の通院については、病院等の窓口で自己

　　負担額をお支払いいただき、その１／２に相当する額を申

　　請により支給します。

　　　　　※助成する医療費は保険診療分に限ります。

担当課：保険年金課 ＴＥＬ： 0533-89-2164

無料

無料 自己負担額の
１／２を支給

出生
～小学校６年生

中学生

入
院

通
院

平成２３年４月１日診療分から
助成を開始します。

出生
～小学校６年生

中学生

入
院 無料

通
院 無料 助成なし
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子宮頸がん等ワクチン接種事業

事業費 402,299 千円

　任意予防接種である次の表のワクチン接種について、市内

の委託医療機関で接種対象者に無料で接種できるようにし

ます。

・対象ワクチン等

ワクチン名 接種対象者

ヒブワクチン 生後２か月以上５歳未満の子

生後２か月以上５歳未満の子

担当課：保健センター ＴＥＬ： ０５３３－８９－０６１０

　子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）のうち、
多く見つかるタイプはＨＰＶ１６型と１８型です。子宮頸がん予防ワ
クチンは、ＨＰＶ１６型と１８型の感染を防ぎます。

子宮頸がん予
防ワクチン

中学１年生（１３歳相当）～高校１年生（１６歳
相当）の女子

　乳幼児の細菌性髄膜炎の原因の約60％がヒブ（インフルエンザ菌ｂ
型）、約30％が肺炎球菌です。ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチン
は、細菌性髄膜炎の予防に効果があります。

小児用肺炎球
菌ワクチン

※平成23年3月中に市内の委託医療機関で接種した高校1年生（16歳相当）の
女子に限り、高校2年生（17歳相当）の間も接種対象になります。

図１．子宮頸がん患者から見つかるＨＰＶ

図２．細菌性髄膜炎の原因

その他

肺炎球菌
約３０％

その他の
ＨＰＶ

ヒブ
約６０％

HPV16型・18型
約６０％

※
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緊急情報キット配備事業 　
　 

事業費 1,512 千円

　災害時要援護者登録台帳の登録者に対して、緊急情報キッ

トを配布します。

　災害時要援護者登録台帳とは、災害時に障害者やひとり暮

らし高齢者などに対する支援が地域社会の中で円滑に行われ、

人的被害の防止又は軽減を図るために作成している台帳です。

　緊急情報キットは、本人の「かかりつけ医」、「服薬内容や持

病などの医療情報」、「診察券（写）」や「健康保険証（写）」など

の情報を入れた専用の容器です。緊急情報キットが保管して

あることを知らせるため、玄関ドアの内側にステッカーを貼ると 　　※　冷蔵庫に保管

ともに緊急情報キットは冷蔵庫に保管していただきます。冷蔵

庫は多くの家庭で台所に設置していますので、支援者や救急

隊員などは探す手間を省くことができます。　

　緊急情報キットを保管することで、災害時はもとより、救急時

の救命活動を迅速に対応することに役立ちます。

担当課：
　福　 祉　 課

ＴＥＬ：
  介護高齢課

　　◇　緊急情報キット

0533-89-2131　
0533-89-2173
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市内バス路線実証実験運行事業 　　基幹路線の基本骨格

事業費 124,221 千円

　 豊川市地域公共交通総合連携計画（豊川市公共交通基本計

 画【平成２３年３月策定予定】）に基づいて実証実験運行を始め

 とした各種事業を開始します。

 ・基幹路線（６路線）の実証実験運行

　　 各地域と市内主要駅や公共施設を結ぶ基幹路線の運行を

　 開始します。

 ・地域路線の実証実験運行
　　　　　　※豊川養護学校へは、朝夕の登下校の時間帯に経由します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バス待合空間のイメージ

 ・バス利用促進施策の実施

　　　ジャンボタクシーを利用したバス
　　　のイメージ

担当課：地域安心課 ＴＥＬ：

　　 地域内を運行する路線は、地域住民が主体的に検討し、準

　 備が整った地域から順次運行を開始します。

     バスマップや時刻表の作成、バス停待合環境の整備等利用

　 者にとって利用しやすい環境作りを行います。

０５３３-８９-２１４９
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新市民病院周辺整備事業（蔵子線整備事業他）
◆蔵子線整備予定図

事業費 406,048 千円

　新市民病院建設に伴い、都市計画道路蔵子線を始めとする

周辺整備を行います。

【事業概要】

　　・伊奈鳥川線拡幅改良事業　

　　・代田八幡線拡幅改良事業　

　　・野口町交差点改良事業　

　　・野路鐘鋳場線拡幅改良事業　

　　・篠束野口線改良事業　

　　・念仏橋整備工事　

　　・野路橋整備工事

担当課：道路建設課 ＴＥＬ：０５３３－８９－２１４３

　１　蔵子線整備事業　（事業費：274,344千円）

　２　八幡地区周辺整備事業　（事業費：91,704千円）

　３　橋りょう整備事業　（事業費：40,000千円）

名鉄八幡駅

　新市民病院建設地　
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スポーツ公園整備事業

事業費 201,468 千円 【スポーツ公園概要】

　 　・位　　　　　　　置　　豊川市千両町地内

事業概要 　

◆　スポーツ需要に対応するため、軟式野球の出来る多 　・事  　  業 　  費　  約１，２１２百万円

　目的広場の整備を進めます。 　・事   業   期   間　  平成１６年度～２３年度

　

◆　多目的広場のほか、芝生広場、

　散策路、駐車場及び便所等の施

　設を整備します。

◆　平成２４年４月供用開始予定

　　　（第１期分）

担当課：公園緑地課 ＴＥＬ： 0533-89-2176

　・第１期計画面積　　約３．９ha
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佐奈川河川環境施設整備事業（散策路整備工事）

平成２３年度事業概要

事業費 12,400 千円 工事の区間　　佐奈川の金屋橋から前川橋まで（約２．１㎞）

工事の内容　　ベンチ設置　　　　５か所
　 階段設置　　　　１０か所

　本事業は、市内のほぼ中央を流れる佐奈川の金屋橋から前
　　　　 　　　　　 排水路蓋設置　　１か所

川橋までの約２．１㎞の区間に、休憩施設（ベンチ）、階段、河

川敷内排水路蓋を設置することにより、利用者が安心、安全 　・施工例

に利用できる施設整備を図り、市民に安らぎと憩いの場を提

供するものです。

　全体事業量としては、平成２１年度から平成２３年度までの 　

３年間で、休憩施設設置（ベンチ）２０か所、階段設置３０か所、

排水路蓋設置７か所の施設整備を行います。

　

担当課：道路維持課 ＴＥＬ： 0533-89-2142

事　 業 　費　 　12,400千円
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フレンドシップ推進事業

　　　　時間を忘れて　大海原を進む

事業費 8,532 千円

　子どもたちが、地域社会への理解と関係を深める取り組みの

一つとして、バス代等の交通費を補助します。

〈補助対象〉 豊川市に在籍する小学校６年生

〈補助内容〉　　　伊勢湾フェリー乗船代とバス代

〈事業内容〉

　伊勢湾フェリーの乗船と三河湾・伊勢湾周辺の名所旧跡を

●体験学習

〈活動のねらい〉 ・｢伊勢湾フェリー」に乗船し、陸路とは違う交通手段を

　●地理的学習 　体験する。

・三河湾・伊勢湾を船上から眺め、身近な海の美しさに触れる。 ●集団学習

　●歴史的学習 ・規律ある集団行動、仲間

・｢伊勢湾フェリー｣が昔から経済や文化をつなぐ｢海の道｣として 　との絆を深める。

　豊川市や田原市と三重県をつないでいたことに気づく。

文科省推奨映画　｢ヤマト」のワンシーンにも起用

担当課：学校教育課 ＴＥＬ： ０５３３－８８－８０３３

巡る活動を通して、6年間で学んだ知識を生かし見聞を広める。

伊勢湾フェリー外観

三河湾・伊勢湾をつなぐ

伊良湖岬　乗船場
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桜ヶ丘ミュージアム展示事業
 ◎豊川の人物誌展（仮称）で紹介する主な人物

事業費 14,340 千円

◎豊川の人物誌展（仮称）

　豊川にゆかりのある人物について、関係資料とともにその人

物像を紹介・顕彰する展覧会を開催します。

　

紹介し、大衆アートの時代を振り返る展覧会を開催します。　

　　　　　　※毎週月曜日休館。

　　　　

◎その他の企画展として、「 山本須美雄展（仮称）」、「豊川海

　軍工廠展」などを開催します。
　　高畠華宵《華をいだいて（鈴蘭）》 高畠華宵《娘（芙蓉）》

担当課：文化振興課 ＴＥＬ： 0533-85-3775

・大江定基：三河国司として赴任。後に出家して寂照となり
　　　　　　宋に渡る。

・牧野古白：牧野氏発展の基礎を築くほか文芸者として知ら
　　　　　　れる。

・鳥居強右衛門勝商：長篠合戦時の武勇伝で知られる。

・山本勘助：武田信玄に仕えた武将。青年期を牛久保で過ごす

・草鹿砥宣隆：国学者平田篤胤の門人として国学を究める。

・花ベルツ：国際社会での活躍の先駆け的存在。

・山口保治：童謡作曲家。「かわいい魚屋さん」などを作曲。

・富安風生：ホトトギス派を代表する東三河出身の俳人。 

・渡辺富秋：郷土研究や和算に関する著書を残す。 

・中尾佐助：植物学者。「照葉樹林文化論」を提唱。

　会　期：平成23年9月24日（土）～11月6日（日）

　　　　　※毎週月曜日休館。ただし、10/10(月・祝）は開館。

 ◎大正100年記念　大正ロマン・昭和モダン展（仮称）の

　  主な展示資料
◎大正100年記念　大正ロマン・昭和モダン展（仮称）

　大正100年を記念して、大正から昭和初期の挿絵画家などを

　会　期：平成23年11月25日（金）～12月25日（日）
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陸上競技場改修事業

事業費 516,000 千円

◆ 第３種公認全天候型陸上競技場改修事業の実施

◇ 管理棟等改修工事に引き続き、平成２３年度において、次の

とおり改修工事等を行います。

・ 走路を全天候型舗装に改修します。

・ インフィールドの芝生の張替えを行います。

・ 給排水設備、電気設備等の改修を行います。

・ 判定塔・記録室等を新設します。

・ 日本陸上競技連盟の第３種公認を取得するために必要

となる備品の購入を行います。

担当課：市民体育課 ＴＥＬ： 0533－88－8036

【事業概要】

　☆施 設 面 積　　　　　　　　２４，４１６．７㎡

　☆事　業　費　　　　　　　　５１６，０００千円
　　・施工監理業務　　　　　　　　９，０００千円
　　・走路等改修工事　　　　　４１５，０００千円
　　・判定塔等新設工事　　　　　３５，０００千円
　　・第３種公認競技場備品購入　５７，０００千円

　☆工　   　期　　　　　平成2４年3月竣工（予定）

【事業概要】

　☆施 設 面 積　　　　　　　　２４，４１６．７㎡

　☆事　業　費　　　　　　　　５１６，０００千円
　　・施工監理業務　　　　　　　　９，０００千円
　　・走路等改修工事　　　　　４１５，０００千円
　　・判定塔等新設工事　　　　　３５，０００千円
　　・第３種公認競技場備品購入　５７，０００千円

　☆工　   　期　　　　　平成2４年3月竣工（予定）
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新学校給食センター建設事業

事業費 32,420 千円

◆　新学校給食センター建設事業

　　・現在、学校給食センターほか４共同調理場と、音羽地区

　　　の小中学校においては自校方式での調理業務を実施し

　　  ておりますが、各施設の老朽化等の課題を早期に解消

　　  するため、２場体制（現学校給食センター・新学校給食

　　　センター）での整備を実施します。

    ・市内３６小中学校で、一日約１８，０００食の提供が必要

　　  であり、現学校給食センターの食数約８，０００食を差し

　　　引いた、１０，０００食 を調理能力とする調理場を建設

　　　するため、地質調査及び実施設計を実施します。

 　 　

担当課：学校給食課 ＴＥＬ： 0533-86-7601

拠点避難地

新学校給食センター
建設地 約9,000㎡

　
　【新学校給食センター概要】
　・建設場所　豊川市小坂井町倉屋敷地内
　・敷地面積　約９，０００㎡（小坂井拠点避難地内南側）
　・建物面積　約３，７００㎡（１階約3,200㎡・２階約500㎡）

　【整備計画】
　・平成２３年度　　地質調査・実施設計
　・平成２４年度　　建築・設備工事
　・平成２５年度　　建築・設備・外構工事
　・平成２５年９月　供用開始予定

　
　【新学校給食センター概要】
　・建設場所　豊川市小坂井町倉屋敷地内
　・敷地面積　約９，０００㎡（小坂井拠点避難地内南側）
　・建物面積　約３，７００㎡（１階約3,200㎡・２階約500㎡）

　【整備計画】
　・平成２３年度　　地質調査・実施設計
　・平成２４年度　　建築・設備工事
　・平成２５年度　　建築・設備・外構工事
　・平成２５年９月　供用開始予定
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有害鳥獣対策事業（農作物被害の低減）

事業費 7,444 千円

～　豊川市鳥獣被害防止対策協議会　～

◆実施（対策）事業

担当課：農務課 ＴＥＬ： 0533-89-2138

　近年、山間部を中心にイノシシ・シカ・サルによる農作物
被害が増加しています。また、ハクビシンやアライグマなど
による被害も多く報告されています。
　そこで、市では、関係機関と協力して「豊川市鳥獣被害
防止対策協議会」を設立し、侵入防止対策や捕獲体制の
強化、また、地元駆除組合の設立を推進してきました。
　しかし、一定の成果は出ているものの、被害の低減にま
では至っていない現状があります。
　そこで、平成２３年度は、より一層、対策強化を図り、被
害の低減を目指します。

●「豊川市鳥獣被害防止計画（平成２１年３月策定）」に基づ
　き農作物被害の低減を目的として設立。
設　立：平成２１年３月
協議会メンバー
　・愛知県（東三河農林水産事務所農業改良普及課）
　・豊川市（農務課）　・JAひまわり農協
　・豊川市猟友会　・豊川市農業委員会
　・地域代表４名（豊川、一宮、音羽、御津地区）

平成２３年度協議会実施事業（予定）
　・防除ネット、ワイヤーメッシュ柵などの設置
　・捕獲檻の購入（地元駆除組合等へ貸し出し）
　・追払いグッズ（サルが多発する地域への貸し出し）

　①有害鳥獣駆除の実施
　　豊川市猟友会と連携して鳥獣の捕獲を行います。
　②有害鳥獣パトロールの実施（サル追い払い隊）　　　　　　　
　　出没が多発する地域を中心にパトロールを実施します。
　③有害鳥獣駆除報償金制度
　　地元駆除組合等がイノシシ・シカなどを捕獲した場合、１頭
　　あたり定額の報償金を交付します。
　④豊川市鳥獣被害防止対策協議会への負担金
　　対策協議会と連携・協力して防護柵の設置や捕獲檻の整
　　備を行います。
　⑤有害鳥獣防除対策補助金
　　捕獲檻や電気柵の購入に対し、補助金を交付します。
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Ｂ級グルメ・食の観光資源活用事業費補助

事業費 7,000 千円

◆　Ｂ級グルメ、食の観光資源を活用したイベントを開催する

　ことにより、観光客の集客を図り、豊川市の活性化を図りま

　す。

　・　Ｂ－１グランプリ中日本支部大会（仮称）を中心に、中部

　　地区等のＢ級グルメを集めた食のイベントを開催するため

　　の補助を行います。 「豊川いなり寿司」のブランド化を目的に発足した「いなり寿司で豊川

初参戦し、見事６位入賞を果たしました。このことにより、「豊川いなり

寿司」を目的に豊川市へ訪れる観光客が増加しています。食による

「まちおこし」を一層推進するため、Ｂ－１グランプリ中日本支部大会

（仮称）を誘致、開催するものです。

担当課：商工観光課 ＴＥＬ： 0533-89-2140

市をもりあげ隊」は、昨年９月に開催されたＢ－１グランプリin厚木に
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観光ルートＰＲ事業

事業費 3,354 千円

◆　平成２２年度で策定した豊川市推奨観光ルートを市内外

　　 でＰＲし、観光客の集客及び来訪した観光客の回遊を図

　　　 ります。

　・　主要駅や道の駅などにおいて観光キャンペーンを実施

　　 します。 「豊川稲荷（妙厳寺）」の参拝と「いなり寿司」が人気

　・　推奨観光ルートを掲載したパンフレットを作成します。 春は佐奈川の桜と菜の花

　・　推奨観光ルートをＰＲするウォーキング事業を実施しま

　　す。

担当課：商工観光課 ＴＥＬ： 0533-89-2140

- 21 -



1

無錫市新区交流事業

事業費 1,989 千円

　平成２１年４月に友好都市提携をした中国江蘇省無錫市新

区に、第一期の中学生使節団を派遣します。

　この派遣事業は友好提携書に盛り込まれた教育交流の推

進を図る目的で実施するもので、将来の日本と中国を担う子

どもたちの交流を通じて、両国の理解を深めます。

　使節団として派遣される生徒たちは、現地の中学校への体

験入学やホームステイを通じて、中国の生活、考え方や文化

の違いなどを直接体験することによって、広い視野に立って

郷土の発展を考える国際感覚を身につけるとともに、両市の

友好を深め、友好都市の絆を強くします。

担当課：国際課 ＴＥＬ： 0533-89-2158

　　　　　　　　　　　　無錫市新区　新城中学校
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豊川市民憲章推進協議会交付金

事業費 2,400 千円

◆豊川市民憲章推進協議会を支援し、新市民憲章の啓発に

努めます

　・平成２３年４月１日に告示する新市民憲章を広く市民に周

　 知するために、市民まつり「おいでん祭」において啓発を行

　 います。

  ・市内公共施設にある既設の市民憲章掲示物を改修すると

   ともに、市民憲章掲示物が未設置の施設に新たに憲章文

　 が記載されたパネル等を設置します。

 ・新入学児童に市民憲章文をプリントした連絡袋を配布する

   など子どもに対する啓発を行います。

担当課：生活活性課 ＴＥＬ： 0533－89－2165
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愛知県東三河地方税滞納整理機構負担金 口座振替推進キャンペーン

事業費 914 千円

　愛知県と東三河５市１町が協働して地方税の滞納額縮減に取り 　市税の収納率向上を図るため、口座振替推進キャンペーンを

実施します。

　機構では、広域的な滞納整理機関の特性を活かした滞納整理を 　口座振替は、納税のために現金を持ち歩いて金融機関等に出

行い、市税等の収納率向上を図るとともに、地域全体で滞納を許 かける必要がなく、納期限の日に自動的に納付されますので、便

さない機運の醸成を図るものです。 利で安全、確実な制度です。

　このキャンペーンは、ポスターの掲示や市広報などによりお知ら

せしたうえで、期間中（口座振替の申込件数が多い時期である平

成２３年５月から７月頃を予定）に申し込みされた方の中から、抽

選で記念品を贈呈します。なお、対象税目は「市・県民税」、「固定

資産税・都市計画税」及び「軽自動車税」です。

担当課： 収納課

事業費　　　　　124　千円

組む組織として愛知県東三河地方税滞納整理機構を設立します。

ＴＥＬ： 0533-89-2162

便利で安全・確実な
　　口座振替にしてね

愛知県東三河地方税滞納整理機構

愛知県

豊橋市 豊川市

田原市

設楽町新城市

蒲郡市

<機構の役割>
・高額・困難案件に対する取り組み
・徹底した滞納処分の実施
・徴収職員の資質向上　など

協働

組織体制
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