
記載見直し一覧

連番
旧ペー
ジ番号

新ペー
ジ番号

修正・追記箇所1 修正・追記箇所2 修正・追記内容 修正理由

1 目次 目次 目次 目次 13p以降、ページが1pずつずれます。

2 9 9
第1章5.「第1期豊川市ま
ち・ひと・しごと創生総合
戦略の成果と課題」

（１）～（３）の後に
（４）　の新規追記

「（４）新たな課題への対応」　の追
記

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う新たな施策は、今後も随時追加・
変更されることが予測されることから、「柔軟に対応の上、各施策に反
映させる」旨、追記しました。

3 11 11 第2章1.「国の考え方」 文章中 「さらに、国の第2期…」　の追記 「国2020改訂版」で改訂された箇所を要約追記しました。

4 なし 13 第2章3.
1.～4.のところ、3.として
新規追記し、以後番号送り

新たな項目として、3.「豊川市まち・
ひと・しごと創生総合戦略×新たな日
常に向けた強靭な地域の構築」　の追
記

国が公表した地域未来構想20の中でも、ＤＸについて強く意識した施策
の展開を図る旨、追記しました。なおこれは、修正総合計画においても
追記しています。

5 13 14～15
第2章4.「目指すべき将来の
方向」

文章中 「さらには、感染症の…」　の追記
感染症拡大による影響により修正される目指すべき方向を、追記表現し
ました。

6 15 16
第2章5.基本目標と施策
基本目標①（１）

基本的方向文章中
●文章中

「経営革新」　の追記
修正総合計画に事業例として新規記載したことから、合わせて追記しま
した。

7 16 17 基本目標①（３） ●文章中 「農業塾」　の削除 Ｒ3で事業が終了することから削除しました。

8 17 18 基本目標①（３） ●文章中
「スマート農業の推進」「農業経営収
入保険加入」　の追記

修正総合計画に事業例として新規記載したことから、合わせて追記しま
した。

9 18 19 基本目標② 基本的方向文章中
「テレワーク関連施策などを通じて」
の追記

「国2020改訂版」を受けて追記しました。

10 19 20 基本目標②（２） ●文章中 「御油のマツ並木」　の追記
庁内からの意見として、「歴史・文化に対応するものとしてとよかわブ
ランドの１つでもある「御油のマツ並木」を入れてはどうか」との意見
があったため追記しました。

11 19 20 基本目標②（２） 主な事業
「豊川ブランドの磨き上げ」　→
「とよかわブランドの磨き上げ」

「豊川市のブランド」という意味合いの表記でしたが、名称にあわせま
した。

12 19 20 基本目標②（２） 主な事業
「中心市街地における安全で安心なお
もてなし空間整備事業」　の削除

Ｒ3で事業が終了することから削除しました。

13 19 20 基本目標②（３） タイトル
「シティセールス・観光の振興」→
「シティセールス・観光の振興を核と
した移住・交流等人口の拡大の推進」

下記に主な事業として追記した事業（企業版ふるさと納税の活用）が、
シティセールス・観光の振興以外の事業のため、追記しました。

14 20 21 基本目標②（３） ●文章中
「豊川版ローカルツーリズム…」　の
追記

修正総合計画に事業例として新規記載したことから、合わせて追記しま
した。

15 20 21 基本目標②（３） 主な事業
「企業版ふるさと納税の活用」　の追
記

「国2020改訂版」を受けて、かつＲ2年度に、企業版ふるさと納税を受け
入れるための地域再生計画の認定を国から受けたことから追記しまし
た。

16 22 23 基本目標③（１） 主な事業 「子育て応援金支給事業」　の追記
特に本目標のカテゴリーにおいて大きな影響のある事業であって、実施
計画事業としてＲ3年度予算に上程することとなったため追記しました。

17 22 23 基本目標③（１） 主な事業
「妊産婦ケアセンターの開設」→
「妊産婦総合相談窓口の実施」

記載を修正総合計画の表現にあわせました。もともと総合保健センター
の開設を見据え、その中に総合相談窓口を開設予定だったものですが、
「開設」という表現では、新たに箱物を建築するものと誤解を受ける恐
れがあるため、表現を変更しました。

18 22 23 基本目標③（１） 主な事業 「（GIGAスクール構想）」　の追記 国における施策名を（　）書きで追記しました。

19 22 23 基本目標③（２） 主な事業
「保育所などの給食費減免事業」　の
追記

特に本目標のカテゴリーにおいて大きな影響のある事業であって、実施
計画事業としてＲ3年度予算に上程することとなったため追記しました。

20 23 24 基本目標③（２） 主な事業
「病時・病後児保育事業」→
「病児・病後児保育事業」

誤字を修正しました。
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21 23 24 基本目標③（３） ●文章中
「…および女性の就労継続・再就職支
援…」　の修正・追記

修正総合計画に事業例として新規記載したことから、合わせて追記しま
した。

22 23 24 基本目標③（３） ●文章中
「複雑・複合化した市民の…」　の追
記

修正総合計画に事業例として新規記載したことから、合わせて表現変
更・追記しました。また、特に本目標のカテゴリーに影響のある事業で
あって、実施計画事業としてＲ3年度予算に上程することとなったため、
主な事業にも追記しました。

23 23 24 基本目標③（３） 主な事業 「重層的支援体制整備事業」　の追記 上記に同じ

24 25 26 基本目標④（１） 主な事業
「八幡地区の都市機能集積と拠点間連
携の推進」　の追記

「拠点間の連携」「都市機能集約」というワードは、既にタイトル、●
文章中及び主な事業にて記載してありますが、事業進捗の目途がたち修
正総合計画に事業例として新規記載したこと、かつ特に本目標のカテゴ
リーに影響のある事業のため、追記しました。

25 25 26 基本目標④（１） 担当部課
「都市整備部八幡駅周辺地区まちづく
り推進室」　の追記

上記主な事業の追記に係り、追記しました。

26 25 26 基本目標④（１） 担当部課 「総務部財産管理課」　の追記
抜けがあったため追記しました。（主な事業「私有地の宅地分譲」関
係）

27 25 26 基本目標④（２） タイトル

「地域の防災・防犯・高付加価値化の
推進」→
「地域の安全・安心・高付加価値化の
推進」

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、安全・安心は「防災・防犯」だ
けではないことが強く意識化されたことから、下記の●文章及び主な事
業を追記するため、タイトルを変更しました。

28 25 26 基本目標④（２） ●文章中
「感染症が拡大しない地域づくりを推
進します。」　の追記

「国2020改訂版」を受けて追記しました。

29 26 27 基本目標④（２） 主な事業 「予防接種事業の推進」　の追記
新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種事業が開始される見込
みであり追記しました。ただし、感染症は新型コロナウイルス感染症だ
けではないため、「予防接種」という表現としています。

30 26 27 基本目標④（２） 主な事業
「市民病院における感染症対応の強
化」　の追記

上述のとおり「感染症」が強く意識化されたことから、特に本目標のカ
テゴリーに影響のある事業であるため追記しました。

31 26 27 基本目標④（２） 担当部課
「子供健康部保健センター」「市民病
院経営企画室」　の追記

上記主な事業の追記に係り、追記しました。

32 26 27 基本目標④（３） ●文章中
「地域や行政サービスにおける…」
の追記

「国2020改訂版」を受けて追記しました。

33 26 27 基本目標④（３） ●文章中
「ＡＩ、ＲＰＡなどの最新技術を活用
した情報システムの運営」→
「行政デジタル化の推進」

「国2020改訂版」を受けて、より広い分野での推進が必要なことから、
表現を修正しました。

34 27 28 第3章 進行管理のイメージ図 図の追記 修正総合計画と同じイメージ図を追記しました。
35 28～33 29～34 付属資料1.「用語解説」 各用語解説 追記・修正・削除 新たな事業や表現の追記等に伴い、追記等しました。

36 34 35
付属資料2.「豊川市まち・
ひと・しごと創生総合戦略
会議の概要」

委員名簿 委員名簿 本改訂に合わせ、令和3年1月1日現在名簿に修正しました。

37 35 36
付属資料3.「豊川市まち・
ひと・しごと創生総合戦略
推進本部の概要」

委員名簿 委員名簿の時点 委員に変更はありませんが、時点を令和3年1月1日現在に修正しました。

38 36 37 付属資料
1.～4.のところ、5.として
新規追記

5.として「改訂経過」　の追記 改訂経過を追記しました。


