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１　 シティセールス推進事業 Ｐ　１ 17　し尿処理施設管理運営事業 Ｐ１２

２　 期日前投票所増設等整備事業 Ｐ　２ 18　産地パワーアップ補助事業 Ｐ１３

３　 小坂井地区公共施設再編整備事業 Ｐ　３ 19　観光振興推進事業 Ｐ１４

４　 八幡駅周辺まちづくり推進事業 Ｐ　４ 20　空家等対策推進事業 Ｐ１５

５　 地区市民館施設整備事業 Ｐ　５ 21　密集市街地整備事業 Ｐ１６

６　 自転車安全利用啓発事業 Ｐ　６ 22　拠点地区定住促進事業 Ｐ１７

７　 桜ヶ丘ミュージアム展示事業 Ｐ　７ 23　拠点地区都市機能立地促進事業 Ｐ１７

８　 文化ホール公演事業 Ｐ　７ 24　消防団員活動服更新事業 Ｐ１８

９　 地域包括ケア情報展事業 Ｐ　８ 25　消防団再編整備事業 Ｐ１８

10　認知症総合支援事業 Ｐ　８ 26　防災センター整備事業 Ｐ１９

11　放課後児童健全育成事業 Ｐ　９ 27　小中学校普通教室空調設備設置事業 Ｐ２０

12　民間保育所建設費補助事業 Ｐ１０ 28　小坂井東小学校校舎改修事業 Ｐ２０

13　大木・一宮西部保育園統合事業 Ｐ１０ 29　豊川海軍工廠平和公園管理運営事業 Ｐ２１

14　ワンコインがん検診・健康診査事業 Ｐ１１ 30　スポーツイベント開催支援事業 Ｐ２２

15　産後ケア事業 Ｐ１１ 31　公共下水道事業 Ｐ２３

16　清掃工場Ｂ棟基幹的設備改良事業 Ｐ１２ 32　医療機器購入事業 Ｐ２４

 「子どもたちの笑顔があふれ安全安心で人にやさしいまち」を目指した予算

一般会計は５．４％増　６０９億円　過去最大



事業費 2,560 千円

□四季折々の画像掲載で親

を利用し、祭りや名所、地域資源など、豊川市

の魅力を収めたプロモーション動画の配信を行

います。 セントレアＳＯＲＡビジョン（４階イベントプラザ）

担当課： 秘書課 TEL： 0533-89-2121

【1,458千円】

　来訪者等の増加を図るため、中部国際空港の

大型モニター（セントレアＳＯＲＡビジョン）

せ、情報発信力の強化を図ります。

◆大型モニターで豊川市の魅力を発信

ニューアルを実施し、操作性や利便性を向上さ

シティセールス推進事業
スマートフォン版

トップページ（イメージ）

◆スマートフォン版ホームページを再構築 □アイコンの配置を、より

【1,102千円】 　見やすく！使いやすく！

　スマートフォン版ホームページへのアクセス

件数の増加に対応するため、トップページのリ 　しみのあるページに！
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事業費 5,193 千円

　　　　　午前９時～午後５時

担当課： 行政課 TEL： 0533-89-2123

　期日前投票所増設等の見直しを実施します。

【増設する期日前投票所】

　・施設：一宮、音羽、御津、小坂井の各生涯

　　　　　学習会館（４か所）

　・日時：選挙期日前の３日間

　・時期：平成３１年２月執行予定の愛知県知

　　　　　事選挙から実施

期日前投票所増設等整備事業

◆投票環境の整備や投票率の向上を図るため、

一宮生涯学習会館 音羽生涯学習会館 御津生涯学習会館 小坂井生涯学習会館

期日前投票所位置図
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事業費 49,058 千円

担当課： 財産管理課 TEL： 0533-89-2108

  　平成３１年度：建設工事

  　平成３２年度：建設工事

  【整備計画】

  　平成３０年度：実施設計

　平成３０年度は、地元住民の意向や対話を踏

まえて作成した小坂井地域交流会館（仮称）の

基本設計をもとに、実施設計を行います。

童館、図書館の設備や建物の老朽化等に伴い、

施設の多機能化・複合化を推進するため、新た

な施設を再編整備します。

小坂井地区公共施設再編整備事業 ＜平成３０年度の主な取組み＞

小坂井地域交流会館（仮称）実施設計委託

地元住民ワークショップ、住民説明会等の実施

　小坂井地区における庁舎、生涯学習会館、児

地元住民ワークショップの様子 住民説明会の様子

【小坂井地域交流会館（仮称）施設概要（予定）】

・延床面積：約２，８００㎡

・主な機能：支所機能、生涯学習会館機能、児童館機能、図書館機能
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事業費 56,774 千円

担当課： 財産管理課 TEL： 0533-89-2108

　平成３０年度は、平成２９年度に引き続き、

八幡駅周辺の交通や住環境への影響など、必要

となる対策等を検討します。

・市民病院や名鉄八幡駅という立地条件を活か

し、複合的な地域拠点として中心拠点を補完す

る地区と位置付けます。

・この地区に含まれる企業（スズキ・日立製作

所）撤退後の工業団地の跡地に、「戦略的にぎ

わい交流エリア」を形成します。

八幡駅周辺まちづくり推進事業 ＜平成３０年度の取組み＞

八幡駅周辺地区整備検討委託

◆まちづくりの方針

住民説明会の様子必要となる対策の検討

八幡駅周辺

日立製作所豊川事業所→

【公共施設、駐車場等約7.5ha】

スズキ豊川工場→

【イオンモール進出予定地約13.8ha】

市民病院

香月堂

白鳥工場
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事業費 123,444 千円

地区市民館施設整備事業

◆平尾地区市民館を整備します。

【19,628千円】

　豊川市地区市民館適正配置方針に基づき、老

朽化した平尾地区市民館の建て替えを行います。

図るとともに、床面等のドライ化や節水型トイ

　平成３０年度は、実施設計等を行います。

◆トイレを改修します。

【103,417千円】

　地区市民館６館において、男女別化や段差の

解消を行い、利便性の向上とバリアフリー化を

レの設置により、ランニングコストの軽減を図

ります。

担当課： 市民協働国際課 TEL： 0533-89-2165

平成２８年度に改修した

トイレの様子

現在の平尾地区市民館
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事業費 887 千円

自転車安全利用啓発事業

◆「豊川市自転車の安全な利用の促進に関する

　条例」の施行にあわせて、啓発活動や講座を

　実施します。

　・交通安全講演会を開催

　・条例を普及するための積極的な啓発活動

　・体験実技型の教室を開催

担当課： 人権交通防犯課 TEL： 0533-89-2149

駐輪場で条例の普及啓発 中学生自転車教室

安全なまちづくり推進大会

【自転車の安全な利用の促進に関する条例】

（施行期日）平成３０年４月１日

（主な内容）・保護者は児童等にヘルメットを着

用させるよう努めること

・自転車損害保険等への加入に努め

ること

・自転車の定期的な点検整備に努め

ること
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事業費 29,925 千円

事業費 40,230 千円

　芸術性の高い美術展や、郷土を見直す歴史展

桜ヶ丘ミュージアム展示事業

など７事業を実施します。
蜷川実花展（参考）

　人気写真家の蜷川実花や、豊川と縁の深い大

岡越前守忠相の企画展を開催します。 　　　　大岡越前守忠相愛用の
　　　　碁盤・双六盤

文化ホール公演事業

　質の高い舞台芸術にふれる機会として、２２

公演を実施します。　

　市制施行７５周年にあわせた世界的に有名な

「プラハ交響楽団」の招致など、様々なジャン 　　　　  プラハ交響楽団

ルから厳選しました。
　▲指揮者：ピエタリ･インキネン　　▲ソリスト：樫本大進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヴァイオリン）

担当課： 文化振興課 TEL： 0533-84-8411

© Daisuke Akita
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事業費 3,131 千円

事業費 8,744 千円

　医療・介護に関する知識について学び、体験

地域包括ケア情報展事業

【認知症初期集中支援チーム】

することができる情報展を開催します。

　地域包括ケアに関する市民の理解を深めると

ともに、医療・介護従事者の人材確保につなげ

ます。 　　　　　

認知症総合支援事業

　認知症の人やその家族が地域で自立した生活

を送ることができるよう支援します。

　新たに、医療や介護の専門職からなる認知症

初期集中支援チームを設置し、早期に医療や介

護につなげます。 　医療・介護の専門職　　　認知症サポート医

担当課： 介護高齢課 TEL： 0533-89-2173
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事業費 357,904 千円

担当課： 子育て支援課 TEL： 0533-89-2133

放課後児童健全育成事業 ◆整備工事実施設計を行います。

　一宮西部小学校区の受入れを拡大するため、

児童クラブ室建設に向けて、整備工事実施設計

◆児童クラブの受入れ児童数を拡大します。 を行います。

　中部小学校区児童クラブを始め、４か所増設

する予定です。今後も受入れ児童数の拡大を図

ります。

【増設予定クラブ】

中部第３児童クラブ
・場 所：豊川市中部町１丁目１番地の９

（中部小学校隣地）

国府第３児童クラブ
・場 所：豊川市国府町下河原６１番地の２

（西部地域福祉センター内）

ほか、入所希望の多い小学校区のクラブを２か所
増設予定です。
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事業費 343,746 千円

事業費 90,490 千円

【平成３２年度】旧園舎解体、駐車場整備工事

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

【平成３０年度】実施設計、用地取得等

【平成３１年度】新園舎建設工事

【平成３２年度】開園

大木・一宮西部保育園統合事業

◆新たな園舎を建設します。

　・社会福祉法人豊川市保育協会　中部保育園

　・社会福祉法人久昌会　ひかり保育園

【実施園】

民間保育所建設費補助事業

◆民間保育所の建設費用を補助します。

中部保育園パース図

ひかり保育園

分園建設予定地

大木・一宮西部統合保育園用地取得予定地
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事業費 263,972 千円

事業費 195 千円

ワンコインがん検診・健康診査事業

◆５５歳と６５歳を新たに歯周病健康診査対象

　へ拡充します。

◆集団健診ＷＥＢ予約サービスを開始します。

　集団健診の予約を執務時間外にも受け付け、

提携する産科機関で受けた心身のケアや育児サ

受診者数の増加や市民の健康増進につなげます。

産後ケア事業

◆産後ケア事業を始めます。

　出産直後の支援が必要な母子に対して、市が

ポートに要する費用の一部を負担することで、

安定した子育てを支援します。

担当課： 保健センター TEL： 0533-89-0610

【内容】
予約受付システムをホームページ上に掲載し、

インターネットからの予約も受け付けます。

【内容】

①ママのケア

心身の疲労回復・乳房ケア

栄養指導等の健康管理
②育児のサポート
育児相談
あやし方・沐浴・泣きへの対応等
赤ちゃんのケア
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事業費 612,537 千円

事業費 451,883 千円

担当課： 清掃事業課 TEL： 0533-89-2166

下水道接続工事等を実施します。

ンプ等の改良更新を行います。

し尿処理施設管理運営事業
豊川市処理場（アクアクリーン佐奈川）

　処理方式について、より効率的な運営を図る

ため、公共下水道への希釈放流に変更する公共

から平成３１年度までの５か年計画で基幹的設

備改良工事を進めています。平成３０年度は４

年目にあたり、主に燃焼設備や給排水設備のポ

清掃工場Ｂ棟基幹的設備改良事業

　清掃工場の延命化を図るため、平成２７年度

清掃工場Ａ棟

（平成4年竣工）
※平成27、28年度改良済

総事業費：３，０７７，９４８千円

清掃工場Ｂ棟

（平成15年竣工）
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事業費 62,890 千円

産地パワーアップ補助事業

　農産物の収益力強化に計画的に取り組む産地

の農業者等に対し、計画の実現に必要な施設の

整備や農業機械のリース導入等に係る経費を支

援します。

担当課： 農務課 TEL： 0533-89-2138

＜農業機械リース事業＞

＜施設整備事業＞

【実施予定事業】

・施設野菜（大葉、トマト）

施設整備事業 ４件

・施設花き（スプレーマム）

施設整備事業 １件

農業機械リース事業 １件

全自動結束機付重量選別機

低コスト耐候性ハウス整備
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【1,000千円】（観光協会補助）

事業費 5,260 千円

「きて みて 感じて いいね！ とよかわ」を合言葉に、

担当課： 商工観光課 TEL： 0533-89-2140

観光振興推進事業

　「きて　みて　感じて　いいね！ とよかわ」

を合言葉に、市民、観光関係団体、観光事業者

等と連携して、観光振興によるにぎわいのある

まちづくりを推進します。

【1,600千円】（観光協会補助） 【2,660千円】（うち観光協会補助 1,500千円）

◆都市圏プロモーション事業

◆愛知デスティネーションキャンペーン事業

【1,000千円】（観光協会補助）

◆インバウンド対策事業

市内１９か所の観光案内看板を利用して観光協会ホー

ムページ外国語サイトへのアクセス環境を整備し、海外

からの誘客を促進します。

・アクセスＱＲコードの作

成とアクセスカウントの

整備

・観光案内看板の情報更新

・外国語対応の祭り動画の

作成

おもてなしの様子

平成３０年１０月か

ら１２月のキャンペー

ン本番に向け、新たな

誘客企画の造成や商談

会、キャンペーンによ

る本市の観光ＰＲを展

開します。

都市圏からの誘客と、

とよかわブランドの売

り込みを行うため、豊

川稲荷赤坂別院や東京、

名古屋、浜松などでイ

ベントキャンペーンを

実施します。

東京駅キャンペーンの様子

アクセス環境の整備

（観光案内看板）
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事業費 7,275 千円

担当課： 建築課 TEL： 0533-89-2144

体工事に要する費用の一部を補助します。

　します。 り組む活動に対し、その活動に要する費用の一

　良好な生活環境の確保や、土地の有効活用の 部を補助します。

促進等を図るため、市内の老朽化した空家の解

空家等対策推進事業 ◆地域において空家等対策に関する活動を行う

　団体に対する補助金を交付します。

　町内会や自治会、地域のまちづくり組織など

◆老朽空家等の解体費用に対する補助金を交付 が空家等の発生抑制や適正管理、有効活用に取

○倒壊危険空家解体費補助金 【１，５００千円】

倒壊または、建築材等の飛散のおそれがあると判定

された空家の解体費用に対する補助金

〔交付限度額３００千円／件〕

○老朽空家解体費補助金 【３，０００千円】

昭和５６年５月３１日以前に着工され、老朽化の度合

いや利活用度が低いことなどの条件を満たす空家の解

体費用に対する補助金 〔交付限度額２００千円／件〕

○地域空家等対策モデル事業費補助金 【９０千円】

活動内容の例

・ 実態調査活動（空家等の把握などに関すること）

・ 発生抑制活動（空家等の発生を抑制するための

周知活動などに関すること）

〔交付限度額３０千円／件〕
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事業費 4,250 千円

担当課： 都市計画課 TEL： 0533-89-2169

【1,850千円】 改修費を補助します。

　地域住民が主体となり策定した「牛久保安心・

安全な防災まちづくり計画」を踏まえ、狭あい

な道路の改善や交差点の改良に向けたまちづく

りのルールを定めます。

密集市街地整備事業 ◆ブロック塀撤去費等補助金

【2,400千円】

　地震発生時の通行者の安全や緊急車両の通行

◆地区計画策定委託（牛久保地区） の確保のため、道路に面したブロック塀の撤去・

<牛久保地区内の状況>

フェンス

牛久保安心・安全な防災まちづくり計画

<計画策定に向けたワークショップ>

生 垣

牛久保地区内の道路に面した高

さ１メートル以上のブロック塀の

撤去又は改修事業が対象です。

改修事業は、フェンス・生垣等

への改修が対象となります。
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事業費 11,353 千円

事業費 27 千円

　平成３０年度は事業の周知を行います。

担当課： 都市計画課 TEL： 0533-89-2147

業者に対して補助金を交付します。

拠点地区都市機能立地促進事業

　市が指定する区域内に、病院等の都市機能施

設を新設し、自らが運営して事業を行う民間事

から転入した方に対して補助金を交付します。

　また、補助対象者が中学生以下の子を持つ世

帯の場合は奨励金を交付します。

拠点地区定住促進事業

　市が指定する区域内に、家屋を取得して市外

都市機能誘導区域

【新設】

補助金で支援

【市外から都市機能誘導区域 へ転入】
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事業費 65,125 千円

２部を統合し、新第１分団の詰所を整備します。

所を統合し、新詰所を整備します。

担当課： 総務課 TEL： 0533-89-9576

　第７方面隊御津第３分団御馬・下佐脇の２詰

　第５方面隊一宮第１分団第１部・第２分団第

向上のため、新型に２か年で更新します。

消防団再編整備事業

活動服について、機能、デザイン性及び視認性

消防団員活動服更新事業

事業費　　　7,606　千円

　消防団員服制基準の改正に伴い、消防団員の

≪新詰所概要≫

・延べ面積 約８４㎡

・構 造 鉄骨造２階

・工 期 平成３１年３月竣工（予定）

※新詰所には、女性消防団員

の入団に備え、女性用トイレ

のスペースを確保しています。

新型活動服

【整備計画】
平成３０年度 第５方面隊一宮第１分団・第７方面隊御津第３分団整備工事

平成３１年度 第５方面隊一宮第２分団整備工事

平成３２年度 第５方面隊一宮第３分団整備工事
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事業費 69,193 千円

担当課： 防災対策課 TEL： 0533-89-2194

整備します。

　平成３０年度、平成３１年度の２か年事業と

して行います。

イメージ図及び平面図は、防災センター建設基本計画より抜粋

防災センター整備事業

　災害対策本部機能や、災害発生時に活動する

各機関の拠点機能を備えるとともに、市民への

研修及び訓練を行う施設として防災センターを

【防災センター概要】

建設場所：豊川市役所 敷地内 本庁舎南東側

延床面積：約１，１００㎡

構造形式：免震構造

構造種別：鉄筋コンクリート造

総事業費：約７４２，０００千円

工 期：平成３１年１０月竣工（予定）

平面図

イメージ図
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事業費 955,152 千円

事業費 292,180 千円

ます。併せて学校全体のトイレ洋式化と、普通教室

への空調設備の設置を行います。

担当課： 庶務課 TEL： 0533-88-8032

老朽化が進んでいるため、大規模改修工事を実施し

置を行います。

小坂井東小学校校舎改修事業

　小坂井東小学校の南校舎及び中校舎は、それぞれ

昭和５０年度、昭和５１年度に建設された校舎で、

図るため、平成３１年度末までに市内の全小中学校

の普通教室に空調設備を設置します。

　平成３０年度は、小学校１２校の普通教室への設

小中学校普通教室空調設備設置事業

　子どもたちの健康面への配慮と学習環境の向上を

参考 空調設備の設置例

【小坂井東小学校の工事概要】※平成３０～３１年度の２か年

大規模改修工事 教室やトイレの改修、空調設備設置

老朽化した各設備の更新

北校舎などの解体撤去 他

工期：平成３０年７月～平成３２年３月（予定）
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事業費 12,139 千円

担当課： 生涯学習課 TEL： 0533-88-8035

や市内の小学校児童に向けた学習利用などを通

じて、豊川海軍工廠での出来事を後世に伝える

拠点として活用します。

◆豊川海軍工廠の歴史や平和の尊さを語り継ぐ

場となる公園の開園記念事業を実施します。

◆開園後は、語り継ぎボランティアによる活動

豊川海軍工廠平和公園管理運営事業

◆豊川海軍工廠平和公園の供用を開始します。

公園供用開始に向けた

ボランティア養成講座

整備が進む平和交流館

整備が進む残存遺構

（旧第三信管置場）【開園式の概要（予定）】

日時：平成３０年 ６月 ９日（土）

場所：豊川海軍工廠平和公園

内容：市内小学校児童による合唱、女子動員学徒

の日記の朗読、テープカット 他

【開園記念シンポジウムの概要（予定）】

日時：平成３０年 ６月２４日（日）

場所：豊川市文化会館

内容：有識者による講演、シンポジウム 他
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事業費 2,900 千円

担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

なゲストランナーを招聘します。

　平成３０年度は、恒例となった豊川リレーマ

ラソンにおけるゲストランナーの招聘に加え、

トヨカワシティマラソン大会においても、著名

　トヨカワシティマラソン大会、豊川リレーマ

ラソンを始め、賑わいと活気に満ちたスポーツ

イベントの開催を支援します。

スポーツイベント開催支援事業

◆スポーツイベントの開催を支援します。

「豊川リレーマラソン２０１７」の様子

「２０１７トヨカワシティマラソン大会」の様子

【事業概要】

シティマラソン大会負担金 1,900千円

リレーマラソン負担金 1,000千円
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事業費 1,650,781 千円

を行います。

担当課： 下水整備課 TEL： 0533-93-3115

巡視点検と改築更新工事を行います。

・総合地震対策計画に基づき、施設の耐震工事

よる浸水被害対策を図ります。

・ストックマネジメント計画に基づき、施設の

事業については、新たに開始する第１０次拡張

計画を含めた区域の整備を推進します。

・雨水浸透施設を整備することで、集中豪雨に

公共下水道事業

・公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道

いなりんデザインマンホール

下水道の整備の様子

下水道管の更生のイメージ
【参考：事業費の内訳】

・国庫補助公共下水道整備事業：５６８，１３１千円

・単独公共下水道整備事業：７７３，８６７千円

・特定環境保全公共下水道整備事業：１２８，２８３千円

・水環境整備下水道事業：３２，５００千円

・下水道ストックマネジメント事業：１２１，０００千円

・下水道総合地震対策事業：２７，０００千円
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事業費 427,374 千円

担当課： 経営企画室 TEL： 0533-86-1111

発の診断に威力を発揮します。

　市民病院では、今後も様々な医療機器を計画

的に更新・導入していきます。

査で行うことができる「ＰＥＴ－ＣＴ」と言わ

れる先進的な医療機器を導入します。

　この機器は、特に「がん」の発見や転移、再

　「がん」や「炎症の病巣」を薬剤を用いて特

殊なカメラで分析を行う「ＰＥＴ検査」と臓器

の形状などを撮影する「ＣＴ検査」を一度の検

医療機器購入事業

◆先進的医療機器を導入します。

上記の写真は「イメージ」です。

機種の選定は今後、行っていきます。
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