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平成３１年度豊川市一般会計予算額    ６ ２ ２ 億 ９，０ ０ ０ 万 円 



１　 小坂井地域交流会館（仮称）整備事業 Ｐ　１ 17　愛知御津駅周辺まちづくり整備事業 Ｐ１３

２　 自転車安全利用促進事業 Ｐ　２ 18　御津為当線整備事業 Ｐ１３

３　 桜ヶ丘ミュージアム展示事業 Ｐ　３ 19　赤塚山公園整備事業 Ｐ１４

４　 文化ホール公演事業 Ｐ　３ 20　スポーツ公園管理運営事業 Ｐ１５

５　 障害者就労相談支援事業 Ｐ　４ 21　消防団再編整備事業 Ｐ１６

６　 放課後児童健全育成事業 Ｐ　５ 22　消防団車両整備事業 Ｐ１６

７　 民間保育所建設費補助事業 Ｐ　６ 23　御津２区避難誘導装置設置事業 Ｐ１７

８　 保育環境対策事業 Ｐ　７ 24　三河臨海緑地避難用高台整備事業 Ｐ１７

９　 大木・一宮西部保育園統合事業 Ｐ　８ 25　防災センター整備事業 Ｐ１８

10　ワンコインがん検診・健康診査事業 Ｐ　９ 26　防災センター整備事業（啓発展示等） Ｐ１９

11　首都圏人材確保支援事業 Ｐ１０ 27　学校ＩＣＴ環境推進事業 Ｐ２０

12　キャッシュレス推進事業 Ｐ１０ 28　ＩＣＴ教育支援員配置事業 Ｐ２０

13　プレミアム付商品券発行事業 Ｐ１０ 29　大橋屋管理運営事業 Ｐ２１

14　食の安全安心システム推進事業 Ｐ１１ 30　陸上競技場夜間照明塔設置事業 Ｐ２２

15　豊川産農産物普及推進事業 Ｐ１１ 31　プラネタリウム機器更新事業 Ｐ２３

16　スポーツ合宿支援事業 Ｐ１２

 「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２．４％増　６２２億９千万円　過去最大



事業費 457,700 千円

　平成３３年度：開館

担当課： 財産管理課 TEL： 0533-89-2108

　平成３１年度から２か年で整備工事を行いま

す。この施設は、地元住民の意向等を反映した

設計となっています。

【施設概要】

　・延床面積 ：２，８２０㎡

　・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

【整備計画】

　平成３１年度：整備工事

　平成３２年度：整備工事

童館、図書館の建物や設備の老朽化等に伴い、

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。

小坂井地域交流会館（仮称）整備事業 ＜平成３１年度の主な取組＞

　・整備工事

　・開館に向けた啓発活動等

　小坂井地区における庁舎、生涯学習会館、児

１階 イメージ ２階 イメージ
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事業費 4,763 千円

担当課： 人権交通防犯課 TEL： 0533-89-2149

　します。

　豊川駅西口にあふれる自転車を収容するため、

「豊川市自転車の安全な利用の促進に関する条

例」の施行にあわせた自転車安全利用促進事業

のひとつとして、新たな自転車駐車場の整備に

向けた実施設計を行います。

自転車安全利用促進事業

◆豊川駅西口第２自転車駐車場（仮称）を整備

スライドラック自転車駐車場（参考）

フットレバー式

スライドラック

無人のゲートシステム

軽く踏むと左右の間隔が広が

り、平置きと比較して１．５

倍の自転車を収納できます

豊川駅西口自転車駐車場内 歩道に置かれた自転車
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事業費 23,537 千円

事業費 21,175 千円

向け７事業を、地域性やホールの特性を生かし

て開催します。

担当課： 文化振興課 TEL： 0533-84-8411

　良質な舞台公演を体験する機会として、音楽

７事業、演劇３事業、伝統芸能３事業及び親子

や文化財を鑑賞できる機会として、美術企画展

６事業、歴史企画展３事業、合計９事業の展覧

会を開催します。

　　　　　　三河ではじめての中学校

　　　　　　宝飯中学校展

文化ホール公演事業

　黒田清輝作「湖畔」など、質の高い美術作品 　　　　　　　　　　　  　　　　　　黒田清輝作「湖畔」

桜ヶ丘ミュージアム展示事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島田卓二、黒田清輝とその周辺展

清水ミチコ ＴＡＬＫ＆ＬＩＶＥ /豊川市文化会館・大ホール
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事業費 11,500 千円

担当課： 福祉課 TEL： 0533-89-2159

　就労相談支援事業として、相談支援事業所に

平成３１年度から就労支援専門員を１名増員す

ることで、支援体制の充実を図ります。

委託し、障害者の相談支援や企業等への訪問に

よる必要な情報収集など、対外的な支援を行っ

等の支援をより専門的に行えるようにするため、

ています。

　障害のある方の就労に関する相談、情報提供

障害者就労相談支援事業

◆就労支援専門員を１名から２名に増員します。

【障害者就労相談支援事業でできること】

○ 働くことの相談
・就職したいけれど、どうすればいいのかわからない
・収入を得て自立したい
・自分にあった仕事や働き方がわからない

○ 仕事を探すお手伝い
・ハローワーク等で一緒に仕事を探します
・企業の見学や面接に同行します

○ 就労に関する定期相談会の開催（予約制）
・日 時：毎月第２木曜日

10時～12時、13時～15時
・会 場：豊川市社会福祉会館（ウィズ豊川）
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事業費 472,343 千円

担当課： 子育て支援課 TEL： 0533-89-2133

　場　　所：小坂井東小学校敷地内

　開所時期：平成３３年度（予定）

放課後児童健全育成事業 ◆児童クラブ室整備工事を行います。

　一宮西部小学校区の受入れを拡大するため、

整備工事を行います。

　開所時期：平成３２年度（予定）

　場　　所：一宮西部小学校敷地内

◆児童クラブの受入れ児童数を拡大します。

　入所希望の多い小学校区のクラブを増設し、

受入れ児童数の拡大を図ります。 ◆児童クラブ室整備工事実施設計を行います。

　小坂井東小学校区の児童クラブ室の整備に向

けて、実施設計を行います。

平成２９年度に整備した中部第２・第３児童クラブ室
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事業費 487,710 千円

　・社会福祉法人桜福祉会　さくら保育園

　　開園時期：平成３３年度（予定）

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

　　開園時期：平成３２年度（予定）

【新設】

　・社会福祉法人昇人会　さつき保育園（仮称） 【中部保育園】

　　開園時期：平成３２年度（予定）

　・社会福祉法人豊川市保育協会　中部保育園

【改築等】

　３歳未満児を始めとした児童の受入れ体制の

拡充及び保育環境の向上を図るため、民間保育

所の新設や改築等に要する経費を支援します。

民間保育所建設費補助事業 【さつき保育園（仮称）】

◆民間保育所の整備費用を補助します。
整備予定地

国府駅

筋違橋

亀ヶ坪

三河国分尼寺跡史跡公園

竹下
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事業費 38,326 千円

【平成３２年度】

　・空調設備設置

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

　　　保育室１室へ設置　　　　　　　

一部の支援を受けて実施します。　

【平成３１年度】

　・電源設備修繕

　・空調設備設置

　　※設置率５０％未満の保育園（１３園）の

保育環境の向上を図ります。

　また、本事業については、ふるさと納税を活

用したクラウドファンディングを通じて費用の

　３歳以上児の保育室への設置率が低く、夏季

における園児の体調不良が危惧されるため、未

設置の保育室等に空調設備を設置することで、

保育環境対策事業

◆エアコン設置率２３％の保育環境を改善
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事業費 540,205 千円

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

　　　　　　　　駐車場整備工事

　　　　　　　　旧大木保育園園舎解体撤去工事

　老朽化した大木保育園と一宮西部保育園を統

合し、新たな園舎を整備することにより、３歳

未満児を始めとした児童の受入れ体制を拡充す

るとともに、保育環境の向上を図ります。

【平成３１年度】整備工事

【平成３２年度】開園

大木・一宮西部保育園統合事業

◆新たな園舎を整備します。

新園舎イメージ

【新園舎概要】

・延 床 面 積 約１，３００㎡
（乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、

調理室、事務室 等）
・構造、階数 鉄骨造平屋建
・総 事 業 費 約６８３，３１０千円
・工 期 平成３２年３月竣工（予定）
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事業費 273,158 千円

担当課： 保健センター TEL： 0533-89-0610

　・胃Ｘ線検査（バリウム）

　・胃内視鏡検査（胃カメラ）

　※どちらかひとつを選択

【平成３１年度】

　胃がん検診の検査方法に胃内視鏡検査を追加

し、受診者が検査方法を選択できるようにしま

す。

　・胃Ｘ線検査（バリウム）

胃がん検診の検査方法

【平成３０年度】

ワンコインがん検診・健康診査事業

◆胃がん検診に胃内視鏡検査を追加

年齢

50 昭和44年4月2日～昭和45年4月1日

52 昭和42年4月2日～昭和43年4月1日

54 昭和40年4月2日～昭和41年4月1日

56 昭和38年4月2日～昭和39年4月1日

58 昭和36年4月2日～昭和37年4月1日

60 昭和34年4月2日～昭和35年4月1日

62 昭和32年4月2日～昭和33年4月1日

64 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日

66 昭和28年4月2日～昭和29年4月1日

68 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日

70 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日

対象生年月日

※ 内視鏡検査を受けた方は、 翌年度は胃がん検診（内視鏡検査・
● Ｘ線検査）は受けられません。

　平成31年度に50歳以上の偶数年齢になる方（2年に1回）

【対象者】

以下、同様に偶数年齢になる方

【負担金】500円（ワンコイン）※減免制度あり

【検診場所】市内の指定医療機関
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事業費 5,000 千円 869,437 千円

事業費 232 千円

担当課： 商工観光課 TEL：
商工観光課
福祉課
子育て支援課

0533-89-2140
0533-89-2319
0533-89-2133

0533-89-2140 担当課： TEL：

中小企業等を対象としたセミナーを開催します。

増税対策における国の支援措置を周知するため、

　対象者：住民税非課税者（扶養親族等除外要件有）

キャッシュレス推進事業 　　　　　３歳未満の子が属する世帯の世帯主

　販売額：２万５千円分の商品券を２万円で販売

　キャッシュレス事業の推進を通じて、中小企

業等の生産性向上を推進するとともに、消費税

ングサイトに登録した中小企業等に就職した場 帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地

合に支援金を交付します。 域における消費喚起を図ることを目的として、

プレミアム付商品券を販売します。

首都圏人材確保支援事業 プレミアム付商品券発行事業

事業費

　東京圏から豊川市に移住し、愛知県のマッチ 　消費税増税対策として、低所得者・子育て世

商 品 券
プレミアム付

市内の登録店舗

で利用できます。

移住＆就職
東京圏 豊川市
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事業費 1,182 千円

事業費 907 千円

携することで、認知度向上に向けた取組を展開

します。

担当課： 農務課 TEL： 0533-89-2138

とともに、市内で行われているイベント等と連

を図ります。

豊川産農産物普及推進事業

◆豊川産農産物の認知度向上

　豊川産農産物のＰＲ活動を県内外で実施する

　こだわり農産物を取り扱う市内飲食店を認定

し、現在のこだわり農産物販売店とあわせて広

く周知することで、こだわり農産物の普及促進

食の安全安心システム推進事業

◆｢こだわり農産物｣の普及促進

首都圏への出展

市内のイベントへの出展

こだわり農産物とは・・・
化学肥料及び農薬を愛知県の慣行レベルより

３割以上低減して栽培され、審査委員会で認定

を受けた豊川産の農産物です。

【ＰＲ活動の内容】

認証マーク

消
費
者

こ
だ
わ
り

農
産
物
取

扱
飲
食
店

こ
だ
わ
り
農
産
物

生
産
農
家

消費・流通

促進
需要拡大

こだわり農産物の普及促進イメージ

【こだわり農産物の普及促進】

こ
だ
わ
り

農
産
物
販

売
店

周知

認定
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事業費 6,000 千円

　

商工観光課 TEL： 0533-89-2140
担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

う団体、旅行会社への営業活動等を行うことで、

スポーツ合宿の誘致を推進します。

助成します。

　図ります。

　商談会を活用したプロモーション、合宿を行

◆スポーツ合宿の誘致による交流人口の増加を

要件を満たす団体に対して、宿泊費用の一部を

スポーツ合宿支援事業

◆市内でスポーツ合宿を行う団体を支援します。

　スポーツ合宿を行おうとする市外の団体向け

ホームページの開設や合宿プランの紹介など、

各種受入れ環境の構築を行うとともに、一定の

主な体育施設

商談会の様子
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事業費 27,038 千円

事業費 25,178 千円

愛知御津駅周辺まちづくり整備事業

　立地適正化計画における拠点駅であるＪＲ愛

知御津駅の南北自由通路及び駅前広場の検討・

整備を行います。

　平成３１年度は、南北駅前広場の基本設計な

路改良工事を実施します。

どを行います。

御津為当線整備事業

　立地適正化計画における拠点駅であるＪＲ愛

知御津駅への交通の利便性向上を図るため、道

　平成３１年度は、道路詳細設計と用地取得な

どを行います。

担当課： 都市計画課 TEL： 0533-89-2147

ＪＲ愛知御津駅周辺の都市計画の状況

現在のＪＲ愛知御津駅前の状況

御津為当線

駅前広場

松本入浜線

駅前広場
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事業費 36,050 千円

赤塚山公園整備事業

◆再生基本計画・基本設計を策定します。

　平成５年の供用開始以来、２５年経過した園

内は、様々な箇所で老朽化が進行しています。

　平成３１年度は、来園者の安全で快適な利用

環境と、公園の魅力をさらに向上させるため、

再整備の検討や計画の策定を実施します。

◆民間活力導入の可能性を調査します。

　開園３０周年に向けて、民間の知恵や活力を

できる限り活用しながら、まちの賑わいや地域

活性化を図ります。

　平成３１年度は、事業手法の検討や民間事業

者の参入意向などの調査を実施します。

担当課： 公園緑地課 TEL： 0533-89-2176

赤塚山公園エリア図

中池エリア（水の広場）の現況
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事業費 16,321 千円

ボール場・多目的広場が完成します。

　完成後は、市民がスポーツを楽しむとともに、交流や親睦を深める場として活用します。

　します。

　平成２４年度に供用を開始した野球場の北側

に、拡張整備を進めてきたサッカー場・ソフト

スポーツ公園管理運営事業

◆スポーツ公園（第２期エリア）の供用を開始

交流や親睦を深める場として活用します。

担当課： 公園緑地課 TEL： 0533-89-2176

整備が進む第２期エリア

【スポーツ公園（第２期エリア）の概要】

・公園面積：第２期エリア３．２ｈａ

（サッカー場 ：１面）

（ソフトボール場：１面）

（多目的広場 ：１面）

・供用開始：平成３１年１０月（予定）

第２期エリア整備箇所

サッカー場

ソフトボール場

多目的広場
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事業費 46,426 千円

事業費 30,848 千円

【整備計画】
・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分団整備工事消防団車両整備事業

消防団再編整備事業

　第５方面隊再編に伴い、一宮第２分団の詰所

を整備し、一宮第３分団の詰所の実施設計を行

います。

の強化を図ります。

　再編により人材を集約させることで、消防力

　牛久保分団と千両分団の消防団車両を更新し

ます。

　今後も計画的な更新整備を進め、消防団の一

層の充実強化を図ります。

担当課： 総務課 TEL： 0533-89-9576

【消防ポンプ自動車】 牛久保分団更新車両

【小型動力ポンプ付積載車】 千両分団更新車両

≪新詰所概要≫

・延床面積 約９８㎡

・構 造 鉄骨造２階建

※ 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。
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事業費 10,050 千円

事業費 60,000 千円

御津２区避難誘導装置設置事業

　津波発生時における臨海地区企業の従業員な

どの迅速な避難を促し、安全を確保するため、

御津２区（御津町佐脇浜）の避難用高台に、地

元企業が製造する避難誘導装置「のろしグナル」

脇浜）に避難用高台及び高台への避難路を整備

を全国で初めて設置します。

三河臨海緑地避難用高台整備事業

　津波発生時における臨海地区企業の従業員な

どの安全を確保するため、御津２区（御津町佐

します。

担当課： 防災対策課 TEL： 0533-89-2194

のろしグナル設置イメージ

避難用高台（現況＆工事箇所）

発煙と発光で避難を呼びかけ！

・標高１６．５ｍ

・約２，０００人収容可能
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事業費 818,094 千円

　平成３０年度からの２か年事業として実施し、

整備します。

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

平成３１年度は整備工事のほか、無線機器の移

設や災害時オペレーションシステム、防災啓発

のための展示物等の整備も行います。

イメージ図及び平面図は、防災センター整備工事実施設計より抜粋

担当課： 防災対策課 TEL： 0533-89-2194

イメージ図

平面図

１階 平面図 ２階 平面図

【施設概要】

建設場所：豊川市役所 敷地内 本庁舎南東側

延床面積：１，２０５．６１㎡

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９４３，０００千円

工 期：平成３１年９月竣工（予定）
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防災センター整備事業（啓発展示等）

　県内初となるデジタル地図での情報集約が可

能なタンジブルシステムを含む災害時オペレー

ションシステムを導入し、災害対応方針の迅速

な決定や各機関との円滑な連携体制を構築しま

す。

　また、防災啓発や教育のために、プロジェク

ションやバーチャル・リアリティを活用した各

種展示なども行います。

担当課： 防災対策課 TEL： 0533-89-2194

災害時オペレーションシステム

災害対策本部イメージ タンジブルシステム

防災啓発のための展示 ※名古屋大学 減災連携

●研究センターが行って

●いる展示の例

パネルや教材による地

震の仕組み等の学習

バーチャル・リアリティ

による地震の揺れ体験

巨大地図へのプロジェク

ター投影による災害想定

等の確認

絵本やゲームを活用

したキッズコーナー

での防災啓発・教育
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事業費 5,342 千円 2,651 千円

・グループ学習で端末を活用して意見交換

担当課：  庶務課 TEL：

学校ＩＣＴ環境推進事業 ＩＣＴ教育支援員配置事業

事業費

　児童の情報活用能力の育成を図るため、各種 　教員のＩＣＴ活用指導力の向上や児童のＩＣ

教科のグループ学習に活用できる可動式コンピ Ｔ利活用を支援するため、ＩＣＴ教育支援員を

ュータを試験的に配備します。 配置します。

＜可動式コンピュータの活用例＞

　・グループ学習で意見交換

　・理科の授業で植物の成長を写真撮影して記録

　・体育の授業で身体の動きを動画撮影して比較 等

担当課： 学校教育課 TEL： 0533-88-80330533-88-8032

【平成３１年度配備計画】

・小規模の小学校１校

（児童用１０台、教員用１台）×１セット

・中規模の小学校１校

（児童用１０台、教員用１台）×２セット

【ＩＣＴ教育支援員の主な業務】

・市内小学校を巡回

・情報機器を活用した授業の支援

・可動式コンピュータの操作や活用の支援

・プログラミング教育についての教員研修の

実施 等
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事業費 4,189 千円

大橋屋管理運営事業

◆大橋屋（旧旅籠鯉屋）の供用を開始します。

　市指定文化財の大橋屋を保存整備工事によっ

て江戸時代の旅籠建物の姿に復原し、あわせて

隣接する脇本陣広場の整備を行いました。

　開館後は、建物の見学や赤坂宿ボランティア

ガイドの案内などにより、宿場の歴史にふれら

れる拠点施設として活用します。

担当課： 生涯学習課 TEL： 0533-88-8035

整備が進む大橋屋

大橋屋内部

【開館式の概要（予定）】

期日：平成３１年 ４月２４日（水）

場所：大橋屋

内容：市内小学校児童による和太鼓演奏、テープカット 他

【開館記念イベントの概要（予定）】

期日：平成３１年 ４月２７日（土）から

平成３１年 ５月 ６日（月）まで

場所：大橋屋及び赤坂宿内各名所

内容：赤坂宿スタンプラリー 他
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事業費 60,000 千円

陸上競技場夜間照明塔設置事業

◆陸上競技場に夜間照明塔を設置します。

　第３種公認施設として改修した陸上競技場の

有効活用を図るため、夜間照明を整備し、利用

環境を向上させます。

　夜間照明の整備により、日没後におよぶ大会

等の開催や夜間の一般利用が可能となります。

担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

「２０１８トヨカワシティマラソン大会」の様子

陸上競技場全景
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事業費 168,850 千円

プラネタリウム機器更新事業

　ジオスペース館は、平成１１年の開館以来２

０年を迎えるため、老朽化したプラネタリウム

機器を順次更新します。

　平成３１年度は、デジタル式プラネタリウム

機器を更新し、既設の光学式プラネタリウム機

器や音響・照明機器を統合して操作できる総合

コンソールをあわせて導入することにより、操

作性を向上させ、プラネタリウムの有効活用を

推進します。

担当課： 中央図書館 TEL： 0533-85-5536

ジオスペース館

更新する総合コンソール周辺豊川市図書館

オリジナル・キャラクター

「とびら＆しおり」
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