
【企画部　※組織機構改革により、企画政策課事務を秘書課・行政課へ移管】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

秘書課 広報とよかわ発行事業 広く市民に行政情報を伝えることを目的として、広報とよかわを発行する。 17,350 17,350 A

秘書課 （新）広報機能強化事業 Ｈ25～ 広報機能を高めるため、広報大使制度の運用などの各種取組を実施する。 299 230 B－2

人事課 （新）職員研修費 Ｈ25～
少数精鋭による行政運営を実施するため、平成２５年３月に策定した「新・豊川市人財育成基本方針」に基
づいて職員研修の充実化を図り、職員の人材育成（＝精鋭化）を推進する。

9,269 9,269 A

人事課
（新）接遇・人事評価・目
標管理研修

Ｈ15～
ホスピタリティ（おもてなしの心）溢れる確かな接遇を目指し、「おもてなＣｉｔｙ❤とよかわ」による接遇向上施
策を推進する。また、職員の業績や能力を適正に評価し、人材育成を効率的に進めるため、人事評価制
度・目標管理制度の適正な運営を行う。

1,492 1,492 A

人事課 臨時職員活用事業 Ｈ22～
定員適正化を図るため、時間外勤務の多い職場、要望どおりの人員を配置できなかった職場や休職・育
児休業者の代替職員として、臨時職員を任用する。

22,343 22,343 A

企画政策課
（新）定住・交流施策の推
進

Ｈ28～
「豊川市総合計画」及び「豊川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、各事業を進めるとともに、進捗
管理を行う。

529 528 B－1

秘書課
（旧企画政策課）

シティセールス推進事業 Ｈ24～
「豊川市シティセールス戦略プラン」に基づく具体的取組みを実施するとともに、実践的なシティセールス活
動を民間と協働しながら推進する。

773 743 B－2

行政課
（旧企画政策課）

行政経営改革の推進 Ｈ23～ 「豊川市行政経営改革プラン」に基づき、各取組みを進めるとともに評価を行う。 708 708 A

情報
システム課

（新）セキュリティ強靭化
対策事業

Ｈ27～ 150,406 0 C

情報
システム課

バックアップ機器購入費 Ｈ27～28
大規模災害等が発生した場合に備え、電算室内のサーバーに保存されているデータをバックアップする設
備を用意することで業務の継続を可能とする。平成２８年度は、遠隔地でのデータの保管を可能とするた
め、全データを定期的に外部媒体へバックアップすることが可能となる機器を購入する。

5,287 5,120 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【総務部　※組織機構改革により、管財契約課を契約検査課と財産管理課へ分割】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

行政課
（新）参議院議員通常選
挙

Ｈ28 任期満了に伴う参議院議員通常選挙（H２８．７．２５任期満了）を執行管理する。 57,100 57,092 B－1

財政課
市債借入の抑制・市債残
高の削減
【歳入】

Ｈ28～

市債残高削減のため、年間借入額を３５億円程度とすることにより、市債の発行額を抑制し将来負担を軽
減する。
【※H２７年度からH２８年度に繰り越した資源化施設整備事業等の市債を除くと「３，２３６，４００千円」と
なり、年間借入額は３５億円以内となる。】

  3,526,000
【歳入】

3,691,300
【歳入】

※

財政課
公共施設整備基金への
土地賃貸料、土地売却
代金等の積立

H27～
土地賃貸料や土地売却代金等を公共施設整備基金へ積み立てることにより、施設の老朽化対策の財源
として有効活用する。

143,376 143,376 A

財産管理課
（旧管財契約課）

ファシリティマネジメント
推進事業

Ｈ26～
公共施設再編まちづくり計画を踏まえ、さらなる地域の方との調整等を図るとともに、翌年度以降の基本
設計及び実施設計を見据えた整備基本計画を策定する。また、中長期保全計画に基づき、公共施設整
備の平準化や着実な予算化及び予算編成を図るための準備を行う。

47,310 45,159 B－2

財産管理課
（旧管財契約課）

（新）本庁舎屋上防水工
事

Ｈ28～29
市役所本庁舎の屋上防水について経年劣化が著しく、雨漏り等の状況の悪化により施設の腐食や電算
機器への影響も懸念されるため、改修工事に向けた劣化調査を委託する。

8,403 2,000 B－2

財産管理課
（旧管財契約課）

（新）本庁舎１階中央女
子トイレ改修工事

H28 来庁者に優しい環境を目指して本庁舎１階中央女子トイレの洋式改修工事を実施する。 3,024 2,870 B－1

財産管理課
（旧管財契約課）

非常用発電設備更新工
事

H27～29
市役所庁舎の非常用発電設備は老朽化が進んでおり、また、屋上に設置されていることから災害時の燃
料、冷却水の供給についても不安があるため、発電設備の移設更新のための実施設計業務を委託す
る。

2,000 2,000 A

市民税課
個人市県民税における
特別徴収の徹底

H27～28
平成２８年度に特別徴収未実施事業者の一斉指定を行う。指定事業者の増加に伴い特別徴収事務関係
書類を増刷するとともに、事務量増加に伴い臨時職員を１名雇用する。

3,170 2,423 B－2

収納課
（新）クレジットカード納付
事業

Ｈ28～33
納税者に対して、新たな納付方法（チャネル）として、クレジットカード納付できる環境を整えるため、シス
テム改修を実施する。

6,912 6,426 Ｂ－1

資産税課
固定資産評価替事務委
託

H27～29
３年ごとの固定資産評価替え（次回は平成３０年度）の準備として、評価の見直しや標準宅地鑑定評価な
どの業務委託を実施する。

96,577 98,662 Ｂ－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【健康福祉部　※組織機構改革により、健康福祉部を福祉部と子ども健康部に再編。子ども課を子育て支援課と保育課に分割】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

【福祉部】
福祉課

（新）早期療育支援補助
金

Ｈ28～ 3,852 0 E－4

【福祉部】
福祉課

（新）豊川市心身障害者
小規模授産施設「あすな
ろの家」空調設備等交換
工事

Ｈ28
老朽化した空調設備を更新する。また、利用者の障害の特性に対応するため、現更衣室を個別作業場に
変更し、そこに空調設備を新設する。併せて洗面所が天窓からの光だけでは暗いため、照明を新設する。

11,892 11,340 B－1

【福祉部】
福祉課

（新）児童発達支援施設
「ひまわり園」療育室フロ
アーマット購入費

Ｈ28
就学前の児童が主に利用する療育室の床が大変固く、転倒した場合、大怪我が危惧されているため、クッ
ション性のあるフロアーマットを部屋全体に敷き詰め、安全性を確保する。

1,080 1,080 A

【子ども健康部】

子育て支援課

（旧子ども課）

保健センター

（新）利用者支援事業（子
育て世代包括支援セン
ター事業）

Ｈ28～
子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、当事者目線
の寄り添い型の支援を実施するため、基本型として専任の職員を子育て支援センターに配置する。
妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、母子保健型として専任の職員を保健センターに配置する。

14,292 10,998 B－2

【子ども健康部】

保育課
（旧子ども課）

私立幼稚園助成事業 Ｈ6～
保護者の負担軽減を図ることにより私立幼稚園の振興に資するため、設置者が行う入園料及び保育料の
減免措置に対して補助金（就園奨励費補助）を交付する。また、私立幼稚園の経営に係る経費等に対して
補助金（運営費補助、施設整備費借入金利子補給補助）を交付する。

170,738 170,323 B－2

【子ども健康部】

保育課
（旧子ども課）

（新）特定地域型保育事
業運営費等補助金

Ｈ28～
平成２８年４月開設予定の市内の小規模保育事業に勤務する職員の資質向上等を図るため、事業者に対
して補助を実施する。

720 720 A

【福祉部】
介護高齢課

在宅医療連携拠点推進事業
地域包括ケアモデル事業

Ｈ25～
Ｈ26～

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、地域の医療・介護関係者による協議会で在宅医療と介護の
連携に資する地域課題を検討し、多職種協働を目的とした研修会の開催、情報共有のためのICTの活用、啓発活動
などを通じて、在宅医療・介護が連携した適切なサービスが利用できる面的な提供体制を整える。
地域の医療・介護関係者による協議会で地域包括ケアシステム構築に資する地域課題を検討し、介護予防の充実、
生活支援サービスの創設、住まい対策の検討など新たな施策の展開、啓発活動などを通じて、高齢者支援が地域に
おいて切れ目なく、かつ一体的に提供されるシステムの構築を行う。

11,657 11,657 A

【福祉部】
介護高齢課

包括的支援事業
（特別会計）

Ｈ18～
介護保険法に定められている高齢者の心身の健康保持や保健・医療・福祉の増進を包括的に支援するた
め、日常生活圏域として市内を4つの圏域に分け、各圏域に高齢者相談センター（地域包括支援センター）
を設置し、その運営を社会福祉協議会に委託し、各種事業を実施する。

191,928 187,999 B－1

【福祉部】
介護高齢課

二次予防事業
（特別会計）

Ｈ18～
介護保険制度の改正により、介護予防の推進と地域の通いの場づくりが求められるため、二次予防事業
の運動器機能向上教室の地域展開と開催数の充実等を図る。

24,676 24,654 B－1

【子ども健康部】

保健センター
（新）産前・産後ヘルパー
利用費補助事業

Ｈ28～
支援者のいない保護者が育児負担を軽減する為のヘルパーを利用しやすいように、費用の一部を補助す
る。

630 630 A

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【市民部】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

市民課 個人番号カード交付 H27～ 「社会保障・税に関わる番号制度」に伴い、全市民が対象となる個人番号カードの交付を行う。 5,378 5,378 Ａ

市民協働
国際課

町内会加入促進事業
コミュニティ活動や市民活動が活発に行われ、市民主体のまちづくりを推進するため、町内会の加入促進
策を実施するとともに、町内会が独自に行う加入促進活動事業に対する支援を行う。

662 662 Ａ

市民協働
国際課

市民活動推進事業
「とよかわ市民協働基本方針」の進捗管理及び、実施計画評価要領に基づく事業評価を実施するととも
に、自発的な市民活動の輪が地域に広がるよう基本方針の普及・啓発を行う。

2,773 2,548 Ｂ－1

市民協働
国際課

とよかわボランティア・市
民活動センター事業

市民活動の活発化を進めるため、ボランティア・市民活動センターの運営とあわせ、登録団体の活動支
援を行う。

37,192 37,002 Ｂ－1

人権交通
防犯課

防犯カメラ設置費補助金 H27～ 町内会・連区等団体の防犯カメラ設置に対し、必要となる経費の一部を補助する。 2,000 2,000 Ａ

人権交通
防犯課

防犯ボランティア団体活
動支援費補助金

H22～
地域の防犯力を高めるべく、市内の防犯ボランティア団体に対し、活動を支援するため活動経費の一部
を補助する。

1,666 1,552 Ｂ－1

文化振興課
（新）文化ホール老朽化
対策事業

H28
大規模集客施設としての安全性確保のため、文化ホール老朽化対策事業の一環として、天井耐震調査
を実施する。

12,960 12,960 Ａ

文化振興課
（新）御津文化会館舞台
照明等設備の更新

H28 舞台設備等の劣化が激しく、照明設備を始め各所に不具合が生じているため、設備の更新を行う。 143,802 38,083 Ｂ－2

文化振興課 文化ホール公演事業
「とよかわ文化芸術創造プラン」に基づき、良質で安価な舞台公演を地域性やホール（文化会館大ホール
を含む）の特性を活かし、市民に質の高い事業を提供する。

21,370 26,087 Ｂ－1

文化振興課
桜ヶ丘ミュージアム展示
事業

「とよかわ文化芸術創造プラン」に基づき、市民に優れた文化芸術を提供するため、美術企画展として
「シャガール展」、歴史企画展として「人びとのくらしと災害展」をはじめ８本の展覧会を開催する。

20,884 18,590 Ｂ－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【産業部】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

企業立地
推進課

企業立地委員会交付金 H27～
新たな内陸工業用地の計画的な開発を行うため、開発候補地区の地権者代表等による地元組織を設立
し、事業実現化に取り組む。

40 40 Ａ

企業立地
推進課

企業立地関係フェア出展
事業

H28
新規企業の誘致を実現するため、本市の魅力、交通アクセス等を含めた工業用地情報について関西地区
で開催される全国規模の産業フェアに出展PRするとともに企業ニーズの把握に努める。

939 939 Ａ

企業立地
推進課

（新）海フェスタ関連事業 H28
海・川・港についての魅力や重要性を次の世代へ繋げ、多彩で豊かな地域資源の魅力を発信するために
開催される「海フェスタ」の活動経費として負担金を交付し、関連事業を実施する。

2,303 2,300 B－1

農務課 駆除事業（サル駆除隊） H23～
サル被害のある地域を中心にパトロール及び駆除を実施し、農作物被害の低減を図る。また、サル以外の
有害鳥獣についても駆除を実施する。

4,805 4,805 Ａ

農務課 補助土地改良事業 町内会要望による樋門改修やかんがい排水改良など、緊急度や事業効果を総合的に判断し実施する。 28,091 28,020 B－1

農務課
（新）市費単独土地改良
事業

町内会要望によるかんがい排水改良や農道の整備、ため池フェンス設置など、緊急度や事業効果を総合
的に判断し実施する。また、平成２８年度は正岡地区における排水状況調査及び排水計画を作成する。

19,509 15,625 B－２

商工観光課
（新）チャレンジとよかわ
活性化事業

H28～
市内における「創業」又は「第二創業」、「経営革新計画」の認定を受けた中小企業者が行う新事業活動の
展開、賑わいのある街づくりにつながるイベント事業及び「豊川ブランド」の認定を受けた生産物等の販路
の拡大等に係る経費の一部を補助する。

27,000 20,000 B－1

商工観光課 観光協会支援事業 Ｓ39～ 観光の振興のため、市観光協会が行う事業に係る経費の一部を補助する。 42,788 42,590 B－1

商工観光課 創業・起業支援事業 H27～
「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」の設立に伴い、ネットワークの参加機関が実施する支援内容の周
知及び創業・経営支援相談事業を行う。

1,938 1,445 B－1

商工観光課
（新）ふれあい交流館整
備事業

H27～
ふれあい交流館の利便性を向上させるため、空調設備を設置する。また、施設のメインデザインである「森
の湯木霊の塔」の外壁工事を行う。

12,225 11,900 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【環境部】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

環境課
（新）新墓園適地選定業
務委託

Ｈ27～30 御油第二墓園の募集区画が３年後には終了見込みのため、新墓園の場所選定を行う。 6,686 5,650 B－1

環境課
（新）御油第二墓園多目
的トイレ設置等工事

Ｈ28
御油第二墓園利用者の利便性を考慮し、墓園造成初期の計画どおり、墓地敷地内に多目的トイレを設
置する。

20,371 16,600 B－1

環境課
（新）住宅用地球温暖化
対策設備設置費補助金

Ｈ28～
地球温暖化対策のため、ホームエネルギーマネジメントシステムなど、住宅用地球温暖化対策設備の設
置に対し、必要となる経費の一部を補助する。

2,800 2,800 Ａ

環境課
（新）クリーンエネルギー
自動車購入費補助金

Ｈ28～ 地球温暖化対策のため、クリーンエネルギー自動車の購入に対し、必要となる経費の一部を補助する。 4,400 4,400 Ａ

環境課 （新）有害鳥獣対策事業 Ｈ27～
市街地における有害鳥獣（サルなど）の出没が増加しているため、それらを追い払うための器具等を購入
する。

381 36 B－２

清掃事業課 清掃工場長寿命化事業 Ｈ27～31
清掃工場の長寿命化計画に基づき、Ａ棟及びＢ棟の基幹的設備改良工事を行い、施設の延命化を図り
効率性を向上させる。

1,152,533 1,152,533 Ａ

清掃事業課
（新）資源等持ち去り及
びポイ捨て防止事業

Ｈ28～
資源等の持ち去り行為を禁止するため、パトロール現場の増加に伴い嘱託員による定期パトロールを１
班から２班へ増やし、監視の強化を図る。

11,880 11,707 B－1

清掃事業課 資源化施設整備事業 Ｈ24～28
刈り草・剪定枝破砕堆肥化及びビン・缶・不燃ごみ選別など、ごみの資源化を推進するため、資源化施設
整備工事を行う。

957,172 1,469,210 B－1

清掃事業課 （新）処理場設備更新 Ｈ28 し尿処理場焼却施設の代替対策として、清掃工場への汚泥搬出用設備を更新する。 45,900 45,000 B－1

清掃事業課 （新）塵芥車購入費 Ｈ28 平成１７年度に購入した塵芥車を計画的に更新する。 11,342 8,000 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【建設部　※組織機構改革により、一宮地区建設課を廃止し、区画整理課へ統合】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

道路維持課 交通安全施設整備事業
区画線５０Ｋｍ、カラー舗装１,８６０㎡、道路反射鏡６０基等の施設の整備を行うことにより、交通安全対
策を行う。

89,897 84,090 B－2

道路建設課 市内道路改良事業
町内要望により安心して通行できる道路環境を目指して、市道の改良や拡幅改良を実施する。
（Ｈ２８：道路改良工事（２４路線）、道路拡幅工事（７路線）、測量調査設計委託（６路線）、用地・補償（１路線））

423,167 296,462 B－2

道路建設課
（新）都市計画道路桜町
千両線整備事業

Ｈ28～33
交通安全施設として、都市計画道路桜町千両線に自転車歩行者道を設置する。
（Ｈ２８：調査測量委託）

35,131 35,051 B－1

公園緑地課
平和公園（仮称）整備事
業

H25～30 豊川海軍工廠跡地（現在、名古屋大学宇宙地球環境研究所）の一部に「平和公園（仮称）」を整備する。 898,865 880,233 B－1

公園緑地課
赤塚山公園改修事業（市
民のスクエア）

H27～28 「市民のスクエア」を人工芝化することにより、利用者への利便性・安全性の向上を図る。 243,250 235,407 B－1

建築課
（新）市営住宅長寿命化
対策事業

H28～
昭和56年以前建設の市営住宅１４棟の耐震診断を行い、その結果を踏まえ順次市営住宅の耐震補強工
事を実施し、居住者の安全と施設の長寿命化を図る。

36,578 34,000 B－1

都市計画課 ＴＭＯ推進事業費補助 Ｈ13～ 中心市街地の活性化を図るため、地域が必要とするイベント等のソフト事業を中心に支援を行う。 10,305 8,538 B－2

区画整理課
豊川駅東土地区画整理
事業特別会計繰出金

H7～31
駅前広場及び幹線道路・補助幹線道路等の整備を含む市街地体系の再編成を行い、ゆとりある住環境
空間などを創出するため、国庫補助金等を財源とした繰出しを行い、豊川駅東土地区画整理事業地区５
３．７ｈａの整備を行う。

374,122 331,973 B－1

区画整理課
豊川西部土地区画整理
事業特別会計繰出金

H7～32
道路・水路・公園等の公共施設の整備改善と土地利用の効率化を促進し、利便性・快適性・安全性等の
向上を図り住宅地として相応しいまちづくりを進めるため、国庫補助金等を財源とした繰出しを行い、豊川
西部土地区画整理事業地区９０．５ｈａの整備を行う。

139,000 119,000 B－1

区画整理課
（旧一宮地区

建設課）

一宮大木土地区画整理
事業支援事業

Ｈ16～29
一宮大木土地区画整理事業の早期完了のため、昨年度に引き続き土地区画整理組合に対し、事業の進
捗に合わせて補助及び業務支援を行う。

50,000 50,000 A

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【上下水道部】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

国庫補助公共下水道整
備事業

S47～H30
市街地の健全な生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道事業を計画的に
推進する。地区は八幡・野口、上宿、豊川東部第２、白鳥・久保、市田、宿白山、区画整理と同調する豊
川西部、豊川駅東、大木の９地区。

778,410 778,410 Ａ

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

特定環境保全公共下水
道事業

S47～H30
市街化調整区域の健全な生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図るため、特定環境保全公共
下水道事業を計画的に推進する。地区は萩地区。

151,765 151,765 Ａ

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

単独公共下水道事業 S47～H30
市街地の健全な生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道事業を計画的に
推進する（国庫補助公共下水整備事業で行う補助対象施設以外の整備）。地区は国庫補助公共下水道
整備地区の９地区。他に平和公園のトイレ接続工事及び赤坂台地区で管渠改築工事を実施する。

645,735 645,735 Ａ

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

（新）下水道長寿命化対
策事業

H28～33 老朽化対策のため、長寿命化計画の策定及び管路点検調査（TVカメラ調査等）・解析業務を行う。 95,624 95,402 B－1

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

（新）公共下水道等企業
会計移行業務委託

H28～30
総務省からの要請を受け、集中取組期間中に企業会計への移行を図るため、固定資産調査及び固定資
産管理システム・企業会計システム構築等の業務を委託する。

40,014 40,014 Ａ

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

雨水浸透施設築造事業 H15～30
洪水被害の発生を抑制し、併せて地下水の涵養を図り、湧水を復活させ地盤沈下の防止を図るため、雨
水浸透施設を設置する。地区は牛久保第１・第２排水区の浸水実績のある地区。

24,000 24,000 Ａ

下水整備課
下水管理課
【特別会計】

不明水対策事業 H23～28
汚水管渠への地下水などの流入による不明水に係る維持管理費等負担金及び資本費負担金を削減す
るため、流入の可能性の高い当処理分区内を計画的に、流入箇所の調査及び補修を実施し不明水の増
加を抑制する。

38,206 26,320 B－1

下水整備課
下水管理課

マンホールトイレ整備事
業

H27～32
南海トラフ地震などの大規模災害に備え、下水道整備区域内で豊川市地域防災計画上で避難所に指定
されている小中学校に、想定避難者数に合わせたマンホールトイレを整備する。

64,789 63,600 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【消防本部　※組織機構改革により、消防本部防災対策課を企画部へ移管】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

総務課
（新）高規格救急自動車６
台目運用体制整備事業

Ｈ28
消防力の整備指針改正（H２６．１０．３１）に伴い、常時稼動する6台目の高規格救急自動車を整備するとと
もに、通信指令システムのプログラム変更作業を委託する。

36,849 35,693 B－1

総務課
（新）ヒートストレス対策資
器材整備事業

Ｈ28
防火衣を着装した警防活動における安全管理のため、ヒートストレス対策（熱中症等対策）の活動資器材
（冷却ベスト等）を整備する。

749 707 B－1

総務課
消防職員免許等取得費
補助

Ｈ23～
消防車両等を運用する機関員を養成するため、中型自動車免許及び大型自動車免許取得に係る経費の
２分の１（上限１００千円）を補助する。

1,598 1,298 B－2

総務課
（新）女性消防吏員の活
躍推進に向けた施設整
備事業

Ｈ28 女性消防職員を配置するため、南分署の施設を改修し女性専用の仮眠室・浴室等を整備する。 5,094 4,940 B－1

総務課 消防車両整備事業 Ｈ18～
消防体制の充実・強化のため、計画的に消防車両等を更新整備する。
（高規格救急自動車（１台）、査察指導車（１台）、小型動力ポンプ付積載車（１台））

58,983 40,250 B－2

【企画部】
防災対策課

（新）防災センター整備事
業

Ｈ28～
市民が防災に関する教育や訓練を受けることができる防災教育の場も兼ねた防災センターの整備を行う。
平成２８年度においては、基本的な整備内容を検討していくため防災センター基本計画策定業務委託を実
施する。

2,268 2,268 A

【企画部】
防災対策課

（新）防災行政無線整備
事業（豊川市情報伝達シ
ステム基本計画策定業
務）

Ｈ28～
同報系及び移動系の防災行政無線について、旧町の施設の老朽化と電波法改正による不適合に対応す
るためシステムを更新するとともに、併せて市全体の情報伝達システムの統一や見直しを行うため、豊川
市情報伝達システム基本計画を策定する。

3,780 3,700 B－1

【企画部】
防災対策課

（新）自主防災会活動費
補助

Ｈ28～
地域の防災活動を推進し、災害時の被害の防止又は軽減を図るため、自主防災会が実施する防災訓練
に要する資機材の購入費用、防災資機材を収納する防災倉庫の設置費用、防災士の資格を取得しようと
する方に資格取得に要する費用の一部を補助する。

3,830 3,830 A

【企画部】
防災対策課

（新）同報系防災行政無
線蓄電池交換事業

Ｈ28～
旧豊川地区にある平成２３年度に建設された、同報系防災行政無線に内蔵されているバッテリーが使用期
限切れとなることから計画的に交換する。

7,455 7,455 A

【企画部】
防災対策課

（新）マンホールトイレ整
備事業

Ｈ28～32
大震災で被害者が最も困った生活上の問題の最上位に挙げたトイレ不足を教訓に、避難所である市内小
中学校（36校）に、避難者数に応じた数のマンホールトイレを整備する。

7,213 7,209 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【支所　※組織機構改革により、一宮総合支所を廃止し、４支所を市民部へ移管】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

【市民部】
一宮支所

（旧一宮総合
支所）

（新）受変電設備修繕 Ｈ28 更新時期を迎えている屋外及び屋上のキュービクル式受電設備の取替修繕を行う。 3,260 3,090 B－1

【市民部】
音羽支所

（新）音羽支所構内第一
柱高圧開閉器交換修繕

Ｈ28
高圧開閉器の機器構成材の老朽化による突発的な停電事故を未然に防ぐため、更新時期を迎えている
機器の取替修繕を行う。

519 519 Ａ

【市民部】
御津支所

（新）防災行政無線用親
局バッテリー交換修繕

Ｈ28
更新時期を迎えている停電等の非常時における防災行政無線親局電源装置用バッテリーの更新を行
う。

1,237 1,237 Ａ

【市民部】
御津支所

飛散防止フィルム貼作業
委託

Ｈ27～28 3,466 0 Ｅ－４

【市民部】
御津支所

（新）庁舎外階段塗装修
繕

Ｈ28 980 0 Ｄ－３

【市民部】
小坂井支所

飛散防止フィルム貼作業
委託

Ｈ27～28
地震等非常時における窓ガラス飛散から来庁者及び職員の身の安全を確保するため窓ガラス飛散防止
フィルム貼作業を実施する。

3,009 2,587 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【議会事務局】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

議事課
（新）議会だよりカラー化
事業

Ｈ28～
多くの市民に議会だよりを読んでいただき、議会の活動内容を知っていただくため、議会だよりをカラー化
する。

3,880 3,880 Ａ

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。



【教育委員会】 単位：千円

課名 事業名（※１） 事業期間 平成２８年度事業内容（※２） 予算要求額 予算額 調整理由

庶務課
豊川市教育振興基本計
画策定事業

Ｈ27～28
教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、平成２４年３月に策定した豊川市教育振興基本計画につい
て、平成２８年度に計画期間が満了となることから、第６次豊川市総合計画との整合性を図りながら見直
しを行い、新たな計画を策定する。

4,044 3,686 B－1

庶務課
（新）小中学校環境改善
対策事業（空調設備設置
事業）

Ｈ28～
夏の猛暑対策として、児童・生徒に良好な学習環境を提供するため普通教室にエアコンを設置する工事
の設計を実施する。

35,910 33,000 B－1

庶務課 萩小学校校舎改修事業 Ｈ25～28
子どもたちが、安全で安心な学校生活を送るために、老朽化が進む既設校舎の耐震補強工事と大規模
改修工事を実施する。

259,754 252,738 B－1

学校教育課
（新）学校教育における
英語力パワーアップ事業

Ｈ28～
英語に慣れ親しむ環境を作るため、ネイティブな発音を聞くことができるＤＶＤ教材を購入する。また、英
語への意欲・関心を高めるため、イングリッシュ・デイキャンプを開催する。

2,202 2,045 B－1

学校教育課 部活動総合支援事業
体育的及び文化的部活動に対し、外部指導者を招聘し、指導内容の充実を図る。また、県大会以上の参
加料を補助する。

3,470 2,870 B－2

生涯学習課
平和公園（仮称）整備事
業

Ｈ28～29
平和公園（仮称）の供用開始のため、交流施設の建設及び残存遺跡の保存にかかる設計等を実施す
る。

25,666 24,660 B－1

生涯学習課
旅籠大橋屋保存整備事
業

Ｈ27～30 市指定文化財旅籠大橋屋の活用のため、保存整備向けた設計等を実施する。 14,614 14,271 B－1

スポーツ課
（新）陸上競技場３種公
認検定事業

Ｈ28
豊川市陸上競技場について、日本陸上競技連盟の第３種公認競技場としての公認を継続するため、レー
ンマーキング補修や円盤・ハンマー投用囲いなどの更新を行う。

20,558 17,834 B－2

中央図書館
（新）図書館システム及
び自動書庫システム更
新

Ｈ28 情報通信技術の発達に対応し、市民の利便性に優れた図書館システム等へ更新する。 118,973 115,000 B－1

学校給食課
（新）学校給食センター蒸
気管改修事業

Ｈ28～31 蒸気管（一次）の老朽化による改修が必要となるため、蒸気管改修工事の設計を実施する。 2,852 2,800 B－1

※１　・事業名の先頭に（新）が付いているものは、新規事業又は一部新規事業であることを表しています。
　 　　・予算要求状況時と事業名が異なる場合があります。
※２　・事業内容については、予算要求状況時の内容から予算案に即した内容になっています。
　 　　　また、調整理由欄がC（前倒し実施）、D（先送り）又はE（予算化対象外）のものについては、当年度の事業執行がないため、事業内容を削除しています。
※３　・各項目において、予算要求状況時と異なっている箇所は赤字で表しています。


