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福祉と文化、 

そしてスポーツの盛んなまちづくり 



１　災害時における情報伝達手段の充実　…　Ｐ１ ５　新市民病院の建設事業の実施　…　Ｐ５

災害時における情報伝達手段の充実を図るため、デジタル移動
系防災行政無線の整備、デジタル同報系防災行政無線整備のた
めの実施設計及び緊急地震速報受信装置の設置を促進

新市民病院の建設計画推進のため、平成２０年度策定の基本構
想を基に、プロポーザル方式による設計者の選定を行い、基本
設計を実施する

○担当課　消防本部防災対策課　電話0533-89-2194（本編Ｐ８ ） ○担当課　市民病院　病院建設室　電話0533-86-1111（本編Ｐ１０）

２　非木造住宅耐震診断費補助事業の実施　…　Ｐ２ ６　看護師等修学資金貸与事業の実施　…　Ｐ６

木造住宅の耐震対策に加え、非木造住宅の耐震対策として、耐
震診断費の補助を新たに実施

看護師又は准看護師として、市内の医療施設に勤務を予定して
いる方に対し、修学資金を貸与することで看護師等の安定的な
確保を図る

○担当課　建築課　電話0533-89-2144（本編Ｐ８） ○担当課　保健センター　電話0533-89-0610（本編Ｐ１０）

３　地球温暖化防止事業の実施　…　Ｐ３ ７　公立保育所給食室整備事業の実施　…　Ｐ７

ＣＯ2などの温室効果ガスの排出量が増加し、地球温暖化が進
行している中、省資源、省エネルギーなど一人ひとりが地球環
境に負荷をかけないライフスタイルの実践を支援

一宮地区４園の給食室を整備する
給食室設置園：一宮保育園、大和保育園、一宮東部保育園及び
大木保育園

○担当課　環境対策課　電話0533-89-2141（本編Ｐ９） ○担当課　子ども課　電話0533-89-2133（本編Ｐ１０）

４　ごみゼロ社会・循環型社会の推進　…　Ｐ４ ８　地域包括支援センターの機能強化　…　Ｐ８

日常生活や事業活動において生じる環境負荷の軽減や地球温暖
化防止、ごみゼロ社会・循環型社会の推進

地域包括支援センターを東西南北に再編し、訪問を中心とした
高齢者の相談事業等の強化を図る

○担当課　環境対策課　電話0533-89-2166（本編Ｐ９） ○担当課　介護高齢課　電話0533-89-2173（本編Ｐ１１）

 「福祉と文化、そしてスポーツの盛んなまちづくり」を目指した予算

一般会計は０．７％増　４４６億３千万円



９　公共交通機関等利用促進事業の推進…　Ｐ９ 14　陸上競技場実施設計の実施　…　Ｐ１４

合併による地域間交流の促進と旧市町間の格差是正など、新市
の一体性の確保・醸成を図る

第３種公認を取得するため全天候型グラウンドに向けた走路等
改修実施設計を行い、老朽化した管理棟及びスタンドの耐震診
断を実施し、必要に応じて耐震補強工事の実施設計を行う

○担当課　商工観光課　電話0533-89-2140（本編Ｐ１２） ○担当課　教育委員会市民体育課　電話0533-88-8036（本編Ｐ１６）

10　御津中学校校舎改築事業の実施　…　Ｐ１０ 15　「浜松・東三河フェニックス」支援事業の実施　…　Ｐ１５

御津中学校校舎の老朽化に伴い、昭和３７年に建設された、８
６７㎡の校舎を解体し、約１,２００㎡の校舎の建て替えを実
施

プロバスケットボールチーム「浜松・東三河フェニックス」に
対する支援として出資を行い、プロバスケットボールの普及に
合わせ地域スポーツ振興の普及を図る

○担当課　教育委員会庶務課　電話0533-88-8032（本編Ｐ１４） ○担当課　教育委員会市民体育課　電話0533-88-8036（本編Ｐ１６）

11　生涯学習事業の推進　…　Ｐ１１ 16　農業近代化資金等借入利子補助の実施　…　Ｐ１６

・とよかわカレッジ（仮称）事業の実施…市民大学講座等の見
直しを進め、ＮＰＯやボランティア等との協働による市民参画
型生涯学習システムとして実施
・伝統芸能交流事業の実施…赤坂の小屋がけと、金沢歌舞伎を
はじめとする無形民俗文化財の公演を実施

農業近代化資金等を借入れる市内の農家に対し、無利子化また
は利子補給を行い資金が融通するよう助成

○担当課　教育委員会生涯学習課　電話0533-88-8035（本編Ｐ１５） ○担当課　農務課　電話0533-89-2138（本編Ｐ１７）

12　中央図書館・ジオスペース館１０周年事業の実施…Ｐ１２ 17　企業立地推進課の新設　…　Ｐ１７

中央図書館開館１０周年記念事業として、絵本作家による講演
会と展示会を実施し、ジオスペース館開館１０周年祈念事業と
して、プラネタリウム特別上映を実施

企業誘致や企業立地を行う部署を一元化するため企画部に企業
立地推進課を新設

○担当課　中央図書館　電話0533-85-5536（本編Ｐ１５） ○担当課　企画課　電話0533-89-2126（本編Ｐ１７）

13　開館１５周年記念特別展「牧野一族展」（仮称）の開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…Ｐ１３

18　中心市街地諏訪地区活性化事業の実施　…　Ｐ１８

開催期間
平成２１年９月２６日（金）～１１月８日（日）

豊川開発ビル㈱が設立した「豊川市諏訪地区活性化プロジェク
トチーム」による活性化事業の検討を支援

○担当課　文化振興課　電話0533-85-3775（本編Ｐ１５） ○担当課　まちづくり推進課　電話0533-89-2108（本編Ｐ１８）



19　無錫市新区交流・国際化対策事業の推進… Ｐ１９ 資料２　防犯対策に３千９百万円　…　Ｐ２６

・中国無錫市新区との交流事業の実施
・多文化共生推進プラン（仮称）の策定

防犯夜間パトロール事業の実施
校区安全なまちづくり推進連絡協議会への補助
小中学校防犯対策事業など

○担当課　国際課　電話0533-89-2158（本編Ｐ１９）

20　ＮＰＯ法人運営支援等の実施　…　Ｐ２０ 資料３　子育て支援に３３億５千１百万円　…　Ｐ２７，２８

ＮＰＯ法人を初めとしたボランティア・市民活動団体が、積極
的に活動を行うため資金面等でサポート

子ども医療費の対象年齢について、通院を小学校３年生までか
ら小学校５年生までに拡大するなど

○担当課　生活活性課　電話0533-89-2165（本編Ｐ２０）

21　行政情報の共有化の推進　…　Ｐ２１

・行政情報文字放送事業…市の催事、制度の紹介等の行政情報
をケーブルテレビで放送する
・議会中継映像配信事業…市議会本会議の映像をインターネッ
トで配信する
○担当課　秘書課：電話0533-89-2121　議事課：電話0533-89-2150（本編Ｐ２０）

22　プリオ窓口センターの開設… Ｐ２２

土・日曜日や祝日、時間外に戸籍、住民票、印鑑登録証明書の
交付、印鑑登録業務などができるようにプリオ窓口センターを
開設
平成２１年４月１０日（金）午前１０時オープン

○担当課　市民課　電話0533-89-2136（本編Ｐ２０）

資料１　地震防災対策に２億２千１百万円　…　Ｐ２３～２５

小中学校等の公共施設の耐震化、民間非木造住宅耐震診断費補
助など
デジタル移動系防災行政無線整備事業など
・耐震関連事業費　　  ７千５百万円
・防災関連事業費　１億４千６百万円



                  １ 

災害時における情報伝達手段を充実します 
 
 
 

【デジタル移動系防災行政無線整備】 

 防災情報などを双方向に通信できる手段として、平成１５年度に「デジタル地域防災無線」

の運用を開始し、これまで市の関係機関や車両、自衛隊、警察など防災関係機関、中部電力な

どライフライン関係機関、小中学校・公民館・地区市民館などの避難所等に１８９局が整備さ

れています。この「デジタル地域防災無線」（今後は、同報系に対して、「デジタル移動系防災

行政無線」と呼称を改めます。）を旧音羽町、旧御津町の区域の避難所、車両等に拡張するため

の工事を実施します。 

【デジタル同報系防災行政無線整備】 

 災害時に、避難勧告などの情報を、災害対策本部から市民に対して一斉に伝達することは被

害の軽減、安全確保に非常に有効です。 

 旧一宮町、旧音羽町、旧御津町の区域については、合併前に同報系防災行政無線が整備され

ていますが、旧豊川市の区域については未整備のため、市内全域を網羅するよう旧豊川市の区

域についてデジタル同報系防災行政無線の整備を行います。平成２１年度については、旧三町

区域との連携や屋外拡声器の設置に係るシステム設計、電波伝搬調査を実施し、平成２２年度

以降、機器等の整備を計画しています。 

【緊急地震速報整備】 

 緊急地震速報は、震源近くで地震の初期微動をキャッチし、強いゆれが始まる数秒から数十

秒前に、地震が来ることをお知らせするもので、この情報を利用し、地震の来る前に、火の始

末、避難口の確保や身の安全確保などの行動をとることにより、被害を軽減することができま

す。平成２０年度にモデル事業として、小中学校各１校と保育園１園に受信装置を設置し、緊

急地震速報を利用した防災訓練を実施いたしました。このモデル事業の成果を踏まえ、平成 

２１年度は、小学校１０校、中学校５校、保育園１１園、市役所、音羽庁舎の計２８箇所に受

信装置を設置します。 

 

 

 

携帯局を使用した通信 

 

旧御津町区域の屋外拡声器 

緊急地震速報受信装置 



非木造住宅耐震診断費補助事業について

 豊川市では、これまで平成14年度から木
造耐震診断に関して無料耐震診断を行う
など、耐震診断に関して事業の補助を
行ってきました。

 耐震促進計画で定めた「平成27年度まで
に耐震性のある住宅数を全体の90％以
上とする」ことを目標としており、この補助
により一層耐震化の向上を進めてまいり
ます。

建築主（施主）

市役所 耐震診断業者

① 事前相談書を市へ提出し
ます⇒対象になるかを市から
回答します

② 耐震診断業者へ診断
費用の見積もり依頼をしま
す

③ 補助金の交付申請をしま
す⇒交付決定を通知します

④ 耐震診断業者へ診断
を依頼します

⑤ 耐震診断業者から診
断結果が報告される

⑥ 診断結果を添えて完了の
実績報告をします。その後、
補助金の請求をします⇒補助
金を支払います

主な補助申請の流れ

※概ね①～⑥の順番で進めます

平成19年度に制定された「豊川市建築物耐震改修促進計画」に基づき、耐震化を促
進するため、新たな補助を行います。

・交付決定され、完了実績報告をすると・・・
1戸建ての場合上限10万円まで

共同住宅の場合上限120万円まで
それぞれ詳細な計算により補助額が決定されます

・対象建築物は・・・
昭和56年5月31日以前に着工された住宅など

現在使用されている建物 その他諸条件があります

２



３ 

 
近年の生活様式の変化などに伴い、私たちの生活の利便性や物の豊かさをもたらした一方で、資源やエネルギーが大量に消費されるこ

とにより、ＣＯ２

そこで、省資源、省エネルギーなど一人ひとりが地球環境に負荷をかけないライフスタイルの実践を支援する取り組みを実施します。 

などの温室効果ガスの排出量が増加し、地球温暖化が進行しています。これは、自然の生態系の微妙な均衡の下に成り

立つ環境に影響を及ぼし、さらには、人類の存続基盤である地球環境を脅かすまでに至っています。 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エコファミリー環境家計簿普及啓発事業 

エコドライブ普及事業 

環境家計簿は、電気・ガスの使用量などから各家庭におけるＣＯ２

排出量を算出し、どれだけ家庭生活においてＣＯ２を排出し、地球温暖

化を進行または防止させているかを認識してもらうためのものです。 

２１年度から、小学校への出前講座と合わせて、この環境家計簿の

普及に取り組みます。 

 エコドライブとは、地球に優しく無駄のない運転のことで 

「無駄なアイドリングをしない」、「急発進、急加速をしない」 

などがあります。 

 ２１年度は、エコドライブ講習会の開催を年４回予定して 

います。 
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平成２１年４月から休日の資源回収を月に２回、第２・４日曜日に

市役所東側の倉庫で行い、市民のみなさんが資源を出せる機会を増や

すとともに、ステーションにおける資源の抜き取り防止対策として取

り組んでいきます。 

※雨天でも、古紙、古着、トレーの回収を行います。 

 

１ 日  時  毎月第２・４日曜日 ※午前９時～午後３時 

２ 場  所  豊川市役所東側向倉庫（下図） 

３ 収集品目  ごみカレンダーの資源に掲載している品目 

（紙類、金属・カン類、古着、ペットボトル、白色トレー、ビン類） 

        

 

 

 

 

 

 

姫街道 

 

 

 

 

 レジ袋有料化後も、日常生活や事業活動において生じる環境負荷

の軽減や地球温暖化防止、ごみゼロ社会・循環型社会の推進により、

未来に良好な環境を残すことを目指し、事業所への支援、市民への

啓発を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日の資源回収を第２・４日曜日に実施します！ 

 

 

陸上競技場 テニスコート 

 

市役所 

 

交差点「市役所東」 

 

 

市民プール 

入口 

レジ袋有料後もレジ袋削減に取り組みます！ 

平成２１年４月からレジ袋

有料化実施店について 

啓発物品を配布しＰＲ活動

をする 

消費者である豊川市民を対

象として 

レジ袋削減協力店について 

引き続き実施していただく

ために啓発物品を配布 

レジ袋有料化実施新店舗に

ついて 

講習会などを実施する 

啓発物品を配布し、消費者

へレジ袋削減の協力をお願

いする 

資源回収場所 

  

 

 

 



５

また、この基本設計では、併せて建築費の精査、工期の短縮などについても検討を行ってまいります。

　　　　　　　（立体駐車場　６３０台）　

　　平成２１年度　　基本設計

　　　駐車台数　　約１，０６０台　

　　　敷地面積　　約４２，０００㎡

　　平成２５年度　　完成・開院

　　平成２３年度　　１０月までに着工

　　平成２２年度　　実施設計

　　　　　　（平面駐車場　４３０台）

※　今後の予定

※　新市民病院の計画概要

新 市 民 病 院 の 建 設 事 業

整備の基本方針である基本構想の策定を受け、２１年度、施設配置及び施設規模等を詳細に決定するために非常に重要な位置づけ

となる基本設計を行います。設計者の選定にあたっては、この基本構想の内容を設計図に的確に反映させるため、プロポーザル方式

を採用し、様々な角度から考えや技術提案を求め、それをプロポーザル審査委員会（仮称）で審査し、決定する予定です。

　

　　　　　　　（１０階建　病床数５５０床）

　　　建物面積　　約４４，０００㎡



６ 

 

 

看護師等修学資金貸与事業 
 

この事業は、看護師又は准看護師（以下「看護師等」

という。）の養成施設に在学し、卒業後看護師等として市

内の医療施設（市民病院を除く。市民病院は別途規程を

設置予定）に勤務しようとする方に対して修学資金を貸

与することにより、その修学を容易にし、看護師等の安

定的な確保を図ることを目的としています。 
 
 
 

 
事業費１，３２０千円 



７ 

 

 
現在、一宮共同調理場から給食を搬入している一宮地区の７つの保育園について、４園に給食室を設置し、自園調理方式

にします。また、残りの３園は、給食室を設置した保育園の分園とし、本園から給食を搬入します。 
これにより、市内全園でアレルギーに対応するための除去食の調理が可能になります。また、調理室を設置する４園につ

いては、生後５７日目以降の児童の受け入れが可能になります。 
 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
★                             ★ 
★ 給食室設置園  一宮保育園、大和保育園、一宮東部保育園 ★ 
★         及び大木保育園             ★ 
★                             ★ 
★ 事業完了予定  平成２２年３月             ★ 
★                             ★ 
★ 関連事業費   ２００，３９３千円           ★ 
★                             ★ 
★ 備 考  給食室での自園調理は、平成２２年４月か ★ 
★         ら実施予定です。            ★ 
★                             ★ 
★                             ★ 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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南部圏域 

西部圏域 

東部圏域 

音羽中学校区 

西部中学校区 

御津中学校区 

中部中学校区 

代田中学校区 

金屋中学校区 

南部中学校区 

東部中学校区 

一宮中学校区 

北部圏域 

いかまい館内 

ふれあいセンター内 

西部地域福祉      

センター内 

県営牛久保住宅併設 

 
従来４つの日常生活圏域は、面積や人口規模が極端に異なっているため、平成２１年４月より、圏域間の人口規模、高齢

者数などの規模の均衡化を目的に、再編しました。今後さらに気軽に相談できる窓口機能とよりきめ細かな支援体制を整え

るため、配置職員を２４名と２名増員し、機能強化を行います。 
                                        専門性を生かしチームで支援 
                                     

                                            社会福祉士 
                                           （社会福祉主事） 
                              

                                       保健師        主任 
                                      （看護師）     ケアマネジャー 
                                    
                  
                                    【今年度の主な新規事業】 
                                    ◎介護者・家族への支援 
                                     ・介護者交流会の開催 
                                       各圏域で月１回 
                                    ◎認知症への理解、思いやりの心の教育 
                                     ・認知症サポーター養成 
                                       地域の介護保険事業者や社会福祉 
                                       協議会と共同で実施 
                                    ◎高齢者の見守りネット強化 
                                      
                                      ◆ 地域包括支援センターの位置 



９ 

 豊川市地域公共交通会議  
                          

                                

    

            
                   市内コミュニティバスの検討  
                          平成２１年度 ニーズ調査等の基礎調査 

                        平成２２年度 公共交通基本計画策定                    

    平成２３年度～実証運行の実施                 

                                           

 

                                                           
 

  
                                                   

運転手が組

織する団体 

交通事業者 

事業者団体 

地方運輸局

 

豊川市 

道路管理者 

地域住民・利用者 学識経験者 

警察 

平成２１年度予算 

公共交通機関等利用促進

事業費     5,436 千円 
 



１０

【新設校舎概要】

・延べ面積 約１，２００㎡

（普通教室４室・多目的スペース２室・保健室・会議室 等）

・建物高さ 約１４m

・事 業 費 約２９５，０００千円

・工 期 平成22年3月竣工（予定）

保健室 会議室

資料室更衣室

昇降口

多目的スペース

教室

１ ２ ３

教室教室教室

多目的スペース

御津中学校校舎の老朽化に伴い、建て替えを実施します。

昭和３７年に建設された、８６７㎡の校舎を解体し、約１,２００㎡の

校舎を建設します。



１１ 

 
 

 豊川市は、市民の生涯学習活動を支援するために、各界の著名人をお招きする総合講座と大学教授等が講師

を務める専門講座を開催する市民大学、地域の生涯学習指導員・推進員が企画運営する地域生涯学習講座（教

室）を、公民館・地区市民館等の社会教育施設において開催してまいりました。 

 しかし、これからの生涯学習には、今まで以上に市民がお互いに持っている知識や能力を有意義に生かし合

うことのできるシステムの構築が求められています。 

 とよかわカレッジ（仮称）は、自己の学習成果を活用したいと考えている市民を講師（指導者）として位置

づけ、市民の学習機会の拡大を視野に入れた、新たな生涯学習活動の振興を目指して、事業を展開してまいり

ます。 

【事業内容】 

⑴市民が主体的に実施する生涯学習事業の推進 

・市民の学習成果を活用し、市民が講師（指導者） 

 ⑵市民の学習機会の拡大 

 ⑶受益者負担を導入した生涯学習機会の提供 

 ⑷まちづくりに参画する人の創出                                                   

 ・学習成果を地域のまちづくりに活用 

【運営方法】 

  行政主導ではなく、ＮＰＯやボランティア等との 

協働による市民参画型のカレッジ（学習組織）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

市内各地区に残る伝統芸能を広く一般市民に公

開するため、平成 20 年度に引き続き伝統芸能交流

事業を開催します。 

 公開時期：平成 21 年秋 

 会場：赤坂の舞台（小屋がけによる観客席を設営） 

 出演団体：金沢歌舞伎ほか市内無形民俗文化財保

存団体 2 団体 

                      

 

 

 

 

 

 

 

        赤坂の舞台 

                          

と よ か わ カ レ ッ ジ ( 仮 称 )

 

～ Ｎ Ｐ Ｏ ・ ボ ラ ン テ ィ ア と の 協 働 、 市 民 が 共 に 学 び あ う ～ 

協働 

民 間 

大学等 

行 政 

市民大学 

・総合講座 

・専門講座 

地域生涯学習講座 

各種行政講座 

市民による講師 

とよかわカレッジ 

NPO・ボランティア等 
企画・立案 

学習成果の活用 
受益者負担 

（仮称） 

伝統芸能交流事業 

料理教室 歴史講座 



１２ 

 

平成１１年に中央図書館に併設し開館したジオスペース館

が平成２１年度に１０周年を迎えます。 

ジオスペースは、太陽と地球の間を示す造語で、名古屋大学

太陽地球環境研究所が豊川市穂の原地内に電波望遠鏡を備え、

その空間で起こっている現象を日夜研究しています。その空間

で起こっている現象を地球上で見ることができるのがオーロ

ラであり、当館では星の下に輝くオーロラを体験できる数少な

い施設として運営し、天文現象など解説を交え、天文の情報を

発信しています。 

記念事業では、豊川高校教諭 宮本延春氏（名古屋大学出身）

を招き、A・アインシュタイン博士との出会いについての講演

や、プラネタリウムを使用した上映など行い、子供や親が科学

に対する興味を持っていただけるよう、広く市民に公開するも

のです。 

 

注）画像はすべてイメージです。 

新しい文化の発信地として平成１１年に開館した中央図書館は

本年で開館 10 周年を迎えますが、現在も多くの市民にご利用いた

だいています。開館 10 周年を記念し本を身近に感じ、絵本の魅力

を知ってもらうために、数多く作品を描いている岐阜県出身の絵本

作家、村上康成さんを招いて、絵本の魅力を語っていただきます。

合わせて原画展を開催し、原画を鑑賞することによって本物のすば

らしさを知ってもらいます。 

 

講演会予定：平成２１年 夏頃 
会   場：ジオスペース館 

講   師：宮本
みやもと

延春
まさはる

氏 

事 業 費：２００千円 

 

講演会予定：平成２１年 秋頃 

会   場：豊川市中央図書館 

講   師：村上
むらかみ

康
やす

成
なり

氏 

事 業 費：３００千円 



１３ 

開館 15周年記念特別展「牧野一族展」（仮称）開催要項 
 

１ 開催趣旨  群雄割拠の戦国時代、現在の豊川市域を地盤として勢力を持っていた土豪・牧野一族は、応永年間（1394～1428）に讃岐国

（現在の香川県）から牧野村に来住したといわれます。牧野氏は今川と松平（徳川）の二代勢力のはざまにあって、牧野城・

瀬木城・今橋城（後の吉田城）・牛久保城を築き、東三河に勢力を広げながら戦国の世を生き抜きました。 

        徳川の家臣となった牧野氏は、江戸時代には大名として越後長岡藩・越後三根山藩・信州小諸藩・常陸笠間藩・丹後田辺藩

の各藩を統治するまでに発展するとともに、各藩の歴代藩主には三河武士の精神が受け継がれていきました。 

       この展覧会は、地元に残る資料をはじめ、各藩の牧野氏ゆかりの資料などを紹介し、牧野一族の戦国武将から大名への足

跡をたどるとともに、その功績について知っていただくために企画するものです。 

 

２ 開催期間  平成 21年 9月 26日（土）～11月 8日（日） ※毎週月曜日休館。ただし、10/12(月・祝)は開館。 

３ 観覧時間  午前 9時～午後 5時 

４ 会  場  豊川市桜ヶ丘ミュージアム 常設展示室・特別展示室 

５ 観 覧 料  500 円（300円） ※カッコ内は前売り及び 20名以上の団体料金、学生は学生証の提示で無料 

６ イベント  城跡めぐりウォークラリー、子供向け体験教室、講演会、展示解説などを予定 

７ 主  催  豊川市桜ヶ丘ミュージアム・豊川市文化のまちづくり委員会・中日新聞社 

 

 

※展示予定資料の抜粋です。 

 

 

 

 

 

 

 

陣羽織（小諸徴古館蔵）   長岡藩 9代藩主牧野忠精画「雨龍」    黒漆塗縦矧五枚胴具足     天明六年 笠間城絵図 

               （長岡市立中央図書館蔵）       （舞鶴市田辺城資料館蔵）    （笠間稲荷神社蔵） 

 
   

連絡先 企画部文化振興課 Tel.0533-85-3775 Fax.0533-85-3776 

 



１４ 

 
 
 現在の豊川市陸上競技場は、昭和５３年に竣工し第３種公認を取得しましたが、 

現在は未公認の状態になっています。 

 最近、市内の高校生や中学生の陸上競技における全国大会での活躍を機に、現有 

施設の改修や改善を求める声が高まり、平成２０年３月にはマニフェスト工程計画 

に位置づけられ、第３種の全天候型グラウンドへの改修を進めることになり、その 

改修工事の実施設計業務を委託するものです。 

 また、耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補強工事の実施設計委託を行うもの 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

☆ 施工場所 豊川市諏訪１丁目８０番地 

☆ 施設面積 ２４，４１６．７㎡ 

☆ 事 業 費 １４，２００千円 

・ 走路等改修実施設計 ５，６００千円 

・ 管理棟及びスタンド耐震改修等実施設計 

           ８，６００千円 

改 修 前 の 陸 上 競 技 場 

 

市民体育大会の 

陸上競技男子 
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★ ｂｊリーグに所属する地元のプロバスケットボールチーム「浜松・東三河フェニックス」

を支援するため、株式会社フェニックスコミュニケーションズの株式を取得し、プロスポ

ーツの振興を図るものです。 

★ プロバスケットボールの普及のため、小中学生を対象に、浜松・東三河フェニックスの

公式戦ホームゲームのチケットが無償で配付されます。 

★ 小中学生を対象にバスケットボールの指導教室等を開催することにより、プロ選手との

交流を図ることができます。 

★ 出資金 １２，０００千円 

孫明明選手のダンクシュート  



１６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原油や飼料の自給が著しく低い日本では、

世界経済の影響や、新興国の台頭によって、

農業関連資材の調達は非常に不安定なもの

となっています。 

 こうした状況に対応すべく、農業近代化資

金等を借入れる市内の農家に対し、無利子化

または利子補給を行い資金が融通するよう、

助成を行います。 

 具体的には、５００万円以上の大規模な借

入者のみを無利子化していた既存の補助事

業の他に、５００万円未満の借入などの、比

較的小規模の借入者に対しても無利子化ま

たは利子補給を実施します。 

（農業近代化資金５００万円以上借入者無利子化） 

 

（農業近代化資金５００万円未満借入者無利子化） 

 

（アグリマイティー資金借入者利子補給[１％以内]） 

 



１７ 

 
 
 

 

企画部に「企業立地推進課」を新設し、一宮地区の工業用地造成計画や企業立地促進補助事業を含め、企業立地や

企業誘致を統括して推進していきます。 

アメリカの金融危機から始まった経済の後退基調は厳しさを増し、景気悪化に伴う需要の減、急激な円高、世界的な株安の影響が

企業の業績に重くのしかかっています。さらに派遣労働者や期間従業員などの雇用調整が行われ、企業の経営環境の先行き不安を拡

大させています。こうした経済状況最悪の時期を迎える今を、企業立地を推進する準備期間ととらえ、企業ニーズの現状や設備投資

の可能性など企業情報の収集に努めることが重要であると考えています。さらにこういう時こそ事業再構築のビジネスチャンスとと

らえている業界もあり、より企業が立地しやすい条件の研究をすすめ、早期にまた有利に企業立地を推進していくことが求められて

います。 
 

 

 

整備が進む、御津１区臨海工業用地 

企業立地推進課を新設します 

■企業誘致説明会等参加事業 

優良企業の集まる企業誘致説明会等への参加や東三河５市が連携

して企業立地を推進する「（仮）東三河５市企業誘致推進連絡会議」

に参加するなど、誘致活動を積極的に行います。 

 

■企業立地情報交換会開催 

 企業訪問やアンケート調査を行い企業ニーズを把握するととも

に、愛知県や豊川商工会議所などの関係機関と連携し、企業立地情

報交換会を開催し、有効な情報の収集に努めます。 
 

■企業誘致広告宣伝事業 

御津１区の新たな工業用地や抜群の交通アクセスなど本市の特徴

をＰＲするため、企業誘致ＤＶＤの作成や案内看板の設置など、効

果的な広告宣伝を目指します。 

 



豊川市諏訪地区活性化プロジェクトチームによる活性化事業の検討

目的及び内容
本市のTMOである豊川市開発ビル㈱では、中心市街地で本市のTMOである豊川市開発ビル㈱では、中心市街地で

ある諏訪地区に、活力と賑わいを創出させるため、具体の事
業計画の立案と推進に係る諮問機関として、「豊川市諏訪地
区活性化プロジェクトチーム」を設立させ、活性化事業の検討
を進めており、これを支援するものです。

プリオ プリオⅡ

を進めており、これを支援するものです。

プロジェクトチーム委員
プロジェクトチーム委員は、開発、商業及び建築など、経験豊富な外部の専門

家です。民間のノウハウを活用して、諏訪地区の活性化に係る計画を平成21年
度中に策定する予定です

第1回会議の模様

度中に策定する予定です。

中 市街 活性化中心市街地の活性化
超少子高齢社会の進むなか、歩いて暮らせるまちづくりのため、また、

健全な都市経営のため、コンパクトシティー(中心市街地の活性化)の実現
が必要です

上空から見た諏訪地区

が必要です。

地区特性を活かし、魅力にあふれ、住みたくなるまち、訪れたくなるまち
を目指し、市では、さまざまな取り組みを進めます。

１８



平成２１年度国際課施策（企画部国際課 電話８９－２１５８） 

１９ 

中国無錫市新区交流事業 

 

 無錫市新区は、豊川市の地元関連企業も進出しており、豊川市民も暮らしてい

る地域です。平成１８年に新区側より友好都市提携の意向が伝えられました。平

成１９年４月には、無錫市新区一行が豊川市を訪れました。また、７月には豊川

市からも無錫市新区の調査訪問を行い、友好交流関係締結意向書に署名し、双方

の友好都市締結の意向が確認されました。平成２０年１０月には、山脇実市長が

訪問し交流を深めました。その際に、あらためて友好都市提携の熱心な提案を受

けました。 

北京オリンピックを無事に終え、なお、めまぐるしい発展を続ける中国は、今

後アジアの中心国として、また日本のパートナーとしての役割が期待されます。

豊川市も無錫市新区との友好都市締結により、新区のみならず無錫市との交流も

含め、市民レベルのさまざまな交流が盛んになることが予想されます。 

今年度は、無錫市新区からの使節団の訪問及び豊川市から市民使節団の派遣を

予定しており、さらなる交流を図っていきます。 

予算見積額 ２，１４７千円 

多文化共生推進プラン(仮称)の策定

 
豊川市では、現在約６，０００名の外国人登録者がおり、これは平成２年の出

入国管理及び難民認定法（入管法）の改正以来増加し続けています。増加する外

国籍市民への対応として、平成１８年度・１９年度に行った豊川市国際化推進懇

談会で取りまとめた懇談会報告書における各種施策の一層の推進を図るため、今

年度、多文化共生推進プラン（仮称）の策定を行うこととしています。 

プラン策定に合わせ、不就学児童調査及び外国籍市民意識調査を行います。不

就学児童調査では、公立小・中学校に在籍していない児童・生徒の現状を把握す

るための全戸調査を行います。外国籍市民意識調査は郵送で実施し、豊川市に登

録のある外国籍市民から無作為抽出した２，０００名に対して実施します。 

これらの結果をプランに反映させることによって、より実態に即した施策を展開

していきます。 

予算見積額 １，４６６千円 



２０ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
                         

 現在、防犯や福祉、環境など様々な分野で、ＮＰＯ法人を初めとしたボランティア・市民活動団体が、積極的に活動を行い、市のまちづ

くりに参加しています。しかし、多くの団体において財政基盤が脆弱であることから、活動をする上で、「資金面」が問題となっています。 

このため、平成２１年度より新たな事業を実施し、資金面等でのサポートを行います 

  

平 成 21 年 度 

ＮＰＯ法人運営支援補助・ボランティアユニフォーム等購入費補助 

～ボランティア・市民活動団体の活動を資金面で応援します～ 

ＮＰＯ法人として活動している

けど、資金面が苦しいな･･･ 

とよかわボランティア・市民活動センター

へ登録している豊川市に主たる事務所を有

するＮＰＯ法人が、法人市民税均等割５万

円のみが課税され、これを豊川市へ納付し

た場合に、法人の運営費の支援として、同

額の５万円を補助します！ 

※法人市民税が減免となった場合や、法人市民税

所得割が課税された場合などには対象となりま

せん。 

 

とよかわボランティア・市民活動センターへ

登録しているボランティア・市民活動団体

が、活動を行う上で必要となる団体で統一し

たユニフォーム等を購入する費用の一部を

助成します！ 

※補助額は、１品につき２，０００円が上限で、 

１団体あたり１０万円が上限です。 

ボランティア活動をする時

に、みんなでそろいのＴシ

ャツがほしいな･･･ 

このようなときには、 

ぜひ、ご利用ください！！ 



行政情報の共有化

　市民が、多くの情報媒体から各種行政情報を取得できることを目的とし、広報
「とよかわ」、市ホームページ、ＦＭ放送に加え、新たにケーブルテレビ（ＣＣＮ
ｅｔ）を活用した催事や制度の紹介などの行政情報を、静止画による文字・写真
等で提供します。
　　行政情報番組　放送開始予定　平成２１年６月
　　行政情報番組　編成予定　　　５分間番組を日に 10回放送

◆行政情報文字放送事業

画面イメージ

　市議会では、市民に開かれた議会・分かりやすい議会を目指し、議会改革研究会を設置し、議会改革に取り組ん
でいます。そこで、市民の皆様に、本会議での議論の様子を映像でごらんいただき、市民の代表である市議会への
さらなる理解を深めていただくことを目的とし、市議会本会議の映像をイン
ターネットで配信します。
　　配信予定　平成２１年１２月（第４回定例会から）
　　配信会議　定例会・臨時会のすべての日程
　　配信方式　インターネットによる生中継及び録画中継

◆議会中継映像配信事業

２１



２２ 

プププリリリオオオ窓窓窓口口口セセセンンンタタターーー設設設置置置事事事業業業   
 

土・日曜日や祝日、時間外の時間帯も、戸籍、住民票、印鑑登録証明書などの交付、印鑑登録業務などができるように 

プリオ窓口センターを開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・オープン日時  平成２１年４月１０日（金） 

         午前１０時  

・設置場所    プリオ５階 

（豊川市諏訪３丁目３００番地） 

・面積      １２６．４５㎡ 

 
 

・開業時間   午前１０時～午後７時 

・休業日    プリオ休業日及び年末年始 



２３

（単位：千円）

財政課 耐震診断委託 分庁舎耐震診断委託 1,260

建築課 耐震診断ＰＲ活動 診断啓発チラシ印刷 446

建築課 民間木造住宅耐震診断委託 民家200戸（45千円/1件） 9,163

建築課 民間木造住宅耐震改修費補助 民家20戸（600千円/1件） 12,000

建築課 民間非木造住宅耐震診断費補助
一戸建5件（100千円/1件）
一戸建以外2件（1,200千円/1件）

2,900

消防総務課 耐震診断委託 詰所（長沢分団外3分団）耐震診断委託 5,744

庶務課 小学校施設耐震補強事業 萩小学校屋内運動場耐震補強工事 8,600

庶務課 中学校施設耐震補強事業 代田中学校校舎耐震補強工事 30,000

市民体育課 陸上競技場改修事業 管理棟及びスタンド耐震診断・実施設計 4,406

74,519

資料１　耐震関連事業一覧

担当課 事業名 事業内容等 予算額

合　　　計
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（単位：千円）

財政課 緊急地震速報サービス利用料 10月分（本庁舎） 37

音羽支所 緊急地震速報サービス利用料 10月分（音羽支所） 37

子ども課 緊急地震速報サービス利用料
12月分１園（御油）、10月分11園（国府、牛久保、下長山、八南、為当、一宮、大和、一宮東部、大
木、長沢、赤坂台）

449

子ども課 公立保育所管理運営費 救護用具格納庫　長沢・赤坂台・御津北部 315

子ども課 緊急地震速報受信装置設置費補助 民間保育所が行う緊急地震速報受信装置設置工事に対し費用の一部（3/4）を補助 2,442

介護高齢課 災害時要援護者登録台帳作成事業 台帳作成に伴う封筒及び郵送代（要援護者、民生委員等） 631

介護高齢課 災害時要援護者家具転倒防止器具取付 ６５歳以上の一人暮らし高齢者、要介護（３～５）高齢者世帯への家具転倒防止器具取付 769

福祉課 災害時要援護者登録台帳作成事業 台帳作成に伴う封筒及び郵送代（身体・知的・精神障害者等） 373

福祉課 災害時要援護者家具転倒防止器具取付 身体・知的・精神障害者世帯への家具転倒防止器具取付 231

維持管理課 既設都市公園トイレ改修事業 本野原第１、市道（２公園） 10,000

維持管理課 既設都市公園段差解消事業 本野原第１、市道（２公園） 1,200

建築課 応急危険度判定用資材購入 下げ振り・巻尺・コンパス等 35

防災対策課 防災一般事務費

①デジタル移動系防災行政無線保守点検　5,700千円
②防災情報提供事業費　3,436千円
③家具転倒防止事業委託料　500千円
④東三河地域防災研究協議会負担金　740千円
⑤愛知県防災行政無線運営協議会負担金　5,647千円

16,023

防災対策課 防災訓練費 倒壊小屋･仮設訓練塔設置委託等 1,247

防災対策課 自主防災会活動推進費
①自主防災会防災倉庫設置費補助　250千円
②自主防災会防災訓練推進交付金　1,500千円

1,750

防災対策課 防災啓発関係費
防災ボランティアコーディネーター養成講座　200千円
防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修　50千円

250

防災対策課 防災会議委員報酬等 14人×3回 362

防災対策課 防災行政無線整備事業費
デジタル移動系防災行政無線整備工事（実施設計含）　90,755千円
デジタル同報系防災行政無線設計委託　6,500千円

97,255

防災対策課 防災施設等整備事業費
①備蓄用消耗品費　2,700千円
②緊急地震速報受信装置接続費　9,114千円
③備蓄用備品購入費　210千円

12,024

資料１　防災関連事業一覧

担当課 事業名 事業内容等 予算額
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（単位：千円）資料１　防災関連事業一覧

担当課 事業名 事業内容等 予算額

防災対策課 緊急地震速報サービス利用料
2月分（消防総務課、予防課）
10月分（防災対策課、消防署）

26

庶務課
（小学校）
緊急地震速報サービス利用料

11校分(1校12月分、10校10月分) H20 1校→中部、H21 10校→三蔵子,八南,国府,御油,
一宮西部,代田,豊,桜木,東部,豊川、H22 13校→御津南部,牛久保,金屋,桜町,赤坂,一宮
東部,長沢,天王,平尾,御津北部,千両,一宮南部,萩

412

庶務課
（中学校）
緊急地震速報サービス利用料

6校分(1校12月分、5校10月分) H20 1校→東部、H21 5校→南部,西部,金屋,一宮,中部、
H22 3校→代田,御津,音羽

228

146,096合　　　計



２６

（単位：千円）

人事課 県派遣職員負担金 現職警察官派遣　1名 10,986

生活活性課 防犯ボランティア養成講座 一般市民向け　２回 50

生活活性課 防犯啓発パトロール事業
豊川市全域
１小学校区当り　３０回

4,716

生活活性課 防犯啓発夜間パトロール事業
豊川市全域
午後8時から午後10時　青色回転灯装着車３台

4,875

生活活性課 ネットランチャー取替手数料
平成１７年度に購入した７１台分のガス発生器交換
（使用期限　４年）

1,000

生活活性課 負担金、補助及び交付金

①防犯灯電気料金補助　7,000千円
②防犯灯設置費補助　3,389千円（国費178千円充当）
③豊川宝飯防犯協会連合会補助　2,100千円
④校区安全なまちづくり推進連絡協議会補助　1,445千円

13,934

生活活性課
防犯ボランティア活動支援用資機材給
付及び啓発物品等購入

防犯ボランティア活動支援資機材の給付
（ベスト、腕章、信号灯）
啓発用ポケットティッシュ、新学童携帯ブザー

1,359

生活活性課 その他 旅費、安全パトロール車保険料等 470

庶務課 小学校防犯対策事業費 防犯ﾒｰﾙとして不審者情報などを携帯ﾒｰﾙ等に送信 847

庶務課 中学校防犯対策事業費 防犯ﾒｰﾙとして不審者情報などを携帯ﾒｰﾙ等に送信 318

38,555

資料２　防犯対策関連事業一覧

担当課 事業名 事業内容等 予算額

合　　　計
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（単位：千円）

子ども課 児童手当
児童の健全な育成及び資質の向上、小学６年生まで対象
３歳未満：一律1万円　３歳以上：第１子・第２子５千円　第３子以降１万円 1,386,480

子ども課 児童扶養手当 母子家庭の自立生活支援及び子育て支援 495,000

子ども課 遺児の育成をはかる手当 母子家庭の自立生活支援及び子育て支援（市単独事業） 49,989

子ども課 家庭児童相談室事業 月・水・木 １０:００～１８：００　愛護センターと連携 1,711

子ども課 第三子保育料無料化事業 ３人以上の児童を養育している世帯の第三子以降の３歳未満児の保育料を無料化する -

子ども課 保育サービス向上支援事業
保育運営における問題点を把握し、保育サービスの質的向上に結びつけ、また結果を公表することにより、保護者の
適切な保育サービスの選択に資する
　公立：３園　　民間：４園

1,838

子ども課 病後児保育事業 病気の回復期にあり、集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業を医療機関に委託 6,790

子ども課
放課後児童健全育成事業
（児童クラブ）

小学校低学年児童クラブ全小学校区で実施 ・・・保育協会等に委託 146,988

子ども課 子育て支援短期利用事業 家庭の事情により、一時的に児童（母子含む）を生活援助・養護する 393

子ども課 母子生活支援施設実施事業 家庭の事情により、一時的に母子を生活援助・養護する 7,769

子ども課 自立支援教育訓練給付事業 母子家庭の母等が職業能力開発のための講座の受講費用を給付 72

子ども課 高等職業訓練促進給付事業
母子家庭の母等が自立に有利な資格（看護師・保育士等）を取得するために養成機関で就業する場合一
定期間給付金を給付

4,532

子ども課 入学支援修了一時金 H20.4.1制度施行　高等職業訓練修了時（期間２年以上）に一時金50千円支給 100

子ども課 つどいの広場事業 NPO法人に委託しプリオ５階で主に未就園児を対象とし、子育て育児支援等の事業を実施する 2,739

子ども課 育児支援家庭訪問事業 産褥期に不安を抱える母親等の育児支援をする 1,178

子ども課 要保護児童対策地域協議会事業費 要保護児童対策等を地域で連携し行っていく 187

子ども課 次世代育成支援対策事業費 次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）を策定する 3,109

子ども課 子育て支援センター事業
育児相談、子育てサークルの情報交換
　・プリオ５階
　・開設時間10:00～18:00

9,344

　　　　　資料３　子育て支援に係る事業一覧

担当課名 事  業  名 内  容  等 予算額
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（単位：千円）
　　　　　資料３　子育て支援に係る事業一覧

担当課名 事  業  名 内  容  等 予算額

子ども課 ファミリーサポートセンター事業
子どもを預けたい人と預かりたい人の仲介
　・プリオ５階
　・開設時間10:00～18:00

3,225

子ども課 交通児童遊園管理運営費 サクセスアカデミーに指定管理 9,957

子ども課 児童館管理運営費
サクセスアカデミーに指定管理（さくらぎ、うしくぼ、さんぞうご、いちのみや、あかさか、あかね、ひろいし、さ
わき児童館）

57,282

子ども課 私立幼稚園就園奨励費補助
私立幼稚園に子供を通わせる保護者に対して金銭的負担を軽減させるために、保護者の所得金額に応じ
て補助

92,111

子ども課 子育てサポート事業 ２歳児歯科健診時に子育てネットワーカーを活用 212

子ども課 ブックスタート事業 ４か月児健診に読み聞かせとブックスタートパック配布 1,784

子ども課 読み聞かせ教室事業
公民館等で読み聞かせ教室を開催
　豊川：４地区（御油・八南公民館・国府東・桜町市民館）
　一宮：１地区（生涯学習会館）

60

福祉課 ひまわり園利用者負担金補助事業 ひまわり園を利用する保護者の負担を軽減するための補助 1,600

保険年金課 子ども医療費 通院は小学５年生（市単）に拡大、入院は中学３年生まで 626,478

保険年金課 母子家庭医療費 母子家庭医療費対象 91,270

保健センター 予防接種事業費
ＢＣＧ、ポリオ、２・３種混合、日本脳炎、風疹・麻疹
※インフルエンザ予防接種委託料57,955千円除く

166,975

保健センター 母子保健事業
４か月児健診、１歳６か月児健診、２歳児歯科健診、３歳児健診、妊婦健診（１４回）、子育て教室、育児相談
等

176,360

保健センター こんにちは赤ちゃん事業 生後４か月の乳児がいる家庭への全戸訪問 3,707

環境対策課 生活排水対策推進事業費 学習会用実験資料（ビーカー、スポイト等）を小学校へ配布し、水の汚れを調べる 75

環境対策課 こども環境学習体験講座事業費
環境ボランティアを講師とし、豊川源流探検、豊川・佐奈川水生生物調査、エコショッピング体験など（案）を
行い、環境学習の機会を提供

200

生涯学習課 少年愛護センター事業
月・火・木・金 １０:００～１７：００（祝日と土曜日、日曜日、と年末年始は休業）　家庭児童相談室と連携
・プリオ５階
・少年指導委員　222名

1,307

3,350,822合　　　　計
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