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豊 川 市 の 予 算 の 姿 
 

                       
 

令和２年度豊川市一般会計予算額    ６ ４ ３ 億 ４，０ ０ ０ 万 円 

豊川市宣伝部長 

兼おもてなＣ部長 



１　 障害者ワークステーション事業 Ｐ　１ 18　ワンコインがん検診・健康診査事業 Ｐ１５

２　 小坂井地域交流会館（仮称）整備事業 Ｐ　２ 19　産後ケア事業 Ｐ１６

３　 マイナンバーカード交付事業 Ｐ　３ 20　総合保健センター（仮称）整備事業 Ｐ１６

４ 　マイキーＩＤ設定支援事業 Ｐ　３ 21　再生可能エネルギー活用推進事業 Ｐ１７

５　 地区市民館改築事業 Ｐ　４ 22　豊川産農産物普及推進事業 Ｐ１８

６　 高齢者後付け安全運転支援装置設置費補助事業 Ｐ　５ 23　観光まちづくりボランティア活用事業 Ｐ１８

７　 豊川駅西口第２自転車駐車場（仮称）管理運営事業 Ｐ　６ 24　産地パワーアップ補助事業 Ｐ１９

８　 防犯対策事業（防犯カメラ） Ｐ　７ 25　上長山一宮線拡幅改良事業 Ｐ２０

９　 桜ヶ丘ミュージアム展示事業 Ｐ　８ 26　愛知御津駅周辺まちづくり整備事業 Ｐ２１

10　文化ホール公演事業 Ｐ　８ 27　公共駐車場整備事業 Ｐ２１

11　地域包括支援センター運営事業 Ｐ　９ 28　消防団再編整備事業 Ｐ２２

12　子ども医療費支給事業 Ｐ１０ 29　消防車両等整備事業 Ｐ２２

13　放課後児童健全育成事業 Ｐ１１ 30　防災行政無線整備事業 Ｐ２３

14　児童発達支援相談事業 Ｐ１２ 31　東京２０２０オリンピック聖火リレー開催支援等事業 Ｐ２４

15　保育室等空調機器設置事業 Ｐ１３ 32　スポーツイベント開催支援事業 Ｐ２５

16　民間保育所建設費等補助事業 Ｐ１４ 33　豊川公園整備事業 Ｐ２６

17　赤坂・長沢保育園統合事業 Ｐ１４ 34　医療機器購入事業 Ｐ２７

 「元気なとよかわ　子育てにやさしく　人が集うまち」を目指した予算

一般会計は３．３％増　６４３億４千万円　過去最大



事業費 11,245 千円

行う軽易な作業等を集約することで、市役所全

体の仕事の効率化を図ります。

障害者ワークステーション事業

　働く意欲があるものの、就労に結びつかない

障害者が、業務経験を通じて次の就労の機会を

得られるようにするため、障害者ワークステー

ション事業を開始します。

　障害者雇用の促進を図るとともに、各部署で

担当課： 人事課 TEL： 0533-89-2122

障害者ワークステーション事業の概要

人員体制：職員２名、就労支援員１名、

障害者スタッフ４名

開始時期：令和２年５月予定
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事業費 1,467,694 千円

　とします。

担当課： 財産管理課 TEL： 0533-89-2108

　大きな空間とし親子トイレを設けます。

【図書館】

　学習スペースを広くし、利用しやすい図書館

　集会室、調理室、２階に会議室を設けます。

【児童館】

　親子のふれあいの場を提供します。遊戯室は

　分け、プライバシーに配慮します。

【生涯学習会館】

　市民自らの生涯学習活動の場として、１階に

向け、新たな複合施設の整備に取り組みます。　

【支所】

　住民票などを発行します。窓口を相談内容で

小坂井地域交流会館（仮称）整備事業 ＜令和２年度の主な取組＞

・整備工事

・開館に向けた啓発活動等

　令和元年度に引き続き、令和３年度の開館に 外観 イメージ

会議室 イメージ支所窓口 イメージ

遊戯室 イメージ 図書館 イメージ
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事業費 148,419 千円 4,752 千円

用した消費活性化策として、マイナポイントの

利用が始まります。マイナポイントを利用する

ために必要となるマイキーＩＤの設定を支援す

　　カードの交付申請を受付（出張申請受付）

担当課： 市民課 TEL： 0533-89-2136 担当課： 情報システム課 TEL： 0533-89-2128

マイナンバーカード交付事業 マイキーＩＤ設定支援事業

事業費

　マイナンバーカード交付円滑化計画に基づき、 　令和２年９月より、マイナンバーカードを活

る窓口を開設します。

令和４年度末までにほとんどの市民がカードを

保有することを想定し、交付体制を強化します。

【主な内容】

　・市民課の交付窓口を、現在の３ブースから

　　最大７ブースに増設

　・休日や定期的な平日夜間の交付窓口の開設

　・職員が集会施設や企業に出向き、一括して

　・各支所やプリオ窓口センター

　　での交付（要予約）

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰPRｷｬﾗｸﾀｰ
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マイキーIDの設定

マイナンバーカードの申請・取得準
備 マイナンバーカードが必要です。

マイナポイントの利用に必要なマイキーIDの

設定支援を行います。マイキーIDの設定には、

スマホやパソコンの操作が必要です。その説

明や操作等の支援を行います。

・決済サービスの選択登録

・マイナポイントの取得

・マイナポイントの利用

支
援
内
容

利
用

　　　　　-　3　-



事業費 219,000 千円

地区市民館改築事業 完成イメージ図

　地区市民館適正配置方針に基づき、平尾地区

市民館と古宿地区市民館の改築工事を実施しま

す。

　　　　　　 　　 平尾地区市民館

　　　　　　 　　 古宿地区市民館

担当課： 市民協働国際課 TEL： 0533-89-2165

新地区市民館概要（鉄骨造平屋建）

平尾地区市民館

・延床面積 約317㎡

・施設内容 集会室、多目的室、会議室、事務室、調理

室、防災倉庫など

・付属設備 蓄電設備付き太陽光発電システム(5kW)

・事 業 費 172,000千円

・工 期 令和２年５月～令和３年８月予定

古宿地区市民館

・延床面積 約325㎡

・施設内容 集会室、和室、会議室、事務室、調理室、

防災倉庫など

・付属設備 蓄電設備付き太陽光発電システム(5kW)

・事 業 費 177,700千円

・工 期 令和２年５月～令和３年９月予定
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るため、後付けの安全運転支援装置を設置する

経費の一部を補助します。

※現在、国及び愛知県においても同様の補助制

度創設を進めており、この制度と同調した、よ

り申請者に有利となる制度への変更の可能性も

あります。

人権交通防犯課 TEL： 0533-89-2149担当課：

　高齢者が運転する自動車による事故を防止す

高齢者後付け安全運転支援装置

千円

設置費補助事業

6,000事業費

後付け踏み間違い急発進等抑制装置の例（参考）

【概要】

○対象となる装置

後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置で、

国の基準を満たすもの

○対象となる方（以下全てに該当する方）

・市内に住所があり申請年度末に６５歳以上と

なる方

・自家用で使用する自動車に設置する方

・有効期限内の自動車運転免許証を保有する方

・市税等を滞納していない方

○補助額

・購入費及び設置費の２／３（上限６万円）
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事業費 5,744 千円

豊川駅西口第２自転車駐車場

（仮称）管理運営事業

め、有料で利用できる豊川駅西口第２自転車駐

車場（仮称）の供用を開始します。

　豊川駅西口の自転車駐車場不足を解消するた

担当課： 人権交通防犯課 TEL： 0533-89-2149

建設地

フットレバー式スライドラック

無人のゲートシステムスライドラック自転車駐車場

【概要】

・所在地 ：豊川市西本町

・利用時間：２４時間

・使用区分：定期利用のみ

・供用開始：令和２年９月予定

【特徴】

・豊川駅及び豊川稲荷駅に最も近い。

・専用のＩＣカードを使用した入出庫管理や、

防犯カメラによる見守りにより、大切な自

転車を安全に保管。

・フットレバー式スライドラック（右写真参

照）の導入により、自転車のスムーズな駐

車が可能。
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事業費 6,306 千円

防犯対策事業（防犯カメラ） ◆防犯カメラの設置費を補助します。

　　　　　　　　　　　　　　【2,000千円】　

　連区や町内会等が、地区内の犯罪抑止や児童

◆防犯カメラを設置します。　【4,306千円】 生徒の安全確保などを目的に、道路や公園など

　市内の主要道路や交差点に防犯カメラを設置 に設置する防犯カメラについて、費用の一部を

し、犯罪者が入り込みにくい環境をつくり、犯 補助します。

罪を抑止します。 【概要】

　また、主要な市営自転車駐車場に防犯カメラ 　防犯カメラ、表示看板等の設置について、費

を設置することで、多発する自転車の盗難を防 用の８割を補助します。（上限１００万円）

止します。

担当課： 人権交通防犯課 TEL： 0533-89-2149

防犯カメラ（設置例）
街頭防犯カメラ映像

（映像イメージ）街頭防犯カメラ（設置例）
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事業費 28,411 千円

事業費 21,369 千円

事業、親子向け５事業及びその他１事業を開催

します。
バリアフリー演劇「ヘレン・ケラー～ひびき合うものたち」

担当課： 文化振興課 TEL： 0533-84-8411

として、音楽６事業、演劇３事業、伝統芸能３

    　　　　　　　　　　　　金銅五鈷鈴（平安時代後期）
　　　　　　　    　　　　　重要文化財

文化ホール公演事業

　トロピカルハワイアンコンサート、バリアフ

リー演劇など、良質な舞台公演を体験する機会

料や美術作品を鑑賞できる機会として、歴史企 　　　　　　　　　　　　　　　　　特別展「金魚美抄展2020」

画展３事業、美術企画展６事業、合計９事業の
金魚酒 命名 夕舟（深堀隆介）

展覧会を開催します。     　　　　　　　　　　　　特別展「鐸鈴のまつり 鐘のいのり」

桜ヶ丘ミュージアム展示事業

　国指定重要文化財の鈴など、質の高い歴史資
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事業費 192,466 千円

担当課： 介護高齢課 TEL： 0533-89-3179

をさらに充実します。

ついて配置の見直しを行い、出張所を１か所増　

設します。

　相談窓口を全１０中学校区に広げ、相談機能 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　機能を充実

　高齢者の総合相談窓口である高齢者相談セン

ター（地域包括支援センター）及び同出張所に

地域包括支援センター運営事業

◆出張所を増設し、総合的な高齢者相談窓口の

令和２年５月まで（予定） 令和２年６月から（予定）

いかまい館内
県営稲荷北住宅敷地内
（旧稲荷北デイサービスセンター）

上長山町本宮下1-1685 東新町33-1

東部高齢者相談センター 東部地域福祉センター内 いかまい館内

一宮出張所
（現豊川出張所）

金屋元町2丁目53-1 上長山町本宮下1-1685

北部高齢者相談センター 東部地域福祉センター内

金屋出張所 金屋元町2丁目53-1

設置場所

東部高齢者相談センター

―

高齢者相談センター及び同出張所 位置図

（令和２年６月～） ※予定

◎市役所
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事業費 865,652 千円

担当課： 保険年金課 TEL： 0533-89-2164

までに拡大します。

　なお、高校３年生世代までの入院医療費の支給は、

東三河５市では初の事業となります。

費を対象としている子ども医療費の支給について、

令和２年４月診療分から支給対象を高校３年生世代

子ども医療費支給事業

◆高校３年生世代までの入院医療費の無料化を開始

　子育て世代の経済的負担の軽減と子どもの健やか

な成長の一助として、現在中学生までの入通院医療

【対象者】
１５歳の年度末の翌日から１８歳の年度末までの方
※結婚や仕事をしている方も含め、全ての方が対象
です。

【支給内容】
令和２年４月診療分からの入院医療費の自己負担分
※保険診療対象外の室料差額、選定療養費や食事代
等は支給対象となりません。

【支給方法】
中学生までのように受給者証は交付しません。
入院費用を医療機関で支払いしたのち、保険年金課

又は各支所の窓口へ申請すると、入院医療費の自己負
担分（保険適用分）が振り込まれます。

【令和２年３月まで】
中学生までの通院と入院の医療費を支給

【令和２年４月から】
高校３年生世代の入院の医療費までに拡大

さらに

拡大内容
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事業費 531,646 千円

担当課： 子育て支援課 TEL： 0533-89-2133

ブ室整備工事を行います。

開所時期：令和３年度予定

場　　所：小坂井東小学校敷地内

◆児童クラブ室整備工事を行います。

　小坂井東小学校区の受入れ環境を確保し、今

後の受入れ児童数の拡大を図るため、児童クラ

　一宮西部小学校区児童クラブを始め、入所希

望の多い小学校区のクラブについて、受入れ児

童数の拡大を図ります。

放課後児童健全育成事業

◆児童クラブの受入れ児童数を拡大します。

（参考）令和元年度中に完成予定の一宮西部小学校区児童クラブ室
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事業費 7,243 千円

を身につけるための研修会を実施します。

担当課： 子育て支援課 TEL： 0533-89-2133

　保護者が安定した気持ちで育児を行えるよう

児童の発達上の課題など、児童の特性や対応の

方法を理解するための研修会を実施します。

○ティーチャーズ・トレーニング

　保育士や放課後児童支援員、教諭等が発達に

心配のある児童や、その保護者への対応スキル

子教室や、保護者・支援者が必要なスキルを学 童にあった関わり方を学び、必要な支援につな

ぶための研修会を実施します。 げるための親子通所教室を開催します。

○ペアレント・トレーニング

　施します。 言を行うとともに、必要な支援につなげます。

　発達に心配のある児童に関する相談に幅広く ○親子通所教室

応じます。また、必要な支援につなぐための親 　保護者が児童の特性、個性を理解し、その児

児童発達支援相談事業 ～主な事業～

○発達相談

　保護者からの相談に基づき、臨床心理士をは

◆発達に心配のある児童に係る相談支援等を実 じめ保健師、保育士が発達上の課題の整理、助
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事業費 41,657 千円

保育室等空調機器設置事業

◆保育室のエアコン設置率１００％へ

　３歳以上児の保育室等へのエアコン設置率が

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、保育環境の向上を図ります。

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

⭐事業内容⭐
【令和元年度】

設置率５０％未満の公立保育園（１３園）

保育室各１室へ設置

【令和２年度】

未設置の保育室等のある園

私立幼稚園（１園）

私立保育園（７園）

公立保育園（１９園）

※公立保育園については、令和元年度３月補正にて

予算化予定（令和２年度へ繰越）

設置費を補助

設置
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事業費 164,540 千円

事業費 109,493 千円

　社会福祉法人童和福祉会みと保育園始め３園

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

【令和２年度】実施設計、造成工事、用地

【令和３年度】園舎建設工事、駐車場整備工事

【令和４年度】開園

赤坂・長沢保育園統合事業

◆新たな園舎を建設します。

民間保育所建設費等補助事業

◆民間保育所の建設等の費用を補助します。

【園舎建設】

　社会福祉法人桜福祉会さくら保育園

【大規模修繕等】

【さくら保育園新園舎イメージ】

【保育園建設予定地（赤坂・長沢保育園統合事業）】

音羽川

事業用地

音羽中学校

国道１号
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事業費 290,536 千円

ワンコインがん検診・健康診査事業 ◆一部のがん検診の対象要件が変わります。

　受診年齢・受診間隔は国のガイドラインを遵

守するなかで、隔年受診となっている検診（胃

◆健診の自己負担金が変わります。 がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん）の受

　年齢や収入に応じた負担金の減免制度を廃止 診年度を『偶数年齢になる年度』に統一します。

し、受診方法で自己負担金を区別することで、 　年度ごとに受診可能な検査項目を明確にする

健診手続きが簡素化されるとともに、全年齢の ことで、がん検診の受診定着を図ります。

対象者が無料で受診できる機会を設け、若い世 ※令和２年度は対象要件の変更に伴い経過措置を設けます。

代から定期的な健康診断の受診定着を図ります。

【令和元年度】

　・７０歳以上の高齢者（６５歳以上の後期高齢者医療制度加入者含む）、

　　市民税非課税世帯、生活保護受給者など：全項目無料

　・上記以外：１項目一律５００円

【令和２年度】

　・個別健診（医療機関）：１項目一律５００円

　・集団健診（検診車）　：全項目無料

担当課： 保健センター TEL： 0533-89-0610
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事業費 1,622 千円 16,258 千円

0533-89-0610

産後ケア事業 総合保健センター（仮称）整備事業

事業費

◆デイサービス型を加え、利用の選択肢を拡充 　市民病院に近接する八幡駅周辺地区に、医師

　産科医療機関に宿泊して受けられる母親の心 会などの関係団体と調整により、妊産婦ケアセ

身ケアや育児サポート（宿泊型）に、デイサー ンターなどの機能を有する健康・医療対策の拠

ビス（通所）型を追加することで、支援内容の 点となる総合保健センター（仮称）の建設に向

充実を図ります。 けて、整備方針などを検討、整理し、基本計画

　日中のみの利用が可能になることで、夜間は などの策定に着手します。

身内の支援が受けられる方なども利用しやすく

なります。 【整備計画】

　令和２～３年度：基本構想・基本計画策定

◆利用できる産科医療機関等を増やします。 　令和４年度　　：基本設計

　東三河５市で医療機関への委託料を統一する 　令和５年度　　：実施設計　

ことで、産後ケア事業を行うことができる産科

医療機関や助産所の増加を図り、利用しやすい

環境づくりを一層推進します。

担当課： 保健センター TEL：
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事業費 15,000 千円

再生可能エネルギー活用推進事業

◆住宅用地球温暖化対策設備補助事業を拡充

　地球温暖化対策の一環として、市民のクリー

て、金額及び基数（件数）を拡充します。

球温暖化対策設備の設置費に対する補助につい

ンエネルギー利用の促進を図るため、住宅用地

担当課： 環境課 TEL： 0533-89-2141

～補助メニュー～

①ホームエネルギーマネジメントシステム【HEMS】
上限 20,000円 × 50基

②燃料電池システム
上限100,000円 × 40基

③リチウムイオン蓄電池システム
上限100,000円 × 60基

④地球温暖化対策設備一体的導入設置

【一体的導入設置の組合せは以下のとおり】

Ⅰ太陽光発電システム＋①HEMS＋③蓄電池システム

合計上限200,000円

Ⅱ太陽光発電システム＋①HEMS＋電気自動車等充給電設備

合計上限175,000円

＊一体的導入設置補助件数はⅠ及びⅡあわせて20件

スマートハウス【イメージ図】
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事業費 1,633 千円 720 千円

担当課： 農務課 TEL：

豊川産農産物普及推進事業 観光まちづくりボランティア活用事業

事業費

◆バラを始めとした豊川産農産物をＰＲ ◆スポーツイベントにおけるおもてなしを充実

　東京２０２０オリンピック聖火リレー、豊川 　市外から多くの参加者が集まる豊川リレーマラソ

リレーマラソン、トヨカワシティマラソン大会 ン、トヨカワシティマラソン大会において、「豊川

において、バラを始めとした豊川産農産物をＰ いなり寿司教室」を開催するとともに、「とよかわ

Ｒすることで、認知度の向上を図ります。 ブランド」等の周知も行い、魅力を発信します。

0533-89-2138 0533-89-2140担当課： 商工観光課 TEL：

とよかわブランド「とよかわバラ」 豊川リレーマラソン２０１９ 「豊川いなり寿司教室」の様子
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事業費 257,700 千円

　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

整備等に係る経費の一部を補助します。

産地パワーアップ補助事業

担当課： 農務課 TEL： 0533-89-2138

【実施予定事業】

・集出荷貯蔵施設整備事業 １件 （施設野菜（大葉））

【事業内容】

・作業所建設、大葉選別結束機械等の整備

駐
車
ス
ペ
ー
ス

駐車スペース

駐
車
ス
ペ
ー
ス

緑 地 帯

出入口

（スロープ）

集出荷貯蔵施設

施設平面図（イメージ）

建設予定地

下長山町

予定地

東
三
温
室
園
芸

農
業
協
同
組
合

集出荷貯蔵施設（例）
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事業費 93,500 千円

上長山一宮線拡幅改良事業

◆安全対策として、歩道を整備します。

　本路線は、国道１５１号へのアクセス道路と

して通勤・通学等多くの市民が利用する重要な

幹線道路です。

　令和２年度は、歩行者等の安全対策として、

新たに歩道を整備します。

担当課： 道路建設課 TEL： 0533-89-2143

位置図

歩道整備で

歩行者が安全に！

豊川市役所

一宮支所

東三河高等

技術専門校

職業能力

開発校

愛厚希全の里

【事業概要】

・工事延長：Ｌ＝６８０ｍ

・幅 員：Ｗ＝７．５ｍ（車道）

Ｗ＝２．５ｍ（歩道）

・事業期間：平成２９年度～令和２年度

・供用開始：令和３年３月頃予定

整備イメージ
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事業費 71,055 千円

事業費 167,113 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いて、地域拠点の拠点駅

であるＪＲ愛知御津駅の橋上化及び駅前広場の

整備などを行います。

　令和２年度は、自由通路新設等に関する概略

の利便性と地域拠点の魅力を高めます。

設計を行います。

公共駐車場整備事業

　愛知御津駅周辺まちづくり整備事業にあわせ、

一体的に検討、整備を行うことで、鉄道利用者

　令和２年度は、愛知御津駅前公共駐車場用地

拡大のため、用地取得などを行います。

担当課： 都市計画課 TEL： 0533-89-2147

愛知御津駅周辺

まちづくり整備事業等の状況

橋上駅

御津為当線

駅前広場

松本入浜線

駅前広場

公共駐車場

現在のＪＲ愛知御津駅前の状況

現在の愛知御津駅前

公共駐車場の状況
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事業費 44,244 千円

事業費 103,646 千円

消防団再編整備事業

　消防団再編に伴い、３詰所を廃止し、一宮第

３分団の詰所を整備します。

　再編により人材等を集約させることで、消防

力の強化を図ります。

消防車両等整備事業

　小型動力ポンプ付積載車（平尾分団）と高規

格救急自動車３台（西分署、南分署、一宮出張

所）を更新します。

　今後も計画的な更新整備を進め、消防力の充

実強化を図ります。

担当課： 総務課 TEL： 0533-89-9576

≪新詰所概要≫

・延床面積 約９５㎡

・構 造 鉄骨造２階建

・完 成 令和３年３月頃予定

※ 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。
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事業費 744,156 千円

◆移動系防災行政無線の実施設計を行います。

　移動系防災行政無線は、現在、旧規格と新規

格のものが混在していますが、電波法の改正に

対応するための更新に向け、実施設計を行います。

担当課： 防災対策課 TEL： 0533-89-2194

【整備予定】

　令和２年度：親局設備と旧４町地区を整備

　令和３年度：旧豊川地区を整備

するため、市内全域、統一された新しいシステ

ム（携帯通信網を利用した防災情報伝達システ

ム）に更新します。

　現在の同報系防災行政無線は、１市４町の合

併前に整備された設備を連携させて使用してい

ますが、それらの老朽化や電波法の改正に対応

防災行政無線整備事業

◆同報系防災行政無線を更新します。

豊川市防災センター

防災情報伝達システム

消防庁・内閣府など

屋外スピーカー 戸別受信機 スマートフォン 携帯電話

（防災アプリ） （とよかわ安心メール）

ホームページ ＳＮＳ 固定電話

Twitter/Facebook  (放送聞き直し)

防災情報伝達システムイメージ図

Ｊアラート

情報取得方法

携帯通信網などにより発信

更新予定の

新型スピーカー

避難情報等
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東京２０２０オリンピック

 聖火リレー開催支援等事業

事業費 千円

　令和２年４月７日（火）に豊川市で開催され

る東京２０２０オリンピック聖火リレーの実施

に向けて、東京２０２０オリンピック聖火リレ

ー愛知県実行委員会を支援し、オリンピック開

催機運の醸成を図ります。

　また、令和２年８月にはパラリンピック聖火

フェスティバルも実施します。

　

担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

5,759

聖火リレー出発地（豊川稲荷）

※ミニセレブレーションを実施

聖火リレー到着地（豊川市陸上競技場）

東京2020オリンピック聖火リレー豊川市ルート

出発地
（豊川稲荷）

到着地
（豊川市陸上競技場）
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事業費 2,900 千円

スポーツイベント開催支援事業

　豊川リレーマラソン、トヨカワシティマラソ

ン大会を始め、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。

　豊川リレーマラソンに加え、トヨカワシティ

マラソン大会においても、ゲストランナーを招

聘します。

担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

「豊川リレーマラソン２０１９」の様子

「２０１８トヨカワシティマラソン大会」の様子

【事業概要】

リレーマラソン負担金 1,000千円

シティマラソン大会負担金 1,900千円

【開催予定】

リレーマラソン 令和２年１６月１７日

シティマラソン大会 令和２年１１月１５日
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事業費 360,955 千円

公園緑地課 TEL： 0533-89-2176

豊川公園整備事業

◆豊川公園の全体を再整備します。

　豊川公園内の施設を充実させ、利便性や魅力

の向上を図り、賑わいを創出します。

【令和２年度の主な事業概要】

　市庭球場の設計市プー等市プー251,100千円

　市プール等の解体撤去市ー等の278,300千円

　こども広場の整備等のー等の市228,000千円

【令和３年度以降の主な事業計画】

　令和３年度：市庭球場整備

　　　　　　：陸上競技場外周等園路整備

　令和４年度：市庭球場供用開始

担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

Ｉmage courtesy  of  Varian Medical
Systems,Inc. All rights reserved.

現在の豊川公園

整備計画

こども広場整備

芝生広場

広場兼駐車場

駐車場

テニスコート

キュパティーノ広場

市プール等解体撤去

市庭球場整備工事の基本設計・実施設計

芝生広場

健康広場

陸上競技場外周等園路

※色塗りは今後の整備予定箇所
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事業費 1,368,327 千円

担当課： 経営企画室 TEL： 0533-86-1111

に更新・導入し、安心して適切な医療が受けら

れる体制を整えていきます。

という効果的な治療ができる最新の機器を導入

します。

　市民病院では今後も様々な医療機器を計画的

　今後、ますます放射線治療の需要増加が見込

まれるため、「がん」等に対して放射線を多方

向から照射するＩＭＲＴ（強度変調放射線治療）

　乳がん、肺がん、前立腺がん、脳腫瘍などの

治療に活用される放射線治療機器「リニアック」

を更新します。

医療機器購入事業

◆先進的医療機器を導入します。

Ｉmage courtesy  of  Varian Medical
Systems,Inc. All rights reserved.

上記写真は「イメージ」です。

機種については、今後選定します。
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