
特 集 号豊川市・一宮町合併協議会

一宮地域版

特 集 号

●　平成18年2月1日、豊川市と一宮町は合併し、新「豊川市」が誕生

します。

合併に伴い、現在の一宮町役場を「総合支所」とし、地域に密着

した住民サービスの提供と地域の活性化を図ることとしています。

そこで、今回の合併により、住民の皆さんの生活に特にかかわり

の深い制度の変更点、総合支所や市役所の業務内容などについて、

ガイドブックを作成しましたので、ご活用ください。

●　この冊子に記載した各項目の内容は、平成17年12月1日現在で作

成したものですが、今後、法改正や条例改正等により、本書の内容

が変更される場合もありますのでご承知おきください。

●　この冊子は、概要をお知らせするもので、不明な点や詳細につき
ましては、各担当課へお問い合わせください。
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Ⅰ 一宮総合支所の組織と業務
合併後、現在の一宮町役場は「豊川市一宮総合支所」という名称に変わります。

地域振興課

支所長

業務
内容

財産区、地域審議会、防災行政無線、文書・公印管理、庁舎管理、公用
車管理など

税務課 業務
内容

個人の市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市税・
介護保険料・国民健康保険料の徴収、税務証明など

健康福祉課 業務
内容

戸籍、住民票、外国人登録、印鑑証明、障害者福祉、児童福祉、高齢者
福祉、介護保険、国民健康保険など

生活活性課 業務
内容 農林業、土地改良区、環境対策、墓地、犬の登録、区長会、市民相談など

建設課 業務
内容

道路・橋りょう・交通安全施設・河川等の工事、道路・農道・公園・児
童遊園・橋りょう・河川等の維持管理、土地区画整理組合など

上下水道課 業務
内容 水道料金・下水道使用料、受益者負担金、農業集落排水施設使用料など

教育課 業務
内容 児童生徒の就学・入学・転学、生涯学習、社会教育など市役所　　　

教育委員会

1）一宮総合支所の主な業務
多くの事務手続きは今までどおり、一宮総合支所で行うことができますが、一部、豊川市役所で受

付を行う業務もありますので、次の表を参考にしてください。

また、各種業務に関する相談も、総合支所で行うことができます。

※一宮総合支所の電話番号は平成18年2月以降のものです。

電話番号／一宮総合支所　93-3111（代表）　　豊川市役所　89-2111（代表）

主な業務
問合せ先

一宮総合支所 豊川市役所

◎総合支所庁舎等の管理に関すること
　　・総合支所庁舎利用許可申請書の受付など

地域振興課
93-3112

財政課　　　89-2127
◎一宮財産区に関すること
　　・財産区管理会の運営、会議の開催など

◎地域審議会に関すること
　　・審議会の開催など

企画課         89-2126

◎防災行政無線に関すること
　　・防災行政無線による広報、災害時
　　　の緊急連絡
　　・戸別受信機借受申請受付など

防災対策課　89-2194
秘書課　　　89-2121
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特 集 号特 集 号特 集 号特 集 号

◎市税に関すること
　　・市民税申告書、給与支払報告書、特別徴収異動届など
　　・市税等の徴収業務、税務に係る証明に関すること

税務課
93-3114

市民税課　　89-2129

　　・固定資産税の減免・非課税の申請
　　・償却資産申告書の受付

・土地・家屋台帳及び地籍図等の縦覧、固定資産税等の問合せ 資産税課　　89-2130

◎原動機付自転車・小型特殊自動車等に関すること
　　・原付・小型特殊のナンバー交付・登録廃止・所有者変更など

◎公金の収納及び愛知県収入証紙の販売に関すること 会計課　　　89-2153

◎障害者福祉に関すること
　　・障害者手帳（身体・知的・精神）・手当等の申請、届出
　　・補装具・日常生活用具等の申請
　　・支援費制度の申請

健康福祉課
93-3113

福祉課　　　89-2131

◎戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること
　　・特別弔慰金等の申請受付

◎児童福祉に関すること
　　・児童手当、遺児手当等申請受付
　　・保育園に関すること

児童課　　　89-2133

◎介護保険に関すること
　　・要介護認定申請受付など
　　・受給資格証明書の交付、介護保険料納付書の再発行など 介護高齢課　89-2173

◎高齢者福祉に関すること
　　・高齢者福祉サービス申請受付など

◎住民異動及び戸籍異動の届出に関すること
・出生、婚姻、死亡など戸籍の届出
・転入、転出、転居などの住民異動届
・住民票の写し、戸籍謄・抄本、戸籍の附表、印鑑登録証明
書等の発行
・印鑑登録の受付など

市民課　　　89-2136

◎外国人登録に関すること
　　・外国人登録に関する申請の受付（転入、転居等）
　　・特別永住許可に関する申請の受付
　　・登録原票記載事項証明書の発行など

◎火葬及び埋葬の許可に関すること

◎国民健康保険に関すること
・国民健康保険の取得、変更、喪失の届出
・出産育児一時金、葬祭費、療養費、高額療養費の申請受付
・健康保険料の軽減、減免の申請受付
・国民健康保険被保険者証の再交付、遠隔地被保険者証の交付

保険年金課　89-2135
　　　　　　89-2118

◎国民年金に関すること
・国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例、国民年
金裁定請求書の申請受付

保険年金課　89-2177

◎福祉医療に関すること
　（乳幼児、心身障害者、母子家庭、精神障害者などの各医療助成）

・資格取得・変更・喪失届
・受給者証再交付、医療費請求

保険年金課　89-2164◎福祉給付金に関すること
・資格取得・変更・喪失届、医療費請求など
・登録口座変更申請、相続人申請など

◎老人保健に関すること
・資格取得・変更・喪失届
・受給者証再交付・医療費請求、高額医療費初回申請

主な業務
問合せ先

一宮総合支所 豊川市役所
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◎農林業に関すること
　　・生産調整、農業関係団体との連絡調整

生活活性課
93-3116

農務課　　　89-2138
◎土地改良区の指導に関すること

◎環境対策に関すること
　　・ごみ・資源の分別PR及びごみ・公害に係る苦情など
　　・転入者へのごみの出し方の説明 環境対策課　89-2166

◎犬の登録、狂犬病の予防注射に関すること

◎市民相談に関すること
生活活性課　89-2149◎コミュニティに関すること

・区長会等との連絡調整など

◎道路・水路等に関すること
　　・道路・橋りょう・河川等の整備
　　・河川等の維持管理など

建設課
93-3051

土木課　　　89-2143

　　・交通安全施設の整備
・道路、公園、橋りょう、交通安全施設等の
　維持管理など

維持管理課　89-2142

◎都市計画基本図等の印刷物の販売に関すること 都市計画課　89-214７

◎土地区画整理組合に関すること
　　・勧告、助言及び援助
　　・第１ブロック、一宮中部地区の証明書等の交付など

区画整理課　89-2148

◎上下水道に関すること
　　・水道料金、下水道使用料の納入など 上下水道課

93-3115

上水業務課　89-2151
下水管理課　89-2145

・下水道受益者負担金、分担金及び農業集落排水施設使用料
の納入など

下水管理課　89-2145

◎学校教育に関すること
　　・就学、入学及び転学に関する手続き、相談など

教育課
93-4632

学校教育課　89-2157

◎生涯学習及び社会教育活動に関すること
　　・講座の開催など

生涯学習課　89-2158
◎社会教育団体に関すること
　　・活動補助金等の申請受付

2）豊川市役所のみで取り扱う主な業務
総合支所では取り扱いませんのでご注意ください。

主な業務 問合せ先

◎市税に関すること
　　・法人市民税の申告及び税証明に関すること

総務部　市民税課　　　　89-2129

◎住民基本台帳に関すること
　　・住民基本台帳の閲覧
　　・住民基本台帳カードの発行
　　・公的個人認証における電子証明書の発行

健康福祉部　市民課　　　89-2136

◎児童福祉に関すること
　　・県の母子寡婦福祉資金貸付申請の受付
　　・認可外施設の届出

健康福祉部　児童課　　　89-2133

◎国民健康保険に関すること
・療養費（高額療養費等）保険給付費用の現金払い
・出産育児一時金及び葬祭費の現金払い
・診療報酬明細書等（国保分）の開示に関すること
・保険料（税）還付金・返還金の現金払い

健康福祉部　保険年金課　89-2135
　　　　　　　　　　　　89-2118

主な業務
問合せ先

一宮総合支所 豊川市役所
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◎老人保健に関すること
　　・診療報酬明細書等（老人保健分）の開示に関すること

健康福祉部　保険年金課　89-2164

◎市民小菜園に関すること
　　・利用申込み受付 生活活性部　農務課　　　89-2138

◎農業委員会に関すること(農地基本台帳の閲覧、証明を除く)

◎商工業の振興に関すること
　　・中小企業融資制度、勤労者のための住宅資金融資
　　・観光協会に関することなど 生活活性部　商工課　　　89-2140

◎消費生活に関すること
　　・相談など

◎環境対策に関すること
　　・公害防除施設整備資金利子補給補助金申請受付
　　・浄化槽設置整備補助金申請受付
　　・ごみ運搬用軽トラック「リサイクル21」の貸出
　　・有価物回収事業に対する補助申請
　　・資源・不燃ごみ・危険ごみの持込み受付など

生活活性部　環境対策課　89-2141◎市営墓地に関すること
　　・使用申請の受付など

◎改葬許可に関すること
　　・改葬許可の申請受付など

◎市民活動に関すること
　　・市民活動総合補償申請受付
　　・市民活動団体登録申請受付

生活活性部　生活活性課　89-2149
　　　　　　　　　　　　89-2165

◎防犯に関すること
　　・防犯ボランティア活動支援、
　　　防犯パトロール活動など

◎交通安全対策に関すること
　　・チャイルドシートの貸出、交通安全
　　　教室申込み、放置自転車対策など

◎都市計画・屋外広告物・景観に関すること
　　・各種申請、届出、相談など

建設部　都市計画課　　　89-2147
◎都市計画決定に関すること
　　・都市計画決定図書の縦覧など

◎建築確認申請、開発行為の許可申請に関すること
　　・各種申請、届出、相談など 建設部　建築課　　　　　89-2117

　　　　　　　　　　　　89-2144◎市営住宅に関すること
　　・市営住宅の申込み

◎道路・河川等及び公園に関すること
　　・占用許可申請等の受付・境界査定など

建設部　維持管理課　　　89-2143
◎道路使用等の許可に関すること
　　・道路使用許可申請等の受付など

◎水道事業に関すること
　　・各種証明、水道メーターの検針、料金の調定及び減免
　　・指定給水装置工事事業者等に関すること
　　・水道施設の維持管理など

上下水道部　上水業務課　89-2151
　　　　　　上水整備課　89-2152

◎下水道事業に関すること
　　・排水設備確認申請、浄化槽雨水貯留施設転用費等補助金申請受付
　　・排水設備融資あっせん及び利子補給申請受付
　　・排水設備等指定工事店及び責任技術者の登録申請など

上下水道部　下水管理課　89-2145

主な業務 問合せ先
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Ⅱ 各課からのお知らせ
合併に伴う制度の変更など、皆様の暮らしに特にかかわりの深い事項についてお知らせします。          

なお、合併後は、「広報とよかわ」、豊川市ホームページ（http://www.city.toyokawa.lg.jp/）、「暮

らしの便利帳（6月ごろ発行予定）」などで随時お知らせします。

住民票や戸籍などについて

●住民票・戸籍などの手続き場所

手続きは一宮総合支所以外にも、市役所及び東部・西部窓口センターで行うことができます。受付

は月～金曜日（祝日・年末年始を除く）の午前8時30分～午後5時15分です。なお、住民票の交付等につ

いては中央図書館でも行っており、開館している時は（土日でも）利用できます。また、現豊川市内の特

定の郵便局（6局）でも交付されますが、業務内容が限られていますので詳しくはお問い合わせください。

出生・死亡等の戸籍の届出は、閉庁時でも一宮総合支所及び豊川市役所で受け付けます。

住民票の写しなどの各種証明書の手数料は今までと変わりません。（印鑑登録手数料は無料となります）

●印鑑登録証

一宮総合支所及び豊川市役所で登録できます。証明書の交付は、東西窓口センター、中央図書館及

び現豊川市内の特定の郵便局（6局）でも行います。一宮町で発行された印鑑登録証は、合併後も3

年間はそのまま使用できますが、その間に新しい登録証への引替えが必要です。

（引替えには、旧登録証、登録印、免許証または保険証などが必要となります）

詳しくはお問い合わせください。

●外国人登録証

外国人登録に関する手続きや外国人登録原票記載事項証明書の発行は、一宮総合支所及び豊川市役

所で行います。

一宮町で発行された外国人登録証（カード）は、ご来庁の際に居住地（住所）の書き換えをします

ので、平成18年2月1日以降に、一宮総合支所または豊川市役所（市民課外国人登録窓口）にカード

を持ってお越しください。なお、同一世帯のご家族のカードも同時に手続きができますのでいっしょ

にお持ちください。

●住民基本台帳カード

住民基本台帳カードの発行は豊川市役所で一括して行いますので、一宮総合支所では発行できなく

なります。その他、広域交付の住民票の発行などは、一宮総合支所及び豊川市役所で行います。

なお、合併前の一宮町の住民基本台帳カードをお持ちの方は、合併後、一宮総合支所または豊川市

役所にご持参いただき、住所変更の手続きをしてください。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　 豊川市役所　健康福祉部　市民課　89-2136

西部窓口センター（国府町下川原61-2）
電話　87-8811

東部窓口センター（豊川町辺通2-7）
電話　89-9191
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税金について

個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税の税率は、これまでと変わりません。都市計画税

の税率は、平成22年度までは、現行のとおりです。

普通徴収にかかる個人市民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税の納期は、平成18年度から豊

川市と同じになります。

●個人市民税

均等割、所得割、申告期限とも変更ありません。

納期 平成17年度 平成18年度
第1期　 6月 1日～ 6月30日 第1期　 6月15日～ 6月30日
第2期　 8月 1日～ 8月31日 第2期　 9月15日～ 9月30日
第3期　10月 1 日～10月31日 第3期　12月15日～12月28日
第4期　 1月 1日～ 1月31日 第4期　 2月15日～ 2月28日

●法人市民税

税率、申告納期限とも変更ありません。

問合せ先／総合支所　税務課　93-3114　　豊川市役所　総務部　市民税課　89-2129

●固定資産税

納期 平成17年度 平成18年度
第1期　 5月 1日～ 5月31日 第1期　 5月15日～ 5月31日
第2期　 7月 1日～ 7月31日 第2期　 7月15日～ 7月31日
第3期　12月 1 日～12月25日 第3期　10月15日～10月31日
第4期　 2月 1日～ 2月28日 第4期　 1月15日～ 1月31日

課税台帳の縦覧等　一宮総合支所及び豊川市役所資産税課で縦覧等ができま

す。なお、縦覧時に本人確認ができる書類（運転免許証

等）が必要です。

また、縦覧期間中（平成18年4月1日～5月31日、閉庁時

は除く）の閲覧手数料は無料となります。

●都市計画税

税率　平成22年度までは、これまでと同じ100分の0.2のままで、平成23年度から100分の0.3となります。

●軽自動車税

納期 平成17年度 平成18年度
全期分　 5月 1日～ 5月31日 全期分　 5月15日～ 5月31日

問合せ先／総合支所　税務課　93-3114　　豊川市役所　総務部　資産税課　89-2130

●税金等の納付

（1）窓口による納付

市税等の公金は、下記の金融機関等でお納めください。

豊川信用金庫・三菱東京UFJ銀行・ひまわり農協・豊橋商工信用組合・
名古屋銀行・蒲郡信用金庫・豊橋信用金庫・岡崎信用金庫・東海労働金庫・豊川市役所・一宮総合支所

一宮町で発行済の納付書については、合併後も引き続き使用できます。  
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●国民健康保険被保険者証（保険証）、高齢受給者証

新しい保険証等は平成18年1月下旬に郵送します。2月1日以降に医療機関で受診される場合は、

新しい保険証等を必ず提示してください。一宮町で発行された保険証等は、2月1日以降は使用でき

ませんので、2月になりましたら同封の返信用封筒で返却してください。

●国民健康保険料

これまでの保険税が保険料となり、納期は平成18年度から豊川市と同じになります。

国民健康保険料の料率については、合併年度から平成22年度までは不均一賦課とし、新市において

医療費の動向や社会情勢を踏まえ、国民健康保険事業の健全で円滑な運営が図れるよう調整し、平成

23年度から統一します。

直接納付世帯に対しては、4月の仮決定納入通知書に第1期分と第2期分の納付書を、8月の年間保

険料確定の納入通知書に第3期分から第8期分の納付書を一冊に綴じてお送りいたします。保険料に

変更が生じたときは、金額が変更になった期別以後の納付書を、改めてお送りいたします。

納期 平成17年度 平成18年度
第1期　 4月 1日～ 5月 2日 第1期　 4月17日～ 5月 1日
第2期　 6月 1日～ 6月30日 第2期　 6月15日～ 6月30日
第3期　 8月 1日～ 8月31日 第3期　 8月15日～ 8月31日
第4期　10月 1 日～10月31日 第4期　 9月15日～10月 2 日
第5期　12月 1 日～12月26日 第5期　10月16日～10月31日
第6期　 2月 1日～ 2月28日 第6期　12月15日～12月28日

※国保料（税）の納付については、前ページの「税金等
の納付」をご参照ください。

第7期　 1月15日～ 1月31日
第8期　 2月15日～ 2月28日

●健康診査

【人間ドック】

40歳以上の方を対象にした健康診査（人間ドック）を実施します。前期（5

月、6月）と後期（9月）の2回にわけて行います。申し込み受付は、豊

川市保健センターで行います。「広報とよかわ」で詳細をお知らせします。

【脳ドック】

40歳以上の国民健康保険被保険者を対象にした脳ドックを実施します。受診を希望される方は、

はがきまたは一宮総合支所、豊川市役所、東部・西部窓口センターで申し込みいただきます。「広

報とよかわ」で詳細をお知らせします。

●結核医療付加金

平成18年2月1日から、結核予防法第34条、第35条適用医療に係る自己負担額相当額を結核医療付

加金として給付しますので、保険診療に係る医療機関での一部負担金がなくなります。

手続きは必要ありませんが、受診時には新しい保険証を提示してください。

国民健康保険・介護保険等について

（2）口座振替による納付

すでに口座振替をご利用の方は、現在の内容で豊川市に引き継がれることになります。合併によ

る新たな手続きは必要ありません。

金融機関名、口座名義人、預金種類などを変更される方や新たに口座振替を利用される方は、直

接金融機関で手続きを行ってください。

問合せ先／総合支所　税務課　93-3114　　豊川市役所　総務部　市民税課　89-2162
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特 集 号特 集 号

●出産育児一時金受領委任払制度

平成18年2月1日から、出産育児一時金受領委任払制度を利用することができます。

この制度は、国民健康保険の被保険者が出産した場合に、分娩に必要な費用を出

産育児一時金の中から被保険者に代わって国民健康保険が医療機関等へ直接支払う

制度です。申請は、一宮総合支所及び豊川市役所で行います。

ただし、被保険者資格証明書交付世帯は利用できません。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　　豊川市役所　健康福祉部　保険年金課　89-2135・89-2118

●介護保険証

手続きの必要はありません。合併後新しい介護保険証をすみやかに送付します。

●介護保険申請

要介護認定など介護保険に関する申請や相談は、一宮総合支所健康福祉課で受け付けます。

●介護保険料

合併時は現行のままとし、平成18年4月から新たな基準額で統一します。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　　豊川市役所　健康福祉部　介護高齢課　89-2173

●各種医療受給者証（老人保健、福祉医療関係）

一宮町で発行された「老人保健医療」「乳幼児医療」「障害者医療」「母

子家庭等医療」の受給者証は、平成18年2月1日からは使用できません。

2月1日からご使用いただく新受給者証を1月下旬に郵送しますので、旧受給者証は、新受給者証

送付時に同封する返信用封筒にてご返送ください。

●精神障害者医療受給者証

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条による通院公費負担を受けている方は、受給者証

を発行します。健康保険証、患者票の写しを持参の上、手続きをしてください。         

●福祉給付金の支給

老人保健対象者の福祉給付金支給は、「自動払い」方式となります。この移行手続きについては、

対象者に直接通知しますので必ず手続きをしてください。なお、老人保健の住所地特例及び老人医療

の方で福祉給付金の対象者は、平成18年1月下旬に新しい支払証明書（オレンジカード）を郵送します。   

●精神障害者医療費助成

精神障害者保健福祉手帳1級、2級所持者で一宮町に1年以上居住している方は、医療保険の自己

負担分の2分の1の助成を2月診療分から受けることができます。

申請には、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、領収書、預金通帳、認印及び支給決定通知書（高

額医療費等の支給がある場合）が必要です。 

●先天性代謝異常児童に対する食事療養費に係る助成

愛知県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要領に基づき医療券を交付された先天性代謝異常者を扶

養している方は、治療に必要な食事療養費のうち研究事業の助成対象外の経費の2分の1の助成を2

月分から受けることができます。

申請には、小児慢性特定疾患医療券、領収書、預金通帳及び認印が必要です。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　　豊川市役所　健康福祉部　保険年金課　89-2164

医療・福祉について
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医療機関健診 集 団 健 診

実施日 4月14日から2月17日（参考17年度） 未定

実施場所 市内医療機関
保健センター等公共施設
お住まいの地区以外でも受診可

予約先 健診を希望する医療機関
電話又は直接保健センターへ
住民健診については予約なし

●障害者手当（障害者のしあわせを高める手当）

合併時に豊川市の制度に統一しますが、一宮町の地域の受給者で、障害者手当が減額になる方につ

いては、平成20年度までは現行のとおり支給します。なお、平成17年2月1日以降、現一宮町に転入

された障害者の方には平成18年2月分より支給しますので、合併後健康福祉課に申請してください。

●2月1日から新たに受けられる障害者福祉サービス

（1）入浴サービス事業         

家庭内において入浴することが困難な心身障害者（障害程度2級以上）に対し、移動入浴車を派

遣します。

（2）重度身体障害者住宅リフォーム助成事業

視覚障害者（障害程度2級以上）が行う、浴室やトイレへの手すりの設置、段差解消、スロープ

設置などの工事に対し助成します。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　　豊川市役所　健康福祉部　福祉課　89-2131

●敬老祝い金

敬老金の支給事業は、満80歳（5,000円）、数え88歳（10,000円）、

数え100歳以上（30,000円）の節目支給となります。

●在宅寝たきり高齢者介護者手当

介護保険要介護4・5の在宅高齢者を介護している家族の人に月

額10,000円を支給する制度は、平成20年度まで継続します。

●2月1日から新たに受けられる高齢者福祉サービス

（1）訪問理美容サービス         

要介護3以上で在宅で介護を受けている方及び特別障害者手当を受けている方に対し、年間3枚

（1枚4,000円）の訪問理美容サービス券を支給します。申請の必要はありません。（ただし、平成17

年度は1枚の支給になります。）

（2）ひとり暮らし老人ガス安全対策事業

プロパンガス及び都市ガスを使用している65歳以上のひとり暮らしの方に対して、ガス漏れを感

知し、自動的にガスを遮断する機器を設置します。

（3）介護者リフレッシュ事業         

要介護3以上の方を在宅で介護している方に対して、介護者の旅費等の経費（年間上限5,000円）

を助成します。

（4）ひとり暮らし高齢者等家具転倒防止器具取付等事業

75歳以上の方だけで構成される世帯で、所得税非課税もしくは生活保護を受けている世帯に対し、

1世帯あたり3組まで、家具等に転倒防止の器具を無料で支給し取り付けます。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　　豊川市役所　健康福祉部　介護高齢課　89-2173

健診について

●成人健診について

健康診査は、市内の医療機関で受診する医療機関方式と検診バスで行う集団方式で実施します。
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特 集 号特 集 号

（1）医療機関健診

区　分 内　　　容 対　象　者

基本健康診査 基本健康診査、肝炎(節目) 15歳以上、肝炎は通知をした者

肺がん・結核検診 胸部Ｘ線撮影（直接）、喀痰細胞診検査 15歳以上

胃・大腸がん検診 胃部Ｘ線撮影、便潜血反応検査 40歳以上

乳がん検診 視触診・超音波断層撮影、マンモグラフィー
30歳以上
（マンモグラフィーは40歳以上、2年に1回）

子宮頚がん検診 内診、子宮頚部細胞診検査 20歳以上、2年に1回

歯周病健診 口腔内診察、歯周組織検査 40・50・60・70歳

前立腺がん検診 血液腫瘍マーカー 未定

（2）集団健診

区分 内容 対象者

人間ドック
基本健康診査、肺がん・結核検査
胃・大腸がん検診、乳がん検診（マンモ）
肝炎（節目）

40歳以上、乳がんは2年に1回
肝炎は通知をした者

住民健診
基本健康診査、追加項目（循環器検査）
肺がん・結核検査、肝炎（節目）

15歳以上、肝炎は通知をした者

女性のミニドック
基本健康診査、肺がん検診
乳がん検診（マンモ）
骨粗しょう症検診（選択制）、歯周病検診

30～39歳の女性
乳がんは2年に1回

歯科健康診査 口腔内診察、歯周組織検査 30歳以上

胃・大腸がん検診 胃部Ｘ線撮影、便潜血反応検査 40歳以上

乳がん検診 視触診、マンモグラフィー 40歳以上、2年に1回

骨粗しょう症検診 腫骨の骨密度測定 30歳以上

前立腺がん検診 血液腫瘍マーカー 未定

※自己負担金・実施日等については、後日、「広報とよかわ」でお知らせします。
※同一項目の検査は、1年または2年に1回しか受けられません。

●母子健診について

健康診査は、受診票を持参し愛知県内の医療機関で受診する医療機関方式と指定した会場で行う集

団方式で実施します。子どもの発達には節目があり、その節目に合わせ健康診査を実施しています。

（1）医療機関健診

区　分 回数 健診時期 実施場所 備　考

妊婦健康診査 3回 妊娠期間中
愛知県内の医療機関

母子健康手帳と交付した受診
票が必要乳児健康診査 2回 乳児（1か月・10か月頃が最適）

（2）集団健診

区　　分 実施場所

妊産婦歯科健康診査

豊川市保健センター
健康福祉センター（いかまい館）

4か月児健康診査

1歳6か月児健康診査

2歳児歯科健康診査

3歳児健康診査

※日時・対象児・持ち物等詳細は、「広報とよかわ」でお知らせします。（個人通知はありません。）
※自己負担金等についても、後日、広報でお知らせします。

問合せ先／健康福祉センター　92-1388　　豊川市役所　健康福祉部　保健センター　89-0610
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子育てについて

●保育所について

保育料は、合併時（平成18年2月）から豊川市の制度に統一します。

新豊川市に在住であれば新市の公私立いずれの保育園についても入

園の申し込みができます。たとえば住所地に近い保育園だけではな

く、状況に応じて勤務地に近い保育園の入園が選択できることになり

ます。

（1）乳児保育について         

平成18年4月から一宮地区の7園すべてにおいて、生後10ヶ月の乳児から受け入れます。生後57

日目以降10ヶ月未満の乳児については、現豊川市の保育所で保育します。

（2）保育時間について

保育時間は、平成18年度からは次のとおりになります。

一宮保育園・東上保育園

平成17年度 平成18年度

平　日　午前 7時30分～午後 7時
土曜日　午前 7時30分～午後 0時30分

平　日　午前 7時30分～午後 7時30分
土曜日　午前 7時30分～午後 2時

・午後4時から午後6時までの延長保育については、間食費として、月額2,000円を保育料とは別

に徴収します。（18年4月分から徴収）

・午後6時から午後7時までの間の延長保育料は月額1,000円です。（18年2月分から徴収）

・午後6時から午後7時30分までの間の延長保育料は月額1,500円です。（18年4月分から徴収）

東部保育園・大木保育園・西部保育園・大和保育園・金沢保育園

平成17年度 平成18年度

平　日　午前 8時～午後 6時
土曜日　午前 8時～午後 0時30分

平　日　午前 7時30分～午後 6時
土曜日　午前 7時30分～午後 2時

・午後4時から午後6時までの延長保育については、間食費として、月額2,000円を保育料とは別

に徴収します。（18年4月分から徴収）

●児童クラブについて

児童クラブ（もちの木児童クラブ・ぽかぽかクラブ）は、当面、現行のとおり運営されます。

●遺児手当について

豊川市の制度に統一します。ただし、現行の遺児育成手当の受給者については、平成20年度までは、

現行制度の支給基準により手当を支給します。

一宮町の制度 豊川市の制度

一宮町に1年間以上住所があり、児童
を監護養育（15歳到達年度の末日ま
で）している母子家庭の母等へ手当を
支給。（父子家庭は対象外。）

手当月額：児童1人4,400円
所得制限無し

児童を監護養育（18歳到達年度の末日
まで）している母子家庭の母等へ手当
を支給。（父子家庭を含む。）

手当月額：児童1人2,100円
所得制限あり
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特 集 号特 集 号

●その他の子育て支援について

様々な子育て支援事業が利用できるようになります。

（1）子育て支援センター　　　　　189-1398

育児不安についての相談指導、子育てサークルの育

成・支援、子育て情報の提供などを行っています。

（2）ファミリーサポートセンター　186-5040

育児の援助を受けたい人と援助をしてくれる人がファミリーサポートセンターへ会員登録し、会

員同士が育児に関する相互援助活動を行います。

（3）子育て短期支援事業

保護者が病気やその他の理由により、一時的に家庭において児童を養育できない場合に、児童養

護施設、乳児院などにおいて、児童を1週間程度お預かりします。

問合せ先／総合支所　健康福祉課　93-3113　　豊川市役所　健康福祉部　児童課　89-2133

水道・下水道について

●水道料金

水道料金は一宮町の給水区域については、平成18年4月分の使用水量から豊

川市の料金に統一します。

一宮町の水道料金表（1か月分） 豊川市の水道料金表（1か月分）

基　本　料　金 基　本　料　金

口　径 金　額 口　径 金　額

13mm 800円 13mm 600円

20mm 1 ,500円 20mm 1 ,300円

25mm 3 ,500円 25mm 2 ,400円

30mm 6 ,000円 30mm 5 ,200円

40mm 11 ,000円 40mm 8 ,300円

50mm 19 ,000円 50mm 19 ,800円

75mm 48 ,000円 75mm 39 ,400円

100mm 94 ,200円 100mm 94 ,200円

150mm 238 ,100円

200mm 302 ,200円

従量料金（一般用） 従量料金（一般用） 

使用水量 金　額 使用水量 金　額

1m3～ 10m3 1m3につき 70円 1m3～ 10m3 1m3につき 45円

11m3～ 20m3 1m3につき 85円 11m3～ 20m3 1m3につき 95円

21m3～ 30m3 1m3につき140円 21m3～ 30m3 1m3につき140円

31m3～ 50m3 1m3につき170円 31m3～ 50m3 1m3につき170円

51m3～100m3 1m3につき185円 51m3～100m3 1m3につき185円

101m3以上 1m3につき190円 101m3以上 1m3につき190円

従量料金（臨時用） 従量料金（臨時用）

1m3につき550円 1m3につき550円

※請求額には上記金額に消費税が加算されます。
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●水道加入金

一宮町給水区域内での水道給水装置の新設及び増径に係る加入金は、平成18年4月1日以降の申込

から豊川市の制度に統一します。

一宮町の加入金（税込み） 豊川市の加入金（税込み）

メーターの口径 加入金 メーターの口径 加入金

13mm 84 ,000円 13mm 73 ,500円

20mm 226 ,800円 20mm 178 ,500円

25mm 369 ,600円 25mm 315 ,000円

30mm 604 ,800円 30mm 504 ,000円

40mm 1 ,134 ,000円 40mm 945 ,000円

50mm以上 町長が別に定める額 50mm 1,470 ,000円

75mm 3 ,465 ,000円

100mm以上 市長が別に定める額

●水道給水装置の新設、改造等

給水装置の新設、改造、撤去、修繕などについては、ご相談ください。

問合せ先／総合支所　上下水道課　93-3115　　豊川市役所　上下水道部　上水業務課　89-2151

●公共下水道使用料

下水道使用料は平成18年度から豊川市の使用料に統一します。

一宮町の給水区域(上長山地区、一宮旭地区の一部及び東上地区)については、納付月が平成18年1月・

2月分から翌奇数月となります。

使用料（1か月分）

平成18年4月分まで 平成18年5月分から

使用水量 使用料 使用水量 使用料

1m3～ 10m3 760円 1m3～ 10m3 800円

11m3～ 20m3 1m3につき 90円 11m3～ 20m3 1m3につき 89円

21m3～ 30m3 1m3につき110円 21m3～ 30m3 1m3につき120円

31m3～100m3 1m3につき120円 31m3～ 50m3 1m3につき138円

101m3～500m3 1m3につき140円 51m3～100m3 1m3につき152円

501m3以上 1m3につき160円 101m3～500m3 1m3につき168円

※請求額には上記金額に消費税が加算されます。 501m3以上 1m3につき202円

●農業集落排水施設使用料

農業集落排水施設の使用料は、当面現在の料金体系のとおりですが、納付月が平成18年2月・3月

分から豊川市と同じになります。 

納付月

平成17年度 平成18年度

4 月・ 5月分 6月 4月・ 5月分 5月

6月・ 7月分 8月 6月・ 7月分 7月

8月・ 9月分 10月 8 月・ 9月分 9月

10月・11月分 12月 10月・11月分 11月

12月・ 1月分 2月 12月・ 1月分 1月

2月・ 3月分 3月 2月・ 3月分 3月
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●下水道受益者負担金・特定環境保全公共下水道分担金

受益者負担金・特定環境保全分担金の納期は、平成18年度から豊川市と同じになります。 

納期 平成17年度 平成18年度

第1期　 6月 1日～ 6月30日 第1期　 6月15日～ 6月30日

第2期　 9月 1日～ 9月30日 第2期　 9月15日～ 9月30日

第3期　11月 1 日～11月30日 第3期　12月15日～12月28日

第4期　 1月 1日～ 1月31日 第4期　 2月15日～ 2月28日

問合せ先／総合支所　上下水道課　93-3115　　豊川市役所　上下水道部　下水管理課　89-2145

ごみの収集について

●ごみの分別・収集日・ごみ袋等

可燃ごみ・不燃ごみ・資源の収集日・収集場所は変わりません。

可燃ごみ⇒火・金曜日、不燃ごみ⇒第1・3月曜日、資源⇒水曜日

危険ごみの収集日については、第1木曜日・第3木曜日の2回になります。

場所は今までと変わりません。

ごみ袋も今までと変わりません。

●粗大ごみの出し方

（1）個人持ち込み（無料）

家庭用の粗大ごみは、直接、粗大ごみ受付センターへお持ちください。ただし、家電4品目は家

電リサイクル券（有料。郵便局で販売）と運搬手数料（500円）が必要です。

【受入日】毎日（5月3～5日、8月13～15日、12月31日～1月3日は休み）

【時　間】午前9時から午後4時30分まで

（2）戸別収集（有料） 

1個1,000円（家電4品目は2,000円）でお宅の玄関先へ収集に伺います。支払いは「粗大ごみシー

ル」で行います。収集希望日の3日前までに粗大ごみ受付センター（89-2174）で予約してください。

問合せ先／総合支所　生活活性課　93-3116　　豊川市役所　生活活性部　環境対策課　89-2166

ごみ運搬用トラック「リサイクル21」の貸し出し
　ごみ（可燃・不燃・危険・粗大）を個人持ち込みしたいが、運ぶ手段がないという方や有価
物回収実施時に、軽トラックの貸し出しを行っています。ぜひ、ご利用ください。

【貸し出し対象】市内に在住の個人、子ども会やPTAなどの団体
【使　 用　 料】無　料
【申 し 込 み】豊川市役所環境対策課へ電話予約したあと、窓口へ。
　　　　　　　　（1か月前から予約できます。）
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消防・防災について

●消防団の組織について

合併時に一宮町消防団の3分団7部をそのまま豊川市消防団に編入し

て第5方面隊とし、第5方面隊3分団の名称を、それぞれ一宮第1分団、

一宮第2分団、一宮第3分団とします。

問合せ先／豊川市役所　消防本部　総務課　89-9516

●避難場所について

避難場所は、当分の間、今までどおりです。

●防災行政無線について

防災行政無線は、当分の間、今までどおり活用します。

問合せ先／総合支所　地域振興課　93-3112　　豊川市役所　総務部　防災対策課　89-2194

学校について

●小中学校

小学校及び中学校は、今のまま新市に引き継がれます。合併による統廃合はありません。通学区域

も変わりません。

問合せ先／総合支所　教育課　93-4632　　豊川市役所　教育委員会　学校教育課　89-2157

●学校給食

学校給食は、これまでどおりセンター方式で調理します。

給食費は豊川市の料金に統一します。（1食当たり小学校210円、中学校240円）

問合せ先／総合支所　教育課　93-4632　　豊川市役所　教育委員会　学校給食課　89-7601

広報等について

市政に関する情報は、広報紙やインターネットのホームページ・ラジオ放送

などでお知らせします。

また、防災行政無線による「お知らせ」は、今までどおり行います。

（1）広報とよかわ：毎月1日と15日の月2回発行します。

（2）外国語（ポルトガル語・スペイン語）版広報とよかわ：毎月1日に発行

します。

（3）視覚障害者用に声の広報と点字広報を作成します。

（4）豊川市ホームページ：市の公式ホームページ（http//www.city.toyokawa.lg.jp/）

（5）エフエム豊橋（FM放送）：「とよかわ Good Choice」

週2回放送（1回10分）　　毎週金曜日　午後 0時15分から　

　　　　　　　　再放送　毎週土曜日　午前11時20分から

問合せ先／総合支所　地域振興課　93-3112　　豊川市役所　企画部　秘書課　89-2121
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建築確認等の申請について

合併後は建築確認申請や開発許可等の事務は、豊川市役所で取り扱います。豊川市役所で取り扱う

事務は以下のとおりです。

●建築確認申請          

・建築基準法第6条1項4号に該当する建築確認等の受付及び確認         

・建築基準法第6条1項1号から3号に該当する建築確認等の受付         

●開発行為・建築等の許可申請          

・都市計画法第29条の規定による開発行為の許可

・都市計画法第43条の規定による建築等の許可（建築許可）         

※以下のとおり豊川市が定めた指導要綱があります。前記許可申請等にあたっては、申請前にこの要

綱が適用されることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

【指導要綱】         

ア．中高層建築物の建築に関する指導要綱
イ．共同住宅型集合建築物の建築に関する指導要綱
ウ．中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱
エ．ホテル等建築指導要綱
オ．道路位置指定基準
カ．開発行為指導要綱

問合せ先／豊川市役所　建設部　建築課　89-2117
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その他

●健康福祉センター（いかまい館）について

いかまい館2階の福祉センターについては、平成18年4月から土日開館することとし、月曜日を閉

館します。また、いかまい館へのバスの運行については、開館日と調整を図りながら、当面、週4日

のコース運行と週1日の団体送迎運行をします。

問合せ先／健康福祉センター　92-1388　　豊川市役所　健康福祉部　介護高齢課　89-2173

いかまい館1階の健康センターについては、今までどおり月曜日から金曜日を開館し、土日閉館

します。

問合せ先／健康福祉センター　92-1388　　豊川市役所　健康福祉部　保健センター　89-0610

●使用料、手数料等の取扱いについて

運動施設など公共施設の使用料については、原則として、現行の

とおりです。ただし、行政財産目的外使用料（電柱、電話柱等）、道

路占用料、河川占用料、都市公園占用料、公共用物占用料については、

合併時に豊川市の制度に統一します。

手数料については、合併時に豊川市の制度に統一します。

問合せ先／総合支所及び豊川市役所とも各担当課

●道路等の占用について

一宮町で道路、水路の占用を受けている方は、その許可期間は引き続き占用をすることができます。

問合せ先／総合支所　建設課　93-3051　　豊川市役所　建設部　維持管理課　89-2142

●町営墓園について

町営墓園の名称は「豊川市金沢墓園」となります。

平成18年2月1日から永代使用料15万円（現行12万円）とし、毎年度の管理料（現行2,800円）は廃

止します。

「利用できる条件」は豊川市に統一し、「市内在住で、お骨があり、3年以内に墓石を建てることが

できる人」とします。

問合せ先／豊川市役所　生活活性部　環境対策課　89-2141

●自治会・行政区

町内会、区長会の組織については、当分の間は現行のとおりです。なお、今後新市において豊川

市の連区制度を基本として組織体制のあり方が検討されます。

問合せ先／総合支所　生活活性課　93-3116　　豊川市役所　生活活性部　生活活性課　89-2165

●体育施設の利用について

一宮地区の体育施設の予約や利用方法は、今までと変わりません。

使用料については、現行のとおりです。

問合せ先／総合支所　教育課　93-4632　　豊川市役所　教育委員会　市民体育課　86-5175
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Ⅲ 一宮地区公共施設の名称変更について
一宮地区の公共施設等は、下記のとおり名称が変わります。

№ 合 併 前 の 名 称 合 併 後 の 名 称 合併後の所在地 電話番号

1 一宮町役場 豊川市一宮総合支所 豊川市一宮町豊1番地 93－3111

2 一宮町立一宮保育園 豊川市立一宮保育園 豊川市一宮町栄3番地 93－4615

3 一宮町立大和保育園 豊川市立大和保育園 豊川市豊津町割田56番地 93－4625

4 一宮町立金沢保育園 豊川市立金沢保育園 豊川市金沢町金山3番地1 93－4624

5 一宮町立東部保育園 豊川市立一宮東部保育園 豊川市上長山町宝川1番地 93－4622

6 一宮町立西部保育園 豊川市立一宮西部保育園 豊川市西原町岡ノ上57番地2 93－4616

7 一宮町立東上保育園 豊川市立東上保育園 豊川市東上町井谷沢83番地 93－4733

8 一宮町立大木保育園 豊川市立大木保育園 豊川市大木町荒屋430番地 93－2013

9 一宮町児童館 豊川市いちのみや児童館 豊川市一宮町幸208番地 93－5779

10 一宮町東部老人憩の家 豊川市一宮東部老人憩の家 豊川市上長山町西水神平7番地2 93－6609

11 一宮町西部老人憩の家 豊川市一宮西部老人憩の家 豊川市西原町重藤16番地5 93－6770

12 一宮町障害者入浴施設 豊川市障害者入浴施設 豊川市上長山町本宮下1番地1685 93－0610

13 一宮町健康福祉センター 豊川市健康福祉センター 豊川市上長山町本宮下1番地1685 92－1388

14 一宮町墓園 豊川市金沢墓園 豊川市金沢町藤弦8番地2 ―

15 一宮町大木コミュニティセンター 豊川市大木会館 豊川市大木町新町通68番地1 92－1611

16 一宮町ふれあい交流館 豊川市ふれあい交流館 豊川市上長山町本宮下1番地1685 92－1880

17 一宮町ウォーキングセンター 豊川市ウォーキングセンター 豊川市上長山町東原113番地1 93－7961

18 一宮町立一宮東部小学校 豊川市立一宮東部小学校 豊川市上長山町東水神平44番地2 93－2009

19 一宮町立一宮西部小学校 豊川市立一宮西部小学校 豊川市一宮町緑1番地 93－2007

20 一宮町立一宮南部小学校 豊川市立一宮南部小学校 豊川市豊津町新地4番地 93－2059

21 一宮町立一宮中学校 豊川市立一宮中学校 豊川市一宮町上新切33番地247 93－2026

22 一宮町給食センター 豊川市学校給食一宮共同調理場 豊川市一宮町上新切33番地247 93－4732

23 一宮勤労者体育センター 豊川市一宮体育センター 豊川市一宮町上新切33番地259 93－2421

24 一宮町テニスコート 豊川市上長山庭球場 豊川市上長山町下三手川48番地1 ―

25 一宮町東上野球場 豊川市東上野球場 豊川市東上町炭焼9番地3 ―

26 一宮町足山田野球場 豊川市足山田野球場 豊川市足山田町滝場33番地 ―

27 一宮町農業者トレーニングセンター 豊川市農業者トレーニングセンター 豊川市一宮町豊1番地 93－6562

28 一宮町文化会館 豊川市一宮生涯学習会館 豊川市上長山町小南口原1の500番地 93－6030

29 一宮町歴史民俗資料館 豊川市民俗資料館 豊川市一宮町豊70番地 93－3013

30 一宮町いこいの広場 豊川市いこいの広場 豊川市江島町地内 ―

31 一宮町上新切東公園 豊川市上新切東公園 豊川市一宮町旭196番地 ―

32 一宮町上新切中公園 豊川市上新切中公園 豊川市一宮町旭75番地 ―

33 一宮町上新切西公園 豊川市上新切西公園 豊川市一宮町豊37番地 ―

34 一宮町中部1号公園 豊川市一宮錦公園 豊川市一宮町錦9番地 ―

35 一宮町中部2号公園 豊川市一宮社公園 豊川市一宮町社157番地 ―

36 一宮町中部3号公園 豊川市一宮幸公園 豊川市一宮町幸33番地 ―

37 一宮町中部4号公園 豊川市一宮緑公園 豊川市一宮町緑61番地 ―

38 一宮町中部5号公園 豊川市一宮栄公園 豊川市一宮町栄111番地 ―

39 一宮町中部6号公園 豊川市一宮泉公園 豊川市一宮町泉52番地 ―
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Ⅳ 豊川市役所配置図及び周辺案内図

豊川市役所の配置図

豊川市役所周辺案内図

豊川市･一宮町合併協議会事務局
〒442-8601豊川市諏訪1丁目1番地  豊川市役所内（北庁舎1階）Tel0533-89-2603　Fax0533-89-2125
●URL　http://www16.ocn.ne.jp/̃tigappei/　●Eメール　ti-gappei@almond.ocn.ne.jp

合併協議会だよりは古紙100%
の再生紙を使用しています。
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