
いなり楽市
いなり楽市実行委員会 
 090－4193－0441

日時⇔4月26日㈰
10：00～16：00（雨天中止）
会場⇔豊川稲荷表参道他
内容⇔元気軒下市、大道芸、幼
稚園児ぬりえ展など
■フリーマーケット
募集⇔50店
会費⇔１ブース１，０００円
申込⇔18：00～20：00、電
話で受付
その他⇔豊川手しごと市の出
店者も募集中

いきいきシニアスクール
北部高齢者相談センター 

88－7260
日時⇔5月12日㈫
13：30～15：30
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔転倒予防の講話と体操
対象⇔市内に在住で、おおむ
ね65歳以上の方
定員⇔40人（先着順）
申込⇔4月1日㈬から、電話で
受付

介護者交流会
西部高齢者相談センター

88－8005

日時⇔4月15日㈬・5月18日
㈪13：30～15：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔介護者同士の情報交換
対象⇔高齢者を介護している
方
申込⇔当日、会場へ

ぎょぎょランドの 
生き物とふれあおう
赤塚山公園 89－8891

日時⇔4月29日～5月6日
9：00～16：00
会場⇔ぎょぎょランド２階フロ
ア
内容⇔豊川の魚、カメ、サワガ
ニなどとの触れ合い
申込⇔当日、会場へ

赤塚山公園クイズ
赤塚山公園 89－8891

日時⇔5月5日㈫
10：00～15：00（小雨決行）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔赤塚山公園に関するク
イズに答えながらの散策
対象⇔中学生以下
定員⇔300人（先着順）
申込⇔当日、ぎょぎょランド１
階ロビーへ

本宮コン！
企画政策課 89－2126

日時⇔5月10日㈰
9：00～14：00（雨天の場合
は5月17日㈰に順延）
会場⇔本宮山、健康福祉セン
ター
内容⇔本宮山ハイキングと地
元食材の料理で男女交流
対象⇔おおむね45歳未満の
未婚の男女
定員⇔20人（男女各10人）
費用⇔1,000円
申込⇔４月24日㈮まで（消印
有効）。所定の用紙に記入の
上、直接、または郵送で、企画
政策課（本庁舎２階）へ。用紙
は、企画政策課にあります。ま
た、HPからも申し込みできま
す。応募者多数の場合は、市内
に在住の方を優先の上、抽選

たけのこ採り
赤塚山公園 89－8891

日時⇔5月10日㈰
13：00～15：00
会場⇔赤塚山公園
定員⇔20組（1組2人まで。
小学生以下は保護者同伴）
持ち物⇔軍手、タオル、長靴
申込⇔４月15日㈬まで（消印
有効）。往復はがきに①郵便番
号・住所②氏名③年齢④電話
番号を記入の上、赤塚山公園

（〒442－0862市田町東堤
上１の30）へ。１人１通だけ有
効。応募者多数の場合は抽選
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子どもものづくり教室
豊川市子どもセンター 

88－8035（生涯学習課）

日時⇔4月18日㈯・5月9日㈯
9：00～12：15
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔モーターで動くロボッ
ト作り
対象⇔小学4～6年生
定員⇔各回32人（先着順）
費用⇔600円
申込⇔4月6日㈪8：30から、
電話で受付

生涯学習まちづくり出前講座の
ご活用を
生涯学習課 88－8035

　市が行っている仕事の中で
市民の皆さんが知りたい、聞
きたい内容について、担当職
員が会場に出向き、説明させ
ていただく「生涯学習まちづく
り出前講座」を実施していま
す。
　利用できるのは、市内に在
住、在勤、または在学の方が
１０人以上で構成している団
体やグループです。ただし、政
治・宗教活動や営利目的の催
しなどは除きます。会場は市
内とし、申し込まれる団体で手
配をお願いします。
　なお、出前講座の一覧表に
ついては、各公共施設や公民
館、またはHPでご確認くださ
い。

東三河生涯学習連携講座 
歩いて探そう東三河の宝 春編
生涯学習課 88－8035

日時・テーマ・開催地⇔下表の
とおり（全3回）
内容⇔東三河各地を歩き、そ
れぞれの地域の魅力を発見す
る
定員⇔50人
申込⇔4月24日㈮まで、電話
で受付。応募者多数の場合は、
東三河在住、在勤の方を優先
の上、抽選

かぶと作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔5月2日㈯
13：30～15：30
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔厚紙を使ったかぶと作
り
対象⇔市内に在住の小学生

（3年生以下は保護者同伴）
定員⇔15人（先着順）
申込⇔4月8日㈬から、電話で
受付

介護予防教室「脳ちから塾」
介護高齢課 89－2105

日時⇔5月13日～10月7日
の水曜日（全20回）
13：45からと13：55から
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔読み書き、計算の教材
を使った脳トレーニング、簡単
な体操、交流など
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上の方
定員⇔各10人（先着順）
費用⇔5,000円
持ち物⇔筆記用具、教材（A4
サイズ）が入る袋
申込⇔4月13日㈪9：00から、
電話で受付
その他⇔5月8日㈮13：30か
ら、開校式があります

認知症サポーター養成講座
西部高齢者相談センター 
 88－8005

日時⇔5月18日㈪
13：30～15：30
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔認知症高齢者の基礎理
解と対応についての講義
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔筆記用具
申込⇔4月1日㈬から、電話で
受付

読み聞かせ教室
子ども課 89－2133

日時・会場⇔毎月第2土曜日
10：00からは御油・八南公民
館、桜町・国府東市民館／毎月
第3土曜日10：00からは小坂
井生涯学習会館
内容⇔絵本の読み聞かせや紙
芝居、工作など
対象⇔乳幼児から小学生まで
とその保護者
申込⇔当日、会場へ

日　時 テーマ 開催地

5月22日㈮
13：30～15：30

ジオツアーin蒲郡
マグマの島・竹島 蒲郡市

6月  5日㈮
13：30～15：30

初夏の渥美半島
先端を歩く 田原市

6月19日㈮
10：00～12：30

石が教えてくれる
東三河の大地の
なりたち

新城市
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初心者向け文化講座
豊川文化協会 89－7082

■フラ（ダンス）講座
日時⇔5月15日～6月12日
の金曜日（全5回）
19：30～20：45
会場⇔一宮生涯学習会館
講師⇔高木よし子さん
費用⇔1,000円
■初心者陶芸講座
日時⇔5月15日～7月10日
の金曜日（全5回）
13：00～16：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔金田貴子さん
費用⇔4,000円
■はじめての大正琴
日時⇔5月19日～7月7日の
火曜日（全5回）
13：30～15：30
会場⇔小坂井文化会館
講師⇔阿部洲月さん
費用⇔1,300円

【共通事項】
対象⇔16歳以上の方
定員⇔20人
申込⇔４月28日㈫まで（消印
有効）。往復はがきに①講座
名②郵便番号・住所③氏名④
年齢⑤電話番号⑥勤務先（学
校名）を記入の上、豊川文化
協会（〒442－0068諏訪3
の133）へ。各講座１人１通だ
け有効。応募者多数の場合は、
市内に在住、在勤、または在学
の方を優先の上、抽選。また、
応募が10人に満たない場合
は開講されません

ふれあいセンター講座
ふれあいセンター 

88－7270

■社交ダンス講座
期日⇔5月8日～6月5日の金
曜日（全5回）
講師⇔馬渕真弓さん
定員⇔50人
費用⇔1,500円
申込期限⇔4月18日㈯（消印
有効）
■絵手紙講座
期日⇔6月5日～平成28年3
月4日の金曜日（全10回）
講師⇔豊田紀子さん
定員⇔25人
費用⇔2,000円
申込期限⇔4月30日㈭（消印
有効）

【共通事項】
時間⇔10：00～12：00
会場⇔ふれあいセンター
対象⇔市内に在住の方
申込⇔往復はがきに①講座
名②郵便番号・住所③氏名④
年齢⑤電話番号を記入の上、
ふれあいセンター（〒442－
0863平尾町親坂36）へ。１
人１通だけ有効。応募者多数
の場合は抽選

初心者向け語学講座
国際交流協会 83－1571

日時・講師・定員⇔下表のとおり（先着順）
会場⇔勤労福祉会館
費用⇔一般 11,000円／会員 7,000円
持ち物⇔筆記用具、辞書
申込⇔4月10日～24日、電話で受付

講座名 日　時 講　師 定員

楽しい旅の
ハングル会話（初級）

5月13日～7月29日の水曜日
（全12回）19：30～21：00 金秀玟さん 15人

初めてのフランス語
（入門）

5月14日～8月20日の木曜日
（全12回）13：30～15：00 久保田アナイスさん 15人

やさしい英会話１
（入門）

5月19日～8月  4日の火曜日
（全12回）19：30～21：00 ジョニー・ロバートソンさん 22人

わかりやすい
基礎英会話（入門）

5月19日～8月11日の火曜日
（全12回）13：30～15：00 鈴木メアリーさん 22人

豊川市男女共同参画 
審議会委員
人権交通防犯課 

89－2149

　市が行う男女共同参画の推
進に関する施策について、審
議会（年2・3回）に出席する委
員を募集します。
対象⇔市内に在住の18歳以
上の方
募集人数⇔若干人
任期⇔6月16日～平成29年
6月15日
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔5月1日～15日、直接、
または郵送で受付。①郵便番
号・住所②氏名③生年月日④
電話番号⑤性別⑥今までに関
わったことのある社会活動歴
⑦今関心があることを記入の
上、「男女共同参画に関する私
の思い」をテーマとした600
字程度の小論文を添えて、人
権交通防犯課（北庁舎2階）へ

フラ（ダンス）講座
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国際交流協会ボランティア
国際交流協会 83－1571

　日本語教室教師、ホームス
テイの受け入れ、PECLA教師
などのボランティアを募集し
ます。
活動日時⇔日本語教室は毎週
火・水・木曜日の10：30～12：
00、毎週土曜日の19：45～
21：00／ホームステイは週
末だけの短期や長期など／
PECLAは土曜日の14：00～
17：00、水・木・土曜日の18：
00～21：00
申込⇔直接、または電話で、国
際交流協会へ

きらっと☆とよかわっ！ 
フォトコンクール
秘書課 89－2121

　豊川の四季やお祭りなど、き
らっと輝く一瞬を収めた作品
をご応募ください。
応募規定⇔①カラー、または
モノクロ写真②プリント写真

（2L判）、または写真データ
（3MB以内）を提出③市内で
撮影した未発表の作品④1人
5点まで
賞・賞品⇔市長賞（賞金1万円
と賞状）はじめ６賞７作品
応募方法⇔11月13日㈮まで

（必着）。プリント写真で応募
する場合は①題名②撮影場所
③撮影日④郵便番号・住所⑤
氏名⑥年齢⑦電話番号を記入
の上、直接、または郵送で秘書
課（本庁舎2階）へ。写真デー
タはＨＰの応募フォームで送付
してください
その他⇔作品中の人物につい
ては、本人の了承を得てくだ
さい。広報とよかわ「みんなの
写真館」にご応募いただいた
作品も、コンクールの選考対
象とさせていただきます

市民協働推進委員会委員
市民協働国際課 

89－2165

　市民協働推進に関する重
要な事項や施策などについて、
委員会（年４回）に出席する委
員を募集します。
対象⇔市内に在住の18歳以
上の方
募集人数⇔1人
任期⇔6月下旬～平成29年3
月31日
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔5月1日～15日、直接、
または郵送で受付。①郵便番
号・住所②氏名③生年月日④
電話番号⑤性別⑥今までに関
わったことのある市民活動歴
⑦今関心があることを記入の
上、「市民協働によるまちづく
り」をテーマとした600字程
度の小論文を添えて、市民協
働国際課（北庁舎2階）へ

姉妹都市キュパティーノ市 
中学生使節団員
市民協働国際課 

89－2158

　姉妹都市キュパティーノ市
を訪問し、ホームステイや学校
訪問などを行う中学生使節団
員を募集します。
対象⇔市内に在住の中学生
募集人数⇔16人以内
派遣期間⇔9月24日～10月
2日
費用⇔旅費総額の2分の1以
内
申込⇔4月27日㈪17：00ま
で（必着）。申込書に記入の上、
直接、または郵送で、市民協働
国際課（北庁舎2階）へ。申込
書は、市民協働国際課、市内中
学校、国際交流協会にあります

（ＨＰからダウンロード可）
その他⇔1次審査は書類・作文
審査／2次審査は面接

電子市政モニター 
「とよかわデジモニ」
秘書課 89－2121

　市政に関する簡単なアンケ
ート（年6回程度）にインター
ネットで回答するモニターを
募集します。
対象⇔市内に在住、在勤、また
は在学の18歳以上で、インタ
ーネットや電子メールを利用
できる方
募集人数⇔100人
任期⇔7月～平成28年3月
31日
謝礼⇔アンケートの回答実績
に応じて、1,000円以内の図
書カード
申込⇔4月21日～5月31日、
ＨＰの応募フォームで受付。応
募者多数の場合は選考

市コミュニティバス 
運行ルート・ダイヤ変更
人権交通防犯課 

89－2149

　５月１日㈮から、御津地区
地域路線の運行ルートと運行
ダイヤが一部変更になります。
詳細については、HP、または
バス停の時刻表などをご覧く
ださい。また、変更に伴い、人
権交通防犯課（北庁舎2階）、
各支所などの公共施設で、コ
ミュニティバスのポケット時刻
表を配布します。ご希望の方
は、最寄りの公共施設でお求
めください。
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障害者のタクシー料金を助成
福祉課 89－2131　

　障害者のタクシー料金を
助成する利用券を交付します。
認印と障害者手帳を持参の上、
直接、福祉課（本庁舎１階）、生
活窓口課（一宮庁舎１階）、各
支所、またはプリオ窓口センタ
ー（重度障害者用福祉タクシ
ー料金助成利用券を除く）へ
お越しください。
■福祉タクシー運賃助成利用
券
対象⇔自動車税または軽自動
車税の減免を受けていない
方で、次のいずれかに該当す
る方①身体障害者手帳１・２級、
または視覚、下肢、体幹のいず
れかの障害が３級②療育手帳
Ａ・Ｂ判定③精神障害者保健福
祉手帳１・２級
枚数⇔１人年間２８枚（１枚
５００円）
■重度障害者用福祉タクシー
料金助成利用券
対象⇔身体障害者手帳１・２級
かつ療育手帳Ａ判定で、座位
を保持することが困難で、スト
レッチャーを使用しなければ
外出することができない方
枚数⇔１人年間６０枚（１枚
1,000円）

特別永住者証明書の更新
市民課 89－2136　

　特別永住者の方で、外国人
登録証明書の次回確認基準日

（更新日）が平成27年７月８
日以前の方（１６歳未満は除
く）は、この日までに切り替え
の手続きが必要です。
　外国人登録証明書、写真、パ
スポート（お持ちの方だけ）を
持参の上、市民課（本庁舎１
階）、生活窓口課（一宮庁舎1
階）、各支所へお越しください。

特定健診・後期高齢者医療健診
受診券を送付
保険年金課 89－2135　

　平成27年度の特定健診
（40歳以上の国民健康保険
加入者対象）と後期高齢者医
療健診（後期高齢者医療制度
加入者対象）の受診券を4月
下旬に送付します。有効期限
は平成28年2月13日㈯です。
　なお、受診日に国民健康保
険、または後期高齢者医療制
度の資格がない方は受診でき
ません。
　受診方法などの詳細につい
ては、受診券に同封される案
内をご覧ください。 

電動式生ごみ処理機 
購入費補助
清掃事業課 89－2166　

対象⇔4月1日～平成28年
3月31日に、市内の販売店舗
で新品の電動式生ごみ処理機

（ディスポーザーなどを除く）
を購入した方
数量⇔40基（先着順）
補助金額⇔購入費の２分の１

（限度額15,000円）　
申込⇔販売店の領収書、保証
書・通帳の写し、印鑑を持参の
上、直接、清掃事業課（北庁舎
2階）へ

地域の有価物回収にご協力を
清掃事業課 89－2166　

　有価物回収とは、学校や子
ども会、町内会などの団体が
地域で行う資源回収です。有
価物回収を行う団体および活
動予定については、５月中旬
以降にHPで紹介します。
　お住まいの地域で行われる
有価物回収にご協力をお願い
します。

国民年金保険料学生納付特例
保険年金課 89－2177

　4月1日㈬から、平成27年
度国民年金保険料学生納付
特例の申請受付を開始しま
す。年金手帳、印鑑、学生証を
持参の上、保険年金課（本庁舎
1階）、生活窓口課（一宮庁舎
1階）、各支所、プリオ窓口セン
ターへお越しください。
　なお、昨年度承認されてい
る方には、日本年金機構から
再申請のはがきが送付されま
す。必要事項を記入の上、送付
してください。

犬の登録と狂犬病の予防注射
環境課 89－2141　

　生後91日以上の犬を飼っ
ている方は、生涯に１回の登録
と、年１回の狂犬病予防注射
を受けさせることが義務付け
られています。
　4月６日㈪から、平成27年
度の狂犬病予防集合注射を実
施します。日程については、犬
の登録のある方は送付される
はがきを、登録のない方はHP
をご覧ください。会場で予防
注射を受けさせることができ
ない場合は、動物病院などで、
必ず受けさせてください。
費用⇔3,400円（新規登録の
場合は登録料3,000円が別
途必要）
持ち物⇔通知はがき、愛犬手帳

（犬の登録のある方だけ）
その他⇔新規に登録する方
は、愛犬手帳を交付しますの
で、飼い主の住所・氏名、犬種・
生年月日・毛色・性別・名前を記
入したメモをご用意ください。
鑑札と注射済票は、首輪に装
着してください。また、会場へ
は、自宅で犬の排せつを済ま
せ、引き綱でつなぎ、制御でき
る方が連れてきてください
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病後児保育を実施
子ども課 89－2274　

　病気の回復期にあり、保護
者の就労などにより家庭で保
育できない児童を保育する病
後児保育事業を実施していま
す。利用には事前登録が必要
です。
場所⇔可知病院病後児保育室

（国府町桜田１５の１）
対象⇔生後４カ月～小学３年
生
費用⇔通常保育期間内で、４
時間以内の場合は1,000
円／4時間を越える場合は
2,000円
申込⇔印鑑を持参の上、直接、
子ども課（本庁舎１階）へ

ごみ運搬用軽トラックの
無料貸出
清掃事業課 89－2166　

　市内の家庭から出たごみ・資
源を市の指定する施設に運搬
する方に、軽トラック（ＡＴ車）を
無料で貸し出しています。
　電話で利用予約を受け付け
ます。利用の際は、運転者の
免許証を持参の上、清掃事業課

（北庁舎２階）へお越しくださ
い。なお、土・日曜日、祝日の利
用については、事前の手続き
が必要となります。

国民健康保険料１・２期分は
仮の保険料で納めてください
保険年金課 89－2118　

　平成27年度の第１・２期分
は、前年度の年間保険料相当
額の８分の１ずつを仮決定保
険料として納めていただきま
す。また、年間保険料決定額は
8月17日㈪に送付する納入通
知書でお知らせします。第３期
から第８期までの保険料は仮
決定保険料を差し引いた額を
６回に分けた額となります。
　なお、平成27年度の保険
料額が平成26年度の保険料
額に比べて２分の１に満たな
いと思われる世帯は、仮決定
保険料の修正の申し出をする
ことができます。仮決定保険
料の納入通知書が届いてか
ら30日以内に、納入通知書と
確定申告書の写しなど加入者
全員の所得が分かる書類を持
参の上、保険年金課（本庁舎１
階）へお越しください。 

住宅用太陽光発電システム
設置費補助
環境課 89－2141

対象⇔自ら居住している、また
は居住を予定している市内の
住宅（店舗などの併用を含む）
にシステムを設置し、電力会社
と電力受給契約を締結できる
方（着工済みや増設を除く）

数量⇔200件（先着順）
補 助 金 額 ⇔１㌔ ㍗ 当 たり
２０，０００円（上限４㌔㍗）　
申込⇔4月1日㈬から。申請書
に記入の上、直接、環境課（北
庁舎2階）へ。申請書は、環境
課にあります（ＨＰからダウン
ロード可）　

市営住宅入居者募集
建築課 89－2144

募集住宅⇔下表のとおり
入居予定日⇔７月１日㈬
入居資格⇔①市内に在住、または在勤②現に同居し、または同居
しようとする親族がある③現に住宅に困窮していることが明らか
である④条例に定める収入基準に適合している⑤市税などの滞
納（分納中を含む）が無い⑥入居予定者が暴力団員でない⑦２
ＤＫは単身、または３人家族以下⑧４ＤＫは５人家族以上、または
60歳以上の方を含む４人家族⑨福祉枠は高齢者世帯、障害者
世帯、母子・父子世帯、子育て世帯などに該当
募集期間⇔4月６日～17日
申込⇔申込書に記入の上、直接、建築課（北庁舎３階）へ。申込書
は建築課にあります（ＨＰからダウンロード可）
抽選会⇔４月２３日㈭10：00から、本３３会議室（本庁舎３階）
その他⇔落選者への通知はありませんので、抽選結果について
は、電話などでお問い合わせください。応募者が募集戸数に満た
ない場合、５月８日㈮まで、先着順に追加で受け付けます。
間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

2DK 千両 １戸（ － ）

 3DK

上野 １戸（ － ）

豊川 ２戸（ － ）

睦美 ２戸（ － ）

千両 ２戸（ － ）

東数谷原 ３戸（１戸）

東部 ３戸（１戸）

野口 ８戸（３戸）

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

3DK  平尾 ８戸（３戸）

4DK

西豊 １戸（ － ）

上野 １戸（ － ）

睦美 １戸（ － ）

東部 ２戸（ － ）

平尾 ３戸（１戸）

野口 ４戸（１戸）
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大規模小売店舗届出書の縦覧
商工観光課 89－2140　

　該当大規模小売店舗の設置
者がその周辺の生活環境の保
持のため配慮すべき事項につ
いて、意見のある方は、縦覧期
間中に県へ意見書を提出する
ことができます。
店舗⇔（仮称）四世代コミュニ
ティガーデン（光明町）
縦覧期間⇔6月17日㈬まで
縦覧場所⇔商工観光課（北庁
舎２階）、県産業労働部商業流
通課

市民協働によるまちづくりを
推進しています
市民協働国際課 

89－2165

　市では、市民協働によるま
ちづくりを推進するため、「協
働の手引き」を作成し、協働に
よるまちづくりの実現に向け
て取り組んでいます。また、協
働のパートナーである市民や
市民活動団体に対し、次のとお
り支援事業を行っています。
■とよかわボランティア・市民
活動センターの施設利用
　プリオビルとウィズ豊川の
２つの施設で、資機材や会議
室の貸し出しなどを行ってい
ます。
■豊川市市民活動総合補償制
度
　市が保険金を負担し、市民
活動中の事故などに補償金が
給付されます。
■豊川市市民協働推進事業補
助金
　まちづくりの推進のための
協働事業に必要となる経費の
一部を補助します。
■ＮＰＯ法人運営支援補助金
　ＮＰＯ法人が安定的、継続的
に運営できるよう、ＮＰＯ法人
の運営費の一部を補助します。

やる気満々商店街等　
事業費補助金
商工観光課 89－2140　

　商店街などが新たに実施す
る事業に対し、その経費を補
助します。
対象⇔商店街振興組合、商工
会議所、商工会、地域の商業・
サービス業者が主な構成員の
団体など
補助期間⇔原則1年
補助金額⇔事業に必要な経費

（飲食代、景品代、消費税な
どを除く）の9割以内（限度額
900,000円）　
申込⇔５月29日㈮まで。申請
書に記入の上、直接、商工観光
課（北庁舎２階）へ。申請書は、
商工観光課にあります（ＨＰか
らダウンロード可）

（　）内は1月からの累計／豊川警察署調
べ

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

初診時選定療養費の 
対象者が変わります
市民病院 86－1111　

　市民病院では、４月から、初
診で紹介状をお持ちでない方
は、即日入院以外の時間外受
診、救急車搬送の場合も初診
時選定療養費（2,160円）が
かかります。ただし、各種公費
受給者、後期高齢者医療対象
者の方などは除きます。

看護師等修学資金貸付
保健センター 89－0610

　看護師などの修学資金の貸
付を行います。
対象⇔看護師または准看護師
の養成学校に在学し、卒業後、
看護師または准看護師として
市内の医療機関に勤務しよう
とする方
貸与額⇔看護師養成施設は月
額40,000円／准看護師養
成施設は月額15,000円
申込⇔随時受付。所定の用紙
に記入の上、関係書類を添え
て、直接、保健センターへ。用
紙は、保健センターにあります

創業支援ネットワーク始動
商工観光課 89－2140　

　4月1日㈬から、「とよかわ
創業・起業支援ネットワーク」が
始動します。市内で創業をお
考えの方、すでに創業された方

（創業からおおむね1年以内）
を、ネットワーク加盟機関が連
携してサポートします。
加盟機関⇔豊川市、豊川商工
会議所、日本政策金融公庫、豊
川信用金庫、音羽・一宮・小坂
井・御津町商工会、豊川市制度
融資取扱金融機関

人身事故は死亡事故を含む／豊川警察署
調べ

◯犯罪発生状況（窃盗）／２月
総数 63件（147件）
住宅侵入 11件 （17件）
自動車関係 12件 （31件）
自転車・オートバイ 19件 （41件）
その他 21件 （68件）

◯交通事故状況／１月

死亡事故
0件
0人

人身事故
97件

119人
物損事故 484件

◯火災と救急／２月
火災 3件
救急 574件

◯人口と世帯／３月１日現在
総数 181,091人（－114人）
男 89,983人（－91人）
女 91,108人（－23人）
世帯 67,024世帯（－12世帯）
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