
おいでん横丁 
～めぐりあい☆すわ～
都市計画課 ８９－2147

日時⇔７月３１日〜８月2日
17：00〜21：00（雨天中止）
会場⇔諏訪公園
内容⇔消防音楽隊による演奏、
盆踊り、カラオケ大会、夜店な
ど

福祉チャリティーバザー
民生委員児童委員協議会 

83－5211

日時⇔8月29日㈯
9：30〜12：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔寄せられた品物の展示・
販売
その他⇔７月２１日〜８月２１
日、バザー用品を募集します。
お近くの民生委員児童委員宅、
またはウィズ豊川へお持ちく
ださい。なお、衣類や雑誌、テ
レビ・エアコン・冷蔵庫などの
大型家電は取り扱いません

心の風景2015
メンタルネットとよかわ 

85－1710

日時⇔7月20日㈪
10：30〜16：00
会場⇔とよかわボランティア・
市民活動センタープリオ、プリ
オホール
内容⇔落語家・三遊亭萬橘さ
んの落語口演、うちわ作りなど
申込⇔当日、会場へ

豊川稲荷のガイドと 
周辺のまち歩き
観光協会 89－2206

日時⇔7月21日㈫
10：00〜11：30
会場⇔豊川稲荷、門前周辺
内容⇔ボランティアガイドによ
る豊川稲荷の案内など
定員⇔40人
申込⇔７月１７日㈮まで（消印
有効）。はがきに①氏名②郵
便番号・住所③年齢④電話番
号を記入の上、観光協会（〒
442－0068諏訪3の133）
へ。電話、またはFAX（89ー
2276）でも受付

まちかどビアガーデンだ！ 
路地裏音楽祭だ！いなり楽市
いなり楽市実行委員会 

090－4193－0441

日時⇔7月26日㈰
17：00〜21：00（雨天中止）
会場⇔豊川稲荷表参道
内容⇔昭和のレトロな街並み
に懐かしのメロディーが流れる

「夜祭」を開催

小中学校音楽会
学校教育課 88－８０３３

日時⇔7月29日㈬13：30〜
会場⇔文化会館大ホール
内容⇔中学校の吹奏楽と「自
然のめぐみ」をテーマとした
小・中学校の合唱
申込⇔当日、会場へ

とよかわ農業市
農務課 89－2138

日時⇔7月19日㈰
9：00〜11：00（小雨決行）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔市内で生産された安
全・安心で旬な農産物や加工
品を販売

豊川手筒まつり
豊川商工会議所 
８６－４１０１

日時⇔８月２２日㈯
17：00〜21：00（開始時間
は変更する場合があります。
雨天の場合は23日㈰）
会場⇔市野球場
その他⇔有料席以外は立ち見
となりますので、シートなどで
の場所取りはできません
■観覧席券などの販売
期日⇔７月１０日㈮〜（先着
順）
場所⇔豊川商工会議所
費用⇔観覧席券（指定席。定
員10人）のＳ席は１万６，０００
円、Ａ席は１万４，０００円、Ｂ席
は１万１，０００円／スタンド席券

（自由席）は１，６００円／芝生
席券（自由席）は１，１００円
■市民おどり参加団体募集
対象⇔４人以上のグループ
申込⇔７月１０日㈮まで受付。
申込書を、直接、豊川商工会議
所へ
■幸せ奉賛ステージ協賛者募集
費用⇔１口２万円
申込⇔７月１０日㈮まで受付。
申込書に費用を添えて、直接、
豊川商工会議所へ
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水墨画講座
ふれあいセンター 

88－7270

日時⇔9月5日〜12月19日
の第1・3土曜日（全8回）13：
00〜14：30
会場⇔ふれあいセンター
対象⇔市内に在住の方
定員⇔30人
費用⇔2,000円
申込⇔7月31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

ちから塾15回コース
介護高齢課 89－2105

内容⇔健康づくりの秘けつに
ついての話など
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
定員⇔各会場30人（先着順）
申込⇔7月9日〜16日、電話
で受付

防災ボランティア 
コーディネーター養成講座
社会福祉協議会ボランティア
センター 83－0630

内容⇔災害ボランティアセン
ターの設置・運営などに関する
座学や実践訓練など
対象⇔市内に在住、在勤、また
は在学の高校生以上
定員⇔40人程度
持ち物⇔筆記用具、軍手、帽子、
飲み物、タオル
申込⇔7月1日㈬から受付。申
込書をFAXで社会福祉協議
会ボランティアセンター（89
－0662）へ。申込書はＨＰか
らダウンロードできます。応募
者多数の場合は抽選

完璧な親なんていない
人権交通防犯課 

89－2149

日時⇔9月10日〜10月15日
の木曜日（全6回）
10：00〜12：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔参加者が育児などのテ
ーマを決め、自由に話し合い
ながら学ぶ講座
対象⇔市内に在住、在勤の1
歳6カ月〜2歳10カ月の子を
持つ母親で、全日程参加でき
る方（第1子を優先）
定員⇔12人（先着順）
費用⇔900円
申込⇔7月8日㈬10：00から、
電話でとよかわ子育てネット

（080ー5291ー9273）へ。
有料で託児あり

６５歳これから講座
介護高齢課 89－2105

日時⇔7月30日〜9月24日
の木曜日（全8回）13：30〜

（8月13日を除く）
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔体力テスト、動きやすい
身体作り、栄養の話など
対象⇔おおむね65歳の方
定員⇔30人（先着順）
申込⇔電話で受付

とよかわ就農塾
農務課 89－2138

期日⇔8月20日〜平成28年
6月9日の木・土曜日で毎月各
1回
時間⇔木曜日は19：00〜21：
00／土曜日は13：00〜15：
00
内容⇔農業経営に必要な知識
や技術を習得するための講座
対象⇔市内に在住の70歳以
下
定員⇔30人
費用⇔5,000円（農地を所有
している方は2,000円）
申込⇔7月1日〜22日受付。
申込書に記入し、印鑑を持参
の上、直接、農務課（北庁舎2
階）へ。申込書は、農務課にあ
ります（ＨＰからダウンロード
可）。書類審査と面接あり

親子で学ぶお金の講座
東三河広域連合消費生活課 

0532－51－2307

日時⇔8月8日㈯・9日㈰10：
00〜12：00
会場⇔勤労福祉会館
対象⇔東三河に在住の小学生
と保護者
定員⇔各回25組
申込⇔7月1日〜15日、電話
で受付。応募者多数の場合は
抽選

日　時 会　場
8月30日㈰
8：00〜16：00

陸上自衛隊豊川駐屯地
訓練場、ウィズ豊川

9月  6日㈰
9：00〜17：00

ウィズ豊川
9月20日㈰
9：00〜17：00

市民病院納涼盆踊りの夕べ
市民病院 86－1111

日時⇔8月7日㈮
18：30〜20：30（雨天の場
合は8日㈯）
会場⇔市民病院平面駐車場

日　時 会　場
7月23日〜11月5日の
木曜日（全15回）
9：45〜11：00

ふれあい
センター

8月17日〜12月14日
の月曜日（全15回）
13：45〜15：00

御津福祉 
保健センター

8月19日〜12月2日の
水曜日（全15回）
9：45〜11：00

東部地域 
福祉センター

※8月13日と祝日を除く

17



市職員（医療ソーシャル
ワーカーと管理栄養士）
人事課 89－2122

　平成28年4月採用の職員を
募集します。
対象⇔昭和31年4月2日以降
に生まれ、資格免許を有し、職
務経験が5年以上ある方
人員⇔各1人
一次試験⇔書類選考
申込⇔8月3日〜31日（必着）。
申込書などを、簡易書留郵便
で人事課へ。申込書などは、人
事課（本庁舎2階）にあります

（ＨＰからダウンロード可）

市民病院職員（医療事務）
市民病院 86－1111

　平成28年4月採用の職員を
募集します。
対象⇔昭和58年4月2日以降
に生まれ、診療情報管理士の
資格を有する（取得見込みを
含む）方
人員⇔1人程度
試験日⇔8月1日㈯
申込⇔7月17日㈮まで（消印
有効）。申込書などを、郵送で
市民病院（〒442－8561八
幡町野路23）へ。申込書は、市
民病院ホームページからダウ
ンロードできます

夏休み中の児童クラブ指導員
保育協会 89－2134

　児童の生活や遊びなどを指
導する方を募集します。
日時⇔７月21日〜8月31日
の月〜金曜日で8：00〜18：
00（8月13日〜15日を除く）
賃金⇔時給930円／通勤手
当は1日160円（条件あり）
申込⇔履歴書、保育士資格、ま
たは教員免許のある方は資格
証明書のコピーを持参の上、直
接、保育協会へ

豊川市都市計画マスタープラン
見直し委員会委員
都市計画課 89－2169

　都市計画マスタープラン
の中間見直しについて、委員会

（年3回程度）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
人員⇔2人以内
任期⇔8月〜平成28年3月
31日
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔7月6日〜21日（必着）。
申込書に、「豊川市のこれから
のまちづくりについて」をテー
マとした600字程度の小論文
を添えて、直接、または郵送で、
都市計画課（北庁舎3階）へ

本宮まつり出店者
本宮まつり実行委員会 

93－2088（一宮商工会内）

　本宮まつりで特産品やグル
メなどを販売する出店者を募
集します。
日時⇔11月1日㈰9：00〜
15：30
会場⇔本宮の湯と健康福祉セ
ンター
対象⇔市内の商店街振興組合
や商店街事業協同組合に加入
の方、または一宮商工会の会
員
費用⇔8,000円（レンタルテ
ントが不要な方は3,000円）
申込⇔7月6日〜31日、直接、
一宮商工会または地域振興課

（一宮庁舎1階）へ。応募者多
数の場合は選考

ジェンダー標語
人権交通防犯課 

89－2149

　ジェンダー（社会通念や慣
習の中にある男性像・女性像
のような、社会によって作られ
た差別）に関する標語を募集し
ます。入賞作品は、男女共同参
画事業に使用します。
対象⇔個人によるもので未発
表の自作のもの
賞・賞品⇔一般の部は最優秀
賞1作品（記念品1万円相当）
／小学生の部・中学生の部は
最優秀賞各1作品（記念品
5,000円相当）
応募方法⇔7月10日〜8月
31日（必着）。①作品②郵便
番号・住所③氏名④年齢⑤性
別⑥電話番号を記入の上、直
接、または郵送で人権交通
防犯課（北庁舎2階）へ。FAX

（89－2125）、またはHPで
も受付

保育士
保育協会 89－2134

　平成28年4月採用の保育士
を募集します。
対象⇔新卒者等は昭和63年
4月2日以降に生まれ、保育士
資格を有する（取得見込みを
含む）方／経験者は昭和31年
4月2日以降に生まれ、保育士
資格を有し、職務経験が5年以
上ある方
人員⇔各若干名
試験日⇔8月1日㈯
申込⇔7月17日㈮まで（消印
有効）。申込書を、直接、また
は郵送で、保育協会（〒442
－0878新道町1の1の3）へ。
申込書は、7月1日㈬から保育
協会で配布
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市営住宅入居者募集
建築課 89－2144

入居予定日⇔10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⑦２ＤＫは
単身、または３人家族以下⑧
４ＤＫ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⇔7月６日〜17日
申込⇔申込書を、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⇔7月２2日㈬10：00
から、北11会議室（北庁舎1
階）
その他⇔応募者が募集戸数に
満たない場合、8月7日㈮まで、
先着順に追加で受付ます

プリオ窓口センター臨時休業
プリオ窓口センター 

89－9191

　プリオ窓口センターは、電算
システムの停止に伴い、8月8
日㈯10：00から19：00まで、
臨時休業します。これに伴い、
住民票や戸籍の交付など、す
べての業務を停止します。

国民健康保険料の 
軽減・減免制度
保険年金課 89－2118

　世帯の合計所得金額が一定
額以下の世帯は、保険料が軽
減されます。軽減の判定は、確
定申告または市・県民税の申
告をもとに行いますので、未
申告の方は申告してください。
■軽減制度（申請不要）
　均等割額・平等割額について、
世帯の合計所得金額が33万
円以下の場合は7割、33万円
に被保険者1人につき26万円
を加算した額以下の場合は5
割、33万円に被保険者1人に
つき47万円を加算した額以下
の場合は2割を軽減します。
■減免制度（申請必要）
　7割軽減世帯と、世帯の合計
所得金額が一定基準以下の世
帯は、申請により減免が受けら
れます。該当する世帯には、7
月中旬に申請書を送付します。
■離職者の軽減制度（届出必
要）
　離職日時点で65歳未満で、
倒産、解雇、雇い止めなどによ
り失業給付を受ける方は、所得
割額が軽減されます。雇用保
険受給資格者証を持参の上、保
険年金課（本庁舎1階）へ届け
出てください。

国民年金保険料の免除
保険年金課 89－2177

　7月1日㈬から、国民年金保
険料の免除申請の受付を開始
します。免除には、本人・配偶
者・世帯主の前年分の所得審
査があります。年金手帳、印鑑、
平成26年1月以降に離職した
方は雇用保険被保険者離職票
または雇用保険受給資格者証
を持参の上、保険年金課（本庁
舎1階）、各支所、プリオ窓口セ
ンターへ申請してください。

医療機関などでの支払いが
軽減される場合があります
保険年金課 89－2135

　1カ月間の医療費が高額に
なる場合、限度額適用認定証
を提示することで、医療機関な
どでの保険適用分の支払いが
自己負担限度額までとなる制
度があります。また、国民健康
保険加入者全員（世帯主を含
む）が市民税非課税の世帯の
場合、入院時の食事代も減額
できます。
　これらの制度を利用するに
は、国民健康保険被保険者証
を持参の上、保険年金課（本庁
舎1階）、各支所での申請が必
要です。

児童福祉各手当
子ども課 89－2133

　離婚・死亡などで父または母
と生計を共にしていない児童
や、父または母が重度の障害
者である家庭の児童を養育し
ている方を対象に、児童が18
歳に到達する年度まで児童扶
養手当・県遺児手当・市遺児の
育成をはかる手当（各所得制
限あり）が支給されます。
　ただし、児童が里子になって
いるときや児童福祉施設に入
所しているときなど、支給され
ない場合があります。

臨時福祉給付金の支給
福祉課 89－2424

　平成２７年度分の市民税が
課税されない方（生活保護受
給者などを除く）を対象に、臨
時福祉給付金を支給します。
対象者には、7月末に申請書な
どを送付します。

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

2DK 千両 1戸（ － ）

3DK

東数谷原 3戸（ － ）

野口 7戸（2戸）

平尾 9戸（３戸）

4DK
平尾 2戸（ － ）

野口 4戸（1戸）
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東三河都市計画の 
変更に関する説明会
都市計画課 89－2169

日時⇔7月24日㈮19：00〜
会場⇔御津生涯学習会館
内容⇔御幸浜地区（御幸浜埋
立造成事業地区内）における東
三河都市計画区域区分・用途
地域・臨港地区の変更

7月18日は勤労青少年の日
商工観光課 89－2140

　働く青少年が自ら進んで社
会の役に立つ職業人に成長す
るよう、勤労
青少年の日
が定められ
ています。

女性弁護士による法律相談
市民相談室 89－2104

日時⇔7月25日㈯
13：00〜16：00
会場⇔プリオ５階市民相談室
内容⇔夫や恋人からの暴力、
離婚・相続問題などを対象とし
た法律相談
対象⇔市内に在住の女性
定員⇔6人（先着順）
申込⇔7月13日〜21日、電
話で受付

夏の安全なまちづくり市民運動
人権交通防犯課 

89－2149

　7月11日から8月10日ま
で、夏の安全なまちづくり市民
運動を実施します。交通事故
や空き巣被害の増加が心配さ
れるこの時期に、関係団体が
連携し、パトロールの強化、街
頭広報活動、交通安全・防犯教
室などを行います。交通事故
や犯罪被害の防止を心掛けま
しょう。

（　）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

人身事故は死亡事故を含む。（　）内は1月
からの累計／豊川警察署調べ

◯火災と救急／5月
火災 2件
救急 532件

◯人口と世帯／6月1日現在
総数 181,113人（＋62人）
男 90,033人（＋28人）
女 91,080人（＋34人）
世帯 67,478世帯（＋76世帯）

◯交通事故状況／4月

死亡事故
2件（2件）
2人（2人）

人身事故
109件（423件）
135人（522人）

物損事故 455件（1,869件）

◯犯罪発生状況（窃盗）／5月
総数 80件（383件）
住宅侵入 8件 （37件）
自動車関係 20件 （74件）
自転車・オートバイ 22件 （98件）
その他 30件（154件）

「児童虐待かな」と思ったら
ご連絡ください
子ども課 89－2133

　児童相談所全国共通ダイヤ
ルが３桁の番号（1

いち

8
は

9
やく

）となり
ました。子どもが虐待を受けて
いると思われるときは、ためら
わず、下記相談窓口にご連絡
ください。

豊川市の青年がデザインした
勤労青少年のシンボルマーク

一般表彰

酒井裕子 井上純吉 太田和美 白井則子 榎本晋吾 寺部康次郎 尾藤茂子

古田島徳衛 加藤敦子 碓井由紀子 畠中一起 深田大貴 蒔田沙弥香 大橋朋佳

豊川高等学校
水泳部男子

豊川高等学校
水泳部女子 中村光雄 伊藤保 岸口勝 寺部満 倉橋正佳

鈴木崇 市江典久 岡田トク子 下村志津ゑ 鬼頭伊佐郎 島田鮎子 浅田勝延

鈴木勝之 山川惠美子 山田彊一 井上洋介 中島佳子 西村眞孝 吉川了悟

世界心道教 香月堂
三蔵子小学校
読み聞かせグ
ループ・「えん」

オカリナ 
リンガーズ

女性和太鼓 
彩華組

ごゆ・並木
童謡会

市制施行72周年で市政発展の功労者を表彰
秘書課 89－2120

　市では、6月１日を市制記念日とし、市政の発展や福祉・文化の
向上などに功績のあった個人や団体を表彰しています。今年も
式典と表彰式を行い、次の方や団体を表彰しました。（敬称略）

相談窓口 連絡先

児童相談所
全国共通ダイヤル

189（いちはやく）
※一部のIP電話からはつな
がりません

子ども課
89 ー 2133
※休日・夜間は市役所当
直室（89 － 2111）へ

市政功労表彰

鈴川智彦 美馬ゆきえ 二村良子

特別弔慰金の支給
福祉課 89－2131

　公務扶助料や遺族年金な
どを受ける方がいない場合に、
国が定めた順位により、戦没
者などの死亡当時の遺族の方
1人に特別弔慰金が支給され
ます。請求期間は平成30年4
月2日までで、福祉課（本庁舎
1階）で受付ます。
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