
節分＆折り紙交流会
国際交流協会 83－1571

日時⇔1月31日㈰13：30〜
15：30 
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔すわポンや外国籍の方と
の豆まきや折り紙などを通した
交流 
定員⇔40人 
費用⇔高校生以上は300円／
小・中学生は100円／未就学児
は無料 
申込⇔1月22日㈮まで、電話で
受付

とよかわ農業市
農務課 89－2138

日時⇔1月24日㈰
9：00〜11：00（雨天決行）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔市内で生産された安全・
安心な農産物や加工品を販売

病と医の資料展
民俗資料館 93－3013

期間⇔1月20日〜3月20日
（月・火曜日は休館）
時間⇔9：00〜17：00
会場⇔民俗資料館
内容⇔国登録有形文化財の旧
今泉医院や昔から伝わる病をは
らうためのおまじないの紹介

耳の日記念 
聴覚障害者と県民のつどい
福祉課 89－2131

日時⇔3月6日㈰9：00〜
会場⇔文化会館
内容⇔記念講演、手話スピーチ
コンテスト、和太鼓演奏
費用⇔1,000円（中学生以下は
無料）
申込⇔1月15日㈮まで、電話

（052－221－8545）、また
はFAX（052－221－8154）
で、愛知県聴覚障害者協会へ

子ども会壁新聞展
豊川市子ども会連絡協議会事務局 

（生涯学習課内） 88－8035

期間⇔１月18日〜31日
時間⇔10：00〜21：00
会場⇔市民交流ホール
内容⇔小学校区の子ども会が作
成した壁新聞を掲示

東三河日本語スピーチコンテスト
国際交流協会 8３－１５７１

日時⇔1月17日㈰13：30〜
会場⇔豊橋市公会堂（豊橋市八
町通）
内容⇔外国籍の方が日頃感じて
いることなどを日本語で発表
申込⇔当日、会場へ

フリーマーケット
清掃事業課 ８９－２１６６

日時⇔2月21日㈰
10：00〜14：00
会場⇔プリオホール
出店対象⇔市内に在住の18歳
以上（高校生・プロの方の出店不
可。食品、化粧品、薬品、生物など
は禁止）
募集店数⇔28店
費用⇔1,000円
申込⇔1月24日㈰13:45か
ら、勤労福祉会館視聴覚室で整
理券を配布。応募者多数の場合
は、14:00から抽選

初心者向けマレットゴルフ大会
公園緑地課 89－2176

日時⇔1月30日、2月27日、3
月26日の土曜日の8：30〜（小
雨決行）
会場⇔手取山公園
定員⇔各回50人
申込⇔電話で、手取山公園管理
協力会（090－7600－6204）
へ。当日、会場でも受付
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革細工のポーチ

親子ふれあい工房
豊川市子どもセンター 

（生涯学習課内） 88－8035

日時⇔2月6日㈯
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔革細工のポーチ作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔1 5 組（ 1 組 2 人まで ）

（先着順）
持ち物⇔エプロン
申込⇔1月21日㈭から、電話で
受付

６５歳これから講座
介護高齢課 89－2105

日時⇔1月21日〜3月17日の
木曜日（祝日を除く）（全8回）
13：30〜
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⇔市内に在住のおおむね
65歳
定員⇔30人（先着順）
申込⇔電話で受付

農業視察研修会
農務課 89－2138

日時⇔2月23日㈫
9：00〜17：30
集合場所⇔市役所正面玄関
内容⇔豊田市の農家団体「夢農
人とよた」が取り組む、産直レス
トランなどの先進事例の視察
定員⇔15人（先着順）
申込⇔1月12日㈫から、電話で
受付

小・中学校外国人英語指導助手
学校教育課 88－8033

　平成28年4月採用予定の小・
中学校英語指導助手を募集しま
す。
応募資格⇔英語を常用語とし、
英語教育に意欲的で、自家用車
で通勤可能な方
人員⇔１人
試験内容⇔書類審査と面接試験
申込⇔１月20日㈬まで受付。履
歴書を、直接、学校教育課（音羽
庁舎３階）へ

三人乗り自転車を貸し出します
人権交通防犯課 89－2149

　26インチ型電動アシスト付き
三人乗り自転車（幼児２人同乗
用自転車）を貸し出します。

対象⇔市内に在住の６歳未満の
子どもを２人以上養育している
方で、自転車の適正な駐輪場所
を確保できる方 
貸出期間⇔5月上旬から最大23
カ月 
費用⇔月額５００円 
申込⇔２月１５日〜２９日。申込
書を、直接、人権交通防犯課（北
庁舎２階）へ。申込書は人権交通
防犯課にあります（HPからダウ
ンロード可）。１世帯１回だけ有効。
申込者本人が窓口に来られない
場合は、委任状を添えて提出して
ください 
その他⇔応募者多数の場合は、
３月4日㈮に公開抽選を実施

ちから塾6回コース
介護高齢課 89－2105
内容⇔運動、栄養など健康づくり
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⇔各回20人（先着順）
申込⇔1月18日〜26日の9：
00から、電話で受付

労働講座
県東三河総局産業労働課 

0532－54－2582

日時⇔1月27日㈬
13：30〜16：30
会場⇔東三河総合庁舎（豊橋市
八町通）
内容⇔労働契約の基本原則など
を学ぶ講座
定員⇔60人（先着順）
申込⇔1月20日㈬まで、電話で
受付

ファミリー・サポート・センター
説明会・講習会
ファミリー・サポート・センター 

８６－５０４０

日時⇔2月13日㈯
13：00〜16：15
会場⇔プリオホール
対象⇔援助会員は市内に在住し、
自宅で子どもを預かれる方、ま
たは送迎ができる方／依頼会員
は市内に在住、在勤、または在学
の方／両方会員は援助と依頼を
兼ねる方
申込⇔2月5日㈮まで、電話で受
付。託児あり
その他⇔依頼会員は説明会だけ

日　時 会　場

2月1日〜3月7日の
月曜日（全6回）
13：45〜15：00

一宮東部
老人憩の家

2月3日〜3月9日の
水曜日（全6回）
9：45〜11：00

やわた町民館
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弥生住宅

点字表記を希望される方へ
　平成28年度から、視覚障害のある方への通知に、点字による説明
文書を同封します。希望する方は、電話で、各窓口へ申込んでください。

地域巡回健診を追加で実施
保険年金課 89－2135

日時⇔１月22日㈮、2月6日㈯
13：30〜15：00 
会場⇔プリオホール
対象⇔国民健康保険に加入して
いる40歳以上の方と、後期高齢
者医療制度に加入している方で、
特定健診や後期高齢者医療健診
を受けていない方
持ち物⇔健康保険証、受診券、
前年度の結果表（ある方だけ）
申込⇔当日、会場へ 
その他⇔当日の希望者が１００人
を超えた場合は、受診できない
場合があります。結核・肺がん検
診はありません

確定申告の相談会を開催
豊橋税務署 
 0532－52－6201

期間⇔２月1日〜15日（土・日曜
日、祝日を除く） 
時間⇔9：00〜12：00／13：00
〜17：00 
会場⇔豊橋税務署（豊橋市大国
町） 
対象⇔①公的年金等受給者で
所得税及び復興特別所得税の
還付申告をする方②給与所得者
で金融機関などから借入をして、
新築、または中古住宅を取得し
た方 
申込⇔当日、会場へ

通　知 申　込　先

納税通知書
市県民税・軽自動車税  市民税課　　８９－２１２９

固定資産税・都市計画税  資産税課　　８９－２１３０

保険料決定通知書

国民健康保険料  保険年金課　８９－２１18

後期高齢者医療保険料  保険年金課　８９－２１64

介護保険料  介護高齢課　８９－２１７３

水道使用水量等（下水排出量を含む）のお知らせ  水道業務課　９３－０１５１

小学校就学通知書・入学説明会
学校教育課 88－8033

■就学通知書
　平成28年４月に小学校へ入
学予定の児童の保護者へ１月中
に就学通知書を郵送します。就学
届に必要な事項を記入の上、２月
29日㈪までに、就学指定校へ提
出してください。
　なお、引っ越しなどにより入学
する小学校が変わる予定の方は、
事前に学校教育課へ連絡してく
ださい。新しい就学通知書を渡
しますので、住民票の異動が終
わりましたら、子ども課（本庁舎１
階）、または学校教育課（音羽庁
舎３階）へお越しください。
■入学説明会
　入学説明会を２月4日㈭午後
から、各小学校で開催します。内
容については、１月末までに案内
文を郵送します。

国民年金保険料の納付は 
口座振替のご利用を
保険年金課 89－2177

　口座振替で保険料を前納する
と、納付書（現金）で前納した場
合に比べ、割引額が大きくなりま
す。なお、平成28年度以降の保
険料を口座振替で前納する場合
は、2月29日㈪までに申込が必
要です。年金の納付書、通帳、通
帳の届出の印鑑を持参の上、金
融機関で申込んでください。

市営住宅入居者募集
建築課 89－2144

入居予定日⇔4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⑦
3ＤＫは2人家族以上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
申込⇔1月4日〜15日。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⇔1月２1日㈭10：00か
ら、本33会議室（本庁舎3階）
その他⇔契約時に連帯保証人2
人と敷金（入居決定家賃3カ月
分）が必要

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

3DK

蔵子 1戸（ －  ）

曙 1戸（ －  ）

弥生 1戸（ －  ）

上野 1戸（ －  ）

東部 2戸（ －  ）

睦美 2戸（ －  ）

東数谷原 4戸（ －  ）

千両 4戸（ 1戸 ）

4DK

豊川 1戸（ －  ）

上野 1戸（ －  ）

西豊 2戸（ －  ）
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原動機付自転車や軽自動車などをお持ちの方へ
市民税課 89－2129

　軽自動車税は、４月１日現在で、原動機付自転車や軽自動車などの所有者に課税されます。このため、譲渡、
売却、盗難などの理由で現在持っていない車両でも、名義変更や廃車の手続が済んでいないと、税金が課され
ます。手続きが済んでいない方は、必ず３月中に済ませてください。
　毎年３月は届け出が集中し、窓口が大変混雑します。名義変更、廃車の届け出は、早めに済ませてください。
なお、車種によって届け出先が異なりますので、注意してください。

車　　種　 届　け　出　先

原動機付自転車
（排気量125cc以下）

市民税課（北庁舎１階） 89－2129
一宮総合支所　　　　 93－3113
音羽支所　　　　　　 88－8003
御津支所　　　　　　 76－4705
小坂井支所　　　　　 78－4068

小型特殊自動車
（農耕作業用・フォークリフトなど）

２輪の軽自動車
（排気量125cc超250cc以下）
被けん引車

全国軽自動車協会連合会 愛知事務所豊橋支所
（豊橋市神野新田町字京ノ割18） 
0532－34－4601

〈代行手続き〉
宝飯豊川自家用自動車組合

（豊川市諏訪３の238）
86－5188

２輪の小型自動車
（排気量250cc超）

中部運輸局愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所
（豊橋市神野新田町字京ノ割20の３）
050－5540－2049

軽自動車（３輪・４輪以上）
（排気量660cc以下）

軽自動車検査協会 愛知主管事務所豊橋支所
（豊橋市神野新田町字京ノ割18） 
050－3816－1771

保育園入園の仮受け付け
子ども課 89－2274

　平成28年度中に出産休暇・育
児休業を終えて職場復帰する
方などを対象に、平成28年4月
1日現在で３歳未満の子どもを、
平成28年５月以降に保育園へ
入園させるための仮受け付けを
２月1日㈪から行います。希望す
る方は、直接、子ども課（本庁舎
１階）へお越しください。

償却資産（固定資産税）の申告
資産税課 89－2130

　減価償却の対象となる事業用
の資産を市内に所有している場
合、2月1日㈪までに、市に申告
する必要があります。期限間近
になると窓口が込み合いますの
で、早めの申告をお願いします。
なお、申告書類が必要な方は、資
産税課へ連絡してください（HP
からダウンロード可）。

高額医療・高額介護合算療養費の
支給申請はお済みですか
保険年金課 89－2164 
介護高齢課 89－2286

　１年間にかかった医療保険と
介護保険の自己負担額を合計し、
基準額を超えた金額を支給する、
高額医療・高額介護合算療養費
の支給申請を受け付けています。
今回の支給は、平成26年８月か
ら平成27年７月までの期間が
対象となります。
　国民健康保険および後期高齢
者医療保険の加入者で支給対象
となった方には、平成27年12
月に支給申請に関するお知らせ
を送付しています。期間中に医
療保険や世帯構成の異動などが
あった方には、お知らせできない
場合があります。
　なお、国民健康保険および後
期高齢者医療保険以外の医療
保険に加入している方は、直接、
各医療保険者へ問い合わせてく
ださい。

入札参加資格審査申請 
（定時受付）が始まります
管財契約課 89－2178

　平成28・29年度に市が発注
する①建設工事②設計・建設
コンサルタント等③物品④役
務の提供（業務委託）などの入
札・見積に参加しようとする方
は、入札参加資格審査申請の手
続きが必要です。 
受付期間⇔１月4日〜２月15
日の８：00〜20：00（土・日曜日、
祝日を除く） 
申請方法⇔あいち電子自治体推
進協議会のホームページ「ｅあ
いち」内の「あいち電子調達共
同システム（CALS/EC）」また
は、「あいち電子調達共同シス
テム（物品等）」で申請
その他⇔申請には、別に納税証
明書などの提出が必要です

※代行手続きには、代行手数料が必要です
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宅地を一般競争入札で売ります
一宮大木土地区画整理組合 

（一宮地区建設課内） 
93－4911

　一宮大木土地区画整理地内
の宅地（保留地）を一般競争入札
で売ります。
入札日時⇔2月9日㈫14：00〜
入札場所⇔一宮総合支所2階会
議室 
入札保証金⇔各筆10万円
申込⇔1月4日〜2月3日(土・日
曜日、祝日を除く）、直接、一宮大
木土地区画整理組合（一宮庁舎
1階）へ
その他⇔宅地の予定価格や形
状などは、1月4日㈪から一宮大
木土地区画整理組合で配布する
入札要領を確認してください

登記事項証明書などの請求は
オンラインのご利用を
名古屋法務局豊川出張所 

86－2115

　確定申告に必要な土地や建物
の登記事項証明書などをインタ
ーネット上の登記・供託オンライ
ン申請システムで請求すること
ができます。開設時間は８：30か
ら21：00までです。自宅や事務
所から簡単に請求でき、窓口請
求に比べ手数料も安くなります。

宝くじの助成金を受けて
市民館に備品を整備
市民協働国際課 89－2165

　市では、宝くじの社会貢献広
報事業を行う自治総合センター
から、宝くじの助成金を受けて、
三上・古宿・長沢市民館に調理器
具などの備品を整備しました。

司法書士による 
成年後見制度専門相談会
成年後見支援センター 

83－6377　

　認知症、知的障害、精神障
害などの理由により判断能力
が不十分な方の財産管理など
の法律行為を伴う成年後見制
度の利用について、司法書士
が無料で相談に応じます。 
日時⇔2月4日㈭ 
13：30〜16：30 
会場⇔ウィズ豊川 
対象⇔市内に在住の方 
定員⇔４人（先着順） 
申込⇔1月4日㈪から、電話で、成
年後見支援センターへ

農用地利用計画変更の受付停止
農務課 89－2138

　市では、平成２７年度から平成
２８年度にかけて、農業振興地
域整備計画の見直しを進めてい
ます。これに伴い、４月２９日から
１０月３１日まで、農用地利用計
画変更（除外・編入・用途区分の
変更）の受付を停止しますので、
注意してください。

小坂井バイパス回数券を
払い戻します
県道路公社猿投グリーンロード
事務所 0565－48－1546

　小坂井バイパスは、3月6日㈰
から無料開放されます。これに伴
い、手数料無料で回数通行券を
払い戻します。 
払い戻し期間・方法⇔1月6日〜
3月5日の9：00〜18：00は、回
数券を直接、小坂井バイパス料
金事務所（豊橋市日色野町字前
田２６の３）へ／３月６日以降は、
申込書に回数券を添えて、郵送
で、県道路公社猿投グリーンロー
ド事務所（〒470－0356豊田
市八草町大田1190の7）へ。申
込書は、県道路公社ホームペー
ジからダウンロードできます

（　）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／11月
火災 4件
救急 560件

◯人口と世帯／12月1日現在
総数 181,352人（＋14人）
男 90,069人（－ 6人）
女 91,283人（＋20人）
世帯 67,885世帯（＋32世帯）

◯交通事故状況／10月

死亡事故
1件（8件）
1人（8人）

人身事故
118件（１，１１０件）
156人（1,395人）

物損事故 453件（4,622件）

◯犯罪発生状況（窃盗）／11月
総数 121件（975件）
住宅侵入 4件（114件）
自動車関係 19件（191件）
自転車・オートバイ 32件（275件）
その他 66件（395件）

三上市民館に整備されたガス炊飯器

文化財消防訓練 
林野火災防止訓練の実施
消防本部予防課 89－9682

日時⇔1月23日㈯9：40〜
会場⇔籰

わ

繰
くぐり

神社（東上町）
内容⇔消防署、消防団、地域の
方など約80人と消防車両5台に
よる訓練

愛知県の特定（産業別）最低賃金の
改正
豊橋労働基準監督署 

0532－54－1192

　県内の特定の産業に適用され
る7業種の最低賃金が平成27
年12月16日に改正されました。
詳しくは、豊橋労働基準監督署
へお問い合わせいただくか、愛
知労働局のホームページをご覧
ください。
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