
7 87
※費用の記載のないものは無料　※郵送先の記載のないものは「〒442ー8601諏訪1丁目1」宛て
※HP：市ホームページ　※日時は、特別な記載がある場合を除き、各施設などの開庁日・執務時間内

とよかわ農業市
農務課 ８９－２１３８

日時⇔7月9日㈰
9：00〜11：00（荒天中止）
会場⇔赤塚山公園
内容⇔市内で生産された農産
物や加工品などの販売
その他⇔新規出店者を募集して
います。今後の開催日程などに
ついては、お問い合わせくださ
い

愛知県消防操法大会
消防本部総務課 ８９－９５７６

日時⇔8月5日㈯８：30〜（荒天
の場合は6日㈰に順延）
会場⇔２号地多目的グラウンド

（碧南市）
内容⇔消防団員による操法競技

豊川海軍工廠跡地見学会
秘書課 ８９－２１２０

日時⇔８月７日㈪
1３：３０〜１５：００
会場⇔名古屋大学宇宙地球環
境研究所豊川分室（穂ノ原３）
申込⇔当日、会場へ
その他⇔２０人以上の団体で
参加する場合は、豊川海軍工廠
跡地保存をすすめる会（８５ー
１１９９）へ事前に連絡してくだ
さい

中学生の主張
学校教育課 　８８－8033

日時⇔8月9日㈬12：30〜
会場⇔文化会館中ホール
内容⇔「今、考えていること」と題
した中学２・３年生の意見発表

市民病院納涼盆踊りの夕べ
市民病院 86－1111
日時⇔8月10日㈭
18：30〜20：30（雨天中止）
会場⇔市民病院平面駐車場

おいでん横丁～納涼まつり～
都市計画課 ８９－2147

日時⇔８月4日〜6日
17：00〜21：00（6日㈰だけ
２０：３０まで）（雨天中止）
会場⇔諏訪公園
内容⇔消防音楽隊と豊川工業高
校吹奏楽部による演奏、ダンス
パフォーマンス、盆踊り、ビンゴ
大会、綿菓子などの無料配布、夜
店など

機銃掃射を受けた原料置き場

夏休み小学生５０円バス
人権交通防犯課 8９－２１４９

　高速バスを除く東三河の全バ
ス路線を１乗車５０円で利用でき
ます。市内では、バスを乗り継い
でも、片道５０円です。
期日⇔7月21日〜8月31日
対象⇔小学生
対象路線⇔豊川市・豊橋市・蒲郡
市・新城市・田原市・設楽町・東栄
町・豊根村の全バス路線（高速バ
スを除く）

豊川青年団盆踊り大会
生涯学習課 8８－８０３５

日時⇔７月29日㈯
18：０0〜20：30（雨天中止）
会場⇔桜ヶ丘公園
内容⇔盆踊り、ビンゴ大会、模擬
店など
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豊川手しごと市
秘書課 ８９－２１２１

日時⇔7月16日㈰
10：00〜16：00（荒天中止）
会場⇔豊川稲荷境内
内容⇔手作り品や飲食物の販売、
ワークショップなど

福祉チャリティーバザー
社会福祉協議会 83－5211

日時⇔8月26日㈯
9：30〜12：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔寄せられた品物の販売
その他⇔７月１8日〜８月１8日、
バザー用品を募集します。直接、
お近くの民生委員児童委員宅、ま
たはウィズ豊川へ。なお、雑誌、
テレビ・エアコン・冷蔵庫などの大
型家電は取り扱いできません

いなり楽市
都市計画課 89－21４７

日時⇔7月16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、路上パフォ
ーマンス、新鮮青物市など

自分と相手を尊重した、 
人間関係づくり講座
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔8月26日㈯
10：00〜16：00
会場⇔ウィズ豊川
講師⇔京都橘大学助教・濱田智
崇さん
内容⇔働き方・生き方を見直す
ための講座
対象⇔市内に在住、または在勤
の男性を優先
定員⇔20人（先着順）
申込⇔7月7日㈮9：00から、電
話で、豊 川 共 生ネットみらい

（090ー6088ー5309）へ
その他⇔有料で託児あり。8月8
日㈫まで、電話で、豊川共生ネッ
トみらいへ

在宅診療地区座談会
在宅医療連携推進センター 

89－3179

日時⇔7月26日㈬
13：30〜14：30
会場⇔大和公民館
内容⇔在宅訪問診療についての
講話・相談
対象⇔市内に在住の方
定員⇔40人程度（先着順）
申込⇔電話で受付

水墨画講座
ふれあいセンター 

88－7270

日時⇔9月2日〜12月16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
講師⇔波多野玉祐さん
対象⇔市内に在住の方
定員⇔30人
費用⇔2,000円
申込⇔7月29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

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
保健センター 　89－0610

日時⇔9月30日11：30〜10月
1日１２：30
会場⇔総合体育館前広場
内容⇔がん征圧とがん患者支援
を目的とした24時間チャリティ
ー・リレー・ウォーク
費用⇔1,000円（がん告知を受
けたことのある方、18歳以下は
無料）
申込⇔8月13日㈰まで、電話で、
リレー・フォー・ライフ・ジャパン東
三河実行委員会事務局（89－
4555）へ。当日、会場でも受付

完璧な親なんていない
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔9月8日〜10月13日の
金曜日（全6回）10：00〜12：
00（10月13日は9：45〜12：
00）
会場⇔勤労福祉会館
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、または在勤
の1〜2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18日㈫10：00か
ら、電話で、とよかわ子育てネット

（080ー5291ー9273）へ
その他⇔有料で託児あり
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ちから塾の様子

とよかわ就農塾
農務課 89－2138

期日⇔8月１7日〜平成30年6
月7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２4日㈪まで。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
があります

民生委員制度創設１００周年
記念事業講演会
社会福祉協議会 83－5211

日時⇔8月１１日㈮
１３：３０〜１５：３０
会場⇔文化会館大ホール
講師・内容⇔諏訪中央病院名誉
院長・鎌田實さんによる「命を支
えるということ“がんばらない”け
ど“あきらめない”」と題した講演
申込⇔当日、会場へ

介護予防教室
介護高齢課 89－2105

■回想法
日時⇔7月25日〜9月19日の
火曜日（8月15日を除く）（全8
回）13：45〜15：00
会場⇔国府東市民館
内容⇔過去の体験などを語り合
い、脳を刺激し、心の健康を高め
る教室
定員⇔20人（先着順）
■ちから塾15回コース
期日・会場⇔8月1日〜11月14
日の火曜日（8月15日を除く）

（全15回）は千両市民館／8月
3日〜11月9日の木曜日（全15
回）は音羽生涯学習会館
時間⇔9：45〜11：00
内容⇔運動、栄養など、健康づく
りの秘けつについての講話など
定員⇔千両市民館は30人／音
羽生涯学習会館は20人（いずれ
も先着順）

【共通事項】
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
申込⇔7月13日㈭9：00から、電
話で受付

三河天平の里資料館講座
三河天平の里資料館　　　　 
８８－５８８１

日時⇔7月29日㈯
13：30〜15：30
会場⇔三河天平の里資料館
講師⇔名古屋女子大学教授・竹
尾利夫さん
内容⇔やまとうたの魅力を小倉
百人一首を通して解説
定員⇔30人（先着順）
申込⇔7月7日㈮から、電話で受
付

自衛官
自衛隊愛知地方協力本部　　
豊川地域事務所 85－2411

　平成30年4月採用の自衛官
などを募集します。
■航空学生
資格⇔１8〜20歳で、高校、また
は中等教育学校卒業者（卒業見
込を含む）
試験日⇔9月18日㈪
申込⇔9月8日㈮まで、電話で受
付
■一般曹候補生
資格⇔１８〜２６歳
試験日⇔9月16日〜18日のい
ずれか1日
申込⇔9月8日㈮まで、電話で受
付
■自衛官候補生
資格⇔１８〜２６歳
試験日⇔受付時に連絡
申込⇔随時、電話で受付

ジェンダー標語
人権交通防犯課 89－2149

　ジェンダー（男性像・女性像の
ような、社会によって作られた性
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⇔9月5日㈫まで（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
その他⇔応募作品は、返却しま
せん。入賞作品の著作権は市に
帰属します
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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27万円を加
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49
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（申請不要）
　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、1割の減免が受けられます。
■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。

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と、個
人番号が確認できるものを持参
の上、保険年金課（本庁舎1階）、
各支所での申請が必要です。

給食費などの援助
学校教育課 88－8033

　小・中学生のお子さんを養育し
ていて、経済的にお困りの世帯
の方に、給食費や学用品費など
を援助します。
援助の種類⇔給食費、学用品費、
通学用品費、修学旅行費など
対象⇔教育委員会が定める所得
基準の範囲内にある世帯
申込⇔印鑑と申請者名義の通帳
を持参し、学校教育課（音羽庁舎
3階）へ
その他⇔今年になって豊川市に
転入した方は、前の住所地で取
得した所得証明書（同居の20歳
以上の方全員分）を持参してく
ださい

みんなの写真展展示作品
赤塚山公園 ８９－８８９１

　平成30年2月16日㈮から開
催される、「みんなの写真展」で
展示する写真を募集します。
応募規定⇔①園内の四季の風
景などを撮影した未発表の写真
②デジタルの場合はJPEG形式
でCDなどに保存したデータ、フ
ィルムの場合は六切り判以上に
プリントした写真③1人1点まで
応募方法⇔11月30日㈭まで

（必着）。作品に①題名（10字
以内）②作品に対するコメント

（50字以内）③撮影場所④撮
影日⑤郵便番号・住所⑥氏名⑦
電話番号⑧返却希望の有無を
記入の上、直接、または郵送で、
赤塚山公園（〒442－0862市
田町東堤上1－30）へ
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

豊川市民病院職員
市民病院 86－1111

　平成30年4月採用の職員を
募集します。
職種・定員・試験日⇔薬剤師は2
人程度で8月26日㈯／介護福
祉士は4人程度で9月16日㈯
申込⇔薬剤師は8月11日㈮ま
で、介護福祉士は9月1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
その他⇔受験資格など、詳しい
ことは、市民病院ホームページ
を確認してください

市職員（民間企業経験者など）
人事課 89－2122

　平成30年4月採用の民間企
業経験者などを対象とした事務・
技術職員を募集します。
対象⇔昭和33年4月2日以降に
生まれ、要綱に掲げる経験・資格
などを有し、民間企業などにおけ
る職務経験が５年以上あり、採
用後、その専門知識、技術、経験
をシティセールス、情報、社会福
祉、法務、会計、財務、経理、土木、
建築、施設の維持管理（機械・電
気）に生かせる方
定員⇔5人程度
1次試験⇔申込書に記載された
志望動機と自己ＰＲ書に基づく
書類選考
申込⇔8月26日㈯まで（消印有
効）。申込書などを郵送で、人事
課へ。申込書などは、人事課（本
庁舎2階）、各支所にあります（Ｈ
Ｐからダウンロード可）
その他⇔２次・3次試験がありま
す。詳しいことは、HPを確認して
ください

昨年の展示作品
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河川愛護月間
道路維持課 89－2279

　7月は河川愛護月間です。河
川環境の保全などに関する取り
組みが全国的に行われます。私
たちの財産である河川の環境を
守りましょう。

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動
生涯学習課 88－8035

　7・8月は青少年の非行・被害
防止に取り組む県民運動の実施
期間です。「非行の芽 はやめに
つもう みな我が子」をスローガ
ンに、青少年の非行や事故を未
然に防止し、健全な育成を図る
ため、各校区の青少年健全育成
推進協議会が中心となって巡回
パトロールなどを行います。
　この機会に、家庭で親子の触
れ合いの時間を持ち、青少年の
健全育成について考えてみまし
ょう。

国民健康保険高齢受給者証の更新
保険年金課 89－2135

　市では、70歳になった翌月か
ら、75歳になるまで、医療機関
などで受診する際に窓口で提示
する国民健康保険高齢受給者証
を交付しています。
　この受給者証は、毎年８月１日
に更新します。７月下旬に、平成
28年の所得などにより負担割
合の判定をした新しい受給者証

（クリーム色）を送付しますので、
８月から国民健康保険被保険者
証と一緒に医療機関などに提示
してください。
　なお、古い受給者証（白色）は、
8月以降に保険年金課（本庁舎１
階）、各支所、プリオ窓口センタ
ーへ返納するか、個人情報が読
み取れないように裁断・破棄して
ください。

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⑧3ＤＫは2人家族以上（一部住宅は単身者で
も可）⑨４ＤＫは５人家族以上、または60歳以上の方を含む４人家
族⑩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⇔7月3日〜14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⇔7月２6日㈬10：00から、市役所本34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

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5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。

国民年金保険料の免除
保険年金課 89－2177

　7月3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27年12
月31日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
支所へ申請してください。

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

2DK 第二曙 1戸（ － ）

3DK

蔵子 　1戸（ － ）※

豊川 　1戸（ － ）※

西豊 1戸（ － ）

諏訪西 1戸（ － ）

八幡 　2戸（ － ）※

弥生 2戸（ － ）

第二曙 2戸（ － ）

上野 2戸（ － ）

睦美 2戸（ － ）

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

3DK

赤代 　3戸（1戸）※

穂ノ原 3戸（1戸）

東部    　5戸（1戸）※

4DK

赤代 1戸（ － ）

豊川 1戸（ － ）

東部 1戸（ － ）

曙 1戸（ － ）

西豊 2戸（ － ）

上野 2戸（ － ）

※60歳以上、または障害者などの　　
　単身者でも入居可
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／5月
火災 4件
救急 616件

◯人口と世帯／6月1日現在
総数 183,167人（+33人）
男 91,219人（+20人）
女 91,948人（+13人）
世帯 69,969世帯（+89世帯）

※交通事故状況と犯罪発生状況について
　は、HPを確認してください。

とよかわ応援基金への寄附 
ありがとうございました
企画政策課 89－2126

　平成２8年度のとよかわ応援
基金には、68件、1,600万円を
超える寄附をお寄せいただきま
した。基金は、交通安全、福祉、教
育、文化、環境、観光振興、国際
交流などに関する事業に使わせ
ていただきました。

光化学スモッグにご注意ください
環境課 89－2141

　光化学スモッグは、自動車の
排出ガスなどに含まれる窒素酸
化物などが紫外線により化学反
応を起こし、白くもやが掛かった
状態になることをいいます。これ
は、気温が高く風が弱くて、日差
しの強い日に発生しやすくなり
ます。
　光化学スモッグの発令情報は、
市防災メールやHPなどでお知
らせします。光化学スモッグに関
する予報などが発令された場合
は、屋外での激しい運動をやめ
て、できる限り室内で過ごしたり、
風向きを考えて窓を閉めたりす
るなどの対策を取ってください。

投票所などの見直しについての
パブリックコメント手続
市選挙管理委員会

89－2123

　パブリックコメント手続によ
り、「期日前投票所の増設及び
投票区・投票所の見直しについて

（案）」に対する意見を募集しま
す。募集期間は8月1日から31
日までです。
　これは、投票環境の整備と投
票率の向上を図るため、期日前
投票所の増設と投票区・投票所
の見直しを行うものです。内容
の詳細については、行政課（本庁
舎2階）、市役所1階ロビー、各支
所、プリオ窓口センター、各公民
館、中央図書館で閲覧できます。
HPにも掲載します。

就農・営農相談会
農政企画協議会（農務課内） 

89－2138

　農業を始めたい方、営農地の
集約や規模を拡大したい方を対
象とした相談会を開催します。
日時⇔7月27日㈭
13：30〜16:00
会場⇔御津支所1階会議室
申込⇔当日、会場へ

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。

看護師・准看護師の再就業を支援します
保健センター 95－4801

　市では、看護師・准看護師の資格を持った方で、現在、何らかの事情
で看護職についていない方を対象に、医療機関への復帰を支援する
ため、看護職再就業支援研修を実施します。
定員⇔10人
費用⇔１，７００円
申込⇔7月5日〜28日。直接、または電話で、保健センター、豊川市
医師会（86－7606）へ
その他⇔有料で託児あり。申込時に受付

東三河都市計画道路の 
変更に関する説明会
都市計画課 89－2169

日時⇔7月12日㈬１9：00〜
会場⇔小坂井生涯学習会館集
会室
内容⇔都市計画道路前芝豊川線

（国道１号線との交差部分）の
都市計画変更案について
申込⇔当日、会場へ

日　時 会　場 内　容

　9月11日㈪
10：00〜15：00 市民病院講堂 心肺蘇生法（ＡＥＤ含む）、吸引、感染対策、

採血、静脈内注射の実技演習、病棟見学

　9月12日㈫
　9：00〜12：30

市内医療機関
保健センター 医療機関での臨地実習、修了式

※全2回。ただし、9月11日㈪だけの受講も可
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