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ふるさと満喫まつり２０１9
公園緑地課 ８9－2176

日時⇔10月27日㈰
10：00～15：00（荒天中止）
会場⇔東三河ふるさと公園
内容⇔ご当地グルメの販売、ス
テージイベント、スタンプラリー、
ノルディックウオーキング体験な
ど

東三河生態系ネットワーク
フォーラム
環境課 89－2141

日時⇔11月16日㈯
10：30～16：00
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔生物多様性保全や生態
系ネットワーク形成に関する講
演、高校生の研究発表、団体の
活動紹介
定員⇔120人（先着順）
申込⇔10月15日～11月8日、
ＦＡＸ（０５３２－56－０９８１）で、
東三河生態系ネットワーク協議
会へ。東三河生態系ネットワーク
協議会ホームページでも受付

赤塚山公園写生大会
赤塚山公園 ８9－8891

日時⇔10月13日㈰
10：00～15：00
会場⇔赤塚山公園
内容⇔公園内の風景や魚、動物
などの写生
対象⇔3歳以上の方
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔絵の具、水入れなど（画
用紙・画板は赤塚山公園で用意）
申込⇔当日、ぎょぎょランド１階
へ
その他⇔参加者には記念品があ
ります

みんなよっといで！ 
この街すきです「葵まつり」
小坂井商工会 78－3333

日時⇔10月13日㈰
10：00～15：00（荒天中止）
会場⇔小坂井生涯学習会館周
辺他
内容⇔農作物・飲食物・東三河商
工会特産品の販売、ステージ演
奏、具足弓隊による演舞など

秋を満喫 大島ダム・ウォーク
企画政策課 89－2126

日時⇔1１月9日㈯
10：00～15：30
集合場所⇔ＪＲ三河川合駅
内容⇔大島ダム周辺のウオーキ
ングとダム内部の見学など
定員⇔200人（先着順）
申込⇔10月8日㈫から。申込書
を、郵送（〒440－0801豊橋市
今橋町8）、またはＦＡＸ（0532－
54－6517）で、豊川用水総合
事業部総務課へ。申込書は、豊川
用水総合事業部ホームページで
ダウンロードできます

川と海のクリーン大作戦
道路河川管理課 89－2279

日時⇔10月27日㈰9：00から
1時間程度（荒天の場合は11月
3日㈰に順延）
会場⇔三上緑地、豊

と よ

川
が わ

放水路管
理棟前、東上河川敷グラウンド、
いこいの広場、一宮南部小学校
前の堤防、金沢橋運動広場
内容⇔豊川のごみ拾い
申込⇔当日、会場へ

みとふれあいまつり
御津町商工会 76－3737

日時⇔10月27日㈰
10：00～15：00
会場⇔御津文化会館周辺他
内容⇔ステージ演奏、ダンス、模
擬店、体験・展示コーナーなど

交通安全・防犯フェア
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔10月19日㈯
10：30～16：00
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（プリオ5階）
内容⇔自動車などのシミュレー
ター体験、白バイ乗車体験、子ど
も安全免許証・缶バッジの作成な
ど

赤坂の舞台伝統芸能公演
生涯学習課 　88－8035

日時⇔10月27日㈰
12：30～16：00（予定）
会場⇔赤坂の舞台（杉森八幡社
境内）（荒天の場合は音羽文化ホ
ール）
内容⇔市内の伝統芸能保存団
体による歌舞伎などの公演
申込⇔当日、会場へ
その他⇔音羽支所駐車場を利用
してください

縁～en～
秘書課 89－2121

日時⇔11月3日㈰
10：00～15：00（荒天中止）
会場⇔豊川稲荷境内
内容⇔東三河を中心に活動する
作家や店舗の手作り品、飲食物
の販売、ワークショップ

9
※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
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II

とよかわ冒険スタンプラリー 
観光協会 ８９－２２06

期日⇔10月1日～12月22日
内容⇔いなりんのオリジナルス
タンプを押しながら市内の観光
資源を巡るスタンプラリー
その他⇔スタンプラリーの台紙
は、観光協会、観光案内所、各公
共施設などにあります。スタンプ
を全て集めて観光案内所に提出
していただいた方に、いなりん
探検隊隊員証と、いなりんオリジ
ナルシールを贈呈します

無錫市新呉区友好都市提携
10周年記念展
市民協働国際課 89－2158

期日⇔10月17日～11月10日
会場⇔中央図書館
内容⇔無錫市新呉区との友好都
市提携10周年を記念したパネ
ルや記念品、関連図書の展示

フランスワインを楽しむ！
国際交流協会 ８3－1571

日時⇔11月10日㈰
18：00～20：00
会場⇔市民プラザ（プリオⅡ4
階）
内容⇔フランスワインの話を聞
きながら、試飲・試食を通して、フ
ランスのワイン文化を楽しむ講
演会
講師⇔エリック・ブレジョンさん
対象⇔20歳以上の方
定員⇔24人（先着順）
費用⇔一般1,800円／会員
1,500円
申込⇔10月7日㈪から、電話で
受付

本宮まつり
一宮商工会 93－2088

日時⇔11月3日㈰
10：00～15：00（荒天中止）
会場⇔本宮の湯周辺
内容⇔特産品や飲食物の販売、
楽器演奏、ミニ電車など

秋の“ぎょ長”の水族館
赤塚山公園 ８9－8891

日時⇔10月12日～14日
17：30～20：00
会場⇔ぎょぎょランド
内容⇔ぎょぎょランド内を巡るク
イズラリー、ハロウィンにちなん
だ工作など
持ち物⇔懐中電灯
申込⇔当日、会場へ
その他⇔クイズラリーの受付は
17：30～19：30

三遠南信サミット2019in南信州
企画政策課 89－2126

日時⇔10月30日㈬13：00～
会場⇔飯田市鼎文化センター

（長野県）他
内容⇔地域住民、大学、研究機
関、経済界、行政による、三遠南
信地域の広域災害に備えるプラ
ットフォームの形成についての
討論会など
申込⇔当日、会場へ
その他⇔詳しくは、三遠南信地
域連携ビジョン推進会議（053
－457－2242）へお問い合わ
せください

秋の文化財めぐり
豊川文化協会 89－7082

期日⇔11月21日㈭
集合場所・時間⇔桜ヶ丘ミュージ
アムに7：45
見学先⇔御寺泉涌寺、聖護院

（京都府）
定員⇔32人
費用⇔7,800円
申込⇔11月1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
⑤勤務先（学校名）⑥同伴者が
あれば、同伴者の氏名・住所（1人
まで）を記入の上、豊川文化協会

（〒442－0064桜ケ丘町79
－2）へ。１人１通（同伴者がいる
場合は2人で1通）だけ有効。応
募者多数の場合は抽選

とが楽市
秘書課 　８９－２１２１

日時⇔10月16日㈬、11月20
日㈬10：00～15：00（荒天中
止）
会場⇔砥鹿神社
内容⇔東三河を中心に活動する
移動販売車によるグルメなどの
販売、ワークショップ

介護者交流会
西部高齢者相談センター 

88－8005

日時⇔10月10日㈭、11月11
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

はたご de 大名行列
大橋屋（旧旅籠鯉屋） 

56－2677

日時⇔10月13日㈰
10：00～16:00
会場⇔大橋屋
内容⇔小学生による呈茶、町並
み古写真の展示、よさこい演舞
申込⇔当日、会場へ

東三河交流事業市民活動見学
「どすごいバスツアー」
市民協働国際課 ８９－２１65

日時⇔11月16日㈯
8：45～15：30
会場⇔蒲郡市生きがいセンター

（蒲郡市神明町）他
内容⇔東三河で活躍する市民活
動団体をバスで回るツアー
対象⇔東三河で市民活動をして
いる方、市民活動やボランティア
に興味のある方
定員⇔30人
申込⇔10月25日㈮まで、電話
で受付。応募者多数の場合は抽
選
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認知症サポーター養成講座
南部高齢者相談センター　　　

89－8820

日時⇔11月28日㈭
13：30～15：30
会場⇔ウィズ豊川
講師・内容⇔あつまるラボ・皆本
昌尚さんによる「認知症の基礎
理解とケア」と題した講座
対象⇔市内に在住の方
定員⇔40人（先着順）
申込⇔電話で受付

結婚支援セミナー 
子育て支援課 89－2133

期日⇔11月17日㈰
時間⇔女性は10：30～12：00、
男性は13：00～14：30
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（プリオ5階）
内容⇔婚活を成功させるための
秘けつなどを学ぶセミナー
講師⇔結婚相談所Cheers代表
取締役・松尾篤さん
対象⇔豊川市・豊橋市・蒲郡市・新
城市・田原市に在住、または在勤
の20～45歳の独身の男女
定員⇔男女各40人
申込⇔13：00～21：00、電話
で、結婚相談所Cheers（0120
－60－1151）へ。応募者多数
の場合は、市内に在住、または在
勤の方を優先
その他⇔参加者には、市が行う
結婚支援イベントを優先的に案
内します

剪定講習会
シルバー人材センター 

84－1851

日時⇔11月25日㈪・26日㈫
10：00～15：00（全2回）
会場⇔シルバー人材センター他
内容⇔座学と実地訓練
対象⇔市内に在住の60歳以上
で、シルバー人材センターで剪
定業務の従事を希望する方
定員⇔20人（先着順）
申込⇔電話で受付

あいちたてもの博覧会
生涯学習課 88－8035

日時⇔11月17日㈰
10：00～16：00
会場⇔トヨテック本社社屋（西豊
町）、白井家住宅（国府町）、旧今
泉医院（御津町）
内容⇔文化財の見学、専門家や
所有者による解説
申込⇔当日、会場へ
その他⇔詳しくは、都市研究所ス
ペーシア（052－242－3262）
へお問い合わせください

介護予防教室
介護高齢課 89－2105

■体力テスト
期日・会場⇔10月24日㈭は御
津体育館／10月29日㈫は総合
体育館
時間⇔13：30～15：30
内容⇔生活に必要な体力測定
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
定員⇔各回30人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、飲み物、室
内用靴、タオル
申込⇔電話で受付
■ちから塾15回コース
日時・会場⇔11月11日～3月
16日の月曜日（全１５回）13：４５
～15：０0は御津福祉保健センタ
ー／11月13日～3月4日の水
曜日（全１５回）9：４５～11：０0は
東部地域福祉センター
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
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上
定員⇔各回25人程度
申込⇔10月23日9：00～29
日、電話で受付。応募者多数の
場合は新規の方を優先
その他⇔動きやすい服装で参加。
詳しい日程は、申込時に確認して
ください

子どもものづくり教室
豊川市子どもセンター 

（生涯学習課内） 88－8035

日時⇔10月19日㈯、11月23
日㈯9：00～12：15
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔モーターで動くトリケラト
プスロボット作り
対象⇔小学4～6年生
定員⇔各回32人（先着順）
費用⇔600円
申込⇔10月7日㈪から、電話で
受付

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⇔10月26日㈯
10：30～12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔ペットボトルやお菓子の
箱を使った空気砲バズーカ作り
対象⇔小学1～3年生と保護者
定員⇔15組（1組2人）（先着順）
申込⇔10月10日㈭から、電話
で受付

茶道講座Ⅳ（煎茶）
豊川文化協会 　89－7082

日時⇔11月17日㈰・24日㈰、
12月1日㈰・15日㈰・22日㈰

（全5回）10：00～12：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔売茶流・仲原恵峰さん
対象⇔16歳以上の方
定員⇔15人
費用⇔2,500円
申込⇔10月30日㈬まで（消印
有効）。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－
0064桜ケ丘町79－2）へ。1人
1通だけ有効。電話でも受付。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、応募が定数に満
たない場合は開講されません



広告欄（20枠）

普通救命講習会
消防署 　89－9751

日時⇔11月10日㈰
13：30～16：45
会場⇔消防署本署
内容⇔ＡＥＤを用いた成人、小児・
乳児の心肺蘇

そ

生
せ い

法や止血法など
の講義や実技
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の高校生以上
定員⇔30人（成人の心肺蘇生
法は20人、小児・乳児の心肺蘇
生法は10人）（先着順）
申込⇔10月7日～27日の8：
30～17：00、電話で受付
その他⇔動きやすい服装で参加

東三河要約筆記サークル会
啓発講座
福祉課 89－2131

日時⇔10月13日㈰
13：00～16：00
会場⇔あいトピア（豊橋市前畑
町）
内容⇔中途失聴当事者による講
演、聴覚障害者への支援方法を
学ぶ講座など
定員⇔50人（先着順）
申込⇔当日、会場へ

消しゴム落款作り
三河天平の里資料館

88－5881

日時⇔10月26日㈯
10：00～12：00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔消しゴムを使った自分の
名前入り落

ら っ

款
か ん

（はんこ）作り
対象⇔中学生以上
定員⇔15人（先着順）
費用⇔200円
申込⇔10月14日㈪から、電話
で受付

IV

資源と家庭ごみ収集
カレンダーの広告事業主
清掃事業課 89－2166

掲載期間⇔4月1日㈬から1年間
掲載場所⇔資源と家庭ごみ収集
カレンダー（令和2年度版）下側
募集枠数⇔3枠
サイズ⇔縦4㌢×横9㌢
規格⇔JIS規格のフルカラー
発行部数⇔77,500部
費用⇔1枠30,000円／年
申込⇔10月18日㈮まで。申込
書に広告原稿案、会社案内など
を添えて、直接、清掃事業課（北
庁舎2階）へ。申込書などは、HP
からダウンロードできます

市ホームページバナー広告事業主
秘書課 89－2121

掲載期間⇔1月1日㈬から1月単
位で、最大12月
掲載場所⇔HPトップページ下側
募集枠数⇔20枠
サイズ⇔縦 6 0ピクセル×横
150ピクセル
規格⇔GIFまたはJPEG形式の
静止画で100KB以内
費用⇔1枠10,000円／月
申込⇔10月18日㈮まで（必
着）。申込書に広告原稿案、会社
案内などを添えて、直接、または
郵送で秘書課（本庁舎2階）へ。
申込書などは、ＨＰからダウンロ
ードできます

いきいきシニアスクール
東部高齢者相談センター

93－0801

日時⇔11月14日㈭
13：30～15：30
会場⇔ウィズ豊川
講師・内容⇔柔道整復師・藤本顕
久さんによる「転倒からの復活
～転んだあとの健康づくり～」と
題した講座
対象⇔市内に在住の方
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、室内用靴
申込⇔電話で受付

豊川海軍工廠平和公園専門講座
平和交流館 95－3069

日時⇔11月23日㈯
14：00～15:30
会場⇔平和交流館
内容⇔姫路海軍航空隊鶉野飛
行場跡や神風白鷺隊、紫電改復
元についての解説
講師⇔鶉野平和祈念の碑苑保
存会理事・上谷昭夫さん
定員⇔50人（先着順）
申込⇔10月9日㈬から、電話で
受付

交通指導員
人権交通防犯課 89－2149

　園児・児童の通園・通学の交通
指導などを行う、12月採用の交
通指導員を募集します。
対象⇔市内に在住の普通自動車
運転免許を有する方
定員⇔1人
賃金⇔月給97,100円
試験日⇔10月30日㈬
申込⇔10月25日㈮まで（必着）。
申込書を、直接、または郵送で、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）
その他⇔適性検査、作文、面接が
あります
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行政経営改革審議会委員
行政課 89－２１23

　行政経営改革に関するプラ
ンの策定などを審議する審議会

（年4回程度）に出席する委員
を募集します。
任期⇔令和2年1月（予定）～令
和3年9月5日
対象⇔市内に在住の18歳以上
の方
募集人数⇔1人
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔11月29日㈮まで（必着）。
申込書を、直接、または郵送で、
行政課（本庁舎2階）へ。申込書
は、行政課にあります（HPからダ
ウンロード可）

豊川市子ども・子育て会議委員
子育て支援課 89－２１33

　子ども・子育て支援推進に関す
る施策を審議する会議（年4回
程度）に出席する委員を募集し
ます。
任期⇔令和2年4月1日～令和
4年3月31日
対象⇔市内に在住の18歳以上
の方
募集人数⇔2人
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔10月15日～11月15
日（消印有効）。申込書に、「これ
からの子ども・子育て支援のあり
方」をテーマとした8００字程度
の小論文を添えて、直接、または
郵送で、子育て支援課（本庁舎1
階）へ。申込書は、子育て支援課
にあります（HPからダウンロー
ド可）

私立高校と私立専修学校
高等課程の授業料を補助
学校教育課 88－8033

対象⇔１０月１日現在で、市内に
住所を有し、①私立高校の全日
制・定時制または私立専修学校
高等課程に在学している生徒の
授業料を負担する保護者②私
立高校の全日制・定時制または
私立専修学校高等課程に在学し、
年間を通して一定の職業につき、
本人が授業料を負担している勤
労生徒
補助金額⇔所得基準による規定
の金額
申込⇔11月29日㈮まで。在学
校から配布される申込書を直接、
在学校、または学校教育課（音羽
庁舎3階）へ。申込書は、学校教
育課にもあります

コンビニ交付サービスの停止
市民課 　89－2136

　システムメンテナンスに伴い、
11月3日㈰の終日、11月5日㈫
6：30～12：00、11月8日18：
00～10日23：00、住民票の写
しなどの証明書のコンビニ交付
サービスを停止します。

プリオ窓口センター 一部業務停止
プリオ窓口センター

89－9191

　プリオ窓口センターは、システ
ムメンテナンスに伴い、11月3
日㈰は住民票、戸籍、税証明書な
どの交付が、11月9日㈯・10日
㈰は戸籍に関する証明書などの
交付ができません。
　なお、パスポートの交付、納税、
戸籍届出の受け取り業務は通常
どおり行います。

間取り 住宅 戸数（うち福祉枠）

2DK
上野 1戸（ － ）

千両 1戸（ － ）

3DK

金屋 1戸（ － ）

弥生 1戸（ － ）

蔵子 2戸（1戸）

西豊 2戸（1戸）

上野 4戸（ － ）

睦美 4戸（1戸）

東部 6戸（1戸）

4DK

豊川 1戸（ － ）

八幡 1戸（ － ）

東部 1戸（ － ）

弥生 1戸（ － ）

睦美 1戸（ － ）

上野 3戸（1戸）

市営住宅入居者募集
建築課 　89－2144

入居予定日⇔1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
2ＤＫ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
4人家族以上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⇔10月11日㈮まで。申込
書を、直接、建築課（北庁舎4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⇔10月23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

※野口・東数谷原・平尾・千両住宅（千
　両住宅は3ＤＫだけ）は、随時募集

※3ＤＫのうち、金屋・蔵子住宅と東部
　住宅の6戸のうち1戸は、60歳以
　上、または障害者などの単身者でも
　入居可

市民病院で電気設備の点検を実施
市民病院庶務課 86－1111

　市民病院では、１０月27日㈰
に電気設備の点検を実施します。
これに伴い、一部診療に時間が
かかることがあります。
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巡回農地相談
農業委員会（農務課内）

89－2138

日時⇔10月30日㈬
13：30～16:00
会場⇔市役所本34会議室（本
庁舎3階）
内容⇔農地転用や農地の売買な
どの相談
対象⇔市内に在住の方、または
市内に農地を所有する方
申込⇔当日、会場へ

農業集落排水施設をご利用の方へ
下水管理課 93－0157

　農業集落排水施設使用料を正
しく算定するため、①世帯の人
数に異動が生じたとき②施設の
使用を休止するとき、または休
止中の施設の使用を再開すると
き③建物の取り壊しなどで施設
そのものが無くなるときのいず
れかの場合は、連絡してください。

愛知県の最低賃金
豊橋労働基準監督署
０５３２－５４－１１９２

　１０月１日から、県の最低賃金
は、時間額926円に改定されま
した。詳しくは、豊橋労働基準監
督署へお問い合わせください。

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◦火災と救急／8月
火災 1件
救急 795件

◦人口と世帯／9月1日現在
総数 183,930人（＋75人）
男 91,718人（＋40人）
女 92,212人（＋35人）
世帯 72,747世帯（＋130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。

行政相談のご利用を
市民相談室 89－2104

　10月7日～13日は行政相談
週間です。市では、国から委嘱さ
れた行政相談委員による無料相
談を実施しています。
日時⇔木曜日13：30～15：30
会場⇔市民相談室（北庁舎4階）
行政相談委員⇔白井敏晴さん

（赤坂町）、鈴木正子さん（諏
訪）、星野和正さん（光輝町）、田
辺美佐子さん（伊奈町）

アルコール専門相談
豊川保健所 86－3626

日時⇔11月6日㈬
13：30～15：30
会場⇔豊川保健所
内容⇔精神科医師や断酒会会員
による相談
対象⇔アルコールの問題に悩ん
でいる方や家族
定員⇔4組（先着順）
申込⇔10月9日㈬から、電話で
受付

都市再生整備計画（豊川駅周辺
地区）の事後評価原案の公表
都市計画課 89－2147

　豊川駅周辺地区で実施してい
る「都市再生整備計画事業」の
事後評価原案を公表します。な
お、この案について意見のある
方は、縦覧期間中に意見書を提
出することができます。
縦覧期間⇔10月17日～31日
縦覧場所⇔都市計画課（北庁舎
3階）

就農・営農相談会
農政企画協議会（農務課内）

89－2138

日時⇔10月29日㈫11：00～
会場⇔市役所本23会議室（本
庁舎2階）
対象⇔農業を始めたい方、営農
地の集約や規模を拡大したい方
申込⇔当日、会場へ

農業に携わってみませんか
農務課 89－2138

　市ではJAひまわりと連携し、
市内で就農を希望する方で、農
家の下で一定期間研修する場合
に研修に要する経費などを助成
する就農インターン制度を実施
しています。また、農家の下で働
きたいと考えている方に対し、市
内農家を紹介する無料職業紹介
事業も行っています。
　詳しいことは、J Aひまわり

（85－1234）へお問い合わせ
ください。

井戸水をご利用の方へ
下水管理課 93－0157

　下水道使用料を正しく算定
するため、①井戸水だけを使用
している方が、新たに水道水を
使用するとき②井戸水を使用し、
排水量の「認定」を選択している
世帯で、人数に増減があったとき
③井戸メーター・排水メーターな
どを交換・廃止するとき④井戸水
の使用を休止・廃止するときのい
ずれかの場合は、連絡してくださ
い。

汚水管に雨水を流しては
いけません
下水管理課 93－0154

　市内の下水道は、汚水と雨水
を別々に流す「分流式」です。汚
水管に雨水が流れ込むと、下水
道が使えなくなったり、汚水があ
ふれたりします。雨どいや屋外の
水道設備が汚水管につながって
いないか、汚水ますのふたが雨
水用の穴あきのふたに変わって
いないかなど、宅地内の排水設
備の確認をお願いします。
　なお、雨水管と汚水管を切り
離す工事費用は自己負担となり
ます。




