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介護者交流会
西部高齢者相談センター 

88－8005

日時⇔10月20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

消防・防災ふれあい訓練
消防署西分署 87－2414

日時⇔10月22日㈯
13：00～16：00
会場⇔豊川市防災センター他
内容⇔消防車両の展示、消火体
験、心肺蘇生法・AED取扱体験、
豊川市防災センターの見学など
申込⇔当日、会場へ

ふるさと満喫まつり2022
公園緑地課 ８9－2176

日時⇔10月23日㈰
9：30～15：00（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
タンプラリー、工作教室など

みとふれあいまつり
商工観光課 ８9－2140

日時⇔10月23日㈰
10：00～15：00
会場⇔御津中学校
内容⇔模擬店、和太鼓演奏、eス
ポーツ大会など
その他⇔詳しいことは、御津町
商工会（76－3737）へ

令和元年の様子

赤坂の舞台伝統芸能公演
生涯学習課 ８8－8035

■赤坂の舞台見学会
時間⇔10：00～11：30
会場⇔赤坂の舞台（杉森八幡社
境内）
■伝統芸能公演
時間⇔13：00～15：30
会場⇔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

【共通事項】
期日⇔10月23日㈰
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

イベント名（市町村） 期日 会場 内容 問合せ先

秋の茶臼山高原まつり
（豊根村）

11月　6日㈰
 まで 茶臼山高原 土・日曜日、祝日に紅葉のライトアップを行います  茶臼山高原協会

 0536－87－2345

いも煮会 IN 茶臼山
（豊根村） 10月　9日㈰ 茶臼山高原 紅葉で彩られた茶臼山で、直径2㍍の大鍋で煮た

「いも煮」を振る舞います
 茶臼山高原協会
 0536－87－2345

ええじゃないか豊橋まつり
（豊橋市）

 10月15日㈯
　　　16日㈰

豊橋公園、豊
橋駅前

総おどりや市内の小・中学生による作品を展示した
造形パラダイスなど、各種イベントを開催します

豊橋まつり振興会
 0532－51－2430

田原市民まつり
（田原市） 10月23日㈰ 田原文化会館

周辺
特産品の販売やステージイベントなど、各種イベ
ントを開催します

田原市民まつり推進
 協議会事務局
0531－27－7331

愛知県東三河広域観光協議会 0532－54－1484

　東三河８市町村の広域連携の一つとして、東三河地域の観光イベントを紹介します。

ほの国イベント情報 10月～12月
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美術館めぐり
豊川文化協会 89－7082

期日⇔12月7日㈬・8日㈭
見学先⇔メナード美術館（小牧
市小牧）、名都美術館（長久手市
杁ヶ池）
集合場所・時間⇔桜ヶ丘ミュージ
アムに8：45
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の16歳以上の方
定員⇔各回22人
費用⇔3800円
申込⇔10月15日～11月4日

（消印有効）。往復はがきに①
「美術館めぐり」②希望日（いず
れか1日だけ）③郵便番号・住所
④氏名⑤年齢⑥電話番号⑦勤
務先（学校名）⑧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

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12日㈯
7：40～16：30
見学先⇔渥美西ノ浜（田原市中
山町）、渥美文化会館（田原市古
田町）他
集合場所⇔市役所正面玄関前
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（先着順）
持ち物⇔飲み物、昼食代
申込⇔10月3日～21日、電話
で受付

秋の文化財めぐり
豊川文化協会 89－7082

期日⇔11月17日㈭
見学先⇔永観堂、下鴨神社（京
都府）
集合場所・時間⇔桜ヶ丘ミュージ
アムに7：45
定員⇔32人
費用⇔9600円
申込⇔10月20日㈭まで（消印
有効）。往復はがきに①「秋の文
化財めぐり」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）⑦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

川と海のクリーン大作戦
道路河川管理課 ８9－2279

日時⇔10月23日㈰9：00から
１時間程度（荒天の場合は30日
㈰に順延）
会場⇔三上緑地、豊

とよがわ

川放水路管
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

大橋屋「菊花展」
大橋屋（旧旅籠鯉屋） 

56－2677

日時⇔10月30日～11月6日
10：00～16：00
会場⇔大橋屋
内容⇔老人クラブ園芸部による
菊の展示

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5日㈯
13：00～17：00
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⇔100人（先着順）
申 込 ⇔ 1 0 月 3 日 ～ 2 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 申込はこちら

大島ダム・ウォーク
企画政策課 ８9－2126

日時⇔11月5日㈯
10：00～15：00
集合場所⇔JR三河川合駅駐車
場
内容⇔大島ダム周辺のウオーキ
ング、ダム内部の見学など
申込⇔当日、集合場所へ
その他⇔詳しいことは、豊川用
水総合事業部総務課（0532－
54－6501）へ

秋の“ぎょ長”の水族館
赤塚山公園 ８9－8891

日時⇔10月21日～23日
17：30～20：00
会場⇔ぎょぎょランド
内容⇔照明を暗くしたぎょぎょラ
ンド内での魚観賞
持ち物⇔懐中電灯
申込⇔当日、会場へ
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三河天平の里資料館講座 
消しゴム落款作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔10月30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⇔10人（先着順）
費用⇔200円
申込⇔10月13日㈭から、電話
で受付

認知症サポーター養成講座
東部高齢者相談センター 

85－6110

日時⇔11月22日㈫
13：30～15：30
会場⇔ふれあいセンター
内容⇔「認知症の方の基礎理解
とケア」と題した講座
講師⇔きらめき認知症4STAR
トレーナー・河内美保さん
対象⇔市内に在住、または在勤
の方
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、室内用靴
申込⇔10月3日㈪から、電話で
受付

受講者に配布されるオレンジリング

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22日㈯、11月26
日㈯9：00～12：15
会場⇔プリオ生涯学習センター
内容⇔モーターで動くパドルシ
ップ作り
対象⇔小学4～6年生
定員⇔各回20人（先着順）
費用⇔600円
申込⇔10月11日㈫から、電話、
またはHPで受付

国際理解講演会
国際交流協会 83－1571

日時⇔11月20日㈰
13：30～15：00
会場⇔勤労福祉会館
講師・内容⇔オーエスジー・溝口
哲也さんによる、「自転車で世界
一周してみた」と題した講演
定員⇔150人（先着順）
費用⇔一般500円／会員400円
申込⇔10月11日㈫から、国際交
流協会（勤労福祉会館1階）で前
売券を販売

三遠南信サミット2022in南信州
企画政策課 89－2126

日時⇔10月24日㈪13：00～
内容⇔「新たな時代に向けて～
大変革時における地域のリデザ
イン～」をテーマとした討論会、
南信州下條村出身の俳優・峰竜
太さんによる講演など
その他⇔オンラインでの生配信
を行います。詳しいことは、三遠

配信はこちら

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

観光協会
ホームページ

はこちら

地域のささえあいフォーラム　介護高齢課 ８9－3179

申込は
こちら

安形医院院長・安形俊久医師、鈴木歯科院長・鈴
木邦治歯科医師、すずき調剤薬局代表取締役・
鈴木紀幸薬剤師、ケアプランセンター・シード主
任介護支援専門員・松本悦子さん

日時⇔11月27日㈰14：00～15：30
講師・内容⇔コロナ禍における「かかりつけ」の重要性をテーマと

⇔

パネリストの皆さん

安形俊久医師

した、安形医院院長・安形俊久医師の講演
と、専門家らによるパネルディスカッション
をオンラインで配信
対象⇔市内に在住、または在勤の方
定員⇔100人（先着順）
申込⇔10月3日㈪から、電話、またはHP
で受付

マイストーリーとよかわ
観光協会 89－２２０６

　「マイストーリーとよかわ」で
は、豊川市の新たな魅力を発
見できるような、歴史・祭り・グ
ルメなどのさまざまな体験プロ
グラムを提案し
ています。詳し
いことは、観 光
協会ホームペー
ジを確認してく
ださい。
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フレイル予防教室
介護高齢課 89－2105

日時⇔11月17日～12月8日
の木曜日（全4回）
9：45～11：00
会場⇔音羽生涯学習センター
内容⇔健診結果から生活習慣を
振り返ることでフレイルの予防
法を学ぶ講話など
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上の方
定員⇔20人
持ち物⇔飲み物、タオル、健診結
果
申込⇔10月17日9：00～21
日、電話で受付。応募者多数の
場合は令和4年度に健診を受け
た方を優先
その他⇔動きやすい服装で参加

フレイルチェック
介護高齢課 89－2105

日時⇔11月30日㈬
13：00～14：00
会場⇔こざかい葵風館
内容⇔体組成測定や握力測定な
どからフレイルのリスクを判定
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上の方
定員⇔30人（先着順）
持ち物⇔飲み物、筆記用具
申込⇔当日、会場へ。ただし、定
員に達した場合は、時間内でも
受付を終了します
その他⇔動きやすい服装で参加

　前よりも疲れやすくなっ
たなど、加齢により心身の
衰えた状態を「フレイル」と
いい、そのまま放置すると
要介護状態になる恐れがあ
ります。
　元気なうちから「口腔・栄
養・健康・社会参加」を意識し
て生活することで、フレイル
を予防することができます。

「フレイル」を知っていますか

介護予防教室「回想法」
介護高齢課 89－2105
日時⇔11月9日～12月21日の
水曜日（全6回）（11月23日を除
く）13：45～15：00
会場⇔東部地域福祉センター
内容⇔過去の体験などを語り合
い、脳を刺激し、気持ちを元気に
する教室
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上の方
定員⇔15人
持ち物⇔飲み物
申込⇔10月17日９：００～21日、
電話で受付。応募者多数の場合
は新規の方を優先

リハビリ市民講座
市民病院リハビリテーション技術科 
 ８６－１１１１

日時⇔11月20日㈰
13：30～15：00
会場⇔市民病院講堂
内容⇔「がん術後のむくみにつ
いて知ろう」をテーマとした講話
やセルフケア方法の実践
講師⇔市民病院外科医長・西川
さや香医師他
定員⇔20人（先着順）
申込⇔10月11日～11月11日
の9：00～16：00、電話で受付

介護・生活支援サポーター養成講座
東部高齢者相談センター 
一宮出張所 93－0801

日時⇔11月1日㈫・10日㈭・15
日㈫・22日㈫・30日㈬（全5回）
13：30～15：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔高齢者の買い物や掃除、
ごみ出しなどの生活支援を行う
サポーターを養成する講座
対象⇔市内に在住の方
定員⇔20人（先着順）
持ち物⇔筆記用具
申込⇔10月3日㈪から、電話で
受付

剪定講習会
シルバー人材センター 

84－1851

日時⇔11月7日㈪・8日㈫
10：00～15：00（全2回）
会場⇔東三河高等技術専門校
内容⇔座学と実地講習
対象⇔市内に在住の60歳以上
で、シルバー人材センターに入
会し、剪定業務の従事を希望す
る方
定員⇔10人（先着順）
申込⇔10月3日㈪から、電話で
受付
その他⇔10月19日㈬に入会説
明会があります（要予約）

ちから塾15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講話など
対象⇔市内に在住のおおむね６５歳以上で介助の必要がない方
定員⇔各会場20人
持ち物⇔飲み物、タオル
申込⇔10月17日９：００～21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

※いずれも全15回。詳しい日程は、申込時に確認してください。

日時 会場

11月　9日～3月8日の水曜日9：45～11：00 こざかい葵風館

11月15日～3月7日の火曜日9：45～11：00 ふれあいセンター
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創業ディスカッション
商工観光課 89－2140

日時⇔10月28日㈮
18：00～20：00
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（プリオ5階）
内容⇔「あなたの知らない創業
の世界」をテーマとした、3人の
創業者によるディスカッション
講師⇔ラヴレターズ代表取締役・
林真梨さん、FlowerShop花坊

申込はこちら

代表・吉見幸俊さ
ん、福祉リユース・
リサイクル代表・
二重勝吉さん
申込⇔右記二次
元コードで受付

太極拳講座
ふれあいセンター 

88－7270

日時⇔11月9日～1月11日の
水曜日（全8回）（12月28日、1
月4日を除く）13：30～15：00
会場⇔ふれあいセンター 
講師⇔下山末治さん 
対象⇔市内に在住の方 
定員⇔15人 
費用⇔1500円
申込⇔10月14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

ワーク・ライフ・バランス推進
に関するタウンミーティング
商工観光課 89－2140
日時⇔11月15日㈫
13：30～16：00
会場⇔ウインクあいち（名古屋
市中村区）、またはオンライン
内容⇔専門家による基調講演や
企業を交えたパネルディスカッシ
ョン
対象⇔企業経営者、管理職、労
働者など
定員⇔各50人

（先着順）
申込⇔11月9日
㈬まで、右記二次
元コードで受付 申込はこちら

豊川商工会議所 
「会員大会」記念講演会
商工観光課 89－2140

日時⇔11月12日㈯
15：00～16：30
会場⇔文化会館
講師・内容⇔キャスター・福澤朗
さんによる「NOチャレンジ NO 
LIFE！チャレンジライフのコミュ
ニケーション術」と題した講演
定員⇔1300人（先着順）
申込⇔10月12日㈬から、豊川
商工会議所で入場券を配布（1
人につき2枚まで）
その他⇔入場券をお持ちの方は、
13：00から開催の式典への参
加もできます。詳しいことは、豊
川商工会議所（86－4101）へ
お問い合わせください

キャスター 福澤朗さん

一般公募普通救命講習
消防署 8９－９751

日時⇔11月13日㈰
13：30～16：45
会場⇔こざかい葵風館
内容⇔成人の心肺蘇生法や止
血法などの講義と実技
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学で15歳以上の方（中学生を
除く）
定員⇔10人
持ち物⇔タオル、飲み物
申 込⇔ 1 0 月2 日 ～ 3 0 日 の

申込はこちら

9:00～17:00、
電話、または右記
二次元コードで
受付。応募者多
数の場合は抽選

いきいきシニアスクール
南部高齢者相談センター 

89－8820

日時⇔11月10日㈭
13：30～15：30
会場⇔ふれあいセンター
内容⇔「転倒からの復活～転ん
だあとの健康づくり～」と題した
講座
講師⇔柔道整復師・藤本顕久さ
ん
対象⇔市内に在住、または在勤
の方
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、室内用靴
申込⇔10月3日㈪から、電話で
受付

ONEアクション研修　介護高齢課 89－3179

県ホームページ
はこちら

　クイズや事例検討などを通して、現場で役立つ認知症への対
応を学ぶ研修を行います。
対象⇔市内に営業所を有する事業所、市内で活動する団体など
定員⇔1回の申請につき3人以上
申込⇔開催予定日の30日前まで（必着）。申
込書を、郵送、またはＦＡＸ（052－954－
6919）で、県高齢福祉課（〒460－8501名
古屋市中区三の丸3丁目1－2）へ。申込書など
は、県ホームページからダウンロードできます
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保健センター臨時職員の登録
保健センター 89－0610

対象⇔保健師の資格を有する方
申込⇔電話で受付
その他⇔雇用が必要となった際
は、随時連絡します

県立農業大学校学生
県立農業大学校教育部学務科 

0564－51－1602

　令和5年度の農業大学校学生
を募集します。農業大学校は、農
業後継者や農業の担い手を育成
する2年間の専修学校です。
　専攻は、鉢物・緑花木、切花、作
物、果樹、露地野菜、施設野菜、
酪農、養豚・養鶏があります。試

詳しくはこちら

験日程など詳し
いことは、農業
大学校のホーム
ページを確認し
てください。

就職をお考えの方へ 
奨学金返還支援制度を創設
商工観光課 89－2140

　地域産業を支える中小企業者
の人材確保を図るため、令和5 
年度以降、市内中小企業者（登
録事業者）に就職した方に対す
る奨学金返還支援制度を創設し
ました。ぜひ、市内の登録事業者
への就職をご検討ください。
補助期間⇔奨学金返還開始月か
ら起算して3年間。ただし、就職
日が奨学金の返還開始以後であ
る場合は、就職日の属する月か
ら起算して3年間
補助金額⇔1人当たり最大72
万円で、年間24万円を上限

自衛官（陸上自衛隊高等 
工科学校生徒）
自衛隊愛知地方協力本部 
豊川地域事務所 85－2411

　令和5年4月入校の自衛官を
募集します。
資格⇔15～16歳の男子で、中
学校卒業者、または中等教育学
校の前期課程修了者（卒業見込
を含む）
試験日⇔推薦採用は、1月5日～
7日のいずれか1日／一般採用
は、1月14日㈯・15日㈰のいず
れか1日
申込⇔推薦採用は、10月1日～
1２月2日、一般採用は、10月1
日～1月6日、電話で受付

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⇔令和5年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5年度版）下側
掲載枠数⇔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⇔7万6500部
費用⇔1枠3万円
申込⇔10月3日～21日、申込
書に広告原稿案、会社案内、市
税・国民健康保険料（税）滞納情
報にかかる同意書を添えて、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

防災スキルアップ研修　
～防災ってお互いさま！～
国際交流協会 83－1571

日時⇔11月13日㈰
9：00～13：00
会場⇔豊川市防災センター
内容⇔災害発生時における命の
守り方や協力の大切さなどにつ
いて学ぶ講座
対象⇔豊川市災害時通訳ボラン
ティア、豊川市防災ボランティア
コーディネーターに登録してい
る方、ボランティアに関心のある
方
定員⇔40人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、飲み物
申込⇔10月7日㈮から、電話で
受付

豊川海軍工廠と地元製造業の発展
平和交流館 95－3069

日時⇔10月30日㈰
10：00～11：30
会場⇔平和交流館
内容⇔豊川海軍工廠跡地利用に
おける地元製造業の発展につい
ての解説
講師⇔豊川市文化財保護審議
会委員・天野武弘さん
定員⇔40人（先着順）
申込⇔10月12日㈬から、電話
で受付

東三河広域連合介護入門講座
介護高齢課 89－2105

日時⇔11月6日～12月4日の
日曜日（全5回）
10：00～15：00
会場⇔中部福祉保育医療専門
学校（馬場町）
対象⇔東三河に在住、または在
勤のおおむね60歳以上で、介護
事業所などに所属していない方
定員⇔４0人（先着順）
申込⇔10月3日㈪から、電話で、
中部福祉保育医療専門学校（83
－4000）へ

そ の 他 ⇔ 対 象
や登録事業者な
ど詳しいことは、
HPを確認してく
ださい 詳しくはこちら
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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、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
補助金額⇔所得基準による規定
の金額
申込⇔11月30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

耕作放棄地再生利用補助金
農務課 89－2138

　耕作放棄地を借入し、農地とし
て再生利用を行った場合の費用
を補助します。
対象⇔耕作放棄地を借入した耕
作者
補助金額⇔10㌃当たり3万円。
交付対象者の圃場が隣接してい
る場合は10㌃当たり4万円
その他⇔手続きなど詳しいこと
は、お問い合わせください

  市営住宅入居者募集
建築課 89－2144

入居予定日⇔令和5年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入居予定
者が暴力団員でない⑥3ＤＫは2
人家族以上（一部住宅は単身者
でも可）⑦４ＤＫは4人家族以上
⑧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3日～13日、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２0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1
人と敷金（入居決定時の家賃3
カ月分）が必要

※野口・平尾・千両住宅は、随時募集。

間取り 住宅 戸数（福祉枠）

3DK

赤代 1戸（ － ）
西豊 １戸（ － ）
弥生 １戸（ － ）

第二曙 １戸（ － ）
上野 2戸（ － ）
睦美 2戸（ － ）
東部 3戸（ － ）

4DK
睦美 1戸（ － ）
上野 2戸（1戸）

※3DKのうち赤代住宅は、単身者
（60歳以上、または障害者など）で
も入居可。

農業者年金に加入しませんか
農業委員会（農務課内） 

89－2138

　農業者年金は、農業者が広く
加入できる積立方式・確定拠出
型の公的な年金制度です。税金
の控除や保険料の国庫助成など
のメリットがあります。国民年金
の上乗せ年金として、ぜひ加入
をご検討ください。
加入資格⇔次の全てに該当する
方①国民年金第１号被保険者②
年間60日以上農業に従事して
いる③59歳以下

詳しくはこちら

保険料⇔月額2
万～6万7000円

（34歳以下の方
は1万円から加入
可）

宅地を一般競争入札で売ります
区画整理課 89－2148　

　豊川西部・豊川駅東土地区画
整理事業地区内の宅地（保留
地）を一般競争入札で売ります。
入札期日⇔11月7日㈪
入札時間⇔豊川西部地区は10：
30～／豊川駅東地区は14：30
～
入札場所⇔市役所本32会議室

（本庁舎3階）
入札申込⇔10月17日～27日、
直接、区画整理課（北庁舎3階）
へ
その他⇔宅地の予定価格や形
状などは、区画整理課で配布し
ている入札要領、またはHPで確
認してください

農業経営収入保険の保険料を補助
農務課 89－2138

　幅広いリスクから農業経営を
守る農業経営収入保険への加入
を支援するため、保険料を補助
します。補助率は、掛け捨て保険
料の3分の2以内、事務費の10
分の10以内で上限額は20万
円です。
　個人の方で令和5年1月から
農業経営収入保険の適用を希
望される場合は、11月30日㈬
までに申し込みが必要となりま
す。法人の方は、個別にご相談く
ださい。加入を検討される方は、
愛知県農業共済組合豊川出張所

（84－7300）へお問い合わせ
ください。

睦美住宅

豊川市男女共同参画情報紙「ゆい」
人権交通防犯課 89－2149

　男女共同参画に関する市のイ
ベントや国の動向などを掲載し
た、男女共同参画情報紙「ゆい」
2022年秋・冬号を発行しました。
各公共施設で配布しています。
HPでもご覧いただけます。
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／8月
火災 2件
救急 845件

◯人口と世帯／9月1日現在
総数 184，389人（+51人）
男 91，862人（+56人）
女 92，527人（－5人）
世帯 74，123世帯（＋97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。

※人口は令和2年10月1日国勢調査人口
　を基礎とし、住民基本台帳による月間
　異動数を加減して推計したものです。

　南海トラフ地震に備えましょう

危機管理課 89－2194

　南海トラフでマグニチュード8～9クラスの巨大地震が発生
する確率は、10年以内で「30㌫程度」、30年以内で「70～
80㌫」、40年以内で「90㌫程度」といわれています。
　日本は世界でも有数の地震大国で、世界で発生する地震の
約2割が日本とその周辺で発生しています。南海トラフ地震は
明日起きるかもしれません。日頃から、備えを進めておきましょ
う。

巡回農地相談
農業委員会（農務課内） 

89－2138

日時⇔11月9日㈬
14：00～16：00
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

とよかわ生涯学習ガイドブック
生涯学習課 88－8035

　文化・芸術、育児・健康・福祉、趣
味・教養・情操、生活・安全・人権、
スポーツ、国際・語学、まつり・イ
ベントの情報を掲載したガイド
ブック後期版を発行しました。各
公共施設で配布していますので、
ご活用ください。

退職金は国の制度のご利用を
中退共名古屋コーナー 

052－857－7588

　中小企業退職金共済制度は、
中小企業で働く従業員のための
外部積立型の退職金制度です。
掛け金は全額非課税で、一部を
国と市が助成します。

農業集落排水施設をご利用の方へ
上下水道窓口センター  

93－0151

　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。

東三河都市計画（案）の縦覧
都市計画課 89－2169

縦覧期間⇔10月7日～21日
縦覧場所⇔都市計画課（北庁舎
3階）
縦覧内容⇔東三河都市計画道路

（豊川市決定）
その他⇔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

申込はこちら

ママ・ジョブ・あいちの出張相談
商工観光課 89－2140

日時⇔11月14日㈪10：15～・
11：15～・13：15～（1人50分
程度）
会場⇔プリオ5階市民相談室
内容⇔専任カウンセラーによる
個別相談
対象⇔結婚・出産・育児などで離
職し、再就職を考えている方
定員⇔3人（先着
順）
申込⇔10月3日
㈪から、右記二次
元コードで受付

行政相談のご利用を
市民相談室 89－2104

　10月17日～23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）

氏名 住所

恩田 やす恵 大崎町

松倉 白鶴 上長山町

白井 敏晴 赤坂町

森下 智雄 宿町

行政相談委員（敬称略）


