
介護者交流会
西部高齢者相談センター 

88－8005

日時⇔４月１2日㈬、５月１5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

生き物とふれあおう
赤塚山公園 89－8891

日時⇔4月29日～5月7日
9：00～16：00
会場⇔ぎょぎょランド
内容⇔ドクターフィッシュ、カメ、
サワガニとの触れ合い
申込⇔当日、会場へ

たけのこ（淡竹）採り
赤塚山公園 89－8891

日時⇔5月7日㈰
13：00～15：00
会場⇔赤塚山公園
対象⇔小学生と保護者
定員⇔20組（1組2人まで）
持ち物⇔軍手、タオル、長靴
申込⇔４月14日㈮まで（消印有
効）。往復はがきに①郵便番号・
住所②参加者氏名③年齢④電
話番号を記入の上、赤塚山公園

（〒442－0862市田町東堤上
１－30）へ。１人１通だけ有効。応
募者多数の場合は抽選

淡竹（はちく）

社交ダンス講座
ふれあいセンター 

88－７２７０

日時⇔5月12日～6月9日の金
曜日（全5回）10：00～11：30
会場⇔ふれあいセンター
講師⇔馬渕真弓さん
対象⇔市内に在住の方
定員⇔50人
費用⇔1,500円
申込⇔4月15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

東三河生涯学習連携講座 
歩いて探そう東三河の宝 
生涯学習課 88－8035

内容⇔東三河各地を歩き、それ
ぞれの地域の魅力を発見する
定員⇔50人
申込⇔4月2５日㈫まで、電話で
受付。応募者多数の場合は、東
三河に在住、在勤の方を優先の
上、抽選

日　時 テーマ・開催地

5月12日
 9:30～12:00

歴史と伝説の里「田峯」
を歩く（設楽町）

5月26日
10:00～12:00

初夏のさがらを歩こう
（蒲郡市）

6月9日
10:00～12:00

葦毛湿原でリフレッシュ！
季節の希少な動植物を
みよう（豊橋市）

※全3回。いずれも金曜日

絵てがみ講座
ふれあいセンター 

88－７２７０

日時⇔6月2日～平成30年3月
2日の金曜日（全10回）
10：00～12：00
会場⇔ふれあいセンター
講師⇔豊田紀子さん
対象⇔市内に在住の方
定員⇔25人
費用⇔8,000円程度（材料費を
含む）
申込⇔4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

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⇔４月15日㈯、５月13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⇔４月4日㈫から、電話で受
付

4 57
※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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初級レベル英会話講座
国際交流協会 83－1571

■メアリー先生と楽しく英会話1
日時⇔5月9日～8月22日の火
曜日（7月11日、8月8日・15日
を除く）（全12回）
13：30～15：00
講師⇔鈴木メアリーさん
■やさしい英会話１
日時⇔5月9日～7月25日の火
曜日（全12回）
19：30～21：00
講師⇔ジョニー・ロバートソンさん

【共通事項】
会場⇔勤労福祉会館
定員⇔22人
費用⇔一般10,000円／会員
8,000円
持ち物⇔筆記用具、辞書
申込⇔4月10日～24日、電話で
受付。応募者多数の場合は抽選

介護予防教室
介護高齢課 89－2105

■ちから塾６回コース
期日⇔4月20日～6月1日の木
曜日（5月4日を除く）（全6回）
会場⇔大木会館
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⇔30人程度（先着順）
■たまり場
期日⇔5月11日～7月13日の
木曜日（全10回）
会場⇔古宿市民館
内容⇔簡単な体操と参加者同士
の交流など
定員⇔20人程度（先着順）

【共通事項】
時間⇔9：45～11：00
対象⇔市内に在住のおおむね
65歳以上で介助の必要のない
方
持ち物⇔筆記用具、飲み物、タオ
ル
申込⇔4月10日㈪9：00から、
電話で受付
その他⇔動きやすい服装で参加

初心者向け文化講座
豊川文化協会 89－7082

■日本の心を歌おう
日時⇔5月10日～7月5日の隔
週水曜日（全5回）
13：30～15：00
会場⇔勤労福祉会館
講師⇔村上律子さん
定員⇔30人
費用⇔1,000円
■陶芸はじめて講座
日時⇔5月12日～6月23日の
隔週金曜日、7月21日㈮（全5
回）13：00～16：00
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔豊川作陶協会会員
定員⇔20人
費用⇔4,500円
■水墨画講座
日時⇔5月20日～7月15日の
隔週土曜日（全5回）
10：00～11：30
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
講師⇔波多野玉祐さん
定員⇔24人
費用⇔2,000円

【共通事項】
対象⇔16歳以上
申込⇔4月25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桜ヶ丘町79－2）へ。各
講座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
10人に満たない場合は開講さ
れません

オリジナルミニお札を作ろう
民俗資料館 93－3013

日時⇔4月22日㈯
10：00～16：00
会場⇔民俗資料館
内容⇔薄い木板や水引を使った
手のひらサイズのお札

ふ だ

作り
申込⇔当日、会場へ

いきいき元気運動教室
介護高齢課 8９－２１０５

対象⇔市内に在住の要介護認定を受けていない65歳以上
定員⇔各会場20人（先着順）
持ち物⇔上履き、タオル、飲み物、筆記用具
申込⇔4月３日㈪から、電話で受付

日　時 会　場

5 月 8 日～ 11 月 13 日の月曜日 10:00 ～ 11:30 総合体育館

5 月 8 日～ 11 月 6 日の月曜日 13:30 ～ 15:00 御津福祉保健センター

5 月 9 日～ 10 月 24 日の火曜日 10:00 ～ 11:30 音羽福祉保健センター

5 月 9 日～ 10 月 24 日の火曜日 13:00 ～ 14:30 豊川公民館

5 月 10 日～ 10 月 25 日の水曜日 10:00 ～ 11:30 中条地区市民館

5 月 10 日～ 10 月 25 日の水曜日 13:30 ～ 15:00 いかまい館

5 月 12 日～ 10 月 27 日の金曜日 10:00 ～ 11:30 西部地域福祉センター

5 月 12 日～ 10 月 27 日の金曜日 13:30 ～ 15:00 牛久保公民館

※いずれも全18回。詳しい日程は、申込時に確認してください
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いきいきシニアスクール    
介護高齢課 8９－２１０５

定員⇔40人（先着順）

日　時 会　場 内　容 対　象 申　込

5月16日㈫
 13:30～
 1５：30

ふれあい
センター

「『臓活』でイキイキ
元気！介護しながら健
やかな身体づくり」と
題した講座

おおむね
60歳以上

電話で、北部高齢者
相談センター（88
－7260）へ

5月24日㈬
 13:30～
 1５：30

ウィズ豊川
「認知症高齢者の基礎
理解と対応」と題した
講座

市内に
在住の方

電話で、西部高齢者
相談センター（88
－8005）へ

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⇔臨床検査技師・臨床
工学技士・理学療法士・事務局職
員（技師）は1人程度／診療放射
線技師・医療事務職員は2人程
度／薬剤師は3人程度／助産
師・看護師は60人程度
試験日⇔5月27日㈯から職種ご
とに実施
申込⇔5月12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⇔試験日程・内容、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

キュパティーノ市・ 
無錫市新呉区中学生使節団員
市民協働国際課 89－2158

　姉妹都市キュパティーノ市、友
好都市無錫市新呉区を訪問し、
ホームステイや学校体験などを
行う中学生使節団員を募集しま
す。
対象⇔市内に在住の中学生
定員⇔各16人
派遣期間⇔キュパティーノ市は
9月21日～29日／無錫市新呉
区は9月19日～23日（いずれ
も予定）
費用⇔旅費総額の2分の1以内
申込⇔4月20日㈭まで（必着）。
申込書を直接、または郵送で、市
民協働国際課（北庁舎2階）へ。
申込書は、市民協働国際課、各
中学校、国際交流協会にあります

（ＨＰからダウンロード可）
その他⇔1次審査は書類・作文
審査／2次審査は面接

かぶと作り
三河天平の里資料館 

88－5881

日時⇔４月29日㈯
10：00～12：00
会場⇔三河天平の里資料館
内容⇔厚紙を使ったかぶと作り
対象⇔市内の小学生（3年生以
下は保護者同伴）
定員⇔15人（先着順）
申込⇔４月９日㈰から、電話で受
付

豊川市男女共同参画審議会委員
人権交通防犯課 89－2149

　男女共同参画推進に関する施
策を調査審議する審議会（年1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
募集人数⇔若干名
任期⇔6月16日～平成31年6
月15日
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔5月15日㈪まで（消印有
効）。任意の用紙に①郵便番号・
住所②氏名③生年月日④電話番
号⑤社会活動履歴⑥関心がある
ことを記入の上、「男女共同参画
に関する私の思い」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、人権交
通防犯課（北庁舎2階）へ

電子市政モニター 
「とよかわデジモニ」
秘書課 89－2121

　市政に関する簡単なアンケート
（年6回程度）にインターネット
で回答するモニターを募集しま
す。
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の18歳以上で、インターネ
ットや電子メールを利用できる
方
募集人数⇔100人
任期⇔7月～平成30年3月31
日
謝礼⇔アンケートの回答実績に
応じて、1,000円以内の図書カ
ード
申込⇔4月20日～5月31日、Ｈ
Ｐの応募フォームで受付。応募
者多数の場合は選考

国際交流協会ボランティア
国際交流協会 83－1571

　日本語教室教師、ホームステ
イの受け入れ、PECLA教師など
のボランティアを募集します。
活動日時⇔日本語教室は毎週
火・水・木曜日の10：30～12：
00、毎週土曜日の19：45～
21：00／ホームステイは長期や
週末だけの短期など／PECLA
は第１～３土曜日の14：00～
17：00
申込⇔直接、または電話で、国際
交流協会へ
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市営住宅入居者募集
建築課 89－2144

入居予定日⇔7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（一部住宅
は単身者でも可）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⇔4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⇔4月２5日㈫10：00か
ら、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

※60歳以上、または障害者などの　
　単身者でも入居可

間取り 住宅 戸数（福祉枠）

3DK

豊川 1戸（ － ）※

西豊 1戸（ － ）

第二曙 1戸（ － ）

睦美 1戸（ － ）

金屋 2戸（ 1 ）※

蔵子 2戸（ 1 ）※

赤代 2戸（ － ）※

弥生 2戸（ － ）

上野 3戸（ 1 ）

東部 8戸（ 1 ）※

4DK

赤代 1戸（ － ）

豊川 1戸（ － ）

東部 1戸（ － ）

曙 1戸（ － ）

西豊 2戸（ － ）

上野 2戸（ － ）

特定健診・後期高齢者医療健診
受診券を送付
保険年金課 89－2135　

　平成29年度の特定健診（40
歳以上の国民健康保険加入者
対象）と後期高齢者医療健診（後
期高齢者医療制度加入者対象）
の受診券を4月下旬に送付しま
す。有効期限は平成30年2月
10日㈯です。
　なお、受診日に国民健康保険、
または後期高齢者医療制度の資
格がない方は受診できません。
　受診方法など詳しいことは、受
診券に同封される案内を確認し
てください。

65歳以上の方の介護保険料は 
仮の額で納めてください
介護高齢課 89－2１７３

　65歳以上の方の介護保険料
の年額は、前年の所得や世帯の
課税状況で決定します。平成29
年度の保険料の年額を8月に決
定するまでは、仮の額で保険料
を納めてください。
■現在特別徴収（年金天引き）
の方
　平成29年度第１期から第３期
までの１期分の仮の保険料額は、
平成28年度第６期と同額です。
第４期以降の金額は、８月に納入
通知書でお知らせします。
■現在普通徴収の方
　平成29年度第１期と第２期の
仮の保険料額を、４月発送の納
入通知書でお知らせします。第３
期以降の金額は、８月に納入通
知書でお知らせします。
■現在普通徴収で、４月、または
６月から特別徴収の方
　平成29年度第１期から第３期
までの仮の保険料額を、４月発
送の納入通知書でお知らせしま
す。第４期以降の金額は、８月に
納入通知書でお知らせします。

資源の拠点回収を実施
清掃事業課 89－2166

　市役所東側の倉庫で、資源の
拠点回収を行っています。
日時⇔毎月第２・４日曜日
9：00～15：00
回収品目⇔資源（紙類、金属・缶
類、びん類、ペットボトル、白色ト
レー、古着・タオル類）、使用後の
食用油（植物性）、スプレー缶、ラ
イター、蛍光管、水銀体温計、乾
電池

有価物回収にご協力を
清掃事業課 89－2166　

　有価物回収とは、学校や子ど
も会、町内会などの団体が地域
で行う資源回収です。有価物回
収を行う団体の活動予定につい
ては、５月中旬以降にHPで紹介
しますので、ご協力をお願いしま
す。

電動式生ごみ処理機購入費補助
清掃事業課 89－2166　

対象⇔平成30年3月31日まで
に、市内の販売店舗で新品の電
動式生ごみ処理機（ディスポー
ザーなどを除く）を購入した方
数量⇔30基（先着順）
補助金額⇔本体購入費の２分の
１（限度額15,000円）　
申込⇔販売店の領収書、保証書、
通帳の写し、印鑑を持参の上、直
接、清掃事業課（北庁舎2階）へ

市役所

姫街道

公園

市役所東
中央通り
５丁目豊川市役所前

●
回収場所
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軽自動車税グリーン化特例の期間が延長されます
市民税課 89－2１２９　

　軽自動車のグリーン化特例（軽課税率）が下表のとおり延長となり
ました。平成29年度に新規登録した車両は平成30年度だけ、平成
30年度に新規登録した車両は平成31年度だけ減税の対象になりま
す。なお、ガソリン車・ハイブリッド車における対象車種の基準が変更
となっています。

※電気自動車・天然ガス自動車はポスト新長期規制から窒素酸化物 10％低減を達成
　した車両、ガソリン車・ハイブリット車は平成 17 年排出ガス基準 75％低減、また
　は平成 30 年排出ガス基準 50％低減を達成した車両だけです

車種区分

軽課税率（年額）

電気自動車・
天然ガス自動車

ガソリン車・ハイブリッド車

平 成 32 年 度
燃費基準＋ 30
％ 達 成 車（ 貨
物車は平成 27
年度燃費基準＋
35％達成車）

平 成 32 年 度
燃費基準＋１０
％ 達 成 車（ 貨
物車は平成 27
年度燃費基準＋
15％達成車）

３輪の軽自動車（660㏄以下） 1,000 円 2,000 円 3,000 円

４輪以上の
軽自動車

（660㏄
以下）

乗用
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円

自家用 2,700 円 5,400 円 8,100 円

貨物用
営業用 1,000 円 1,900 円 2,900 円

自家用 1,300 円 2,500 円 3,800 円

国民健康保険料１・２期分は
仮の保険料で納めてください
保険年金課 89－2118　

　平成29年度の第１・２期分の
保険料は、前年度の年間保険料
相当額の８分の１ずつを仮決定
保険料として納めてください。年
間保険料決定額は、8月15日㈫
に送付する納入通知書でお知ら
せします。第３期から第８期まで
の保険料は、仮決定保険料を差
し引いた額を６回に分けた額で
す。
　なお、平成29年度の保険料
額が平成28年度の保険料額に
比べて２分の１に満たないと思
われる世帯は、仮決定保険料の
修正を申し出ることができます。
仮決定保険料の納入通知書が
届いてから30日以内に、納入通
知書と確定申告書の写しなど、加
入者全員の所得が分かる書類を
持参の上、保険年金課（本庁舎１
階）へお越しください。

一宮・音羽・小坂井地区での 
資源回収かごの色の変更
清掃事業課 89－2166　

　4月から、一宮・音羽・小坂井地
区の資源回収かごの色について、
金属・缶類は黄色、びん類は青色
へ変更します。

国民年金保険料学生納付特例
保険年金課 89－2177

　4月から、平成29年度国民年
金保険料学生納付特例の申請
受付を開始します。年金手帳、印
鑑、学生証を持参の上、保険年
金課（本庁舎1階）、各支所、プリ
オ窓口センターへお越しくださ
い。
　なお、昨年度承認されている
方には、日本年金機構から再申
請のはがきが送付されます。必
要事項を記入の上、送付してく
ださい。

消費生活センターを 
ご利用ください
東三河消費生活豊川センター  

89－2238　

　東三河消費生活豊川センター
では、商品・サービスへの苦情や
契約に関するトラブル、架空請求、
多重債務などの相談を受け付け
ています。相談には専門の相談
員が応じ、解決に向けたアドバイ
スや情報提供を行います。
　受付時間は、9：00から16：
30までで、直接、東三河消費生
活豊川センター（北庁舎４階）へ
お越しください。電話による相談
もできます。
　相談の秘密は厳守しますので、
一人で悩まず、東三河消費生活
豊川センターをご利用ください。

市民協働によるまちづくりを
推進しています
市民協働国際課 89－2165

　市では、市民協働によるまち
づくりを推進するため、協働のパ
ートナーである市民や市民活動
団体に対し、次のとおり支援事業
を行っています。
■とよかわボランティア・市民活
動センターの施設利用
　プリオビルとウィズ豊川の２つ
の施設で、資機材や会議室の貸
し出しなどを行っています。
■市民活動総合補償制度
　市が保険料を負担し、市民活
動中の事故などに補償金が給付
されます。
■ＮＰＯ法人運営支援補助金
　ＮＰＯ法人が安定的、継続的に
運営できるよう、ＮＰＯ法人の運
営費の一部を補助します。
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豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／２月
火災 4件
救急 602件

◯人口と世帯／3月1日現在
総数 183,058人（+28人）
男 91,160人（+18人）
女 91,898人（+10人）
世帯 69,420世帯（+64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。

不動産鑑定士による無料相談会
企画政策課 89－2126

日時⇔4月22日㈯
10：00～16：00
会場⇔豊川商工会議所第2研修
室
内容⇔不動産に関する相談
持ち物⇔相談内容に関する資料
申込⇔当日、会場へ

緊急速報メールによる 
洪水情報の配信を始めます
国土交通省豊橋河川事務所 

0532－48－8107

　5月1日㈪から、豊
とよがわ

川・豊川放
水路が氾濫するおそれがある、
または氾濫した場合、浸水する
危険性の高い地域にいる方の携
帯電話へ、緊急速報メールで洪
水情報を配信します。なお、通話
中などの場合や、機種によっては
受信できない場合があります。

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⇔4月28日㈮
13：30～16:00
会場⇔一宮支所2階会議室　　 
申込⇔当日、会場へ

南大通交番の建て替え
豊川警察署 89－0110

　南大通交番は、老朽化に伴い、
建て替え工事を行います。ご迷
惑をおかけしますが、引き続き地
域の安全・安心を確保しますので、
ご理解とご協力をお願いします。

視覚障害者歩行訓練事業
福祉課 89－２１５９

期日⇔4月17日～平成30年３
月３１日まで
内容⇔歩行訓練士による白杖を
使用した歩行訓練など
対象⇔市内に在住で、身体障害
者手帳の交付を受けている視覚
障害者
定員⇔2人（先着順）
申込⇔4月17日㈪から、直接、
福祉課（本庁舎1階）へ

春の安全なまちづくり市民運動
人権交通防犯課 89－2149

　4月15日まで、春の安全なま
ちづくり市民運動を実施します。
期間中は市や関係団体が連携し、
パトロールの強化、街頭広報活
動などを行います。この機会に、
交通事故や犯罪被害に遭わない
よう心掛けしましょう。

ミツバチの分ぽう群に注意を
農務課 89－2138　

　4月から9月にかけて、ミツバ
チの分ぽう群が、木の枝などに
見られることがあります。困って
いる方は、農務課へ連絡してくだ
さい。なお、処理には費用がかか
る場合があります。

看護師等修学資金貸付
保健センター 89－0610

　看護師などの修学資金の貸付
を行います。
対象⇔看護師、または准看護師
の養成学校に在学し、卒業後、看
護師、または准看護師として市
内の医療機関に勤務しようとす
る方
貸付額⇔看護師養成施設は月額
40,000円／准看護師養成施
設は月額15,000円
申込⇔5月31日㈬まで。申込書
に必要書類を添えて、直接、保健
センターへ

国民保護計画を変更しました
防災対策課 89－2194

　市では、法令名の変更や組織
改正などに伴い、市国民保護計
画を変更しました。詳しいことは、
HPを確認してください。

創業支援ネットワークの活用を
商工観光課 89－2140　

　市内で創業を考えている方、
すでに創業した方（創業からおお
むね1年以内）を対象に、連携機
関がサポートします。
連携機関⇔豊川市、豊川商工会
議所、日本政策金融公庫、豊川
信用金庫、音羽・一宮・小坂井・御
津町商工会、豊川市制度融資取
扱金融機関

赤塚山公園市民のスクエアの
利用を再開します
公園緑地課 89－2176

　赤塚山公園の多目的広場市
民のスクエアの改修工事が完了
しましたので、4月から利用を再
開します。利用方法など詳しいこ
とは、赤塚山公園（89－8891）
へお問い合わせください。
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