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教科書展示会
学校教育課 88－８０３３

期日⇔6月7日〜30日
会場⇔中央図書館
内容⇔小・中学校で使用する教科
書の展示

赤塚山公園 
自然観察会ナイトツアー
赤塚山公園 ８9－8891

日時⇔7月19日㈮
18：30〜21：00
会場⇔赤塚山公園
内容⇔夜間に活動する昆虫の観
察など
講師⇔自然観察指導員
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の小学生以上（小学生は保
護者同伴）
定員⇔20人
持ち物⇔懐中電灯
申込⇔6月22日〜30日、直接、
または電話で、赤塚山公園へ。応
募者多数の場合は抽選とし、当
選者だけ連絡します
その他⇔長袖長ズボンで参加

とよかわ農業市
農務課 ８９－２１３８

日時⇔6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

小坂井庁舎解体に伴うイベント
財産管理課 89－2108

日時⇔6月29日㈯
9：00〜（予定）
会場⇔小坂井庁舎
内容⇔小坂井地域交流会館（仮
称）の建設にあたり解体予定の
小坂井庁舎に、最後のお別れと
して皆さんと楽しむイベント
申込⇔当日、会場へ

豊川きつね祭り
都市計画課 89－2147

日時⇔6月2日㈰・16日㈰
10：00〜15：00（荒天中止）
会場⇔豊川稲荷境内
内容⇔こだわりの手作り品や移
動販売車などによる飲食物の販
売、ワークショップなど

フリーマーケット
清掃事業課 ８９－２１６６

日時⇔6月30日㈰
10：00〜13：00
会場⇔やねのにっぽうホール豊川

（プリオ5階）
出店対象⇔市内に在住の18歳
以上（高校生・プロの方の出店は
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⇔6月8日㈯13:45から、や
ねのにっぽうホール豊川で整理
券を配布。応募者多数の場合は、
14:00から抽選

社会を明るくする運動
福祉課 ８９－２１31

　豊川市社明運動推進委員会と
豊川市青少年育成市民会議では、
犯罪や非行のない明るい社会を
築こうと、７月の強調月間に併せ
て、全国一斉の運動を展開しま
す。
　これに合わせ、７月20日㈯
10：00から、「社会を明るくする
運動推進大会」を文化会館中ホ
ールで開催し、善行児童生徒の
顕彰などを行います。

介護者交流会
西部高齢者相談センター

88－8005

日時⇔6月14日㈮、7月10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

とが楽市
秘書課 ８９－２１２１

日時⇔6月19日㈬
10：00〜15：00
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
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認知症サポーター養成講座
東部高齢者相談センター 

93－0801

日時⇔7月20日㈯
10：00〜11：30
会場⇔いかまい館
内容⇔認知症高齢者の理解と対
応と題した講座
対象⇔市内に在住の方
定員⇔25人（先着順）
持ち物⇔筆記用具
申込⇔電話で受付

夏休みに酸性雨を調べよう！
環境課 8９－２１４１

■酸性雨の事前学習会
日時⇔6月29日㈯
9：30〜11：00
会場⇔赤塚山公園
■酸性雨の調査
調査日⇔6月29日〜8月4日
調査場所⇔自宅の庭先など

【共通事項】
対象⇔市内の小学3〜6年生と
保護者
定員⇔20組
申込⇔6月3日〜14日、電話、ま
たはＨＰで受付。応募者多数の
場合は抽選とし、当選者だけ連
絡します

もっと知りたい！大橋屋（旧旅籠
鯉屋）と御油の松並木
観光協会 89－2206

日時⇔6月27日㈭
13：00〜15：00
集合場所⇔御油松並木公園
内容⇔ボランティアガイドによる
大橋屋の見学と御油の松並木の
散策
定員⇔40人（先着順）
費用⇔300円
持ち物⇔筆記用具、タオル
申込⇔電話、またはFAX（89－
2276）で受付

甲種防火管理新規講習会
消防本部予防課 8９－９６８２

日時⇔7月4日㈭・5日㈮ 
（全2回）9：30〜16：40
会場⇔勤労福祉会館
定員⇔150人（先着順）
費用⇔3,800円
申込⇔6月3日〜14日、申込書
に、費用、運転免許証などの本人
確認ができるものの写しを添え
て、直接、消防本部予防課（北庁
舎5階）へ

女性のための再就職応援セミナー
人権交通防犯課 89－2149

日時⇔6月26日㈬、7月3日㈬
10：00〜12：00
会場⇔ウィズ豊川
内容⇔ライフプランの立て方や
資格の取り方などのアドバイス
講師⇔グッドライフ設計塾代表・
菅田芳恵さん
対象⇔市内に在住、在勤、または
在学の女性
定員⇔各回20人（先着順）
申込⇔6月5日㈬9：00から、電
話で受付
その他⇔託児あり。6月12日㈬
まで、電話で受付

ちぎり絵講座
ふれあいセンター 

88－７２７０

日時⇔8月2日㈮、９月13日㈮、
10月11日㈮、11月8日㈮（全4
回）13：00〜15：30
会場⇔ふれあいセンター
講師⇔鈴木揚子さん
対象⇔市内に在住の方
定員⇔30人
費用⇔8,000円程度
申込⇔６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

穂の国まちづくり塾講演会
防災対策課 89－2194

日時⇔7月13日㈯14：00〜
会場⇔プリオ4階視聴覚室
講師・内容⇔危機管理教育研究
所・国崎信江さんによる「女性・子
ども視点で取り組む防災〜大切
な子どもを守るために出来る事
を教えます〜」と題した講演
定員⇔60人（先着順）
申込⇔直接、または電話で、穂の
国まちづくりネットワーク（89－
9070）へ。ＦＡＸ（75－６６６５）
でも受付

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⇔7月13日㈯
10：30〜12：00
会場⇔プリオ生涯学習会館
内容⇔夏をイメージしたモビー
ル作り
対象⇔小学1〜3年生と保護者
定員⇔20組（1組2人）（先着順）
申込⇔6月27日㈭から、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⇔7月28日㈰
14：00〜15:45
会場⇔平和交流館
内容⇔満蒙開拓の史実の解説な
ど
講師⇔満蒙開拓平和記念館館
長・寺沢秀文さん
定員⇔50人（先着順）
申込⇔6月10日㈪から、電話で
受付
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キャッシュレス啓発セミナー
商工観光課 89－2140

日時⇔6月12日㈬
15：00〜17：00
会場⇔豊川商工会議所
内容⇔「中小・小規模事業者にお
けるキャッシュレス化」と題した
講演など
対象⇔キャッシュレス化を検討し
ている中小企業者
定員⇔40人（先着順）
申込⇔電話で、豊川商工会議所

（86－4101）へ

はたご de 落語
大橋屋（旧旅籠鯉屋） 

56－2677

日時⇔6月30日㈰
13：30〜15:00
会場⇔大橋屋
内容⇔愛知教育大学落研OB会
による落語会
定員⇔30人（先着順）
申込⇔6月12日㈬から、電話で
受付

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⇔6月15日㈯、7月20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28人（先着順）
費用⇔600円
持ち物⇔空のペットボトル（1.5
㍑以上）1本
申込⇔6月3日㈪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

■竹の工作 
日時⇔6月22日㈯
10：00〜12：00
内容⇔園内の竹を使った置き物
作り
申込⇔6月7日㈮から、電話で受
付
■ミニ七夕飾り作り
日時⇔7月6日㈯
13：00〜15：00
申込⇔6月17日㈪から、電話で
受付

【共通事項】
会場⇔三河天平の里資料館
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）

下水道マンホール蓋の広告事業主
下水管理課 93－0157

　諏訪・豊川地区の歩道にある
下水道マンホール蓋に掲載する
広告事業主を募集します。
掲載期間⇔10月1日〜令和2
年3月31日（最大2年間まで継
続可）
掲載枠数⇔各地区1箇所程度
費用⇔1枠4,000円／月
申込⇔6月3日〜14日（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、下水管理課（一宮庁舎3階）
へ。申込書などは、HPからダウ
ンロードできます

蓋上部に専用プレートを設置

６５歳これから講座
介護高齢課 89－2105

日時⇔6月20日〜7月25日の
木曜日（全6回）13：30〜15：30
会場⇔勤労福祉会館
内容⇔介護予防、動きやすい身
体作り、栄養の話など
対象⇔市内に在住の65〜74歳
定員⇔30人（先着順）
持ち物⇔筆記用具、飲み物
申込⇔電話で受付

初心者向け文化講座
豊川文化協会 89－7082

■書道講座
日時⇔7月3日㈬・17日㈬、8月
7日㈬・21日㈬、9月4日㈬（全5
回）13：30〜15：30
講師⇔三河書芸会・権田穂園さ
ん
対象⇔16歳以上
定員⇔20人
費用⇔1,300円
■茶道親子講座（煎茶）
日時⇔7月20日㈯、8月3日㈯

（全2回）13：30〜15：30
講師⇔売茶流・山口泰雲さん
対象⇔子ども（高校生以下）と保
護者
定員⇔20人（保護者1人につき
子ども2人まで）
費用⇔1人1,000円

【共通事項】
会場⇔桜ヶ丘ミュージアム
申込⇔書道講座は6月16日㈰
まで。茶道親子講座（煎茶）は6
月30日㈰まで（いずれも消印有
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）⑦茶道
親子講座（煎茶）は、子どもの人
数を記入の上、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、
応募が定数に満たない場合は開
講されません

広　　告
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保険料の納付は口座振替の 
ご利用を
保険年金課 89－2118

　国民健康保険料、後期高齢
者医療制度の保険料は、口座か
らの振替納付が便利です。現在、
現金で納めている方で口座振替
を希望する方は、保険料の納入
通知書、通帳、通帳の届出の印
鑑をお持ちの上、市内にある各
金融機関へ申込をしてください。

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。
入札日時⇔8月5日㈪10：30〜
入札場所⇔市役所本33会議室

（本庁舎3階）
申込⇔7月16日〜25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

広告入り窓口用封筒の 
無償提供事業主
市民課 89－2136

掲載期間⇔令和2年１月1日〜
12月31日
規格・数量⇔角型２号（縦332
㍉×横240㍉）は2万5,000枚
／角型6号（縦229㍉×横162
㍉）は10万枚
掲載場所⇔封筒両面の下部
申込⇔6月17日〜28日（必着）。
申込書に会社の履歴事項全部証
明書、納税証明書、会社案内を添
えて、直接、または郵送で市民課

（本庁舎1階）へ。応募者多数の
場合は審査の上、1社を選定。申
込書などは、HPからダウンロー
ドできます

第３次豊川市食育推進計画
策定委員会委員
農務課 89－2138

　第３次豊川市食育推進計画の
策定について、委員会（年2回程
度）に出席する委員を募集しま
す。
任期⇔8月〜令和2年3月31日
対象⇔市内に在住の18歳以上
募集人数⇔1人
謝礼⇔1回8,600円
申込⇔6月7日〜24日（消印有
効）。申込書に、「健康で心豊か
な人間性を育む食育」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、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）
その他⇔選考結果は7月中旬に
通知します

広 告
掲 載 場 所

広 告
掲 載 場 所

シルバー人材センターの会員
シルバー人材センター 

84－1851

　清掃、庭木の手入れ、草刈り、
工場の軽作業などをするシルバ
ー会員を募集しています。対象
は、市内に在住の60歳以上の方
です。入会を希望する方は、6月
19日㈬、7月17日㈬、8月21日
㈬の13：30から開催する入会
説明会へ参加してください。

消防団応援事業所
消防本部総務課 89－9576

　まちの安全安心を守る消防
団員を地域を挙げて応援するた
め、地域の消防団員に対して割
引などのサービスを提供してい
ただける事業所を募集していま
す。詳細については、お問い合わ
せください。

障害者歯科健診の歯科衛生士
福祉課 89－2131

　10月3日㈭に開催する障害
者歯科健診をお手伝いいただけ
る歯科衛生士を募集します。6月
28日㈮までに、電話で、福祉課
へ申込をしてください。

防災協力事業所
防災対策課 ８9－2194

　災害に強いまちづくりを推進
するため、大規模な災害が発生し
た際に、一時避難場所の提供や
物資、資機材などの支援を行って
いただく防災協力事業所を募集
しています。
対象⇔①市内に店舗、工場など
を有する事業所②市内に活動拠
点を置く指定非営利活動法人や
ボランティア団体など
申込⇔随時受付。申請書を、直
接、防災対策課（本庁舎2階）へ。
申請書は、防災対策課にあります

（ＨＰからダウンロード可）

学校サポーター
教育委員会庶務課 

88－8032

　学校内の草刈り、施設修繕、読
み聞かせ、図書室管理などに無
償で協力していただける学校サ
ポーターを募集しています。
対象⇔１８歳以上
申込⇔直接、各小・中学校へ
その他⇔募集中の学校や募集
人員などについては、ＨＰで確認
してください
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危険物安全週間
消防本部予防課 89－9685

　６月2日〜8日は、「危険物安
全週間」です。この週間を機会に、
危険物の取扱方法を再確認し、
危険物による災害や事故を防ぎ
ましょう。

東三河市民活動情報サイト 
「どすごいネット」がリニューアル
市民協働国際課 89－2165

　7月1日㈪から、東三河市民活
動情報サイト「どすごいネット」が
リニューアルします。東三河5市
の市民活動団体の情報やボラン
ティア情報が検索できる他、各
助成金の情報も見られます。ス
マホなど携帯端末にも対応し、
見やすく、使いやすくなりますの
で、ぜひ、ご活用ください。

情報公開条例と個人情報保護 
条例の平成30年度実施状況
行政課 89－2123

　平成30年度における情報公
開条例による公文書の開示請求
件数は37件で、個人情報に関す
る部分などを除き開示しました。
開示実績はHPで確認してくだ
さい。また、個人情報保護条例に
よる自己情報の開示請求件数は
11件で、本人以外に関する情報
などを除き開示しました。

経済センサス 基礎調査
商工観光課 89－2119

　6月1日㈯から、「経済センサ
ス 基礎調査」を実施します。この
調査は、全国すべての事業所・企
業を対象とするもので、社会経
済の発展を支える基礎資料とし
て広く利用されます。調査員が
事業所・企業を訪問し、活動状態
を確認する他、新たに把握した
一部の事業所などには調査票を
配布します。ご理解とご協力をお
願いします。

就学に向けての教育相談
学校教育課 88－8033

　来年４月に小学校へ入学予定
で、発達に不安がある子どもと
保護者を対象に、教育相談を行
っています。学校での教育現場
を経験している者が対応します。
気になることがありましたら、相
談してください。

園芸施設共済へ加入しましょう
農務課 89－2138

　愛知県農業共済組合では、風
水害や地震などの自然災害によ
るハウス本体（ビニールを含む）
の被害を補償する園芸施設共
済を取り扱っています。また、暖
房機や養液装置などの附帯施
設、ハウス内の作物も選択によ
り加入することができます。希望
される方は、直接、または電話で、
愛知県農業共済組合豊川出張所

（84－7300）へ申込をしてく
ださい。

風水害に備えましょう
防災対策課 89－2194

　梅雨期から秋にかけて、豪雨
や台風などによる風水害発生
の恐れが高まります。市では、風
水害などによる被害を防ぐため、

「とよかわ安心メール」で防災・
気象・火災・避難情報などを配信
しています。登録方法について
は、HPを確認してください。
　また、避難情報については、以
下の名称で避難を呼び掛けます。

避難情報 とるべき避難行動

避難指示
（緊急） ・直ちに避難する

避難勧告
・避難を開始する
・地下空間にいる人は速やか
に安全な場所に移動する

避難準備・
高齢者等
避難開始

・避難準備をする
・高齢の方や障害のある方な
ど避難行動に時間を要する
方は、避難を開始する

※外出することが危険な場合は、屋内の
　より安全な場所などに移動しましょう

家屋調査にご協力を
資産税課 89－2130

　新築・増築された家屋の実地
調査を行っています。この調査
は、固定資産税の算定の基礎と
なる家屋の評価額を決定するた
めのものです。
　資産税課職員が、自宅や事務
所などへ調査に伺いますので、
希望の調査日時がある場合は、
資産税課へ連絡してください。
　また、既設家屋の現況確認調
査を併せて実施します。

パブリックコメント手続
保健センター 89－0610

　パブリックコメント手続により、
「豊川市歯と口腔の健康づく
り推進条例（案）」の基本的な考
え方に対する意見を募集します。
募集期間は6月19日〜7月18
日です。
　これは、歯科口腔保健に関す
る基本理念や市、関係者、市民の
責務を明らかにし、基本的施策を
明記した条例（案）の考え方を示
すものです。
　内容の詳細については、保健
センター、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。

女性弁護士による法律相談
市民相談室 89－2104

日時⇔6月22日㈯
13：00〜16：00
会場⇔プリオ５階市民相談室
内容⇔夫や恋人からの暴力、離
婚・相続問題などを対象とした法
律相談
対象⇔市内に在住の女性
定員⇔6人（先着順）
申込⇔6月10日〜18日、電話
で受付
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※地番は、1月1日現在の表記

地　　番 価格（円／㎡）
八幡町鐘鋳場８８番 94,400 
蔵子３丁目３０番２ 83,600 
新青馬町５丁目３番３外 84,000 
諏訪４丁目２６５番１ 97,800 
四ツ谷町３丁目３７番２ 93,500 
御津町広石日暮２２番１２ 69,000 
花井町２番１３ 87,500 
為当町椎木１５７番 70,000 
本野町西野添２２番 81,700 
川花町１丁目５１番 75,000 
麻生田町楠木道２０番 35,700 
萩山町３丁目４５番 103,000 
御油町後田３９番 83,900 
西豊町３丁目１２７番 89,000 
八幡町下六光寺１４番１４

（豊川西部５０街区２－２） 86,000 

平尾町下貝津６０番 44,800 
御油町井ノ口３０番外 62,700 
上長山町東新屋８７番１ 30,300 
一宮町旭１１番外 79,600 
一宮町下新切４５番４６ 75,100 
赤坂町御園２３１番外 60,900 
長沢町音羽２２番１ 51,800 
赤坂町紅里２番１ 52,900 
御津町下佐脇宮本６７番１外 55,900 
御津町御馬梅田８番２ 50,200 
伊奈町佐脇原６８５番２ 75,900 
御津町上佐脇屋敷４１番 42,200 
大橋町2丁目56番 68,000 
萩町下林２６番３外 33,500 
西桜木町２丁目６番３ 92,500 
国府町鍛冶ケ谷７番２１ 79,600 
下長山町堺８４番４外 72,000 
山道町１丁目７９番 93,200 
市田町下新屋２７番１ 79,400 
豊川町止通19番1

（豊川駅東86街区15） 104,000

諏訪３丁目１５１番外 123,000 
中央通４丁目７番 98,300 
天神町１６番外 95,000 
西本町１９番 104,000 
新栄町２丁目５番 93,100 
諏訪４丁目１９９番３外 102,000 
一宮町栄２２０番外 89,500 
南大通３丁目２８番外 102,000 
八幡町鐘鋳場２４６番外 97,000
小坂井町門並１６番外 67,200
末広通２丁目61番外 95,800
穂ノ原２丁目１番８外 43,500
本野ケ原２丁目８８番外 59,200

地価公示価格を発表 
企画政策課 89－2126

　地価公示価格は、市内に標準
地を設定し、毎年1回、1月1日
現在の価格を発表するものです。
市内の標準地の公示価格は、下
表のとおりです。

豊川消防署調べ

（　）内は前月比

◯火災と救急／4月
火災 7件
救急 732件

◯人口と世帯／5月1日現在
総数 183,814人（+47人）
男 91,631人（+65人）
女 92,183人（－18人）
世帯 72,357世帯（+240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。

東三河地区早期教育相談
学校教育課 88－8033

日時⇔7月29日㈪・30日㈫
10：00〜１５：25
会場⇔東三河県庁（豊橋市八町
通）
内容⇔発達が気になると思われ
る子どもへの支援のあり方や就
学などの教育相談
対象⇔3歳以上の未就学児と保
護者
申込⇔6月28日㈮まで、直接、
学校教育課（音羽庁舎3階）へ

男女共同参画週間
人権交通防犯課 89－2149

　6月23日〜29日は、「男女共
同参画週間」です。これに合わせ
て、市役所ロビーでパネル展示
などを実施します。男女がお互
いに尊重しながら、性別にかかわ
りなく、個性と能力を十分に発揮
することができる社会を目指し
ましょう。

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につい
て、司法書士が無料で相談に応
じます。
日時⇔7月11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⇔6月10日㈪から、電話で
受付

特別支援学校体験入学会
学校教育課 88－8033

　来年４月に小・中学校、高校に
入学予定で、障害があると思わ
れる子どもと保護者を対象に、
特別支援学校の体験入学会を
行います。また、体験入学会以外
の日も随時相談を受け付けてい
ます。
■豊橋特別支援学校

（ 0532－61－8118）
日時⇔6月26日㈬9：30〜／9
月20日㈮9：40〜
対象⇔小・中学部入学予定者と
保護者
申込⇔電話で受付
■豊川特別支援学校

（ 88－2553）
対象・日時⇔小学部入学予定者
と保護者は、7月22日㈪、9月
25日㈬9：20〜／中学部入学
予定者と保護者は、7月23日㈫
9：30〜
申込⇔電話で受付
■豊川特別支援学校本宮校舎

（ 93－0515）
日時⇔10月3日㈭9：00〜
対象⇔高等部入学予定者と保護
者
申込⇔直接、各中学校へ
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