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１　 シティセールス推進事業 Ｐ　１ 18　収入保険加入支援事業 Ｐ１２

２　 豊川産農産物普及推進事業 Ｐ　１ 19　信用保証料補助事業 Ｐ１２

３　 とよかわブランドＰＲ事業★ Ｐ　１ 20　八幡地区まちづくり整備事業 Ｐ１３

４　 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業★ Ｐ　２ 21　愛知御津駅周辺まちづくり整備事業 Ｐ１４

５　 交通安全施設整備事業 Ｐ　２ 22　公共駐車場整備事業 Ｐ１４

６　 桜ヶ丘ミュージアム展示事業 Ｐ　３ 23　赤塚山公園整備事業 Ｐ１５

７　 文化ホール公演事業 Ｐ　３ 24　豊川公園整備事業 Ｐ１６

８　 重層的支援体制移行事業★ Ｐ　４ 25　消防団員加入促進事業 Ｐ１７

９　 子育て応援金支給事業★ Ｐ　５ 26　消防車両等整備事業 Ｐ１７

10　児童発達相談センター管理運営事業★ Ｐ　６ 27　国府小学校校舎改修事業 Ｐ１８

11　給食費減免事業 Ｐ　７ 28　ＩＣＴ教育支援事業 Ｐ１８

12　民間保育所建設費等補助事業 Ｐ　８ 29　小坂井地域交流会館（仮称）管理運営事業★ Ｐ１９

13　赤坂・長沢保育園統合事業 Ｐ　８ 30　生涯学習センター管理運営事業 Ｐ２０

14　予防接種事業 Ｐ　９ 31　陸上競技場改修事業 Ｐ２１

15　禁煙外来治療費助成事業★ Ｐ　９ 32　高齢者フレイル（虚弱）対策事業 Ｐ２２

16　地域猫活動支援事業 Ｐ１０

17　就農者確保対策事業 Ｐ１１

 「元気なとよかわ　子育てにやさしく　人が集うまち」を目指した予算

一般会計は３．１％増　６６３億２千万円　過去最大

※★の事業は、本市として初めて実施する事業です。



事業費 14,723 千円 2,461 千円

　首都圏でのプロモーションを始め、豊川リレ

め、民間事業者のノウハウを活用し、メディア ーマラソン、トヨカワシティマラソン大会にお

を通じて本市の魅力を効果的に発信します。 いて、バラを始めとした豊川産農産物をＰＲす

ることで、認知度の向上を図ります。

5,000 千円

◆「とよかわブランド」を全国にＰＲします。

担当課：  秘書課 TEL：
商工観光課

さらなるプロモーションを展開することで、観

光振興と地域活性化を図ります。

0533-89-2121 担当課： 農務課 TEL： 0533-89-2138
0533-89-2140

　定住・移住、交流、関係人口の増加を図るた

に特化したメディアタイアップ冊子を作成し、

★とよかわブランドＰＲ事業

事業費

　本市の優れた地域資源「とよかわブランド」

シティセールス推進事業 豊川産農産物普及推進事業

事業費

◆メディアリレーション活動を強化します。 ◆豊川産農産物をＰＲします。
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95,051 千円

事業費 3,000 千円

担当課：  人権交通防犯課　　TEL：0533-89-2149 　　　担当課：道路河川管理課 　TEL：0533-89-2142

★自転車乗車用ヘルメット着用 交通安全施設整備事業

促進事業費補助事業

事業費

　道路における安全性の向上、交通事故の減少

　自転車乗車用ヘルメットの着用を推進し、自 を図るため、交通安全施設を整備します。　

転車乗用中の交通事故による被害の軽減を図る

ため、ヘルメットの購入経費の一部を補助しま

す。

【補助対象】

〇7歳～18歳の児童・生徒等

〇65歳以上の高齢者

※年齢は、令和３年度における満年齢

【補助額】

購入費の1/2（上限 2,000円）

【補助要件】

安全性の認証を受けたもの

例）ＳＧマーク、ＪＣＦマーク

ＣＥマーク、ＧＳマーク

ＣＰＳＣマーク 等

※本事業は愛知県と豊川市の協調補助事業です。

みんな

ヘルメットを

かぶるだリン☆

【事業内容の一例】

あんしん歩行環境整備工事

小学校区ごとに、計画的に通学路へカラー舗装

（グリーンベルト）の設置を進めます。

→令和３年度施工により、全小学校区における

設置が一通り完了します。

参考 令和２年度施工：千両小学校区通学路

©
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事業費 21,427 千円

　　　　　　

事業費 17,606 千円

 

芸能３事業、親子向け４事業及びその他１事業

を開催します。

担当課： 文化振興課 TEL： 0533-84-8411

演劇公演など、音楽４事業、演劇２事業、伝統

の展覧会を開催します。

文化ホール公演事業

◆良質な舞台公演を体験する機会をつくります。

　清水ミチコＴＡＬＫ＆ＬＩＶＥ、オンライン

　会をつくります。

　企画展明和電機や村絵図の展覧会など、美術

企画展５事業、歴史企画展３事業、合計８事業

桜ヶ丘ミュージアム展示事業

◆質の高い美術作品や歴史資料を鑑賞できる機

清水ミチコＴＡＬＫ＆ＬＩＶＥ/豊川市文化会館・大ホール

企画展「明和電機」

魚立琴

企画展「村絵図」

橋尾村絵図
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事業費 34,072 千円

★重層的支援体制移行事業

　地域の方々の複雑化・複合化した支援ニーズ

に対応する包括的な支援体制の構築を図るため、

市内１０か所の高齢者相談センター及び出張所

が福祉に関する様々な相談の窓口となり、各機

関と連携した支援や自宅訪問による支援などを

実施します。

担当課： 福祉課 TEL： 0533-89-2319

高齢者相談センター及び出張所の所在地と連絡先

圏域 電話番号 所在地 休日対応

東部 東部高齢者相談センター 0533-85-6110
東新町33-1
（県営稲荷北住宅敷地内）

第１土曜日と
翌日曜日

一宮出張所 0533-93-0801
上長山町本宮下1-1685
（いかまい館内）

なし

西部 西部高齢者相談センター 0533-88-8005
国府町下河原61の2
（西部地域福祉センター併設）

第４土曜日と
翌日曜日

音羽出張所 0533-88-5940
赤坂町狭石1
（音羽福祉保健センター内）

なし

御津出張所 0533-77-1502
御津町広石枋ケ坪88
（御津福祉保健センター内）

なし

南部 南部高齢者相談センター 0533-89-8820
山道町2丁目49
（県営牛久保住宅併設）

第２，５土曜日と
翌日曜日

小坂井出張所 0533-78-4584
宿町光道寺３５番地 ※1
（こざかい児童館内）

なし

北部 北部高齢者相談センター 0533-88-7260
平尾町親坂36
（ふれあいセンター内）

第３土曜日と
翌日曜日

代田出張所 0533-89-8070
諏訪西町2丁目158-1
（市営諏訪西住宅併設）

なし

金屋出張所 0533-85-6258
金屋元町2丁目53-1
（東部地域福祉センター内）

なし

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分
営業日：月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く）
※1　令和３年５月より、小坂井地域交流会館（仮称）内への移転に伴い、所在地が変更になります。

センター又は出張所名

各センター（出張所）に配置さ

れている「コミュニティソー

シャルワーカー（ＣＳＷ）」が

中心となって支援します。

～支援体制の構築に向けて、準備を進めていきます～一体的な
相談支援

様々な課題を抱える本人・世帯

高齢

障害

子ども

生活

困窮
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事業費 51,362 千円

担当課： 子育て支援課 TEL： 0533-89-2133

　お子様の初めての誕生日をお祝いするととも

に、子育てに奮闘する保護者のみなさまを応援

します！

★子育て応援金支給事業

◆子育て応援金（３万円）を支給します。

豊
川
市

【事業概要】

・支給額 ３万円

・対 象 誕生月の１日において、本市に住民

登録のある１歳を迎える子を養育す

る方

・期 間 令和３年度から令和５年度を予定

健やかな成長を

願っているダりそ★

みんなのお誕生日

とっても喜ばしいりコ❤

１さいっ！
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事業費 18,555 千円

子育て支援課 TEL： 0533-56-8733 担当課：

　

　現在の発達相談窓口に加え、通所による療育

を開始することにより、包括的な支援を行いま

す。

★児童発達相談センター管理運営事業

◆児童発達相談センターを開設します。

令和３年３月１日より、

発達相談窓口を御津福祉保健センター内に移転します。

※通所による療育についても、同センター内で行います。

～主な新規事業～

●児童発達支援事業（福祉型）

障害や発達の過程・特性等に配慮しながら、

日常生活における基本動作及び集団生活へ

の適応訓練を行います。

・対象年齢 年少児～就学前

・定 員 １０人

・開 所 日 月曜日～金曜日

・療育時間 ９時～１５時３０分

・通所形式 児童の単独通所

（子育てを学ぶ機会として、親子

通所を行う場合もあります）

●障害児相談支援事業

子どもや家族にとって必要と思われる福祉

サービスについて、専門の相談員が一緒に

考え、「障害児支援計画」を作成します。
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事業費 158,659 千円

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

　子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育

てを支援するため、児童の給食費を一部減免し

ます。

給食費減免事業

◆保育所等に通う児童の給食費を減免します。

きゅうしょく

おいしいね！

●事業概要●

【対象者】

豊川市に住所を有し、保育所・認定こども園・幼稚園に通

う児童

【減免する給食費の金額】

・生活保護・里親、年収３６０万円未満世帯の児童及び

１８歳未満の第３子以降の児童 →月額５，３００円

・その他の児童 →月額２，３００円

※事業費には、減免を実施することによって減少する

給食費徴収分（公立保育所）が含まれています。
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事業費 221,543 千円 738,767 千円

【園舎建設】

　社会福祉法人豊川市保育協会　桜町保育園

　社会福祉法人豊川市保育協会　豊川北部保育園

【園舎大規模修繕】

　社会福祉法人桃里福祉会　桃里保育園始め３園

担当課： 保育課 TEL： 0533-89-2274

民間保育所建設費等補助事業 赤坂・長沢保育園統合事業

事業費

◆民間保育所の建設等の費用を補助します。 ◆新たな園舎を整備します。

　老朽化した赤坂保育園と長沢保育園を統合し、

３歳未満児の受入れ拡充及び保育環境の向上を

【令和３年度】整備工事

【令和４年度】開園

図ります。

新園舎外観イメージ

桜町保育園外観イメージ

【新園舎概要】

・延 床 面 積 約１，２００㎡

・構造、階数 鉄骨造２階建

・工 期 令和４年２月竣工（予定）
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事業費 685,916 千円 500 千円

◆禁煙外来治療費の一部を助成します。

ます。

担当課： 保健センター TEL： 0533-89-0610

予防接種事業 ★禁煙外来治療費助成事業

事業費

◆ＢＣＧ予防接種を個別接種に移行します。

　これまで、原則保健センターでの集団接種と 　禁煙外来治療費（薬剤費を含む）を、１人１

してきたＢＣＧ予防接種を、令和３年度から協 回、自己負担額の１／２（上限１万円）を助成

力医療機関で実施する個別接種に完全移行しま します。

【対象者】

・禁煙治療開始から助成金の申請まで市内に住所

を有すること

・公的医療保険を適用し、所定の治療過程を完了

したこと

・禁煙治療に関し、他の助成を受けていないこと

【個別接種のメリット】

・集団接種と比較して、かかりつけ医などが

接種することにより、乳児一人ひとりへの

より丁寧な接種が可能になります

・接種日程の調整が容易になります

～今後も各医療機関と連携して、より予防接種が

受けられやすい環境づくりに努めてまいります～

【ＢＣＧワクチン】

乳児期における結核の重症化

を防ぐ目的のワクチン
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事業費 1,000 千円

担当課： 環境課 TEL： 0533-89-2141

　地域猫活動を支援するため、市内で活動を行

う団体に対し、飼い主のいない猫（野良猫）の

不妊去勢手術費用の補助を行います。

地域猫活動支援事業

◆地域猫不妊去勢手術費の補助を実施します。

地域猫不妊去勢手術費補助金

上限額：メス１頭 12,000円
オス１頭 7,000円

※補助金の交付を受けるには、事前に地域猫活動団体
の登録が必要です。

※その他、地域猫活動団体へ捕獲器の貸出しなどを実
施します。

耳先のＶ字カットは

不妊去勢手術済の目印です。

-------------「地域猫活動」とは-------------

地域で飼い主のいない猫を捕獲して不妊去勢手術を
行い、元の場所に戻した後、えさやりやトイレなどの
管理を行う活動です。

不妊去勢手術を行うことで、飼い主のいない猫の増
加を防ぎ、適正な管理を行うことで、地域における猫
のふん尿の被害などを減らすことができます。

～令和２年度に実施したＧＣＦ（ガバメントクラウドファンディング）

～にていただいた寄附金を、事業費の財源としています～

環境省推奨
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事業費 35,500 千円

◆先端技術導入費を補助します。

就農者確保対策事業 ◆農業の担い手の経営を継承し発展させる取組

　を支援します。

　地域の中心経営体等の後継者が策定する経営

◆新規就農者の経営発展を支援します。 継承後の経営発展に関する計画に基づく取組に

　新規就農者に対し、農業を始めてから経営が ついて、必要となる経費を支援します。

安定するまでに必要な資金を支援します。

　農業における作業の省力化、人手不足の解消、

負担の軽減などを図るため、「先端技術」の導

入に係る経費を補助します。

担当課： 農務課 TEL： 0533-89-2138

ドローンによる農薬散布

経営継承・発展等支援事業の概要

アシストスーツによる

作業負担の軽減
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事業費 22,000 千円 100,000 千円

担当課：  農務課 TEL： 0533-89-2138 担当課： 商工観光課 TEL： 0533-89-2140

る環境の構築を推進します。

　農業を経営する方の様々な減収リスクに対応 　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中

可能な収入保険の保険料を一部補助することで、 小企業者等が、愛知県融資制度を活用した場合

経営の安定と将来にわたり安心して農業を行え に、信用保証料補助金を交付します。

収入保険加入支援事業 信用保証料補助事業

事業費

◆農業経営の収入保険への加入を支援します。 ◆中小企業者の資金繰りを支援します。

様々な減収リスクに対応

農業経営収入保険制度の概要

補助事業の概要

【対象となる愛知県経済環境適応資金融資制度】

(1) サポート資金セーフティネット

(2) サポート資金経営あんしん

(3) サポート資金大規模危機対応

(4) 新型コロナウイルス感染症対応資金

【補助金の額】

融資金額1,000万円まで・・①

融資金額1,000～8,000万円まで・・①＋②

① ②

融資金額1,000万円 融資金額8,000万円

信用保証料×100％ 信用保証料×20％

● 補助金の額の算定方法
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事業費 802,275 千円

道路建設課 0533-89-2143
担当課：

八幡駅周辺地区
まちづくり推進室 TEL： 0533-95-0018

の立地に伴う渋滞緩和対策・交通安全対策等の

ために、道路改良工事等を実施します。

八幡地区まちづくり整備事業

　名鉄八幡駅周辺地区における大規模商業施設

豊川市民病院

出入口等改修

(都)篠束野口線
（交差点改良）

名鉄八幡駅周辺地区 位置図

大規模商業施設
立地予定地

【主な事業】

〇都市計画道路蔵子線 → 道路改良工事

〇市道蔵子白鳥線外１路線 → 道路拡幅改良工事

〇市道白鳥野畔原溝線 → 道路拡幅改良工事

〇都市計画道路篠束野口線 → 交差点改良工事

〇豊川市民病院 → 出入口等改修工事

※事業費は、渋滞緩和対策・交通安全対策等にかかる費用を計上。

名鉄八幡駅周辺地区 上空から撮影
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事業費 6,630 千円

事業費 67,000 千円

の利便性と地域拠点の魅力を高めます。

　令和３年度は、愛知御津駅前公共駐車場を拡

張する工事を行います。

担当課： 都市計画課 TEL： 0533-89-2147

　愛知御津駅周辺まちづくり整備事業にあわせ、

一体的に検討、整備を行うことで、鉄道利用者

向けて事業の進捗を図ります。

公共駐車場整備事業

ＪＲ愛知御津駅について、自由通路を含む駅の

橋上化及び駅前広場の整備を進めます。

　令和３年度は、都市計画変更及び事業認可に

愛知御津駅周辺まちづくり整備事業

　立地適正化計画における地域拠点に位置する

愛知御津駅周辺まちづくり整備事業の概要

自由通路を

含む橋上駅

駅前広場

駅前広場

御津為当線

公共駐車場

拡張予定地

公共駐車場拡張予定地

ＪＲ愛知御津駅

～パーク・アンド・ライドを推進します～
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事業費 274,763 千円

設の魅力を向上させるため、再整備を行います。

赤塚山公園整備事業

◆賑わいゾーンを中心に再整備します。

　令和５年度の開園３０周年に向けて、更に施

担当課： 公園緑地課 TEL： 0533-89-2176

ぎょぎょランド

アニアニまある

水の広場

第1駐車場

現在の赤塚山公園（賑わいゾーン）

広場の整備

水の広場再整備イメージ

【令和３年度の主な事業概要】

第１駐車場の再整備 52,000千円

水の広場の再整備（１年目） 110,000千円

広場の整備 67,000千円

【令和４年度以降の主な事業概要（予定）】

水の広場の再整備（２年目）

アニアニまある広場の再整備

芝生広場に大型遊具設置

飲食・物販施設等の整備（民間事業者）

〇小規模なイベントスペース

〇飲食・物販施設等の導入予定のエリア
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事業費 286,823 千円

　豊川公園内の施設を充実させ、利便性や魅力

スポーツ課 0533-88-8036
担当課： 公園緑地課 TEL： 0533-89-2176

　

　

　

　

豊川公園整備事業

◆豊川公園の全体を再整備します。

の向上を図り、賑わいを創出します。

こども広場、陸上競技場等外周園路のイメージ

市庭球場整備予定地

インクルーシブ遊具

再整備前の豊川公園全景

【令和３年度の主な事業概要】

陸上競技場等外周園路の整備 80,000千円

こども広場遊具等の整備 44,000千円

市庭球場の整備（１年目） 146,674千円
（※令和４年度にかけて整備します）

「誰もが遊びやすい」ことを目指した

インクルーシブな遊具を設置します。

市庭球場イメージ

～テニスコート１２面を整備します～
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事業費 565 千円

事業費 107,504 千円

消防団加入促進事業

◆消防団への加入を促進します。

　消防団ＰＲ映像を制作し、人の多く集まるイ

ベントや行事、ホームページ等で放映すること 各種行事を撮影、編集し動画を制作します。

により、消防団への加入を呼びかけます。
（上記画像はイメージ画像です）

消防車両等整備事業

　計画的な更新整備を進めることで、消防力の

強化充実を図ります。

担当課： 総務課 TEL： 0533-89-9516

水槽付消防ポンプ自動車 資材搬送車

小型動力ポンプ付積載車消防ポンプ自動車

～更新車両～

・水槽付消防ポンプ自動車（東分署）

・資材搬送車（南分署）

・消防ポンプ自動車（諏訪分団）

・小型動力ポンプ付積載車（小坂井第２分団）

出初式 一斉放水 県操法大会
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事業費 970,703 千円 46,969 千円

担当課：  庶務課 TEL：

国府小学校校舎改修事業 ＩＣＴ教育支援事業

事業費

　老朽化した校舎や設備等を改修するため、大 　児童生徒が１人１台の教育用コンピュータを

規模改修工事を実施します。 利活用するための支援や、教員のＩＣＴ活用指

導力向上研修会の実施などのために、ＩＣＴ教

育支援員を増員します。

0533-88-8032 担当課： 学校教育課 TEL： 0533-88-8033

【ＩＣＴ教育支援員の主な業務】

・市内小中学校を週１、２回巡回
・教育用コンピュータを利活用した授業の支援
・情報機器の保守管理と学習ソフトのアカウント管理等
・効果的な利活用を促すための教員研修の実施
・市内外の優れた実践やICT教育情報を各校で紹介

【工事概要】※令和３年度～令和４年度の２か年で実施

〇対象

北校舎・南校舎

〇内容

・校舎外壁、内壁及び屋上防水の改修

・教室やトイレの改修

・老朽化した各設備、備品の更新 等

〇工期

令和３年６月～令和４年１１月（予定）
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事業費 154,398 千円

　ます。

ベントを開催するとともに、市民に親しまれる

複合施設として管理運営を行います。また、現

小坂井生涯学習会館等の解体工事を行います。

　

★小坂井地域交流会館（仮称）

　　　管理運営事業

◆小坂井地域交流会館（仮称）の供用を開始し

　令和３年５月の開館に伴い、オープニングイ

担当課： 生涯学習課
小坂井支所
子育て支援課
中央図書館

TEL： 0533-88-8035
0533-78-2111
0533-89-2133
0533-85-5536

～オープニングイベント概要～
【期日】令和３年５月２日、３日（予定）

【場所】小坂井地域交流会館（仮称）

【内容】・記念式典

・小坂井中学校吹奏楽部、小坂井高校吹奏

楽部による演奏

・子ども向けイベント（甲冑試着体験など）

・各種サークル団体によるパフォーマンス

・各種展示（伊奈城趾資料、風車など）

・物販（キッチンカー、お茶会） など

外観

２階共用部

１階共用部 平面図
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事業費 211,533 千円

【施設名称】

生涯学習センター管理運営事業

◆公民館と生涯学習会館を再編します。

　令和３年４月１日より公民館４館及び生涯学 ◆生涯学習センターまつりを開催します。

習会館５館を生涯学習センターとして再編し、 　豊川、御油、牛久保、八南の４センターにお

使用料の改定などを行い、統一的な運営を開始 いて、生涯学習センターまつりを開催します。

します。 ◆施設改修等を行います。

・調理室空調設備設置工事（豊川、八南）

・EV棟増築及びトイレ等改修工事設計（牛久保）

担当課： 生涯学習課 TEL： 0533-88-8035

【使用料の改定】

・各施設、床面積に応じた統一単価とします。

・公民館は、午前、午後、夜間の時間帯貸しから、

１時間単位の時間貸しに変更します。

・生涯学習会館は、冷暖房費込みの単価とします。

改称前 改称後

豊川公民館 豊川生涯学習センター

御油公民館 御油生涯学習センター

牛久保公民館 牛久保生涯学習センター

八南公民館 八南生涯学習センター

一宮生涯学習会館 一宮生涯学習センター

音羽生涯学習会館 音羽生涯学習センター

御津生涯学習会館 御津生涯学習センター

小坂井生涯学習会館 小坂井生涯学習センター

プリオ生涯学習会館 プリオ生涯学習センター
現在の牛久保公民館 外観
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事業費 54,000 千円

陸上競技場改修事業

◆陸上競技場の改修工事を実施します。

　令和３年度末をもって期間が満了する第３種

公認を更新するため、改修工事を実施します。

担当課： スポーツ課 TEL： 0533-88-8036

「市民体育大会」の様子

豊川市陸上競技場

【陸上競技場で開催される主な大会】

・市民体育大会（開会式・陸上競技・玉入れ）

・トヨカワシティマラソン大会

・豊川リレーマラソン

・豊川市小学校運動競技大会（陸上競技）

・豊川市中学校総合体育大会（陸上競技・駅伝・サッカー）

これからも沢山の大会が

開催されて、賑わうだリン☆

ボクも心を燃やすだリン☆

～公認について～
公認競技会を開催し得る十分な精度のある、適切な施設であることを日本

陸上連盟が認定するものです。

公認競技会は、上のレベルを目指す地元選手に対し、競技力向上のための

場となります。

　　　　　-　21　-



事業費 5,020 千円

　心身の活力（運動機能や認知機能など）が低

下した状態（フレイル）を改善するため、高齢

者の保健事業と介護予防の一体的な実施体制や、

国民健康保険から後期高齢者医療制度まで切れ

目なく支援する体制を整備し、健康寿命の延伸

高齢者フレイル（虚弱）対策事業

を目指します。

　　

保険年金課
介護高齢課
保健センター

0533-89-2164
0533-89-2105
0533-89-0610

担当課： TEL：

適切な介入で

健常な状態に戻れる

最重要ゾーン

要介護状態フレイル健常高齢者

加齢

生
理
的
予
備
能
力

健康寿命

～主な事業内容～
健診結果や、医療、介護のデータを分析し、地域の健

康課題を明確にして、以下の事業を実施します。

○ポピュレーションアプローチ

（健診受診者への全体支援）

・集団健診において、フレイルのリスクの要因に応じ

た保健指導を実施します。

・健診及び歯科健診において、「フレイル予防教室」

などの対策事業につなぎ、継続して社会参加できる

機会を作ります。

○ハイリスクアプローチ

（ハイリスク者への個別支援）

・低栄養や口腔の機能低下など、フレイルのリスクの

要因が複数ある方に寄り添いながら、面接や訪問等

による保健指導を実施します。

健診会場における保健指導の様子

「野菜もたんぱく質もどっちも食べよう」

どっちーもん
（豊川市フレイル対策応援キャラクター）
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