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　藤岡・藤岡南地域のこども園、幼稚園で卒園式が行われました。３月23日に行われた中山こども園の卒園式では、園児
50人が、参列されたお父さん、お母さんへの感謝の気持ちを込めて、「ありがとう」の言葉と元気な歌声を贈りました。

　団員約40名が創立30周年を記念し、第40
団が管理するキャンプ場で記念式典を行いま
した。
　式典では、30周年を祝い、隊旗に対しスカ
ウト全員で祝声（弥栄三唱）をしました。

ボーイスカウト豊田第40団
30周年記念式典
木瀬町ほか

4.3（日）

皆さんの情報を
お待ちしております！ 〈ホームページ〉

http://www.city.toyota.aichi.jp

編集・発行／豊田市役所藤岡支所／毎月15日発行／〒470-0493  愛知県豊田市藤岡飯野町田中245／☎0565・76・2101
                E-mail ： fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp
※「ふじおか支所だより」のカラー版が

豊田市ホームページ⇒市政情報⇒地域振興部⇒藤岡支所でご覧になれます。

▶人口：19,280人（前年同月比：−153人）　
▶世帯数：7,361世帯（前年同月比：+71世帯）
▶交通事故発生件数：２件（累計：17件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：７件）
▶火災発生件数：１件（累計：４件）
※人口、世帯数令和４年３月１日現在
※事故等発生件数：令和４年２月発生分
※累計：令和３年 4 月 1 日～令和４年２月 28 日

豊田市藤岡地区のゆるキャラ
藤っ子　ふうちゃん

藤岡地区データ

※カラー版は
　こちらから確認

卒業式
中山こども園ほか

3.23（水）

匠に学ぶ木工塾！
第１回「ヒノキの間伐材でつくる壁掛け時計」
◯とき　６月24日（金）、26日（日）いずれも時間は
午前９時～午後４時（１時間昼休憩含む）　◯場所
藤岡交流館　陶芸工芸室　◯内容　ヒノキの間伐材で
時計を作る　◯定員　各日先着６人　◯対象者　成人
◯参加費　4,000円（材料費込み）当日徴収　◯持ち物
筆記用部（えんぴつ、消しゴム、ノート）、古布（ウエ
ス）、作業しやすい服装、飲み物、昼食　◯申込み
５月13日（金）午前９時半から窓口または電話

※いずれも場所は藤岡ふれあいの館
ふじまつりin藤岡ふれあいの館（ふじまつり連携事業）
◯とき　５月３日（火）～５日（木）　◯内容　藤棚
ライトアップ（３日～５日　午後６時30分～８時）、
青空ピアノ（５日　午前10時～午後３時（雨天中
止））紙飛行機大会（５日午前中　練習飛行会、５日午
後１時～　本戦）　◯問合せ　４月19日（火）午前９
時から窓口または電話

ふじおか野の花さんぽ
◯とき　５月３日（火）午前８時45分～午後１時　
◯内容　藤岡ふれあいの館からふじの回廊までウォー
キング　◯定員　25人　◯参加費　300円（食事代等
別途）　◯申込み　４月19日（火）午前９時から窓口
または電話　
ふれあいドッジボール体験会
◯とき　５月４日（水）午前９時～11時　◯内容
ドッジボールの基本とルールを学び試合をする　◯対
象　小学生　◯定員　20人　◯申込み　４月19日
（火）午前９時から窓口または電話

※朝市に出店希望の方は、広場まで問合せ
５月石畳朝市
◯とき　５月７日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『菖蒲湯』
６月石畳朝市
◯とき　６月４日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『どくだみ湯』

藤岡交流館から（☎76・1612）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）
石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

豊田市役所  市民課からのお知らせ

■内　容
市民課職員が藤岡支所へ出張して顔写真の撮影などマイナンバーカードの申請のお手伝いをします。
申請から約１か月後に、簡易書留郵便等でご自宅へカードをお送りします。

■持ち物
①本人確認書類（必須）
　Ａ１点とＢ１点か、Ｂ２点と通知カード（又は個人番号通知書）
　※いずれも有効期限内のもので原本に限る

■そのほか

●問合せ　市民課（☎34・6773 FAX37・1617　 siminka@city.toyota.aichi.jp）

・聴覚障がいのある人の事前申込 
　ファクス番号：0565−37−1617
・藤岡支所では、予約や問合せは受け付けません
・天候などにより開設を中止する場合があります

・持ち物に不備がある場合は、市役所窓口でのカード
　受取となります
・15歳未満の方は、法定代理人の同伴が必要です
・紛失などで再交付の場合は手数料がかかります

②個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書（有る人のみ）
③住民基本台帳カード（有る人のみ）

■対　象

■開設日時・事前申込
開設日時

Ａ 官公署が発行した顔写真付きのもの 運転免許証、旅券（パスポート）、身体障がい者手帳、
療育手帳、在留カード等

健康保険証、年金手帳、医療費受給者証、学生証、診察券等「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が
記載されたものＢ

５月24日（火）午前９時30分～正午、午後１時～３時

事前申込 ５月16日（月）～５月20日（金）の午前８時30分～午後５時15分に電話で
コールセンター（☎0570・083・130）※土日祝日を除く。

豊田市に住民登録している方

「マイナンバーカード出張申請窓口」を開設します
※事前申込が必要。定員に達し次第締切ります。
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今年度のわくわく事業申請団体（16団体）

　わくわく事業とは、地域資源（人材・文化・自然など）を活用し、「地域の
課題解決」や「地域の活性化」に取り組む団体に、豊田市が補助金を交付す
る仕組みです。
　地域の人たちが地域の課題解決に取り組む事業に対して、市が活動を助
成するための補助金を交付します。

令和４年度 藤岡・藤岡南わくわく事業補助金の
プレゼンテーションを開催しました

来月から支所だよりの誌面上にて、わくわく事業団体を順にご紹介します。

藤岡地域（11団体）
団　体　名 補助対象事業名

北一色の自然を愛する会

藤岡北部防災会

藤岡のシンボル「猿投山と藤
の花」を活かす心に残るふる
さとづくり事業
藤岡北部防災事業

木瀬四季の里山づくり
実行委員会 木瀬地区の里山づくり事業

藤岡飯野地区まちづくり
協議会 藤岡飯野地区まちづくり事業

ふじおかプレミアム
実行委員会 ふじおかプレミアム開催事業

藤岡石畳地区地域づくり
協議会 藤岡石畳地区地域活性化事業

藤っ子父母の会
リラリラ

藤岡を楽しむ
藤岡で育つ０歳から子と親が
つどえる場所づくり事業

藤岡わくわくミライ塾 藤岡地域の未来をたくす子ど
もたちの育成事業

城ケ根の会 地域のふれあい＆自然環境の
保全事業

迫次創会 迫ふれあいの里づくり事業

ぺんぎんむら 戸越峠周辺環境整備事業

藤岡南地域（5団体）
団　体　名 補助対象事業名

西中山自治区住みよい
地域創造活動協議会

ふじなん リアン

西中山川環境浄化・景観緑化
整備・マレットゴルフ場整備
事業
性と生に関する講座を通じて
子供の健全な育成を促す事業

グラン　デ　リメイク 着られなくなった洋服の再生
事業

藤岡歌舞伎 伝統文化の継承事業
深見農村舞台活用推進
協議会 農村舞台の活用推進事業

「わくわく事業」2次募集のお知らせ
　藤岡地域・藤岡南地域は、交付金額が予算額に達し
なかったため２次募集を行います。
　藤岡地域は「10万円超の事業」「10万円以下の事
業」ともに対象、藤岡南地域は「10万円以下の事業の
み」が対象となります。
※募集期間・選考方法等については、ふじおか支所だ
よりNo.198をご覧ください。
【問合せ】藤岡支所　地域振興担当　電話76−2102

今年度の区長会の皆さんをご紹介します

令和４年度藤岡支所 主要事業の概要

（後列左から）藤岡飯野、藤源、下川口、上川口町、木瀬､西市野 ､々
　　　　　　大岩町、石飛､北曽木、白川町、折平町､ファーツリー､三箇町

（前列左から）御作町､石畳、上渡合､迫町､北一色

藤岡地区区長会

（後列左から）田茂平、藤岡緑ケ丘、深見
（前列左から）西中山､藤営、藤岡ニューハイツ

藤岡南地区区長会

〈藤岡地区〉 敬称略

〈藤岡南地区〉

自治区名
　藤岡飯野
　藤　　源
　石　　飛
□北 一 色
○迫　　町
□御 作 町
　上川口町
　下 川 口
　木　　瀬

氏　　名
澤田　　治
杉浦　隆行
山本　盛彦
島田　　勝
中條　善朗
小出　重則
小出　和也
澤田　博文
山内　正行

自治区名
　深　　見　
□西 中 山　
◎藤　　営　

氏　　名
大山　昌史
永田　　薫
藤本　修身

自治区名
　田　茂　平
○藤岡ニューハイツ
□藤岡緑ケ丘

氏　　名
片野　一夫
鈴村　和夫
形見　和彦

自治区名
　三 箇 町
　大 岩 町
　白 川 町
　西市野々
○石　　畳
　北 曽 木
　折 平 町
◎上 渡 合
　ファーツリー

氏　　名
永井　孝晴
中根　利幸
竹中　良文
田中　博文
土谷美知男
倉田　晃人
田中　秀敏
阿垣　剛史
加藤　隆志

◎区長会長　○副会長　□監事

　藤岡支所は、引き続き地域との共働によるまちづくりを進めてまいります。つきましては、藤岡支所の主な事
業について報告します。

地域振興推進費
○地域課題解決事業費：16,344千円（事業名変更 旧地域予算提案事業 -14,986千円）

健康づくり事業、ふじおか回遊促進事業、石畳ふれあい広場魅力向上事業、安心・安全な防災事業、災害時に行動
できる人材育成事業

○地域交通推進費：91,424千円（+17,804千円）
　藤岡地域バス（ふじバス）の運行負担金など
○地域活動推進費：17,864千円（±0千円）
　観光イベント開催にかかる藤岡観光協会への補助金

○地域会議運営費：524千円（±0円）
地域会議委員への費用弁償

○地域振興事業費：46,307千円（-11,787千円）
　自治区やコミュニティ会議への交付金、自治区の集会施設の改修や備品に対する補助金など
○わくわく事業補助金：7,000千円（±0円）
　地域住民のまちづくりの活動に対する補助金

○藤岡地域核整備事業費：300千円（-96,701千円）
地域核整備完成イベント、まちづくり勉強会など

○その他：67,582千円（-4,847千円）

地域活動推進費

地域施設整備・管理費

125,632千円（前年度比+2,818千円）

53,831千円（前年度比-11,787千円）

67,882千円（前年度比-101,548千円）

藤岡支所の予算合計：247,345千円（前年度比-110,517千円）

　わくわく事業プレゼンテーションが藤岡地域で３月12日（土）、藤岡南地域で３月19日（土）に開催されました。
　今年度は藤岡・藤岡南地域あわせて16団体の申請があり、地域会議委員が厳正なる審査を行い、申請された全ての団
体の取組がわくわく事業として認められました。

　３月７日（月）に石畳小学校で行われた卒業を祝う会で、藤岡石畳ふれあい広場のマスコットキャラ
クターである「だたみん」の着ぐるみが初披露さ
れました。
　石畳小学校６年生の新たな門出を、「だたみ
ん」も一緒に祝いました。
 今後、「だたみん」の着ぐるみは、石畳ふれあ
い広場で開催される催しを中心に使用され、地域
を盛り上げていきます。

石畳小学校 卒業を祝う会で「だたみん」の着ぐるみがお披露目になりました。

３月12日 藤岡交流館

藤岡支所・藤岡交流館周辺整備事業の評価を行いました
　令和３年12月に原案を公表しました藤岡支所藤岡交流館周辺整備事業の事業評価につい
て、皆様からいただいたご意見をもとに評価を確定しましたので、公表します。
　事業評価の結果をもとに、「ふれあい豊かで賑わいのあるまち」となるよう今後のまち
づくり方策を引き続き考えていきます。
問合せ：藤岡支所　地域振興担当　電話 76−2102
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　下 川 口
　木　　瀬

氏　　名
澤田　　治
杉浦　隆行
山本　盛彦
島田　　勝
中條　善朗
小出　重則
小出　和也
澤田　博文
山内　正行

自治区名
　深　　見　
□西 中 山　
◎藤　　営　

氏　　名
大山　昌史
永田　　薫
藤本　修身

自治区名
　田　茂　平
○藤岡ニューハイツ
□藤岡緑ケ丘

氏　　名
片野　一夫
鈴村　和夫
形見　和彦

自治区名
　三 箇 町
　大 岩 町
　白 川 町
　西市野々
○石　　畳
　北 曽 木
　折 平 町
◎上 渡 合
　ファーツリー

氏　　名
永井　孝晴
中根　利幸
竹中　良文
田中　博文
土谷美知男
倉田　晃人
田中　秀敏
阿垣　剛史
加藤　隆志

◎区長会長　○副会長　□監事

　藤岡支所は、引き続き地域との共働によるまちづくりを進めてまいります。つきましては、藤岡支所の主な事
業について報告します。

地域振興推進費
○地域課題解決事業費：16,344千円（事業名変更 旧地域予算提案事業 -14,986千円）

健康づくり事業、ふじおか回遊促進事業、石畳ふれあい広場魅力向上事業、安心・安全な防災事業、災害時に行動
できる人材育成事業

○地域交通推進費：91,424千円（+17,804千円）
　藤岡地域バス（ふじバス）の運行負担金など
○地域活動推進費：17,864千円（±0千円）
　観光イベント開催にかかる藤岡観光協会への補助金

○地域会議運営費：524千円（±0円）
地域会議委員への費用弁償

○地域振興事業費：46,307千円（-11,787千円）
　自治区やコミュニティ会議への交付金、自治区の集会施設の改修や備品に対する補助金など
○わくわく事業補助金：7,000千円（±0円）
　地域住民のまちづくりの活動に対する補助金

○藤岡地域核整備事業費：300千円（-96,701千円）
地域核整備完成イベント、まちづくり勉強会など

○その他：67,582千円（-4,847千円）

地域活動推進費

地域施設整備・管理費

125,632千円（前年度比+2,818千円）

53,831千円（前年度比-11,787千円）

67,882千円（前年度比-101,548千円）

藤岡支所の予算合計：247,345千円（前年度比-110,517千円）

　わくわく事業プレゼンテーションが藤岡地域で３月12日（土）、藤岡南地域で３月19日（土）に開催されました。
　今年度は藤岡・藤岡南地域あわせて16団体の申請があり、地域会議委員が厳正なる審査を行い、申請された全ての団
体の取組がわくわく事業として認められました。

　３月７日（月）に石畳小学校で行われた卒業を祝う会で、藤岡石畳ふれあい広場のマスコットキャラ
クターである「だたみん」の着ぐるみが初披露さ
れました。
　石畳小学校６年生の新たな門出を、「だたみ
ん」も一緒に祝いました。
 今後、「だたみん」の着ぐるみは、石畳ふれあ
い広場で開催される催しを中心に使用され、地域
を盛り上げていきます。

石畳小学校 卒業を祝う会で「だたみん」の着ぐるみがお披露目になりました。

３月12日 藤岡交流館

藤岡支所・藤岡交流館周辺整備事業の評価を行いました
　令和３年12月に原案を公表しました藤岡支所藤岡交流館周辺整備事業の事業評価につい
て、皆様からいただいたご意見をもとに評価を確定しましたので、公表します。
　事業評価の結果をもとに、「ふれあい豊かで賑わいのあるまち」となるよう今後のまち
づくり方策を引き続き考えていきます。
問合せ：藤岡支所　地域振興担当　電話 76−2102
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　藤岡・藤岡南地域のこども園、幼稚園で卒園式が行われました。３月23日に行われた中山こども園の卒園式では、園児
50人が、参列されたお父さん、お母さんへの感謝の気持ちを込めて、「ありがとう」の言葉と元気な歌声を贈りました。

　団員約40名が創立30周年を記念し、第40
団が管理するキャンプ場で記念式典を行いま
した。
　式典では、30周年を祝い、隊旗に対しスカ
ウト全員で祝声（弥栄三唱）をしました。

ボーイスカウト豊田第40団
30周年記念式典
木瀬町ほか

4.3（日）

皆さんの情報を
お待ちしております！ 〈ホームページ〉

http://www.city.toyota.aichi.jp

編集・発行／豊田市役所藤岡支所／毎月15日発行／〒470-0493  愛知県豊田市藤岡飯野町田中245／☎0565・76・2101
                E-mail ： fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp
※「ふじおか支所だより」のカラー版が

豊田市ホームページ⇒市政情報⇒地域振興部⇒藤岡支所でご覧になれます。

▶人口：19,280人（前年同月比：−153人）　
▶世帯数：7,361世帯（前年同月比：+71世帯）
▶交通事故発生件数：２件（累計：17件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：７件）
▶火災発生件数：１件（累計：４件）
※人口、世帯数令和４年３月１日現在
※事故等発生件数：令和４年２月発生分
※累計：令和３年 4 月 1 日～令和４年２月 28 日

豊田市藤岡地区のゆるキャラ
藤っ子　ふうちゃん

藤岡地区データ

※カラー版は
　こちらから確認

卒業式
中山こども園ほか

3.23（水）

匠に学ぶ木工塾！
第１回「ヒノキの間伐材でつくる壁掛け時計」
◯とき　６月24日（金）、26日（日）いずれも時間は
午前９時～午後４時（１時間昼休憩含む）　◯場所
藤岡交流館　陶芸工芸室　◯内容　ヒノキの間伐材で
時計を作る　◯定員　各日先着６人　◯対象者　成人
◯参加費　4,000円（材料費込み）当日徴収　◯持ち物
筆記用部（えんぴつ、消しゴム、ノート）、古布（ウエ
ス）、作業しやすい服装、飲み物、昼食　◯申込み
５月13日（金）午前９時半から窓口または電話

※いずれも場所は藤岡ふれあいの館
ふじまつりin藤岡ふれあいの館（ふじまつり連携事業）
◯とき　５月３日（火）～５日（木）　◯内容　藤棚
ライトアップ（３日～５日　午後６時30分～８時）、
青空ピアノ（５日　午前10時～午後３時（雨天中
止））紙飛行機大会（５日午前中　練習飛行会、５日午
後１時～　本戦）　◯問合せ　４月19日（火）午前９
時から窓口または電話

ふじおか野の花さんぽ
◯とき　５月３日（火）午前８時45分～午後１時　
◯内容　藤岡ふれあいの館からふじの回廊までウォー
キング　◯定員　25人　◯参加費　300円（食事代等
別途）　◯申込み　４月19日（火）午前９時から窓口
または電話　
ふれあいドッジボール体験会
◯とき　５月４日（水）午前９時～11時　◯内容
ドッジボールの基本とルールを学び試合をする　◯対
象　小学生　◯定員　20人　◯申込み　４月19日
（火）午前９時から窓口または電話

※朝市に出店希望の方は、広場まで問合せ
５月石畳朝市
◯とき　５月７日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『菖蒲湯』
６月石畳朝市
◯とき　６月４日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『どくだみ湯』

藤岡交流館から（☎76・1612）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）
石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

豊田市役所  市民課からのお知らせ

■内　容
市民課職員が藤岡支所へ出張して顔写真の撮影などマイナンバーカードの申請のお手伝いをします。
申請から約１か月後に、簡易書留郵便等でご自宅へカードをお送りします。

■持ち物
①本人確認書類（必須）
　Ａ１点とＢ１点か、Ｂ２点と通知カード（又は個人番号通知書）
　※いずれも有効期限内のもので原本に限る

■そのほか

●問合せ　市民課（☎34・6773 FAX37・1617　 siminka@city.toyota.aichi.jp）

・聴覚障がいのある人の事前申込 
　ファクス番号：0565−37−1617
・藤岡支所では、予約や問合せは受け付けません
・天候などにより開設を中止する場合があります

・持ち物に不備がある場合は、市役所窓口でのカード
　受取となります
・15歳未満の方は、法定代理人の同伴が必要です
・紛失などで再交付の場合は手数料がかかります

②個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書（有る人のみ）
③住民基本台帳カード（有る人のみ）

■対　象

■開設日時・事前申込
開設日時

Ａ 官公署が発行した顔写真付きのもの 運転免許証、旅券（パスポート）、身体障がい者手帳、
療育手帳、在留カード等

健康保険証、年金手帳、医療費受給者証、学生証、診察券等「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が
記載されたものＢ

５月24日（火）午前９時30分～正午、午後１時～３時

事前申込 ５月16日（月）～５月20日（金）の午前８時30分～午後５時15分に電話で
コールセンター（☎0570・083・130）※土日祝日を除く。

豊田市に住民登録している方

「マイナンバーカード出張申請窓口」を開設します
※事前申込が必要。定員に達し次第締切ります。

市民課職員が藤岡支所へ出張して顔写真の撮影などマイナンバーカードの申請のお手伝いをします。


