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問合せ

「転車の安全で適正な利
元気アップ教室」
自
用の促進に関する
仲例を制定しました
間を集めて実施しませ ん か ？
条

交通安全防犯課
☎34・6633

ホームページ

自転車利用者の交通安全意識の向上や自転車事故による被害者の保護を図るため、
「自転
車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。一人一人が自転車の安全利
用について理解を深め、市民が安心して暮らせるまちの実現を目指します。
条例のポイント
１

４

自転車交通安全教育の充実

関係機関や関係団体と協力しながら、自転車利用
者への教育・啓発の機会を充実します。地域、家庭、
職場、学校でも交通安全教育を実践しましょう。

２

自転車利用時の交通ルールの遵守

歩道での歩行者優先、酒気帯び運転や傘さし運転
の禁止、携帯電話などを操作しながらの運転やイヤ
ホンなどを使用して周囲の音が聞こえない状態での
運転の禁止、前照灯の点灯など、ルールをしっかり

自転車損害賠償保険などへの加入を義務化
（10月１日から）

近年、自転車側が加害者となる事故が多発してい
て、高額な賠償命令が出る事例があります。被害者
救済や経済的負担の軽減のため、自転車損害賠償保
険などに加入しましょう。
５

自転車安全利用推進強化地区の指定

自転車利用者への啓発を重点的に行う地区を指定
します。自転車を安全に利用しましょう。
自転車保険について
各保険会社などで販売している自転車保険を

守りましょう。

はじめ、自動車保険、火災保険、団体の共済、
３

ヘルメット着用と自転車の定期的な点検・
整備の促進

自分の身を守るためにも、自転車に乗るときはヘ
ルメットを着用しましょう。また、安全に乗るため
に自転車の点検・整備をしっかり行いましょう。

●パブリックコメントの結果公表
条例の制定にあたりパブリックコメントを実施
しました。寄せられた意見の要旨と市の考え方な
どは、５月１日（金）～29日（金）に交通安全防犯課、
市政情報コーナー、各支所・出張所、市ホームペ
ージで閲覧できます。
意見募集期間／令和元年11月15日
～12月14日
意見数／247通、267件
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クレジットカードなどに付帯さ
れているもののほか、自転車安
全整備店で点検・整備（有料）す
ると付帯されるもの（ＴＳマー
ク）があります。まずは、自身
の加入状況を確認しましょう。

ＴＳマーク

＜主なご意見＞
違反者の取締りはできるのか

条例には罰則規定を設けていないのでできませんが、
警察と協力しながら指導・啓発を行っていきます。
自転車教育を実践してほしい

交通安全学習センターはじめ、自転車販売店、事業
所、学校や保護者などそれぞれの立場から安全な利
用を進める体制を整えていきます。
自転車の点検の頻度は

条例には「定期的に」と規定していますが、安全に利
用するため、１年に１度は実施しましょう。
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03

「 元 気アップ教室」
子ども医療費助成の対象者が高校生世代、
仲 間 を集めて実施しませんか ？
大学生などに拡大しました

問合せ

福祉医療課
☎34・6743

ホームページ

市では、これまでも子育て支援として中学校卒業までの子どもの医療費助成を行ってきましたが、さらに若
者世代の医療に関する経済的負担を軽減するため、４月１日から高校生世代、大学生などまで助成対象者を拡
大しました。
医療費受給者証は発行しませんので、助成を受けるには、医療費を一旦医療機関で支払った後に市への申請
が必要です。なお、加入している健康保険組合などから「限度額適用認定証」
（※１）を発行してもらうと医療機
関で支払う自己負担額を一定の限度額までおさえることができます。
高校生世代

大学生など

対象者
（※２）

16歳になる年度の４月１日～18歳になる年度
の３月31日に豊田市に居住し、住民登録があ
る人（高等学校などに在学していない人も対
象）

助成内容

入院にかかる診療分で医療機関の窓口で支払った額（食事代、差額ベッド代、高額療養費など
は除く）

申請方法

医療機関へ医療費の支払い後に、必要書類を揃えて受給者から市へ申請（※４）

必要書類

①
②
③
④
⑤
⑥

医療費の領収書
健康保険証
振込先口座の分かるもの
認印（スタンプ印不可）
限度額適用認定証（持っている場合）
加入する健康保険組合などからの高額療養
費などの支給決定通知書（支給がある場合）
（※５）

19歳になる年度の４月１日～24歳になる年度
の３月31日に豊田市に居住し、住民登録があ
る人（大学等（※３）
に在学しており、税法上
の被扶養者。扶養者がいない場合は、本人の
前年の所得が税法上の扶養の範囲内の人）

左記の①～⑥に加えて以下のもの
・入院期間中に在学していたことがわかるも
の（在学証明書など）
（※６）
・扶養者が市外在住の人は、扶養者が確認で
きる源泉徴収票など（※７）

申請期間

医療費の支払いをしてから５年間

申請場所

福祉医療課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

※１ 「限度額適用認定証」の発行手続きは、加入する健康保険組合などに問い合わせてください
※２

住民登録が豊田市にあっても、実際に豊田市内に居住していない人は対象となりません。また、転入し
た人は転入の届出が遅れると助成を受けられない場合があります

※３

大学等とは、大学院を除く大学、短期大学、高等専門学校、専修学校などです

※４

医療機関に入院中でも医療費の支払いが済んでいる期間は申請できます。ただし、助成の申請は入院し
た月ごとの支払いをまとめて申請してください

※５

通知が届くまでには数か月かかります。高額療養費などの支給の有無・時期などは、加
入する健康保険組合などに問い合わせてください。学校活動時のけがなどによる入院は、
学校で加入している給付制度が優先されます。事前に学校へ相談してください

※６

退院（助成申請期間）後に発行された証明書に限ります。学生証は証明書にはなりません

※７

扶養者が豊田市内に居住している場合は、扶養者の同意があれば助成対象者が被扶養者
であるかを申告内容から確認できるため、源泉徴収票などは必要ありません
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マイナンバーカードの取得はお
早めに！
「 元気アップ教室」

マ
仲 イナポイント事業が始
間を集めて実施しませ ま
んり
かま
？す

問合せ

行政改革推進課
☎34・6652

普段の買い物で使える“マイナポイント”事業が始まります！

ホームページ

マイナンバー PR キャラクター
マイナちゃん

マイナンバーカードを取得し、○○ペイなど民間キャッシュレス決済サービスでマイナポイ
ントを申し込んでチャージやお買い物をすると、国からマイナポイントがもらえます。
マイナポイント利用までの流れ
①マイナンバーカー ②マイナポイントの ③マイナポイントの ④マイナポイントを ⑤マイナポイントを
利用（９月から）
予約
ドを取得
申込み（７月から） 付与（９月から）
カードができるまで１ マイナポイントアプリ マイナポイントを付与 選択したキャッシュレ
スサービスでチャージ
をダウンロードすれば、したい民
か月ほどかかります
などをすると、25㌫
スマートフォンで手続 間キャッ
のポ
（最大で5,000円分）
シュレス
きできます
イントが付与されます
決済サー
App Store、Google ビスを１
ポイントの利用時期
Playで「マイナポイン つ選択し
が近づくと、窓口の
申し込み
ト」を検索！
混雑が予想されます
ます

月～金曜日：午前９時30分～午後８時／土・日曜日、祝日：午前９時30分～午後５時30分

マイナンバーカードに関するお知らせ

取得したマイナポイン
トは、普段のお買い物
で利用可能です

※買い物時にはマイナンバ
ーカードは使用しません

※12月29日～翌年１月３日を除く

●問合せ

■マイナンバーカード申請のお手伝いをしています
とき／月～金曜日午前８時30分～午後５時15分（祝日、年末年始を除く）
第２・４土曜日午前９時～午後５時
ところ／マイナンバー交付窓口（南庁舎１階）

市民課（☎34・6773）
マイナンバーカードの
申請に関することは
こちら

※６月１日（月）から東庁舎６階に移動します
そのほか／持ち物などは市ホームページなどで事前にご確認ください
■マイナンバーの通知カードが廃止されます
５月25日（月）
（予定）から通知カードの交付、再交付、記載事項変更の手続きが
できなくなります。出生などで新たにマイナンバーが通知される場合は、
「個人番
号通知書」によります。
※今後マイナンバーを証明する場合は、マイナンバーカードかマイナンバー入り
の住民票が必要になります。氏名・住所などに変更がない場合や正しく変更手続
きをしている場合、通知カードは引き続き使用できます。「個人番号通知書」や「氏名・住所などの変更手続
きをしていない「通知カード」」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません
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問合せ

「 元 気アップ教室」
他人事じゃない！キャッシュカードを
仲 間 を集めて実施しませんか ？
だまし取られる被害が多発しています

交通安全防犯課
☎34・6633

ホームページ

詐欺被害、自分は大丈夫と思っていませんか？愛知県警によると、
「特殊詐欺を知っていた。自分は大丈夫」
と思っている人が被害にあっています。自分や家族が被害にあわないよう十分注意しましょう。
よくある手口

被害にあわないために
●「キャッシュカード」
「暗証番号」などの話が出たと

あなたのカードが不正に使われ
た。証拠品として預かる。

きは詐欺を疑う
●他人には、キャッシュカードを渡さない。暗証番

① ニセ警察官
医療費の還付がある。あなたの
カードは古いので手続きができ
ない。新しいカードに交換する。

③ ニセ百貨店店員など

号を絶対に教えない
●いったん電話を切って、警察や家族に相談する
② ニセ市役所職員

あなたのカードが不正に使われ
ている。個人情報が漏れている。
あなたの預金を保護する。

豊田市はワースト２位
豊田市は、昨年の特殊詐欺（振
り込め詐欺など）の発生件数が、
県内の市ではワースト２位です
（うちキャッシュカードの被害

警察官などを装った電話の後、金融機関職員など
を名乗って自宅を訪問し、カードをだまし取ります。
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は４割）。
豊田市民が狙われています!!

市内の観光情報発信拠点
「とよたびステーション」好評展開中！

問合せ

商業観光課
☎34・6642

ホームページ

「とよたびステーション」は、コンビニエンスストアなど市内12か所で展開する豊田市の観光情
報発信拠点です。観光パンフレットを設置し観光情報を発信するほか、市内の特産物を販売して
います。ふるさとの再発見や帰省時のお土産選びなどにお役立てください。
運営店舗一覧
セブン-イレブン豊田市市木町店

市木町

セブン-イレブン豊田市中金町店

中金町

セブン-イレブン豊田市明和町３丁目店

明和町

セブン-イレブン豊田市篠原町上り花店

篠原町

セブン-イレブン豊田市足助町店

足助町

JAあいち豊田グリーンセンター松平店

特産物を幅広く取り扱っています

松平志賀町

JAあいち豊田グリーンセンター藤岡店 New
JAあいち豊田農業振興部産直プラザ

グルメガイドもあります

のぼりが目印

西中山町
西町

New

ローソン豊田志賀町店

志賀町

ファミリーマート豊田力石町店

力石町

ファミリーマート豊田志賀町店

志賀町

ファミリーマート鞍ケ池PA店

矢並町

※営業時間・特産物取扱数は各店舗によって異なります
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