
　障がいの特性、言語、文化、年齢などの違いから生じる課題の解消に向け、要配慮者※に関する相互理解の
促進と意思疎通の円滑化に取り組むため、「豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の
円滑化に関する条例（略称：相互理解と意思疎通に関する条例）」を制定しました。誰もが安心して自分らしく
生きられる地域共生社会の実現を目指します。
※要配慮者…障がい者、外国人、高齢者、子どもなどのうち、その人に適する意思疎通手段を用いた配慮が必要な人

１　相互理解の促進

条例の６つのポイント

パブリックコメントの結果公表

お互いを認め合
い、相手方の意
思を尊重しまし
ょう。

２　意思疎通の円滑化

相手に思いを伝えることが難し
い人もいます。その人に適した
意思疎通手段を利用しましょう。

３　「手話」は言語

手話は、音声言語とは異なる独
自の文法体系を持ち、手や指、
体の動き、表情などにより表現
される言語です。

４　みんなで取り組む

この条例は、当事者と支援者の
ためだけの条例ではありません。
みんなで取り組んでいきましょ
う。

　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、４
月１日（木）～30日（金）に、障がい福祉課、国際まちづくり推進課、市政情報コーナー、各支所・出張所、各
交流館、市ホームページで閲覧できます。
■意見募集期間　令和２年11月９日～12月８日　■意見数　190通、215件

５　行動計画の策定

条例の内容を実現していくため
に、「相互理解と意思疎通に関す
る行動計画」を定めて、取組を
推進していきます。

６　意見を聴く機会の確保

当事者が何に困っているか、意
見を聴いて取組を推進していき
ます。

問合せ

☎34・6750　FAX34・6048
✉bousai@city.toyota.aichi.jp

新しい洪水ハザードマップで
命を守る行動をとろう！01

防災対策課

ホームページ

問合せ

☎34・6604　FAX34・1528
✉shisei@city.toyota.aichi.jp

市制70周年記念誌・記念映像を
制作しました02

市政発信課

ホームページ

　洪水ハザードマップを17年ぶりに更新しました。今回作成した洪水ハザード
マップには、1,000年に１回程度の確率で発生する規模の大雨により想定される
災害リスクや命を守るための指定緊急避難場所などを掲載しています。
　各ご家庭には、お住まいの中学校区に該当するマップを配布しますので、い
ざというときに備えてご確認ください。また、防災対策課、防災学習センター
でも配布しますのでご活用ください（市ホームページからもダウンロード可）。

①マップを広げて、まずは自宅の災害リ
　スクを確認
②自分と家族の命を守るための避難行動
　を考える
③家族の誰もが見えるところに「貼る・
　吊るす・入れる」などして保管する
※マップと保管用ファイルを同時配布し
　ますので、ご活用ください

問合せ

☎34・6751　FAX33・2940
✉shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

相互理解と意思疎通に関する条例を
制定しました03

障がい福祉課

問合せ

☎34・6706　FAX34・6755
✉soumu-kansa@city.toyota.aichi.jp

おめでとう新生児お祝い金
を給付します04

総務監査課

洪水ハザードマップの活用方法

明日来るかもしれない災害に
今日から備えよう！

指定緊急避難場所を増やしました
　洪水ハザードマップの更新により、想定される浸水の深さによって開設できない指定緊急避難場所がある
ため、以下の県立高校６校を新たに指定緊急避難場所として指定しました。

加茂丘高校、衣台高校、豊田高校、豊田工科高校（旧豊田工業高校）、豊田西高校、豊田南高校

NEW

　コロナ禍で様々な負担や不安を抱える中、将来に「希望」を持って妊娠期を過ごし、子育てを行ってほしいと
いう思いから、新生児が生まれた家庭へお祝い金を給付します。

■給付対象者　出生により市内に住民登録した４月２日～来年４月１日生まれの子　
■申請・受給権者　子の父か母で、子の出生日～申請日までに市内に住所がある人
■給付額　子ども１人につき10万円
■申請方法　出生届提出後に市役所から届く申請書に必要書類を添えて郵送で総務監査課（〒471・8501、西
町３－60）　※申請期限は子の出生月の翌々月末日まで（当日消印有効）。窓口での受付は行いません

崇化館・梅坪台・浄水・朝日丘・逢妻中学校区のマップ

ホームページ

　豊田市は令和３年３月に市制70周年を迎えました。これにあわせ、本市の過去から現在までの歩
みや未来への取組をまとめた記念誌・記念映像を制作しました。70年の歩みを記録として残し、後
世に伝えていきます。
記念誌　本編（88ページ）、概要版（38ページ）
　概要版を市政発信課、各支所・出張所で希望者に配布しています（原則、１人１冊ま
で）。また、本編は市政発信課、市政情報コーナー、中央図書館で閲覧できます。
※本編、概要版は市ホームページでも公開。概要版の視覚障がい者向け音声ＣＤを、４
　月１日（木）から市政発信課で希望者に配布
記念映像　本編（約20分）、ダイジェスト版（約２分）
　市公式YouTubeチャンネル、市ホームページで視聴できます。また、４月１日（木）
から中央図書館でも視聴できます。
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　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、被害者の８割は、被害にあうまで「自分
は被害にあわない」「考えたこともない」と回答しているそうです。実際に高額な被害も発生しています。自分
や家族が被害にあわないよう十分注意しましょう。

被害にあわないためによくある手口
●「キャッシュカード」「暗証番号」などの話が出たとき
　は詐欺を疑う
●他人にはキャッシュカードを渡さない。暗証番号を
　絶対に教えない
●一旦電話を切って、警察や家族に相談する　

「あなたの口座から不正にお金が引き出
されている。確認のため警察官が自宅に
行きます」と電話。

実際に訪問し「キャッシュカードと暗証番号のメモ
を封筒に入れ保管してください。封印のため印鑑が
必要です」と説明。

被害者が印鑑を取りに行っている隙に別の封筒にす
り替えて盗みとります。

■変更点
①補助期間：令和４年３月31日（木）まで（変更前：令和３年３月31日まで）
②対象年齢：令和４年３月31日現在で65歳以上の人（変更前：令和３年３月31日現在で65歳以上の人）
　　　　　　※令和３年度中に65歳になる人は、令和３年４月１日以降に設置したもの

■そのほか
・予算の範囲内で１人１台（回）限り（令和元・２年度に交付を受けた人は不可）
・必要書類や詳細は交通安全防犯課に問合せか、市ホームページをご確認ください

詳しくは
コチラ

詳しくは
コチラ

　自転車乗車中の交通事故では、頭部の損傷により死亡に至るケースがあります。ヘルメット
を着用して頭部を保護することは、重傷化を防ぐためにとても効果的です。そのため、自転車
乗車時のヘルメットの着用を促進することを目的に、ヘルメットの購入に対する補助制度を実
施します。

後付け安全運転支援装置設置費補助制度を延長します

　高齢ドライバーのペダルの踏み間違いなどによる重大な交通事故が相次いで発生している
ことを受け、令和元年12月から開始した「後付け安全運転支援装置設置費補助制度」について、
令和３年度も実施します。なお、補助期間、対象年齢に変更がありますのでご注意ください。

補助対象者

補助金額

補助対象の
ヘルメット

購入店な
ど

　
申請方法

申請期間

市内に住所を有し、自転車乗車用ヘルメットを購入した人
自転車乗車用ヘルメット購入費用の２分の１（100円未満切り捨て）、上限2,000円
※予算の範囲内で、使用者１人につき１個限り
安全基準の認証を受けている新品の自転車乗車用ヘルメット（中古品、未使用品は対象外）
※SGマーク、JCFマークなどの認証が付いているもの
自転車乗車用ヘルメット販売店かインターネット購入
※インターネット購入の場合は、必ず下記で示す内容が明記された領収書が発行される方法で

購入してください。詳細のない領収書の場合は、補助申請できません
購入後、必要書類をそろえて、郵送か直接交通安全防犯課（〒471・8501、西町３－60）
①交付申請書兼実績報告書（市指定様式）
②領収書の原本（申請者か使用者（未成年者の場合）の氏名・領収日・領収金額・購入店・品名・
　品番が明記してあるもの）　※レシート不可
③安全基準が確認できるもの
④補助金請求書（市指定様式／押印が必要）
⑤振込口座が分かる書類（通帳の写し）
※①④は交通安全防犯課で配布か市ホームページからダウンロード
※購入日から３か月以内に申請してください
※詳細は交通安全防犯課に問合せか、市ホームページをご確認ください

来年３月31日（木）まで

問合せ

☎34・6633　FAX32・3794
✉signal@city.toyota.aichi.jp

交通安全に関する
補助制度のお知らせ05

交通安全防犯課 問合せ

☎34・6633　FAX32・3794
✉signal@city.toyota.aichi.jp

キャッシュカードをだまし取られる
被害が市内で多発しています06

交通安全防犯課

問合せ

☎34・6610　FAX36・5103
✉bijutsukan@city.toyota.aichi.jp

美術館展覧会
ボイス＋パレルモ07

美術館

５月６日（木）から自転車乗車用ヘルメット購入費補助申請を受け付けます

４月１日（木）以降に購入（注文から支払いまで含む）したものが対象

●会期
４月３日（土）～６月20日（日）
※会期中に一部展示替え有り
●開館時間
午前10時～午後５時30分

（入場は午後５時まで）
●休館日
毎週月曜日（５月３日は開館）
●観覧料
一般1,200円（1,000円）、高校・
大学生700円（500円）、中学生
以下無料
※（　）内は20人以上の団体料

金。障がい者手帳を持つ人
（介添者１人）、市内在住・
在学の高校生、市内在住の
75歳以上は無料（要証明）

●同時開催
コレクション展「ドイツと日
本の現代美術」

開催概要

　豊田市は、昨年の特殊詐欺の発
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
被害は７割）。豊田市民が狙われ
ています！

豊田市はワースト２位

　20世紀を代表するドイツ人作家ヨーゼ
フ・ボイス（1921－1986）と、その教え子
のブリンキー・パレルモ（1943－1977）の
二人展です。
　ボイスは現代美術に最も影響を与えて
いる作家のひとりです。パレルモは近年
再評価が進み世界各地で展覧会が開催さ
れています。海外の現代美術作家の作品
に触れられる注目の展覧会です。
展示予定作品　作品点数：約130点（ボイ
ス80点、パレルモ50点）

ヨーゼフ・ボイス《そして我々の中で…我々の下で…大地は下に》
1965年のアクション　Estate of Heinrich Riebesehl  

ブリンキー・パレルモ、1973年ハンブルクにて
photo: Angelika Platen 

VG Bild-Kunst, Bonn & JASPAR, Tokyo,  2021 E4044

右：ヨーゼフ・ボイス《直接民主制の為のバラ》1973年
左：ブリンキー・パレルモ《無題》1974年 gigei10蔵　

ニセ警察官

ホームページ

ホームページ
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被害にあわないためによくある手口
●「キャッシュカード」「暗証番号」などの話が出たとき
　は詐欺を疑う
●他人にはキャッシュカードを渡さない。暗証番号を
　絶対に教えない
●一旦電話を切って、警察や家族に相談する　

「あなたの口座から不正にお金が引き出
されている。確認のため警察官が自宅に
行きます」と電話。

実際に訪問し「キャッシュカードと暗証番号のメモ
を封筒に入れ保管してください。封印のため印鑑が
必要です」と説明。

被害者が印鑑を取りに行っている隙に別の封筒にす
り替えて盗みとります。

■変更点
①補助期間：令和４年３月31日（木）まで（変更前：令和３年３月31日まで）
②対象年齢：令和４年３月31日現在で65歳以上の人（変更前：令和３年３月31日現在で65歳以上の人）
　　　　　　※令和３年度中に65歳になる人は、令和３年４月１日以降に設置したもの

■そのほか
・予算の範囲内で１人１台（回）限り（令和元・２年度に交付を受けた人は不可）
・必要書類や詳細は交通安全防犯課に問合せか、市ホームページをご確認ください

詳しくは
コチラ

詳しくは
コチラ

　自転車乗車中の交通事故では、頭部の損傷により死亡に至るケースがあります。ヘルメット
を着用して頭部を保護することは、重傷化を防ぐためにとても効果的です。そのため、自転車
乗車時のヘルメットの着用を促進することを目的に、ヘルメットの購入に対する補助制度を実
施します。

後付け安全運転支援装置設置費補助制度を延長します

　高齢ドライバーのペダルの踏み間違いなどによる重大な交通事故が相次いで発生している
ことを受け、令和元年12月から開始した「後付け安全運転支援装置設置費補助制度」について、
令和３年度も実施します。なお、補助期間、対象年齢に変更がありますのでご注意ください。

補助対象者

補助金額

補助対象の
ヘルメット

購入店な
ど

　
申請方法

申請期間

市内に住所を有し、自転車乗車用ヘルメットを購入した人
自転車乗車用ヘルメット購入費用の２分の１（100円未満切り捨て）、上限2,000円
※予算の範囲内で、使用者１人につき１個限り
安全基準の認証を受けている新品の自転車乗車用ヘルメット（中古品、未使用品は対象外）
※SGマーク、JCFマークなどの認証が付いているもの
自転車乗車用ヘルメット販売店かインターネット購入
※インターネット購入の場合は、必ず下記で示す内容が明記された領収書が発行される方法で

購入してください。詳細のない領収書の場合は、補助申請できません
購入後、必要書類をそろえて、郵送か直接交通安全防犯課（〒471・8501、西町３－60）
①交付申請書兼実績報告書（市指定様式）
②領収書の原本（申請者か使用者（未成年者の場合）の氏名・領収日・領収金額・購入店・品名・
　品番が明記してあるもの）　※レシート不可
③安全基準が確認できるもの
④補助金請求書（市指定様式／押印が必要）
⑤振込口座が分かる書類（通帳の写し）
※①④は交通安全防犯課で配布か市ホームページからダウンロード
※購入日から３か月以内に申請してください
※詳細は交通安全防犯課に問合せか、市ホームページをご確認ください

来年３月31日（木）まで

問合せ

☎34・6633　FAX32・3794
✉signal@city.toyota.aichi.jp

交通安全に関する
補助制度のお知らせ05

交通安全防犯課 問合せ

☎34・6633　FAX32・3794
✉signal@city.toyota.aichi.jp

キャッシュカードをだまし取られる
被害が市内で多発しています06

交通安全防犯課

問合せ

☎34・6610　FAX36・5103
✉bijutsukan@city.toyota.aichi.jp

美術館展覧会
ボイス＋パレルモ07

美術館

５月６日（木）から自転車乗車用ヘルメット購入費補助申請を受け付けます

４月１日（木）以降に購入（注文から支払いまで含む）したものが対象

●会期
４月３日（土）～６月20日（日）
※会期中に一部展示替え有り
●開館時間
午前10時～午後５時30分

（入場は午後５時まで）
●休館日
毎週月曜日（５月３日は開館）
●観覧料
一般1,200円（1,000円）、高校・
大学生700円（500円）、中学生
以下無料
※（　）内は20人以上の団体料

金。障がい者手帳を持つ人
（介添者１人）、市内在住・
在学の高校生、市内在住の
75歳以上は無料（要証明）

●同時開催
コレクション展「ドイツと日
本の現代美術」

開催概要

　豊田市は、昨年の特殊詐欺の発
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
被害は７割）。豊田市民が狙われ
ています！

豊田市はワースト２位

　20世紀を代表するドイツ人作家ヨーゼ
フ・ボイス（1921－1986）と、その教え子
のブリンキー・パレルモ（1943－1977）の
二人展です。
　ボイスは現代美術に最も影響を与えて
いる作家のひとりです。パレルモは近年
再評価が進み世界各地で展覧会が開催さ
れています。海外の現代美術作家の作品
に触れられる注目の展覧会です。
展示予定作品　作品点数：約130点（ボイ
ス80点、パレルモ50点）

ヨーゼフ・ボイス《そして我々の中で…我々の下で…大地は下に》
1965年のアクション　Estate of Heinrich Riebesehl  

ブリンキー・パレルモ、1973年ハンブルクにて
photo: Angelika Platen 

VG Bild-Kunst, Bonn & JASPAR, Tokyo,  2021 E4044

右：ヨーゼフ・ボイス《直接民主制の為のバラ》1973年
左：ブリンキー・パレルモ《無題》1974年 gigei10蔵　

ニセ警察官

ホームページ

ホームページ
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