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● 当日の投票

　衆議院議員総選挙は、平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙で当選した議員の任期満了（令和３年10月
21日）または衆議院の解散に伴い、今秋に実施されます。※投票日は、報道などによりご確認ください
●投票ができる人
　投票日現在で満18歳以上の日本国民　※豊田市の選挙人名簿に登録されている必要があります

　当日の投票所、期日前投票所に来られない人は、不在者投票制度を利用してください。
　①仕事先、旅行先の市区町村での不在者投票
　②入院中・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
　③郵便などによる不在者投票（あらかじめ郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。交付には一
　　定の要件があります）

■時　間　①挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・松平・藤岡地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後８時
　　　　　②小原・足助・下山・旭・稲武地区の投票所
　　　　　　午前７時～午後６時
■ところ　入場券に記載された指定投票所か共通投票所（T‒FACE Ａ館 ９階）※１

　　　　　 ※１　共通投票所は当日の指定投票所に関係なく、誰でも投票ができます
                     　（稲武地区を除く）。時間は午前10時～午後６時
■持ち物　入場券

● 期日前投票

～新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします～

共通投票所

・投票所に来場の際はマスク着用、アルコールによる手指の消毒にご協力ください
・場内では周りの人と一定の距離を保ってください
・発熱がある場合など体調が悪い人は、受付で係員に申し出てください
・鉛筆やシャープペンシルを持参し投票用紙に記入することができます
・当日の投票所の混雑を避けるため、期日前投票を積極的に活用してください。土・日曜日は混雑が予
　想されるため、できるだけ平日にお越しください

● 不在者投票

めいすいくん

■時　間　①市役所（南庁舎１階）、高橋・上郷・高岡・猿投・松平・稲武支所※２、
　　　　　　藤岡交流館
　　　　　　（市役所は、南庁舎で実施します。南庁舎地下駐車場を利用してください）　　　　　　
　　　　　　投票日の前11日間　午前８時30分～午後８時
　　　　　②小原・足助・下山・旭支所、T‒FACE Ａ館 ９階※3

　　　　　　投票日の前７日間　午前８時30分～午後７時
　　　　　※２　稲武地区の人が、期日前投票をできるのは、稲武支所のみ
　　　　　※３　T‒FACE Ａ館 ９階は午前10時～午後７時 　　　　
■持ち物　入場券（裏面の宣誓書をあらかじめ記入しておいてください）
■そのほか　バスを活用した移動期日前投票所（足助病院、愛知工業大学、中京大学、愛知学泉大学）は、車内に
　　　　　おける３密の発生とそれに伴う感染防止対策が困難なことにより、今回は実施しません。

　市内における新型コロナウイルス感染症の感染動向をみると、緊急事態宣言発出中の８月は、同様に緊急事
態宣言が発出されていた５月と比べ、感染者数が大幅に増加しました。また、年代別では、60歳以上の割合が
著しく減少し、20～30歳代の割合が増加しました。
　これらは、感染力の強い変異株に置き換わりが進んでいることや、５月から始まったワクチン接種において
60歳以上の８割を超える人が既に接種を終えていることなどが要因と考えられます。
　ワクチン接種をすることで、感染や発症の確率を大きく減らすことができます。また、感染や発症した場合
でも症状のある期間が短くなったり、重症化を防いだりする効果も期待できます。

　医療機関での個別接種を希望する人は、各医療機関に予約の可否
をお問い合わせください。
　既に新型コロナウイルスワクチンを接種した人も、接種していな
い人も感染を拡大させないための感染防止対策に改めてご協力くだ
さい。

　豊田市では、10月末をめどに希望する市民が接種できるよう計画しています。集団接種を希望する人は、10
月10日（日）までに１回目の接種を済ませる必要がありますので忘れずに予約してください（10月10日（日）の接
種予約は10月７日（木）まで。予約枠が定員に達した時点で受付を終了します）。

≪新型コロナウイルス感染症の新規感染者年代別割合（８月・５月）と年代別接種率（９月１日時点）≫

徹底してほしい３つの基本的な取組
感染しない・感染させない

①マスクの正しい着用
②手洗い・手指の消毒
③「３密」の回避※新型コロナウイルスワクチン接種の詳細については、市ホームページで

ご確認ください

年代別接種率（９月１日時点）新型コロナウイルス感染症の新規感染者年代別割合

気になる！　新型コロナウイルスワクチンQ＆A
（厚生労働省コロナワクチンナビ「新型コロナワクチンQ＆A」（９月10日時点）などを基に作成）

Q　新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか
A　原則として、新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチン（インフルエンザや高齢者用肺炎
　　球菌な

ど）は、同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから２週間後に接種できます。
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02
「元気アップ教室」
仲間を集めて実施しませんか？
公共交通をかしこく使って、
快適な移動を！

　10月から、高齢者割引定期券「おでかけパス70」の販売を開始します。この機会に、バスを使ったお出かけを
検討してみてはいかがでしょうか。

■販売開始日　10月１日（金）　※定期券の購入には、事前に「購入証」の申請が必要です
■対象　　　　市内在住で70歳以上の人
■対象路線　　とよたおいでんバス全12路線（地域バス、名鉄バスは対象外）
■金額　　　　１か月券／3,000円　　　２か月券／5,500円　　　３か月券／8,000円
　　　　　　　※１か月券の場合、300円区間を往復で週２回利用すると1,800円お得です

●おいでんバスの乗り方

●タクシーもお得に利用できます！
　運転免許証返納者は、タクシーがお得に乗車
できます。
■対象者　70歳以上で運転経歴証明書を持って
　　　　　いる人
■内容　タクシー運賃１割引
※詳細は、各タクシー会社に問い合わせてください

●名鉄バスの利用は、シルバーパス65、ゴール
ドパス70がお得です
■対象者　65歳以上
■利用可能路線　名鉄バス全路線
■金額　シルバーパス65：１か月　6,000円から
　　　　ゴールドパス70：１か月　5,000円から
※詳細は、名鉄バスホームページか名鉄バス豊
田営業所（☎32・1371）に問い合わせてください

④運転席横の運賃箱に整理券と運賃を入れる
かＩCカードをタッチ　※「おでかけパス70」
を持っている人は、乗務員に見せてください

③降りるバス停の案内が流れたらブザーを押
す　※バスが完全に停車してから席を立って
ください

②後ろのドアから乗車し、整理券を取るかＩ
Cカードをタッチ　※「おでかけパス70」を持
っている人は、整理券を取ってください

①行先表示を見て、行き先を確認

⑤前のドアから降車

　　　　交通政策課
☎34・6603　FAX33・2433
✉koutsu@city.toyota.aichi.jp03

■公共交通の人口カバー率は８割以上！
　市内では、名古屋鉄道（三河線、豊田線）、愛知環
状鉄道、リニモが運行しており、計26駅あります。
　また、バスは市中心部から放射線状にとよたおい
でんバスと名鉄バスが運行、各地域では地域バスが
運行しています。
　市域は918.32平方キロ㍍と広大ですが、豊田市の公
共交通の人口カバー率※ は８割を超えており、皆さ
んの生活を支えています。
※鉄道駅半径1,000ｍ、バス停半径500ｍで算出

■豊田市のコミュニティバス
　とよたおいでんバスと地域バスがあり、地域の特
性や移動の目的に沿った運行サービスを展開してい
ます。

とよたおいでんバス　
お得な高齢者向け定期券の販売を開始します！

市内の主要拠点を結ぶ 
基幹的公共交通

問合せ

写真提供：名古屋鉄道

とよたおいでんバス 地域バス

特徴

運行
方式

運賃

住民が運営に参加しな
がら地域（コミュニテ
ィ）内を運行

100～600円 
※快速いなぶは別料金体系

定時定路線※1

100～300円

定時定路線　曜日限定運行
デマンド方式※2

タクシー車両の活用

■バスの現状と新型コロナウイルスの影響
　通勤・通学でのバス利用が定着してきたことで、
コミュニティバスの利用者数は年々増加し、令和元
年度は約290万人が利用しました。しかし、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により、令和２年度の利用
者は前年度に比べ約３割減少しました。また、令和
２年度の運行経費は約16億円であるのに対し、運賃
などによる収入合計は約５億2,000万円で、残り約10
億8,000万円は市が負担している状況です。

■みんなで支える公共交通
　バスを運行するためにはたくさんの経費がかかり
ます。そのため利用の少ない路線は運行維持につい
て見直しをする必要が出てきます。今はバスを利用
していなくても、将来自動車の運転が難しくなりバ
スを必要とする日がくるかもしれません。生活に欠
かせないバスを存続していくためには、より多くの
皆さんにご利用いただくことが必要不可欠です。

※１　決まった時刻に決まったルートを運行する方式
※２　利用者からの予約に応じて時刻やルートを設定する
　　　方式

アルコール消毒や窓を
開けた状態での換気運
行、換気扇の設置など
感染症対策を徹底し、
安心して利用いただけ
るよう努めています！

申請方法

市から購入証が送付される
市から氏名や発行番号などが
記載された購入証が送付され
ます。

定期券を購入する
方法①セブン ─イレブンのマ
ルチコピー機に必要事項を入
力
方法②ウェルカムセンターコ
ンテナーｎ６（名鉄豊田市駅
前）の窓口で、購入証を提示
し、定期券を購入

購入証の発行を申請する
方法①市ホームページの申込
みフォームに必要事項を入力

方法②電話で交通政策課

※利用開始日のおおむね１週
　間前までに申請してくださ
　い

※購入証のみでは、バスに乗
　車できません
※申込状況などにより送付ま
　でに時間がかかる場合があ
　ります

申込みフォーム

※愛知県内のセブン ━ イレブ    
　ン全店舗で購入可能です！

HP番号／1045619
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02
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問合せ

04
国際まちづくり推進課 問合せ

05
豊田市・デトロイト市姉妹都市提携
60周年記念事業を実施します

　豊田市と米国デトロイト市は、「クルマのまち」が縁で、昭
和35年9月に姉妹都市提携を結びました。
　これまで両市の間では、桜の苗木の贈呈やシベリアタイガ
ーの受贈をはじめ、豊田市ジュニアマーチングバンドとデト

ロイトシンフォニーオーケストラが互いの市で公演を行ったり、デトロイト市
長を豊田おいでんまつりに迎えたりするなど、多方面で交流の輪を広げてきま

した。中でも昭和40年から始まった交換学生事
業は、両市の交流の中心的な事業として半世紀
以上過ぎた今も継続しており、25回の派遣・受
入を通じて相互理解と友好を深めています。
　両市の姉妹都市提携は、令和２年度に60周年を迎えました。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により延期となっていた記念事業を開催しますので、ご参加
ください。

●交換学生OBによる記念講演

■と　き　10月16日（土）午後１時～２時
■ところ　産業文化センター
■講　師　中根猛氏（交換学生第１期生。元外交官）
■内　容　当時のデトロイト市での経験やその後の
人生に与えた影響などについての話
■定　員　会場・オンライン各先着50人
■申込み　10月５日（火）午前８時30分か
ら市ホームページの申込みフォームに必
要事項を入力か申込書をＥメール、ファ
ックスか直接国際まちづくり推進課

●米国デトロイト市へGO！パスポートdeスタンプラリー

　まちなかをスタンプラリーで回りながら、これま
でのデトロイト市との交流の歴史に触れるとともに、
米国を感じてみませんか。
■と　き　10月１日（金）～24日（日）
■ところ　豊田市駅周辺
■内　容　デトロイト市の名所・旧跡の雰囲気を感
じるとともに、姉妹都市交流の軌跡をたどるスタン
プラリー（参加記念品有り）
■申込み　ウェルカムセンターコンテナーｎ６で参
加申込み。申込み時に台紙などをお渡し　※月曜日
は休み

デトロイト市の風景

　デトロイト市は、米国きっての古都です。19
世紀以降は、ヘンリー・フォードによって自動
車工場が建設され、自動車産業のまちとして知
られています。また、博物館や美術館、スポー
ツなど、見どころ豊富なまちでもあります。

申込みフォーム

メジャーリーグ　デ
トロイト・タイガー
スの本拠地コメリカ
パーク

デトロイト市の中心部
とフルオートの交通網

なかねたけし

☎34・6963　FAX34・6681
✉kokusai@city.toyota.aichi.jp

来て、見て、体験、ものづくり！
WEB わくわくワールド

ものづくりサポートセンター
☎47・1260　FAX47・1262
✉monozukuri@city.toyota.aichi.jp

特設サイト

　わくわくワールドは、子どもたちがものづくりやクル
マづくりを体験できるイベントです。今年もＷＥＢサイ
トで楽しめる企画を多数用意しました。家族・友達と一
緒に、ものづくりのまち・とよたを満喫しよう！

■と　き　11月20日（土）～12月５日（日）
■申込み　10月15日（金）～31日（日）にＷＥＢわ
くわくワールド特設サイトから応募
※一部申込みが不要な企画もあります
※予告なく内容を変更することがあり
　ます

つくってみよう
わくわくさんでおなじみ

「くぼたまさと親子工作教室」
身近なもの
で作ってす
ぐに遊べる
工作をして
みよう。

30のものづくり体験コン
テンツ
簡単な工作から時間をか
けて作るもの
まで、様々な
ものづくりを
体験しよう。

それいけ！自動運転てんとう虫号
エンジニアによるオンライン教室で
自動運転に挑戦しよう。

問合せ

06
企画展「ホー・ツーニェン 百鬼夜行」
を開催します

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

　美術館では、シンガポール出身の作家ホー・ツーニ
ェンが制作するアニメーションを中心とした映像作品
の展覧会を開催します。この展覧会では、奇怪で滑稽
な妖怪たちが、闇のなかを練り歩きます。
　人々がその存在を信じなくなるにつれ徐々に日常生
活から姿を消していった妖怪、それ以降の戦争、現代
の日本の文化、これらが交わることで日本の複雑な歴
史や精神史を表現した作品です。

●会期
　10月23日（土）～来年１月23日（日）
　※月曜日（来年１月10日は開館）、12月27日（月）
　～来年１月４日（火）は休館
●開館時間
　午前10時～午後5時30分（入場は午後５時まで）
●観覧料
　一般1,000円（800円）、高校・大学生800円（600円）、
　中学生以下無料　※（　）内は前売り、20人以上
　の団体料金。障がい者手帳を持っている人（介
　添者１人）、市内在住・在学の高校生と市内在住
　の75歳以上は無料（要証明）
●前売り券
　10月22日（金）までT‒FACE Ｂ館 ２階インフォ
　メーションカウンターで販売
●同時開催
　コレクション展：絶対現在

開催概要

下：ホー・ツーニェン近影
　　Photographed by Matthew 
　　Theo 2017

左：ホー・ツーニェン≪百鬼夜行≫　
　　2021年ⓒHo Tzu Nyen　

クルマづくりお仕事体験

ひゃっきやこう

（平成30年度の豊田市から
　デトロイト市への交換学生）

（令和元年度のデトロイト市から
　豊田市への交換学生）

ホームページホームページ

ホームページ

※10月22日（金）まで展示替えのため休館します。休館中の問合せは☎34・6748

見てみよう
こども乗りものデザイン展

アイデアコンテスト

小学生が描いた「み
んなを笑顔にする乗
りもの」を見てみよ
う。

「誰かを幸せにする」
たくさんのアイデア
を見てみよう。

わくわくワールド 検 索
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　添者１人）、市内在住・在学の高校生と市内在住
　の75歳以上は無料（要証明）
●前売り券
　10月22日（金）までT‒FACE Ｂ館 ２階インフォ
　メーションカウンターで販売
●同時開催
　コレクション展：絶対現在

開催概要

下：ホー・ツーニェン近影
　　Photographed by Matthew 
　　Theo 2017

左：ホー・ツーニェン≪百鬼夜行≫　
　　2021年ⓒHo Tzu Nyen　

クルマづくりお仕事体験

ひゃっきやこう

（平成30年度の豊田市から
　デトロイト市への交換学生）

（令和元年度のデトロイト市から
　豊田市への交換学生）

ホームページホームページ

ホームページ

※10月22日（金）まで展示替えのため休館します。休館中の問合せは☎34・6748

見てみよう
こども乗りものデザイン展

アイデアコンテスト

小学生が描いた「み
んなを笑顔にする乗
りもの」を見てみよ
う。

「誰かを幸せにする」
たくさんのアイデア
を見てみよう。

わくわくワールド 検 索
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