
問合せ

01
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎34・6975　FAX34・6929
※午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日も受付） 02

「元気アップ教室」
仲間を集めて実施しませんか？
11月９日～15日は秋の火災予防運動期間
火災に注意しましょう

予防課

02

　11月９日（火）～15日（月）は、秋の火災予防運動期間です。住宅火災では、高齢者が亡くなることが多く、今
後高齢化が進むことにより、ますます増加することが懸念されます。昨年中に住宅火災で亡くなった高齢者は
３人で、今年に入ってからも１人が亡くなっています（９月末時点数値）。

　住宅用火災警報器（住警器）は、住宅火災による死者を減らすため、平成18年から新築の戸建住宅など
に、平成20年から既存住宅に設置が義務付けられました。古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、
火災を感知しない恐れがありとても危険です。10年を目安に住警器本体の交換をしましょう。

点検　６か月に１回程度本体の押ボタンか引きひもで作動確認を行いましょう。
掃除　本体内部に水が浸入しないよう、家庭用中性洗剤を浸して十分絞った布で軽く拭き取りましょう。

　火災が発生しやすい時季を迎えます。火災による被害や高齢者などを中心とする死傷者の低減につなげるこ
とを目的に、防火訓練などの取組が行われますので、積極的に参加してください。火災による被害を最小限に
するため、まずは自宅の住宅用火災警報器、火気取扱い状況、電気コード配線、家のまわりなどを点検し、常
日頃から住宅防火に取り組みましょう。

防火意識を高めましょう

　市と消防設備士会が協定を結び、住警器を販売しています。市内に
限り配送（送料、代引手数料が必要）や出張取付け（有料）の対応ができ
ます。
申込み／電話で管工事業協同組合（☎32・5300）

日頃のお手入れを忘れずに ※必ず取扱説明書を読んでください

住警器を購入するには？

住宅用火災警報器10年たったらとりカエル

住宅用火災警報器
モクモクピートくん

住宅用火災警報器交換啓発キャラクター
とりカエルくん

住宅防火　いのちを守る10のポイント
４つの習慣
　１．寝たばこは絶対にしない、させない
　２．ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
　３．こんろを使うときは火のそばを離れない
　４．コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
６つの対策
　１．火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する
　２．火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
　３．火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテンは、防炎品を使用する
　４．火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく
　５．高齢者や身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
　６．防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

☎35・9703　FAX35・9719
✉shoubou-yobou@city.toyota.aichi.jpホームページ

新型コロナウイルスワクチン接種に
関するお知らせ

　豊田市では、10月末までに希望する市民がワクチン接種できるよう集団接種や個別接種、職域接種などによ
り接種を進めてきました。その結果、10月末時点で接種対象者（12歳以上の市民）の約８割の人に接種していた
だきました。医療機関や医療従事者、事業所、団体、運営スタッフなどワクチン接種にご支援、ご協力いただ
いた多くの皆様にお礼申し上げます。
　10月末をもって集団接種は終了しましたので、今後、新たに12歳の誕生日を迎える人を始め、11月以降に接
種を希望する人は、個別接種により接種してください。なお、接種可能な医療機関は、市ホームページやコロ
ナワクチンナビ（厚生労働省）で確認してください。

　国では、ワクチンの追加接種（３回目接種）について検討が進められています。今後、国の動向を踏ま
え、豊田市でも準備を進めていきます。
　詳細が決まり次第、広報とよたや市ホームページなどでお知らせします。

ワクチンの追加接種（3回目接種）について

Q　子どもへのワクチン接種の効果はありますか
Ａ　子どもへのワクチン接種は、大人と同様に大きな効果があるとされています。ただし、接種するか

どうかは任意ですので、メリットとデメリットを本人と保護者が十分に理解した上で判断してくだ
さい。不明な点がある場合は、かかりつけの医療機関などに相談してください。

　　　【ワクチン接種のメリット】
　　　・発症や重症化を予防する効果があり、結果として感染を広げる可能性を減らすことにつながる
　　　【ワクチン接種のデメリット】
　 　・接種後、数日間にわたり頭痛・倦怠感・発熱など
　　　　の副反応が出ることがある
　　　・まれに心筋炎（胸の痛み、息切れな

ど）が発生するこ
　　　　とがある

Q　ワクチン接種したことを証明するものはありますか
Ａ　ワクチン接種時にお渡しする「新型コロナウイルス

ワクチン予防接種済証」（医療従事者等接種券付予診
票でワクチンを接種した人は「新型コロナワクチン
接種記録書」）が証明になるので、大切に保管してく
ださい。その他、海外渡航での使用を目的とした
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワク
チンパスポート）」があります。

＜新型コロナウイルスワクチン予防接種済証＞

皆さんにお送りした
接種券（クーポン券）

接種済証
接種券

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」などを基に作成）
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問合せ

04
問合せ

03
地域包括ケア企画課

　豊田市は、昨年３月に藤田学園藤田医科大学、トヨタ自動車、豊田加茂医師会、豊田地域医療センターと
「先進技術を活用した地域リハビリテーション及び在宅療養の推進に関する連携協定」を締結しました。産学官
医が連携し、高齢者や介護が必要になった人たちが生き生きと生活できるまちの実現を目指して、豊田地域医
療センター内に「地域リハ イノベーションセンター」をオープンします。

☎34・6787　FAX34・6793
✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp

豊田地域医療センター
ホームページ

●開設日　　11月８日（月）
●ところ　　豊田地域医療センター　コミュニティプラザ（旧西棟）１階
●開館時間　祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時

③サフロ健診コーナー

■中心となる３つの取組

　サルコペニア※１、フレイル※2、ロコモティブシンドローム※3の評価
を行い、健康寿命延伸に向けた行動変容の促進やリハビリなどの必要
な治療につなげます。
　※１　加齢や疾患による筋肉量の減少
　※２　加齢によって心身の機能が衰えた状態
　※３　運動器の障がいにより移動機能が低下した状態　

■実施日時　月・火・木曜日　午前８時30分、10時（各時間１人）
　　　　　　※要予約。所要時間は問診や結果説明を含め２時間程度
■受診料　4,950円
■予約開始日　11月８日（月）　
■予約・問合せ　午前９時～午後４時に電話で健診センター
　　　　　　　　（☎34・3002、34・3003）

　自宅を模した
スペースで、先
進技術を活用し
た在宅でのリハ
ビリや介護の体
験ができます。

　加齢などによって身
体能力が低下した場合
でも、移動を便利にし、
生活範囲を広げられる
最新のモビリティの体
験ができます。

※施設に関することは地域包括ケア企画課、運営に関することは豊田地域医療センター（☎34・3000、FAX
　35・2841）へ問い合わせてください
※この取組は愛知県の「元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用しています

①ロボティックスマートルーム ②モビリティトライアルルーム

問合せ

05 おくやみコーナーを開設します
市民相談課

☎34・6626　FAX31・8252
✉s_soudan@city.toyota.aichi.jp

　身近な人が亡くなった際には、様々な手続が必要となります。悲しみの中、ご遺族が少しでも不安や負担な
く手続が行えるよう「おくやみコーナー」を開設します。

●開設日
　11月１日（月）
●開設場所
　市役所南庁舎１階　市民相談課
●おくやみコーナーでできること
　
　　国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費支
　給申請など41の手続がワンストップで行えます。
　
　　亡くなった人の氏名、住所、生年月日など基
　本的な情報を印字した申請書を用意します。
　
　　おくやみコーナーでできる手続以外について、
　担当窓口を案内します。

●利用することができる人
　豊田市に住民登録があった人のご遺族
●利用方法
　来庁の３開庁日前までに要予約
　※完全予約制。11月１日（月）予約受付開始　
　予約受付専用電話　☎34・6080
　※土・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く
　　月～金曜日午前８時30分～午後４時

　おくやみに関連した手続をまとめたハンドブ
ックを作成しました。市ホームページに掲載し
ていますので、ご利用ください。

「おくやみハンドブック」をご利用ください

申請書の作成補助

ワンストップで手続

必要な手続の案内

　体験を通じて自身の暮らし向上に役立つ先進機器の導入契機としていただくほか、得られた意見を基
に、より快適な暮らしを提供できる機器の開発や技術の向上につなげます。
※①②共通　体験時間は午前９時30分～午後０時30分、専門職への相談や企業・団体の体験は要予約
　　　　　　（☎34・3000）

地域リハ イノベーションセンターが
オープンします

誰もが自分らしく生きる
「アドバンス・ケア・プランニング」

地域包括ケア企画課
☎34・6787　FAX34・6793
✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp

　誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。
　命の危険が迫った状態になると、約70㌫の人が、医療やケアなどを自分で決めたり望みを人
に伝えたりすることができなくなると言われています。自らが希望する医療やケアを受けるた

めに、大切にしていることや望んでいることを事前に周囲の人たちと話し合い、共有することが重要です。こ
の取組をアドバンス・ケア・プランニング（通称：人生会議）といいます。

11月30日は「人生会議の日」
　国では、毎年11月30日を「いい看取り・看取られ」の語呂合わせで、「人生会議の日」と定めています。
　医療・介護サービスを必要とする状態になったとき、どこで療養生活を送りたいですか？療養生活の中で、
大切にしたいことはありますか？気がかりに思うことはありますか？
　この機会に、まずは身近な家族などと人生会議に取り組みましょう。

わたしのノート（スタート編）をご活用ください
　人生会議に取り組むきっかけとなるよう「わたしのノート（スタート編）」を作成し
ました。自身の思いや家族の思いなど、話し合ったことを記しておくことができま
す。すべてを埋める必要はありません。また、気持ちの変化によって書き直すこと
もできます。市ホームページからダウンロードし、ご活用ください。

ホームページ

ホームページ
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問合せ

04
問合せ

03
地域包括ケア企画課

　豊田市は、昨年３月に藤田学園藤田医科大学、トヨタ自動車、豊田加茂医師会、豊田地域医療センターと
「先進技術を活用した地域リハビリテーション及び在宅療養の推進に関する連携協定」を締結しました。産学官
医が連携し、高齢者や介護が必要になった人たちが生き生きと生活できるまちの実現を目指して、豊田地域医
療センター内に「地域リハ イノベーションセンター」をオープンします。

☎34・6787　FAX34・6793
✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp

豊田地域医療センター
ホームページ

●開設日　　11月８日（月）
●ところ　　豊田地域医療センター　コミュニティプラザ（旧西棟）１階
●開館時間　祝日を除く月～金曜日午前８時30分～午後５時

③サフロ健診コーナー

■中心となる３つの取組

　サルコペニア※１、フレイル※2、ロコモティブシンドローム※3の評価
を行い、健康寿命延伸に向けた行動変容の促進やリハビリなどの必要
な治療につなげます。
　※１　加齢や疾患による筋肉量の減少
　※２　加齢によって心身の機能が衰えた状態
　※３　運動器の障がいにより移動機能が低下した状態　

■実施日時　月・火・木曜日　午前８時30分、10時（各時間１人）
　　　　　　※要予約。所要時間は問診や結果説明を含め２時間程度
■受診料　4,950円
■予約開始日　11月８日（月）　
■予約・問合せ　午前９時～午後４時に電話で健診センター
　　　　　　　　（☎34・3002、34・3003）

　自宅を模した
スペースで、先
進技術を活用し
た在宅でのリハ
ビリや介護の体
験ができます。

　加齢などによって身
体能力が低下した場合
でも、移動を便利にし、
生活範囲を広げられる
最新のモビリティの体
験ができます。

※施設に関することは地域包括ケア企画課、運営に関することは豊田地域医療センター（☎34・3000、FAX
　35・2841）へ問い合わせてください
※この取組は愛知県の「元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用しています

①ロボティックスマートルーム ②モビリティトライアルルーム

問合せ

05 おくやみコーナーを開設します
市民相談課

☎34・6626　FAX31・8252
✉s_soudan@city.toyota.aichi.jp

　身近な人が亡くなった際には、様々な手続が必要となります。悲しみの中、ご遺族が少しでも不安や負担な
く手続が行えるよう「おくやみコーナー」を開設します。

●開設日
　11月１日（月）
●開設場所
　市役所南庁舎１階　市民相談課
●おくやみコーナーでできること
　
　　国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費支
　給申請など41の手続がワンストップで行えます。
　
　　亡くなった人の氏名、住所、生年月日など基
　本的な情報を印字した申請書を用意します。
　
　　おくやみコーナーでできる手続以外について、
　担当窓口を案内します。

●利用することができる人
　豊田市に住民登録があった人のご遺族
●利用方法
　来庁の３開庁日前までに要予約
　※完全予約制。11月１日（月）予約受付開始　
　予約受付専用電話　☎34・6080
　※土・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く
　　月～金曜日午前８時30分～午後４時

　おくやみに関連した手続をまとめたハンドブ
ックを作成しました。市ホームページに掲載し
ていますので、ご利用ください。

「おくやみハンドブック」をご利用ください

申請書の作成補助

ワンストップで手続

必要な手続の案内

　体験を通じて自身の暮らし向上に役立つ先進機器の導入契機としていただくほか、得られた意見を基
に、より快適な暮らしを提供できる機器の開発や技術の向上につなげます。
※①②共通　体験時間は午前９時30分～午後０時30分、専門職への相談や企業・団体の体験は要予約
　　　　　　（☎34・3000）

地域リハ イノベーションセンターが
オープンします

誰もが自分らしく生きる
「アドバンス・ケア・プランニング」

地域包括ケア企画課
☎34・6787　FAX34・6793
✉hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp

　誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。
　命の危険が迫った状態になると、約70㌫の人が、医療やケアなどを自分で決めたり望みを人
に伝えたりすることができなくなると言われています。自らが希望する医療やケアを受けるた

めに、大切にしていることや望んでいることを事前に周囲の人たちと話し合い、共有することが重要です。こ
の取組をアドバンス・ケア・プランニング（通称：人生会議）といいます。

11月30日は「人生会議の日」
　国では、毎年11月30日を「いい看取り・看取られ」の語呂合わせで、「人生会議の日」と定めています。
　医療・介護サービスを必要とする状態になったとき、どこで療養生活を送りたいですか？療養生活の中で、
大切にしたいことはありますか？気がかりに思うことはありますか？
　この機会に、まずは身近な家族などと人生会議に取り組みましょう。

わたしのノート（スタート編）をご活用ください
　人生会議に取り組むきっかけとなるよう「わたしのノート（スタート編）」を作成し
ました。自身の思いや家族の思いなど、話し合ったことを記しておくことができま
す。すべてを埋める必要はありません。また、気持ちの変化によって書き直すこと
もできます。市ホームページからダウンロードし、ご活用ください。

ホームページ

ホームページ
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