主な対象

どなたでも

女性

男性

とよはし版クールチョイス
「COOL CHOICE（賢い選択）
」は、地球

子ども

高齢者

障害者

事業

育児・介護休業法、
男女雇用
機会均等法が改正されます

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。

育児

市営住宅の入居者
（1月分）
対象：原則、次の全てを満たす方①市内
在住・在勤②持家がなく住宅に困って

エネ家電の購入や公共交通機関の利用

法が改正され、平成 29 年 1月1日から

いる③収入基準以下④暴力団員でない

などを実践しましょう。

施行されます。介護をしながら働く方や

⑤市営住宅に係る未納の家賃などがな

■冬の家庭での節電対策

有期契約労働者が育児・介護休業を取

い 入居日：3月1日㈬ 選考方法：公開

冬の一般家庭の電気使用量が最も多い

得しやすくなるほか、労働者が職場か

抽選 申し込み：1月4日～13日（土・日

のはエアコンです。設定温度は20～22

らの妊娠・出産、育児・介護休業を理

曜日、祝日を除く）に直接、豊橋市営住

度を目安に無理のない範囲で、家庭で

由とする嫌がらせを受けることがないよ

宅管理センター（神明町 豊橋フロントビ

の節電に取り組みましょう。

う事業主へ防止措置を取ることなどを義

ル 5 階☎ 57・1006）※案内書、申込用

■節電・省エネチャレンジキャンペーンの

務付けます。詳細はホームページをご

紙は1月4日から豊橋市営住宅管理セン

覧ください。

ター、市役所住宅課
（東館3階）
で配布

参加者募集
12 ～ 3月の 4 か月間で、電力消費量の

問い合わせ：愛知労働局雇用環境・均

削減を目指して節電・省エネに取り組

等部指導課
（☎052・219・5509）
、市役

みましょう。応募者全員に参加賞を贈呈

所商工業振興課
（☎51・2435）

します。

けいちょう

聴いて寄り添う、傾聴ボランティア
対象：事前研修を受講後、月１回以上
活動可能な方 活動内容：施設で高齢

［共通事項］その他：詳細はホームペー

路上喫煙やポイ捨てはやめましょう

ジ参照 問い合わせ：温暖化対策推進室

市では、快適なまちづくりを推進する条

■事前研修

例により、市内全域の道路、公園、広場、

とき：2月14日～28日の火曜日（全3回）

河川などの公共の場所で喫煙をしない

午後 1 時 30 分～ 3 時 ところ：つつじが

ように努めること、ごみのポイ捨てをし

丘地域福祉センター（佐藤五丁目） 講

ないことを定めています。また、豊橋

師：鎌倉利光さん（愛知大学文学部准教

駅東口周辺は、
「路上喫煙禁止区域」
「ポ

授） 定員：20人
（申込順）
［共通事項］申し込み：12月15日〜 2月

での違反は、過料（2,000円）の対象とな

7日に豊橋市社会福祉協議会（前畑町

ります。みんなで協力してマナーを守り、

あいトピア内☎52・1111

住みよいまちにしましょう。詳細はホー

していくためのプランです。各種支援を

ムページをご覧ください。

受けるためには、プランに位置付けら

問い合わせ：安全生活課（☎ 51・2303）
、

れることが必要です。

環境政策課
（☎51・2417）
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市役所東122会議室
（東館12階） 定員：

受けましたか？がん検診
検診期間終了迫る！

40 人（先着順） その他：農地中間管理

平成28年度の各種がん検診の有効期限

機構の説明会も併せて実施

は、平成 29 年 1月末です。期間終了直

とき：12月27日㈫午前10時30分 ところ：

■プラン更新案の閲覧

前は検診実施医療機関が大変混み合う

所農業企画課
（西館3階） 対象：市内農

学校給食用物資納入の入札参加希望者は
登録手続きをしてください

家台帳登録者
（本人および同一世帯員に

対象：平成29・30年度学校給食用物資納

だ受診していない方は、早めに予約・

限る） 持ち物：運転免許証など本人確

入の新規および継続入札参加希望者 登

受診しましょう。なお、検診票をお持ち

認のできる身分証明書

録方法：1月10日～31日午前8時30分～

でない方、検診票を紛失した方で検診

[ 共通事項 ] 問い合わせ：農業企画課（☎

午後5時に申請書を
（公財）
豊橋市学校給

を希望する場合は、お問い合わせくだ

51・2458）

食協会（〒441-8063 橋良町字向山 4-41

さい。

南部学校給食共同調理場内☎45・4511）

問い合わせ：健康増進課
（☎39・9136）

とき：1月10日㈫～20日㈮ ところ：市役

ため、期間終了前に予約を締め切る医
療機関もあります。検診票をお持ちでま

※申請書は申請期間中に（公財）豊橋市
学校給食協会、ホームページで配布

広報とよはし 平成 28 年 12月15日 18
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■説明会

52・1112）

集

地域が抱える「人と農地の問題」を解決

募

人・農地プランの更新について

談

イ捨て禁止重点区域」です。この区域内

者の心に寄り添う傾聴活動を行います

相

（☎51・2419）

支 援・医 療

育児・介護休業法、男女雇用機会均等

楽しむ・学ぶ

温暖化対策のための国民運動です。省

参加料・受講料を明記していないものは無料、申し込みを明記していないものは不要です。年末年始の業務は施設などにより異なりますので、各問合先へご確認ください。
掲載記事のホームページについては、http://www.city.toyohashi.lg.jp/9045.htmからご覧いただけます。

たくみ

平成28年度
「とよはしの匠」
認定者が決まりました
市内の卓越した技能の持ち主を顕彰する
「とよはしの匠」の認定者が決まりました。
部門など：下表 その他：12月26日㈪午後 4 時〜 1月6日㈮午後 4 時に作品展あり 問い合わせ：商工業振興課（☎ 51・2435）

楽しむ・学ぶ

■平成 28 年度「とよはしの匠」
部門

氏名（年齢）※12月26日現在／
勤務先

分野／評価された技能

楠本好行さん（66 歳）／㈱三光
製作所

金属プレス加工・金型製作加工／材料特性を熟知し、受注品量産化前
の超小型の金型を手作業で製作する技能に優れています

桜井誠さん
（60 歳）
／㈱ホシノ

精密工具製造／切削加工などに高い技能をもち、技能のプログラム化
にも優れ、NC
（数値制御）
工作機械の性能を最大限に引き出します

望月成高さん（44 歳）／㈱望月
工務店

宮大工／社寺仏閣、社寺彫刻の日本伝統建築の技を保持するとともに、
現代住宅にもその技をいかす技能に優れています

くすのき賞
（機械工作部門）

せっさく

支 援・医 療

明日の匠
（若手技能者を対象）

市民協働推進補助金を交付しています。この補助金によるNPO や自治会などの活動を紹介します。

汐川干潟を保全する会

汐川干潟は、三河湾の最奥部に位置し、田原市東部の汐川河

口から豊橋市南西部の杉山町地先にかけて広がる日本有数の自

然の干潟です。約２８０ヘクタールの面積を有するこの干潟は、

野鳥をはじめ、エビ、カニ、アサリなどの魚介類も多数生息し、
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生物の多様性の確保や水質の浄化などの役割を担っており、非

私たちはこの貴重な干潟を守り育てるため、平成 年 月に

27

常に重要な地域として見直されています。

会を立ち上げ活動を始めました。

今年度、市民協働推進補助金（つつじ補助金）を活用し、汐川

ゴ ミ ゼ ロ

干潟での自然観察会や体験会・勉強会、杉山グリーンウォーク

には地元に住んでいても干潟に入るのは初めての方や、岐阜県

への参加、５３０運動などの活動を行っています。参加者の中

の親子もいました。子どもたちは、もの珍しそうに時間いっぱ

いまで夢中になって観察していました。

このような活動を通し、これからも地域の方々と一緒に自然

情報あれこれ

を守り、育て、安心して生活できる環境作りに努め、豊橋の宝

集

としての干潟をＰＲしていきますので、みなさんのご参加とご

協力をお願いします。

募
杉山グリーンウォークでの野鳥観察のようす

問い合わせ 汐川干潟を保全する会 鈴木（☎０９０・２６８６・

４００１）

談
汐川干潟自然観察会のようす

わくわく活動ひろば

相

豊橋市では、みなさんからの寄附などによるトヨッキー基金（市民協働推進基金）から、社会に役立つ活動に

トヨッキー基金への寄附は、随時受け付けしています。この基金への寄附は税金の優遇措置があります。 ［寄附累計］
7,331,416 円（平成 19 年度から）
詳細は市民協働推進課（☎ 51・2483）
  424,135 円（平成 28 年度受入分）

豊橋市内の平成28年10月の交通事故（人身）
［ ］は平成 27 年 10月、
（ ）は平成 28 年の合計

●件数
●死者
●傷者

236 件 ［281 件］
（2,171 件）
2人 ［

1 人］
（

13 人）

286 人 ［336 人］
（2,590 人）

「運転するなら酒を飲まない、酒を飲んだら
運転をしない」
を徹底しましょう。
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豊橋市の人口と世帯
（平成 28 年 11月1日現在）

●人口

378,077 人（前月比 78 人増）

［男 189,817 人／女 188,260 人］
●世帯 154,247世帯（前月比123世帯増）
※このうち外国人は 14,544 人／ 7,289 世帯

今月の納税
固定資産税 第 3 期分
国民健康保険税 第 6 期分
納期限 12月28日㈬
早めにお近くの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局ま
たはコンビニエンスストア
（バーコード印字のある納
付書のみ）で納めましょう。納税には手間のかから
ない口座振替の制度が便利です。

問い合わせ：納税課（☎ 51・2235）

