
豊橋男女共生フェスティバル
キッズ＆クラフトフリマ出店者

	と き	 来年1/28㈰10:30～13:00
	ところ	 ライフポートとよはし
	定 員	 14人（申込順）
	出店料	 無料
	その他	 家庭で不用になった育児・子ど

も用品、手作り品に限る
	申込み	 12/1㈮までに男女共同参画セ

ンター（☎33・2822）
	 	 51440

平成30年度
豊橋市民病院非常勤嘱託員

	職 種	 ①総合案内②患者通訳③看護
局助手④労働安全衛生⑤地
域連携⑥臨床研究管理

	任 期	 平成30年4月1日～平成31年3
月31日

	対 象	 ①⑥どなたでも②③⑤医療機
関業務経験者④第一種衛生
管理者免許所持者

	定 員	 ①④各1人②⑤⑥各若干名
③3人

	給 与	 ①③④⑤⑥各202,600円
	 	 ②241,600円
	試 験	 11/26㈰に適性検査、筆記試

験、小論文、面接
	申込み	 11/17㈮までに申込書など

必要書類を市民病院管理課
（〒441-8570住所不要☎33・
6277）※申込書は市民病院管
理課、市役所じょうほうひろば、
ホームページなどで配布

出会いづくり応援企業

独身の従業員の結婚を積極的に応援
する企業を募集します。登録企業には、
市が実施する結婚支援情報の提供や、
企業同士での婚活イベントなどの交流
ができるよう支援します。
	対 象	 市内の事業所（企業内の任意

グループも可）
	申込み	 随時、申込書を、こども未来政

策課（☎51・2325）※申込書は
ホームページで配布

	 	 38910

消防車両に乗ろう！キッズ消防士

消防出
で
初
ぞめ
式で防火衣を着て、消防（団）

車両での分列行進に参加する小学生
を募集します。
	と き	 来年1/6㈯9:00～11:45（分列

行進は9:20頃）
	ところ	 豊橋球場
	定 員	 40人（抽選）
	申込み	 11/2㈭～11/17㈮に消防本部

総務課（☎51・3111）
	 	 51895

市営住宅の入居者（11月分）

	入居日	 来年1/1㈷
 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
に困っている③収入基準以下
④暴力団員でない⑤市営住宅
に係る未納の家賃などがない

	その他	 選考方法はポイント制
	申込み	 11/1㈬～11/10㈮（土・日曜

日、祝日を除く）に申込書を豊
橋市営住宅管理センター（☎
57・1006）※案内書、申込書は
11/1㈬から豊橋市営住宅管理
センター、住宅課で配布

	 	 14208

就学援助制度をご利用ください

市立小・中学校への就学にあたり、認
定基準にあてはまる方を対象に、給
食・学用品費などを援助しています。
	申 請	 随時、印鑑、振込先の預金通帳

（保護者名義）、平成29年1月
1日時点で本市に住民登録が
ない場合は、世帯全員の平成
29年度（28年分）の所得証明
書を学校教育課（☎51・2825）

	 	 21988

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成30年度　豊橋市非常勤嘱託員

	職 種	 ①一般事務②一般事務（障害
者対象）、調理員、外国人英語
指導員（ALT）、司書（図書館）、
こども未来館企画運営（子育
てプラザ）③軽労務、外国人受
付事務、母子・父子自立支援
員、看護師、教育会館心理判定
員、文芸振興、動物管理指導
員④児童クラブ支援員⑤市税
コールセンター

	定 員	 ①30人程度②各若干名③各1
人④10人程度⑤3人

	その他	 募集要綱などは人事課、市
役所じょうほうひろば、ホーム
ページほかで配布

	問合せ	 人事課（☎51・2040）
	 	 8399
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加入していますか？労働保険

正社員、パート、アルバイトなどの雇用
形態にかかわらず、一人でも労働者を
雇った場合、事業主（農林水産の一部
の事業は除く）は労働保険に加入する
義務があります。
	問合せ	 豊橋労働基準監督署労災課

（☎54・1194）、商工業振興課
（☎51・2437）

	 	 52555

3
サブロク
6協定のない残業は

法律違反です！

事業者が労働者を残業させる場合は、
あらかじめ事業場（本社、支店、営業所
など）ごとに「時間外労働・休日労働に
関する協定」（36協定）を締結し、所轄
労働基準監督署に届け出る必要があ
ります。36協定は一度届け出れば将来
にわたり有効というものではありませ
ん。有効期限切れに注意しましょう。
	問合せ	 豊橋労働基準監督署（☎54・

1192）、商工業振興課（☎51・
2437）

	 	 52558

放置自転車クリーンキャンペーン

豊橋駅・二川駅周辺は自転車・原動機
付自転車の放置規制区域に指定され
ています。市では、道路上に放置されて
いる自転車などへの警告・撤去を行っ
ており、撤去した自転車・原動機付自
転車の返還には返還手数料が必要で
す。駅周辺にお越しの際は自転車等
駐車場を利用するなど、放置自転車の
防止にご協力をお願いします。詳細は
ホームページをご覧ください。
	問合せ	 土木管理課（☎51・2508）
	 	 9524

11月11日㈯は
証明発行土曜窓口を休業します

11月11日㈯は全庁舎停電に伴い、午
前9時～午後0時30分に行っている証
明発行土曜窓口を休業します。
	問合せ	 市民課（☎51・2272）
	 	 51591

愛知県最低賃金が
10月1日㈰から改正されました

最低賃金が時間額871円（26円引き上
げ）となり、県内の事業場で働く常用、
臨時、パートなど全ての労働者に適用
されます。日給制・月給制の労働者は、
時間あたりの金額に換算して最低賃金
の時間額と871円を比較し、特定の産
業で働く労働者は、愛知県最低賃金よ
りも金額の高い特定（産業別）最低賃
金（7業種）が適用される場合がありま
す。詳細はお問い合わせください。
	問合せ	 豊橋労働基準監督署（☎54・

1192）、商工業振興課（☎51・
2437）

	 	 52556

燃料電池自動車　トヨタ　M
ミ ラ イ

IRAIの
貸し出しを行っています

	と き	 11/1㈬～来年3/31㈯。月・水
曜日11:00～16:00、火・木・土・
日曜日9:00～16:00、金曜日
9:00～14:00

	対 象	 市内在住の方
	台 数	 1台（申込順）
	料 金	 1回4,500円（別途、走行距離

1㎞につき燃料代20円必要）
	その他	 1回100㎞までの走行距離制

限あり
	申込み	 月～金曜日9:00～17:00に資

産経営課（☎51・2130）
	 	 51918

本のフリーマーケット出店者

	と き	 来年1/27㈯9:30～15:00
	ところ	 中央図書館
	定 員	 20組程度（抽選）
	出店料	 無料
	その他	 業者の出店不可
 申込み	 11/18㈯までに申込書を中央・

向山・大清水図書館※申込書は
各図書館、ホームページで配布

	問合せ	 中央図書館（☎31・3131）

出資団体の財政状況を公開しています

市の出資割合が25％以上の出資団体
の経営状況報告書（平成28年度事業
報告、平成29年度事業計画）をホーム
ページで公開しているほか、市役所じょ
うほうひろばで閲覧できます。
 問合せ	 財政課（☎51・2117）
	 	 10522

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

平成29年度の毎月の国民年金保険料
は16,490円（定額）です。失業などで納付
が困難な場合は、申請をして承認される
と保険料の納付が免除または猶予（失
業した方は所得の審査に特例あり）され
ますが、将来受け取る年金額は減額され
ます。なお、免除・猶予された保険料は
10年以内に追納することができます。
	問合せ	 国保年金課（☎51・2290）
	 	 24146
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