
市民意見提出制度
パブリックコメント

①健康とよはし推進計画（第2次）
　改訂版
健康づくりを支援する方針を示す計画
の改訂版について意見を募集します。
	問合せ	 健康政策課（〒440-8539中

野町字中原100「ほいっぷ」
内☎39・9111 38・0780
kenkouseisaku@city.toyohashi.
lg.jp）

②豊橋市母子保健推進計画（第2次）
　改訂版
妊娠・出産・子育てを支援する方針を
示す計画の改訂版について意見を募
集します。
問合せ	 こども保健課（〒440-8539中

野町字中原100「ほいっぷ」
内☎39・9160 38・0770
kodomohoken@city.toyohashi.
lg.jp）

③豊橋市歯科口腔保健推進計画
歯と口の健康づくりを支援する方針を
示す計画について意見を募集します。
	問合せ	 健康増進課（〒441-8539中

野町字中原100「ほいっぷ」
内☎39・9145 38・0770
kenkouzoushin@city.toyohashi.
lg.jp）

[共通事項]
	と き	 12/1㈮～1/4㈭
	その他	 計画は各問合先、各窓口セン

ター、ホームページほかで閲覧可
	提 出	 1/4㈭までに意見、住所、氏名

（法人・団体の場合は所在地、
名称、代表者氏名）、連絡先を
各問合先※個々の意見に直接
回答はしません

	 	 ①52475②52958③52455

植物園ガイドボランティア

	と き	 土・日曜日、祝・休日
	ところ	 総合動植物公園「のんほい

パーク」
	対 象	 18歳以上で月2日以上無報酬

で活動できる方
	定 員	 若干名
	申込み	 12/1㈮～12/20㈬に（公財）豊

橋みどりの協会（☎41・2185）

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成30年度豊橋市
任期付職員（育児休業代替）

合格者は候補者名簿に5年間登載さ
れ、職員が育児休業を取得した場合に
必要に応じて順次採用します。
	職 種	 ①事務職②洋裁教員（家政高

等専修学校）③社会福祉士④
言語聴覚士

	定 員	 ①若干名②～④各1人
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	その他	 募集要綱などは各窓口セン

ター、市役所じょうほうひろば、
ホームページほかで配布

	申込み	 12/27㈬（必着）までに人事課（〒
440-8501住所不要☎51・2040）

	 	 8399

平成30年度豊橋市
非常勤嘱託員

	職 種	 学校給食調理員
	任 期	 平成30年4月1日～平成31年3

月31日※勤務状況などにより
1年単位で更新あり

	定 員	 若干名
	給 与	 188,600円
	試 験	 一次試験は書類審査、二次試

験は1/21㈰に面接、小論文、
適性検査

 その他	 募集要綱などは保健給食課、
ホームページほかで配布

	申込み	 12/20㈬（必着）までに直接また
は郵送で市販の履歴書、職務経
歴・自己PRをA4用紙1枚にまと
めたもの、あれば調理に係る資
格（写し）を保健給食課（〒440-
8501住所不要☎51・2821）

	 	 34499

平成29年度民営児童クラブ利用料の
助成を受けるには申請が必要です

	対 象	 次のいずれかに該当する方①
生活保護世帯②市民税非課税
かつ母子父子世帯③兄弟姉妹
で児童クラブを利用している
世帯

 申込み	 12/15㈮～12/28㈭に申請書
を、こども家庭課※申請書は、
こども家庭課、各民営児童クラ
ブで配布

 問合せ	 各民営児童クラブ、こども家庭
課（☎51・2856）

	 	 29534

もう一度働きたいあなたへ
再チャレンジ講座

医療安全、看護技術などを学びます。
	と き	 1/18㈭9:00～14:30
	ところ	 豊橋医療センター
	対 象	 看護師免許所持者で、看護の

仕事からしばらく離れている方
	講 師	 豊橋医療センター職員
	その他	 託児あり（予約制）
	申込み	 12/1㈮～1/12㈮に豊橋医療

センター看護部長室（☎62・
0301内線2206）

 問合せ	 豊橋医療センター看護部長室、
市民協働推進課（☎51・2188）

	 	 53053
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10月1日から
育児・介護休業法が改正されました

育児・介護休業法が改正され、保育所に
入れないなどの場合、2歳まで育児休業
が取得可能になったほか、子どもが生ま
れる予定の方などに対する育児休業な
どの制度の周知や、育児目的休暇の導
入が事業主の努力義務となりました。詳
細はホームページをご覧ください。
	問合せ	 愛知労働局雇用環境・均等部

指導課（☎052・219・5509）、
商工業振興課（☎51・2435）

	 	 52493

人・農地プラン説明会・
更新案の閲覧

地域が抱える「人と農地の問題」を解
決していくためのプランです。各種支援
を受けるには、プランに位置付けられ
ることが必要です。
■説明会
	と き	 12/26㈫10:30
	ところ	 市役所東83会議室
	定 員	 40人（先着順）
	その他	 農地中間管理事業の説明会も

合わせて実施
■プラン更新案の閲覧
	と き	 1/9㈫～1/19㈮
	ところ	 農業企画課
	対 象	 市内農家台帳登録者（本人、同

一世帯員に限る）
	持ち物	 運転免許証など本人確認ので

きる身分証
[共通事項]
	問合せ	 農業企画課（☎51・2458）
	 	 8346

平成29年度こども発達センター
アルバイト（随時募集）

	職 種	 保育士
	期 間	 採用日～平成30年3月31日※

勤務状況などにより半年単位
で更新あり

	対 象	 保育士の資格を有し、火～金曜
日（週19時間）に勤務可能な方

	定 員	 1人
	報 酬	 時給1,190円（年齢に応じて加

算あり）
	申込み	 直接または郵送で市販の履

歴書、資格の確認できるもの
（写し）を、こども発達センター
（〒441-8539中野町字中原
100☎39・9200）

	 	 51061

市民協働推進補助金
（つつじ、くすのき）の事業企画

市民活動団体などが行う活動を、資金
面から応援する市民協働推進補助金
の事業企画を募集します。
	対 象	 平成30年4月～平成31年3月

に実施する事業で、主に市内
を拠点とした地域の課題を解
決するもの

	補助額	 つつじは上限5万円、くすのき
は上限30万円（補助率の設定
あり）

	その他	 12/14㈭19:00に市役所東B11
会議室（入館口は地下1階）で
説明会あり

	申込み	 1/19㈮（必着）までに応募書
類を市民協働推進課（☎51・
2483）※応募書類は市民協働
推進課、カリオンビル、ホーム
ページで配布

	 	 10339

消防団員

災害時の活動をはじめ、火災予防や防
災活動など地域の防災の役割を果た
す消防団員を募集しています。
	対 象	 市内在住・在勤の18～49歳

（女性団員は18～54歳）で健
康な方

	申込み	 随時、各消防団、消防本部総務
課（☎51・3111）

	 	 29731

平成30年度
東陽ふれあい音楽会出演者

	と き	 4～11月（8月を除く）の第2・4
水曜日、12/5㈬10:00～11:30

	ところ	 東陽地区市民館
	対 象	 主に県内で活動し、歌唱や楽

器を生演奏できる方
	定 員	 15組程度（選考）
	申込み	 1/14㈰までに東陽地区市民

館（☎ 61・7741 toyou@
tees.jp）

	 	 23387

平成30年度市立小・中学校
常勤講師・非常勤講師・支援員

	対 象	 幼稚園教諭、小・中学校教諭、
養護教諭の教員免許所持者
（平成30年3月までに免許状
取得見込みの方を含む）

	申込み	 随時、直接、顔写真貼付の市販
の履歴書、教員免許状（写し）、
または取得見込証明書（写
し）、該当者は更新講習修了
確認証明書を学校教育課（☎
51・2826）

	 	 17533
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