
市営住宅の入居者（1月分）

 入居日	 3/1㈭
	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	 選考方法は公開抽選
	申込み	 1/4㈭～1/12㈮（土・日曜日、

祝日を除く）に申込書などを豊
橋市営住宅管理センター（☎
57・1006）※案内書、申込書は
1/4㈭から豊橋市営住宅管理
センター、住宅課で配布

	 	 14208

市民ふれあい農園利用者

家庭菜園として耕作できる菜園（1区画
30㎡）を貸し出します。
	と き	 4月1日～来年3月31日（1年間

に限り更新可）
	ところ	 神野新田、多米、石巻
	対 象	 市内在住の方
	料 金	 9,000円
	その他	 共用の鍬

くわ
・備

びっちゅう
中鍬
ぐわ
・一輪車など

の農具、水道、トイレ、駐車場あり
 申込み	 1/16㈫～2/5㈪に申請書を農

業支援課（☎51・2472）※申請
書は農業支援課、ホームペー
ジ、各地区市民館などで配布

	 	 9399

植物園イベントのへや出展者

 対 象	 4月1日～来年3月31日に盆栽、
フラワーアレンジメント、植物に
関する写真などの展示会を希
望する団体

	その他	 出展期間は6日～1か月。出展料な
ど詳細はお問い合わせください

申込み	 1/1㈷～1/20㈯に展示会名・
内容、希望期間、団体名、代表
者の住所・氏名・電話番号を豊
橋みどりの協会（☎41・2185
41・0201）

詳細は募集要綱などをご覧ください。

市民意見提出制度
パブリックコメント

①豊橋市障害者福祉基本計画
	と き	 1/24㈬まで
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2347）
②第7期豊橋市高齢者福祉計画
	と き	 1/24㈬まで
	問合せ	 長寿介護課（☎51・2331）
③障害者のコミュニケーション手段の

利用促進に関する条例（仮称）
	と き	 1/24㈬まで
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2345）
④第10次豊橋市交通安全計画アクション
　プラン
	と き	 1/4㈭～2/5㈪
	問合せ	 安全生活課（☎51・2550）
⑤豊橋市男女共同参画行動計画改定
	と き	 1/10㈬～2/10㈯
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2188）
⑥豊橋市住宅マスタープラン改定版
	と き	 1/15㈪～2/13㈫
	問合せ	 住宅課（☎51・2602）
⑦豊橋市市営住宅ストック総合活用計画

改訂版
	と き	 1/15㈪～2/13㈫
	問合せ	 住宅課（☎51・2602）
⑧豊橋市空家等の適正な管理及び活

用に関する条例
	と き	 1/15㈪～2/14㈬
	問合せ	 建築物安全推進室（☎51・

2561）
⑨平成30年度豊橋市食品衛生監視
　指導計画
	と き	 1/15㈪～2/14㈬
	問合せ	 生活衛生課（☎39・9124）
[共通事項]
	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。意見提出方法など詳細は
ホームページ参照

	 	 8017

マザーズパソコンセミナー

Word・Excelの基本操作を学びます。
	と き	 2/20㈫～2/22㈭（全3回）

10:00～16:00
	ところ	 勤労青少年ホーム
	対 象	 早期の就職を目指す中学生

以下を子育て中の方※ハロー
ワークへ求職申し込みが必要

	定 員	 15人（申込順）
	その他	 6か月～未就学児の託児あり
	申込み	 1/4㈭から申込書をハローワー

ク豊橋（☎52・7193）※申込書
はハローワーク豊橋、こども未
来政策課、ホームページで配
布。電話でも申し込み可

	問合せ	 こども未来政策課（☎51・2325）
	 	 52573

あゆみの会　
神経系難病患者・家族のつどい

知って得する福祉の制度の話と交流会
を行います。
	と き	 1/19㈮10:00～11:30
	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 パーキンソン病や脊

せき
髄
ずい
小脳変性

症などの神経系難病の方と家族
	申込み	 前日までに健康増進課（☎39・

9145）
	 	 6770

認知症座談会

介護の悩みなどを話し合い、講師から
アドバイスを受けます。
	と き	 2/8㈭13:00～15:30
	ところ	 あいトピア
	対 象	 認知症の方の介護者で初参加の方
	講 師	 伊苅弘之さん（福祉村病院副院長）
 定 員	 10人（申込順）
	申込み	 2/1㈭までに住所、氏名、電話

番号を豊橋市中央地域包括支
援センター（☎54・7170）

	 	 24204
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市県民税　第4期分、国民健康保険税
第7期分の納期限は1月31日㈬です

お近くの金融機関、コンビニエンスス
トアなどで納付してください。納税には
手間のかからない口座振替の制度が
便利です。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 	 5742

400mL献血、成分献血にご協力ください

1・2月は成人式を迎える方に献血をお
願いする「はたちの献血」キャンペーン
期間です。献血にご理解とご協力をお
願いします。
	と き	 1/4㈭～2/28㈬
 ところ	 愛知県赤十字血液センター豊

橋事業所ほか
	その他	 受付時間など詳細はホーム

ページ参照
 問合せ	 愛知県赤十字血液センター豊

橋事業所（☎32・1331）、福祉
政策課（☎51・2355）

	 	 6513

固定資産税の申告期限は
1月31日㈬です

①償却資産の申告
法人や個人が事業を営むために用い
る償却資産を所有している方は、平成
30年1月1日現在の所有状況を申告し
てください。
②住宅用地の申告
平成29年1月2日～平成30年1月1日
に、建物の新築・増改築や利用方法を
変更した場合または住宅用地を取得、
利用方法の変更があった場合などで
申告書を提出していない土地所有者
は申告してください。
[共通事項]
 ところ	 資産税課
	問合せ	 資産税課（①☎51・2226②☎

51・2215）
	 	 52915

平成30年度
こども発達センターアルバイト

 職 種	 ①看護師②保育士
	任 期	 4/1～9/30※勤務状況などに

より6か月ごと更新あり
	対 象	 各資格を有し、火～土曜日（週

35時間）に勤務可能な方
	定 員	 各若干名
	給 与	 ①時給1,610円②時給1,190円

（年齢などに応じて加算あり）
申込み	 1/31㈬（必着）までに直接また

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

まちなかピクニック出店者

地元食材を使った食品や雑貨を販売
する個人・店舗を募集します。
	と き	 3/11㈰11:00～15:00
 ところ	 豊橋駅南口駅前広場
 定 員	 20組程度（選考）
	出店料 無料
 申込み	 1/31㈬までに申込書を、ま

ちなか活性課（☎55・8101
56・5711 machinaka@city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は市
役所じょうほうひろば、まちなか
活性課、ホームページで配布

	 	 52997

マイバッグイラストコンクール作品

	対 象	 市内在住の中学生以下
	その他	 最優秀賞に折りたたみ自転車

などの景品あり。応募作品の諸
権利は協議会に帰属し応募作
品は返却不可

	申込み	 1/31㈬（必着）までにA4以下
のサイズの横紙に白黒で描い
たもの（1人1作品。自作・未発
表に限る）、住所、氏名（ふりが
な）、学年（年齢）、電話番号を
530運動環境協議会事務局（環
境政策課内〒440-8501住所不
要☎51・2399）

	 	 53011

平成30年度　総合老人ホーム
つつじ荘　非常勤嘱託員

	職 種	 養護員
	任 期	 4月1日～来年3月31日※勤務

状況などにより1年単位で更新
あり

	対 象	 土・日曜日、祝日勤務・宿直業務
を含む週31時間勤務可能な方

	定 員	 1人
	給 与		 月額221,600円
	申込み	 1/19㈮（必着）までに直接ま

たは郵送で顔写真貼付の履
歴書、介護に係る資格があれ
ば資格を確認できるもの（写
し）を総合老人ホームつつじ荘
（〒440-0833飯村町字高山
11-65☎61・2013）

	 	 44916

平成30年度
介護認定調査業務嘱託員

 任 期	 4月1日～来年3月31日（更新あり）
	対 象	 介護支援専門員、看護師、保健

師、社会福祉士、介護福祉士の
いずれかの資格（介護支援専
門員は専門員証の有効期間内
であるかは不問）、普通自動車
免許を有する方

	定 員	 1人
 給 与	 221,600円（初年度予定）
	その他	 募集要綱は長寿介護課、ホー

ムページで配布
	申込み	 １/19㈮（必着）までに直接また

は郵送で市販の履歴書、資格
の確認できるもの（写し）を長
寿介護課（〒440-8501住所不
要☎51・3133）

	 	 23549
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