
平成31年4月採用
介護認定調査業務嘱託員

 任 期	 4/1㈪～翌年3/31㈫（週31時
間。勤務状況などにより更新
あり）

 対 象	 介護支援専門員（有効期間内
であるかは不問）、看護師、保
健師、社会福祉士、介護福祉士
のいずれかの資格と、普通自
動車運転免許所有者

 報 酬	 月額221,600円
 試 験	 面接、小論文
 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	 1/10㈭までに直接、または郵送

（必着）で必要書類を長寿介
護課（〒440-8501住所不要☎
51・3133）

	 		 4106

平成31年4月採用
豊橋市民病院職員

 職 種	 助産師、看護師
 給 与	 給料のほか期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
 試 験	 12/15㈯に市民病院で適性検

査、作文、集団討論、面接
 その他	 募集要綱は市民病院管理課、

市役所じょうほうひろば、ホー
ムページほかで配布

 申込み	 12/7㈮（必着）までに必要書
類を市民病院管理課（〒441-
8570住所不要☎33・6277）

	 		 16485

有償型インターンシップの
実施事業者に補助金を交付します

大学生などをインターンシップ生として
受け入れる経費を補助します。
 対 象	 市内に本店がある中小事業

者・企業団体
 補助額	 対象経費の2分の1（受入期間

が5～9日は上限6万円、10日
以上は上限10万円）

 申込み	 随時、申請書などを商工業振
興課（〒440-8501住所不要☎
51・2437）※申請書などはホー
ムページで配布

	 		 55506

小児慢性特定疾病 小児1型糖尿病児
講演会・家族のつどい

治療や日常生活での関わり方、就学・
就職などについて学びます。
 とき	 1/23㈬13:30～15:30
 ところ	 保健所・保健センター
 対 象	 小児1型糖尿病児の家族、支

援関係者など
 講 師	 杢野武彦さん（杢野医院院長）ほか
 申込先	 こども保健課（☎39・9160）
	 		 6380

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成31年度こども発達センター
重症心身障害通園児

就学に向けて、日常生活の動作や運
動機能、コミュニケーション向上など
個々に合わせた支援を受けられます。
 とき	 4/6㈯からの火～土曜日9:30～

15:30
 対 象	 在宅の就学前の重症心身障害

児（身体障害者手帳1級、療育
手帳A判定相当）

 申込み	 12/25㈫までに、こども発達セ
ンター（☎39・9200）

	 		 51061

平成30年度民営児童クラブ
利用料を助成します

 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	 12/14㈮～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

郷土関係出版物の出版経費を
補助します

 対 象	 市内在住の個人・研究グルー
プが1～12月に自費出版した
文学、本市の文化・自然・歴史
などを内容とした出版物

 補助額	 1件につき印刷刊行費の10％
以内（上限10万円）

 申込み	 12/3㈪～1/31㈭に申込書、出
版物4部（返却可）を「文化のま
ち」づくり課（☎51・2874）※申
込書は「文化のまち」づくり課、
中央図書館、ホームページで
配布

	 		 6683

昨年の補助対象出版物
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平成31年度
東陽ふれあい音楽会出演者

	とき	 4～6月の第2・4水曜日、7/10㈬、
9/25㈬、10/9㈬、11/6㈬、
11/20㈬、12/4㈬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

器の演奏ができる方
 定 員	 12組程度（選考）
 申込み	 1/13㈰までに東陽地区市民館

（☎61・7741	 toyou@tees.jp）
	 		 23387

消防団員

災害時の活動をはじめ、火災予防など
の防災活動を行います。
 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

固定資産税 第3期分 国民健康保険税
第6期分の納期限は12月28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

平成31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有者
（平成31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

市民意見提出制度
パブリックコメント

■豊橋市受動喫煙防止条例
 とき	 12/26㈬まで
 問合せ	 健康政策課（☎39・9111	

38・0780）
	 		 62310
■豊橋田原ごみ処理施設整備計画（案）
 とき 1/4㈮まで
 問合せ 施設建設室（☎38・0777	

46・7942）
	 		 21863
■豊橋市自転車の快適で安全な
　利用の推進に関する条例（仮称）
 とき	 12/18㈫～1/16㈬
 問合せ 安全生活課（☎51・2550	

56・0123）
	 		 62377

［共通事項］
 その他	 条例・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

平成31年度採用
豊橋市任期付職員（育児休業代替）

 職 種	 事務職
 定 員	 若干名
 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	 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。募集要綱は人事課、
市役所じょうほうひろば、ホー
ムページほかで配布

 申込み	 12/26㈬（必着）までに人事課
（〒440-8501住所不要☎51・
2040）

	 		 8399

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31年4月～翌年3月に実

施する事業で、主に市内で地
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	 12/12㈬19:00に市役所講堂
で説明会あり

 申込み	 1/11㈮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
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地域課題の解決に
つながる企画をお待
ちしています。
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