暮らし情報・募集

平成20年度
自治連合会役員決まりました

平成20年
夏休み海外派遣参加者

情報あれこれ 情報ひろば

河川愛護モニター
活動内容：河川愛護に関するさまざま

会長：高木繁（幸） 副会長：佐藤庄一

とき：7 月25日㈮～ 8 月17日㈰（8 ～ 19

なテーマについて、河川を観察し、レ

（花田）
、後藤惇（嵩山）
、鈴木孝治（二

日間） 内容：ホームスティ・ボランテ

ポートを毎月提出します 募集人員：１

川南） 会計：今井忠夫（天伯） 監事：

ィア・文化交流・学校体験など 派遣

人 任期：7月1日～来年 6月30日 応

大 森 陸 弘（津 田）
、 足 立 勝 彦（福 岡）

先：アメリカ、イギリス、オーストラリア、

募資格：河口から吉田大橋までの豊川

常任理事：溝口和政（旭）
、三井新太郎

カナダ、シンガポール、サイパン、カ

左岸にお住まいの 20 歳以上で、川に

（八町）
、夏目章一（羽根井）
、白井宏忠

ンボジア、フィジー 対象：小学 3 年生

接する機会が多く河川愛護に関心のあ

（大村）
、村川博美（高師）
、内藤公夫（磯

～高校 3 年生

る方

参加費：17 万 5 千円～

謝礼：月額 4,000 円程度（予定）

辺）
、大矢重弘（飯村）
、加藤和彦（玉

49万8千円（共通費用は3万円別途必要）

申し込み：5 月30日（必着）までに応募

川）
、山本忠義（二川）
、北谷彰久（高豊）

申し込み :6 月6日までに申込用紙で㈶

用紙で国土交通省豊橋河川事務所管

理事：石川守（岩田）
、岩瀬亘和（豊）
、

国際青少年研修協会（〒160-0004 新宿

理課管理係（☎ 48・8105）※応募用紙

櫻 井 理 一（東 田）
、 竹 内 勝 司（松 葉）
、

区四谷 2-11 大村ビル 3 階ふ 03・3354・

はホームページ（http://www.cbr.mlit.

藤森孝男（松山）
、原瀬強（新川）
、山

2207 め info@kskk.or.jp）※申込用紙は

go.jp/toyohashi/）
、国土交通省豊橋河

本 昌 良（向 山）
、 鈴 木 昌 一 郎（下 地）
、

国際交流課で配布中

川事務所で配布中

坂神信吉（吉田方）
、鈴木博昭（牟呂）
、

青少年研修協会（☎ 03・3359・8421）
、

井上和彦（汐田）
、牧野彊太郎（芦原）
、

国際交流課（☎ 51・2007）

芳賀正芳（中野）
、塩澤正夫（栄）
、酒

問合先：㈶国際

豊橋市統計調査員
各種行政施策の立案に必要な基礎資料
を得るため、国から委託された統計調

中稔（野依）
、仲井政弘（大清水）
、林孝

平成20年度豊橋市
地域文化振興活動功労賞表彰

（富士見）
、白井信夫（牛川）
、石橋儀一

地域で結成された文化振興団体（校区

てあらかじめ登録し、調査実施の際に

（鷹丘）
、守田廣久（下条）
、萩本和夫（多

文化協会等）の役員または地域の文化

活動していただける方を募集します。

米）
、北河利己知（岩西）
、本多明男
（つ

活動団体の要請により指導者として10

仕事：世帯や事業所に対しての調査票

つじが丘）
、堀江日出男（前芝）
、野口

年以上活動に尽力された個人または団

の配布・回収をしていただきます 募

孝允（石巻）
、新田義昭（西郷）
、近田

体を表彰しています。各分野で活躍中

集人員：30 人程度

好浩（賀茂）
、箭野桂次（谷川）
、山内

のふさわしい方を推薦してください。

住の 20 歳以上 65 歳以下で守秘義務な

宣昭（小沢）
、村田真吾（細谷）
、鈴木敬

推薦受付：5 月12日㈪～ 6 月20日㈮必

どを遵守し、責任をもって調査できる

（老津）
、 牧野康 彦（杉山）※敬称略。

着※推薦は地区文化振興活動推進代表

方（税務・警察・選挙の関係者は除く）

（ ）内は校区名 問合先：広報広聴課

者、文化団体などにも依頼しています

募集期間：随時 応募方法：住所、氏名、

（☎ 51・2178）

表彰式：9 月27日㈯に市民文化会館で

年齢、性別、連絡先を市役所行政課（東

ホールで行う豊橋文化祭オープニング

館５階☎ 51・2029）

井正志（大崎）
、兵藤善晴（植田）
、田

図書館の特別整理休館と
図書の特別貸出
中央図書館と配本センターは、特別
整理のため休館します。
特別整理休館日：5 月27 日㈫～ 6 月6

式典 問合先：文化課（☎ 51・2874）

情報あれこれ

査を実施しています。統計調査員とし

応募資格：市内在

放課後子ども教室の愛称
4月から始まった放課後子ども教室の愛
称を募集します。放課後子ども教室は、
安全・安心な子どもの活動拠点（居場

10 冊（ 通 常 5 冊 ）まで ※ 5 月 13 日～

5月は
「消費者月間」
5月30日は
「消費者の日」
です

25日の貸出は返却期限も延長します

最近、ますます手口が巧妙となってい

域住民との交流活動などの取り組みを

その他：二川・石巻・南稜地区市民館

る悪質商法による被害が増加しており、

推進する事業です。

の図書館分室も特別貸出を行います

還付金詐欺などによる不当請求も後を

愛称は、「
（小学校区名）○○教室」とい

が、特別整理休館中は貸出 ･ 返却が

絶ちません。被害にあわないよう注意

った名称になります。

できません

しましょう。

応募方法：6月2日（必着）までに愛称、住

31・3131）
、 配 本 センター（☎ 62・

相談先：消費生活相談室（☎ 51・2305）
、

所、氏名を青少年課（〒441-8501 住所不要

2944）

安全生活課（☎ 51・2306）

☎ 51・2855 ほ http://www.city.toyohashi.

日㈮

特別貸出：5 月 25 日まで。1 人

問合先：中央図書館（☎

所）を設け、地域の方々の参画を得て、
子どもたちと共に勉強や体験活動、地

aichi.jp/bu_kyoiku/seishounen/）
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主な募集対象

どなたでも

女性

男性

子ども

日曜日に国民健康保険税、
市税の納税窓口を開設します

高齢者

障害者

事業

6月1日にアクアリーナ豊橋
屋内プールがオープンします

育児

春の５３０運動実践活動を
実施します

平日に納付相談や手続・支払ができ

オープン当日は無料開放します。

530 運動環境協議会では、「自分のゴ

ない方のために行います。

プール期 間：6 月 1 日㈰ ～ 9 月 30 日㈫

ミは自分で持ちかえりましょう」を合言

とき：5 月 25 日㈰午前 9 時〜午後 3 時

ところ：アクアリーナ豊橋（神野新田町

葉に、みなさんの参加による美しいま

ところ：国保年金課（西館 1 階）
、納税

字メノ割） 開館時間：午前 9 時～午後

ちづくりを進めています。

課（西館 2 階） 業務内容：①国民健

9時

とき：5 月24日㈯～ 6 月2日㈪

康保険税・市税の納付②相談（分納・

日）※夏休み期間は無休

料金：大人

春の 530 運動実践活動として 5 月 30

口座振替など）③国保脱退手続きな

600 円、6 歳以上中学生以下 300 円 問

日（ごみゼロの日）を含む前後 10 日

ど 申し込み：不要

合先：アクアリーナ豊橋（☎ 31・4781）

間に市内一斉の清掃活動を実施しま

問合先：国保年

休館日：月曜日（祝日の場合は翌

内容：

金課（☎ 51・2293）
、納税課（☎ 51・

す。各町自治会、団体、事業所など

2241）

のグループ単位で実施し、行う際は事
前に申し込みをしてください

申し込

み：申込用紙を 530 運動環境協議会事
情 報 ピック アップ

業務改善運動
「やるまい ええじゃないか！」
改善事例 第 4 弾 広報広聴課の取り組み
問合先 政策調整課（☎ 51・3153）

進化し続ける豊橋市ホームページ
（http://www.city.toyohashi.aichi.jp/）

務局（市役所西館 5 階環境政策課内☎
51・2414）
※申込用紙は環境政策課で
配布中

あいち電子申請・届出システムが
利用しやすくなりました
市への申請や届出などの手続きが自
宅や職場からインターネットを使って

■欲しい情報がそこにある！ 〜情報の整理提供〜

24 時間、365日、手軽に利用できます。

利用者の利便を更に向上させるため、昨年の 3月に全面リニューアルを行

5月1日から新たに
「産業廃棄物管理票

いました。全てのページに情報を検索できる検索窓を設置し、分野情報

（マニフェスト）交付等状況報告書」が

などを付けることで、膨大な量になっている情報の整理を行いました。

「あいち電子申請・届出システム」で

また、問い合わせがあった内容を「よくある質問」として掲載するシステム

提出できるようになりました。

を構築し、各ページに関連する
「よくある質問」
を参照しやすくしました。

■利用できる手続き

「よくある質問」は、リニューアル前の 69 件から219 件（4月1日現在）にま

市職員採用候

補者試験申込（期間中のみ）
、 児童

で増やすことができました。

手当の現況の届出ほか 61 種。 詳し

■小さな工夫の積み重ねから 〜最新情報の提供など〜

くは ホ ー ムペ ージ（http://www.city.

今年度においても、緊急情報の掲載を速やかに行えるように「保健所」と

toyohashi.aichi.jp/e-shinsei/）

「安全安心」のページを

■利用方法

新たに作成し、FMとよは

①あいち電子申請・届出システムへ

しで放送している市政情

アクセス

報の音声データをホーム

②様式表示ソフトのダウンロード

ページで聴くことができ

③利用者登録
（ID・パスワードを取得）

るようにするなど改善を

④システムへログインして手続きを選択

しています。

⑤申請書に必要事項を入力

今後も、最新の情報を見

⑥送信して申請完了です

やすい形で提供していけ

※とよはし情報プラザ、中央図書館な

るよう工夫を重ねていき

ど市内 22 施設に設置してある市民開

たいと思っています。

放端末からもご利用になれます
問 合 先：電 子申請 ヘ ルプデスク（☎
新しく作成された保健所と安全安心のページ

052・740・6227）
、情報システム課
（☎
51・2080）
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