
脳の健康教室
学習サポーター

認知症予防のための簡単な読み書き
や計算を補助します。
	とき	 4～8月の週1回。午前中（一部

午後）の3時間程度
	ところ	 あいトピア、八町・つつじが丘・

大清水・牟呂地域福祉センター
	その他	 3/10㈮13:00～16:45に、あ

いトピアで開催する研修会への
参加が必要

 申込み	 3/2㈭までに豊橋市社会福祉
協議会（☎52・1111）

令和5年4月採用　外国人児童生徒教育
日本語相談員

	定 員	 若干名
	給 与	 報酬月額211,273円のほか、

期末手当など各種手当を支給
	試 験	 [1次］履歴書、作文［2次］2/25㈯

に筆記、面接
	その他	募集要項は学校教育課、ホーム

ページで配布
	申込み	 2/13㈪15:00（必着）までに市

販の履歴書、作文「外国人児童
生徒の日本語指導に対する支
援のあり方について」（具体的
な事例を想定して、自筆800字
程度）を直接、または郵送で学
校教育課（〒440-8501住所不
要☎51・2826）

	 	 21955

豊橋市統計調査員
（事前登録制）

世帯や事業所を訪問し、国や県が実施
する統計調査への協力（調査票の記入
の依頼や配布・収集など）を依頼します。
	対 象	 20～74歳の方（税務・警察・選

挙の関係者を除く）
 申込み	随時、行政課（☎51・2029）
	 	 81087

令和5年4月採用
小・中学校図書館司書

学校図書館の環境整備や読書活動の
支援、選書などを行います。
	対 象	 図書館司書の資格を有する、ま

たは3/31㈮までに取得見込み
の方

	定 員	 若干名
	謝 礼	 1時間あたり1,340円（令和4

年度実績）　
 試 験	 2/24㈮に教育会館で面接
 申込み	 2/7㈫17:00（必着）までに市

販の履歴書、司書の資格また
は取得見込みを証明するもの
（写し）を直接、または郵送で
教育会館（〒441-8075神野ふ
頭町3-22ライフポートとよは
し内☎33・2113）※郵送の場
合は封筒に「学校図書館司書
申込」と朱書き

	 	 80734

催し・講座
市民病院
学生向けインターンシップ

■介護福祉士
現場の見学や先輩職員との交流を行い
ます。
	とき	 3/13㈪～3/24㈮13:00～15:30
	対 象	 令和6年3月～令和7年3月に介

護福祉士養成機関を卒業見込
みの方、介護福祉士の資格を有
する方

	申込み	 2/27㈪から希望日の2週間前
までに市民病院ホームページ
で必要事項を入力

問合せ	 市民病院看護局ケア支援科（☎	
33・6223）

■看護師
臨床現場の見学や先輩職員との交流
を行います。
	とき	 3/15㈬～3/28㈫13:00～15:30
	対 象	 令和6年3月～令和7年3月に看

護専門学校などを卒業見込み
の方

	申込み	 2/6㈪から希望日の2週間前ま
でに市民病院ホームページで
必要事項を入力

問合せ	 市民病院看護局新人キャリア発
達支援科（☎33・6226）

［共通事項］
	定 員	 1日4人程度（申込順）

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

令和5年4月採用 児童クラブ支援員
会計年度任用職員（2次募集）

	定 員	 10人程度
	給 与	 報酬のほか、期末手当など各

種手当を支給
	その他	募集要項は生涯学習課、ホー

ムページで配布
	申込み	 2/1㈬～2/10㈮（必着）に必要

書類を直接、または郵送で生涯
学習課（〒440-8501住所不要
☎51・2856）

	 	 82918
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30枚限定！マンホール鉄ふたを
販売します

交換により使用しなくなった鉄ふたを
販売します。
	販売数	 30枚（抽選。1人1枚まで）
	価 格	 3,000円
	その他	販売する鉄ふたはホームペー

ジで閲覧可
	申込み	 2/15㈬（必着）までに申込書を

直接、または郵送で下水道整
備課（〒440-8502住所不要☎
51・2774）※申込書はホーム
ページで配布

	 	 92520

低濃度PCBは
期限までに処分しましょう

PCBは、電気機器の一部に使用され
ていた有害な絶縁油です。変圧器や
電力用コンデンサーのほか、電気溶
接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、
モーターなどに付属または内蔵する低
圧コンデンサーにPCBが使用されて
いる可能性があります。電気機器中の
絶縁油のPCB濃度が0.5mg/kgを超
え、5,000㎎/kg以下のものは、低濃度
PCB廃棄物として令和9年3月31日の
処分期限までに所有者が適切に処分す
ることが法律で義務付けられています。
処分方法など詳細はお問い合わせくだ
さい。
	問合せ	廃棄物対策課（☎51・2406）
	 	 15922

低濃度PCB廃棄物の例（変圧器、コンデンサー）

令和5年4月採用 保育課
会計年度任用職員

	職 種	 保育所看護師（医療的ケア）
	給 与	 報酬のほか、期末手当など各種

手当を支給
	その他	募集要項などは保育課、市役所

じょうほうひろば、ホームペー
ジほかで配布。申込方法など
詳細はホームページ参照

	問合せ	保育課（☎51・2315）
	 	 90888

中途採用（通年募集）
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	 随時、市民病院で小論文、面

接、適性検査など
	その他	募集要項は市民病院管理課、市

役所じょうほうひろば、市民病
院ホームページほかで配布

	申込み	随時、必要書類を直接、ま
たは郵送で市民病院管理課
（〒441-8570住所不要☎33・
6373）

その他
国道23号バイパス工事に伴う
夜間一部通行止めにご協力ください

国道23号豊橋バイパスの橋梁架設工
事を行うため、豊川為当IC～小坂井
御津IC上り線（浜松方向）の夜間通行
止めを実施しますので、ご協力をお願
いします。なお、下り線（名古屋方向）
は通行できます。
	とき	 2/13㈪～2/17㈮22:00～

翌6:00
	その他	交通規制場所の詳細は国土交

通省	名四国道事務所ホーム
ページ参照

	問合せ	国土交通省	名四国道事務所
（☎0533・81・2951）、豊橋市
道路建設課（☎51・2520）

令和5年4月採用
会計年度任用職員

	職 種	 市有財産活用嘱託員ほか
	給 与	 報酬のほか、期末手当など各

種手当を支給
	その他	募集要項などは人事課、市役所

じょうほうひろば、ホームペー
ジほかで配布。募集職種など
詳細はホームページ参照

	問合せ	人事課（☎51・2040）
	 	 8399

動物園ボランティア

来園者への動物の解説や園内の案内
などを行います。
	とき	 4月～来年3月
	対 象	 18歳以上の方
	定 員	 20人程度
	その他	 2/18 ㈯、2/19 ㈰ 13:30 ～

14:00に行ういずれかの説明
会への参加が必要

	申込み	 2/16㈭までに総合動植物公園
ホームページで必要事項を入力

	問合せ	動植物園（☎41・2186）

自然史博物館
教育普及ボランティア

土・日曜日に開催するガイドツアーでの
解説やイベントの補助を行います。
	対 象	 月2回以上活動できる18歳以

上の方
	定 員	 若干名（選考）
 その他	 3/25㈯14:00～15:00に説明

会を開催
	申込み	 3/10㈮（必着）までに、はがき

で住所、氏名、年齢、電話番号、
メールアドレスを自然史博物館
（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・4747）
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