主な対象

どなたでも

女性

男性

民有地の緑化に助成をします

子ども

高齢者

障害者

事業

植物園イベントのへや出展者

催しの開催期間中でも、施設の休館日などが
あります。詳しくはお問い合わせください。

育児

市民病院売店運営事業者

展 示 期 間：平 成 27 年 4 月 1 日～ 平 成

応募資格：3 年以上の営業経験を有し、

民有地の緑化に助成をします。お庭や

28 年 3 月31日※原則として6日間以上

募集要項に記載の条件を満たす事業者

企業の敷地を緑化し、緑いっぱいのま

1 か月未満

審査方法：書類、プロポーザル

ちにしませんか。

会を希望する団体

対象：市街化区域内で評価基準を満た

生け花、盆 栽、フラワーアレンジメン

配布：11月15日から市民病院管理課（青

し、緑化面積 80㎡以上で来年 3月15日

ト、植木鉢、木工細工、写真など 出

竹町字八間西）
、ホームページ（http://

までに完了する着手前の緑化工事 助

展料：無料 申し込み：12月1日～ 20日

www.municipal-hospital.toyohashi.

成金額：緑化工事費の 2 分の 1 以内（上

に展示会名、展示内容、展示希望期間、

aichi.jp/） その他：申込方法などの詳

限 500 万円） その他：手続きには 3 週

団体名、代表者の住所、氏名、電話番

細は募集要項参照

間程度かかります。申請前に緑化工

号を豊橋みどりの協会（☎ 41・2185

病院管理課（☎ 33・6278）

事に着手すると助成は受けられません

41・0201）

ので、事前にご相談ください。予算額

情報あれこれ

問い合わせ：公園緑地課（☎ 51・2655）

展示例：寄せ植え、

予定時期：平成 27 年 6月 募集要項の

問い合わせ：市民

市立小・中学校
常勤講師・非常勤講師
対象：教員免許（幼稚園、小・中学校教
諭および養護教諭）所持者（平成 27 年 3

伐採届出書を提出してください

月免許状取得見込み者および市外在住

森林法の定めにより、地域森林計画の

者を含む） 業務内容：市内の小・中学

年末は特に交通事故の多発が心配され、

対象となっている民有林の立木を伐採

校において、常勤（朝から夕方まで）・

また飲酒の機会が増えることから、飲

する場合は、伐採開始日の 30 ～ 90日

非常勤（時間指定）での勤務

酒運転による事故も懸念されます。市

前に伐採届出書の提出が必要です（保

み：随時、写真貼付の履歴書（形式自

民一人ひとりの交通安全意識を高める

安林、保安施設地区は許可申請が必要）
。

由）
、教員免許状の写し（または取得見

とともに、安全行動の実践を通じて交

問い合わせ：農業支援課（☎ 51・2473）

込証明書の写し）・更新講習修了確認

◦飲酒運転を根絶しよう

証明書（該当者のみ）を直接、市役所学
校教育課（東館 11 階☎ 51・2826）

◦夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗

貢献広報事業として、地域コミュニティ

愛知県立東三河高等技術専門校
平成27年度普通課程訓練生

の推進を支援しています。平成 26 年度

募集／定員：建築総合科（木造建築・

は、嵩山・汐田校区にコミュニティ推

施工管理コース）／ 20 人 訓練期間：

進備品
（かまどなど）
を整備しました。

平成 27 年 4 月から2 年間

問い合わせ：市民協働推進課（☎ 51・

中学校卒業程度の学力を有する30 歳

2484）

以下の方

用中の交通事故をなくそう
◦全ての座席でシートベルトとチャイル
ドシートを正しく着用しよう
問い合わせ：安全生活課（☎ 51・2550）

住民登録は正しく行いましょう

応募資格：

費用：入校検定料 4,400 円、

入 校 料 5,650 円、 授 業 料 年 額 60,000

住民登録は、住所、氏名、生年月日、性別、

円、その他の実費

世帯主との続柄などが記載され、国民

日／筆記試験、面接試験

健康保険、国民年金、児童手当など各

来年 1 月9日までに直接または郵送で

種行政サービスの基礎になっています。

入校願書を愛知県立東三河高等技術専

行政サービスを確実に受けられるように

門校（〒441-1231 豊川市一宮町上新切

するために、引っ越しなどにより住所を

33-4 ☎ 0533・93・2018）
、ハローワー

移した方は、速やかに住民登録の届出

ク豊橋（〒440-8507 大国町 111 ☎ 52・

を行ってください。なお、現住所に住

7191）※入校願書は愛知県立東三河高

民登録を移していない方は、前の住民

等技術専門校またはハローワーク豊橋

登録地を消除されることがあります。
問い合わせ：市民課（☎ 51・2279）

汐田校区へ整備されたかまど

で配布

選考：来年 1 月20
申し込み：

問い合わせ：愛知県立東三河

高等技術専門校（☎ 0533・93・2018）
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（一財）自治総合センターは宝くじの社会

集

◦子どもと高齢者を交通事故から守ろう

募

■運動の重点項目

宝くじの助成金で
コミュニティ推進備品を整備しました

申し込

談

通事故を防止しましょう。

りゅうぼく

相

12月1日㈪～10日㈬は
年末の交通安全市民運動

ぼんさい

開始

支 援・医 療

に達した時点で受け付けを終了します

対象：植物に関する展示

楽しむ・学ぶ

県の「あいち森と緑づくり税」
を活用して、

平成27年度 保育園・認定こども園
（保育部分）
入園手続き

加入していますか？労働保険

楽しむ・学ぶ

平成 27 年度の保育園・認定こども園（保育部分）の入園手続きの保護者面接を 12

労働者
（アルバイトなどを含む）
を1人で

月1日㈪から行います。面接の日程に合わせて、入園の申し込みをした保育園・認

も雇用している事業主は、労働保険（労

定こども園へお子さんと一緒にお出かけください。なお、現在入園中の方の面接は、

災保険・雇用保険）に加入する義務が

原則としてありません。

あります（農林水産の一部の事業を除

面接が必要な方：新規申し込みの方、保育園・認定こども園を通じて連絡を受けた方

く）
。また、加入している事業主や事業

持ち物：印鑑 その他：入園手続きは原則として保育園・認定こども園で行います。該

所で働いている方は、各種の助成金制

当する日に都合がつかない方は、保育園に連絡のうえ面接期間中（12月1日～来年1月

度や給付制度の対象となる場合があり

13日）に市役所保育課（東館2階）へお越しください 問い合わせ：保育課（☎51・2322）

ます。詳しくはお問い合わせください。

■保育園・認定こども園（保育部分）保護者面接日程表

問い合わせ：ハローワーク豊橋（☎ 81・

支 援・医 療

施設名
とき

午前9時30分～ 午後1時30分～
11時30分
3時30分

12 月 1 日㈪ 前芝

三宝、飽海

2 日㈫ 磯辺

下条、杉山

3 日㈬ 植田

往完

4 日㈭ 高塚

吉田方

0377）

施設名
とき

午前9時30分～ 午後1時30分～
11時30分
3時30分

正林寺、
12月17日㈬
牛川東

平成27年成人式のお知らせ

岩西

とき：来年 1 月11日㈰ ところ：各小学

18 日㈭ 二川東

谷川

校・地区市民館など 対象：平成 6 年 4

19 日㈮ 花ヶ崎

三郷

月2日～平成 7 年 4月1日に生まれた方

相

5 日㈮ 牛川

吉田方西

22 日㈪ 円通寺

高師東

その他：成人式該当者への参加確認調

8 日㈪ 春日

東山

24 日㈬ 東部

玉川

査を各校区社会教育委員会が行いまし

9日㈫ ひばり、新吉

大村、みどり、
嵩山

25 日㈭ 長栄

岩田

たが、進学・就職などで住民票を異動

談

10日㈬ 柱、くるみ

羽田、賀茂

11日㈭ 老津

あしはら

12日㈮ 石巻

松葉

来年1月6日㈫ 大崎

豊橋ひまわり

募

7 日㈬ 天伯

東観音寺、
緑が丘

8 日㈭ 昭和

明照

15日㈪ 福岡、こじか こまどり

9 日㈮ めばえ

希望が丘

16日㈫ 豊南 、津田

13日㈫ 向山

塩満

野依

路上喫煙はやめましょう

した方で、まだ調査を受けておらず参
加を希望する場合などは、12月上旬ま
でにお問い合わせください

問い合わ

せ：各校区社会教育委員会、生涯学習課
（☎ 51・2849）

■豊橋駅東口周辺の「路上喫煙禁止区域」

集

市では、清潔で安全なまちづくりを推進し快適な生活環境を
路上喫煙禁止区域

確保するため、快適なまちづくりを推進する条例により、全

ポイ捨て禁止重点区域

ての人は市内全域の道路、公園、広場、河川など公共の場
所で喫煙をしないよう努めることと定めています。路上喫煙
は、周囲の人にとって、やけどや被服の焼け焦げなどを引き

大橋通り

起こす、大変危険な行為です。たばこは決められた場所で他
人の迷惑にならないように吸いましょう。

松葉公園

国道２５９号

情報あれこれ

喫煙所 1F 南口駅前広場横
2F ペデストリアンデッキ

こども未来館
ここにこ

また、豊橋駅東口周辺を「路上喫煙禁止区域」と定めており、
この区域内での違反は過料（2,000 円）の対象となります。
問い合わせ：安全生活課（☎ 51・2303）
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×

広小路通り

駅前大通り
豊橋駅

穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」

