
10月11日㈬に、こども若者総合相談
支援センターを移転します

市役所内にあるこども若者総合相談
支援センターと青少年センター内にあ
る子ども・若者総合相談窓口を、こども
未来館東隣の建物に移転します。移転
後も引き続き、子育ての不安や心配、
若者の不登校・ひきこもりなど、さまざ
まな相談に応じます。
	問合せ	 こども若者総合相談支援セン

ター（☎51・2327）
	 	 52046

秋の5
ゴミゼロ
30運動実践活動で、

街
まちじゅう

中につつじの花を咲かせよう！！

市内一斉の清掃活動を実施します。
	と き	 11/4㈯～11/13㈪
	その他	 事前に計画書を提出した方

に、つつじ柄の「530アートごみ
袋」を進呈※計画書は環境政
策課で配布

 問合せ	 530運動環境協議会事務局
（環境政策課内☎51・2399）

	 	 51762

骨髄ドナー登録会
in　ええじゃないか豊橋まつり

10月は骨髄バンク推進月間です。1人で
も多くの患者さんが骨髄移植を受けら
れるよう、ご理解とご協力をお願いしま
す。市では、次の登録会を行います。
	と き	 10/21㈯、10/22㈰9:30～

11:00、13:00～16:00
	ところ	 豊橋公園
	対 象	 18歳以上54歳以下で、骨髄・

末梢血幹細胞の提供について
十分理解している方（健康状態
により登録できない場合あり）

	問合せ	 健康政策課（☎39・9111）
	 	 8793

空き工場用地などの情報提供を
行っています

市では、賃貸や売却希望のある工場
適地の所有者などに情報を提供しても
らい、ホームページなどで広く提供して
います。活用されていない空き工場な
どをお持ちの方はぜひ、ご登録くださ
い。要件や手続きなど詳細は、お問い
合わせください。
	問合せ	 産業政策課（☎51・2441）
	 	 17553

人・農地プラン更新案の閲覧

地域が抱える「人と農地の問題」を解
決していくためのプランです。各種支援
を受けるためには、プランに位置付け
られることが必要です。
	と き	 10/2㈪～10/13㈮
	ところ	 農業企画課
	対 象	 市内農家台帳登録者（本人、同

一世帯員に限る）
	持ち物	 運転免許証など本人確認ので

きる身分証
	問合せ	 農業企画課（☎51・2458）
	 	 8346

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金の
請求は平成30年4月2日までです

戦没者などの死亡当時の遺族で、平成
27年4月1日において公務扶助料や遺
族年金などの受け手がいない方に、額
面25万円、5年償還の記名国債を支給
します。対象や必要書類など詳細はお
問い合わせいただくか、ホームページ
をご覧ください。
 申込み	 直接、福祉政策課（☎51・2369）
	 	 23666

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成30年度採用
豊橋市職員

■秋季募集
	職 種	 技術職（電気・機械）
	定 員	 各若干名
■労務職員
	職 種	 ①動物飼育員②その他労務職
	定 員	 ①1人②10人程度

［共通事項］
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当てを支給
	その他	 募集要綱などは市役所人事

課・じょうほうひろば、ホーム
ページで配布

	申込み	 10/26㈭（必着）までに直接ま
たは郵送で申込書などを人事
課（〒440-8501　住所不要☎
51・2040）

	 	 8399

平成30年度新規
豊橋市民病院職員

	職 種	 ①助産師②看護師
	定 員	 ①若干名②30人程度
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	試 験	 10/14㈯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ほかで
配布

	申込み	 10/6㈮までに直接または郵
送で申込書を市民病院管理課
（〒441-8570住所不要☎33・
6277）

	 	 16485
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11月5日㈰に高根校区市民館が
移転オープンします

移転に伴い、現在の高根校区市民館
は10月20日㈮から休館します。部屋の
予約は、休館中（土・日曜日、祝日を除
く）は市民協働推進課、11月5日㈰以
降は移転先の校区市民館で受け付け
ます。詳細はお問い合わせください。
	問合せ	 市民協働推進課（☎51・2484）、

高根校区市民館（☎21・2941）
	 	 10258

市県民税　第3期分、国民健康保険税
第4期分の納期限は10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

読書通帳に読んだ本の記録を
貯めることができます

読書した日付・書名・感想を記入でき
る読書通帳ができました。記帳した通帳
（本100冊分）を中央・向山・大清水図
書館に持参した小学生以下には、記
念品をプレゼントします。読書通帳は、
各図書館、ホームページで配布してい
ます。
	問合せ	 中央図書館（☎31・3131）

PCB調査にご協力ください

PCBとは古い蛍光灯の安定器などに
含まれる非常に有害な絶縁油で、法律
によって平成33年3月31日までに処理
することが義務付けられています。心
当たりがある方は、ご相談ください。
	対 象	 昭和52年3月以前に建築され

た事業用建屋、昭和48年以前
に製造された変圧器・コンデン
サーをお持ちの方

	その他	 詳細はホームページ参照
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2407）
	 	 15922

産業廃棄物処理施設
設置許可申請書などを縦覧します

㈱明輝クリーナーの焼却施設の関係
書類を縦覧します。
	と き	 10/2㈪～11/1㈬①8:30～

17:15②9:00～16:00
	ところ	 ①豊橋市廃棄物対策課、二川

窓口センター、湖西市役所環
境課・湖西市環境センター（湖
西市吉美）②㈱明輝クリーナー
本社・原町工場

 その他	 詳細はホームページ参照
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2407）
	 	 51634

10月1日は「浄化槽の日」
浄化槽は正しく使いましょう

定期的に「清掃・保守点検・法定検査」
を行わなければ、浄化槽は正しく働き
ません。家庭からの生活排水をきれい
にし、美しい海や川を守りましょう。清
掃などは専門業者・機関へ依頼してく
ださい。市では、単独処理浄化槽・汲み
取り槽から合併処理浄化槽へ転換す
る方を対象とした補助金の制度があ
ります。詳細はお問い合わせいただく
か、ホームページをご覧ください。
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410）
	 	 6811

丸山薫賞パネル展

歴代受賞者や丸山薫の年表・愛用品
などを紹介します。
	と き	 10/20㈮～10/29㈰9:30～

19:00（土・日曜日、祝日は
17:00まで。月曜日、10/27㈮は
休館）

	ところ	 中央図書館
	問合せ	 ｢文化のまち」づくり課（☎51・

2874）
	 	 19479

社会保険などに未加入の事業者は、
一次下請業者にはなれません

10月から、健康保険・厚生年金保険・
雇用保険の未加入業者との一次下請
契約を原則、禁止します。未加入の場
合、元請業者に対する下請金額の10％
の制裁金、指名停止、工事成績の減点
の措置をとります。
	対 象	 10/1㈰以降に市が入札手続き

を開始する工事
	その他	 二次以下の下請業者も未加入

の場合は会社名などを建設業
許可権者に通報

	問合せ	 契約検査課（☎51・2153）
	 	 23743

介護保険者統合　住民説明会

来年4月から東三河8市町村の介護保
険者が、東三河広域連合に統合される
ことに伴う変更点などを説明します。
	問合せ	 長寿介護課（☎51・2331）
	 	 51913
とき ところ

10/31㈫14:00 市役所東85・86会議室
11/2㈭14:00 石巻地区市民館
11/7㈫19:00 東陽地区市民館
11/9㈭14:00 二川地区市民館
11/14㈫14:00 高豊地区市民館
11/15㈬19:00 アイプラザ豊橋
11/21㈫14:00 前芝校区市民館

11/22㈬19:00 大清水まなび交流館「ミナクル」
11/28㈫14:00 あいトピア
11/30㈭14:00 牟呂地区市民館
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