
市民活動総合補償制度
市民活動中の事故を補償します

自治会、ボランティア団体などの市民活
動団体が、国内で無報酬、かつ自発的に
行う社会貢献活動に対し、傷害と賠償責
任について補償します。事故発生から30
日以内に、事故報告書と参加者名簿を
含む活動計画書を市民協働推進課へ提
出してください。なお、市民活動団体が補
償を受けるには「どすごいネット」への事
前登録が必要です。補償内容など詳細
は市民協働推進課で配布の案内パンフ
レットやホームページをご覧ください。
	問合せ 	市民協働推進課（☎51・2483）
	 	 	 10256

①助産師②看護師の修学資金を
無利息で貸与します

	対 象	 ①は助産師養成施設（助産学
校など）、②は看護師養成施設
（看護専門学校、看護大学な
ど）に在学し、卒業後に市民病
院へ勤務する学生

	金 額 	 ①月額10万円以内（総額120
万円）②月額4万円以内※いず
れも授業料による

	その他 	卒業後、市民病院で①は貸与
期間の3倍に相当する期間（上
限3年）、②は貸与期間と同じ
期間を勤務した場合は、修学資
金の返還を免除

	問合せ 	市民病院管理課（☎33・6277）

中小事業者向けの各種補助制度・
融資制度をご利用ください

市では、以下をはじめ各種補助制度・
融資制度で市内の中小事業者を支援
しています。4月から内容を変更してい
る制度もあります。制度内容など詳細
はホームページ、または商工業振興課
で配布の中小企業施策ガイドブックを
ご覧ください。
■UIJターン就業促進補助金
転職サイトへの掲載に係る経費の一
部を補助します。
■女性スキルアップ支援補助金
女性従業員の国家・公的資格取得に係
る経費の一部を補助します。

［共通事項］
	問合せ 	商工業振興課（☎51・2437）
	 	 	 15603

障害者向け交通助成券などを
配布します

■交通助成券など
交通助成券5,000円分（電車、コミュニ
ティバスで使用可）、タクシー料金助成
券5,000円分、元気パス助成券9,000
円分のいずれかを配布します。
	対 象	 小学生以上の障害者手帳所持者
■タクシー料金助成券（15,000円分）
	対 象	 身体（視覚・下肢・体幹・移動機

能・内部障害1～3級）、療育（A・
B判定）、精神（1･2級）のいずれ
かの障害者手帳を所持し、自動
車・軽自動車税（種別割）の減免
措置を受けていない方

［共通事項］
	とき 	［障害福祉課］4/15㈬～来年

3/31㈬、5/9㈯9:00～16:00
［各窓口センター］5/13㈬～
9/30㈬

	持ち物 	所持する全ての障害者手帳、
印鑑

	問合せ 	障害福祉課（☎51・2345	
56・5134）

	 	 	 8023

支 援
空家解体補助金、木造住宅解体
補助金を交付します

■空家解体補助金
	対 象	 1年以上空家で、次のいずれ

かに該当する木造住宅①市の
調査で不良住宅と判定された	
②昭和56年5月31日以前に着
工した

	補助額 	①上限50万円②上限15万円
	 	 	 39032
■木造住宅解体補助金
	対 象	 既に耐震診断を受けて、「倒壊

する可能性が高い」と判定され
た住宅

	補助額 	上限30万円
	 	 	 37446

［共通事項］
	その他 	補助額の算定方法など詳細は

ホームページ参照
	申込み 	随時、直接、建築物安全推進課

（☎51・2561）

ひとり親家庭などへ支給する
児童扶養手当額を改定します

物価の上昇に伴い、4月分から1か月あ
たりの手当額を、全部支給の方は43,160
（42,910）円、一部支給の方は43,150～	
10,180（42,900～10,120）円に改定し
ます※（　）内は令和2年3月分までの手
当額。5月に振り込まれる手当額（3月・	
4月分）のうち、4月分からの変更にな
ります。なお、第二子・三子以降の加算
額も改定します。金額の詳細はホーム
ページなどでご確認ください。
	問合せ 	こども家庭課（☎51・2320）
	 	 	 22786
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美術博物館友の会会員

美術博物館・二川宿本陣資料館の展
覧会の無料観覧（回数制限あり）、講演
会など友の会主催事業への参加、会報
の送付などの特典があります。
	料 金 	 正会員3,000円、学生会員（高

校生、大学生、専門学校生）
1,000円ほか※年額

	その他 	入会案内は美術博物館で配布
	申込先 	美術博物館（☎51・2882）

市営墓地の利用者

	対 象	 市内在住の世帯主で、次のいず
れかに該当する方①焼骨がある
が墓がない②市外に墓を持って
おり、市内に改葬を希望する

	料 金 	［向山霊苑］1㎡あたり28万円
［飯村墓地］1㎡あたり20万円	
［ 梅 田川霊 苑 ］一律36万円	
［東細谷墓地］一律23万円（い
ずれも永代）

	その他 	3年以内に墓石を建設するなど
条件あり。使用条件など詳細は
ホームページ参照

	申込み 	事前に問い合わせの上、随時、
福祉政策課（☎51・2369）

	 	 	 10533

シティプロモーション事業補助金の
事業企画

	対 象	 団体など（個人不可）が行う、市
のシティプロモーション活動に
貢献する新規事業または既存
事業の拡大部分

	補助額 	対象経費の3分の2または2分
の1以内（申請者により異な
る）、かつ20万円以下

	その他 	審査あり。資金面以外で支援す
る認定制度は随時募集

	申 請 	 5/15㈮（必着）までに直接また
は郵送で申請書をシティプロ
モーション課（〒440-8501住
所不要☎51・2179）※申請書
はシティプロモーション課、首
都圏活動センター、ホームペー
ジほかで配布

	 	 	 6439

とよはしインターネットモニター

月1回程度、市政についてインターネッ
ト上でアンケートに答えます。
	任 期 	 来年3/31㈬まで
	対 象	 市内在住で18歳以上の方（高

校生を除く）
	定 員 	 560人（申込順）
	謝 礼 	 QUOカード1,000円分（年間

回答率75％以上の方に限る）
	申込み 	随時、ホームページで必要事項

を入力
	問合せ 	広報広聴課（☎51・2165）
	 	 	 54799

オープンガーデン豊橋のオーナー

自宅や店舗、事業所などの庭を公開
し、訪問者と交流します。
	対 象	 市内で植物を育てている方
	その他 	庭の写真を使用したパンフレッ

トを作成し、希望者に配布。写
真の返却不可。版権は当協会
に帰属

	申込み 	9/30㈬（必着）までに申込書、
植物を飾っている状態が分か
る写真2・3枚を豊橋みどりの協
会（〒441-3147大岩町字大穴
1-238☎41・7400）※申込書
は各地区・校区市民館で配布

①登録手話通訳者
②登録要約筆記者

聴覚障害者の病院受診・学校行事・各
種手続きなどに同行し、意思疎通を行
います。
	対 象	 ①手話通訳士試験、手話通訳

者全国統一試験、あいち聴覚
障害者センター登録試験のい
ずれかに合格した方②要約
筆記者養成講座を修了した方	
※いずれも他市で登録をしてい
ない方

	定 員 	 各若干名
	申 請 	 随時、登録申請書、履歴書、	

①は各種試験合格通知（写し）、	
②は養成講座修了証（写し）を
障害福祉課（☎51・2346）

	 	 	 54659

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

令和2年度中途採用（通年募集）
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 	 随時、作文、面接、適性検査
	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、市民
病院ホームページほかで配布

	申込み 	随時、必要書類を市民病院管
理課（〒441-8570住所不要☎
33・6277）

令和2年度豊橋市①教育②体育
③文化表彰候補者の推薦

①～③の分野で活躍する各賞にふさ
わしい候補者の推薦をお願いします。
	提 出 	 4/15㈬（必着）までに直接また

は郵送で推薦書を①は教育政
策課（☎51・2819）、②は「ス
ポーツのまち」づくり課（☎51・
2864）、③は「文化のまち」づく
り課（☎51・2875）※郵送の宛
先は全て〒440-8501住所不
要。推薦書は各提出先で配布

	 	 	 ①55032②64240③55053

緑のアダプト制度登録者

年1回以上、公園と街路樹のある市道
や周辺の清掃などを行います。
	対 象	 個人、事業者、市民団体
	その他 	ごみステ－ションに出せるごみ

袋など、活動に必要な物品の支
給や道具を貸与

	申込み	 随時、公園緑地課（☎51・2654）
	 	 	 64892
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