
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（8月振り込
み）から1か月あたりの手当額を、全部
支給の方は42,910（42,500）円、一部支
給の方は42,900～10,120（42,490～
10,030）円に増額します。※（	）内は平
成31年3月分までの手当額
第二子・三子以降の加算額も増額しま
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

豊橋市心身障害高校生①奨学金
②入学準備金を支給します

	対 象	 市内在住の障害者手帳所持者
で、特別支援学校高等部などに
在学または新規で入学する方

	支給額	 ①月額10,000円②17,500円
（②は4月中に申請した新規入
学者のみ）

 その他	 ①は申請日の属する月分から
平成32（2020）年3月分まで支
給。①②ともに所得制限あり

	申 請	 4/1㈪～来年3/2㈪に直接、障
害者手帳、在学証明書または入
学証明書、本人の通帳、認印を
障害福祉課（☎51・2345	 56・
5134）

	 		 18210

保育園や小学校などでの
訪問看護の利用日数を拡大します

看護師からインシュリン注射などの医
療的ケアを受ける利用回数の上限を、
月10回から登園・登校日数まで拡大し
ます。
	対 象	 市が指定した訪問看護ステー

ションを利用する市内在住・在
園・在学の園児～中学生

 その他	 訪問看護ステーションなど詳細
はホームページ参照

	問合せ	 障害福祉課（☎51・2347	 56・
5134）

	 		 55495

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月から名称の変更や補
助対象者を拡大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
をご覧ください。
＜がんばる個店応援事業補助金＞
店舗のリフォームなどにかかる費用の
一部を助成します。
＜女性あんしん職場づくり補助金＞
女性用トイレや更衣室などの整備費用
の一部を助成します。

［共通事項］
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2425）
	 		 15603

4月10日㈬から障害者向け交通助成券、
タクシー券などを配布します

障害者向けの交通助成券（電車・コミュ
ニティバス共通）、タクシー券、元気パス
購入助成券を4月10日㈬から障害福祉
課で配布します。また、5月11日㈯に高
豊地区市民館、5月19日㈰に西郷校区
市民館でも配布します。3月下旬に対象
者宛てに案内文を郵送しました。4月上
旬までに届かない場合は、お問い合わ
せください。
	問合せ	 障害福祉課（身体・知的担当☎

51・2345、精神担当☎51・2312	
56・5134）

	 		 8023

豊橋田原ごみ処理施設整備事業に係る
環境影響評価準備書 公聴会

 とき	 4/20㈯13:00
	ところ	 高師台地区市民館
	定 員	 18人（抽選）
 その他	 傍聴のみの参加可。公述人が

いない場合は中止
 申込み	 4/8㈪（消印有効）までに直接

または郵送で準備書名、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、環
境保全の見地からの意見の要
旨（800字以内）を愛知県環境
活動推進課（〒460-8501住所
不要）

	問合せ	 愛知県環境活動推進課（☎
052・954・6211）、施設建設室
（☎38・0777）

	 		 63905

HP　16485

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
動団体が国内で行う、社会に役立ち無
報酬で自発的に行われる活動に対し、
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。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

平成30年度に配布した
助成券は使用できませ
んので、ご注意ください。

障害福祉課
岡部	和真
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美術博物館友の会会員

企画展の無料観覧や二川宿本陣資料
館の無料入館（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）

ごみ減量推進検討委員会委員

市のごみ減量施策に関する検討を行
います。
	任 期	 6月下旬～来年3月（予定）
	対 象	 市内在住の18歳以上で、年6回

程度の委員会に参加できる方
	定 員	 2人（選考）
 その他	 委員会は学識経験者や公募

市民など10人で構成。選考は
書類審査。5月下旬に結果を通
知予定

 申込み	 4/30㉁（消印有効）までに申込
書を環境政策課（〒440-8501
住所不要☎51・2399	 56・
5126	 kankyoseisaku@city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は環
境政策課、ホームページほか
で配布

	 		 63619

ここにこサークル
子育てサポーター

月1回程度、各地区・校区市民館など
で親子の遊びや見守りを行います。
	対 象	 18歳以上の方（高校生を除く）
 申込み	 随時、こども未来館（☎21・

5528）

平成31（2019）年度中途採用
豊橋市民病院職員（通年募集）

	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、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）

	 		 16485

平成31（2019）年度
介護認定調査業務嘱託員

	任 期	 7/1㈪～来年3/31㈫（週31時
間。勤務状況などにより更新
あり）

	対 象	 介護支援専門員（有効期間内
であるかは不問）、看護師、保
健師、社会福祉士、介護福祉士
のいずれかの資格と普通自動
車運転免許を有する方

	報 酬	 月額221,600円
	試 験	 面接、小論文
 その他	 募集要綱は長寿介護課、ホーム

ページで配布
 申込み	 5/8㈬までに直接または郵送

（必着）で必要書類を長寿介護
課（〒440-8501住所不要☎51・
3133）

	 		 4106

平成30年度の不妊治療費補助金の
申請期限を延長しています

不妊に悩む方への特定治療支援費補
助金交付について、2月1日㈮～3月31
日㈰に治療が終了した方は、5月31日㈮
まで申請期限を延長しています。
 問合せ	 こども保健課（☎39・9160）
	 		 6372

詳細は募集要綱などをご覧ください。
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30運動環境協議会会員

環境美化活動や環境教育など、ごみの
ない社会を目指す活動を支援します。
 料 金	［法人・団体会員］1口10,000円～

［個人会員］1口500円～
 申込み	 随時、申込書を530運動環境

協議会事務局（環境政策課内
〒440-8501住所不要☎51・
2399	 56・5126）※申込書
は環境政策課、530運動環境
協議会ホームページなどで
配布

子育て情報ハンドブックの広告

市内在住の0歳児、3歳児を持つ家庭
に配布予定の子育て情報ハンドブック
へ掲載する広告を募集します。
	掲載料	 4万～50万円
 その他	 掲載内容など詳細はホーム

ページ参照
 問合せ	 ハンドブックの発行・内容につ

いては、こども未来政策課（☎
51・2382）、広告については
㈱サイネックス（☎053・452・
8753）

	 		 64230

29 広報とよはし 平成31年4月


