
平成31（2019）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	 4/22㈪（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

とよはしの巨木・名木100選に
追加する木

市内の樹齢の長い木や、樹種が珍しい
木など10本を募集します。
 申込み	 8/31㈯までに氏名、電話番号、

木の所在地、応募理由（樹種・
太さ・高さなど）を公園緑地	
課（☎51・2654	 56・1230	
koenryokuchi@toyohashi.lg.jp）

	 		 63620

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
 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（返却不可。版権
は協会に帰属）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

リトアニア友好親善市民訪問団
参加者

市がパートナーシティ協定を目指すパネ
ヴェジス市や世界遺産などを巡ります。
 とき	 6/25㈫～6/30㈰※4泊6日

（予定）
	ところ	 リトアニア共和国（パネヴェジ

ス市、ヴィリニュス市ほか）、ラト
ヴィア共和国（リガ市ほか）

 その他	 料金など詳細は4/15㈪以降、
豊橋市国際交流協会へお問
い合わせください

	問合せ	 豊橋市国際交流協会（☎55・
3671）

市営墓地（梅田川霊苑）の
利用希望者

	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	 360,000円（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。その他
の市営墓地の貸し出しを秋に
実施予定

 申込み	 事前に問い合わせの上、随時、
福祉政策課（☎51・2369）

	 		 6503

詳細は募集要綱などをご覧ください。

豊橋市カラーガード隊
ホワイトシーガルズ隊員

消防出初式などで消防音楽隊と共に
パレードやダンス・フラッグの演技を披
露します。
	対 象	 18～30歳位までの女性（経験

不問）
 その他	 火・金曜日19:30～21:30に中消

防署で練習あり
 申込み	 随時、消防本部総務課（☎51・

3105）
	 		 10853

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、または手話通

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
 申込み	 随時、登録申請書、履歴書、	

①は資格を証明するもの、また
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
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ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」を
ご活用ください

ごみ出し日の通知やクリーンカレン
ダーの閲覧、ごみ分別検索のほか、ご
みの持出場所を現在地から検索でき
るなど、ごみ出しに役立つ機能を備え
たアプリを無料で配信しています（通
信料は利用者負担）。App	Storeまた
はGoogle	Playで「さんあ～る」を検索
し、居住地域を選択して登録してくだ
さい。
	問合せ	 環境政策課（☎51・2414）
	 		 54808

App	Store

　　　

Google	Play

土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧

固定資産の所在地、面積、価格などを
閲覧できます。
 とき	 4/1㈪～5/31㈮
	ところ	 資産税課
	対 象	 固定資産税の納税者・同一世

帯の親族、市に届け出のある
納税管理人、相続人代表者、
納税者などからの委任状や代
理権を証する書類を持参した
方※所有資産の帳簿に限り閲
覧可

	持ち物	 運転免許証など本人確認がで
きるもの

	問合せ	 資産税課（土地担当☎51・
2215、家屋担当☎51・2220、
償却資産担当☎51・2226）

	 		 8765

4月1日㈪から豊橋市不妊・不育
専門相談センターを開設しました

不妊や不育について、不妊カウンセ
ラーなどに随時相談できます。
 とき	 月～金曜日
 ところ	 こども保健課
 問合せ	 こども保健課（☎39・9160）
	 		 51813

4月1日㈪から市の組織を変更します

■文化・スポーツ部 図書館（☎31･3131）、
まちなか図書館開館準備室（☎21･8181）
図書館とまちなか図書館整備推進室
を文化・スポーツ部に移管し、まちなか
図書館整備推進室を「まちなか図書館
開館準備室」へ変更します。
■こども未来部 こども若者総合相談

支援センター（☎54･7830）
こども若者総合相談支援センターを
「室」から「課」へ変更します。
■市民病院 経営企画室（☎33･6346）
市民病院に「経営企画室」を新設します。
■総合動植物公園 動植物園（☎41･2186）
総合動植物公園部を「総合動植物公
園」、動植物公園を「動植物園」へ変更
します。

［共通事項］
	問合せ	 行政課（☎51・2024）
	 		 3994

平成31（2019）年度国民健康保険税の
税率改定と所得申告

4月1日㈪から国民健康保険税の税率
などを改定します。また、賦課限度額
や、低所得者の軽減判定所得基準額
を引き上げます。税率や軽減内容など
詳細はホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
なお、平成31（2019）年度の国民健康保
険税は平成30年中の所得を基に算定し
ます。平成30年中の所得申告が済んで
いない方は、至急申告してください。
	問合せ	 国保年金課（☎51・2295）
	 		 55884

コンビニエンスストアで
広報とよはしを配布します

市内のセブン-イレブンとローソンで広
報とよはしを配布します。
 問合せ	 広報広聴課（☎51・2165）
	 		 10531

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	 5/17㈮（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
ジなどで配布

	 		 56756

56756

犬の登録と狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は、登録と毎年1回
の狂犬病予防注射が義務付けられて
います。動物診療施設または集合注射
実施会場で必ず受けてください。
 料 金	 新規登録手数料は1頭3,000

円、注射済票交付手数料は
1頭550円、注射料金は1頭
2,850円（集合注射の場合）

	持ち物	 登録している犬は飼い主に郵
送する「2019年度予防注射実
施・登録確認通知書」、登録し
ていない犬は住所、氏名、電話
番号、犬の種類・生年月日・名
前・性別・毛色を書いたメモ

 その他	 集合注射の日程など詳細は
ホームページ参照

 問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 		 7884
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