
募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

令和元年度 介護認定調査業務嘱託員

	任 期	 10/1㈫～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	 8/13㈫（必着）までに必要書類

を長寿介護課（〒440-8501住
所不要☎51・3133）

	 		 4106

八町小学校イマージョン教育コース
担当教員

授業（国語・道徳を除く）を英語で行い
ます。
	任 期	 来年4/1㈬から1年間
	対 象	 英語が堪能で、小学校教員免

許を有する方　
	定 員	 若干名
	試 験	 書類、筆記、面接など
	その他	 募集要綱は学校教育課、ホーム

ページで配布
	申込み	 9/6㈮（必着）までに直接または

郵送で履歴書、800字程度の作文
「イマージョン教育で大切にし
たいこと」を学校教育課（〒440-
8501住所不要☎51・2826）

	 		 68464

市民意見提出制度 パブリックコメント

■豊橋市動物愛護管理推進計画
	とき	 8/9㈮～9/10㈫
	その他	 計画は生活衛生課、各窓口セン

ター、ホームページで閲覧可
	問合せ	 生活衛生課（☎39・9127	 38・

0780）
	 		 68953

児童扶養手当などの受給には
更新手続きが必要です

8月分以降も継続して児童扶養手当・
愛知県遺児手当・豊橋市母子父子福
祉手当を受けるには、8月30日㈮まで
に現況届などの提出が必要です。7月
下旬に受給者宛てに、通知を送付しま
した。届いていない方は、お問い合わせ
ください。
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 		 22786

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金を支給します

	対 象	 令和元年10/31㈭現在、児童
扶養手当を受けている婚姻歴
のない方

	支給額	 17,500円
	その他	 必要書類など詳細は7月下旬に

送付する「児童扶養手当現況届
のお知らせ」参照

	申 請	 8/1㈭～来年2/3㈪に直接、
必要書類を、こども家庭課（☎
51・2320）

	 		 68954

内分泌系難病患者・家族のつどい

講演会「下垂体の病気との上手なつき
合い方」と交流会を行います。
	とき	 9/19㈭13:30～16:00
 ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 間脳下垂体機能障害などの内

分泌系難病の方と家族
	講 師	 山守育雄（市民病院糖尿病・内

分泌内科部長）
	その他	 個別医療相談あり（定員5人。

申込順）
	申込み	 9/18㈬までに健康増進課（☎

39・9140）
	 		 6770

催し・講座
小・中学生と親のための
家庭教育セミナー

■親子でアイシングクッキーを作ろう
	とき	 9/15㈰10:00～12:00
 ところ	 豊城地区市民館
	料 金	 600円
	申込み	 8/25㈰までに豊城地区市民館

（☎53・3304）
■親子で体験！吉祥山の自然
	とき	 9/22㈰（雨天順延9/29㈰）

9:00～14:00
 ところ	 吉祥山
	申込み	 9/1㈰までに高師台地区市民館

（☎48・1321）
［共通事項］
	対 象	 小学生と保護者
	 		 23387

支 援
特別児童扶養手当などの所得状況届の
提出期限は9月11日㈬です

8月1日㈭以降も継続して特別児童扶
養手当・特別障害者手当・障害児福祉
手当などを受けるには、所得状況届の
提出が必要です。7月下旬に受給者宛
てに、通知を送付しました。8月1日㈭
を過ぎても届かない方は、お問い合
わせください。新たに申し込む場合は
ホームページをご覧ください。
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2345	 56・

5134）
	 		 8025

愛知県在宅重度障害者手当の所得
状況届の提出期限は8月30日㈮です

8月分以降も継続して愛知県在宅重度障
害者手当を受けるには、所得状況届の提
出が必要です。7月下旬に受給者宛てに、
通知を送付しました。8月9日㈮を過ぎて
も届かない方は、お問い合わせください。
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2345	 56・

5134）
	 		 8025
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脳の健康教室 学習サポーター

認知症予防のための簡単な読み書き、
計算のお手伝いをします。
	とき	 10月～来年2月の週1回。午前

（一部午後）の3時間程度
 ところ	 あいトピア、各地域福祉センター
	その他	 9/12㈭10:30～15:30に、あい

トピアで開催する研修会への
参加が必要

	申込み	 8/31㈯までに豊橋市社会福祉
協議会（☎52・1111）

明るい家庭づくり 作文・壁新聞

家庭での取り組みや工夫をテーマにし
た①作文、②壁新聞を募集します。
	対 象	 ①市内在住・在学の小学1・3・

5年生、中学1年生②市内在住・
在学の小学生

	その他	 優秀作品は来年2月に「明るい
家庭づくり推進大会」で表彰

	申込み	 9/6㈮までに①は400字詰め原
稿用紙（小学1年生は2枚以内、
小学3年生は3枚以内、小学5年・
中学1年生は4枚以内）の1枚目
欄外に、②は模造紙（B全紙1枚）
裏面に題名、氏名（ふりがな）、学
校名、学年を明記して、市内在学
者は各学校、市外在学者は直接、
こども未来政策課（☎51・2325）

	 		 23507

市民スポーツ写真コンクール作品

市内で撮影したスポーツ・レクリエー
ション・健康づくりに関する写真を募
集します。
	対 象	 市内在住・在学・在勤の方
	その他	 推薦・特選・入選者に賞状、賞金

あり。入選作品の版権は主催者
に帰属し、データなども提出

	申込み	 11/30㈯までに昨年11月以降
に撮影した作品（2Lサイズ以
上。自作・未発表）の裏面に応
募票を貼付して豊橋市体育協
会（〒440-0832岩田町1-2☎
63・3031）※応募票は各体育
施設、豊橋市体育協会で配布

	 		 66735

長寿動物の優良飼育者

	対 象	 市内在住で14歳（8月末現在）
以上の犬・猫を飼育している方
（同一世帯の方、過去10年間
表彰された方を除く）

	その他	 9/23㈷に保健所・保健セン
ターで表彰

	申込み	 8/1㈭～8/15㈭に犬・猫の種
類・名前・性別・生年月日・年
齢、飼育者の住所・氏名・電話
番号、犬は狂犬病予防注射の
実施の有無を、かかりつけの動
物病院（豊橋市獣医師会会員
病院）、生活衛生課

	問合せ	 豊橋市獣医師会（☎26・5171）、
生活衛生課（☎39・9127）

	 		 51264

男女共同参画標語・川柳

	対 象	 東三河地域に在住・在学・在勤
の方

	その他	 最優秀賞（図書カード1万円
分）などあり。発表は9月下旬。
作品は、9/30㈪～10/11㈮に
市役所市民ギャラリーで展示

	申込み	 9/5㈭までに男女共同参画（男
女平等、家事、子育てなど）を
テーマとした標語または川柳（自
作・未発表）に住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を明
記して市民協働推進課（〒440-
8501住所不要☎51・2188	
56・5128	 shiminkyodo@
city.toyohashi.lg.jp）

	 		 9414

豊橋男女共生フェスティバル
手作りバザー参加団体

	とき	 来年1/19㈰10:30～13:30
 ところ	 ライフポートとよはし
	対 象	 手作り品などを作るグループ、

起業を目指すグループなど
	定 員	 3団体程度（申込順）
	出店料	 無料
	申込み	 9/30㈪までに市民協働推進課

（☎51・2188）
	 		 66519

令和2年4月採用
豊橋市職員（高校卒対象）

	職 種	 技術職（土木、電気）
	定 員	 若干名
	給 与	 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給
	試 験	 9/15㈰、9/22㈰に個人面接、

教養、専門など
	その他	 募集要綱などは人事課、市役所

じょうほうひろば、ホームペー
ジで配布

	申込み	 8/16㈮（必着）までに必要書類
を人事課（〒440-8501住所不
要☎51・2041）

	 		 8399

令和2年4月採用
豊橋市職員（労務職員）

	職 種	 技能労務職
	定 員	 10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	 書類選考、個人面接など
	その他	 募集要綱などは人事課、市役所

じょうほうひろば、ホームペー
ジで配布

	申込み	 8/30㈮（必着）までに必要書類
を人事課（〒440-8501住所不
要☎51・2041）

	 		 8399

令和2年4月採用
豊橋市民病院職員

	職 種	 歯科衛生士、臨床検査技師
など

	定 員	 各若干名
	給 与	 給料のほか期末・勤勉手当など

各種手当を支給
	試 験	 8/25㈰に適性検査、筆記、面接

など
	その他	 8/8㈭に説明会あり。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	 8/16㈮（必着）までに必要書
類を市民病院管理課（〒441-
8570住所不要☎33・6277）
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