
支 援
避難時に支援が必要な方の
登録を受け付けています

災害時の避難に支援が必要な方を台
帳に登録し、地域と連携して避難支援
や日常の見守りに役立てます。
	対 象	 災害時の避難にあたり家族な

どの協力が得られず、かつ次の
いずれかに該当する方①要支
援または要介護認定を受けて
いる②身体障害者手帳などを
所持している③障害支援区分
認定を受けている④難病患者
など⑤①～④には該当しない
が類似した状況にある

	その他	 登録した個人情報は、民生委
員、自主防災会で共有

	申込先	 福祉政策課（☎51・2355）
	 	 6519

母子父子寡婦福祉資金の
貸し付けを行っています

母子・父子家庭、寡婦の方に福祉資金
の貸し付けを行っています。子どもの
大学・高校の授業料などに充てる修学
資金、子どもの就学のために必要な入
学金や被服代などに充てる就学支度
資金、母・父または子どもが就職のた
めに必要な知識技能の習得費用に充
てる資金などがあります。なお、原則、
連帯保証人が必要で、審査がありま
す。資金内容など詳細はホームページ
をご覧ください。
 問合せ	 こども家庭課（☎51・2320）
	 		 22792

生涯現役実現セミナー 導入編
これからの働き方と生涯設計

雇用の現状と年金のしくみを学びます。
	とき	 11/7㈭14:00～16:00
	ところ	 カリオンビル
	対 象	 55歳以上の再就職希望者、65

歳以上の方
	定 員	 25人（申込順）
	申込み 11/6㈬までに（公財）愛知県労

働協会	生涯現役就労サポート
センター（☎052・446・6830）

 問合せ （公財）愛知県労働協会	生涯現
役就労サポートセンター、商工
業振興課（☎51・2437）

	 	 60261

豊橋の目指すまちの姿を
考えるための市民ワークショップ

	とき	 1 1 /2㈯、12/7㈯（全2回）
13:00～16:00

	ところ	 市役所災害対策本部室
	定 員	 50人程度（抽選）
 その他	 6か月児～小学3年生の託児あ

り（予約制）
	申込み 10/10㈭までに住所、氏名、

年齢、電話番号を政策企画課
（☎51・3151	 56・5091	
seisakukikaku@city .
toyohashi.lg.jp）

	 	 69036

働きやすい職場づくりセミナー
「こんなこと」からテレワーク

時間と場所を有効活用した働き方を
学びます。
	とき	 11/12㈫13:30～16:30
	ところ	 勤労者会館「ワークピア」
	対 象	 市内の中小事業者・団体の経

営者・人事担当者
	講 師	 永谷律子さん（よつば労務管理

事務所長）
	定 員	 25人（申込順）
	申込み 10/1㈫～11/5㈫に商工業振

興課（☎51・2435）
	 	 49107

催し・講座
羽田祭

約800本の手筒花火の奉納や餅投げ、
乙女舞などを行います。
	とき	 10/5㈯14:00、10/6㈰10:00
	ところ	 羽田八幡宮境内、松葉公園
	問合せ	 羽田八幡宮（☎31・7968）、観

光振興課（☎51・2430）
	 	 8083

高齢者虐待防止に関する講演会

高齢者を介護する家族の思いを知り、
介護の心得などを学びます。
	とき	 1 0 /26㈯14 : 00～16 : 00

（13:30から受け付け）
	ところ	 公会堂
	対 象	 市内在住・在学・在勤の方
	講 師	 小谷あゆみさん（フリーアナウ

ンサー）
	定 員	 300人（申込順）
	申込み	 10/25㈮までに豊橋市中央地

域包括支援センター（☎54・
7170）

児童虐待防止の講演会 
親子って、家族って何だろう

児童虐待などの実例を元に、子どもと
の向き合い方を考えます。
	とき	 11/12㈫13:30～15:00
	ところ	 公会堂
	講 師	 鈴木潔さん（元NPO法人子ども

虐待防止センター・しずおか代表）
	定 員	 300人（申込順）
	申込み 11/5㈫までに氏名、年齢、電話

番号を、こども若者総合相談支
援センター（☎51・2327	 21・
9088）

	 	 69692
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消防団員

災害時の活動や、火災予防などの防災
活動を行います。
	対 象	 市内在住・在勤で18～49歳

（女性団員は18～54歳）の方
	申込み	 随時、各消防団、消防本部総務

課（☎51・3111）
	 		 29731

その他
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	 11/9㈯～11/18㈪
	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）

	 		 69286

11月1日㈮から公営児童クラブ加入の
申し込みを受け付けます

令和2年度の受け付けを11月1日㈮～
29日㈮に行います。受け入れについて
は、各クラブの状況により異なります。
なお、民営児童クラブは各クラブにお
問い合わせください。
	申込み 直接、各児童クラブ
	問合せ	 こども家庭課（☎51・2856）
	 		 46387

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。また、クレジットカードでも
納付できます。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 		 5742

令和2年4月採用
豊橋市職員（秋季募集）

	職 種	 薬剤師、管理栄養士、精神保健
福祉士、技術職（電気）、獣医師

	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	 12/7㈯、12/8㈰に面接など
	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
ジほかで配布

	申込み	 10/24㈭（必着）までに人事課
（〒440-8501住所不要☎51・
2041）

	 	 8399

商工業従業員永年勤続者

市内で永年勤続した商工業従業員を
褒
ほうしょう

賞します。
	対 象	 11/1㈮現在、次の全てに該当

する見込みの方①市内の事業
所の従業員（役員を除く）②同
一または系列の事業所（社名・
組織変更などを含む）に､通算
20年以上勤務（本社または本
店が市外の事業所は､市外で
勤務した期間を除く）③精励に
して他の模範となる④常勤

	定 員	 同一事業所内で10人以内
	その他	 来年1/24㈮に授与式あり
	申込み	 10/25㈮までに直接または

郵送で申込書を商工業振興
課（〒440-8501住所不要☎
51・2426）※申込書は商工業
振興課､ホームページで配布

	 		 20575

葦毛湿原植生回復ボランティア

木の伐採・除草などの植生回復作業、
観察会の手伝いをします。
	とき	 11月～来年3月の火曜日、第

3日曜日の午前
	ところ	 葦毛湿原など
	対 象	 高校生以上
	その他	 伐採した木の持ち帰り可
	申込み	 10/1㈫から文化財センター

（☎56・6060）

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

令和2年度こども発達センター
重症心身障害通園児

就学に向けて、日常生活の動作や運
動機能、コミュニケーション向上など
個々に合わせた支援を受けられます。
	とき	 来年4/8㈬からの火～土曜日

9:30～15:30
	対 象	 在宅で、平成26年4月2日以降

に生まれた重症心身障害児（身
体障害者手帳1級、療育手帳A
判定相当）

	申込み	 12/14㈯までに、こども発達セ
ンター（☎39・9200）

	 	 62612

令和2年度包括外部監査人

	任 期	 来年4/1㈬から1年間
	対 象	 弁護士または公認会計士で、2

人以上の補助者を確保できる方
	定 員	 1人（選考）
	提 出	 10/1㈫～11/1㈮（必着）に直

接または郵送で提案書を行政
課（〒440-8501住所不要☎
51・2027）※提案書は行政課、
ホームページで配布

	 	 69678

子育て支援 とよはしファミリー・
サポート・センター会員

①援助会員（援助を行いたい方）が、
②依頼会員（子育ての援助を受けたい
方）の育児を支援します。
	対 象	 ①市内在住で保育園などの送

迎や子どもの預かりができる方
②市内在住・在学・在勤の方

 その他	 登録後、11/30㈯13:00～16:30
に、あいトピアで講習あり（申込
制）。②は活動終了時に①へ報
酬の支払いあり（多子世帯、ひと
り親世帯などは補助あり）

	申込み	 随時、とよはしファミリー・サ
ポート・センター（☎56・7500）

	 	 29487
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