
令和2年4月採用
小学校英語スクールアシスタント

小学3・4年生の外国語活動を学級担
任と行います。
	対 象	 日本語と英語の日常会話がで

き、年間150時間程度指導でき
る方

	定 員	 30人程度
	謝 礼	 1時間あたり2,010円（令和元

年度実績）
	試 験	 2/17㈪に教育会館で英語での

面接・実技
 申込み	 2/7㈮17:00（必着）までに顔

写真貼付の履歴書を教育会館
（〒441-8075神野ふ頭町3-22
ライフポートとよはし内☎33・
2113）

			 	 65762

女性相談窓口相談員（非常勤）

	対 象	 心理カウンセラーなどの資格
を有する、または相談員の経験
があり、かつ夫婦・家族・DVな
どの相談業務に習熟した方

	定 員	 若干名
	給 与	 日額6,000円
	試 験	 3月上旬に男女共同参画セン

ターで面接、適性検査、小論文
 申込み	 2/25㈫（必着）までに履歴書、

資格を有する方は証明書（写
し）を市民協働推進課（〒440-
8501住所不要☎51・2188）

			 	 70656

国勢調査調査員

市内の世帯を訪問し、調査票の配布・
回収などを行います。
	とき	 8月上旬～11月上旬
	対 象	 20歳以上の方（警察・選挙の関

係者などを除く）
	報 酬	 1調査区（約50件）で約40,000円
	その他	 1人1・2調査区を予定。面接あり
 申込み	 3/19㈭までに直接、行政課（☎

51・2029）
			 	 70703

自衛官候補生（任期制）

	対 象	 18～32歳の方
	その他	 各種制度相談、申込方法など詳

細はお問い合わせください
 問合せ	 自衛隊豊橋地域事務所（☎80・

5104）
			 	 70726

令和2年4月採用 外国人児童生徒対応
スクールアシスタント

小・中学校で、通訳や翻訳、日本語指導
の補助を行います。
	定 員	 	若干名
	試 験	［一次］履歴書、作文［二次］

2/29㈯に筆記、通訳実技、面接
	謝 礼	 1時間あたり1,340円（令和元

年度実績）
	その他	 対象言語など詳細はホーム

ページ参照。募集要綱は学校
教育課、ホームページで配布

 申込み	 2/14㈮15:00（必着）までに履
歴書、作文「外国人児童生徒の
日本語指導に対する支援のあ
り方について」（具体的な事例
を想定して、自筆400字程度）
を学校教育課（〒440-8501住
所不要☎51・2827）

			 	 47997

支 援
就職後の奨学金の返還を
支援します

奨学金の返還を市と企業が支援します。
	対 象	 次の全てを満たす方①大学など

を卒業し、対象企業へ正規雇用
として就職②就職時点で35歳
未満③在学中に奨学金の貸与
を受け、返還滞納がない④市内
在住かつ在勤（一部例外あり）

	補助額	 月額15,000円（最大3年間）
	その他	 対象企業など詳細はホーム

ページ参照
	申込み	 就職した翌年度の6月末までに

申込書を各勤務先※申込書は
ホームページで配布

 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
			 	 55803

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

令和2年4月採用
豊橋市民病院職員

	職 種	 診療情報管理士
	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	 2/24㉁に適性検査、作文、面接

など
	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	 2/14㈮（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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令和2年4月採用 豊橋市非常勤嘱託員
（会計年度任用職員）

	職 種	 保健師、外国人児童生徒教育
バイリンガル相談員、外国人
児童生徒教育日本語教育相
談員、保育所調理員、相談支援
専門員ほか

	給 与	 給料のほか厚生年金、健康保
険などに加入

	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。申込方法など詳
細はホームページ参照

 問合せ	 人事課	（☎51・2041）
			 	 8399

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、3/8㈰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

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、
計算の手伝いをします。
	とき	 4～8月の週1回。午前中（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	 あいトピアでの研修会（3/19㈭

13:00～16:30）への参加が
必要

 申込み	 3/15㈰までに豊橋市社会福祉
協議会（☎52・1111）

小・中学校図書館司書

学校図書館の環境整備、読書活動の
支援、選書などを行います。
	対 象	 図書館司書の資格を有する、ま

たは3/31㈫までに取得見込み
の方

	定 員	 若干名
	謝 礼	 1時間あたり1,340円（令和元

年度実績）
	試 験	 2/25㈫に教育会館で面接
 申込み	 2/7㈮17:00（必着）までに顔写

真貼付の履歴書、司書の資格ま
たは取得見込みを証明するも
の（写し）を教育会館（〒441-
8075神野ふ頭町3-22ライフ
ポートとよはし内☎33・2113）
※郵送の場合は封筒に「学校
図書館司書申込」を朱書き

			 	 70692

定時制生徒

豊橋高校（①昼間普通科（2部制）②夜間
普通科・総合ビジネス科）、豊橋工業高校
（③夜間機械科）の生徒を募集します。
	対 象	 中学校を卒業した、または3月

に卒業見込みの方など
	定 員	 ①160人②③各40人
	その他	 豊橋高校は、特設講座の受講

などによる一定の教科・科目の
単位修得で、通常4年での卒業
が3年で可

 申込み	 出身中学校に出願する旨を申
し出た上で、前期は2/26㈬、
2/27㈭に、後期は3/19㈭、
3/23㈪に直接、必要書類を豊
橋高校（☎62・0278）、豊橋工
業高校（☎45・5635）

			 	 71462

豊橋高校

フードバンクの食品

家庭などにある食品を集め、子どもに
食事の支援をしている施設・団体や家
庭へ提供します。
	対 象	 賞味期限までに、おおむね1か

月以上ある食品（缶詰、乾物な
ど）、調味料、お菓子など

 申込み	 2/3㈪～2/14㈮に直接、食品
を、あいトピア、各地域福祉セン
ター、こども未来政策課

 問合せ	 豊橋市社会福祉協議会（☎52・
1111）

			 	 71037
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