
こども発達センター
会計年度任用職員

	職 種	 言語聴覚士
	任 期	 採用日～来年3/31㈬（週31時

間。勤務状況などにより更新あり）
	定 員	 １人
	報 酬	 月額245,304円。期末手当など

各種手当を支給
	試 験	 小論文、面接、適性検査
 その他	 募集要綱は、こども発達セン

ター、ホームページで配布
 申込み	 7/22㈬までに必要書類を、

こども発達センター（〒441-
8539中野町字中原100☎39・
9200）

	 	 	 63617

豊橋男女共生フェスティバル
実行委員会の参加団体

イベント運営や団体の活動発表などを
行います。
	とき	 来年1/17㈰
	対 象	 主に市内で活動する団体
 申込み	 8/31㈪までに市民協働推進課

（☎51・2188）
	 	 	 75929

その他
電気機器などのPCBは
期間内に処分しましょう 

PCBとは電気機器に使われていた有
害な絶縁油で、製造年によってはPCB
が含まれている可能性があります。昭
和28～47年に国内で製造された変圧
器・コンデンサーで高濃度PCB含有の
ものは令和4年3月31日㈭、昭和52年
3月以前に建築された倉庫・事業用建
屋の蛍光灯や水銀灯などに使われる
PCB含有安定器などは令和3年3月31
日㈬までに所有者が処分しなければ
なりません。処分方法などは、お問い合
わせください。
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2407）
	 	 	 15922

パパママレポーター

子ども連れで楽しめる施設情報や、自
身の子育て体験談などを記事にして専
用ブログに投稿します。
	対 象	 ボランティアとして活動できる方
	定 員	 10人程度（抽選）
 その他	 8月以降に開催するレポーター

養成講座の受講が必要
 申込み	 7/31㈮までにホームページで

必要事項を入力
 問合せ	 こども未来政策課（☎51・

2325）
	 	 	 67269

豊橋市外国人市民会議の委員

外国人の防災や施設利用などについ
て話し合います。
	対 象	 市内在住で日本語が理解でき

る18歳以上の外国人
	定 員	 若干名（選考）
	謝 礼	 1回6,000円
	その他	 年2回程度の会議への参加が

必要。募集要項は多文化共生・
国際課、市役所じょうほうひろ
ば、ホームページで配布

	申込み	 7/31㈮までに400字程度の
作文「委員として話し合いた
いこと」、住所、氏名、国籍、年
齢、性別、勤務先または学校
名、電話番号、日本滞在年数を
多文化共生・国際課	(〒440-
8501住所不要☎51・2007	
56・2110	 kyoseikokusai@
city.toyohashi.lg.jp）

	 	 	 76550

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

令和3年4月採用
豊橋市民病院職員

	職 種	 ①助産師②看護師
	定 員	 ①10人程度②50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	 8/1㈯、8/8㈯に適性検査、筆

記、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	 7/22㈬（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）

豊橋市民病院 夏休み期間中の
看護学生アルバイト

配膳や環境整備、患者の移動介助など
を行います。
	とき	 7/6㈪～9/30㈬8:30～16:15、

11:15～19:00※いずれか選
択可

	対 象	 2週間以上働ける看護学生
	報 酬	 時給966円
 その他	 就労期間は相談可
 申込み	 希望日の2週間前までに市

販の履歴書を市民病院管理
課（〒441-8570住所不要☎
33・6277）
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とよはし版クールチョイス
節電・省エネチャレンジキャンペーン

「COOL	CHOICE（賢い選択）」は、節
電や省エネ・低炭素型商品の購入な
ど温暖化対策につながる行動をとる
ことです。エアコンなどエネルギーの
使用が多くなるこの時期に、COOL	
CHOICEに取り組みましょう。市で
は、家庭の電力消費量の削減に取り組
む節電・省エネチャレンジキャンペーン
を実施し、参加者全員に景品を贈呈し
ます。参加方法など詳細はホームペー
ジをご覧ください。
	問合せ	 再生可能エネルギーのまち推

進課（☎51・2419）
	 	 	 6655

令和2年版ミニ統計とよはしを
配布しています

市の人口・産業・市民生活など各分野
の統計データをポケットサイズにまと
め、市役所じょうほうひろば、各窓口セ
ンターなどで配布しているほか、ホー
ムページでも閲覧できます。
	問合せ	 行政課（☎51・2029）
	 	 	 16850

来年の成人式は1月10日㈰に
開催します

来年の成人式は、1月10日㈰に各小学校
区	（一部は中学校区）	単位で行います。	
	対 象	 平成12年4月2日～平成13年

4月1日生まれの方
	その他	 各校区社会教育委員会が7～

10月に対象者へ参加希望調査
を実施し、12月上旬に案内を送
付※10月末までに調査がない
場合は、お問い合わせください

	問合せ	 生涯学習課（☎51・2848）
	 	 	 8972

パブリックコメントを
ご利用ください

市が市民生活に広く影響のある基本
的な施策などを策定する前に、その案
に対して自由に意見をすることができ
ます。市は、寄せられた意見を参考に、
最終的な決定だけでなく、その意見へ
の考え方を公表します。意見を募集す
る時は、募集期間、閲覧場所、意見の提
出方法などをホームページほかでお知
らせします。なお、寄せられた意見に直
接、回答することはありません。
	問合せ	 行政課（☎51・2029）
	 	 	 54657

市税コールセンターから税が
未納の方に電話催告を行っています

	とき	 日～水曜日9:00～16:45、月～
木曜日12:15～20:00の隔週

	その他	 連絡が取れない方には、文書な
どで催告

	問合せ	 納税課（☎57・2655）
	 	 	 5705

農地基本台帳の調査を
毎年から隔年に変更します

毎年7月下旬に行う、10アール以上の
農地を所有または耕作している世帯を
対象とした農地基本台帳作成のため
の調査を、今年度は中止し、来年度か
ら隔年で実施します。
	問合せ	 農業委員会（☎51・2950）
	 	 	 10112

市税の相談ができる
休日臨時電話相談を実施します

	とき	 7/5㈰9:00～15:00
	問合せ	 納税課（☎51・2241）
	 	 	 5740

7月1日㈬からマイナポイントの
申し込みが始まります

9月から来年3月まで実施されるマイ
ナポイント事業への申し込みが7月1
日㈬から始まります。申し込みには、マ
イナンバーカードのほか、マイナポイ
ント付与のための事前設定やキャッ
シュレス決済サービスの登録などの
手続きが必要です。申し込み方法など
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。
	問合せ	 情報企画課（☎51・2087）
	 	 	 72035

固定資産税第2期分、国民健康保険税
第1期分の納期限は7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、クレジットカードや
LINE	Payでも納付できます。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 	 	 5742

7月1日㈬から
おくやみコーナーを開設します

死亡届出後の各種手続きを案内する
ほか、申請書の作成を補助します。
	ところ	 市民課
	対 象	 市内に住民登録があった方の

遺族
 申込先 随時、市民課（☎51・2276）
	 	 	 73092
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