
児童扶養手当などの受給には更
新手続きが必要です

11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・母子父子家庭等医療費助成を
受けるには、8月31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

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月分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3日㈪を過ぎ
ても届かない方は、お問い合わせくだ
さい。また、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

募 集
詳細は募集要綱などをご覧ください。

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	

	申込み	 9/4㈮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2・3枚以内、小学
5年・中学1年生は3・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

野菜、花き、果樹、茶の生産者に
交付金を交付します

 対 象  高収益作物（野菜、花き、果樹、
茶）の生産者で、2～4月に出荷
実績がある、または廃棄などに
より出荷できなかった方

 補助額	 10アール当たり5万円ほか
 その他 対象経費など詳細はホーム

ページ参照
 申 請  随時、申請書を直接、農業企画

課（☎51・2457）、農業支援課
（☎51・2476）、JA豊橋営農指	
導課（☎25・3552）、豊橋温室園
芸農業協同組合（☎31・6371）
※申請書はホームページで配布
76704

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31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7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

生産性向上に向けた固定資産税
特例の拡充・延長を行います

先端設備等導入計画の認定を受けた
中小企業に対する固定資産税特例対
象設備に、新たに事業用家屋と構築物
を追加しました。また、適用期限を令和
4年度までに延長しました。申請方法な
ど詳細はホームページをご覧ください。
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2432）、

資産税課（☎51・2226）
57557

催し・講座
平和について考えてみませんか？
平和パネル展

原爆の写真の展示や、戦争体験談の
DVDを見ることができます。
	とき	 8 /12㈬～8/24㈪8 :30～

17:00
	ところ	 市役所市民ギャラリー
 問合せ	 行政課（☎51・2028）

76483

ナガバノイシモチソウ観察会

	とき	 8/23㈰9:30～11:30
	ところ	 幸公園
	講 師	 豊橋湿原保護の会
	定 員	 30人（申込順）
	申込み	 8/3㈪から文化財センター（☎

56・6060）

支 援
令和3年度固定資産・都市計画税を
軽減します

事業用家屋や償却資産にかかる固定
資産・都市計画税を軽減します。
	対 象	 新型コロナウイルス感染症の影

響で、令和2年2～10月の任意
の連続する3か月間の事業収入
が①5割以上②3割以上減少し
ている中小事業者など

	免除額	 ①全額②5割
	その他	 申請方法など詳細はホーム

ページ参照
	問合せ	 資産税課（☎51・2226）

76475
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おそとあそびサポーター

未就園児と保護者の遊びを補助し
ます。
	対 象	 20歳以上の方　
	定 員	 10人程度（申込順）　
 その他	 9/2㈬、9/9㈬に開催する研修

への参加が必要　
	申込み	 8/14㈮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）
	 	 	 76493

香港で加工食品の販売に
挑戦したい企業

現地小売店に設置するコーナーで試
験販売を行います。
	対 象	 次のいずれかに該当する加工

食品を取り扱う企業①市内の
事業者が製造または販売し、豊
橋市の住所を記載②原材料ま
たは商品名に「豊橋」の表記

	申込み	 月～金曜日9:00～17:00に㈱
ジェイアンドシー（☎43・5555）、
産業政策課（☎51・2640）

	 	 	 77052

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、
計算を補助します。
	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	 9/10㈭13:00～16:30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）

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	 未発表の作品に限る。最優秀賞
（図書カード5千円分）などあ
り。受賞作品の発表は9月下旬。
作品は、10/5㈪～10/16㈮に
市役所市民ギャラリーで展示

	申込み	 9/4㈮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
柳に住所、氏名（ふりがな）、
年齢、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

介護認定調査業務
会計年度任用職員

	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

	定 員	 若干名
	報 酬	 月額193,145円。期末手当など

各種手当を支給
	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	 8/17㈪（必着）までに必要書類

を長寿介護課（〒440-8501住
所不要☎51・3133）

	 	 	 4106

令和3年度4月採用 豊橋市民病院職員

	職 種	 薬剤師
	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	 8/29㈯に適性検査、筆記試験、

面接など
 その他	 8/6㈭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、ホームページほ
かで配布

	申込み	 8/21㈮（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）

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
（過去10年間に表彰された方
や、同一世帯の方を除く）

 その他	 9/22㈷に保健所・保健セン
ターで表彰

	申込み	 8/14㈮までに直接、飼育者の
住所・氏名・電話番号、犬・猫
の種類・名前・性別・生年月日、
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

コロナ川柳

新型コロナウイルスをテーマに新しい
生活スタイルなどの川柳を募集します。
	対 象	 高校生以上
 その他	 未発表の作品に限る。大賞（川

柳入りフォトブック）などあり。
作品は、9/5㈯～9/22㈷に駒
屋で展示、9/21㈷に表彰あり

	申込み	 8/31㈪（必着）までに、はがき
に川柳(1人3首まで)と郵便
番号、住所、氏名、年齢、性別、
職業、電話番号を明記して駒屋
（〒441-3155豊橋市二川町
字新橋町21☎41・6065）
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