
令和3年4月採用 総合老人ホーム

つつじ荘 会計年度任用職員

 職 種 看護師

 任 期 4/1㈭～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

 給 与 報酬月額193,145円のほか、

期末手当など各種手当を支給

 その他 祝日勤務あり。募集要項は総

合老人ホームつつじ荘、ホーム

ページほかで配布

 申込み 2/19㈮（必着）までに履歴書、

看護師または准看護師の免許証

（写し）を総合老人ホームつつ

じ荘（〒440-0833飯村町字高

山11-65 ☎61・2013）

   75167

令和3年4月採用 児童クラブ支援員

会計年度任用職員

 定 員 若干名

 給 与 報酬月額のほか、期末手当など

各種手当を支給

 その他 募集要項は、こども家庭課、ホー

ムページで配布

 申込み 2/1㈪～2/12㈮（必着）に、必

要書類を、こども家庭課（☎

51・2856）

   47981

令和3年4月採用 生活福祉課

会計年度任用職員

 職 種 ひきこもり等就労準備支援員

 任 期 4/1㈭～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

 給 与 報酬月額193,145円のほか、

期末手当など各種手当を支給

 試 験 3/6㈯に適性検査、作文、面接

 その他 募集要項などは生活福祉課、

市役所じょうほうひろば、ホー

ムページで配布

 申込み 2/22㈪（必着）までに必要書類

を生活福祉課（〒440-8501住

所不要☎51・2350）

   72662

市民大学トラム

■平安時代にタイムスリップ！

　源氏物語の世界へ

 とき 3/2～3/23の火曜日（全4回）

10:00～11:30

 ところ 南部地区市民館

 料 金 1,500円

 申込み 2/20㈯までに南部地区市民館

（☎47・0974）

   23387

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

自然史博物館ボランティア

■教育普及

土・日曜日に開催するガイドツアーで

の解説やイベントの補助をします。 

 対 象 18歳以上の方

■資料整理

植物、岩石、図書のいずれかの分野の

資料の作成などを補助します。

 対 象 月2回以上活動できる18歳以

上の方

［共通事項］

 定 員 各若干名（選考）

 その他 3/28㈰14:00～15:00に説明

会を開催

 申込み 3/12㈮までに、はがきで希望の

活動分野、住所、氏名、年齢、電

話番号、Eメールアドレスを自

然史博物館（〒441-3147大岩

町字大穴1-238☎41・4747）

子育てハンドブックの広告

市内在住の0歳児、3歳児を持つ家庭

に配布する予定の子育て情報ハンド

ブックに広告を掲載します。

 掲載料 4万～50万円

 その他 掲載内容など詳細はホームペー

ジ参照

 問合せ 発行・内容については、こども

未来政策課（☎51・2325）、広

告については㈱サイネックス（☎

0598・23・9220）

   64230

催し・講座

三遠南信サミット2021 in遠州

県境連携についての討論会をユーチュー

ブで視聴できます。

 とき 2/15㈪14:00

 問合せ 三遠南信地域連携ビジョン推

進会議「SENA」事務局（浜松市

企画課内☎053・457・2242）、

政策企画課（☎51・3153）

   32523

とよはし歴史探訪 考古学セミナー

令和2年度発掘成果報告

東側遺跡や石塚貝塚などの発掘調査

の成果を紹介します。

 とき 2/13㈯14:00～16:00

 ところ 中央図書館

 講 師 文化財センター学芸員ほか

 定 員 60人（先着順）

 料 金 100円

 問合せ 文化財センター（☎56･6060）

新発見！発掘調査情報

飽海遺跡展

古代の郡役所跡などの発掘調査の成

果を紹介します。

 とき 2/9㈫～2/28㈰

 ところ 中央図書館

 問合せ 文化財センター（☎56・6060）
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令和3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

 謝 礼 1時間あたり1,340円（令和2年

度実績）

 試 験 ［第1次］履歴書、作文［第2次］

2/27㈯に筆記、通訳実技、面接

 その他 対象言語など詳細はホームペー

ジ参照。募集要項は学校教育

課、ホームページで配布

 申込み 2/15㈪15:00（必着）までに市

販の履歴書、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）

   34581

令和3年4月採用

会計年度任用職員

 職 種 保健師、ごみ収集作業員ほか

 給 与 報酬のほか期末手当など各種

手当を支給

 その他 募集要項などは市役所じょうほ

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・2040）

   8399

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

や計算を手伝います。

 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、八町・つつじが丘・

大清水・牟呂地域福祉センター

 その他 3/11㈭13:00～16:45に、あい

トピアでの研修会への参加が

必要

 申込み 3/4㈭までに豊橋市社会福祉

協議会（☎52・1111）

市民意見提出制度

パブリックコメント

■豊橋市文化振興指針（改訂版）

　後期アクションプラン（案）

 とき 2/9㈫～3/10㈬

 問合せ 「文化のまち」づくり課（☎51・

2873 56・1081）

   81326

■豊橋市「スポーツのまち」づくり

　推進計画（案）

 とき 2/9㈫～3/10㈬

 問合せ 「スポーツのまち」づくり課（☎

51・2866 56・3005）

   81483

■豊橋田原ごみ処理施設整備計画

　（改訂版）

 とき 2/19㈮～3/22㈪

 その他 3/5㈮19:00～20:00に資源化

センター、3/7㈰10:00～11:00

に市役所東81会議室で都市計

画（変更）の概略の案を含めた

説明会を実施

 問合せ 施 設 建 設 室（☎ 38・0777 

46・7942）

   81422

■豊橋田原ごみ処理施設整備事業に

係る環境影響評価方法書（変更）

 とき 2/19㈮～4/1㈭

 その他 3/5㈮19:00～20:00に資源化

センター、3/7㈰10:00～11:00

に市役所東81会議室で都市計

画（変更）の概略の案を含めた

説明会を実施

 問合せ 施 設 建 設 室（☎ 38・0777 

46・7942）

   81419

［共通事項］

 その他 計画などは各問合せ先、各窓口

センター、ホームページほかで

閲覧可

自衛官候補生（任期制）

 対 象 18～32歳の方

 その他 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

市民意見提出制度

パブリックコメント

■予防接種に関する事務の

　特定個人情報保護評価書（案）

 とき 2/13㈯まで

 問合せ 健康政策課（☎39・9109 38・

0780）

   81306

■第3次豊橋市環境基本計画（案）

 とき 3/1㈪まで

 問合せ 環境政策課（☎51・2399 56・

5126）

   81479

■第2次豊橋市廃棄物総合計画（案）

 とき 3/1㈪まで

 問合せ 環境政策課（☎51・2399 56・

5126）

   81502

■第2次豊橋市地球温暖化対策

　地域推進計画（案）

 とき 3/1㈪まで

 問合せ 再生可能エネルギーのまち推

進課（☎51・2419 56・5126）

   81697

■第3次豊橋市市民協働推進計画（案）

 とき 2/5㈮～3/7㈰

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2483 

56・5128）

   33775

■豊橋市上下水道ビジョン

　2021-2030（案）

 とき 2/5㈮～3/7㈰

 問合せ 上 下 水 道 局 総 務 課（☎ 51・

2740 51・2708）

   63112

■豊橋市中心市街地活性化

　基本計画2021-2025（素案）

 とき 2/6㈯～3/7㈰

 問合せ まちなか活性課（☎55・8101 

55・8100）

   37316

■豊橋市行財政改革プラン

　2021-2025（案）

 とき 2/6㈯～3/7㈰

 問合せ 行政課（☎51・2027 56・0789）

   81481

［共通事項］

 その他 計画などは各問合せ先、各窓口

センター、ホームページほかで

閲覧可
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