
催し・講座

見たい!食べ隊!豊橋農業!

幻の豊橋産の大豆を使った味
み そ

噌作り

 とき 2/18㈮13:30～15:00

 ところ ライフポートとよはし

 講 師 福井直子さん（農村生活アドバ

イザー）

 定 員 20人（抽選）

 料 金 3,500円

 申込み 1/28㈮までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ 農業支援課（☎51・2472）

   88811

成年後見制度啓発講座

信託と成年後見 親なき後に備えて

障害のある子どもへのお金の残し方や

管理方法を学びます。

 とき 2/24㈭13:30～15:30

 ところ あいトピア

 講 師 大岩良平さん（司法書士）

 定 員 40人（申込順）

 申込み 2/10㈭までに豊橋市成年後見

支援センター（豊橋市社会福祉

協議会内☎57・6800）

   6521

豊橋田原ごみ処理施設整備事業に係る

環境影響評価準備書（変更）公聴会

 とき 1/29㈯13:00

 ところ 高師台地区市民館

 定 員 ①公述人18人（抽選）②傍聴人

20人（先着順）

 その他 ①がいない場合は中止

 申込み ①は1/14㈮（消印有効）までに

準備書名、住所、氏名、電話番

号、環境の保全の見地からの

意見の要旨（800字以内）を愛

知県環境活動推進課（〒460-

8501住所不要）

 問合せ 愛 知 県 環 境 活 動 推 進 課（☎

052・954・6211）、施設建設室

（☎38・0777）

   90215

国指定記念シンポジウム

国指定天然記念物と葦毛湿原

 とき 2/5㈯13:30～16:30

 ところ 公会堂

 講 師 田中厚志さん（文化庁文化財調

査官）ほか

 定 員 300人（先着順）

 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

支 援

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34

歳以下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・2435）

   55803

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

市民意見提出制度

パブリックコメント

■第3次豊橋市産業戦略プラン（案）

 とき 1/11㈫～2/9㈬

問合せ 産業政策課（☎51・2436 55・ 

9090）

   90061

■令和4年度豊橋市

　食品衛生監視指導計画（案）

 とき 1/17㈪～2/16㈬

問合せ 生活衛生課（☎39・9124  38・ 

0780）

   88983

［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

提携都市交流サポーター

ヴォルフスブルグ市や南通市など4市

との交流をサポートします。

 対 象 国際交流や提携各市に関心や

ゆかりがあり、交流会などの活

動への参加や協力が可能な方

 その他 提携都市など詳細は豊橋市国際

交流協会ホームページ参照

 申込み 随時、豊橋市国際交流協会ホー

ムページで必要事項を入力

問合せ 豊橋市国際交流協会（☎55・

3671）

市営住宅の入居者（1月分）

 入居日 3/1㈫

 対 象 原則、次の全てを満たす方①市

内在住・在勤②持家がなく住宅

に困っている③収入基準以下

④暴力団員でない⑤市営住宅

に係る未納の家賃などがない

 その他 選考方法はポイント制

 申込み 1/4㈫～1/14㈮に申込書など

を豊橋市営住宅管理センター

（☎57・1006）※申込書などは 

1/4㈫から豊橋市営住宅管理セ

ンターで配布

問合せ 住宅課（☎51・2600）

   14208

令和4年度4月採用

小学校英語スクールアシスタント

小学校3・4年生の外国語活動の支援を

行います。

 対 象 日本語と英語の日常会話がで

き、年間150時間程度の従事

が可能な方

 定 員 30人程度

 謝 礼 1時間あたり2,010円（令和3年

度実績）

 試 験 2/4㈮午後に教育会館で英語

での面接・実技

 申込み 1/19㈬17:00（必着）までに市

販の履歴書を教育会館（〒441-

8075神野ふ頭町3-22 ☎33・

2113）

   65762

22



市県民税第4期分、国民健康保険税

第7期分の納期限は1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

PayPay、au PAYなどのキャッシュレ

ス決済でも納付できます。

問合せ 納税課（☎51・2235）

   5742

丸山薫 帆・ランプ・鷗賞の

受賞者が決定しました

■小学生の部

星野佑佳さん（愛知県蒲郡市）

■中学生の部

伊藤嶺さん（愛知県豊橋市）

■高校生の部

水藤祐希音さん（愛知県豊橋市）

問合せ 「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）

   89327

高校生技術アイデア賞の

入賞作品が決まりました

■作品部門 最優秀賞　

脱がサン!ダル（豊川工科高校 機械科

3年 松下快笙さん、齋藤壮さん）

■アイデア部門 最優秀賞

ままごこち（豊橋商業高校 情報処理科

2年 豊田さくらさん）　

［共通事項］

 その他 優秀賞以下はホームページに

掲載。1/7㈮まで市役所市民

ギャラリー、1/22㈯と1/23㈰

に、こども未来館で入賞作品の

パネル展示有り

問合せ 商工業振興課（☎51・2435）

   9148

作品部門 最優秀賞「脱がサン!ダル」

令和4年4月採用 とよはしほっとプラザ

ふれあいフレンド

不登校児童・生徒への学習や運動の支

援などを行います。

 対 象 おおむね45歳までの方

 定 員 若干名

 謝 礼 日額6,000円

 申込み 2/25㈮までに直接、市販の履

歴書を教育会館（☎33・2113）

   80612

その他

差押財産の公売を行います

市税などの滞納により差し押さえた不

動産を公売します。

 とき 1/27㈭

 ところ 職員会館

 その他 市税の完納などにより公売が中

止になる場合あり。2/17㈭ま

でに代金納付が必要。公売手

続きなど詳細はホームページ

参照　

 申込み 1/20㈭までに直接、身分証明

書、公売保証金を納税課（☎

51・2255）

   81461

固定資産税の申告期限は

1月31日㈪です

①償却資産の申告

事業を営むために用いる償却資産を所

有している方は、令和4年1月1日㈷現

在の所有状況を申告してください。

②住宅用地の申告

令和3年1月2日㈯～令和4年1月1日㈷ 

に、建物の新築・増改築・建て替えや利

用方法を変更した場合、または住宅用

地の取得や利用方法の変更があった場

合などで、申告書を提出していない土

地所有者は申告してください。

［共通事項］

 ところ 資産税課

問合せ 資産税課（①☎51・2226②☎

51・2215）

   52915

子育てハンドブックの

広告掲載事業者

市内在住の0歳児、3歳児を持つ家庭

に配布する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・内容については子育て支援

課（☎51・2325）、広告について 

は㈱サイネックス（☎0598・

23・9220）

   64230

中央図書館アルバイト

会計年度任用職員

窓口カウンターや返却本の整理、配架

などの業務を補助します。

 対 象 18歳以上の方（高校生不可）

 定 員 若干名

 給 与 報酬日額のほか、通勤費相当額

を支給

 試 験 書類選考、面接

 その他 勤務条件など詳細は図書館ホー

ムページ参照

 申込み 2/1㈫までに直接、市販の履歴

書を中央図書館（〒441-8025

羽根井町48）

問合せ 中央図書館（☎31・3131）

令和4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 養護員

 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 若干名

 給 与 報酬月額177,160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 1/25㈫（必着）までに市販の履

歴書、介護にかかる資格があれ

ば証明書（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
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