
青少年センター

センターボランティアスタッフ

イベントの計画や運営、補助などを行

います。

 対 象 市内在住・在学・在勤の12～25

歳の方

その他 5/22㈰に説明会を開催

 申込み 4/22㈮～5/20㈮に青少年セ

ンター（☎46・8925）※青少年

センターホームページからも申

し込み可

豊橋わかば議会の若者委員

ワークショップや議論を通して政策を

提案します。

 任 期 5月～来年3月

 対 象 市内在住・在学・在勤の15～25

歳の方（中学生を除く）

 定 員 20人（選考）

 報 酬 会議1回につき3,000円

その他 会議は任期中17回程度開催 

予定

 申込み 5/11㈬までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2188）

   92612

令和4年度中途採用（通年募集）

市民病院職員

 職 種 助産師、看護師　

 給 与 給料のほか期末・勤勉手当など

各種手当を支給

 試 験 随時、小論文、面接、適性検査

など　

 その他 募集要項は市民病院管理課、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 随時、必要書類を市民病院管

理課（〒441-8570住所不要☎

33・6277）

支 援

合併処理浄化槽への

転換補助金を拡充しました

単独処理浄化槽または汲
く

み取り槽から、

合併処理浄化槽に転換する方への補

助金の対象基数を拡充しました。また、

新たに宅内配管の工事費用を補助の

対象としました（上限額30万円）。補助

の要件など詳細はホームページをご覧

ください。

 問合せ 廃棄物対策課（☎51・2410）

   91191

中小事業者向けの各種補助制度・

融資制度をご利用ください

市では、以下をはじめとする各種補助

制度・融資制度で市内の中小事業者を

支援しています。4月から内容を変更

している制度もあります。制度内容な

ど詳細は、ホームページまたは中小企

業施策ガイドブックをご覧ください。

■就職サイト掲載費補助金

新卒者や転職者向けの就職サイトへ求

人情報を掲載するときに負担した費用

の一部を補助します。

 問合せ 商工業振興課（☎51・2435）

   15603

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

令和4年度豊橋市①教育②体育

③文化表彰候補者の推薦

①～③の分野で活躍する各表彰にふさ

わしい方を推薦します。

 提 出 4/13㈬（必着）までに推薦書を 

①は教育政策課（☎51・2819）、

②は「スポーツのまち」づくり課

（☎51・2865）、③は「文化の

まち」づくり課（☎51・2875）※

郵送の宛先は全て〒440-8501

住所不要。推薦書は各提出先

で配布

   ①55032②64240③55053

吉田城址保存活用計画

市民会議

吉田城址の活用方針などを話し合います。

 任 期 5月～来年3月

 対 象 市内に１年以上在住の高校生以上 

 定 員 若干名（選考） 

その他 会議は任期中4回程度開催予定

 申込み 4/29㈷（必着）までに申込書を

文化財センター（〒440-0897

松葉町三丁目1）※申込書は文

化財センター、各窓口センター、

美術博物館ホームページほか

で配布

 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

講師派遣人材バンク制度登録者

依頼に応じ、通訳・翻訳や日本語指導、

外国文化の紹介などを行います。

 対 象 外国文化に精通している、語学

力があるなど、依頼の対応に必

要な能力を有する満18歳以上

の方（国籍不問）

 申込み 随時、申込書を豊橋市国際交流

協会（〒440-0888駅前大通二

丁目81☎55・3671）※申込書

は豊橋市国際交流協会、豊橋

市国際交流協会ホームページ

で配布

市民協働推進補助金（つつじ後期、

わかば）の事業企画

市民活動団体が行う活動を、資金面か

ら応援する市民協働推進補助金の事

業企画を募集します。

 対 象 8月から～来年3月までに実施

する事業で、主に市内を拠点と

して地域の課題を解決するもの

 補助額 ［つつじ］上限5万円［わかば］上

限10万円（わかばのみ一定の条

件を満たす場合、上限5万円で

宿泊費と交通費を追加で補助）

 申込み 6/30㈭までに必要書類を市民

協働推進課（☎51・2483）※必

要書類は市民協働推進課、カリ

オンビル、ホームページで配布

   10339
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パブリックコメントをご利用ください

市民生活に広く影響のある政策などを

策定する前に、政策案に対して自由に

意見を提出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。意見を募集するときは、

募集期間や閲覧場所、意見の提出方法

をホームページなどでお知らせします。

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・2030）

   54657

犬の登録をして

狂犬病予防注射を受けましょう

生後91日以上の犬は、登録と毎年1回

の狂犬病予防注射が義務付けられてい

ます。動物診療施設または集合注射実

施会場で必ず受けてください。

 料 金 1頭につき新規登録手数料は

3,000円、注射済票交付手数料

は550円、集合注射の場合は注

射料金3,500円（注射済票交付

手数料含む）

その他 集合注射の日程など詳細はホー

ムページ参照　

 問合せ 生活衛生課（☎39・9127）

   7884

曙学校給食センターが

オープンしました

1万2千食の調理能力を有し、災害や省

エネにも配慮した最新の調理施設が完

成しました。4月から市内の小学校19

校、中学校7校、くすのき特別支援学校

に給食を届けます。

 問合せ 保健給食課（☎51・2821）

   92620

その他

4月1日㈮に神野新田町にとよはし

産業人材育成センターがオープンします

10～60人が利用できる大小会議室な

どの施設を備えています。会議室利用

の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・2437）

   92616

4月1日㈮から市の組織を

変更します

■企画部 政策企画課（☎51・3151）

未来創生戦略室を政策企画課に統合し

ます。

■環境部 ゼロカーボンシティ推進課

　（☎51・2399）

環境政策課と再生可能エネルギーのま

ち推進課を統合し、「ゼロカーボンシティ

推進課」へ変更します。

■産業部 観光プロモーション課

　（☎51・2430）

観光振興課を「観光プロモーション課」

へ変更します。

［共通事項］

企画部シティプロモーション課を廃止し、

関係課へ業務移管します。

 問合せ 行政課（☎51・2024）

   3994

①登録手話通訳者

②登録要約筆記者

聴覚障害者の病院受診や学校行事、各

種手続きなどに同行し、意思疎通を支

援します。

 対 象 ①手話通訳士試験、手話通訳者

全国統一試験、あいち聴覚障害

者センター登録試験のいずれ

かに合格した方②要約筆記者養

成講座を修了した方※いずれも

他市で登録していない方

 定 員 各若干名

 申込み 随 時、登 録 申 請 書、履 歴 書、 

①は各種試験合格通知（写し）、

②は養成講座修了証（写し）を

障害福祉課（☎51・2346）

   54659

とよはしインターネットモニター

市政について、年10回程度のアンケー

トに答えます。

 任 期 来年3/31㈮まで

 対 象 市内在住で18歳以上の方（高

校生・公務員・公職選挙法による

公職者を除く）

 定 員 年齢や性別による区分各40人

（申込順）

 謝 礼 QUOカード1,000円分（年間

回答率70％以上の方に限る）

その他 定員の各区分など詳細はホー

ムページ参照

 申込み 4/1㈮からホームページで必要

事項を入力

 問合せ 広報広聴課（☎51・2166）

   88764
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