
婚活サポーター

市の結婚支援事業などの情報提供や相

談・助言、出会いの橋渡しを行います。

 任 期 登録日から2年間

 対 象 20歳以上の方

 定 員 10人程度

 その他 7/8㈮14:00～15:30に開催す

る研修会への参加が必要

 申込み 随時、申込書を子育て支援課

（☎51・2325）※申込書はホー

ムページで配布

  38906

市民病院 社会福祉士

会計年度任用職員（パート）

医療福祉相談や退院・転院の支援など

を行います。

 定 員 1人（育休代替）

 給 与 報酬のほか、期末手当など各種

手当を支給

 試 験 書類審査、面接、適性検査

 その他 必要書類など詳細は市民病院

ホームページ参照

 申込み 随時、必要書類を医事課（〒441- 

8570住所不要☎33・6234）

愛市憲章フォト＆メッセージ

コンテスト作品

愛市憲章5項目にちなんだ写真とメッ

セージを募集します。

 対 象 市内在住・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1万円分）などあり

 応 募 8/10㈬までに、昨年6/1以降

に市内で撮影した写真（2Lサイ

ズ）とメッセージ（50～100文

字）、申込書を愛市憲章推進協

議会（〒440-0806八町通二丁

目16☎56・1128）、生涯学習

課※申込書は生涯学習課、各地

区市民館、ホームページほかで

配布

 問合せ 愛市憲章推進協議会、生涯学

習課（☎51・2846）

  8901

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。

 対 象 主に市内で活動する団体

 その他 イベントの開催日程など詳細は

ホームページ参照

申 込み 7/29㈮までに市民協働推進課

（☎51・2188）

  93101

令和4年7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 7/1㈮～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183,175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 6/14㈫（必着）までに市販の履

歴書、介護に関する資格があれ

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

令和5年4月採用

豊橋市職員（専門職）

 職 種 ①保育士②社会福祉士③保健

師④獣医師⑤薬剤師⑥臨床心

理士または公認心理師⑦洋裁

教員（家政高等専修学校）⑧看

護専門学校教員

 定 員 ①10人程度②～⑥各若干名⑦

⑧各1人

 給 与 給料のほか、期末・勤勉手当な

ど各種手当を支給

 その他 募集要項などは人事課、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 6/17㈮までにホームページで

必要事項を入力

 問合せ 人事課（☎51・2040）

  8399

募 集
詳細は募集要項などをご覧ください。

こども保健ボランティア

乳幼児健康診査などで保護者を補助し

ます。

 ところ 保健所・保健センター

 対 象 子育て経験のある20歳以上で、

看護師や保育士などの資格を

有する方

 申込み 随 時、こども保 健 課（☎ 39・

9160）  49826

高校生技術アイデア賞

作品・アイデア

個人・団体で考えた作品またはアイデ

アを募集します。

 対 象 東三河地域に在学の高校生

 部 門 ①作品②アイデア

 その他 ①は書類・プレゼンテーション審

査、②は書類審査。最優秀賞（賞

金①10万円②3万円）などあり

 応 募 9/15㈭までに応募用紙を商工

業振興課（〒440-8501住所不

要☎51・2435）※応募用紙は

ホームページで配布

 問合せ 商工業振興課（☎51・2437）

  9148

豊橋女性団体連絡会の

参加団体

連携や情報交換を行い、会員相互の親

睦を深めます。

 対 象 主に市内で活動する女性団体

 その他 既に参加している団体など詳細

はホームページ参照

 申込み 随時、市民協働推進課（☎51・

2188）

  10397
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施設メンテナンスのため

りすぱ豊橋を休館します

 とき 6/13㈪～6/20㈪

 問合せ りすぱ豊橋（☎38・5151）、健

康増進課（☎39・9133）

  92917

市県民税 第1期分の

納期限は6月30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

9月1日（木）から豊橋自然歩道の

一部を廃止します

管理区域の縮小に伴い、中山自然歩

道（支線）、中山峠～本坂峠（本線）、長

彦自然歩道（支線）、石巻巡回遊歩道北

側、赤岩自然歩道（支線）、赤岩寺自然

歩道（支線）、多米自然歩道（支線）、神

石山自然歩道（支線）、普門寺自然歩道

（支線）、大脇自然歩道（支線）を廃止し

ます。

 問合せ 観光プロモーション課（☎51・

2430）

  89833

アカウミガメの保護に

ご協力ください

豊橋に上陸・産卵する絶滅危惧種アカ

ウミガメと貴重な海岸環境を守るため、

次のことにご協力ください。

・ゴミは持ち帰る

・夜間に上陸したアカウミガメを見つけ

たら照明を消し、遠くから静かに見守る

・アカウミガメの上陸産卵期間（6～10

月）は、夜間に海岸へ行かない

・砂浜に車両を乗り入れない

 問合せ 環境保全課（☎51・2385）

  5549

マイナポイント第2弾の

ポイント付与対象を拡大します

マイナンバーカードを健康保険証とし

て使うため利用申込みを行った方や、

市役所からの給付金などを受け取る公

金受取口座の登録を行った方は、6月

からそれぞれ7,500円相当のマイナポ

イントを受け取ることができます。申

込方法など詳細は総務省のマイナポイ

ント事業ホームページをご覧ください。

 問合せ マイナンバー総合フリーダイヤ

ル（☎0120・95・0178）

  72035

6月1日㈬から埋蔵文化財

発掘調査報告書を販売します

橋良遺跡や吉田城址などの発掘調査

成果をまとめた豊橋市埋蔵文化財調査

報告書を販売します。

■第156集 市内埋蔵文化財発掘調

査Ⅳ 平成26～28年度

 価 格 500円

■第157集 市内遺跡発掘調査 令和

元年度

 価 格 1,000円

［共通事項］

 ところ 文化財センター、市役所じょう

ほうひろば

 問合せ 文化財センター（☎56・6060）

令和4年版ミニ統計とよはしを

配布します

市の人口や産業、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、

6月1日㈬より市役所じょうほうひろば、

各窓口センターほかで配布します。ま

た、ホームページでも閲覧できます。

 問合せ 行政課（☎51・2029）

  16850

その他

豊橋田原ごみ処理施設整備事業に係る

環境影響評価書（変更）の縦覧

 とき 6/24㈮～7/23㈯

 ところ 資源化センター、市役所じょうほ

うひろば、各窓口センターほか

 その他 評価書はホームページでも閲

覧可

 問合せ 施設建設 室（☎ 38・0777 

46・7942）

  94188

レストラン・ほいっぷの森が

リニューアルオープンしました

旬の食材や地元の食材を使用したラン

チなどが楽しめます。

 とき 月～金曜日（祝日を除く）11:30～

14:00

 ところ 保健所・保健センター

 問合せ ほいっぷの森（☎45・3844）、

健康政策課（☎39・9111）

  94036

メリケントキンソウに

ご注意ください！

外来種のメリケントキンソウは、公園の

芝生などに生息し、鋭いトゲと非常に

高い繁殖力を持つ植物です。人や散歩

中の犬などに刺さるとケガをする場合

があるほか、靴に刺さったまま移動を

することで生息地域を拡大させてしま

うおそれがあります。踏んでしまった

場合はその場で落とすなどして、生息

地域の拡大を防止しましょう。

 問合せ 公園緑地課（☎51・2654）

   93164
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相談内容は秘密厳守します。気軽にご相談ください。

定員があるものや申し込みが必要なものがあります。詳細はお問い合わせください。

予 … 予約制

電 … 電話相談も可相 談
相談内容 とき ところ 問合せ

暮
ら
し

契約書・遺言書などの書類作成相談 6/10㈮、7/8㈮13:00～15:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304 予

※2週間前から受け付け

住宅・建築、測量・登記の相談
6/15㈬、6/22㈬、6/29㈬13:30～
16:00 建築指導課 建築指導課☎51・2588 予

宅地建物取引士による不動産相談 6/20㈪、7/4㈪13:00～16:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304 予

※2週間前から受け付け

弁護士による法律相談

6/23㈭13:00～16:00 大清水地域福祉センター
豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294 予7/8㈮13:00～16:00 つつじが丘地域福祉セ

ンター

水曜日、第3金曜日13:00～16:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304 予

※2週間前から受け付け

司法書士による相続・登記等相談 6/27㈪、7/11㈪13:00～16:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304 予

※2週間前から受け付け

成年後見制度に関する相談 月～金曜日8:30～17:15 豊橋市成年後見支援セ
ンター

豊橋市成年後見支援セン
ター☎ 57・6800 電

市民相談 月～金曜日9:00～16:30 安全生活課 安全生活課☎51・2300 電

日常生活における心配ごと相談
①火曜日②水曜日③木曜日④金曜日
13:00～16:00

①総合福祉センターあ
いトピア②つつじが丘地
域福祉センター③大清
水地域福祉センター④
牟呂地域福祉センター

①総合福祉センターあい
トピア☎52・1111②つつ
じが丘地域福祉センター
☎64・4510③大清水地域
福祉センター☎25・6141
④牟呂地域福祉センター
☎31・8885 電

国・特殊法人に対する行政相談 第1～4木曜日13:00～15:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304 電

健
康

禁煙相談 6/16㈭9:00、10:30、13:30、15:00

保健所・保健センター

健康増進課☎39・9136 予

生活習慣病予防の栄養相談 6/23㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9141 予

こころの健康相談 7/7㈭、7/21㈭13:00～16:00
健康増進課☎39・9145 予

精神保健福祉相談 7/13㈬13:30～15:30

子
育
て

小・中学生教育相談
7/15㈮13:00～17:00 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115 予月～土曜日9:00～18:30 教育会館

早期教育相談
7/25㈪、7/28㈭10:00～12:35、
13:45～15:25 教育会館 教育会館☎33・2113

ひとり親家庭などの支援相談 月～金曜日10:00～16:00 子育て支援課 子育て支援課☎51・2320

虐待・子育て・若者の自立相談
月～金曜日9:00～19:00、土・日曜日
9:00～17:00

こども若者総合相談支
援センター「ココエール」

こども若者総合相談支援
センター☎54・7830 電

ひとり親家庭心配ごと電話相談 第2火曜日9:00～15:00 — 豊橋市母子福祉会
☎56・7100

女
性

悩みごと面接相談 6/10㈮、6/24㈮13:30、14:40
—

女性相談室☎33・3098 予

悩みごと電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）9:00～15:00 女性相談室☎33・3098
看護職（看護師・助産師）による相談 月～金曜日8:30～17:00 市民病院 女性相談担当☎33・6232 電

安
全
・
安
心

DV電話相談 月～金曜日9:00～15:00
—

DV相談室☎33・9980
DV面接相談 火～木曜日9:30～15:30 DV相談室☎33・9980 予

消費生活相談 月～金曜日9:00～16:30 東三河消費生活総合セ
ンター

東三河消費生活総合セン
ター☎51・2305 電

そ
の
他

特設人権相談所 6/1㈬10:00～16:00 あいトピア 福祉政策課☎51・2355

中小事業者向け金融相談 6/10㈮13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所
☎53･7211 予

農家（農事）相談 6/21㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950 予

国保税滞納世帯の多重債務相談 6/26㈰9:00～12:00 国保年金課 国保年金課☎51・2293

男性のための悩みごと面接相談 7/3㈰13:30、14:30、15:30 男女共同参画センター
「パルモ」

市民協働推進課
☎51・2188 予

中小事業者向け事業承継に関
する相談

7/6㈬、7/20㈬9:30、11:00 市役所東122会議室 商工業振興課
☎51･2431 予

罪を犯した人たちの立ち直り
相談

月・水・金曜日13:30～16:00 豊橋市更生保護会館内
サポートセンター

豊橋保護区保護司会サ
ポートセンター相談室
☎56・4431 電

債務整理などの多重債務相談 月～金曜日9:00～16:30 東三河消費生活総合セ
ンター

東三河消費生活総合セン
ター☎51・2305 電

LGBT等性的少数者の面接
相談

月～日曜日、祝日10:00～20:00 — 市民協働推進課
☎51・2188 予

ハローワーク長期療養者職業
相談

木曜日11:00～16:00 市民病院 患者総合支援センター
☎33・6111 予
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