
市有財産（土地）の
一般競争入札を行います

鍵田町55番3（1443.99㎡、最低売却価
格99,460,000円）ほか、3物件の一般
競争入札を行います。
	と き	 3/13㈫10:30
	ところ	 市役所講堂
 申込み	 2/15㈭～3/7㈬に申込書など

を資産経営課（☎51・2137）
※申込書は資産経営課、ホー
ムページで配布

	 	 31536

メンテナンスのため
りすぱ豊橋を休館します

	と き	 2/16㈮～2/22㈭
	問合せ	 りすぱ豊橋（☎38・5151）、健

康増進課（☎39・9133）
	 	 34316

野焼きは禁止です

野外でのごみの焼却は、一部の例外を
除き、法律で禁止されています。違反し
た場合は、5年以下の懲役、1,000万円
（法人の場合は3億円）以下の罰金が
科せられる場合があります。
家庭ごみは焼却せず、収集日にごみス
テーションへ出してください。また、事
業所から出るごみは、事前に投入許可
を取得して資源化センターへ自己搬入
するか、廃棄物処理業者に処理を委託
してください。　
 問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410）、

環境保全課（☎51・2388）
	 	 34607

小規模修繕契約希望者は
登録手続きをしてください

	対 象	 平成30年4月1日～平成32年3
月31日に市の発注する小規模
で、軽易な施設修繕の見積もり
合わせへの参加を希望する方

	申 請	 3/1㈭から直接、申請書類を契
約検査課（☎51・2156）※申請
書類、申請要領は契約検査課、
ホームページで配布

	 	 15576

自動車の登録手続き・
車検はお早めに

自動車の売買・廃車・住所変更などに
は、自動車検査証の書き換えなどの手
続きが必要です。3月は大変混雑しま
すので、早めの手続きをお願いします
（車検は有効期間満了日の1か月前か
ら受け付け可）。
 問合せ	 愛知運輸支局豊橋自動車検

査登録事務所（☎050・5540・
2049）※登録手続きに伴う自
動車税、自動車取得税につい
ては県税豊橋駐在室（☎32・
6771）

オートバイ、軽自動車などの
名義変更・廃車の手続きはお早めに

オートバイ、軽自動車などは名義変更
や廃車の届け出をしていないと譲渡
や解体、盗難などの理由で所有してい
ない場合でも軽自動車税がかかりま
す（障害者手帳所有者は減免制度あ
り）。まだ手続きが済んでいない方は、
ホームページで届出先などを確認の
うえ、3月30日㈮までに届け出てくださ
い。なお、3月は大変混雑しますので、
早めの手続きをお願いします。
 問合せ	 資産税課（☎51・2210）
	 	 53810

詳細は募集要綱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

■豊橋市街路樹再生指針
	と き	 2/8㈭～3/9㈮
	その他	 計画は公園緑地課、各窓口セ

ンター、ホームページほかで閲
覧可

	問合せ	 公園緑地課（☎51・2649）
	 	 8017

平成30年度市適応指導教室
麦笛ひろば　ふれあいフレンド

不登校児童・生徒への学習支援や、一
緒に運動をします。
	対 象	 35歳位までの方
	定 員	 若干名
	その他	 謝礼あり
	申込み	 2/28㈬までに直接、顔写真

貼付の履歴書を教育会館（☎
33・2113）

固定資産税　第4期分、国民健康保険税
第8期分の納期限は2月28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。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 	 5742
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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

相談内容 と き ところ 問合せ

暮
ら
し

住宅・建築相談 2/7～2/28の水曜日13:30～16:00 市役所東201会議室 住宅課	☎51・2604	 予

契約書・遺言書など書類作成相談 2/9㈮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不動産相談 2/19㈪、3/5㈪13:00～16:00

法律相談

2/22㈭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

2/22㈭14:00～15:00 愛知県東三河県民相談室 愛知県東三河県民相談室
☎52・7337	 予

3/9㈮13:00～16:00 つつじが丘地域福祉セン
ター

豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294	 予

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

相続登記相談 2/26㈪、3/12㈪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

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

行政相談 第1～4木曜日13:00～15:00 安全生活課	☎51・2304	 電

健
康

生活習慣病予防の栄養相談 2/8㈭、2/22㈭9:00～16:00
保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予

こころの健康相談 3/1㈭、3/22㈭13:00～16:00

子
ど
も

虐待・子育て・若者の自立相談
2/3～2/24の土曜日9:30～17:00 こども未来館「ここにこ」 こども若者総合相談支援セ

ンター	☎54・7830	 予

月～金曜日9:00～19:00、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

小・中学生教育相談
2/14㈬13:30～17:30 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115	 予月～土曜日9:00～21:00 教育会館

不登校を考える親と教師の懇談会 2/23㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

女 
性

心の相談 2/14㈬、2/28㈬13:30～15:40 男女共同参画センター
「パルモ」

男女共同参画センター
☎33・2822	 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

母子家庭電話相談 第2火曜日9:00～15:00 豊橋市母子福祉会
☎56・7100

安
全・安
心

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

土・日曜日9:00～16:00 愛知県消費生活総合セン
ター

愛知県消費生活総合センター	
☎052・962・0999	 電

警察安全相談 月～金曜日9:00～17:00

—

警察本部相談コーナープッ
シュホン	☎#9110

DV電話相談 月～土曜日（第3月曜日を除く）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

そ
の
他

中小事業者向け金融相談 2/13㈫13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所
☎53・7211

多重債務相談　国保税滞納 2/18㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課	☎51・2289	 予

農家（農事）相談 2/20㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

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
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