
大規模小売店舗立地法に基づく
出店計画を閲覧できます

来年春に開駅予定の道の駅「とよは
し」の出店計画を閲覧できます。
 とき	 1/25㈮まで
 ところ	 商工業振興課
 その他	 期間中、愛知県知事宛てに意

見を提出可
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2425）
	 		 33475

とよはし版クールチョイス
節電・省エネチャレンジキャンペーン

「COOL	CHOICE（賢い選択）」は、地球
温暖化対策のための国民運動です。エ
アコンの設定温度は20～22度にする
など、無理のない範囲で節電に取り組
みましょう。市では12～3月の電気使用
量の削減を目指すキャンペーンを実施
し、応募者全員に参加賞を贈呈します。
応募方法など詳細はホームページをご
覧ください。
 問合せ	 温暖化対策推進室（☎51・2419）
	 		 6655

年末年始の市役所業務

12月29日㈯～1月3日㈭は、市役所、各
窓口センターなどの窓口業務を停止し
ます。その他公共施設の業務について
は各施設へお問い合わせください。
 問合せ	 広報広聴課（☎51・2165）
	 		 21406

農地の荒廃を防ぎましょう

荒廃農地は、周囲の農地に病害虫を
発生させたり、景観を悪化させたりす
るなどの影響を及ぼします。市では、荒
廃農地所有者に対し荒廃農地の解消
および発生防止に努めてもらうよう通
知などをします。
 問合せ	 農業支援課（☎51・2474）
	 		 61739

平成30年版豊橋市統計書を
公表しました

豊橋市の人口・産業・経済・教育・文化
など各分野の統計資料を収録し、市勢
の推移と現況を紹介する統計書をホー
ムページで閲覧できます。
問合せ　行政課（☎51・2030）
	 		 61799

インターンシップ生の受入事業所を
紹介しています

市内に本店のある中小企業で、イン
ターンシップ生の受け入れを行ってい
る企業をホームページで紹介していま
す。長期休暇などを利用してインターン
シップに参加したい方は、受入企業へ
直接、お申し込みください。
 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 		 57603

自転車等駐車場をご利用ください

豊橋駅、二川駅周辺は自転車・原動機
付自転車の放置規制区域です。市で
は、路上に放置されている自転車など
へ警告・撤去を行っており、駅周辺で
年間約1,400台の放置自転車を撤去し
ています。撤去した自転車などの返還
には返還手数料が必要です。駅周辺で
は自転車等駐車場を利用し、自転車な
どを放置しないようにしてください。
 問合せ	 土木管理課（☎51・2507）
	 		 9524

平成31年度から2年分の学校給食用物資
納入の入札登録手続きをしてください

 対 象	 2年以上継続して営業してい
る、納税義務を履行しているな
どの資格を満たす方

 申込み	 1/7㈪～1/31㈭8:30～17:00
に申請書を（公財）豊橋市学校
給食協会（南部学校給食共同
調理場内〒441-8063橋良町
字向山4-41☎45・4511）※申
請書は1/7㈪から（公財）豊橋
市学校給食協会、ホームペー
ジで配布

	 		 32391

長時間労働をなくす
取り組みを始めましょう

来年4月1日㈪から、働き方改革のひと
つとして労働時間法制が見直されます。
企業には、残業時間の上限規制や1人5
日の年次有給休暇の取得、労働時間の
状況を客観的に把握することなどが義
務付けられます。職場の意識改革や業
務の見直し、取引先への配慮など、身近
なところから改革を進めていきましょう。
 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 		 60951
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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 ①12/5㈬②12/12㈬③12/19㈬13:30～
16:00

①市役所東128会議室②市
役所東201会議室③市役
所東83会議室

住宅課	☎51・2604	 予

相続登記相談 12/10㈪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契約書・遺言書などの書類作成相談 12/14㈮、1/11㈮13:00～15:00
不動産相談 12/17㈪、1/7㈪13:00～16:00

法律相談

12/27㈭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

12/27㈭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

1/11㈮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

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あいトピア	☎52・1111②つ
つじが丘地域福祉センター	☎
64・5611③大清水地域福祉セ
ンター	☎25・6141④牟呂地
域福祉センター	☎31・8885

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

生活習慣病予防の栄養相談 12/6㈭、12/20㈭9:00～16:00

保健所・保健センター

健康増進課	☎39・9140	 予

こころの健康相談 1/10㈭、1/24㈭13:00～16:00 健康増進課	☎39・9145	 予

禁煙相談 1/18㈮、1/21㈪、1/25㈮、1/28㈪9:30～
11:00 健康増進課	☎39・9140

思春期精神保健相談 1/23㈬13:30～15:30 健康増進課	☎39・9145	 予

子
ど
も

小・中学生教育相談
1/18㈮13:00～17:00 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115	 予 	月～土曜日9:00～19:00 教育会館

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

女 
性

悩みごと面接相談 12/14㈮、1/11㈮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

再就職に向けた相談 1/9㈬9:30、10:30、11:30 ㈱エイジェック	
☎052・589・8751	 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 12/10㈪13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所	☎53・7211
農家（農事）相談 12/17㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

結婚相談 1/16㈬18:00～21:00 穂の国とよはし芸術劇場
「プラット」

こども未来政策課
☎51・2325	 予

人権相談 月～金曜日8:30～17:15 名古屋法務局豊橋支局 全国共通相談専用電話	
☎0570・003・110

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ター
☎51・2305	 電

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
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