
オープンガーデン豊橋の
パンフレットを配布します

オープンガーデン豊橋に登録した庭の
パンフレットを配布します。
	とき	 3/15㈮
	ところ	 豊橋みどりの協会、各地区・校

区市民館
	部 数	 2,000部（1家族1部）
	その他	 郵送を希望する場合は住所、

氏名、返信用切手120円を豊
橋みどりの協会（〒441-3147
大岩町字大穴1-238）

 問合せ	 豊橋みどりの協会（☎41・
7400）

穂の国・豊橋ハーフマラソンの開催に
伴い交通規制を実施します

3月24日㈰の穂の国・豊橋ハーフマラソ
ンの開催に伴い、当日9:30～13:00にマ
ラソンコース一帯（陸上競技場－旭橋－
東田坂上電停－御園橋南－井原橋－牛
川遊歩公園－森岡－下条－豊川堤防道
路－飽海橋－陸上競技場）の交通規制
を実施しますので、ご協力ください。
 問合せ	 「スポーツのまち」づくり課

（☎51・2864）
	 		 60957

カラスの巣作りによる
停電防止にご協力ください

カラスは、巣作りに金属製ハンガーな
どを使うことがあり、電柱の上に巣を
作ると、漏電や短絡（ショート）で広範
囲な停電を発生させる恐れがあります
（平成30年の電柱の上での巣作りは
270か所）。中部電力㈱では、パトロー
ルを強化してカラスの巣作りの発見と
停電防止措置に努めています。鉄塔・
電柱にカラスの巣を発見したら、中部
電力㈱豊橋営業所まで電柱番号をご
連絡ください。
 問合せ	 中部電力㈱豊橋営業所（7 

0120・988・328）、環境保全課
（☎51・2385）

	 		 53932

豊橋ライフスタイルブック
「クラストコ」を発売します

子育てに関わる方の姿を通して、豊橋
で暮らす魅力を紹介する本「クラスト
コVOL.03育つ」を発売します。
	とき	 3/2㈯
	ところ	 豊川堂（本支店）、精文館書店

（本支店）ほか
	料 金	 200円
	その他	 初日9:30～17:00は、こども未

来館でも販売
 問合せ	 広報広聴課（☎51・2165）
	 		 48242

平成30年度豊橋市行財政白書を
公開しました

市の財政状況や行財政改革の取り組
みを、さまざまな指標を用いて紹介し
ています。概要版の「とよはしの家計
簿」と合わせて、ホームページや市役所
じょうほうひろばで閲覧できます。
 問合せ	 財政課（☎51・2117）
	 		 3967

神田ふれあいセンターの一部
貸し出し・使用を終了します

3月31日㈰に旧木造校舎内にある会
議室・創作室の貸し出し・使用を終了し
ます。集会室・調理室・運動広場は引き
続き利用できます。
 問合せ	 生涯学習課（☎51・2846）
	 		 5270

平成30年度豊橋市子育て応援
企業を認定しました

市民や従業員に対する子育て支援の
取り組みを積極的に進めている「豊
橋市子育て応援企業」に、新たに49社
126事業所を認定し、累計で123社277
事業所となりました。最優秀賞は㈱ベ
ルクリエイトに決まりました。その他の
受賞・認定事業所はホームページで閲
覧できます。
 問合せ	 こども未来政策課（☎51・2382）
	 		 44980

詳細は募集要綱などをご覧ください。

花交流フェア出展作品

■オリジナルの花壇や自慢の鉢花
	対 象	 花壇は4～8㎡
	その他	 個人またはグループの花壇展

示は運搬の手伝いあり
	申込期限	 3/31㈰
■寄せ植えコンテスト
	対 象	 直径が70㎝以内で移動可能

な鉢植え
	定 員	 60点（申込順。1人2点まで）
	申込期限	 4/10㈬

［共通事項］
	とき	 5/3㈷～5/5㈷10:00～16:00
	ところ	 豊橋公園
	申込み	 各申込期限までに豊橋みどり

の協会（☎41・7400）

証明発行土曜窓口で転入届、転居届、
転出届の特別受け付けを行います

	とき	 3/23㈯、3/30㈯、4/6㈯9:00～
12:30

	ところ	 市民課
	その他	 転出証明書は後日郵送で交

付。住所変更に伴うマイナン
バー・住民基本台帳カードの更
新、住民票の即日交付は不可

 問合せ	 市民課（☎51・2276）
	 		 4066

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

今年の夏に出店予定の「ドラッグコス
モス花中店（仮称）」の出店計画を閲覧
できます。
	とき	 4/30㉁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

見書を提出可
 問合せ	 商工業振興課（☎51・2425）
	 		 33475
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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 3/6㈬、3/13㈬、3/20㈬13:30～16:00 市役所東82会議室 住宅課	☎51・2604	 予

契約書・遺言書など書類作成相談 3/8㈮、4/12㈮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相続登記相談 3/11㈪、3/25㈪、4/8㈪13:00～16:00

不動産相談 3/18㈪、4/1㈪13:00～16:00

法律相談

3/28㈭13:00～16:00 牟呂地域福祉センター 豊橋市社会福祉協議会	
☎54・0294	 予

3/28㈭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

4/12㈮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

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

健
康

歯科健康相談 3/14㈭9:00～11:00

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 3/14㈭、3/28㈭9:00～16:00 健康増進課	☎39・9140	 予

こころの健康相談 4/11㈭、4/25㈭13:00～16:00 健康増進課	☎39・9145	 予

子
ど
も

小・中学生教育相談 月～土曜日9:00～19:00 教育会館 教育会館相談室
☎33・2115	 予 	

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 3/8㈮、3/22㈮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	 予法律相談 3/15㈮13:30～15:30

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 3/11㈪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 3/19㈫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

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
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