燃料電池自動車トヨタ MIRAIを
貸し出しています
とき

対象
定員
料金
その他

申込み

月・水曜日11:00～16:00、
火・
木・土・日曜日9:00～16:00、
金
曜日9:00～14:00、1泊2日
（貸
出日の翌日16:00まで）
市内在住の方
1台
（申込順）
1日4,500円（別途、走行距離
1kmにつき燃料代20円必要）
4人乗り。
1回約300㎞までの走
行距離制限あり。
子ども用シー
トは各自で用意
資産経営課
（☎51・2130）
51918

豊橋で新たな1ページを! 5月1日㈷は
婚姻届の特別窓口を開設します
婚姻届を出せるほか、
職員による記念
撮影や、
花と色紙
（先着各100組）
など
のプレゼントを行います。
とき 5/1㈷8:30～17:15
ところ 市民課
持ち物 希望者はカメラなどの撮影機器
その他 4/1㈪～5/1㈷
（日曜日、
4/29㈷、
4/30㉁を除く。
土曜日は9：00〜
は市民課、
各窓口セン
12：30）
ター
（土曜日は市民課のみ）
で、
とよはしオリジナル婚姻届＆記
念台紙を半額の500円で販売
問合せ 市民課
（☎51・2276）
4066

豊鉄バスの終バスの増便を
継続します
西口線・豊橋技科大線・中浜大崎線の
下り線の終バスの増便を継続します。
とき 4/5㈮～来年3/28㈯の金・土
曜日
（1/3、
祝日を除く）
問合せ 豊鉄バス㈱
（☎44・8414）、都
市交通課
（☎51・2620）
48680

4月1日㈪から吉田城鉄櫓の
開館日を拡大します

4月1日㈪に健幸なまちづくり
条例を施行しました

6月1日㈯から吉田方地区市民館を
休館します

市民が生涯にわたり健やかで幸せに
暮らすことができる社会を目指すため
の条例です。
条例の詳細はホームペー
ジをご覧ください。
問合せ 健康政策課
（☎39・9116）
63867

施設改修に伴い、6月1日㈯から休館
し、再オープンは来年4月頃の予定で
す。休館前の図書利用は、貸出・予約
が4月30日㉁まで、
返却が5月31日㈮ま
でです。
なお、吉田方地区市民館を第
一指定避難所に指定していますが休
館中は利用できませんので、
吉田方校
区市民館、
または近隣の避難所をご利
用ください。
問合せ 地区市民館については生涯
学習課（☎51・2849）、図書に
ついては向山図書館（☎62・
2944）、避難所については防
災危機管理課（☎51・3116）、
福祉政策課
（☎51・2363）
16908

平和・交流・共生の都市宣言推進指針、豊橋市
多文化共生推進計画2019-2023を策定しました
①平和・交流・共生の都市宣言推進指針
都市宣言の本旨の実現に向けた方向
性を示す指針です。
②豊橋市多文化共生推進計画
2019-2023
多文化共生社会の実現に向けた施策を
総合的に進めていくための計画です。
［共通事項］
その他 指針・計画の詳細はホームペー
ジ参照
問合せ 多文化共生・国際課
（☎51・
2007）
①18021②18023

くろがねやぐら

火～日曜日1 0 : 0 0 ～ 1 5 : 0 0
（12/29～1/3を除く。月曜日
が祝日の場合は開館）
問合せ 観光振興課
（☎51・2430）
8085
とき

4月7日㈰から羽根井地区市民館が
再オープンします
再オープンに伴い、
部屋・図書・避難所
の利用を再開します。
問合せ 地区市民館については生涯
学習課（☎51・2849）、図書に
ついては向山図書館（☎62・
2944）、避難所については防
災危機管理課（☎51・3116）、
福祉政策課
（☎51・2363）
16908
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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。

予

… 予約制

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。

電

… 電話相談も可

相談内容

住宅・建築相談

とき

ところ

4/10㈬、4/17㈬、4/24㈬13:30～
建築指導課
16:00

問合せ

建築指導課 ☎51・2588

予

契約書・遺言書などの書類作成相談 4/12㈮13:00～15:00

暮らし

安全生活課

安全生活課 ☎51・2304 予
※2週間前から受け付け

4/25㈭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

4/25㈭14:00～15:00

愛知県東三河県民相談室

5/10㈮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

不動産相談

4/15㈪13:00～16:00

相続登記相談

4/22㈪、
5/13㈪13:00～16:00

法律相談

愛知県東三河県民相談室
☎52・7337 予

豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294 予

安全生活課 ☎51・2304 予
※2週間前から受け付け

健康

日常生活における心配ごと相談

①あいトピア ☎52・1111②つ
①あいトピア②つつじが丘地
つじが丘地域福祉センター ☎
①火曜日②水曜日③木曜日④金曜 域福祉センター③大清水地域
64・4510③大清水地域福祉セ
福祉センター④牟呂地域福祉
日13:00～16:00
ンター ☎25・6141④牟呂地域
センター
福祉センター ☎31・8885

市民相談

月～金曜日9:00～16:30

行政相談

第1～4木曜日13:00～15:00

精神保健福祉相談

4/10㈬13:30～15:30

生活習慣病予防の栄養相談

4/11㈭、
4/25㈭9:00～16:00

思春期精神保健相談

4/24㈬、
5/22㈬13:30～15:30

こころの健康相談

5/9㈭、
5/23㈭13:00～16:00

子ども

小・中学生教育相談

5/10㈮13:00～17:00

月～土曜日9:00～19:00

安全生活課

保健所・保健センター

カリオンビル
教育会館

安全生活課 ☎51・2300

電

安全生活課 ☎51・2304

電

健康増進課 ☎39・9145

予

健康増進課 ☎39・9140

予

健康増進課 ☎39・9145

予

教育会館相談室
☎33・2115 予

女性

虐待・子育て・若者の自立相談

月～金曜日9:00～19:00、
土・日曜日 こども若者総合相談支援セン こども若者総合相談支援セン
9:00～17:00
ター
「ココエール」
ター ☎54・7830 電

悩みごと面接相談

4/12㈮、
4/26㈮13:30～15:40

悩みごと電話相談

月～土曜日
（第3月曜日を除く）
9:00～15:00

母子家庭電話相談

第2火曜日9:00～15:00

安全・安心

消費生活相談

男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 男女共同参画センター
☎33・2822 予
「パルモ」
—

女性相談室 ☎33・3098
豊橋市母子福祉会
☎56・7100

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 本 部 相 談コーナープッ
シュホン ☎#9110

その他

警察安全相談

月～金曜日9:00～17:00

DV電話相談

月～土曜日
（第3月曜日を除く）
9:00～15:00

DV面接相談

火・木曜日9:30～15:30

中小事業者向け金融相談

4/10㈬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

4/15㈪13:30～15:30

農業委員会室

農業委員会 ☎51・2950

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
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—

DV相談室 ☎33・9980
DV相談室 ☎33・9980

予

予

東三河消費生活総合センター
☎51・2305 電

