
令和6年度から森林環境税（国税）の
課税が始まります

温室効果ガス排出削減目標の達成
や、山地災害を防止するための森林整
備、地域材利用の促進などに必要な地
方財源を安定的に確保することを目
的として創設しました。なお、森林環
境税は令和6年度から1人当たり年額
1,000円を徴収します。
	問合せ	 [課税］市民税課（☎51・2205）、

[使途］農業支援課（☎51・2474）
	 	 100337

12月16日㈮から愛知県特定
最低賃金を改定しました

愛知県特定最低賃金の時間額が、鉄
鋼業は1,018円、輸送用機械器具製造
業は997円になり、対象の事業所で働
く労働者に適用されます。
	問合せ	豊橋労働基準監督署（☎54・

1192）、商工業振興課（☎51・
2437）

	 	 100497

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。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

豊橋市森林整備計画変更案の縦覧

	とき	 2/28㈫まで	
	ところ	 農業支援課
	その他	利害関係のある方は期間中、豊

橋市長宛てに意見書を提出可
	問合せ	農業支援課（☎51・2475）
	 	 100500

公共下水道事業計画変更案の縦覧

	とき	 2/1㈬～2/15㈬
	ところ	 下水道整備課
	その他	市内在住の方、利害関係のある

方は期間中、豊橋市長宛てに意
見書を提出可

	問合せ	下水道整備課（☎51・2781）
	 	 53612

野焼きは禁止です

野外でのごみ焼却は、一部の例外を除
き法律で禁止されています。近年、煙
や悪臭による苦情が多数出ているほか、
火災の原因にもなっており、深刻な状
況です。家庭や仕事（農業含む）で出た
ごみは、野外焼却できませんので適正
に処分してください。仕事で出たごみ
は、種類によっては市のごみ処理施設
への自己搬入が可能です。詳しくはホー
ムページでご確認いただくか、お問い
合わせください。
	問合せ	廃棄物対策課（☎51・2410）
	 	 [野焼き］92966［投入許可］

92965

その他
令和4年度の不妊治療などの経過措置の
補助金申請期限は3月31日㈮です

①特定不妊治療支援費②一般不妊治
療費の経過措置の補助金申請をして
いない方は手続きをしてください。た
だし、特定不妊治療の終了日が2月
1日㈬～3月31日㈮の場合は、申請期
限を5月31日㈬まで延長します。特定
不妊治療が3月末までに終了しない場
合は、お問い合せください。
	問合せ	こども保健課（☎39・9160）
	 	 ①87117②87116

オートバイ、軽自動車などの
名義変更や廃車の手続はお早めに

軽自動車税は、毎年4月1日に所有者と
して登録している方に課税されます。
譲渡や解体、盗難などの理由で所有し
ていない場合でも、名義変更や廃車の
手続きをしていないと軽自動車税が課
税されますので、3月31日㈮までに手
続きをしてください。なお、年度途中
で廃車した場合でも、月割による税金
の還付制度はありません。令和5年度	
の軽自動車税の納税通知書は、4月
25日㈫に発送の予定です。
 問合せ	資産税課（☎51・2210）
	 	 6110
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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

住宅・建築、測量・登記の相談 2/8㈬、2/15㈬、2/22㈬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 2/20㈪、3/6㈪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

2/24㈮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

※2週間前から受け付け

3/10㈮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
司法書士による相続・登記等相談 2/27㈪、3/13㈪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 3/10㈮13:00～15:00
市民相談 月～金曜日9:00～16:30 安全生活課☎51・2300	 電

国・特殊法人に対する行政相談 第1～3木曜日13:00～15:00 安全生活課☎51・2304	 電

健
康

禁煙相談 2/16㈭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 2/16㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9141	 予

こころの健康相談 3/2㈭、3/16㈭13:00～16:00
健康増進課☎39・9145	 予精神保健福祉相談 3/8㈬13:30～15:30

思春期精神保健相談 3/15㈬13:30～15:30

子
育
て

小・中学生教育相談 3/17㈮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

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
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

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 2/10㈮、2/24㈮10:00、13:30
—

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、
2/10㈮、2/24㈮17:00～20:00 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

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

そ
の
他

中小事業者向け金融相談 2/10㈮13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所
☎53･7211	予

男性のための悩みごと面接相談 2/12㈰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

国保税滞納世帯の多重債務相談 2/19㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課
☎51・2293	予

農家（農事）相談 2/21㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950	予

中小事業者向け事業承継に関
する相談 3/1㈬、3/15㈬9:30、11:00 市役所東122会議室 商工業振興課

☎51･2431	予

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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