
愛知県在宅重度障害者手当の
所得状況届の提出期限は8月31日㈭です

8月分以降も継続して手当を受けるに
は、所得状況届の提出が必要です。7月
下旬に通知を受給者あてに送付しまし
た。8月10日㈭を過ぎても届かない方
は、お問合せください。
	問合せ	 障害福祉課（☎51・2345 56・

5134）
	 	 8025

特別児童扶養手当などの
所得状況届の提出期限は9月11日㈪です

8月1日㈫以降も継続して特別児童扶養
手当・特別障害者手当・経過的福祉手
当・障害児福祉手当を受けるには、所
得状況届の提出が必要です。7月下旬
に通知を受給者あてに送付しました。
8月1日㈫を過ぎても届かない方は、お
問合せください。新規受給申込みにつ
いてはホームページをご覧ください。
 問合せ	 障害福祉課（☎51・2345 56・

5134）
	 	 8025

森林所有者が除間伐を行う場合に
補助金を交付します

	対 象	 市内にスギ・ヒノキの人工林を
所有しており、平成29年度中に
除間伐を行う市内在住の方

	条 件	 1施行地10アール以上（台帳
面積による）の森林で除間伐
率10％以上

	補助額	 10アールあたり8,500円
 問合せ	 農業支援課（☎51・2475）
	 	 44711

さくらピア　避難所体験

■避難・報告訓練・非常食試食
	と き	 9/30㈯10:00～12:00
 ところ	 さくらピア、桜ケ丘公園、あいト

ピア
■講演＆避難所開設レイアウト実習
	と き	 9/30㈯13:00～15:00
 ところ	 さくらピア、桜ケ丘公園
	講 師	 水谷真さん（AJU自立の家所長）
■防活ミーティング
	と き	 9/30㈯16:00～17:30
	ところ	 さくらピア

［共通事項］
	定 員	 各100人（申込順）
 申込み	 8/1㈫9:00から、さくらピア（☎

53・3153 53・3200）

地域未来塾ステップ

学生ボランティアによる学習教室です。
	対 象	 市内在住で経済的に困窮して

いる世帯および、ひとり親家庭
の中学・高校生

	その他	 詳細はお問合せください
 申込み	 随時、生活福祉課（☎51・

2313）、こども家庭課（☎51・
3161）

	 	 23349

地域未来塾ステップ
※時間は13:30～16:30
とき ところ

土曜日 カリオンビル
第1・第3土曜日 豊校区市民館
第2・第4土曜日 アイプラザ豊橋

さくらピア さをり織り体験

	と き	 9/9㈯、9/15㈮13:00～15:00
	ところ	 さくらピア
	対 象	 市内在住の身体障害者・療育・

精神障害者保健福祉手帳所
持者（重度障害者は介護者同
伴）と家族、友人

	講 師	 さをり織りかざ車
	定 員	 各10人（申込順）
	その他	 手話通訳・要約筆記などが必

要な方は、申込時に連絡
	申込み	 8/1㈫9:00から、さくらピア（☎

53・3153 53・3200）

さくらピア 木登り体験

ロープや保護具を用いて木登り体験
をします。
	と き	 9/10㈰10:00～12:00、13:00～

15:00
	ところ	 桜ヶ丘公園（雨天時は、さくら

ピア体育館）
	対 象	 市内在住の身体障害者・療育・

精神障害者保健福祉手帳を所
持する小学生～高校生と保護
者または介護者

	講 師	 ツリークライミング®ジャパン
	定 員	 各10人（申込順）
	料 金	 各500円
	その他	 車いすの方も参加可。手話通

訳・要約筆記などが必要な方
は、申込時に連絡

	申込み	 8/1㈫9:00から、さくらピア（☎
53・3153 53・3200）
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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込みが必要なものがあります。詳細はお問合せください。

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 8/2㈬、8/9㈬、8/23㈬13:30～16:00 市役所東201会議室 住宅課	☎51・2604	 予

書類作成相談 8/8㈫13:00～15:00

安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予相続登記相談 8/14㈪、8/28㈪、9/11㈪13:00～16:00

不動産相談 8/21㈪、9/1㈮13:00～16:00

法律相談

8/24㈭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

8/24㈭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

9/8㈮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

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

生活習慣病予防の栄養相談 8/10㈭、8/24㈭9:00～16:00

保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予思春期精神保健相談 8/23㈬13:30～15:30

こころの健康相談 9/14㈭、9/28㈭13:00～16:00

子
ど
も

しつけ・学習・生活相談
8/10㈭、8/24㈭10:00～12:00 こども未来館「ここにこ」

家庭児童相談室
☎54・7830月～金曜日10:00～16:00 こども若者総合相談支援

センター

不登校を考える親と教師の懇談会 8/25㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

虐待・子育ての悩み相談 月～金曜日8:30～17:15 こども若者総合相談支援
センター

こども若者総合相談支援セ
ンター	☎51・2327

不登校・ひきこもり相談 月～金曜日10:00～17:00 青少年センター 子ども・若者総合相談窓口
☎29・8070

女 
性

心の相談 8/23㈬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 9/13㈬9:30、10:30、11:30 市民協働推進課
☎51・2188	 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

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 8/10㈭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 8/21㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

結婚相談 9/18㈷、9/30㈯13:30～16:30 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

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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