
入札参加希望者は
名簿登録手続きをしてください

	対 象	 平成30・31年度に①建設工
事・設計コンサルタント、②物
品調達・委託業務の入札参加
を希望する方

	その他	 ①に申請する方は、事前にIC
カード、カードリーダーが必要。
詳細はホームページ参照

	申込み	 1/4㈭～2/15㈭（土・日曜日、
祝日を除く）8:00～20:00に、
あいち電子調達共同システム
で必要事項を入力後、直接ま
たは郵送で必要書類を契約検
査課（〒440-8501住所不要☎
51・2150）

	 	 9227

とよはし版クールチョイス

「COOL　CHOICE（賢い選択）」は、地
球温暖化対策のための国民運動です。
省エネ家電の購入や公共交通機関の
利用などを実践しましょう。
■冬の家庭での節電対策
冬の一般家庭の電気使用量が最も多
いのはエアコンです。設定温度は20～
22度を目安に無理のない範囲で、家
庭での節電に取り組みましょう。
■節電・省エネチャレンジキャンペーンの
　参加者募集
12～3月で、電力消費量の削減を目指
して節電・省エネに取り組みましょう。
応募者全員に参加賞を贈呈します。詳
細はホームページをご覧ください。
[共通事項]
 問合せ	 温暖化対策推進室（☎51・

2419）
	 	 6655

周辺工事に伴い
豊橋駅南口駅前広場を一時閉鎖します

	と き	 1/8㈷～1/27㈯
 問合せ	 まちなか活性課（☎55・8101）
	 	 52550

平成29年版豊橋市統計書を
発行しました

豊橋市の人口・産業・経済・教育・文化
などの各分野にわたる統計資料を収
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・2029）
	 	 52484

固定資産税　第3期分、国民健康保険税
第6期分の納期限は12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。
	問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 	 5742

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

平成30年度学校給食用物資納入の
入札参加希望者は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（新規のみ）

	その他	 詳細はホームページ参照
	申込み	 1/9㈫～1/31㈬8:30～17:00

に申請書を（公財）豊橋市学校
給食協会（〒441-8063橋良町
字向山4-41南部学校給食共
同調理場内）※申請書は1/9
㈫から（公財）豊橋市学校給食
協会、ホームページで配布

	問合せ	 （公財）豊橋市学校給食協会
（☎45・4511）

	 	 32391

農地一斉耕起週間
農地の耕起や草刈りをしましょう

12月15日㈮～28日㈭は、農地の荒廃
を防ぐための農地一斉耕起週間です。
市では、荒廃農地所有者に荒廃農地
の解消に努めてもらうよう通知などを
して啓発をします。
	問合せ	 農業支援課（☎51・2474）
	 	 53034
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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 ①12/6㈬②12/13㈬③12/20㈬13:30～
16:00

①②市役所東201会議室
③市役所東83会議室 住宅課	☎51・2604	 予

契約書・遺言書など書類作成相談 12/8㈮13:00～15:00
安全生活課 安全生活課	☎51・2304	 予相続登記相談 12/11㈪、12/25㈪13:00～16:00

不動産相談 12/18㈪、1/15㈪13:00～16:00

法律相談

12/28㈭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

12/28㈭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

1/12㈮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

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事相談 ①火・金曜日②水曜日③木曜日13:00～
16:00

①八町地域福祉センター
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

①八町地域福祉センター	☎
52・1341②つつじが丘地域
福祉センター	☎64・5611
③大清水地域福祉センター	
☎25・6141

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 12/7㈭、12/21㈭9:00～16:00
保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予

こころの健康相談 1/4㈭、1/18㈭13:00～16:00

子
ど
も

虐待・子育て・若者の自立相談
12/2㈯、12/9㈯、12/16㈯9:30～17:00 こども未来館「ここにこ」 こども若者総合相談支援セ

ンター	☎54・7830

月～金曜日9:00～19:00、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

小・中学生教育相談
12/15㈮13:30～17:30 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115	 予月～土曜日9:00～21:00 教育会館
不登校を考える親と教師の懇談会 12/22㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

女 
性

心の相談 12/13㈬、1/10㈬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 1/10㈬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

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 12/11㈪13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所
☎53・7211

多重債務相談　国保税滞納 12/17㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課	☎51・2289	 予

農家（農事）相談 12/19㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

結婚相談 1/14㈰13:30～16:30、1/25㈭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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