
地区計画変更に関する縦覧

豊橋総合卸センター地区計画の変更案
に関する図書を閲覧できます。
	とき	 1/9㈫～1/23㈫
 ところ	 都市計画課
	その他	 ホームページでも閲覧可。市内

在住の方、利害関係のある方
は、期間中に市長あて意見書
を提出可

	問合せ	 都市計画課（☎51・2622）
	 	 45169

公共下水道事業計画変更案に関する縦覧

処理区域の変更、下水道法改正に伴う
様式追加に関する図書を閲覧できます。
	と き	 1/22㈪～2/5㈪
 ところ	 上下水道局下水道整備課
	その他	 市内在住の方、利害関係のあ

る方は、期間中に市長あてに
意見書を提出可

 問合せ	 下水道整備課（☎51・2781）
	 	 53612

大規模小売店舗の出店計画に関する縦覧

（仮称）DCMカーマ豊橋汐田橋店専門
館の出店計画を閲覧できます。
	と き	 3/22㈭まで
	ところ	 商工業振興課
 その他	 期間中に愛知県知事あてに意

見書を提出可
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2425）
	 	 33475

宝くじの助成金でテントなどの
防火防災備品を整備しました

	今後、火災予防イベントなどで活用し
ます。
問合せ	 予防課（☎51・3115）
	 	 53320

平成29年度「とよはしの匠」
認定者が決まりました

市内の卓越した技能の持ち主を顕彰
する「とよはしの匠」の認定者が決まり
ました。
■つつじ賞（機械工作以外の部門）
兵藤義男さん（アルデックス㈱）、
山口清子さん（山口ふとん店）
■明日の匠（若手技能職者の部門）
石原幸英さん（絹藤）
[共通事項]
	問合せ	 商工業振興課（☎51・2435）
	 	 9149

高校生技術アイデア賞の
入賞作品が決まりました

■作品部門　最優秀賞
テープカッター「はがせるノン」（豊川
工業高等学校　機械科３年　チーム南陵）
■アイデア部門　最優秀賞
おもしろスギ精油！（田口高等学校　林
業科３年　林産製造専攻班）
[共通事項]
	その他	 優秀賞以下はホームページに

掲載
 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 	 9148

渥美半島駅伝競走大会に伴う
交通規制のお知らせ

2月4日㈰11:50～13:50頃に赤羽根文
化会館付近（田原市赤羽根町赤土）か
ら豊橋南高等学校コース一帯の交通
規制を行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。
	問合せ	 渥美半島駅伝競走大会実行委

員会事務局（「スポーツのまち」
づくり課内☎51・2864）

	 	 53362

要介護認定者のオムツ代の
医療費控除の申請ができます

要介護認定を受けていて、オムツ代の
医療費控除を受けるのが2年目以降の
方は、医師の発行する証明書に代えて
長寿介護課が発行する確認書（主治医
意見書の記載内容を市が確認した書
類。発行手数料は200円/件）でも控除
の申請ができます。なお、一部発行でき
ない場合がありますので、事前に必ず
お問い合わせください。
	問合せ	 長寿介護課（☎51・3133）
	 	 53573

10月1日㈰から水銀を含む
産業廃棄物の処理方法が変わりました

事業所からごみとして出される電池、蛍
光管、体温計など水銀を使用した製品は
他の物と分けて保管し、専門の産業廃棄
物処理業者に処理を委託してください。
また、水銀を一定以上含む汚泥や、試験
研究機関など特定の施設から生じた廃
水銀の処理にも新たな基準が追加され
ました。詳細はお問い合わせください。
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410）
	 	 52405

事業所ごみは、ごみステーションに
出してはいけません

商店や飲食店、農業などの事業活動で
出るごみは、地域のごみステーションへ
出すことはできません。事業所ごみは、
民間の廃棄物処理業者に処理をお願
いするか、事前に投入許可を取得して
資源化センターに搬入してください。
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410）
	 	 6768
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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 ①1/10㈬②1/17㈬③1/24㈬④2/7㈬
13:30～16:00

①③市役所東85会議室
②市役所建設部会議室
④市役所東201会議室

住宅課	☎51・2604	 予

契約書・遺言書など書類作成相談 1/12㈮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不動産相談 1/15㈪、2/5㈪13:00～16:00

相続登記相談 1/22㈪13:00～16:00

法律相談

1/25㈭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

1/25㈭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

2/9㈮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

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 1/11㈭、1/25㈭9:00～16:00

保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予

歯科健康相談 1/18㈭9:00～11:00

思春期精神保健相談 1/24㈬13:30～15:30

こころの健康相談 2/8㈭、2/22㈭13:00～16:00

精神保健福祉相談 2/9㈮13:30～15:30

子
ど
も

虐待・子育て・若者の自立相談
1/6～1/27の土曜日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	 予

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
1/19㈮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 1/26㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

女 
性

法律相談 1/19㈮13:30～15:30

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	 予心の相談 1/24㈬12:30～15:40

再就職に向けた相談 2/14㈬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 1/10㈬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 1/16㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

結婚相談 2/8㈭18:00～21:00、2/24㈯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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