
証明発行土曜窓口で転入届、転居届、
転出届の特別受け付けを行います

	と き	 3/24～4/7の土曜日9:00～12:30
	ところ	 市民課
 その他	 転出証明書は後日郵送で交付。

住所変更に伴うマイナンバー・
住民基本台帳カードの更新、
住民票などの即日交付は不可

 問合せ	 市民課（☎51・2272）
	 	 4066

狭間公園南駐輪場を閉鎖します

市街地再開発事業に伴い、4月1日㈰
から狭間公園南駐輪場を閉鎖します。
閉鎖後は豊橋駅東口自転車等駐車場
（有料）などをご利用ください。

 問合せ	 土木管理課（☎51・2508）
	 	 9525
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カラスの巣作りによる停電防止に
ご協力ください

カラスは、巣作りに金属製ハンガーなど
を使うことがあり、電柱の上に巣を作る
と、漏電や短絡（ショート）で広範囲な停
電を発生させる恐れがあります（平成29
年に電柱の上での巣作りは380か所）。
中部電力㈱では、パトロールを強化して
カラスの巣作りの発見と停電防止措置
に努めています。鉄塔・電柱にカラスの
巣を発見したら、中部電力㈱豊橋営業
所まで電柱番号をご連絡ください。
	問合せ	 中部電力㈱豊橋営業所（ 0120・

985・633）、環境保全課（☎51・2385）
	 	 53932

土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧を行います

所在地、面積、価格などを閲覧でき
ます。
	と き	 4/2㈪～5/31㈭
	ところ	 資産税課
	対 象	 固定資産税の納税者・同一世

帯の親族、市に届けてある納
税管理人、相続人代表者、納税
者からの委任状など代理権を
証する書類を持参した方※所
有資産の帳簿に限る

 持ち物	 運転免許証など本人確認がで
きるもの

 問合せ	 資産税課土地担当（☎51・
2215）、家屋担当（☎51・
2220）、償却資産担当（☎51・
2226）

	 	 8765

人・農地プラン説明会・
更新案の閲覧

地域が抱える「人と農地の問題」を解
決していくためのプランです。各種支援
を受けるためには、プランに位置付け
られることが必要です。
■説明会
	と き	 3/26㈪10:30
	ところ	 市役所東122会議室
 定 員 40人（先着順）
	その他	 農地中間管理事業の説明会も

併せて実施
■プラン更新案の閲覧
	と き	 3/26㈪～4/6㈮
 ところ	 農業企画課
 対 象	 市内農家台帳登録者（本人、同

一世帯員に限る）
 持ち物	 運転免許証など本人確認がで

きるもの
[共通事項]
 問合せ	 農業企画課（☎51・2458）
	 	 8346

穂の国・豊橋ハーフマラソン観戦と
交通規制のお知らせ

	と き	 3/25㈰10:00スタート
	コース	 陸上競技場－旭橋－東田坂上

電停－御園橋南－井原橋－牛
川遊歩公園－森岡－下条－豊
川堤防道路－陸上競技場

	その他	 交通規制は9:45～13:00（ラン
ナーの通過に伴い、時間内で
順次規制を解除）。路線バスの
運休や迂回による停留所の変
更などで、ダイヤが大幅に乱れ
る可能性あり

	問合せ	 「スポーツのまち」づくり課（☎
51・2864）

	 	 51580

平成29年度豊橋市子育て応援企業を
認定しました

市民や従業員に対する子育て支援の
取り組みを積極的に進めている「豊橋
市子育て応援企業」に、61社129事業
所を認定し、最優秀賞は東三河ヤクル
ト販売㈱に決まりました。その他の受
賞、認定事業所はホームページに掲載
しています。
	問合せ	 こども未来政策課（☎51・2325）
	 	 54114

土地・家屋の評価替えを行います

評価替えは、地価や物価の変動、建物
の減価などを考慮して適正な価格に見
直すため、3年に1回行うものです。評価
替えで見直した価格は、固定資産税・都
市計画税を算出するための課税標準額
の基礎となります。評価替え後の価格に
不服がある場合は、登録公示日から納
税通知書の交付を受けた日後3か月を
経過するまでの間に、固定資産評価審
査委員会に審査の申し出ができます。
	問合せ	 資産税課土地担当（☎51・

2215）、家屋担当（☎51・2220）、
償却資産担当（☎51・2226）

	 	 8767
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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 3/7㈬、3/14㈬13:30～16:00 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 3/9㈮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 3/19㈪、4/2㈪13:00～16:00

法律相談

3/22㈭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

3/22㈭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

4/13㈮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
相続登記相談 3/26㈪、4/9㈪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	☎51・2300	 電

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

日常生活における心配ごと相談 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・5611③	
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 3/8㈭、3/22㈭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 3/14㈬13:30～15:30
歯科健康相談 3/15㈭9:00～11:00
こころの健康相談 4/5㈭、4/19㈭13:00～16:00

子
ど
も

小・中学生教育相談
3/16㈮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 3/23㈮16:30～18:30 教育会館 教育会館	☎33・2113

虐待・子育て・若者の自立相談

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

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

女 

性

心の相談 3/14㈬、3/28㈬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	 予法律相談 3/16㈮13:30～15:30

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 3/12㈪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 3/20㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

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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