
LINEで高校生向けに
クーポンを配信しています

市内の映画館や公共施設の入場料金
の割り引きのほか、飲食店のデザート
やお菓子のプレゼントなど、高校生を
対象にしたクーポンをスマートフォン
アプリ「LINE」で配信しています。豊橋
市役所JK広報室（ID:@jk_t）で検索し、
「友だち登録」するとクーポンを入手
できます。
	問合せ	 広報広聴課（☎51・2165）
	 	 45931

人生などの記念に植樹を

誕生、結婚、新築などの節目に、庭など
に植樹を希望する方を募集します。
	と き	 通年（配布時期は希望を考慮）
	対 象	 市内に植樹できる方
	本 数	 250本（申込順※一世帯10本

まで）
	料 金	 1本600円
	その他	 ブルーベリー、オリーブ、ハナミ

ズキなど15種（高さ80㎝程度）
から選択

 申込み	 4/1㈰から料金を豊橋みどり
の協会（☎41・7400）、公園緑
地課（☎51・2650）

ブルーベリー

都市計画に関する縦覧

豊橋駅周辺、曙町、三弥町・細谷町の3
地区における都市計画の案に関する
図書を閲覧できます。
	と き	 4/13㈮～4/27㈮
	ところ	 都市計画課
	その他	 計画は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
に意見書を提出可

	問合せ	 都市計画課（☎51・2622）
	 	 45169

「東三河都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」などの公聴会

	と き	 5/12㈯14:00
	ところ	 愛知県東三河建設事務所
	その他	 4/10㈫～5/11㈮に市役所都

市計画課、愛知県都市計画課、
県ホームページで計画の原案
を閲覧可。公聴会で公述を希
望する方は、4/10㈫～4/24㈫
（必着）に申立書を愛知県都
市計画課（〒460-8501名古屋
市中区三の丸三丁目1-2）※申
立書は県ホームページで配布。
公述申し立てがない場合は、
公聴会を中止

	問合せ	 都市計画課（☎51・2622）
	 	 54636

4月1日㈰から障害者のコミュニケーション
手段に関する条例を制定しました

「豊橋市障害者のコミュニケーション
手段の利用促進に関する条例」は、手
話や点字など障害者のさまざまなコ
ミュニケーション手段の利用促進につ
いて、市や市民、市民活動団体、事業
者などが協力して取り組むことにより、
障害のある人もない人も、支え合いな
がら暮らすことでのできる地域社会を
目指すものです。条例の詳細はホーム
ページをご覧ください。
 問合せ	 障害福祉課（☎51・2345 56・

5134）
	 	 54811

プロ野球セ・リーグ公式戦
交通規制にご協力ください

4月17日㈫開催の「中日ドラゴンズ		
対　阪神タイガース戦」当日は、下図の
通り交通規制を行います。ご理解とご
協力をお願いします。
また、駐車場はありませんので、観戦す
る方は公共交通機関、豊橋駅または二
川駅からの定額タクシー（豊橋駅から
1,800円、二川駅から1,900円）などを
ご利用ください。
	問合せ	 「スポーツのまち」づくり課（☎

51・2866）
	 	 54720

タクシー乗り場

テニスコート

水神池

市
電

運
動
公
園
前

野球場
ラグビー場
サッカー場 　岩田小

岩田運動公園

＜交通規制＞
車両駐停車禁止区域（14:00～22:00）
車両駐車禁止区域（終日）

文

文　豊岡中

ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」を
ご活用ください

ごみ出し日の通知機能やカレンダー
機能、ごみ分別検索機能のほか、ご
みの持ち出し施設の位置を現在地
から検索できる地図機能など、ごみ
出しに役立つ機能を配信しています。
App　StoreまたはGoogle　Playで「さ
んあ～る」を検索後、居住地域を選択し
て、登録してください。
	料 金	 無料（ダウンロードにかかる通

信料は利用者負担）
	問合せ	 環境政策課（☎51・2399）
	 	 54808

							

		App　Store																　	Google　Play
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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 ①4/11㈬②4/18㈬③4/25㈬13:30～
16:00

①市役所東128会議室
②③市役所東80会議室 住宅課	☎51・2604	 予

契約書・遺言書など書類作成相談 4/13㈮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 4/16㈪、5/7㈪13:00～16:00

相続登記相談 4/23㈪、5/14㈪13:00～16:00

法律相談

4/26㈭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

4/26㈭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

5/11㈮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

日常生活における心配ごと相談 ①火曜日②水曜日③木曜日④金曜日
13:00～16:00

①あいトピア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
④牟呂地域福祉センター

①あいトピア☎52・1111②
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
④牟呂地域福祉センター☎
31・8885

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

精神保健福祉相談 4/11㈬13:30～15:30

保健所・保健センター 健康増進課	☎39・9145	 予
生活習慣病予防の栄養相談 4/12㈭、4/26㈭9:00～16:00

思春期精神保健相談 4/25㈬13:30～15:30

こころの健康相談 5/10㈭、5/24㈭13:00～16:00

子
ど
も

小・中学生教育相談
5/11㈮13:00～17:00 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115	 予月～土曜日9:00～19:00 教育会館

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 4/13㈮、4/27㈮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

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 4/10㈫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 4/16㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

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
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