
住宅・土地統計調査にご協力ください

国が指定する地域内にある住宅や、住
宅以外で人が居住する建物、これらに
居住する世帯に対して、世帯の居住状
況や保有する土地などを把握する調
査を実施します。統計調査員証を携帯
する調査員が8月下旬から「調査のお
知らせ」を配布します。対象者には、9月
中旬～下旬にかけて調査書類を配布
しますので、回答をお願いします。
 問合せ	 行政課（☎51・2029）
	 		 57677

市県民税第2期分 国民健康保険税
第2期分の納期限は8月31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

個人事業税 第1期分の納期限は
8月31日㈮です

今年度から、8月中旬に対象者宛てに第
1期分と第2期分の納付書を同封して送
付します。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。
	問合せ	 東三河県税事務所課税第一課

（☎35・6127）

来年の成人式は1月13日㈰に
開催します

来年の成人式は、1月13日㈰に各小学校
区（一部は中学校区）単位で行います。
	対 象	 次の全てに該当する方①平成

10年4月2日～平成11年4月1
日生まれ②豊橋市の成人式に
出席を希望する

	その他	 各校区社会教育委員会が10月
までに対象者へ成人式参加確
認調査を実施

	問合せ	 生涯学習課（☎51・2848）※で
きる限り9月下旬までにお問い
合わせください

	 		 8972

燃料電池自動車トヨタ MIRAIを
貸し出しています

	とき	 月・水曜日11:00～16:00、火・
木・土・日曜日9:00～16:00、金
曜日9:00～14:00、1泊2日（貸
出日の翌日16:00まで）

	対 象	 市内在住の方
	台 数	 1台（申込順）
	料 金	 1日4,500円（別途、走行距離

1kmにつき燃料代20円必要）
	その他	 4人乗り。1回約300kmまでの

走行距離制限あり
	申込み	 随時、資産経営課（☎51・2130）
	 		 51918

平和に関する資料の
貸し出しを行っています

■DVDの貸し出し
市内での戦争体験談などを収録した
DVDを各地区・校区市民館、中央図書
館、市役所じょうほうひろばで貸し出し
ています。
 問合せ	 行政課（☎51・2028）
■平和に関する図書資料の貸し出し
中央図書館平和図書コーナーで約
270冊の資料を貸し出しています。
	問合せ	 中央図書館（☎31・3131）

［共通事項］
	 		 57672

市営墓地使用者は墓地の
適正管理をお願いします

使用者の死亡、住所変更時、納骨、改
葬、墓石の改築、墓地の返還などをす
る場合は、手続きが必要です。申請・届
出方法など詳細はホームページをご覧
ください。また、清掃・草取りなどの維
持管理は各自で行いましょう。
	問合せ	 福祉政策課（☎51・2363）
	 		 10533

ため池での事故をなくしましょう

ため池は大変危険ですので、水辺に近
づかないようにしましょう。また、池の中
には絶対に入らないでください。
 問合せ	 農地整備課（☎51・2495）
	 		 7444

	

9月は世界アルツハイマー月間です
認知症を自分のこととして考えてみましょう

65歳以上の方の7人に1人は認知症と
言われています。正しく知ることは不安
が和らぐ第一歩です。
■中央図書館
認知症に関連するおすすめ本を紹介
します。
	とき	 9/1㈯～9/15㈯
■市役所市民ギャラリー
認知症の当事者による作品やメッセー
ジを紹介します。
	とき	 9/25㈫～9/28㈮

［共通事項］
	問合せ	 長寿介護課（☎51・2338）
	 		 60216

原爆死没者・戦没者の
追悼サイレンを吹

す い め い

鳴します

同報系防災無線（市内63か所）でサイ
レンを鳴らします。
■原爆死没者追悼
	とき	 [広島原爆投下の日]8/6㈪

8:15から1分間[長崎原爆投下
の日]8/9㈭11:02から1分間

■全国戦没者追悼
	とき	 8/15㈬12:00から1分間

［共通事項］
	問合せ	 福祉政策課（☎51・2369）
	 		 57575
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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 ①8/8㈬②8/22㈬③8/29㈬13:30～16:00
①市役所東201会議室②市
役所東83会議室③市役所
東80会議室

住宅課	☎51・2604	 予

契約書・遺言書などの書類作成相談 8/10㈮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相続登記相談 8/13㈪、8/27㈪、9/10㈪13:00～16:00

不動産相談 8/20㈪、9/3㈪13:00～16:00

法律相談

8/23㈭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

8/23㈭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

9/14㈮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 8/9㈭、8/23㈭9:00～16:00

保健所・保健センター

健康増進課	☎39・9140	 予

こころの健康相談 9/6㈭、9/20㈭13:00～16:00 健康増進課	☎39・9145	 予

禁煙相談 9/14㈮、9/27㈭9:30～11:00 健康増進課	☎39・9140

思春期精神保健相談 9/26㈬13:30～15:30 健康増進課	☎39・9145	 予

子
ど
も

いじめなど、子どもの人権にかか
わる悩み相談

8/29㈬～9/4㈫8:30～19:00
（9/1㈯、9/2㈰は10:00～17:00） — 子どもの人権110番

0120・007・110

小・中学生教育相談
9/7㈮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（8/11㈷
を除く）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 8/24㈮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 9/12㈬9:30、10:30、11:30 ㈱エイジェック	
☎052・589・8751	 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 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 8/20㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

多重債務相談 国保税滞納 8/26㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課	☎51・2289	 予

結婚相談 9/20㈭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

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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