
市民意見提出制度
パブリックコメント

■豊橋市自殺対策計画
	とき	 1/17㈭まで
 その他	 計画は、健康増進課、各窓口セン

ター、ホームページほかで閲覧可
 問合せ	 健康増進課（☎39・9145	

38・0770）
	 		 51896
■豊橋田原ごみ処理施設整備事業に

係る環境影響評価準備書
	とき	 2/8㈮まで
 その他	 計画は施設建設室、各窓口セ

ンター、ホームページほかで
閲覧可。1/25㈮19:00に資源
化センター、1/27㈰14:00に市
役所講堂で環境影響評価準
備書、豊橋田原ごみ処理施設
整備計画（案）の住民説明会
を実施

 問合せ	 施設建設室（☎38・0777	
46・7942）

	 		 パブリックコメントについては
62622、住民説明会について
は62623

■平和・交流・共生の都市宣言推進指針
	とき	 1/9㈬～2/8㈮
 その他	 指針は多文化共生・国際課、各

窓口センター、ホームページほ
かで閲覧可

 問合せ	 多文化共生・国際課（☎51・
2007	 56・2110）

	 		 16178
■豊橋市多文化共生推進計画（2019-

2023）
	とき	 1/9㈬～2/8㈮
 その他	 計画は多文化共生・国際課、各

窓口センター、ホームページほ
かで閲覧可

 問合せ	 多文化共生・国際課（☎51・
2007	 56・2110）

	 		 16189
■平成31年度豊橋市食品衛生監視

指導計画（案）
	とき	 1/15㈫～2/15㈮
 その他	 計画は生活衛生課、各窓口セン

ター、ホームページほかで閲覧可
 問合せ	 生活衛生課（☎39・9124	

38・0780）
	 		 62006

市営住宅の入居者（1月分）

 入居日	 3/1㈮
 対 象	 原則、次の全てを満たす方

①市内在住・在勤②持家がな
く住宅に困っている③収入基
準以下④暴力団員でない⑤市
営住宅に係る未納の家賃など
がない

 その他	 選考方法はポイント制
 申込み	 1/4㈮～1/11㈮（土・日曜日を

除く）に申込書などを豊橋市
営住宅管理センター（☎57・
1006）※申込書などは1/4㈮
から豊橋市営住宅管理セン
ター、住宅課で配布

	 		 14208

子育て支援 とよはしファミリー・
サポート・センター会員

①援助会員（援助を行いたい方）が、
②依頼会員（子育ての援助を受けたい
方）の育児を支援します。
 対 象	 ①市内在住で保育所などの送

迎や子どもの預かりができる
方②市内在住・在学・在勤の方

 その他	 登録後、2/24㈰13:00～16:30
に、あいトピアで講習あり（予
約制）。②は活動終了時に①へ
報酬の支払いあり（多子世帯、
ひとり親世帯などは補助あり）

 申込み	 随時、とよはしファミリー・サ
ポート・センター（☎56・7500）

	 		 29487

市民ふれあい農園利用者

家庭菜園として耕作できる菜園（1区画
30㎡）を貸し出します。
	とき	 4/1㈪～来年3/31㈫（1年間に

限り更新可）
 ところ	 神野新田、多米、石巻
 対 象	 市内在住の方
	料 金	 10,000円
 その他	 共用の鍬

くわ

・備
びっちゅうぐわ

中鍬・一輪車など
の農具、水道、トイレ、駐車場あり

 申込み	 1/16㈬～2/5㈫に申請書を農
業支援課（☎51・2472）※申請
書は農業支援課、ホームペー
ジ、各地区市民館などで配布

	 		 9399

マイバッグイラストコンクール作品

 対 象	 市内在住の中学生以下
 その他	 最優秀賞に折りたたみ自転車

などの賞品あり。応募作品の
諸権利は協議会に帰属し、応
募作品は返却不可

 申込み	 1/31㈭（必着）までにA4以下
のサイズの横紙に白黒（鉛筆、
シャープペンシル不可）で描
いたもの（1人1作品。自作・未
発表に限る）、住所、氏名（ふり
がな）、学年（年齢）、電話番号
を5

ゴミゼロ
30運動環境協議会事務局

（環境政策課内〒440-8501
住所不要☎51・2399）

	 		 62343

昨年の最優秀作品
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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
室外機ンキン！！（豊川工業高校	機械
科3年	中根陸太さん、村田井居さん、
彦坂実槻さん、岩城遥斗さん、菅谷清
乃さん、内田明里さん、平出圭吾さん、
望月優人さん）
■アイデア部門 最優秀賞
はさんで簡単！調味料出しクリップ
（豊丘高校	生活文化科1年	早川瑳乙
さん）

［共通事項］
 その他	 優秀賞以下はホームページに

掲載。1/11㈮まで市役所市民
ギャラリーで入賞作品のパネ
ル展示あり

 問合せ	 商工業振興課（☎51・2437）
	 		 9148

室外機ンキン！！

市営墓地（梅田川霊苑）を
貸し出します

 対 象	 市内在住の世帯主で、次のいず
れかに該当する方①焼骨があ
るが墓がない②市外に墓を持っ
ており、市内に改葬を希望する

	料 金	 360,000円（永代）
 その他	 3年以内に墓石などを建設す

るなど条件あり。使用条件など
詳細はホームぺージ参照

 申込み	 事前に問い合わせの上、随時、
福祉政策課（☎51・2369）

	 		 6503

公共下水道事業計画変更案に
関する縦覧

合流式下水道緊急改善計画の策定
に伴う変更に関する図書を閲覧でき
ます。
	とき	 1/21㈪～2/4㈪
	ところ	 下水道整備課
 その他	 市内在住の方、利害関係のあ

る方は、期間中に市長宛てに
意見書を提出可

 問合せ	 下水道整備課（☎51・2781）
	 		 53612

豊橋田原ごみ処理施設整備事業
に係る都市計画の案に関する縦覧

都市施設第1号廃棄物総合処理施設の
変更案に関する図書を閲覧できます。
	とき	 2/8㈮まで
	ところ	 施設建設室
 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、期間中に市長宛て
に意見書を提出可

 問合せ	 施設建設室（☎38・0777）
	 		 62625

都市計画に関する縦覧

牛川町、駅前大通二丁目における都市
計画の変更案に関する図書を閲覧で
きます。
	とき	 1/8㈫～1/23㈬
	ところ	 都市計画課、まちなか活性課、

公園緑地課
 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、期間中に市長宛て
に意見書を提出可

 問合せ	 都市計画課（☎51・2622）、
まちなか活性課（☎55・8102）、
公園緑地課（☎51・2646）

	 		 45169

春のまちなかピクニックの出店者

地元食材を使った食品や雑貨を販売
します。
	とき	 3/17㈰11:00～15:00
 ところ	 豊橋駅南口駅前広場
	定 員	 20組程度（選考）
 出店料	 無料
 申込み	 1/31㈭までに申込書を、まち

なか活性課（☎55・8101	
55・8100	 machinaka@city.
toyohashi.lg.jp）※申込書は、
市役所じょうほうひろば、まちな
か活性課、ホームページで配布

	 		 62315

固定資産税の申告期限は
1月31日㈭です

①償却資産の申告
法人や個人で事業を営むために用い
る償却資産を所有している方は、平成
31年1月1日㈷現在の所有状況を申告
してください。
②住宅用地の申告
平成30年1月2日㈫～平成31年1月1
日㈷に、建物の新築・増改築や利用方
法を変更した場合または住宅用地を
取得、利用方法の変更があった場合な
どで申告書を提出していない土地所
有者は申告してください。

［共通事項］
	ところ	 資産税課
 問合せ	 資産税課（①☎51・2226②☎

51・2215）
	 		 52915
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