
空家バンクをご活用ください

空家バンクは、登録を希望した方の空
家情報をホームページなどで公開し、
借りたい方と買いたい方とをつなぎ、
空家の利活用を目指す制度です。現
在、居住していない一戸建て住宅をお
持ちの方はご相談ください。
 問合せ	 建築物安全推進室（☎51・

2561）
	 		 56088

期間の定めのない労働契約に
転換できます

平成25年4月1日以降に締結した有期
労働契約が、繰り返して通算5年を超
えた場合、期間の定めのない労働契約
に転換できます。申込方法など詳細は
ホームページをご覧ください。
 問合せ	 愛知労働局雇用環境・均等部

（☎052・857・0312）、商工
業振興課（☎51・2435）

	 		 32418

地域資源回収にご協力ください

家庭から出る古紙や布、空き缶などの
資源をリサイクルする地域資源回収
にご協力ください。実施日など詳細は
ホームページをご覧ください。
 問合せ	 環境政策課（☎51・2417）
	 		 7527

大規模小売店舗立地法に基づく
出店計画を閲覧できます

今秋に出店予定の「（仮称）豊橋・下地
SC」の出店計画を閲覧できます。
 とき	 7/16㈫まで
 ところ	 商工業振興課
 その他	 期間中、愛知県知事宛てに意

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

アカウミガメの保護に
ご協力ください

豊橋に上陸・産卵する絶滅危惧種アカ
ウミガメと貴重な海岸環境を守るた
め、次のことにご協力ください。
・深夜に砂浜で騒がない
・ごみはポイ捨てせずに持ち帰る
・	夜間に上陸したアカウミガメを見付
けたら、照明を消し、遠くから静かに
見守る
・砂浜で飼い犬などを放さない
・砂浜に車両を乗り入れない
 問合せ	 環境保全課（☎51・2385）
	 		 5549

春から夏にかけて要注意
光化学スモッグが発生しやすい時期です

光化学スモッグ（大気汚染物質）が発
生すると、空が白く霧がかかったよう
になり、遠くがかすんで見えることがあ
ります。光化学スモッグの予報・注意
報などの発令時は、外出をできるだけ
避け、屋外での運動や自動車の使用を
なるべく控えるなどご注意ください。
なお、目、のどに痛みや刺激を感じた時
はすぐに目を洗い、うがいをしてくださ
い。症状が改善されない場合は医療機
関を受診しましょう。
 問合せ	 環境保全課（☎51・2388）、生

活衛生課（☎39・9124）
	 		 5526

東三河市民活動情報サイト
どすごいネットをご活用ください

東三河5市の市民活動団体の活動のよ
うすや、ボランティアの募集、各助成金
の情報を閲覧できます。
 問合せ	 市民協働推進課（☎51・2483）

その他
夏休み限定公営児童クラブを
開設します

 とき 7/22㈪～8/30㈮（土・日曜日、
祝日を除く）

 ところ	 下条校区市民館ほか
 対 象	 市内在学の小学生（賀茂・下

条・嵩山校区の方、今年度、公
営児童クラブで定員超過によ
り加入できなかった方優先）

 料 金	 12,000円
 申込み	 6/10㈪～6/21㈮に申込書を、

こども家庭課（☎51・2856）	
※申込書などは、こども家庭
課、ホームページで配布

	 		 66234

6月3日㈪から豊橋市埋蔵文化財
発掘調査報告書を販売します

市内遺跡の発掘調査成果をまとめた
豊橋市埋蔵文化財調査報告書第149集
「市内遺跡発掘調査	平成28年度」を
販売します。
 ところ	 文化財センター、美術博物館、

市役所じょうほうひろば
	料 金	 1,000円
	問合せ	 文化財センター（☎56・6060）

施設メンテナンスのため
りすぱ豊橋を休館します

 とき	 6/10㈪～6/17㈪
 問合せ	 りすぱ豊橋（☎38・5151）、健

康増進課（☎39・9133）
	 		 66235
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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 6/5㈬、6/19㈬、6/26㈬13:30～
16:00 建築指導課 建築指導課☎51・2588	 予

契約書・遺言書などの書類作
成相談 6/14㈮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 6/17㈪、7/1㈪13:00～16:00
相続登記相談 6/24㈪、7/8㈪13:00～16:00

法律相談

6/27㈭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

6/27㈭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

7/12㈮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

禁煙相談 6/3㈪、6/7㈮、6/14㈮、6/27㈭
9:30～11:00

保健所・保健センター

健康増進課	☎39・9140

生活習慣病予防の栄養相談 6/13㈭、6/27㈭9:00～16:00 健康増進課	☎39・9140	 予

こころの健康相談 7/4㈭、7/18㈭13:00～16:00
健康増進課	☎39・9145	 予

思春期精神保健相談 7/24㈬13:30～15:30

子
ど
も

小・中学生教育相談
7/19㈮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

早期教育相談 7/29㈪、7/30㈫10:00～12:35、
13:45～15:25 東三河県庁 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、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

女 
性

悩みごと面接相談 6/7㈮、6/21㈮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

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 6/10㈪13:30～16:30 豊橋商工会議所 豊橋商工会議所	
☎53・7211	 予

農家（農事）相談 6/17㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会	☎51・2950

男性のための悩みごと面接相談 7/7㈰13:30、14:30、15:30 カリオンビル 市民協働推進課
☎51・2188	 予

結婚相談 7/28㈰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

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	 電

相 談
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