
犯罪や非行防止などの理解を
深めましょう

犯罪のない社会を築くためには、犯罪
や非行を防止し、罪を犯した人たちの
立ち直りについて理解を深めること
が大切です。市では、7月1日㈪8:00～
8:30に豊橋駅東口サークルプラザで、
啓発品の配布などの街頭啓発活動を
実施します。
 問合せ	 福祉政策課（☎51・2363）
	 		 66612

プロ野球セ・リーグ公式戦に伴い
交通規制を実施します

7月17日㈬の「中日ドラゴンズ	対	阪神
タイガース戦」開催に伴い、岩田運動
公園周辺の交通規制を実施しますの
で、ご協力ください。
 問合せ	「スポーツのまち」づくり課（☎

51・2866）
	 		 54720
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農地基本台帳の作成に
ご協力ください

農地の各種証明などに必要な農地基
本台帳作成のため、8月1日㈭現在、市
内に居住し、10アール以上の農地を
所有または耕作している世帯宛てに、
申告書を7月下旬に郵送します。7月中
に届かない場合は、お問い合わせくだ
さい。
 問合せ	 農業委員会（☎51・2950）
	 		 10112

令和元年度国民健康保険税
納税通知書を送付します

7月中旬に国民健康保険加入世帯の
世帯主宛てに、納税通知書を送付し
ます。納税通知書に記載された内容を
確認し、納期限までに納めてください。
なお、令和元年度の税率や軽減・減免
制度については、納税通知書と同封の
「平成31（2019）年度国民健康保険
のお知らせ」またはホームページをご
覧ください。
 問合せ	 国保年金課（☎51・2295）
	 		 64439

人・農地プランの説明会と
更新案の閲覧

■説明会
	とき	 7/8㈪10:30
	ところ	 市役所東201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

あわせて実施
■プラン更新案の閲覧
	とき	 7/9㈫～7/19㈮
	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ので

きる身分証
［共通事項］

 問合せ	 農業企画課（☎51・2458）
	 		 8346

市税コールセンターから税が
未納の方に電話催告を行っています

	とき	 日～水曜日9:00～16:45、月～
木曜日12:15～20:00の隔週

 その他	 連絡が取れない方には、文書
などで催告

 問合せ	 納税課（☎57・2655）
	 		 5705

その他
電気機器などのPCBは
期間内に処理しましょう 

PCBとは電気機器に使われる有害な絶
縁油で、製造年によってはPCBが含ま
れている可能性があります。昭和28～
47年に国内で製造された変圧器・コ
ンデンサーで、高濃度PCB含有のもの
は令和4年3月31日、昭和52年3月以
前に建築された倉庫・事業用建屋の
蛍光灯や水銀灯などに使われるPCB
含有安定器などは令和3年3月31日ま
でに所有者が処分しなければなりま
せん。処分方法などはお問い合わせく
ださい。
 問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2407）
	 		 15922

家屋調査にご協力ください

平成31年1月2日㈬以降に新築・増築・
取り壊しなどのあった家屋について、7
月上旬以降に市職員が伺い、家屋状況
と書類（図面・設計書など）を確認しま
す。なお、家屋に変更（増築・取り壊し・
用途）があった場合はご連絡ください。
 問合せ	 資産税課（☎51・2220）
	 		 57739

固定資産税第2期分、国民健康保険税
第1期分の納期限は7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。また、クレジットカードでも
納付できます。
 問合せ	 納税課（☎51・2235）
	 		 5742
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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 7/3～7/24の水曜日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 7/12㈮、8/9㈮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
相続登記相談 7/22㈪13:00～16:00

法律相談

7/25㈭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

7/25㈭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

8/9㈮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

不動産相談 8/5㈪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☎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

歯科健康相談 7/11㈭9:00～11:00

保健所・保健センター

健康増進課	☎39・9143	 予

生活習慣病予防の栄養相談 7/11㈭、7/25㈭9:00～16:00 健康増進課	☎39・9140	 予

こころの健康相談 8/1㈭、8/15㈭13:00～16:00
健康増進課	☎39・9145	 予精神保健福祉相談 8/7㈬13:30～15:30

思春期精神保健相談 8/28㈬13:30～15:30

子
ど
も

小・中学生教育相談 月～土曜日9:00～19:00 教育会館 教育会館相談室
☎33・2115	 予 	

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

法律相談 7/19㈮13:30～15:30 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 7/10㈬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 7/16㈫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 7/28㈰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 8/25㈰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

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

相 談

6月号 お詫びと訂正 
25ページの「早期教育相談」の中で、「7/30㈪、7/31㈫」とあるのは、正しくは「7/29㈪、7/30㈫」でした。お詫びして訂正します。
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