
動物慰霊祭

 とき 9/23㈷14:00～14:30（13:30
から受け付け）

	ところ	 保健所・保健センター
	対 象	 市内在住の方
 その他	 写真供養も実施。花などのお供

えは不可
	問合せ	 豊橋市獣医師会（☎26・5171）、

生活衛生課（☎39・9127）
	 		 51264

市営墓地使用者は墓地の
適正管理をお願いします

納骨、改葬、使用者の死亡による承継な
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・2369）
	 		 10533

国民健康保険税 第3期分の
納期限は9月30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

差押財産の公売を行います

市税などの滞納により差し押さえをし
た不動産（伝馬町、西赤沢町）を公売し
ます。
 とき 9/24㈫11:00
	ところ	 職員会館
	その他	 市税の完納などにより公売が中

止になる場合あり。10/1㈫まで
に代金納付が必要。公売手続き
など詳細はホームページ参照

 申込み	 9/13㈮までに身分証明書、印
鑑、公売保証金を納税課（☎
51・2255）

	 		 10624

伐採や森林所有には届出が必要です

立木の伐採、相続などで森林を新たに
所有する際は、届出が必要な場合があ
りますので、お問い合わせください。
	問合せ	 農業支援課（☎51・2475）
	 		 44673

野生イノシシの目撃情報を
お寄せください

豚コレラの拡大防止のため、野生イノ
シシの生息場所についての情報を収
集しています。イノシシを見掛けた日時
や場所、頭数などをホームページから
ご入力ください。
	問合せ	 環境保全課（☎51・2385）
	 		 68713

公共下水道事業計画
変更案の縦覧

 とき 9/2㈪～9/17㈫
	ところ	 下水道整備課
 その他	 市内在住の方、利害関係者は、

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

認知症を自分のこととして
考えてみましょう

認知症の方の想いや生活、地域の支え
合い活動などを知り、今後の人生を考
えてみましょう。
■認知症に関連する本の紹介
	とき	 9/4㈬～9/29㈰
 ところ	 中央図書館
■認知症の方の作品・メッセージ紹介
	とき	 9/24㈫～9/27㈮
 ところ	 市役所市民ギャラリー
■認知症に関連するパネル展示
	とき	 9/28㈯10:00～16:00
 ところ	 こども未来館「ここにこ」

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

その他
二川宿本陣まつり 大名行列
お姫様役が決まりました

二川宿本陣まつり	大名行列のお姫様
役は、雅姫役に山下晶帆さん、琴姫役
に繁原那奈さんが選ばれました。2人は
11月3日㈷の大名行列や、来年2月の	
ひなまつりなどの行事に参加予定です。
 問合せ	 二川宿本陣資料館（☎41・8580）

令和元年度郷土文芸作品の
特選者が決まりました

■現代詩特選
中村イサトさん、村田七菜さん
■短歌特選
白石伊津子さん、杉浦和子さん、古市
セツ子さん
■俳句特選
伊藤鏡子さん、伊藤千代子さん、小田
紀美子さん
■川柳特選
安形句楽々さん、小林米子さん、戸鹿
島節子さん、堀田勝男さん

［共通事項］
 その他	 10/1㈫から郷土文芸作品集を

ホームページで閲覧できるほ
か、市役所じょうほうひろばな
どで200円で販売

	問合せ	 「文化のまち」づくり課（☎51・
2874）

	 		 51505
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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 9/4～9/25の水曜日13:30～16:00 建築指導課 建築指導課☎51・2588	 予

弁護士による法律相談

9/26㈭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

9/26㈭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

10/11㈮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

相続と登記・法律面接相談 10/2㈮10:00～16:00 市役所東81会議室
愛知県司法書士会東三河
総合相談センター☎54・
5665	 予

宅地建物取引士による
不動産相談 10/7㈪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契約書・遺言書などの
書類作成相談 10/11㈮13:00～15:00

成年後見制度に関する相談 月～金曜日8:30～17:15 豊橋市成年後見支援セ
ンター

豊橋市成年後見支援セン
ター☎57・6800	 電

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

歯科医師による歯科健康相談 9/12㈭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 9/12㈭、9/26㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9140	 予

こころの健康相談 10/3㈭、10/17㈭13:00～16:00 健康増進課☎39・9145	 予

禁煙相談 10/4㈮、10/17㈭9:30～11:00 健康増進課☎39・9140
精神科医による精神保健福祉相談 10/9㈬13:30～15:30 健康増進課☎39・9145	 予

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（祝日を除く）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

再就職に向けた相談 9/11㈬、10/9㈬9:30、10:30、11:30
男女共同参画センター
「パルモ」

㈱ネクスト・ワン
☎053・478・0955	 予

悩みごと面接相談 9/13㈮、9/27㈮13:30～15:40 男女共同参画センター
☎33・2822	 予弁護士による法律相談 9/20㈮13:30～15:30

悩みごと電話相談 月～土曜日（第3火曜日、祝日を除く）
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火曜日、祝日を除く）
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 9/10㈫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 9/17㈫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 10/6㈰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 10/13㈰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

相 談

29 広報とよはし 令和元年9月


