
浄化槽は正しく使いましょう

浄化槽は下水道に接続していない家
庭からの生活排水をきれいにする装置
です。定期的に清掃・保守点検・法定検
査を行わなければ、浄化槽は正しく働
きません。専門業者・機関へ依頼して
清掃などを行い、家庭からの生活排水
をきれいにしましょう。
	問合せ	 廃棄物対策課（☎51・2410）
	 		 6811

丸山薫賞の受賞作が
決まりました

丸山薫賞は、清水哲男さん（東京都）の
「換気扇の下の小さな椅子で」（書肆
山田）に決まりました。
■パネル展
	とき	 10/19㈯～11/17㈰
	ところ	 中央図書館
■贈呈式
	とき	 10/21㈪13:30
	ところ	 ホテルアソシア豊橋
	定 員	 50人（申込順）
	申込み 10/15㈫までに「文化のまち」

づくり課（☎51・2874）
［共通事項］
	問合せ	 「文化のまち」づくり課
	 		 55816

豊橋田原ごみ処理施設整備事業に
係る環境影響評価書の縦覧

	とき	 10/15㈫～11/15㈮
	ところ	 施設建設室、市役所じょうほう

ひろば、各窓口センターほか
	問合せ	 施設建設室（☎38・0777）
	 		 69672

市税の納付・相談ができる
休日窓口を開設します

	とき	 10/27㈰9:00～15:00
	ところ	 納税課
	問合せ	 納税課（☎51・2241）
	 		 5740

行財政改革の
取組状況を公表しました

事業の見直しや、市民協働の推進など
具体的な取り組みを定めた「行財政改
革プラン2016」について、平成30年度
の取組状況報告書を公表しました。報
告書はホームページや市役所じょうほ
うひろばで閲覧できます。
	問合せ	 行政課（☎51・2027）
	 		 39009

平成30年度決算に基づく
行政評価の結果を公表しました

第5次総合計画後期基本計画につい
て、平成30年度の総合的な分析や進
捗状況を評価する政策分析報告書を
公表しました。報告書は、ホームページ
や市役所じょうほうひろばで閲覧でき
ます。
	問合せ	 政策企画課（☎51・3151）
	 		 45149

平成30年度人事行政の
運営状況などを公表しました

平成30年度の市職員の給与、勤務条
件、分限・懲戒などの状況を公表しま
した。なお、勤務条件に関する措置要
求は1件、不利益処分に関する不服申
し立てはありませんでした。報告書は、
ホームページや市役所じょうほうひろ
ばで閲覧できます。
	問合せ	 人事課（☎51・2050）
	 		 8376

おもちゃ病院トントン

壊れたおもちゃ（テレビゲーム、エアガ
ンを除く）を修理します。
	とき	 ①第1・3土曜日14:00～16:00

②第2・4土曜日13:00～16:00
	ところ	 ①あいトピア②本郷地区市民館
	料 金	 無料（部品代は実費負担）
	問合せ	 あいトピア（☎57・2601）、本郷

地区市民館（☎46・8487）
	 		 23387

その他
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

今冬に出店予定の「（仮称）オークワ豊
橋ミラまち店」の出店計画を閲覧でき
ます。
	とき	 11/18㈪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

人・農地プランの説明会と
更新（案）の閲覧

■説明会
	とき	 10/4㈮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

あわせて開催
■プラン更新案の閲覧
	とき	 10/7㈪～10/18㈮
	ところ	 農業企画課
	対 象	 市内農家台帳登録者（同一世

帯員も可）
 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

10月1日㈫から愛知県最低賃金を
改定しました

最低賃金が時間額926円（28円引き上
げ）となり、県内の事業所で働く全ての
労働者に適用されます。なお、特定の
産業で働く労働者は、愛知県最低賃金
よりも金額の高い特定最低賃金が適
用される場合があります。
	問合せ	 豊橋労働基準監督署（☎54・

1192）、商工業振興課（☎51・
2437）

	 		 52556
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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 10/2㈬、10/9㈬、10/16㈬、10/30㈬
13:30～16:00 建築指導課 建築指導課☎51・2588	 予

宅地建物取引士による不動産相談 10/21㈪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司法書士による相続登記相談 10/28㈪、11/11㈪13:00～16:00

弁護士による法律相談

10/24㈭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

10/24㈭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

11/8㈮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
契約書・遺言書などの
書類作成相談 11/8㈮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
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

生活習慣病予防の栄養相談 10/10㈭、10/24㈭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 11/7㈭、11/21㈭13:00～16:00
健康増進課	☎39・9145	 予

思春期精神保健相談 11/27㈬13:00～15:30

子
ど
も

小・中学生教育相談
11/1㈮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（10/14㈷、10/22㈷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

悩みごと面接相談 10/11㈮、10/25㈮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

出産・育児後の再就職相談 11/3㈷10:00～16:00 こども未来館「ここにこ」ママ・ジョブ・あいち☎052・485・6996

再就職相談 11/13㈬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 10/10㈭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 10/21㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950

国保税滞納世帯の多重債務相談 10/27㈰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 11/9㈯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

男性のための悩みごと面接相談 11/10㈰13:30、14:30、15:30 カリオンビル 市民協働推進課
☎51・2188	 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

相 談
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