
4月5日㈰に吉田方地区市民館が
再オープンします

再オープンに伴い、部屋・図書・避難所
の利用を再開します。
■4月利用分の施設予約抽選会
	とき	 3/2㈪13:00
 ところ	 吉田方校区市民館
 その他	 抽選会後、直接または電話でも

申し込み可（☎51・2850）。施
設の利用料金など詳細はホー
ムページ参照

［共通事項］
 問合せ	 地区市民館については生涯

学習課（☎51・2850）、図書に
ついては向山図書館（☎62・
2944）、避難所については防災
危機管理課（☎51・3116）・福
祉政策課（☎51・2363）	

			 	 5269

とよはしハグっこステッカーで
子育てを応援しよう!

とよはしハグっこステッカーは、子育て
をする人を応援する気持ちを示すもの
です。スマートフォンやペンケース、店
舗の見やすい場所などに貼り、泣いて
いる子どもを見掛けたら温かく見守る
など、子育て中のパパやママを地域で
応援しましょう。
■ステッカーを配布しています
 ところ	 こども未来政策課、市役所じょ

うほうひろば、各窓口センター、
各地区市民館

［共通事項］
 問合せ	 こども未来政策課（☎51・

2325）
			 	 70314

小規模修繕契約希望者は
登録手続きをしてください

	対 象	 4月1日～令和4年3月31日に
市の発注する小規模で、軽易な
施設修繕の見積もり合わせへ
の参加希望者

	申 請	 3/2㈪から直接、申請書などを
契約検査課（☎51・2156）※申
請書などは契約検査課、ホーム
ページで配布

			 	 70729

12月16日㈪から愛知県特定最低賃金を
改定しました

愛知県特定最低賃金の時間額が鉄鋼
業は975円、はん用機械器具製造業は
947円、輸送用機械器具製造業は955
円、自動車（新車）小売業は941円にな
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）

			 	 70757

施設メンテナンスのため
りすぱ豊橋を休館します

	とき	 2/17㈪～2/24㉁
 問合せ	 りすぱ豊橋（☎38・5151）、健康

増進課（☎39・9133）
			 	 70569

その他
市税の納付・相談ができる
休日窓口を開設します

	とき	 2/23㈷9:00～15:00
 ところ	 納税課
 問合せ	 納税課（☎51・2241）
			 	 5740

固定資産税 第4期分、国民健康保険税 
第8期分の納期限は3月2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

固定資産税の償却資産・
住宅用地の申告をお忘れなく

①償却資産の申告
事業を営むために用いる償却資産を
所有している方は、令和2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31年1月2日㈬～令和2年1月1	
日㈷に、建物の新築・増改築・建て替
えや利用方法を変更した場合、または
住宅用地の取得や利用方法の変更が
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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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 2/12㈬、2/19㈬、2/26㈬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 2/17㈪、3/2㈪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

弁護士による法律相談

2/27㈭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

2/27㈭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

3/13㈮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
司法書士による相続登記相談 3/9㈪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・遺言書など書類作成相談 3/13㈮13:00～15:00
市民相談 月～金曜日9:00～16:30 安全生活課☎51・2300	 電

日常生活における心配ごと相談 ①火曜日②水曜日③木曜日④金曜
日13:00～16:00

①あいトピア②つつじ
が丘地域福祉センター
③大清水地域福祉セン
ター④牟呂地域福祉セ
ンター

①あいトピア☎52・1111
②つつじが丘地域福祉セ
ンター☎64・4510③大清
水地域福祉センター☎25・
6141④牟呂地域福祉セン
ター☎31・8885

国・特殊法人に対する行政相談 第1～4木曜日13:00～15:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304	 電

健
康

生活習慣病予防の栄養相談 2/13㈭、2/27㈭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 3/5㈭、3/19㈭13:00～16:00
健康増進課☎39・9145	 予

思春期精神保健相談 3/11㈬13:30～15:30
店舗におけるたばこ規制
対策相談

月～金曜日9:00～16:30（木曜日は
19:00まで） 健康政策課☎39・9116	 予

子
ど
も

小・中学生教育相談
3/13㈮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 2/12㈬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 2/14㈮、2/28㈮13:30、14:40 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 2/10㈪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 2/17㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950

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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