令和2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

燃料電池自動車トヨタ MIRAIを
貸し出しています
とき

月・水曜日11:00～16:00、
火・

帯主宛てに、
納税通知書を送付します。

木・土・日曜日9:00～16:00、
金

納税通知書に記載された内容を確認

曜日9:00～14:00、1泊2日
（貸

し、
納期限までに納めてください。
なお、

出日の翌日16:00まで）

その他
獣害防止用電気柵に
ご注意ください
獣害防止用電気柵が農地に設置され

対 象 市内在住の方

ている場合があります。事故防止のた

どは、
納税通知書と同封の案内文また

定 員 各1人
（申込順）

め、
みだりに近付かないでください。

はホームページをご覧ください。

料 金 1日4,500円
（別途、走行距離

問合せ 農業支援課
（☎51・2475）

令和2年度の税率や軽減・減免制度な

問合せ 国保年金課
（☎51・2295）

64439

56069

1㎞につき燃料代20円必要）
その他 4人乗り。
1回約300㎞までの走

行距離制限あり
申込み 資産経営課
（☎51・2130）

家屋調査にご協力ください

51918

令和2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

人・農地プランの説明会と
更新案の閲覧

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）

■説明会

57739

ク

ラ

ス

ト

コ

インスタグラム
「kurasutoko」
で
豊橋でのひとコマを配信しています

子育て家庭優待カード
（はぐみんカード）
をご利用ください

とき

7/8㈬10:00

定 員 5人
（申込順）
その他 会場は後日案内。
農地中間管理

事業の説明会もあわせて実施

18歳までの子どもがいる家庭と妊娠
中の方に、はぐみんカードを配布して

申込み 7/7㈫までに電話で農業企画課

豊橋で暮らす市民の顔や、
日常のひと

います。
このカードを全国の協賛店舗・

■プラン更新案の閲覧

コマ・暮らしぶりが見える画像・動画をイ

施設
（はぐみん優待ショップ）
で提示す

とき

スマート
ンスタグラムで配信しています。

ると、
入場料の割り引きや、
飲み物が無

ところ 農業企画課

フォンやタブレット端末でインスタグラム

料になるなど、
さまざまな特典やサー

対 象 市内農家台帳登録者
（本人、
同

のアプリをダウンロードし、
「kurasutoko」

ビスを受けられます。妊娠中の方は母

または
「豊橋市」
で検索してください。

子健康手帳交付時に、その他の方は

「#クラストコ」
のハッシュタグをつけて投稿
豊橋の暮らしの良さを共有しましょう。
し、
料 金 無料
（通信料は利用者負担）
問合せ 広報広聴課
（☎51・2164）

48248

子どもの生年月日が分かるものを、
こ
ども未来政策課、
こども家庭課または
各窓口センターへ持参すると受け取る

7/9㈭～7/20㈪

一世帯員に限る）
持ち物 運転免許証などの本人確認書類

［共通事項］
問合せ 農業企画課
（☎51・2458）

8346

ことができます。協賛店舗など詳細は
ホームページをご覧ください。
問合せ こども未 来 政 策 課（ ☎ 5 1・

2325）
22661

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、
借りたい方や買いたい方をつなぎ、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 課（ ☎ 5 1・

2561）
56088

24

相談

相談内容は秘密厳守します。気軽にご相談ください。

予

… 予約制

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。

電

… 電話相談も可

相談内容

とき

ところ

住宅・建築、
測量・登記の相談 7/1～7/22の水曜日13:30～16:00 建築指導課

問合せ

建築指導課☎51・2588

予

契約書・遺言書などの書類作成相談 7/10㈮、
8/14㈮13:00～15:00
宅地建物取引士による不動産相談 7/20㈪、
8/3㈪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

暮らし

司法書士による相続等登記相談 7/27㈪ 13:00～16:00
8/14㈮13:00～16:00

つつじが丘地域福祉セン 豊橋市社会福祉協議会
ター
☎54・0294 予

水曜日、
第3金曜日13:00～16:00

安全生活課

弁護士による法律相談

市民相談

月～金曜日9:00～16:30

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 予
※2週間前から受け付け
安全生活課☎51・2300

電

安全生活課☎51・2304

電

子ども

教育会館相談室
☎33・2115 予

女性

小・中学生教育相談

月～土曜日9:00～18:30

虐待・子育て・若者の自立相談

月～金曜日9:00～19:00、
土・日曜日 こども若者総合相談支 こども若者総合相談支援
9:00～17:00
援センター
「ココエール」 センター☎54・7830 電

悩みごと面接相談

7/10㈮13:30、
14:40

弁護士による法律相談

7/17㈮13:30～15:30

結婚相談

8/24㈪13:30～16:30

悩みごと電話相談

月～土曜日
（第3月曜日を除く）
9:00～
—
15:00

教育会館

男女共同参画センター 男女共同参画センター
「パルモ」
☎33・2822 予
こども未来政策課

こども未来政策課
☎51・2325 予
女性相談室☎33・3098

安全・安心

月～金曜日9:00～16:30

東三河消費生活総合セ 東三河消費生活総合セン
ンター
ター☎51・2305 電

土・日曜日9:00～16:00

愛知県消費生活総合セ 愛知県消費生活総合セン
ンター
ター☎052・962・0999 電

消費生活相談

その他

DV電話相談

月～金曜日9:00～15:00

警察安全相談

月～金曜日9:00～17:00

DV面接相談

火〜木曜日9:30～15:30

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

7/13㈪13:30～15:30

農業委員会室

農業委員会☎51・2950

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

DV相談室☎33・9980
—

警 察 本 部 相 談コーナー
プッシュホン☎#9110
DV相談室☎33・9980

予

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 東三河消費生活総合セン
ンター
ター☎51・2305 電

LGBTなどの相談

—

25 広報とよはし 令和2年7月

月～日曜日10:00～20:00

市民協働推進課
☎51・2188 予

