
令和元年度人事行政の
運営状況などを公表しました

令和元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。令和2年4月1日現在の市長の

支給月額は1,091,000円、期末手当

は5,423,142円、議長の支給月額は

716,000円、期末手当は3,529,880円

です。また、職員の平均給料月額（一般

行政職）は321,375円で、平均年齢は

39.4歳です。なお、勤務条件に関する

措置要求は4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

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、令和元年度

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

血液が不足しています
献血にご協力ください

 とき 日曜日、祝日、年末年始を除く毎

日。［全血献血］9:00～12:00、

13:00～14:45（各約15分）［成

分献血］9:00～11:00、13:00～

16:00（各約40～90分）

 ところ 愛知県赤十字血液センター豊

橋事業所

 対 象 医師が献血できると判断した方

（65歳以上の方は、60～64歳

に献血経験がある方に限る）

 問合せ 愛知県赤十字献血センター豊

橋事業所（☎32・1331）、健康

政策課（☎39・9111）

   55238

令和元年度決算に基づく
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、令和元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

おとう飯フォトコンテストの
入賞者が決まりました

「男性の料理」をテーマにしたフォトコ

ンテスト作品の最優秀賞は、ちっちっ

ころさんに決まりました。10月16日㈮

まで男女共同参画センター「パルモ」

で作品を展示しています。

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2188）

   68452

最優秀賞

「スタミナたーっぷり！モチモチ餃子！」

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927円（1円引上げ）

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・

2435）

   79541

その他

伐採や森林所有には
届け出が必要です

立木の伐採や森林を相続などで新た

に所有する際は、届け出が必要な場合

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

丸山薫賞の受賞作が
決まりました

丸山薫賞は、相沢正一郎さん（東京都）

の「パウル・クレーの〈忘れっぽい天使〉

を  だいどころの壁にかけた」（書肆山

田）に決まりました。

■パネル展

 とき 10/17㈯～11/8㈰

 ところ 中央図書館

［共通事項］

 問合せ 「文化のまち」づくり課（☎51・

2874）

   55816

東三河都市計画道路に関する縦覧

都市計画道路汐田通の変更の案に関

する図書について閲覧できます。

 とき 10/16㈮～10/30㈮

 ところ 都市計画課

 その他 市内在住の方、利害関係のあ

る方は、期間中に市長宛てに意

見を提出可

 問合せ 都市計画課（☎51・2622）

   51454

市県民税第3期分、国民健康保険税
第4期分の納期限は11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、クレジットカードや

LINE Pay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
相談内容 とき ところ 問合せ

暮
ら
し

住宅・建築、測量・登記の相談
10/7、10/14、10/21、10/28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 10/9㈮、11/13㈮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宅地建物取引士による不動産相談 10/19㈪、11/2㈪13:00～16:00

弁護士による法律相談

10/22㈭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

10/22㈭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

11/13㈮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 10/26㈪、11/9㈪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

市民相談 月～金曜日9:00～16:30 安全生活課☎51・2300 電

勤労者の勤労・生活・金融の
相談

月～金曜日10:00～12:00、13:00～
16:00

東三河勤労者福祉サー
ビスセンター

東三河勤労者福祉サービ
スセンター☎64・7777

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

禁煙相談 10/15㈭9:00、10:30、13:00、15:00

保健所・保健センター

健康増進課☎39・9136 予

生活習慣病予防の栄養相談 10/22㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9141 予

こころの健康相談 11/5㈭、11/19㈭13:00～ 16:00
健康増進課☎39・9145 予

思春期精神保健相談 11/25㈬13:30～15:30

子
ど
も

小・中学生教育相談
11/13㈮13:00～17:00 カリオンビル 教育会館相談室

☎33・2115 予  月～土曜日9:00～18:30 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

再就職相談
10/14㈬、10/21㈬9:30、10:30、
11:30 男女共同参画センター

「パルモ」

㈱トラスト
0800・111・3140 予  

悩みごと面接相談 10/23㈮、10/30㈮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

安
全
・
安
心

DV電話相談 月～金曜日9:00～15:00 — DV相談室☎33・9980

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面接相談 火～木曜日9:30～15:30 DV相談室☎33・9980 予

そ
の
他

男性のための悩みごと相談 10/11㈰13:30、14:30、15:30 市民センター「カリオン
ビル」

市民協働推進課
☎51・ 2188 予

中小事業者向け金融相談 10/12㈪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 10/20㈫13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950 予

国保税滞納世帯の多重債務
相談

10/25㈰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 11/11㈬13:30～16:30 こども未来政策課 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

LGBT等性的少数者の面接相談 月～日曜日10:00～20:00 — 市民協働推進課
☎51・ 2188 予
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