
浄化槽は点検や清掃を行い

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。定期的な清掃・保守点検・法定

検査が法令で義務付けられており、こ

れらを行わなければ浄化槽は正しく働

きません。専門業者へ依頼して清掃な

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

国民健康保険税 第5期分の

納期限は11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、クレジットカードや

LINE Payでも納付できます。

 問合せ 納税課（☎51・2235）

   5742

明海地区の区域区分、用途地域、

臨港地区の変更に関する縦覧

 とき 11/6㈮～11/20㈮

 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、期間中に区域区分や

臨港地区の変更は愛知県知事

宛て、用途地域の変更は市長

宛てに意見提出可

 問合せ 都市計画課（☎51・2622）

   51454

加入していますか？

労働保険

正社員、パート、アルバイトなどの雇用

形態にかかわらず、一人でも労働者を

雇った場合、事業主（農林水産の一部

の事業を除く）は労働保険に加入する

義務があります。

 問合せ ハローワーク豊橋雇用保険適

用 課（☎ 81・0377）、豊 橋 労

働基準監督署労災課（☎54・

1194）、商工業振興課（☎51・

2435）

   32035

男女共同参画標語・川柳の

入賞者が決まりました

■一般の部 最優秀賞

　家事習い 仕事の段取り 良くなった

　中村 晃和さん

■中学生の部 最優秀賞

　家事育児 介護も仕事も 皆おなじ

　増田 彩花さん

［共通事項］

 その他 受賞作品は11/2㈪～11/30㈪

に男女共同参画センター「パル

モ」で展示

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2188）

   9414

その他

野焼きは禁止です

野外でのごみ焼却は、一部の例外を

除き法律で禁止されています。違反し

た場合は、5年以下の懲役、1,000万円

（法人の場合は3億円）以下の罰金が

科せられる場合があります。家庭ごみ

は個人で焼却せず、収集日にごみステー

ションへ出してください。また、事業所

から出るごみは、事前に廃棄物対策課

で投入許可を取得して資源化センター

へ自己搬入するか、廃棄物処理業者に

処理を委託してください。

 問合せ 廃棄物対策課（☎51・2410）、

環境保全課（☎51・2388）

   34607

ヘルプマークを見たら

思いやりのある行動を

ヘルプマークとは、義足や内部障害、

妊娠初期などで、援助や配慮を必要と

していることが外見からは分かりにく

い方が、周囲に知らせることで、援助

や配慮を得やすくなるように作られた

マークです。電車やバスでヘルプマー

クの利用者を見かけたら、席を譲る、

困っていれば声を掛けるなど、思いや

りのある行動をお願いします。

 問合せ 障害福祉課（☎51・2345）

   59914
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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
11/11㈬、11/18㈬、11/25㈬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 11/16㈪、12/7㈪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

弁護士による法律相談

11/26㈭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

11/26㈭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

12/11㈮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

契約書・遺言書などの書類作成相談 12/11㈮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司法書士による相続登記相談 12/14㈪13:00～16:00

市民相談 月～金曜日9:00～16:30 安全生活課☎51・2300 電

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☎51・2304 電

健
康

禁煙相談 11/19㈭9:00、10:30、13:30、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 11/26㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9141 予

こころの健康相談 12/3㈭、12/17㈭13:00～16:00
健康増進課☎39・9145 予

精神科医による精神保健福祉相談 12/16㈬13:30～15:30

子
ど
も

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

小・中学生教育相談 月～土曜日9:00～18:30 教育会館 教育会館相談室
☎33・2115 予

女 

性

再就職に向けた相談
11/11㈬、11/25㈬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  

DV、セクハラなどの人権相談
11/12㈭～11/18㈬8:30～19:00

（土・日曜日は10:00～17:00） — 女性の人権ホットライン
☎0570・070・810

悩みごと面接相談 11/13㈮、11/27㈮13:30、14:40
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

弁護士による法律相談 11/20㈮13:30～15:30

悩みごと電話相談
月～土曜日（第3月曜日を除く）9:00
～15:00 — 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 11/8㈰13:30、14:30、15:30 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 11/10㈫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 11/16㈪13:30～15:30 農業委員会室 農業委員会☎51・2950 予

結婚相談 12/1㈫18:10～21:10 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

国保税滞納世帯の多重債務
相談

12/13㈰9:00～12:00、13:00～
15:00 国保年金課 国保年金課☎51・2289 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、祝日10:00～20:00 — 市民協働推進課
☎51・ 2188 予
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