令和2年度 とよはしの匠
認定者が決まりました

固定資産税の申告期限は
2月1日㈪です

市内の卓越した技能の持ち主を顕彰

①償却資産の申告

する「とよはしの匠」の認定者が決ま

事業を営むために用いる償却資産を

りました。

所有している方は、令和3年1月1日㈷

■くすのき賞
（機械工作部門）

現在の所有状況を申告してください。

お近くの金融機関、コンビニエンスス

戸澤秀夫さん
（西島㈱）

②住宅用地の申告

トアなどで納付してください。納税に

その他
市県民税 第4期分 国民健康保険税
第7期分の納期限は2月1日㈪です

■つつじ賞
（機械工作以外の部門）

令和2年1月2日㈭～令和3年1月1日㈷

は手間のかからない口座振替が便利

百合嶋薫さん
（㈲T・Y・G百合嶋業務店）

に、建物の新築・増改築・建て替えや利

です。また、クレジットカードや LINE

■明日の匠
（若手技能職者の部門）

用方法を変更した場合、または住宅用

Payでも納付できます。

土井大介さん
（㈱アイセツ）

地の取得や利用方法の変更があった

問合せ 納税課
（☎51・2235）

場合などで申告書を提出していない土

［共通事項］
その他 1/8㈮まで市役所市民ギャラ

リーで作品・パネルを展示
問合せ 商工業振興課
（☎51・2435）

14275

5742

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

差押財産の
公売を行います
くすのき賞
（機械工作部門）

市税などの滞納により差し押さえた不

宝くじの助成金で
消防団活動備品を配備しました

動産を公売します。
2/5㈮11:00

消防団活動に必要な組立式簡易貯水

ところ 市役所東123会議室

槽内装シートを牛川分団ほか7箇所に

その他 市税の完納などにより公売が

配備しました。

とき

高校生技術アイデア賞の
入賞作品が決まりました

中止になる場合あり。2/12㈮
■作品部門 最優秀賞

までに代金納付が必要。公売

RAKU・HAKO
（豊田高専 建築学科2年

手続きなど詳細はホームペー

中山成史さん）

ジ参照

■アイデア部門 最優秀賞
き

（豊橋商業高校 国
しゃもじ 浸しと器ん
際ビジネス科2年 川合真菜さん）
［共通事項］

問合せ 消防本部総務課
（☎51・3111）

80604

申込み 1/15㈮までに直接、身分証明

書、印鑑、公売保証金を納税課
（☎51・2255）
14201

その他 優秀賞以下はホームページに

掲載。1/8㈮まで市役所市民
ギャラリーで入賞作品のパネ
ルを展示

コロナ禍からみんなで
豊橋のまちを守る条例を施行しました
新一年生への就学通知を送付します

問合せ 商工業振興課
（☎51・2435）

9148

新型コロナウイルスへの感染やその恐
れを理由とした差別的取り扱い、誹謗
中傷、プライバシー侵害の禁止など、

定の子どもの保護者宛てに就学通知

安心して生活できる社会を守るための

を送付します。必要事項を記入し、指

条例です。条例の詳細はホームページ

定の小学校へ提出してください。1月

をご覧ください。

中旬までに届かない場合は、お問い合

問合せ 健康政策課
（☎39・9111）

わせください。

80340
RAKU・HAKO

令和3年度に市立小・中学校へ入学予

問合せ 学校教育課
（☎51・2817）

62896
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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

1/13㈬、1/20㈬、1/27㈬13:30～
建築指導課
住宅・建築、
測量・登記の相談
16:00
1/28㈭13:00～16:00
1/28㈭14:00～15:00
弁護士による法律相談

暮
ら
し

健
康
子
ど
も

2/12㈮13:00～16:00
水曜日、
第3金曜日13:00～16:00
1/18㈪、
2/1㈪13:00～16:00
1/25㈪、
2/8㈪13:00～16:00
2/12㈮13:00～15:00
月～金曜日9:00～16:30
第1～4木曜日13:00～15:00
1/28㈭9:00、
10:30、
13:30、
15:00
1/28㈭9:00～16:00
2/4㈭、
2/18㈭13:00～16:00
2/10㈬13:30～15:30
2/12㈮13:00～17:00
小・中学生教育相談
月～土曜日9:00～18:30
月～金曜日9:00～19:00、
土・日曜日
虐待・子育て・若者の自立相談
9:00～17:00

宅地建物取引士による不動産相談
司法書士による相続登記相談
契約書・遺言書などの書類作成相談
市民相談
国・特殊法人に対する行政相談
禁煙相談
生活習慣病予防の栄養相談
こころの健康相談
精神科医による精神保健福祉相談

豊橋市社会福祉協議会
☎54・0294 予
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
つつじが丘地域福祉セ 豊橋市社会福祉協議会
ンター
☎54・0294 予
安全生活課☎51・2304 予
安全生活課
※2週間前から受け付け

安全生活課

保健所・保健センター

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
安全生活課☎51・2304
健康増進課☎39・9136
健康増進課☎39・9141
健康増進課☎39・9145

電
電
予
予

予

カリオンビル
教育会館相談室
☎33・2115 予
教育会館
こども若者総合相談支 こども若者総合相談支援
援センター
「ココエール」 センター☎54・7830 電

農家
（農事）
相談

1/12㈫13:30～15:30

農業委員会室

月～土曜日
（第3月曜日を除く）
9:00～15:00

—

悩みごと電話相談

予

牟呂地域福祉センター

1/8㈮、1/22㈮、2/12㈮13:30、男女共同参画センター 男女共同参画センター
14:40
「パルモ」
☎33・2822 予

弁護士による法律相談

農業委員会☎51・2950
㈱トラスト
1/13㈬、
2/10㈬9:30、
10:30、
11:30
0800・111・3140 予
男女共同参画センター
「パルモ」
男女共同参画センター
1/15㈮13:30～15:30
☎33・2822 予
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東三河消費生活総合セ
ンター
愛知県消費生活総合セ
ンター

予

女性相談室☎33・3098

東三河消費生活総合セン
ター☎51・2305 電
消費生活相談
愛知県消費生活総合セン
土・日曜日9:00～16:00
ター☎052・962・0999 電
DV電話相談
月～金曜日9:00～15:00
DV相談室☎33・9980
警 察 本 部 相 談コーナー
—
警察安全相談
月～金曜日9:00～17:00
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
豊橋商工会議所
中小事業者向け金融相談
1/12㈫13:30～16:30
豊橋商工会議所
☎53･7211 予
①南稜地区市民館②東 豊橋商工会議所
一日中小企業相談
①1/15㈮②1/28㈭13:30～15:30
部地区市民館
☎53･7211
農家
（農事）
相談
1/25㈪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 2/14㈰9:00～12:00、
13:00～15:00 国保年金課
国保年金課☎51・2289 予
市民協働推進課
男性のための悩みごと
2/14㈰13:30、
14:30、
15:30
カリオンビル
☎51・2188 予
面接相談
全国共通相談専用電話
人権相談
月～金曜日8:30～17:15
名古屋法務局豊橋支局
☎0570・003・110
東三河消費生活総合セ 東三河消費生活総合セン
債務整理などの多重債務相談 月～金曜日9:00～16:30
ンター
ター☎51・2305 電
市民協働推進課
LGBT等性的少数者の面接相談 月～日曜日、
祝日10:00～20:00
—
☎51・2188 予
月～金曜日9:00～16:30

そ
の
他

建築指導課☎51・2588

悩みごと面接相談

女 再就職に向けた相談
性

安
全
・
安
心

問合せ

