
労働保険に加入しましょう

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

基準監督署労災担当（☎54・

1194）、商工業振興課（☎51・

2435）

  32035

①区域区分・臨港地区②用途地域の

変更に関する縦覧

①神野西地区②神野西地区と富士見

台地区の変更に関して縦覧できます。

 とき 11/11㈮～11/28㈪

 ところ 豊橋市都市計画課、愛知県都

市計画課

 その他 愛知県都市計画課では①のみ

縦覧可。市内在住の方、利害関

係のある方は期間中に、①は愛

知県知事宛て②は豊橋市長宛

てに意見書を提出可

 問合せ 豊橋市都市計画課（☎51・2622）

  45169

宝くじの助成金でコミュニティ

推進備品を整備しました

宝くじの社会貢献広報事業として、宝く

じの受託事業収入を財源に実施してい

るコミュニティ助成事業により整備し

た備品は、岩田校区自治会が地域の会

議やイベントで活用します。

 問合せ 市民協働推進課（☎51・2482）

  52093

大規模小売店舗立地法に基づく

出店計画を閲覧できます

来春に出店予定の「（仮称）カネスエ豊

橋中浜店」の出店計画を閲覧できます。

 とき 12/9㈮まで

 ところ 商工業振興課

 その他 期間中、愛知県知事宛てに意見

書を提出可

 問合せ 商工業振興課（☎51・2431）

  33475

豊川流域下水道の都市計画に

関する縦覧 

 とき 11/11㈮～11/28㈪

 ところ 豊橋市下水道整備課、愛知県

下水道課

 その他 市内在住の方、利害関係のある

方は期間中、愛知県知事宛てに

意見書を提出可

 問合せ 下水道整備課（☎51・2781）

  92485

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

PayPay、au PAYなどのキャッシュレ

ス決済でも納付できます。

 問合せ 納税課（☎51・2235）

  5742

豊橋柳生川南部土地区画整理事業の

事業計画変更案の縦覧

 とき 11/2 ㈬ ～ 11/15 ㈫ 8:30 ～

17:15

 ところ 区画整理課（土・日曜日、祝日は

市役所東B11会議室）

 その他 利害関係のある方は11/2㈬～

11/29㈫に直接、または郵送

（消印有効）で豊橋市長宛てに

意見書を提出可

 問合せ 区画整理課（☎51・2671）

  98985

その他

りすぱ豊橋で新サービスが始まります

11月から水泳教室やヨガ教室、ピラ

ティス教室など各種プログラムを開催

します。日程など詳細はホームページ

をご覧ください。

 問合せ りすぱ豊橋（☎38・5151）

  34316

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

家事育児 協力するのが パートナー

前田悠さん（あいち情報専門学校）

■中学生の部 最優秀賞

認めよう いろんな個性 多様性

宮本玲さん（青陵中学校）

［共通事項］

 その他 受 賞 作 品 は 11/1 ㈫ ～ 来 年

3/31㈮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

一日長と愛市憲章実践者が決まりました

11月11日㈮に、山部チアゴさん（吉

田方中学校3年生）が一日市長、千葉

李瑚さん（豊橋創造大学短期大学部2

年生）が一日市議会議長、ニコー・シュ・

セン・ディーさん（豊橋技術科学大学

大学院修士課程2年）が一日商工会議

所会頭、松浦久美さん（豊橋信用金庫）

が一日警察署長、成尾龍美さん（松葉

小学校6年生）が一日駅長、久保凛奈

さん（藤ノ花女子高校2年生）が一日郵

便局長を体験します。また、愛市憲章

実践者に石巻西川町カタクリ山保存

会ほか、フォト＆メッセージコンテスト

の最優秀賞に金和代さんが決まりまし

た。当日13:00に市役所講堂で表彰

式などを行います。

 問合せ 豊橋市民愛市憲章推進協議会

（☎56・1128）、生涯学習課（☎

51・2846）

  52191

32



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
11/9㈬、11/16㈬、11/30㈬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 11/21㈪、12/5㈪13:00～16:00 安全生活課 安全生活課☎51・2304 予

※4週間前から受け付け

弁護士による法律相談

11/24㈭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

11/24㈭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

※2週間前から受け付け

12/9㈮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・登記等相談 11/28㈪、12/12㈪ 13:00～16:00

安全生活課

安全生活課☎51・2304 予

※4週間前から受け付け

契約書・遺言書などの書類作成相談 12/9㈮13:00～15:00 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

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 11/17㈭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 11/24㈭9:00～16:00 健康増進課☎39・9141 予

こころの健康相談 12/１㈭、12/15㈭13:00～16:00 健康増進課☎39・9145 予

子
育
て

ひとり親家庭などの支援相談 月～金曜日10:00～16:00 子育て支援課 子育て支援課☎51・2320

ひとり親家庭心配ごと電話相談 第2火曜日9:00～15:00 — 豊橋市母子福祉会
☎56・7100

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

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

悩みごと面接相談 11/11㈮、11/25㈮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・3098） 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、
11/11㈮、11/25㈮17:00～20:00 — 女性相談室☎33・3098

再就職相談
11/16㈬、11/28㈪、12/8㈭9:30、
10:30、11:30 男女共同参画センター

「パルモ」

㈱TCS
(☎0120・51・0181） 予

弁護士による法律相談 11/18㈮13:30～15:30 男女共同参画センター
(☎33・2822） 予

DV、セクハラ、ストーカーなどの
人権相談

11/18㈮、11/21㈪、11/22㈫、
11/24㈭8:30～19:00、11/19㈯、
11/20㈰、11/23㈷10:00～17:00

—
女性の人権ホットライン
☎0570・070・810 電

看護職（看護師・助産師）による相談 月～金曜日8:30～17:00 市民病院 女性相談担当☎33・6232 電

DV電話相談 月～金曜日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

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

そ
の
他

一日中小企業相談
①11/8㈫②11/16㈬③11/24㈭
④11/28㈪13:30～15:30

①南稜地区市民館②吉田
方地区市民館③東部地区
市民館④市民文化会館

豊橋商工会議所
☎53･7211 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

農家（農事）相談 11/22㈫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 12/4㈰9:00～12:00、13:00～15:00 国保年金課 国保年金課☎51・2293 予

中小事業者向け事業承継に関
する相談

12/7㈬、12/21㈬9:30、11:00 市役所東122会議室 商工業振興課
☎51･2431 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

ハローワーク長期療養者職業
相談

木曜日11:00～16:00 市民病院 患者総合支援センター
☎33・6111 予

生涯現役相談 金曜日8:30～17:15 長寿介護課 長寿介護課☎51・2330 予
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