12月の相談

※費用は無料、秘密は厳守します。

相談

日時

場所

相談内容・問い合わせなど

育児相談

月～金曜日13：30～17：00

対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園
（芦苅場570‐4） つぼみ園 ℡･℻971‐5522（相談員 児童発達支援管理責
任者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp ※来園の際は要予約

家庭児童相談

月～金曜日8：30～17：15

市役所子育て支援課

対象 18歳未満の子どもと保護者
（相談員 家庭児童相談員）
子育て支援課 TEL978‐5627

児童相談所全国共通
ダイヤル189

24時間受付

電話相談のみ

児童虐待かもと思ったら℡189（いちはやく）※通話料無料
付近の児童相談所につながります。

月～金曜日9：00～16：00

子育て総合センター

月～金曜日9：00～15：00

市立保育所

教育相談

月～金曜日9：00～16：00

教育センター

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

あなたのまちの
行政相談

12/2（水）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00 13：00～15：00 相談室3 ※電話相談も可

生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）

消費生活相談

月～金曜日
市役所市民相談室
10：00～12：00 13：00～16：00 ※電話相談も可

消費生活センター

家計相談
〔予約制〕

12/9･23（水）9：00～17：00

市役所地域・生活福祉課

収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
地域・生活福祉課 TEL978‐5602

子どもスマイルネット 毎日10：30～18：00

電話相談のみ

いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
TEL048‐822‐7007
（子どもの権利問題は面接）

女性相談
〔予約制〕

月～金曜日10：00～17：00

市役所地域活動支援課

男女、夫婦、家庭、DVなどの相談
（相談員 女性相談員）
地域活動支援課 TEL978‐5085

ボランティア相談

月～金曜日9：00～17：00

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL973‐0022

子育て相談

※メールは随時受付

市役所生活安全課

対象 18歳未満の子どもの保護者
子育て総合センター ℡978‐8415
対象 就学前の子どもの保護者 保育課 TEL973‐2119
対象 就学前から中学3年生の子どもと保護者
教育センター TEL973‐1400
（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp
生活安全課 TEL973‐2126
※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

内線417
（相談員 消費生活相談員）

障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
障害者就労支援センター
障害者就労相談
〔予約制〕月～金曜日10：00～18：00
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
火、木曜日（12/29・31を除く） 市役所本庁舎別館
内職の紹介や内職に関する相談
内職相談
（相談員 内職相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
12/11・25
（金）
市役所本庁舎別館
仕事の悩み、
職探し・失業、子どもの就職に関する相談
労働相談
〔予約制〕
（相談員 労働相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室1 ※電話相談も可
産業振興課 TEL986‐5083

市民よろず相談
（定員あり）

12/16
（水）10：00～15：00
（8：30から整理券配布）

生活支援相談

月～金曜日9：00～17：00

税務相談
〔予約制/定員6人〕

12/8（火）9：00～12：00
（30分程度）
にってい

えいご

だい

だい

もくようび

総合福祉センター

法律、人権、行政、建築、不動産相談
（相談員 弁護士等）
社会福祉協議会 TEL973‐0022

市役所地域・生活福祉課

暮らしの困りごと
地域・生活福祉課 TEL978‐5602

市役所本庁舎別館
会議室1

11/13（金）
から申し込み
（相談内容をお知らせください）
市民税課 ℡973‐2115(相談員 税理士）

ご

だい

げつようび

日程 英語 第1・第3木曜日、スペイン語 第4月曜日
Date : English 1st & 3rd Thursday of every month /Spanish 4th Monday of every month
じかん
かいじょう
し や く し ょ ほんちょうしゃべっかん かい
がいこくじんそうだん よ や く せ い
外国人相談(予約制) 時間 9：00～12：00 会場 市役所本庁舎別館1階
: 9：00～12：00 Place : Hanno City Hall
（Annex 1st.ﬂoor）
Consultation for foreigners Time
そうだんないよう ぎょうせい
にちじょうせいかつ
そうだん
相
談内
容
行
政サービス、日
常生
活の相
談
(Reservation system)
Consultation content: Administrative services/Life consultation
よ や く ほうほう
よやく
予約方法 メールによる予約 jiti2@city.hanno.lg.jp
Reservation：By E-mail(jiti2@city.hanno.lg.jp)
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1 月の相談

※費用は無料、秘密は厳守します。

相談

日時

場所

相談内容・問い合わせなど

育児相談

月～金曜日13：30～17：00

対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園
（芦苅場570‐4） つぼみ園 ℡･℻971‐5522（相談員 児童発達支援管理責
任者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp ※来園の際は要予約

家庭児童相談

月～金曜日8：30～17：15

市役所子育て支援課

児童相談所全国共通
ダイヤル189

24時間受付

電話のみ

月～金曜日9：00～16：00

子育て総合センター

月～金曜日9：00～15：00

市立保育所

教育相談

月～金曜日9：00～16：00

教育センター

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

あなたのまちの
行政相談

1/6（水）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00 13：00～15：00 相談室3 ※電話相談も可
月～金曜日
市役所市民相談室
10：00～12：00 13：00～16：00 ※電話相談も可

子育て相談

消費生活相談

※メールは随時受付

市役所生活安全課

対象 18歳未満の子どもと保護者
（相談員 家庭児童相談員）
子育て支援課 TEL978‐5627
児童虐待かもと思ったら℡189（いちはやく）※通話料無料
付近の児童相談所につながります。
対象 18歳未満の子どもの保護者
子育て総合センター ℡978‐8415
対象 就学前の子どもの保護者 保育課 TEL973‐2119
対象 就学前から中学3年生の子どもと保護者
教育センター TEL973‐1400
（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp
生活安全課 TEL973‐2126
※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）
消費生活センター

内線417
（相談員 消費生活相談員）

収入減や債務支払いなど家計の悩みごとの相談
地域・生活福祉課 TEL978‐5602
いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
電話のみ
子どもスマイルネット 毎日10：30～18：00
TEL048‐822‐7007
（子どもの権利問題は面接）
男女、夫婦、家庭、DVなどの相談
月～金曜日10：00～17：00
市役所地域活動支援課
女性相談
〔予約制〕
（相談員 女性相談員）
地域活動支援課 TEL978‐5085
月～金曜日9：00～17：00
総合福祉センター
社会福祉協議会 TEL973‐0022
ボランティア相談
障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
障害者就労支援センター
障害者就労相談
〔予約制〕月～金曜日10：00～18：00
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
火、木曜日
市役所本庁舎別館
内職の紹介や内職に関する相談
内職相談
（相談員 内職相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
1/8・22
（金）
市役所本庁舎別館
仕事の悩み、
職探し・失業、子どもの就職に関する相談
労働相談
〔予約制〕
（相談員 労働相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室1 ※電話相談も可
産業振興課 TEL986‐5083
1/20（水）10：00～15：00
法律、人権、行政、建築、不動産相談
市民よろず相談
総合福祉センター
（相談員 弁護士等）
（8：30から整理券配布）
社会福祉協議会 TEL973‐0022
（定員あり）
暮らしの困りごとの相談
月～金曜日9：00～17：00
市役所地域・生活福祉課
生活支援相談
地域・生活福祉課 TEL978‐5602
1/12（火）9：00～12：00
富士見地区行政センター 12/17
（木）
から申し込み
（相談内容をお知らせください）
税務相談
第1会議室
市民税課 ℡973‐2115(相談員 税理士）
〔予約制/定員6人〕 （30分程度）

家計相談
〔予約制〕

1/13･27（水）9：00～17：00

にってい

えいご

だい

だい

もくようび

市役所地域・生活福祉課

ご

だい

げつようび

日程 英語 第1・第3木曜日、スペイン語 第4月曜日
Date : English 1st & 3rd Thursday of every month /Spanish 4th Monday of every month
じかん
かいじょう
し や く し ょ ほんちょうしゃべっかん かい
がいこくじんそうだん よ や く せ い
外国人相談(予約制) 時間 9：00～12：00 会場 市役所本庁舎別館1階
: 9：00～12：00 Place : Hanno City Hall
（Annex 1st.ﬂoor）
Consultation for foreigners Time
そうだんないよう ぎょうせい
にちじょうせいかつ
そうだん
談内
容
行
政サービス、日
常生
活の相
談
相
(Reservation system)
Consultation content: Administrative services/Life consultation
よ や く ほうほう
よやく
予約方法 メールによる予約 jiti2@city.hanno.lg.jp
Reservation：By E-mail(jiti2@city.hanno.lg.jp)

「オレオレ詐欺」に注意してください
振り込め詐欺の最大の防犯対策は
「犯人と話をしない」ことです。
少しでもおかしいと思ったら次の対応をお願いします。
①在宅中でも常に留守番電話に設定する
（犯人は録音を嫌います）。
②身に覚えのない料金を請求する
「はがき」
「電子メール」等に書かれてい
る連絡先には電話をしない。
被害に遭っている人の多くは詐欺の手口を知っているにも関わらず
だまされています。
一人で対応すると、動揺して相手のペースに乗せられてしまいます。
一度電話を切り、家族や警察へ相談しましょう。
飯能警察署 生活安全課
（℡972‐0110）

令和２年1月以降の飯能警察署管内

振り込め詐欺
詐欺発生件数 25件
振り込め詐欺被害金額

約6,400万円 （令和2年11月10日時点の数字です）
飯能警察署

℡ 972‐0110

14

