１

月の相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

育児相談

月～金曜日13:30～17:00

家庭児童相談

月～金曜日8:30～17:15

子育て相談

月～金曜日8:30～16:00
月～金曜日9:00～15:00

教育相談

月〜金曜日9:00〜16:00
※Ｅメールは随時受付

市民相談
あなたのまちの
行政相談

月～金曜日9:00～17:00

場所

相談内容・問い合わせなど
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 TEL971-5522
（相談員 児童発達支援管理責任者）
対象 18歳未満の子どもの保護者
市役所子育て支援課
子育て支援課 TEL978-5627
（相談員 家庭児童相談員）
対象 乳幼児～中学３年生までの子どもの発達や子育
てに心配をかかえる保護者 子育て総合センター
子育て総合センター
TEL978-8415
（相談員 保育士、臨床心理士 ※臨床心理
士は予約制）
市立保育所
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
教育センター TEL973-1400 （相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp
市役所生活安全課

生活安全課 TEL973-2126

1/10（水）
10:00～12:00

市役所本庁舎別館相談室
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 行政相談委員）
13:00～15:00 ３ ※電話相談も可

月〜金曜日
10:00～12:00

市役所市民相談室
13:00～16:00 ※電話相談も可

人権擁護委員による
なんでも相談
税務相談

1/24（水）
10:00～12:00

市役所本庁舎別館相談室
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 人権擁護委員）
13:00〜15:00 ３ ※電話相談も可

1/9(火) 9:00～12:00

市役所市民相談室

市民税課 TEL973-2115(相談員 税理士)

家計相談
〔予約制〕

1/10・24（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
〔予約優先〕

①月〜金曜日10:00〜17:00
市役所地域活動支援課
②1/4・18（木）10:00〜15:00

ボランティア相談

月～金曜日8:30～17:00

消費生活相談

障害者就労相談〔予約制〕月～金曜日10:00～18:00

消費生活センター

内線417（相談員 消費生活相談員）

男女、夫婦、家庭、ＤＶなどの相談
地域活動支援課 TEL978-5085
（相談員 ①女性相談員 ②女性心理カウンセラー）

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL973-0022

障害者就労支援センター

障害者就労支援センター TEL971-2020
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
内職の紹介や内職に関する相談
産業振興課 TEL986-5083
（相談員 内職相談員）

内職相談

火、木曜日（1/2を除く）
10:00～16:00

市役所本庁舎別館
相談室3

労働相談
〔予約制〕

金曜日（1/12を除く）
10:00〜16:00

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
相談室１※電話相談も可 産業振興課 TEL986-5083
（相談員 労働相談員）

市民よろず相談
（定員あり）

1/17（水）10:00〜15:00
（8:00から整理券配布）

生活支援相談

月〜金曜日9:00〜17:00

市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978-5602

駿河台大学教授
による法律相談

12/16 (土)

総合福祉センター

10:30～16:20

総合福祉センター

法律、人権、行政、交通事故、建築、不動産相談
社会福祉協議会 TEL973-0022
（相談員 弁護士等）
不動産関係、公害、親族・相続関係、賃貸借契約関係、
金銭関係、損害賠償等に関する相談 定員 ６人 申し
込み 12/5(火)から生活安全課 TEL973-2126

2

月の相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

育児相談

月〜金曜日13:30〜17:00

家庭児童相談

月〜金曜日8:30〜17:15

子育て相談

月〜金曜日8:30〜16:00
月〜金曜日9:00〜15:00

گү૮

月〜金曜日9:00〜16:00
※Ｅメールは随時受付

市民相談
あなたのまちの
行政相談

月〜金曜日9:00〜17:00

場所

相談内容・問い合わせなど
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 TEL971-5522
（相談員 児童発達支援管理責任者）
対象 18歳未満の子どもの保護者
市役所子育て支援課
子育て支援課 TEL978-5627（相談員 家庭児童相談員）
対象 乳幼児〜中学３年生までの子どもの発達や子育
てに心配をかかえる保護者 子育て総合センター
子育て総合センター
TEL978-8415
（相談員 保育士、臨床心理士 ※臨床心理
士は予約制）
市立保育所
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
教育センター TEL973-1400 （相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp
市役所生活安全課

生活安全課 TEL973-2126

2/7（水）
10:00〜12:00

市役所本庁舎別館相談室
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 行政相談委員）
13:00〜15:00 ３ ※電話相談も可

消費生活相談

月〜金曜日
10:00〜12:00

市役所市民相談室
13:00〜16:00 ※電話相談も可

人権擁護委員による
なんでも相談

2/28（水）
10:00〜12:00

市役所本庁舎別館相談室
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 人権擁護委員）
13:00〜15:00 ３ ※電話相談も可

家計相談〔予約制〕

2/14・28
（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〔予約優先〕

①月〜金曜日10:00〜17:00
市役所地域活動支援課
②2/1・15（木）10:00〜15:00

ボランティア相談

月〜金曜日8:30〜17:00

消費生活センター 内線417（相談員 消費生活相談員）

男女、夫婦、家庭、ＤＶなどの相談
地域活動支援課 TEL978-5085
（相談員 ①女性相談員 ②女性心理カウンセラー）

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL973-0022

障害者就労相談〔予約制〕月〜金曜日10:00〜18:00

障害者就労支援センター

障害者就労支援センター TEL971-2020
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp

内職相談

火、木曜日10:00〜16:00

市役所本庁舎別館
相談室3

内職の紹介や内職に関する相談
産業振興課 TEL986-5083
（相談員 内職相談員）

労働相談〔予約制〕

金曜日10:00〜16:00

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
相談室１※電話相談も可 産業振興課 TEL986-5083
（相談員 労働相談員）

市民よろず相談
（定員あり）

2/21（水）10:00〜15:00
（8:00から整理券配布）

生活支援相談

月〜金曜日9:00〜17:00

総合福祉センター

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

市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978-5602

