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

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

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

月～金曜日9：00～15：00

市立保育所
（電話相談） 対象 就学前の子どもの保護者

子育て相談

子どもスマイルネット 毎日10：30～18：00

各市立保育所

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）
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

電話のみ

教育相談

月～金曜日9：00～16：00

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

市役所生活安全課

1/18（水）10：00～15：00
（8：30から整理券配布）

総合福祉センター

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

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

まずは電話相談を利用してください
消費生活センター 内線417
（相談員 消費生活相談員）

教育センター

※メールは随時受付

市民よろず相談
（定員あり）
消費生活相談

家計改善相談〔予約制〕1/11･25（水）9：00～17：00
生活支援相談

月～金曜日9：00～17：00

女性相談
〔予約制〕

月～金曜日10：00～17：00

ボランティア相談

月～金曜日9：00～17：00

障害者就労相談
〔予約制〕月～金曜日10：00～18：00

※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

収入減や債務の支払いなど家計改善についての相談
市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 ℡978‐5602 ℻973‐2120
{seikatsu-kon@city.hanno.lg.jp
暮らし
（生計の維持）
に関する相談
市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978‐5602 FAX973‐2120
{seikatsu-kon@city.hanno.lg.jp
男女、夫婦、家庭、DVなどの相談
市役所本庁舎別館
（相談員 女性相談員）
市民協働推進課 TEL978‐5085
総合福祉センター

飯能市社会福祉協議会 TEL973‐0022

障害者就労支援センター

障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp

内職相談

火、
木曜日
（1/12を除く）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3

家庭外で働くことが困難な方への内職のあっせん等
（相談員 内職相談員）
産業振興課 TEL986‐5083

労働相談
〔予約制〕

1/13･27（金）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室1 ※電話相談も可

仕事の悩み、
職探し・失業、子どもの就職に関する相談
（相談員 労働相談員）
産業振興課 TEL986‐5083

1/10（火）9：00～12：00

12/20
（火）
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)

税務相談
〔予約制/定員6人〕

にってい

えいご

だい

だい

市役所市民相談室

もくようび

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）
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
Consultation for non- Time
※電話による相談も可能
Japanese(Reservation 相談内容 行政サービス、日常生活の相談
Consultation contents:Administrative services/Life consultation ※Telephone consultation is also possible
system)
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）
と
あ
問い合わせ 市民協働推進課 Civic Collaboration Promotion Section

特殊詐欺に注意してください
かた

親族や警察官を騙って詐欺の電話をかけてくる
「オレオレ詐欺」や、
令和4年の飯能警察署管内
市役所の職員を騙り保険金の払い戻しがあるなどと電話をかけて
くる「還付金詐欺」
など、詐欺の電話が多くかかってきています。
振り込め詐欺
家族の方を詐欺の被害から守るために、防犯機能付き電話機への 詐欺発生件数
13件
買い替えや、在宅中も留守番電話に設定するなど
「詐欺の犯人と話 振り込め詐欺被害金額
をさせない」
対策をお願いします。
約5,805万円 （令和4年11月10日時点）
電話やメールでお金の話が出たら
「詐欺」を疑い、電話を一度切って、
必ず家族や警察に相談してください。

飯能警察署

℡ 972‐0110
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２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

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

月～金曜日9：00～15：00

市立保育所
（電話相談） 対象 就学前の子どもの保護者

子育て相談

子どもスマイルネット 毎日10：30～18：00
月～金曜日9：00～16：00

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

市民よろず相談
（定員あり）
消費生活相談

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）
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

電話のみ

教育相談

教育センター

※メールは随時受付

市役所生活安全課

2/15（水）10：00～15：00
（8：30から整理券配布）

各市立保育所

※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

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）
飯能市社会福祉協議会 TEL973‐0022

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

まずは電話相談を利用してください
消費生活センター 内線417
（相談員 消費生活相談員）

収入減や債務の支払いなど家計改善についての相談
市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 ℡978‐5602 ℻973‐2120
{seikatsu-kon@city.hanno.lg.jp
暮らし
（生計の維持）
に関する相談
市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978‐5602 FAX973‐2120
{seikatsu-kon@city.hanno.lg.jp

家計改善相談
〔予約制〕2/8･22（水）9：00～17：00
生活支援相談

月～金曜日9：00～17：00

女性相談
〔予約制〕

月～金曜日10：00～17：00

市役所本庁舎別館
相談室

男女、夫婦、家庭、DVなどの相談
（相談員 女性相談員）
市民協働推進課 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

飯能市社会福祉協議会 TEL973‐0022

障害者就労支援センター

障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp

障害者就労相談
〔予約制〕月～金曜日10：00～18：00
内職相談

火、
木曜日
（2/23を除く）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3

家庭外で働くことが困難な方への内職のあっせん等
（相談員 内職相談員）
産業振興課 TEL986‐5083

労働相談
〔予約制〕

2/10･24（金）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室1 ※電話相談も可

仕事の悩み、
職探し・失業、子どもの就職に関する相談
（相談員 労働相談員）
産業振興課 TEL986‐5083

にってい

えいご

だい

だい

もくようび

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）
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
Consultation for non- Time
※電話による相談も可能
相
談内
容
行
政サービス、日
常生
活の相
談
Japanese(Reservation
Consultation contents:Administrative services/Life consultation ※Telephone consultation is also possible
system)
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）
と
あ
問い合わせ 市民協働推進課 Civic Collaboration Promotion Section

架空請求詐欺に注意してください
携帯電話やパソコンに届いた身に覚えのないメールを開き、表示されてい
る連絡先に連絡した結果、相手に言われるがままコンビニエンスストア等
で電子マネーカードを購入し、お金を騙し取られる架空請求詐欺の被害が
多発しています。次の点に注意してください。
①身に覚えのないメールは開かない
②
「滞納金がある」
「本日中に支払う必要がある」等、お金を要求する内容は
詐欺を疑う
③知らない相手に電子マネーカードの番号等は絶対に教えない
だま

このようなメールがきた場合は、相手に連絡する前に家族や警察
に相談してください。
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広報はんのう １月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

令和4年の飯能警察署管内

振り込め詐欺

詐欺発生件数
15件
振り込め詐欺被害金額

約6,151万円
飯能警察署

（令和4年12月7日時点）

℡ 972‐0110

