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6

月の相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

場所

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

月〜金曜日8:30〜16:00

子育て相談

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

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 TEL•FAX971-5522
（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

6/6（水）
10:00〜12:00

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

6/27（水）
10:00〜12:00

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

家計相談〔予約制〕

6/13・27（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 FAX973-2120

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
②5/2・16（水）10:00〜15:00

ボランティア相談

月〜金曜日8:30〜17:00

障害者就労相談〔予約制〕月〜金曜日10:00〜18:00

総合福祉センター

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）
社会福祉協議会 TEL973-0022

障害者就労支援センター TEL971-2020
障害者就労支援センター
{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

労働相談〔予約制〕

6/8・22
（金）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）
生活支援相談
੭ແ૮
〔予約制 /定員6人〕

6/20（水）10:00〜15:00
（8:00から整理券配布）
月〜金曜日9:00〜17:00
6/12（火）9:00〜12:00
（30分程度）

総合福祉センター

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）

法律、人権、行政、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
市役所市民相談室

5/15
（火）から申し込み（相談内容をお知らせください）
市民税課 TEL973-2115
（相談員 税理士）

多額の葬儀費用を請求された
身内が亡くなり、業者に葬儀を依頼した。50万円くらいで依頼していたが、葬儀後に
請求書を見ると追加料金が加算され、請求額が高額になってしまった。
突然身内の死に直面すると、気持ちが動揺し冷静に考えることができなくなります。ご自分
が亡くなった後の葬儀のことなどを、家族や夫婦で事前に具体的に話し合い、葬儀社の資料を
取り寄せて葬儀費用などを比較検討しておくことが大事です。
困ったときは、飯能市消費生活センターへご相談ください。
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平成30年の飯能警察署管内
ウソの電話でだまされないために
家族で話しあいましょう 「電話に出ない」対策
在宅中でも留守番電話に設定しましょう。犯人は自分の声を録音さ
れるのを嫌います。
詐欺発生件数
9件
電話番号通知サービス（ナンバーディスプレイ等）
を活用して、知ら
ない番号や、番号非通知の場合には電話に出ないようにしましょう。 振り込め詐欺被害金額 約714万円
（平成30年4月1日時点）
自動通話録音装置等を活用しましょう。全ての相手に対し「通話内
容を録音する」
との警告メッセージが流れます。
飯能警察署 TEL 972‐0110

振り込め詐欺

広報はんのう

５月１日号

飯能市の火災と救急出場
（平成30年3月分）

火災件数 １件

火災・救急以外の出場件数 54件

救急車出場件数 314件
（急病 198件、交通事故 23件、その他 93件）

生活の森
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月の相談
相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

日時

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
月〜金曜日13:30〜17:00
つぼみ園（芦苅場570-4） つぼみ園 TEL • FAX971-5522
（相談員 児童発達支援管理責任
育児相談
者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp
対象 18歳未満の子どもの保護者
月〜金曜日8:30〜17:15
市役所子育て支援課
家庭児童相談
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
月〜金曜日8:30〜16:00
子育て総合センター
心配をかかえる保護者 子育て総合センター TEL978-8415
子育て相談
（相談員 保育士、臨床心理士 ※臨床心理士は予約制）
月〜金曜日9:00〜15:00
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
月〜金曜日9:00〜16:00
教育センター
教育センター TEL973-1400 （相談員 教育相談員）
گү૮
※Ｅメールは随時受付
{soudan@city.hanno.lg.jp
月〜金曜日9:00〜17:00
市役所生活安全課
生活安全課 TEL973-2126
市民相談
7/4（水）
市役所本庁舎別館
あなたのまちの
生活安全課 TEL973-2126（相談員 行政相談委員）
10:00〜12:00 13:00〜15:00 相談室３※電話相談も可
行政相談
月〜金曜日
市役所市民相談室
消費生活センター 内線417（相談員 消費生活相談員）
消費生活相談
10:00〜12:00 13:00〜16:00 ※電話相談も可
7/25（水）
市役所本庁舎別館
ਕݘ༶ޤҗҽͶΓΖ
生活安全課 TEL973-2126（相談員 人権擁護委員）
10:00〜12:00 13:00〜15:00 相談室３※電話相談も可
͵ΞͲ૮
収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
7/11・25
（水）9:00〜17:00 市役所地域・生活福祉課
家計相談〔予約制〕
地域・生活福祉課 TEL978-5602
いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
電話相談のみ
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
①月〜金曜日10:00〜17:00
市役所地域活動支援課 地域活動支援課 TEL978-5085
女性相談〔予約優先〕
②7/4・18（水）10:00〜15:00
（相談員 ①女性相談員 ②女性心理カウンセラー）
月〜金曜日8:30〜17:00
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
市役所本庁舎別館
内職の紹介や内職に関する相談
火、木曜日10:00〜16:00
内職相談
相談室3
産業振興課 TEL986-5083（相談員 内職相談員）
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
7/13・27
（金）10:00〜16:00
労働相談〔予約制〕
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）
法律、人権、行政、建築、不動産相談
7/18（水）10:00〜15:00
市民よろず相談
総合福祉センター
社会福祉協議会 TEL973-0022
（8:00から整理券配布）
（相談員 弁護士等）
（定員あり）
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
生活支援相談
対象 平成31年度小学校に入学予定で、視覚、聴覚、言語、知的発達や生活への心配がある子どもの保護者
申し込み ６月８日（金）までに、申し込み用紙を教育センターへ。※申込用紙は、市内幼稚園、保育所、子育
मָ૮
て支援課、子育て総合センター、保健センター、教育センターで配布します。 教育センター TEL973-1400

１回だけのつもりが定期購入に
サプリメントを５００円で購入できる広告をインターネットで見て注文しました。後
日、商品を受け取り代金を支払いましたが、翌月同じ商品が届き6,000円の請求書が
同封されていました。業者に問い合わせると、注文画面に継続購入と書いてあり途中解
約できないと言われました。
ネット通販等の通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文時に継続購入や返品
不可など確認できる場合は、一方的なキャンセルはできません。
ただし、極端に小さい文字での記載など、不適切な表示であるという理由で解約できる場合
もあります。困ったときは、消費生活センターへに相談してください。
「還付金」
＋
「カードを預かります」
＝詐欺（サギ）！！
キャッシュカードをだまし取られる
被害が多発！！

有 料 広 告

平成30年の飯能警察署管内

振り込め
詐欺

犯人は、市役所や金融機関の職員などを
詐欺発生件数
10件
装って、言葉巧みに暗証番号を聞き出し、
キャッシュカードをだまし取ってしまうの 振り込め詐欺被害金額
約714万円
です。被害に遭わないために、キャッシュ
（平成30年5月7日時点）
カードは他人に渡さない。暗証番号は他人
に教えないください。
飯能警察署 TEL 972‐0110
※広告は、広報紙を有効に活用し、新たな自主財源を確保しようとするもので、市が特定の業者
などを推奨するものではありません。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
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