生活の森
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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

場所

月～金曜日8:30～16:00

子育て相談

月～金曜日9:00～15:00

教育相談

月〜金曜日9:00〜16:00
※メールは随時受付

市民相談
あなたのまちの
行政相談
人権擁護委員による
なんでも相談

月～金曜日9:00～17:00
11/7（水）
10:00～12:00 13:00～15:00
月〜金曜日
10:00～12:00 13:00～16:00
11/28（水）
10:00～12:00 13:00～15:00

家計相談
〔予約制〕

11/14・28（水）9:00～17:00

子どもスマイルネット

毎日10:30～18:00

女性相談
〔予約制〕

①月〜金曜日10:00〜17:00
②11/7・21（水）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
内職相談
労働相談
〔予約制〕
市民よろず相談
（定員あり）
生活支援相談
税務相談
〔予約制/定員６人〕

火、木曜日（29日を除く）
10:00～12:00、13:00～16:00
11/9（金）
10:00～12:00、13:00～16:00
11/21（水）10:00〜15:00
（8:00から整理券配布）
月〜金曜日9:00〜17:00
12/11（火）9:00〜12:00
（30分程度）

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）{tsubomi@city.hanno.lg.jp
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保護者  子育て
総合センター  TEL978-8415
（相談員 保育士、子育て支援
子育て総合センター
総合コーディネーター、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
市役所本庁舎別館
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 行政相談委員）
相談室３※電話相談も可
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）
※電話相談も可
市役所本庁舎別館
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 人権擁護委員）
相談室３※電話相談も可
収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
市役所地域・生活福祉課
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
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
市役所地域活動支援課 地域活動支援課 TEL978-5085
（相談員 ①女性相談員 ②派遣相談員）
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 TEL ・ FAX971-2020
障害者就労支援センター
{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
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
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
総合福祉センター
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
11/15
（木）
から申し込み
（相談内容をお知らせください）
市役所市民相談室
市民税課 TEL973-2115
（相談員 税理士）

架空請求にご注意を！
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキが届い
たが、心当たりがない。期日までに連絡をしなければ裁判をすると書かれて
いるが、どうしたらいいか。
これは公的機関を騙った架空請求で、封書で届く場合もあります。連絡を取らないよ
うに注意をしてください。架空請求は、メール等で届くこともあり、公的機関だけで
なく、有名な実在企業を騙る場合など様々な種類があります。
「裁判」
「差押え」という
文言に惑わされず、心当たりのない請求をされた場合は、家族や知人、警察や消費生
活センターに迷わず相談をしましょう。

全国地域安全運動
１０月１１日
（木）～２０日（土）

平成30年の飯能警察署管内

広報はんのう

10月1日号

料

広

告

振り込め
詐欺

運動重点
・子どもと女性の犯罪被害防止
詐欺発生件数
16件
・特殊詐欺の被害防止
10月11日は、埼玉県防犯のまちづくり 振り込め詐欺被害金額
推進条例による
「減らそう犯罪の日」です。
約1548万円
安全で安心できるまちづくりのため、皆  （平成30年9月1日時点）
さんのご協力をお願いします。
飯能警察署 TEL 972‐0110

13

有

10月7日（日）と ２8日（日）
午後１時～午後６時

※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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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

場所

月～金曜日8：30～16：00

子育て相談

月～金曜日9：00～15：00

教育相談

月〜金曜日9：00〜16：00
※メールは随時受付

市民相談
あなたのまちの
行政相談
人権擁護委員による
なんでも相談

月～金曜日9：00～17：00
12/5（水）
10：00～12：00 13：00～15：00
月〜金曜日
10：00～12：00 13：00～16：00
12/26（水）
10：00～12：00 13：00～15：00

家計相談
〔予約制〕

12/12・26（水）9：00～17：00

子どもスマイルネット

毎日10：30～18：00

女性相談
〔予約制〕

①月〜金曜日10：00〜17：00
②12/5・19
（水）
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
内職相談
労働相談
〔予約制〕
市民よろず相談
（定員あり）
生活支援相談
税務相談
〔予約制/定員６人〕

火、木曜日
10：00～12：00、13：00～16：00
12/14・28（金）
10：00～12：00、13：00～16：00
12/19（水）10：00〜15：00
（8：00から整理券配布）
月〜金曜日9：00〜17：00
12/11（火）9：00〜12：00
（30分程度）

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）{tsubomi@city.hanno.lg.jp
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保護者 子育て
総合センター TEL978‐8415
（相談員 保育士、子育て支援
子育て総合センター
総合コーディネーター、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
市役所本庁舎別館
生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）
相談室３※電話相談も可
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）
※電話相談も可
市役所本庁舎別館
生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 人権擁護委員）
相談室３※電話相談も可
収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
市役所地域・生活福祉課
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
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
市役所地域活動支援課 地域活動支援課 TEL978‐5085
（相談員 ①女性相談員 ②派遣相談員）
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 TEL･FAX971‐2020
障害者就労支援センター
{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
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
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
総合福祉センター
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
11/15
（木）
から申し込み
（相談内容をお知らせください）
市役所市民相談室
市民税課 TEL973‐2115
（相談員 税理士）

健康器具の訪問販売に注意してください！
「足腰で痛いところはないか」
「もみ方の指導に行く」と電話があり、業者に自
宅まで来てもらった。電気治療器の体験をし、断ることができず、電気治療
器の購入契約をしてしまった。不要なのでクーリング・オフをしたい。
商品を販売する目的であることを隠し、健康相談をしたり、器具の体験をさせながら
購入を勧めてくる業者もいるので注意が必要です。訪問販売の場合、契約書面を受け
取ってから８日以内であればクーリング・オフをすることができます。電話が自宅に
入った際に相手の目的を確認し、必要が無ければキッパリと断りましょう。困った時
は、飯能市消費生活センターへご相談ください。

▼
「有料動画の閲覧履歴」
▼
「未納料金が発生」
▼
「訴訟最終告知」
それらは振り込め詐欺ですの
で、ご注意ください。
メール、ハガキや封書に書か
れている連絡先には、絶対に電
話しないでください。
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広報はんのう

11月1日号

平成30年の飯能警察署管内

振り込め
詐欺

詐欺発生件数
16件
振り込め詐欺被害金額

約1548万円

（平成30年10月10日時点）

飯能警察署 TEL 972‐0110

漏水調査を装った悪質な訪問業者に
ご注意ください!!
「市から委託を受けて、水道の確認をしたい
ので床下を見せてほしい」といった内容で、各
家庭を訪問する事案が発生しています。市の委
託で、家の床下を確認するなど、建物内に立ち
入ることはありませんのでご注意ください。
不審と思われる場合は、水道工務課（TEL973‐
2111 内線222）へお問い合わせください。

