生活の森

２ 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

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

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

月〜金曜日9：00〜17：00

市役所生活安全課

生活安全課 TEL973‐2126

2/6（水）
市役所本庁舎別館
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

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

⼈権擁護委員による
なんでも相談

2/27（水）
市役所本庁舎別館
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

家計相談
〔予約制〕

2/13・27（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
②2/6・20
（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
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）

市役所地域・生活福祉課

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
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
10：00〜12：00、13：00〜16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
（相談員 内職相談員）
2/8・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〕
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
（相談員 労働相談員）
法律、人権、行政、建築、不動産相談
2/20（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）

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

突然表示される警告画面に注意！
インターネット使用中に突然、
「ウイルスに感染している」という警告画面が表
示されました。警告画面にはセキュリティソフト会社の連絡先が記載されてい
ます。どう対処したらいいですか。
これは、消費者を不安にさせて、不要なセキュリティソフト等の契約をさせる手口です。
警告画面が表示されても慌てて事業者へ連絡したり契約をしないようにしましょう。偽物の
表示か判断がつかない場合などは、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）の情報セキュリテ
ィ安心相談窓口へ相談しましょう。
困った時は、飯能市消費生活センターへ相談してください。
有

あなたのカードが狙われています
犯人は、有名家電量販店、警察官、銀行
協会職員などを名乗り、あなたのカード
を騙し取ろうとしています。
防犯対策は、
『キャッシュカードを渡さない』
『暗証番号を教えない』
『在宅中でも留守番電話に設定する』
の３つのキーワードです。
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平成30年の飯能警察署管内

振り込め
詐欺
詐欺発生件数
20件
振り込め詐欺被害金額

1月13日（日）と ２0日（日）
午後１時～午後６時

約2,000万円
（平成30年11月30日時点）
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。

生活の森

３ 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

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

月〜金曜日9：00〜17：00

⼈権擁護委員による
なんでも相談

3/6（水）
10：00〜12：00 13：00〜15：00
月〜金曜日
10：00〜12：00 13：00〜16：00
3/27（水）
10：00〜12：00 13：00〜15：00

家計相談〔予約制〕

3/13・27
（水）9：00〜17：00

消費生活相談

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
②3/6・20
（水）
10：00〜15：00

月〜金曜日8：30〜17：00
ボランティア相談
障 害 者 就 労 相 談〔予 約 月〜金曜日10：00〜18：00
制〕

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

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
{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
10：00〜12：00、13：00〜16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
（相談員 内職相談員）
3/8・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
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
（相談員 労働相談員）
法律、人権、行政、建築、不動産相談
3/20（水）10：00〜15：00
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）
月〜金曜日9：00〜17：00

障害者就労支援センター

市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978‐5602

保険を利用した住宅修理に注意！
来訪した事業者から「近所で工事をしています。屋根瓦のずれがあるようなので無料点検しましょうか。
火災保険などを使えば自己負担なく修理できますよ。
」
などと言われた。信用して大丈夫だろうか。
「保険金が使えるので自己負担なし」
と言われた場合でも、保険金がいくら支払われ、支払い
対象であるのかは保険会社に確認を行わないと分かりません。必ずご自身で保険会社へ相談す
るようにしましょう。
また、契約にあたっては、修理の必要性を含め、複数の事業者から見積もりをとり、比較・
検討することが大切です。検討が不十分のまま契約をしてしまい、事業者との間でトラブルに
見舞われる場合もあります。困った時は、飯能市消費生活センターへ相談してください。
有 料 広 告

毎年2月1日から3月18日は
全国統一「サイバーセキュリティ月間」です
パソコンやスマートフォンなどでインターネット利用
する方、ご注意ください。悪質な「誘導サイト」に潜んで
いる
「フィッシング詐欺」
での被害が後を絶ちません。
最低限これだけは！
①ソフトウエアなどは常に最新のセキュリティ状態に！
②ウイルス対策ソフトを導入しよう！
③身に覚えのない添付ファイルは絶対、開かない！
④不審なウェブページやメールにアクセスしない！
⑤個人情報
（名前、メールアドレスなど）の重要な情報の
扱いは慎重に！
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平成30年の飯能警察署管内

振り込め
詐欺
詐欺発生件数
21件
振り込め詐欺被害金額

2月9日（土）と 17日（日）
午後１時～午後６時

約2,012万円
（平成30年12月31日時点）
飯能警察署 ℡ 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。

