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【新型コロナウイルス感染拡大防止】窓口での対応時間を短縮するため、相談にお越しになる前に、担当課へお電話ください。

各種相談

中高層建築物（日影など）相談
　中高層建築物の建築による周辺へ
の影響など
日　第 3（8 月は第 4）木曜日
　　10 時～ 16 時
問　建築課 220・2069

税理士による税務相談
　所得税、相続税など税務全般
日　 ①第 1・2 水曜日 10 時～ 12 時、

13 時～ 15 時②第 3 水曜日 10
時～ 12 時、13 時～ 15 時

場 問 　①市民総合相談室 262・
9025 ②大井総合支所 1 階市
民相談コーナーオアシス
256・7871

マンション管理相談
　管理組合の運営、修繕積立金、大
規模修繕などに関すること
日　第 2 火曜日
　　13 時 30 分～ 16 時 30 分
問　建築課 262・9043

女性のためのDV・総合相談
　DV（夫やパートナーからの暴力）、
夫婦・親子など女性の悩み全般
日　月・火・木曜日
　　10 時～ 12 時、13 時～ 16 時
問　市民総合相談室 262・9025

家庭問題に関する相談
　離婚（協議 ･ 調停など）､ 子どもの
悩み（不登校 ･ 引きこもりなど）など
日　第 2・4 金曜日
　　13 時 30 分～ 15 時 30 分
問　市民総合相談室 262・9025

人権相談
　嫌がらせ・名誉毀損・プライバシ
ーの侵害などの人権に関すること
日　第１金曜日 13 時～ 15 時
問　市民総合相談室 262・9025

行政総合相談
　国や特殊法人の仕事・制度に対す
る苦情や行政に関する意見など
日　第 4 水曜日 10 時～ 12 時
問　市民総合相談室 262・9025

外国人の生活相談
日　 月・金曜日 13 時～ 16 時
　　火～木曜日 10 時～ 16 時
問　 ふ じ み の 国 際 交 流 セ ン タ ー　

269・6450

消費生活相談・債務相談
　商品・サービスへの苦情・契約ト
ラブル、借金の相談
日　月～金曜日
　　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
問　消費生活センター 263・0110

生活困窮・就労支援相談
日　月～金曜日
　　8 時 30 分～ 17 時 15 分
問　 ふくし総合相談センター
　　・よりそい 262・8130
　　（市役所本庁舎 2 階）
　　・にじいろ 265・6300
　　（介護予防センター 2 階）

就職支援・職業相談
日　月～金曜日 10 時～ 17 時
問　 ふるさとハローワーク（市役所

本庁舎 2 階） 266・0200

内職相談
日　火・水・金曜日 10 時～ 16 時
問　産業振興課 262・9023

教育相談
日　月～金曜日 10 時～ 17 時
問　 上福岡教育相談室 266・1113 

大井教育相談室 266・2555

家庭児童相談
日　月～金曜日 9 時～ 16 時
問　家庭児童相談室 266・0944

高齢者に関する総合相談
日　月～土曜日
　　8 時 30 分～ 17 時 15 分
問　高齢者あんしん相談センター
　　・かすみがおか 261・1126
　　・ふくおか 264・7620
　　・つるがまい 256・6061
　　・おおい 261・3021

行政書士による生活総合相談
　官公署に提出する許認可申請、生
活の不安や困窮などさまざまな悩み
ごと
日　①月・水・金曜日 13 時～ 16 時
　　 ②火～金曜日 13 時～ 16 時（第

3 水曜日を除く）
場 問 　①市民総合相談室 262・

9025 ②大井総合支所 1 階市
民相談コーナーオアシス
256・7871

弁護士相談
　相続、離婚、親権、債務整理、成
年後見制度など法律問題全般
日　 ①木曜日 13 時 30 分～ 16 時

30 分②月曜日 13 時 30 分～
16 時 30 分

場 問 　①市民総合相談室 262・
9025 ②大井総合支所 1 階市
民相談コーナーオアシス
256・7871

司法書士相談
　相続での不動産登記手続き､ 遺言
に基づく登記手続きなど
日　 ①第 1・3・5 金曜日 9 時 30 分

～ 11 時 30 分 ② 第 2・4 金 曜
日 9 時 30 分～ 11 時 30 分

場 問 　①市民総合相談室 262・
9025 ②大井総合支所 1 階市
民相談コーナーオアシス
256・7871

宅地建物取引士による
土地建物相談
　不動産取引や管理、賃貸借に関す
ること
日　 第 3 水曜日 10 時～ 12 時、13

時～ 16 時
問　市民総合相談室 262・9025

成年後見制度の相談
日　月～金曜日
　　8 時 30 分～ 17 時 15 分
問　成年後見センター
　　（社会福祉協議会大井支所内）
　　 266・1981
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救急メモ
４月の休日開庁
日時　４月４日㈰・２５日㈰
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
場所　市役所本庁舎、大井総合支所
※出張所は毎週日曜日も開庁。
※休日納税は市役所本庁舎、大井
総合支所と出張所で行っています。

場所 診療日 診療科目 時間
休日急患診療所
（駒林元町 3・1・20）

日曜日、祝日、
年末年始

小児科
内科 9時～ 12時、13時～ 16時

休日在宅診療
※医療機関が当番で診療。

日曜日、祝日、
年末年始

外科 9時～16時
産婦人科 9時～17時

 東入間医師会（ 049・264・9592）

※当番医は、東入間医師会ホームページ（右QRコード）をご確認ください。
※休日急患診療所における 20時～ 22時（内科のみ）は、令和 3年 2月から
当面の間、休診しています。

休日診療・夜間診療

場所 電話
上福岡総合病院 福岡 931 049・266・0111

三芳野第２病院 大原 2・1・16 049・261・0502

富家病院 亀久保 2197 049・264・8811
埼玉医科大学
総合医療センター

川越市
鴨田 1981 049・228・3595

※専門医が不在の場合があるため、受診前にお問い
合わせください。

※ 24 時間体制で、年齢を問わず医
療機関を案内します（歯科・精神科
を除く）。
※入間東部地区事務組合（ 261・
6031）でも 24時間体制で医療機関
をご案内しています。

県救急電話・AI 救急相談救急病院（24 時間体制）
＃7119ダイヤル

回線・IP 電話・PHS・
県境での利用時は

048・824・4199

小児時間外救急診療所の休診
　平日夜間の小児時間外救急診療所については、感染防御策が十分に取れないなど発熱患者への
対応が十分にできないため、休診しています。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。

新型コロナウイルス感染症相談窓口

発熱などの症状がある場合に、新型コロナウイルスとインフルエンザの両方の診療を行うことができる医療機関
を検索できます。県ホームページ（QRコード）より確認し、事前に予約の上、受診してください。医師の判断で、
必要に応じて、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの検査などを行います。

埼玉県指定 診療・検査医療機関検索システム

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談

0570･783･770（24時間受付）

０４８・８３０・４８０８

埼玉県新型コロナウイルス感染症
県民サポートセンター 

※ファクス・メールは、聴覚障がいがあるなど電話での相談
が難しい人が対象です。その他の人は電話をご利用ください。

聴覚障がい者相談窓口

corona-2020@mhlw.go.jp
０３・３５９５・２７５６

0120・565・653（毎日午前９時～午後９時）

厚生労働省の相談窓口

相談時間　月～土曜日（祝日含む）午前９時～午後５時３０分

０４８・７６２・８０２６
０４８・８１６・５８０１

医療機関への受診を検討している人の相談
埼玉県受診・相談センター

納税は安心 ･ 便利な口座振替で

必要なもの　口座振替依頼書、金
融機関届出印、通帳

申込先　収税課（市役所本庁舎 1
階）、大井総合支所市民総合窓口
課、出張所、市指定の公金取扱
金融機関

※市役所本庁舎・大井総合支所では、
キャッシュカードを端末に通し、暗証
番号を入力するだけで、口座振替の
申込みができる「ペイジー口座振替
受付サービス」を実施しています。

新型コロナウイルス感染症の陽性が確認されたが、入院や
宿泊療養施設などで療養することができず、自宅療養をせ
ざるを得ない人、または濃厚接触者となり自宅で健康観察
をする人など、療養期間中の生活上での心配事

新型コロナウイルス感染症 自宅療養者等相談
窓口（電話相談）（保健センター）

０４９・２６４・８２９２
相談時間　平日午前８時３０分～午後５時１５分


