
各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　相談員が結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　18日㈬９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳

室
問　伊奈町社会福祉協議会蕕７２２－９
９９０

結婚相談

　行政書士が会社設立、農地転用、各種
許認可、相続、成年後見などの手続きの
相談に応じます。
日　18日（第３水曜）13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　行政相談委員が行政の業務に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
日　17日（第３火曜）10時～12時
受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

　埼玉県から委託された専門の相談支援
員が、経済的困りごとや就職活動支援等
の相談に応じます。
日　13日（第２金曜）９時～12時
場　役場２階第８会議室
受・問　福祉課＊２１２５

暮らしの相談

  相談員が、子どものしつけや生活につ
いての相談に応じます。
日　６日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター
蕕７２８－３４８２

児童相談     

　これから開業・独立を検討している方
や将来起業（創業）しようとお考えの方
の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日休）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　消費生活相談員が消費者契約トラブル
等の相談に応じます。
　消費増税に便乗した還付金詐欺が発生
していますのでご注意ください。
日　毎週月～木曜（祝日除く）10時～12

時、13時～15時
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　民生委員・児童委員が、生活上の迷
い、困りごとの相談に応じます。
日　11日㈬・25日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会蕕７２２－９
９９０

心配ごと相談

　専門の女性相談員が、DV、離婚問題
や生活面の不安なことなど、女性の抱え
るさまざまな悩み等を一緒に考え、解決
する方法を探します。
日　11日・25日（第２・４水曜）
　　10時～12時、13時～14時
　　※相談は１人50分
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　上尾警察署員が暴力団員等による不当
な行為で困っている方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８４

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が住宅リフォ―ム対策について
の相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　弁護士が契約、相続、交通事故の損害賠
償、訴訟の手続きなどの相談に応じます。
日　①13日（第２金曜）13時～15時30分
　　②20日（第３金曜）13時30分～16時

30分
定　①５名②６名（①②いずれも先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　司法書士が相続、遺言などの不動産登
記、会社の登記、債務整理、成年後見手
続きなどの相談に応じます。
日　19日㈭13時～15時
定　４名（先着順、12月11日まで予約受付）
受・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談 ※要事前予約

　専門相談員による「働き方改革」に関
する個別相談会を開催します。相談は無
料です。
　時間外労働の上限規制への対応、年5
日の年次有給休暇の取得義務化への対
応、非正規労働者の処遇改善、働き方改
革に関する助成金の紹介など、労務管理
や働き方の見直しに関するさまざまなご
相談に応じます。
日　令和２年３月19日までの各木曜日
　　14時～16時（年末年始を除く）
申・問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５
１

働き方改革相談会

　埼玉弁護士会では、障がい者の方々の
法律相談に、弁護士が直接電話とFAXで
お答えします。ご家族からの相談も受け
付けます。
日　９日㈪10時～16時
相談電話番号　蕕８３７－１０２２
相談FAX番号　蕭８３７－１００５
問　埼玉弁護士会法律相談センター
　　蕕７１０－５６６６

障がい者無料法律相談１１０番

　障害や障がい者に対する理解を深め、
障がいのある人もない人もだれもが安心
していきいきと暮らせる社会にしましょ
う。
　次の障害者生活支援センターでは、障
がい者や障がい児の保護者等のさまざま
な相談に応じ、情報提供や権利擁護のた
めの必要な援助を行っています。
〇支援センターあげお
　蕕７７１－０５７６
〇支援センターあらぐさ
　蕕７２６－５８６２
〇支援センター杜の家
　蕕７７８－３５３１
問　福祉課＊２１２２　

障害者週間
12月３日～９日

くらしの相談室
　街の法律家「行政書士」による遺言・
相続・離婚・成年後見等の相談会です。
日　15日（第３日曜）９時～16時30分
定　６名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

住民無料相談室
　相続・遺言・離婚・成年後見など、身
近な問題を埼玉県行政書士会会員に相談
できます。相談は一人１時間までです。
日　令和２年１月５日㈰９時～12時
定　６名（先着順）　　　
受・問　総合センター蕕７２２－９１１
１

※要事前予約 　埼玉司法書士会と（公財）成年後見セ
ンター・リーガルサポート埼玉支部によ
る相談会です。講演会も開催します。
日　令和２年１月18日㈯
講演会：９時30分～10時45分
相談会：11時～16時
場　大宮ソニックシティ７０６号室
受・問　埼玉司法書士会蕕８６３－７８
６１　

高齢者・障がい者のための
成年後見無料相談会

※要事前予約
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※受診の際は、各医療機関へお問い合わせください。
※桶川北本伊奈地区で広域的に実施しています。
※広報掲載の後、当番医の変更が生じる場合もあり
ます。各新聞の埼玉版休日当番医欄も参照のうえ、
お出かけください。

「伊奈町保健事業のお知らせ」と併せてご覧ください。
内：内容　対：対象　定：定員　持：持ち物　費：費用　申：申込み

問　健康増進課（保健センター）蕕720－5000

　埼玉県では日曜日のＨＩＶ・梅毒即日検査を実施します。
　検査は予約不要・無料・匿名で行い、採血のみで約１～２時間で検査結果がわかります。
※確認検査が必要になった場合は、結果報告に約１～２週間かかります。（HIV検査のみ）
※検査は感染の可能性がある日から３か月以上経ってからの検査をお勧めします。
※本検査の結果は、確定診断をつけるものではありません。
日　①12月22日㈰　②令和２年１月19日㈰　12時30分～15時
場　①ウェスタ川越　多目的ホール（川越市）
　　②さいゆうヴィレッジ　３階レンタルスペース（草加市）
問　（公財）埼玉県健康づくり事業団蕕０４９３－８１－６７２９

休日・年末年始当番医

医療機関名 所在地月日 診療種類 電話番号

年末年始の歯科当番医
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内田クリニック
埼玉県央病院
いなぎ ent クリニック
伊奈病院
埼玉県央病院
山田医院
伊奈病院
埼玉県央病院
北本心ノ診療所
伊奈病院
埼玉県央病院
吉田医院
伊奈病院
埼玉県央病院
北本駅東口クリニック
伊奈病院
埼玉県央病院
桃泉園北本病院
伊奈病院
埼玉県央病院
北本第一クリニック
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医療機関名 所在地月日 電話番号
小島歯科医院
第一歯科診療所
沼尻歯科医院
もりた歯科医院
こかつ歯科医院
アベ歯科医院
花岡歯科医院
秋山歯科医院
杉山歯科
ヤナセ矯正歯科
アズ歯科　桶川院
萩原歯科医院
須田歯科医院
塚原歯科医院
ミドリ歯科医院
やなぎはら歯科医院
松村歯科医院
神田歯科医院
本木歯科医院
しのざき歯科医院
浅間台歯科医院
福田歯科医院
今仁歯科クリニック

令和２年
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12月１日は世界エイズデー　ＨＩＶ・梅毒即日検査

2019年12月号　広報いな 14



各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

　相談員が結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　18日㈬９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳

室
問　伊奈町社会福祉協議会蕕７２２－９
９９０

結婚相談

　行政書士が会社設立、農地転用、各種
許認可、相続、成年後見などの手続きの
相談に応じます。
日　18日（第３水曜）13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　行政相談委員が行政の業務に関する要
望や苦情などの相談に応じます。
日　17日（第３火曜）10時～12時
受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

　埼玉県から委託された専門の相談支援
員が、経済的困りごとや就職活動支援等
の相談に応じます。
日　13日（第２金曜）９時～12時
場　役場２階第８会議室
受・問　福祉課＊２１２５

暮らしの相談

  相談員が、子どものしつけや生活につ
いての相談に応じます。
日　６日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター
蕕７２８－３４８２

児童相談     

　これから開業・独立を検討している方
や将来起業（創業）しようとお考えの方
の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日休）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　消費生活相談員が消費者契約トラブル
等の相談に応じます。
　消費増税に便乗した還付金詐欺が発生
していますのでご注意ください。
日　毎週月～木曜（祝日除く）10時～12

時、13時～15時
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　民生委員・児童委員が、生活上の迷
い、困りごとの相談に応じます。
日　11日㈬・25日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会蕕７２２－９
９９０

心配ごと相談

　専門の女性相談員が、DV、離婚問題
や生活面の不安なことなど、女性の抱え
るさまざまな悩み等を一緒に考え、解決
する方法を探します。
日　11日・25日（第２・４水曜）
　　10時～12時、13時～14時
　　※相談は１人50分
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　上尾警察署員が暴力団員等による不当
な行為で困っている方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８４

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が住宅リフォ―ム対策について
の相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　弁護士が契約、相続、交通事故の損害賠
償、訴訟の手続きなどの相談に応じます。
日　①13日（第２金曜）13時～15時30分
　　②20日（第３金曜）13時30分～16時

30分
定　①５名②６名（①②いずれも先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　司法書士が相続、遺言などの不動産登
記、会社の登記、債務整理、成年後見手
続きなどの相談に応じます。
日　19日㈭13時～15時
定　４名（先着順、12月11日まで予約受付）
受・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談 ※要事前予約

　専門相談員による「働き方改革」に関
する個別相談会を開催します。相談は無
料です。
　時間外労働の上限規制への対応、年5
日の年次有給休暇の取得義務化への対
応、非正規労働者の処遇改善、働き方改
革に関する助成金の紹介など、労務管理
や働き方の見直しに関するさまざまなご
相談に応じます。
日　令和２年３月19日までの各木曜日
　　14時～16時（年末年始を除く）
申・問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５
１

働き方改革相談会

　埼玉弁護士会では、障がい者の方々の
法律相談に、弁護士が直接電話とFAXで
お答えします。ご家族からの相談も受け
付けます。
日　９日㈪10時～16時
相談電話番号　蕕８３７－１０２２
相談FAX番号　蕭８３７－１００５
問　埼玉弁護士会法律相談センター
　　蕕７１０－５６６６

障がい者無料法律相談１１０番

　障害や障がい者に対する理解を深め、
障がいのある人もない人もだれもが安心
していきいきと暮らせる社会にしましょ
う。
　次の障害者生活支援センターでは、障
がい者や障がい児の保護者等のさまざま
な相談に応じ、情報提供や権利擁護のた
めの必要な援助を行っています。
〇支援センターあげお
　蕕７７１－０５７６
〇支援センターあらぐさ
　蕕７２６－５８６２
〇支援センター杜の家
　蕕７７８－３５３１
問　福祉課＊２１２２　

障害者週間
12月３日～９日

くらしの相談室
　街の法律家「行政書士」による遺言・
相続・離婚・成年後見等の相談会です。
日　15日（第３日曜）９時～16時30分
定　６名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

住民無料相談室
　相続・遺言・離婚・成年後見など、身
近な問題を埼玉県行政書士会会員に相談
できます。相談は一人１時間までです。
日　令和２年１月５日㈰９時～12時
定　６名（先着順）　　　
受・問　総合センター蕕７２２－９１１
１

※要事前予約 　埼玉司法書士会と（公財）成年後見セ
ンター・リーガルサポート埼玉支部によ
る相談会です。講演会も開催します。
日　令和２年１月18日㈯
講演会：９時30分～10時45分
相談会：11時～16時
場　大宮ソニックシティ７０６号室
受・問　埼玉司法書士会蕕８６３－７８
６１　

高齢者・障がい者のための
成年後見無料相談会

※要事前予約
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