
相談内容 とき 場所 問合せ

○予法律（弁護士） 第 1～ 4水曜 13：00 ～ 16：00 鶴瀬駅西口サンライトホール 人権・市民相談課 ☎○内271
第 1 ～ 4金曜 13：15 ～ 16：15

人権・市民相談課　☎○内271

○予法律（司法書士） 第 1・3火曜 10：00 ～ 12：00
○予税務（税理士） 第 4火曜 13：00 ～ 16：00
市民 木曜 9：00 ～ 12：00
○予女性 第 1・3火曜 13：00 ～ 17：00
DV 第 1～ 4月曜 9：00 ～ 12：00　※第1・3が祝日

の場合は水曜、第2・4が祝日の場合は火曜
住宅 第 2火曜 13：00 ～ 16：00
○予不動産 第 4月曜 13：00 ～ 16：00

外国籍市民生活 木曜 13：00 ～ 16：00 人権・市民相談課　☎○内271
月～金曜 10：00 ～ 16：00 ふじみの国際交流センター　☎ 049-269-6450

消費生活 月～金曜 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：30 消費生活センター　☎ 049-252-7181
○予マンション管理 第 2月曜 13：30 ～ 16：30   ※祝日の場合は翌日 建築指導課　☎○内418
○予耐震改修・リフォーム 第 3月曜 13：00 ～ 16：00 建築指導課　☎○内422
内職 水・金曜 10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 15：00 産業振興課　☎○内264
○予中小企業経営 月～金曜 9：00 ～ 16：00 富士見市商工会　☎ 049-251-7801

高齢者
（介護、権利擁護などの相談）

月～金曜 9：00 ～ 17：00
※右記高齢者あんしん相談センターは担当が住
所 ( 町会 ) ごとに分かれているため、市ホーム
ページなどをご覧ください。
※虐待通報など緊急の場合は時間外も受け付け
し、高齢者福祉課 ( ☎○内397) でも受け付けます。

むさしの　☎ 049-255-6320
ふじみ苑　☎ 049-293-1168
えぶりわん鶴瀬Nisi　☎ 049-293-8330
みずほ苑　☎ 049-256-7423
ひだまりの庭むさしの　☎ 049-268-5005

○予障がい者就労支援 月～金曜 8：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 障害者就労支援センター　☎○内322
○予こころの健康相談 第 4木曜 10：00 ～ ぱれっと 障がい福祉課  ☎○内323
児童相談 月～金曜 8：30 ～ 17：00 障がい福祉課  家庭児童相談室　☎○内336
教育 月～金曜 9：00 ～ 17：00

土曜 9：00 ～ 12：00 ( 電話相談のみ ) 教育相談室　☎ 049-253-5313
子どもに関する総合相談 月～金曜 8：30 ～ 17：00

子ども未来応援センター　☎ 049-252-3773○予子どものための養育費相談 第 3木曜 13：00 ～ 16：00 ※祝日の場合は第4木曜
○予学び直し相談窓口 第 4金曜 15：00 ～ 19：00  ※12 月は第 3金曜
乳幼児子育て（電話相談）月～金曜 8：30 ～ 17：00 健康増進センター　☎ 049-252-3771

子育て（電話相談） 月～金曜 10：00 ～ 16：00  ※未就学児対象 子育て支援センター　☎ 049-251-3005
各保育所（園）・認定保育園でも相談可。電話番号などは、市ホームページをご覧ください。面談は要予約

福祉全般に関すること
奇数月第 4火曜 11：00 ～ 14：00 ウエルシア富士見鶴馬店 富士見市社会福祉協議会

出張うさみんカフェ
☎ 049-254-0747偶数月第 4火曜 11：00 ～ 14：00 ウエルシア富士見鶴瀬東店

心配ごと相談 ( 福祉 )
月～金曜 9：00 ～ 17：00 富士見市社会福祉協議会　☎ 049-254-0747ボランティア

○予成年後見制度相談
生活困窮相談 月～金曜 8：30 ～ 17：00 生活サポートセンター☆ふじみ  ☎ 049-265-6200

02　ちょっとした手助けがつくる「あい」のあるまち
06　行政情報
　　 平成30年度まちづくり寄附金(ふるさと納税)の状況をお

知らせします／重症障がい児(者)等訪問型在宅レスパイ
トケア事業を始めます／国民健康保険・後期高齢者医
療からのお知らせ／避難行動要支援者登録制度のご案
内／スポーツジム・スタジオなどの料金改定　ほか

15　地域防犯ニュースひがしいるま
16　情報ステーション
　　 【ご案内】集団資源回収を始めてみませんか／幼稚園

等就園奨励費を支給します／Ｊアラートの訓練放送／
富士見特別支援学校 学校公開日・学校見学など　ほか

　　 【募集】富士見市空家等対策協議会委員／選挙事務従
事者

　　 【子育て】夏休み親子体験キャンプ／家庭学習応援事
業／おしゃべり☆ぷれいす　ほか

　　 【学ぶ】はじめての手話体験講座／若者の居場所活動
サポーター講習会／みんなで考える、公共施設マネジ
メント講演会　ほか

　　 【イベント】やなせ川いかだラリー／難波田城公園ま
つり／市民健康増進スポーツ大会(6～9月)　ほか

　　 【市民伝言板・くらしのリユース】
26　キラリ☆ふじみ
27　富士見シティリポート・市長コラム
28　 健康ガイド
30　月刊富士見オリパラ新聞
　　手話で楽しもう
31　無料相談
32　今月のFujimist
　　土曜開庁と業務時間延長
　　人口と世帯数

  －Contents－ 今月の主な内容

 今月の無料相談 ※○予…要予約
※相談日が年末年始・祝日の場合は除きます。富士見市役所　☎ 049-251-2711
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