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I n f o r m a t i o n

く  ら  し  の 情 報
人　口（令和４年１月１日現在）

火災・救急（令和３年12月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急１件（16件）
■（　）内は、令和３年１月からの累計です。

224件（2,525件）

飯能日高消防署内（飯能市小久保291）
日曜日・祝日 夜　間 問い合わせ

内科・
小児科

午前９時～11時30分
午後１時30分～３時30分

午後８時～
９時45分 ☎971－0177

歯　科 午前９時～11時30分 なし ☎973－4114

総数

男 女

54,852人（－15人）

27,258人（－9人） 27,594人（－6人）

世帯数 24,379世帯（－2世帯）

■（　）内は、前月比です。

　不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償・無償、
取引方法等は当人同士で決めていただきます。

★ゆずります
仏壇、折り畳みベッド、フェンダーミラー、たんす、ダイニン
グテーブル・イス、テーブル・長イス、エスプレッソマシン、
介護ベッド、仏教大辞典、座布団、冬用タイヤ（ホイール付き）、
学習机、ひな人形、ライティングデスク、芝刈機、発電機、エ
アロバイク、エレクトーン、植木鉢、空気清浄機、電気ヒータ
ー、草刈機（ハンマーナイフ）

★ゆずってください
制服（高麗川中男子）、制服（高根中女子・夏服）、ルーム
ランナー、洋楽ＣＤ

※交換の品物の情報は１月21日現在のものです。
※「ゆずります」への問い合わせは、毎月７日（土・日曜日の場
合は以後の平日）から受け付けます。
申し込み・問い合わせ
産業振興課商工観光担当

「ひだか市民情報ひろば」は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりは
ありませんので、内容は直接確認してください。
掲載方法　掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。
○イベントの掲載は１年度に４回、なかまを募集は１年度に１回までです。
○公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。
※市ホームページ内の「ひだか市民情報ひろば」にも情報を掲載できます。
ぜひご利用ください。� 問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

ひだか
市民情報ひろば

■ひだか市民文化祭　
　第10回立・工・展　第３回写真連盟展
　各種工芸作品・写真の力作を展示し
ます。心安らぐひとときをどうぞ。
日時　２月23日（祝）～27日（日）
　午前10時～午後５時
※初日は午後１時から、最終日は午後
３時までです。
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
問�い合わせ　日高市立体造形工芸連
盟・写真連盟
　岡野☎982－1079

■第４回「高麗郡中世歴史講演会」
テ�ーマ　「古代～中世の北東アジアの
風俗と日本ーズボンと袴、スカート
と裳、そして旗の展開ー」
日時　３月６日（日）
　�午後１時から受け付け、午後１時
30分～４時20分
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
人数　70人（申し込み順）
講�師　学習院女子大学・埼玉女子短期
大学等講師　菅原正子
費用　1,000円（資料代）
申�し込み　２月８日（火）午前10時以
降に、電話またはFAX、電子メール
で下記へ

問�い合わせ　高麗1300（日本高麗浪
漫学会）事務局
　山田☎978－7432　 �978-7452
　 �info@komagun.jp

なかまを募集なかまを募集
■こもれび句会
　日々感じたことを俳句で表現します。
上手下手関係なく和気あいあいと楽し
んでいます。
日時　第１水曜日（月１回）
　午後１時30分～３時30分
場所　高麗川南公民館
費用　500円（月額）
問�い合わせ　土屋☎989－1965

出かけて・参加してみませんか出かけて・参加してみませんか

ひ だ か
市民情報
ひ ろ ば

無 相料 談
相談種類 期日 時間 相談場所 予約 問い合わせ

法律相談 ２月18日（金） 午後１時～４時20分 生涯学習センター２階
２月7日
（月）から

総務課
人権推進・
市民活動担当
☎989－2111

３月３日（木） 市役所１階101会議室

女性相談 ２月24日（木）
３月10日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 ２月18日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

不要不動産相談 ２月18日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

人権相談 ２月18日（金） 午前10時～正午
午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

心配ごと相談
２月９日は精神保健福祉士に
よるこころの相談も行います

２月９日（水）
３月２日（水） 午前９時～正午

（面接相談）
総合福祉センター「高麗の郷」
（電話相談）☎985－9100

不要

日高市
社会福祉協議会
☎985－9100

法律相談
弁護士による相談（４人まで） ２月17日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」 必要

成年後見制度相談
司法書士・税理士・行政書士・
社会福祉士による無料相談
（３人まで）

２月16日（水） 午後１時～４時 総合福祉センター「高麗の郷」 必要

ひとり親家庭
ふらっと相談室 ２月15日（火） 午前10時～正午 市役所１階相談室 必要

子育て応援課
子育て応援担当
☎989－2111

ひとり親家庭
ハローワーク就労相談 ３月８日（火） 午前10時30分～午後０時30分 市役所１階相談室 必要

家庭児童相談
子育ての悩みや不安の相談
（性格、生活習慣、言語、非行、
虐待などの家庭内の問題）

月～金曜日
（祝日を除く） 午前９時～午後５時

（面接相談）市役所１階
　　　　　子育て応援課内
（電話相談）☎985－8118

不要

教育相談室 月～金曜日
（祝日を除く） 午前10時～午後５時

（面接相談）
生涯学習センター２階
（電話相談）☎989－7879

面接相談
のみ必要

教育センター
教育相談室
☎989－7879

労働相談 随時 午前10時～午後４時 市役所など（応相談） 必要 産業振興課
商工観光担当
☎989－2111

内職相談
内職に関する求職相談、
ハローワーク求人情報の提供

火曜日
（祝日を除く）

午前９時30分～正午
午後１時～４時 産業振興課 不要

消費生活相談
契約トラブル、多重債務など

月・火・水・金曜日
（祝日を除く）

午前10時～正午
午後１時～４時 市役所３階相談室 不要

消費生活
相談センター
（産業振興課内）

健康相談
乳幼児…身体測定、保育相談、
栄養相談（母子健康手帳持参）
成人…血圧測定、尿検査、健
康相談、栄養相談

第１～４水曜日 午前９時30分～11時30分 保健相談センター 不要 保健相談センター
健康支援担当
☎985－5122生活習慣病予防相談

血圧測定、尿検査、健康相談、
体脂肪測定、栄養相談など

３月８日（火）
　　　　25日（金） 午後（時間予約制） 保健相談センター 必要

※各
かくそうだん

相談の詳
しょうさい

細な内
ないよう

容は、市
し

ホームページまたは各
かくこうきょうしせつ

公共施設に置
お

いてある「日
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高市＜市
しみんそうだん

民相談＞のご案
あんない

内」をご覧
らん

ください。
※【For�foreigners】Saitama�Information�&�Support（SIS）�tel:048－833－3296�（Saitama�International�Association）

▶�電子申請は
　こちら

住民票の写し等のコンビニ交付サービスが始まりました

　住民票の写しなどの各種証明書をコンビニ等で取得できるサービスが１月17日から始まりました。
※コンビニ交付サービスを利用する場合、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの作成方法等、
詳しくは下記へお問い合わせください。
問い合わせ　市民課市民担当（１階②番窓口） コンビニ交付サービスについて

詳しくは市ホームページをご覧
ください。� ▶▶▶

よくある質問
�マイナンバーカードにロックがかかった
場合はどうしたらいいですか。

�市民課へマイナンバーカードと本人確認
ができるものをお持ちください。暗証番
号の初期化を行い、ロックが解除できます。

※出張所では取り扱っていません。

コンビニ交付サービスで印鑑登録証を利
用して、印鑑登録証明書を取得できますか。

�コンビニ交付サービスでは印鑑登録証を
利用できません。マイナンバーカードが
必要です。

※市役所市民課、出張所窓口で印鑑登録証明書
を取得する場合は、印鑑登録証が必要です。マ
イナンバーカードでは取得できません。

Q

A

�本籍地が日高市にない場合でも、コンビ
ニ交付サービスで戸籍事項証明を取得で
きますか。

�本籍地が日高市以外の場合、本籍地の市
区町村ごとに取り扱いが異なります。各
市区町村へお問い合わせください。

Q

A

Q

A

窓口とコンビニ交付サービスでは、証明
書取得の際、手数料に違いはありますか。

コンビニ交付サービスでの手数料は窓口
での手数料と同額です。

※日高市手数料条例により手数料免除を受ける
場合は、市民課または各出張所窓口をご利用く
ださい。

Q

A

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市役所窓口での混雑を防ぐため、ぜひご利用ください。
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