
市役所1階　市民相談窓口で受け付ける相談 問市長公室市民相談係（☎042-514-8094）

法律相談（多
重債務含む）

4日㈪・25日㈪午後1時30分～4時
5日㈫・12日㈫・19日㈫午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。月曜日から次週分を予約受け付け。
8月1日㈪・2日㈫は7月25日㈪から予約を

土曜法律相談 16日㈯午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。4日㈪から予約を

不動産相談 20日㈬午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

交通事故相談 8日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

税務相談 27日㈬午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

登記相談 7日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

行政相談 1日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

1日㈮・21日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

年金・社会保
険・労務相談

15日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

※ 市政に対する一般相談は毎週月曜～金曜日（祝日を除く）の午前8時30
分～午後5時15分に受け付け。予約などの受け付けは電話で午前8時
30分から（先着順）

いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

市長相談

26日㈫午前9時30分～11時30分※日程変更・中止の
場合あり。相談時間30分
場日野宿交流館
申 7日㈭までに電話※土曜・日曜日を除く。事前に
相談内容を詳しくお伺いします
問市長公室市民相談係（☎042-514-8094）

子どもの虐待
相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問虐待相談電話（☎042-599-5454）

妊婦・乳幼児
健康相談
（8月実施分も
掲載）

さかえまち児童館
7月4日㈪午前
まんがんじ児童館
7月8日㈮午前
みさわ児童館
7月11日㈪午前
生活・保健センター
8月26日㈮午前
申時間予約制。希望する会場に来所または電話（詳
細は市HP参照）※定員あり
問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

子ども家庭
総合相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問同センター（☎042-599-6670）

創業相談
PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1～第4水曜日午後1時～5時※電話予約制。相談時
間1時間
問産業振興課（☎042-514-8442）

消費生活相談
生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前9時30分～正午、午後1時～4時
問消費生活センター（☎042-581-3556）

福祉オンブズ
パーソン苦情
相談

市役所1階市民相談室など
8日㈮･22日㈮午後2時15分～4時30分､ 12日㈫･26日㈫
午前9時15分～11時30分※いずれも事前予約制
問福祉政策課福祉オンブズパーソン担当（☎042-514-8469）

子育て相談

地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」
月曜日を除く毎日午前9時30分～午後5時 ☎042-589-1262
地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
火曜日を除く毎日午前9時30分～午後4時30分 ☎042-586-1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-586-1184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-585-8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-592-6888

健康相談・生
活習慣病予防
食生活相談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時（電話予約）
問健康課（☎042-581-4111）

人権身の上相
談（子どもの
相談含む）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
14日㈭午前9時30分～午後4時、28日㈭午後1時30分～
4時※相談時間40分。相談日前日午後5時までに予約を
問平和と人権課（☎042-584-2733 FAX 042-584-2748）

ひとり親家庭
相談

市役所2階セーフティネットコールセンター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分（原則予約
制）問セーフティネットコールセンター（☎042-514-8546）

女性相談

男女平等推進センター（多摩平の森ふれあい館）
毎月第1～第4火曜日午後6時～9時、毎月第1～第4水
曜日午前9時45分～午後4時、毎月第1金曜日午後1時
30分～4時30分※予約制（電話・ファクス・窓口）。
どなたでも可。手話・保育あり（10日前までに予約）
問平和と人権課（☎042-587-8177 FAX 042-584-2748）

外国人相談

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
毎週月曜～金曜午前8時45分～午後5時
窓口、電話、メール、Zoomで対応※Zoomは事
前予約を問平和と人権課（☎042-843-4044 heiwa
@city.hino.lg.jp）

にじいろ相談
（多様な性の
相談）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
毎月第3金曜日午後1時30分～4時30分（要予約）問平
和と人権課（☎042-587-8177 FAX 042-584-2748）

発達・教育
相談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時、第4日曜日午
前9時～午後5時
☎042-589-8877（総合受付）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-514-8028（子どものこころ電話相談）

障害を理由と
する差別に関
する相談

障害福祉課
月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分
☎042-514-8991 FAX 042-583-0294
エール（発達・教育支援センター）
月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-589-8877 FAX 042-514-8740
自立生活センター日野
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-594-7401 FAX 042-594-7402
地域生活支援センターゆうき
月曜～金曜日午前9時30分～午後5時30分
☎042-591-6321 FAX 042-599-7203
やまばと
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-582-3400 FAX 042-582-3302

民間賃貸住宅
（アパートな
ど）入居相談

日毎週木曜日午後1時～5時場市役所会議室（電話相
談可）※電話予約制（各日先着4組）申日野市社会福
祉協議会（☎050-3537-5765）問都市計画課（☎042-
514-8371）

【事業者向け】
中小企業診断
士個別相談

日土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～正午と午後
1時～5時※1人1時間場日野市商工会館（多摩平）内
経営・補助金申請など申電話※事前申込制問日野
市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
社会保険労務
士個別相談

日申し込み後に調整場日野市商工会館（多摩平）内
雇用調整助成金・労働関係など申電話※事前申込
制問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
弁護士による
経営相談

日申し込み後に調整場日野市商工会館（多摩平）内
債権回収など申電話※事前申込制問日野市商工会
（☎042-581-3666）

【事業者向け】
事業承継個別
相談

日毎月第3火曜日午後1時30分～3時と午後3時～4時
30分場 PlanT（多摩平の森産業連携センター）申 1週
間前までに電話問産業振興課（☎042-514-8134）

7月の市民相談

■全員女性スタッフによる乳がん集団検診
日 9月10日㈯、11月12日㈯・13日㈰、令和5年1月15日㈰※いず
れも時間指定不可場生活・保健センター内問診・視触診および
マンモグラフィ検査（乳房X線検査）対昭和58年4月1日以前に
生まれ（40歳以上）の女性市民のうち、令和4年4月2日～5年4月
1日に、偶数年齢になる方、無料クーポン券対象者、または前
年度未受診の方※妊娠中およびその可能性のある方、授乳中
の方、断乳後半年経過してない方、豊胸手術をした方、心臓
ペースメーカーを装着している方、自力で10分程度立てない
方などは受診不可定申込制で各日先着50人￥ 1,500円※次の方
は必要書類の提出で無料受診可①生活保護受給者（受給証明
書）②中国残留邦人等支援給付受給世帯（受給証明書）③今年度
40歳を迎える方（昭和57年4月2日～58年4月1日生まれの方、保
険証提示）④無料クーポン券対象者（無料クーポン券・保険証提
示）他 11月12日以外は6カ月～未就学児の保育あり（午前中）※
定員あり申クレモナ会検診予約センター（☎0120-973-493※平
日午前9時30分～午後5時（正午～午後1時を除く）へ電話

■骨粗しょう症検査
日 9月9日㈮・10日㈯・16日㈮※いずれも時間指定不可
場生活・保健センター内骨量測定、健康相談対令和
4年4月2日～5年4月1日に40・45・50・55・60・65・70歳
の誕生日を迎える女性市民※骨粗しょう症で治療中
の方を除く定申込制で300人※申込多数の場合は抽
選￥無料他 9月10日は6カ月から未就学児の保育あり
（午前中）※定員あり申 7月11日㈪（消印有効）までに〒
191-0011日野本町1-6-2生活・保健センター健康課骨
粗しょう症検査担当へ はがき（一人一通）、電子申請、
健康課窓口で。検査名、住所、氏名（フリガナ）、性別、
年齢、生年月日、電話番号、希望日（第2希望まで）、
乳がん検診と同日受診を希望する方は9月10日㈯乳が
ん検診の申し込みをした上、その旨を記入。保育希
望の方はお子さまの月齢・年齢を記入

乳がん検診 1003835ID

骨粗しょう症検査 1011696ID

問健康課（☎042-581-4111）

9月10日㈯限定  乳がん検診・骨粗しょう症検査同日開催

休日診療医

回心堂第二病院
（内科）
万願寺2-34-3
☎042-584-0099
駐車場：15台

多摩平小児科
（小児科）
多摩平7-6-3
☎042-584-6002
駐車場:6台

おおしろクリニック
（内・外・小児・小児外・泌科）
神明3-6-16 
アメニティ明和館
☎042-589-6780
駐車場：15台

関根クリニック
（内・呼・循・皮科）
多摩平3-12-3 
クレセントハイツ
1階
☎042-843-2383
駐車場:5台

もぐさ園三沢台診療所
（小児・内・外科）
三沢2-12-13
☎042-592-0466
駐車場：3台

牛尾医院
（小児・内科）
平山6-5-13
☎042-591-2001
駐車場：5台

森久保クリニック
（内科）
高幡328 森久保
医療モール101
☎042-594-6778
駐車場:35台

石川クリニック
（内科・小児科）
高幡6-3
☎042-593-8113
駐車場：2台

みぞべこどもクリニック
（小児科）
高幡507-4 
リーデンススクエア
高幡不動116
☎042-592-2311
駐車場：15台

いしかわ内科医院
（内・循内科）
豊田4-34-7 
オーチャード1階
☎042-589-2244
駐車場:7台

7月3日㈰

7月18日㈷ 7月24日㈰ 7月31日㈰

7月10日㈰ 7月17日㈰

受診前に必ず医療機関へ電話連絡を
診療時間 午前9時～正午、午後1時～5時1006854ID
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※混雑状況により診療までお待ちいただくことや、午後の診療時間が変更になる場合があります。
　また駐車スペースも限られています。ご了承ください

▲骨粗しょう症▲乳がん

にしくぼクリニック
（外・胃・内科）
石田2-9-21
☎042-589-3532
駐車場：13台

高品クリニック
（内科）
日野本町1-12-13
☎042-583-7822
駐車場：5台
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