
市役所本庁舎
☎ 22-1111　FAX 22-3319

内　　　容 日時・日程 場　　　所 申込み・問合せ

人権相談・女性相談

2/10㈭
13:15～16:15

久喜総合文化会館
会議室

人権推進課人権推進係
（内線2326）

2/16㈬
13:30～15:30

菖蒲総合支所 ２階
会議室

菖蒲総合支所総務管理課
☎85‒1111（内線216）

2/17㈭
13:30～15:30

栗橋文化会館
会議室

栗橋総合支所総務管理課
☎53‒1111（内線323）

2/28㈪
9:30～11:30

鷲宮総合支所 ３階
会議室

鷲宮総合支所総務管理課
☎58‒1111（内線115）

女性の悩み（カウンセリン
グ）相談【要予約】
※ 状況により、中止または電話
相談に変更する場合あり

2/18㈮
13:00～17:00

公文書館 ２階
会議室 人権推進課男女共同参画係

（内線2325）3/4㈮
13:00～17:00

市役所 ４階
相談室３

法律相談
【要予約】１カ月前から
（１カ月前が土・日曜日、
祝日にあたる場合は翌日の
平日から）
※ オンラインでの相談も可能
です。ご予約時にお申し出
ください。

3/10㈭
13:30～16:30 鷲宮総合支所 ４階 控室

市民生活課
市民生活・防犯係
（内線2629）

3/22㈫
13:30～16:30

公文書館 １階 相談室
栗橋総合支所 ２階 第４会議室

4/1㈮
13:30～16:30

市役所 ４階 第８会議室
菖蒲総合支所 ４階 第３集会室

行政相談
（国などの行政サービスへの
意見・要望に関すること）

2/15㈫
9:30～12:00

栗橋総合支所 ２階 第４会議室
市民生活課
市民生活・防犯係
（内線2629）

鷲宮総合支所 ４階 408会議室

2/15㈫
13:30～16:00

公文書館 １階 相談室
菖蒲総合支所 ４階 第３集会室

消費生活相談
毎週月～金曜日（祝日を除く）
10:00～12:00／13:00～16:00

（受付は15:30まで）

市役所３階消費生活センター
※ 相談員不在の場合もありますので
事前にお問い合わせください。

消費生活センター　☎22‒3925
※ 相談時間外は、市民生活課市民生
活・防犯係（内線2629）

物忘れ相談
【要予約】3/11㈮まで
※定員４人、治療中の方は除く

3/15㈫
9:00～10:00／10:30～11:30

鷲宮公民館
会議室１・小会議室

鷲宮地域包括支援センター　
☎58‒9131

年金相談
【要予約】

2/16㈬
9:00～12:00／13:00～15:00

市役所４階
第８会議室

市民課（総合窓口）市民・パスポ
ート係（内線2665）

障がい者相談
身体・知的
障がい

毎週月～土曜日（第４土曜日・年末
年始を除く）　9:00～18:00

障がい者生活支援センター　きらら（ふれあいセンター久喜内）
☎26‒4866

精神障がい 毎週火～土曜日（年末年始を除く）
9:30～17:30 障がい者生活支援センター　ベルベール　☎25‒2755

生活困窮者自立支援相談
※ 緊急の場合を除き、来所の
際はお問い合わせください。

毎週月～金曜日（祝日を除く）
8:30～17:15

久喜市社会福祉協議会
（ふれあいセンター久喜内）

久喜市社会福祉協議会
☎23‒2526

住宅耐震相談
（木造２階建て以下に限る）

毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～12:00／13:00～17:00

市役所第二庁舎１階
建築審査課

建築審査課企画指導係
（内線4695）

内職相談（あっせん） 毎週火・金曜日（祝日を除く）
10:00～12:00／13:00～16:00 市役所 ４階 第８会議室 久喜ブランド推進課商工労働係

☎85‒1111（内線134）
家庭児童相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日を除く）

9:00～16:00 市役所 １階 子ども未来課 子ども未来課子ども・青少年係
（内線3288）

子育て相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:30

地域子育て支援センター
ぽかぽか／くぷる／すまいる

地域子育て支援センター
ぽかぽか　☎21‒8596
くぷる　　☎55‒1147
すまいる　☎59‒7510

児童相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日・休館日を除く）
9:00～16:00 児童センター／鷲宮児童館 児童センター　☎21‒8181

鷲宮児童館　　☎58‒7054

育児相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:00

各市立保育園   さくら☎21-0787／すみれ☎21-0120／ひまわり☎22-8246
あおば☎22-2566／中央☎23-6030／中央分園☎21-7870

火災・救急統計速報　12月　※(　)内は令和3年の累計
建　物 ３（26） 急　病 433 （4,565）

車両・船舶 １（ ８） 交　通 53（   471）
その他 ２（16） その他 217（2,149）
火災件数 ６（50） 救急件数 703（7,185）

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認して
ください。また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

交通事故発生状況　12月　※(　)内は令和3年の累計
人　身　事　故 物損事故

件数 死者数 重傷者数 軽傷者数 件数
47

（375）
０

（３）
９

（46）
50

（383）
341

（3,175）
※上記は速報数値のため後日変更になる場合があります。
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