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発達相談
子どもの発達の心配や育児の悩み

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 8：30〜12：00
13：00〜17：00

運動発達訓練・相談　
運動機能の発達に不安や課題のある乳幼児の個別
訓練・相談（小・中学生も対象）
言語発達訓練・相談　
言葉の発達に不安や課題のある幼児の個別訓練・
相談（おおむね 3歳〜未就学児）
ところ 発達支援相談センター（本町 4–13–1 上尾保育所 2階）　
問 776-6166　 776-6127 メ－ル s172500＠city.ageo.lg.jp

就学相談　
障害のある、または発達に不安のある幼児・児童・
生徒の就学

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜17：00
（予約受け付けは
16：30 まで）

教育相談　
不登校、子どもの性格・行動、知的発達、言葉に
ついて、学業など（電話・来所いずれも可）
ところ 教育センター（市役所別館〈青少年センター〉1階）　
問 776–7600　 776–7604

国民年金相談
※相談内容によっては年金事務所へ案内すること
もあります。

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 9：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 保険年金課（市役所1階）
問 775–5137　 775–9827 メ－ル s205500＠city.ageo.lg.jp

一般職業相談
若年者から高齢者までの職業相談・紹介、求人の
受理、求人情報の提供など

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 9：00〜17：00

ところ ふるさとハローワーク
（JR上尾駅東口プラザ館4階ワークプラザあげお）

問 773–3500

内職相談
内職の相談・紹介、求人の受理、就業情報の提供
など

11日㈷を除く毎週㈫㈭㈮
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 内職相談室（JR上尾駅東口プラザ館5階ワークプラザあげお）
問 773–3200

子育て・ひきこもり相談　
①子育て相談（子育て全般、子どもの発達、虐待など）
②ひきこもり相談（ニート、ひきこもり、不登校など）

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00
（1回の相談は50分）

ところ 子ども家庭総合支援センター（市役所5階）
問 783-4964　 774-5342 メ－ル s172100＠city.ageo.lg.jp

家庭児童相談
18歳未満の子どもについての相談

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 子ども家庭総合支援センター（市役所5階）
問家庭児童相談室　 776-6164　 774-5342 メ－ル s172100＠city.ageo.lg.jp

心配ごと相談　
家庭内の悩み事、社会的な問題、介護など

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 9：00〜12：00
13：00〜17：00

ところ 社会福祉協議会（総合福祉センター内）
問 773-7155　 772-8647

いじめ相談
いじめに関する相談（電話）

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
10：00〜17：00

子ども・いじめホットライン・ホットメール
0120–556–290（フリーダイヤル）
556soudan＠ city.ageo.lg.jp

少年相談
青少年の悩み事（家庭・学校での問題、交友関係、
非行など）の相談

㈬㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 9：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ
少年愛護センター（市役所別館〈青少年センター〉2階）

0800–800–4188（フリーダイヤル）
048–775–8718（携帯電話） 

問 775–1444　 776–2117 メ－ル s106000＠city.ageo.lg.jp

市民相談
相続、離婚相談など

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 8：30〜12：00
13：00〜17：00

弁護士相談　
相続、離婚、契約、交通事故、調停・訴訟手続き
など

10日㈬、19日㈮、24日㈬
10：00〜12：00
13：00〜15：00
（1回の相談は25分）

司法書士相談　
相続、遺言、離婚、不動産、会社の登記、少額の
民事裁判、債務整理、成年後見手続きなど

4日㈭ 
13：00〜15：30
（1回の相談は30分）

税理士相談　
相続、贈与、所得税、その他税金問題全般

3日㈬
10：00〜15：00
（1回の相談は35分）

行政書士相談　
相続、遺言、贈与、離婚協議、農地転用、建設・運
送業許可申請、成年後見・会社設立の手続きなど

23日㈫
13：00〜16：00
（1回の相談は30分）

不動産相談　
不動産の売買・賃貸など

2日㈫
13：00〜16：00
（1回の相談は25分）

行政相談
国の行政事務についての要望や苦情

2日㈫
10：00〜12：00

住宅増改築・修繕相談
住宅の増改築・修繕

12日㈮
13：00〜15：00

土地家屋調査士相談　
土地境界調査・測量・分筆・合筆
地目変更や建物の表示に関する登記など

9日㈫
13：00〜15：30
（1回の相談は30分）

ところ
市民相談室（市役所第三別館 1階）　
※事前予約は、各相談日の 1 カ月前から受け付けます。受け付け開始日が、
㈯㈰㈷などに当たる場合はその直前の平日になります。

問 775–4643　 775-0007 メ－ル s53000＠city.ageo.lg.jp

女性のための相談　
自分自身の生き方、夫や家族との関係、夫や恋人
からの暴力などで悩んでいる女性のための相談

毎週㈬
10：00〜12：00
13：00〜16：00
（1回の相談は50分）

女性のための法律相談　
離婚、夫や恋人からの暴力など法律の問題で悩ん
でいる女性のための女性弁護士による法律相談

16日㈫
13：00〜16：00
（1回の相談は30分）

DV電話相談
配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）
に関する相談（性別不問）

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 男女共同参画推進センター（市役所第三別館 1階）　
問 778-5110　 778-5112 メ－ル s209500＠city.ageo.lg.jp

暴力追放相談　
暴力団対策の相談

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
 8：30〜12：00
13：00〜17：00

ところ 交通防犯課（市役所 4階）　

問 775-5138　 775-9927 メ－ル s209000＠city.ageo.lg.jp

人権相談
差別、いじめ、ハラスメント、女性・子ども・性
的少数者（LGBT）などの人権問題

24日㈬
10：00〜12：00
13：00〜15：00

ところ 市役所 7 階大会議室
問人権男女共同参画課　 775-5117　 778-5112 メ－ル s209500＠city.ageo.lg.jp
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消費生活相談（事業者は除く）
架空請求（メール・郵送）、クーリング・オフ、契
約トラブルなどの消費生活について個人の相談、
多重債務相談

㈯㈰、11日㈷を除く毎日
10：00〜12：00
13：00〜16：00

ところ 消費生活センター（市役所別館〈青少年センター〉2階）
775–0801（相談専用電話）

問 775-0800　 776-4600 メ－ル s252000＠city.ageo.lg.jp

外国語情報コーナー
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Exemption from Paying National Pen-
sion Premiums 
People whose income has decreased 
due to the Covid-19 pandemic may be 
exempted or granted a respite from 
paying the national pension premiums if 
they apply. For: People who satisfy the 
following two requirements: ① Income 
has decreased since February 2020 due 
to the Covid-19 pandemic. ② The esti-
mated amount of income for the period 
from February 2020 through December 
2022 is below a specified amount. Appli-
cable period: From 2 years and 1 month 
prior to your application date up to 
June, 2023. To apply, please bring your 
ID, Pension Book or Basic Pension Num-
ber Notice, and documents which verify 
the estimated amount of your income, 
to Hoken-nenkin-ka (1F of City Hall) or 
Omiya Pension Office. → Hoken-nen-
kin-ka Tel 775-5137 / Fax 775-9827, 
Omiya Pension Office Tel 652-3399
Exemption from Paying National 
Health Insurance Premiums 
Households whose main breadwin-
ners’ income has decreased due to the 
Covid-19 pandemic may be exempted 
from paying the national health insur-
ance premiums. Application forms are 
available at Hoken-nenkin-ka (down-
loadable from the city website as well). 
To apply, please fill out the application 
form and send it along with required 
documents to Hoken-nenkin-ka (〒362-
8501 Honcho 3-1-1). ＊Tax return for the 
year 2021 needs to be filed in order to 
apply for the exemption. If you have not 
filed your tax return, you’re required to 
do so. → Hoken-nenkin-ka Tel 782-6471 
/ Fax 775-9827 
For more information 
Please contact Shimin-kyodo-suishin-ka 
(in English or Japanese) at 775-4597 
(Fax 775-0007) or “Hello Corner” 
(counseling service for non-Japanese 
residents in English) held on the 1st, 2nd, 
3rd, and 5th Mondays, as well as the 4th 
Saturday of every month, 9:00 a.m.～
noon. Hello Corner publishes a monthly 
newsletter called “Hello Corner News” 
to inform non-Japanese residents of 
events in Ageo and tips on living in the 
city. It is posted on Ageo City website. 

Isenção do prêmio do seguro previ-
denciário nacional
Para os segurados que, em decorrên-
cia da contaminação do coronavírus 
tenham tido queda em sua renda, será 
possível fazer pedido de isenção ou 
postergação da contribuição do Siste-
ma Nacional de Pensão.  Pessoas alvo:  
aquelas que se enquadram nas seguintes 
duas condições.
① após fevereiro de 2020 tenham tido 
queda em sua renda, devido a influên-
cia da doença infecciosa. ② a renda de 
fevereiro de 2020 a dezembro de 2022, 
for  menor que a renda determinada de 
uma certa quantia.  Período alvo para 
o pedido:  de 2 anos e 30 dias até jun-
ho de 2023 na época do requerimento.  

English� 英語

Português� ポルトガル語

Para fazer o requerimento é necessário:  
documento de identidade do reque-
rente, caderneta pensão aposentadoria 
ou aviso de número básico de pensão e 
documento que comprove conteúdo da 
renda esperada e encaminhar para Di-
visão de Seguros e Previdência (prefeitu-
ra de Ageo, térreo) ou para o Escritório 
de Pensão de Omiya.
→ HOKEN NENKIN KA Tel 775-5137 / 
Fax 775-9827   Escritório de Pensão de 
Omiya Tel 652-3399
Redução do Imposto Seguro Nacional 
de Saúde 
Representantes que fazem sustento de 
suas famílias, inscritos no seguro nacio-
nal de saúde e que sofreram redução de 
renda devido efeitos da contaminação 
do coronavírus, poderão ser alvos da 
redução do imposto do seguro  nacio-
nal de saúde.  Preencher formulário de 
requerimento disponível na Seção de 
Seguro e Aposentadoria (ou também fa-
zendo download através do homepage 
da prefeitura) anexando documentos 
necessários e enviar para a Divisão de 
Seguros e Pensões (〒362-8501 Honcho 
3-1-1).   Para pedir este benefício, é 
necessário que o requerente tenha re-
alização sua declaração de imposto de 
renda ano base 2021.  Providenciar a 
declaração antes de fazer o requerimen-
to. 
→ HOKEN NENKIN KA
Tel 782-6471 / Fax 775-9827
Para maiores informações
Favor contactar Shimin-kyodo-suish-
in-Ka (inglês/japonês) Tel 775-4597 
/ Fax 775-0007 ou a Ḧello Corner̈  
(balcão de atendimento para residentes 
estrangeiros em português).  Consultas 
na 1ª, 2ª, 3ª e 5ª segunda-feira e quarto 
sábado de cada mês, de 13h00～16h00.  
A Hello Corner também publica men-
salmente o informativo Ḧello Corner 
News̈  em língua estrangeira onde 
poderão ser encontrados informações 
gerais do cotidiano e eventos de nos-
sa cidade.  Ver o site da prefeitura de 
Ageo.
Español� スペイン語

Exención de la prima de la Pensión de 
Jubilación
Si la renta (el sueldo) baja por la 
COVID-19, se podría solicitar la exen-
ción o el aplazamiento de pago de la 
prima de la Pensión de Jubilación. Hay 
dos requisitos que cumplir: ① Haber 
descendido el ingreso después del febre-
ro, 2020 por causa de la COVID-19. ② 
El monto de ingreso total estimado de 
entre febrero de 2020 y diciembre de 
2022 es inferior a un monto determina-
do. Periodo de exención o aplazamiento: 
Desde la cuota para el mes de dos años 
y un mes anterior al día en que se pre-
senta la solicitud hasta la cuota para 
junio, 2023. Solicitud: Los interesados 
deberán presentarse a Hokennenkin-ka 
(Ayuntamiento de Ageo, 1er piso) o a 
la Oficina de Pensiones en Omiya, con 
documento de identidad, Cuaderno de 
Pensión o Notificación de Número Bási-
co de Pensión y documento que muestre 
el ingreso estimado. → Hoken-nenkin-ka 

Tel 775-5137 / Fax 775-9827; Oficina de 
Pensiones en Omiya Tel 652-3399
Exención parcial o total del seguro na-
cional de salud
Si el ingreso del principal proveedor 
de ingresos familiares queda mimado 
debido a la Covid-19, sería posible que 
bajara la cuota del seguro nacional de 
salud. Los interesados deberán mandar 
por correo postal la hoja de solicitud 
que está en Hoken-nenkin-ka o que se 
puede descargar en la página web del 
Ayuntamiento de Ageo, junto con otros 
documentos necesarios a Hoken-nen-
kin-ka (Honcho 3-1-1, C.P. 362-8501). ＊
Tengan en cuenta que para este trámite, 
se requiere que los solicitantes hayan 
hecho la declaración jurada del impues-
to sobre la renta para el año 2021. Si no 
la han hecho todavía, por favor, primero 
hágala en la Oficina de Impuestos.
 → Hoken-nenkin-ka Tel 782-6471 / Fax 
775-9827
Para más información
Sírvanse ponerse en contacto con 
Shiminkyodosuishin-Ka en japonés o en 
inglés (Tel 775-4597 / Fax 775-0007) 
o con "Hello Corner" (servicio de con-
sulta para los residentes extranjeros en 
español) que tiene lugar el 1er, 2º, 3er 
y 5º lunes y también el 4º sábado de 
cada mes, de 9 a 16 horas (de 12 a 13 
horas descanso). Hello Corner publica el 
boletín mensual "Hello Corner News" en 
español para los residentes extranjeros 
con el cual podrán obtener informa-
ciones varias tales como eventos, infor-
maciones útiles para la vida cotidiana. 
Se pone en la página web de la Ciudad 
de Ageo.

国民年金保险费免除
在新型冠状病毒感染症的影响下，减少收入
的人申请后有减免・缓纳保险费的可能性。对
象：符合以下2个条件的人。① 在2020年2月以
后感染症的影响下，减少收入。② 预定2020年
2月～2022年12月的所得金额未达到一定标准
金额。申请对象期间：申请日的2年1个月以前～
2023年6月份。请带可以确认本人的文件，年金
手册或基础年金号码通知书，可以明确所得
额的文件到保险年金课（市役所1楼）或大宫
年金事务所申请。
→ 保险年金课　Tel 775-5137 / Fax 775-9827　
大宫年金事务所　Tel 652-3399
国民健康保险税减免
在新型冠状病毒感染症的影响下，如果家中
主要维持生计的人减少收入，有减免国民健
康保险税的可能性。在保险年金课备有的申
请书（也可以从市官方主页下载・印刷）上填
写必要事项后附上所需文件邮寄保险年金课
(〒362-8501本町3-1-1)。＊申请减免时必须先办
完2021年份的所得税确定申报。还没有办手续
的人，请先完成所得税的确定申报后再行申
请。
→ 保险年金课　Tel 782-6471 / Fax 775-9827
详细情况请在以下机关询问
市民协动推进课　电话775-4597(英语或日语) 
传真 775-0007或外语咨询服务。第一・二・三・
五周的星期一及第四周的星期六,下午1点～4
点(汉语)。

「你好消息」(Hello Corner News)是上尾市外语
咨询服务每月为外籍市民发行的月报。向您介
绍在市内举行的各种活动及有关生活信息。

「你好消息」还登载在上尾市网页上,您可以随
时阅读。

中文� 中国語

　今月は「新型コロナ感染症に伴う国民年金保険料の免除」と「新型コロナ感染症に伴う国民健
康保険税の減免」(10ページ参照)です。　※タイトル・内容は一部要約しています。　※外
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