
1 月 くらしのカレンダー
IDは、HPで検索する際の「記事IDでさがす」のID番号です。

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、延期・
中止する場合がありますので、詳しくは問い合わせ
てください。

消費生活ニュース!
〜こんなことにご注意を〜
ネットバンキングを悪用した

還付金詐欺に注意

市民環境課　消費生活相談窓口　℡22-6828

乳幼児健診 子育て支援課　℡22-6839　ID14595
6・7か月児健康教室
27日（金）対象 令和4年6・7月生 受付 9：30～9：45
10・11か月児健診
25日（水）対象 令和4年2･3月生 受付 13：00～13：30
1歳6か月児健診
18日（水）対象 令和3年6月生 受付 12：45～13：15
3歳児健診
11日（水）対象 令和元年12月生 受付 12：45～13：15
※乳幼児健診などの場所は、ふれあいセンターです。

人権相談（電話相談可）� 福祉課　℡22-6837　ID1647
11日（水） 13：00～15：00 市役所　市民相談室

精神保健福祉相談会　ききょうの会� 福祉課　℡22-6837
ID1492

4日（水）
17日（火）
24日（火）

13：30～15：00 市役所　303会議室

結婚相談　山県市マリッジサポートセンター� ℡22-3354
ID4176

6日（金）
21日（土）
22日（日）

10：00～14：00
高富中央公民館2階

11日（水）
25日（水） 19：00～21：00

弁護士相談� 市民環境課　℡22-6828　ID1017
12日（木） 13：00～14：30 市役所　市民相談室
※相談者多数の場合は、時間内でもお断りする場合があります。
※多重債務関係も弁護士相談で受け付けます。

乳幼児相談（要予約）
31日（火） 10：00～11：00 ふれあいセンター

妊婦歯科健診（要予約）
17日（火） 13：30～15：00 ふれあいセンター

はみがきけんしん（フッ化物塗布）
17日（火） 受付13：00～13：45 ふれあいセンター

休日診療医療機関
（診療時間　9：00～13：00、16：00～19：00）

健康介護課　℡22-6838　ID33427
2日（月）あらいクリニック� 高富 ℡23-1188
3日（火）石田内科� 岐阜市福富出口 ℡058-229-5530
8日（日）遠渡内科� 東深瀬 ℡27-2888
9日（祝）大前医院� 岐阜市太郎丸新屋敷 ℡058-229-3131
15日（日）加藤医院� 岐阜市向加野 ℡058-243-1114
22日（日）てらしま整形外科� 東深瀬 ℡27-0287
29日（日）早川胃腸科外科クリニック�岩佐 ℡52-1212

休日診療当番薬局
（営業時間　9：00～13：00、16：00～19：00）
2日（月）ペンギン薬局� 高富 ℡23-0323
8日（日）ふかせ調剤薬局� 東深瀬 ℡23-0355
9日（祝）平成調剤薬局太郎丸店 岐阜市太郎丸新屋敷 ℡058-229-6120
15日（日）大洞薬局 加野店 岐阜市向加野 ℡058-213-7312
22日（日）しょうなん調剤薬局�山県店� 東深瀬 ℡22-6705

※院外処方の薬局のみ掲載しています。

　市役所職員を名乗る男性から「健康保険料の払い戻
しが約3万円ある」と電話があり、払い戻しをしてもら
うことにした。その後、払い戻し先の口座がある金融
機関を名乗った電話があり、暗証番号を聞かれた。教
えたくなかったが「キャッシュカードや通帳がそちらに
あるので大丈夫」と言われ、伝えてしまった。不安に
なり、その金融機関に確認すると、勝手にインターネッ
トバンキングの申し込みがされていた。（60歳代男性）
　還付金詐欺はこれまでATMで振り込ませる手口が
主でしたが、ネットバンキングを悪用した還付金詐欺
の相談が寄せられています。役所などの公的機関をか
たり「保険料の還付がある」などと電話し、還付金を受
け取るためと言って銀行口座の番号や暗証番号などを
聞き出し、本人に成り済ましてインターネットバンキ
ングの利用を申し込み、預金を他の口座に不正に送金
する手口です。
　公的機関や金融機関などが、口座番号や暗証番号な
どを聞き出すことはありません。絶対に教えず、すぐ
に電話を切ってください。

　お金が返ってくるという電話は、詐欺
の可能性があります。すぐに最寄りの警
察やお住まいの自治体の消費生活セン
ターなどに相談してください。
（警察相談専用電話＃9110、消費者ホッ
トライン188）。
（見守り新鮮情報第436号　独立行政法人国民生活センター）

行政相談（電話相談可） 市民環境課　℡22-6828� ID1643

18日（水） 10：00～正午 伊自良コミュニティセンター1階　相談室
美山中央公民館2階　視聴覚室

心の相談（2日前までに要予約）� 健康介護課　℡22-6838
ID1644

26日（木） 14：00～15：00 ふれあいセンター

見守るくん

「お金が返ってくる」
は詐欺！
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1月のごみ収集日
市民環境課 ℡22-6828　ID高富31203、伊自良31207、美山31208
不燃ごみ・粗大ごみ受付センター　℡23-0108

ご結婚おめでとう

戸籍の窓 11月届け出分
この欄は、山県市役所または支所
の窓口で届け出がされた、本市に
住民登録がある人のうち、広報紙
への掲載に同意された人について
掲載しています。（敬称略）

市民環境課　℡22-6829

（令和4年12月1日現在）

総人口

男

女

世帯数

25,616人
12,485人
13,131人
10,884戸

（－45人）

（－16人）

（－29人）

（－  7戸）

人口の動き

「マイナンバー（個人番号）カード」交付のお知らせが届いた
人は、必要書類を持参のうえ来庁してください。▲

必要なもの　交付通知書・通知カード・運転免許証・旅券、
住基カードなど官公署発行の顔写真のついた書類1点、また
は健康保険証・年金証書などの書類2点▲

マイナンバー受付　9：00～16：00
※休日窓口は混雑しますので平日の利用をおすすめします。
※ポイント手続きは平日のみです。

表記できない文字がありますので、ご了承ください。

赤ちゃん誕生

（ （
（

おくやみ

有害ごみ（各支所・出張所）収集日　
収集区域 出せる有害ごみ 収集日 収集時間 収集場所

市内全域 電池・蛍光管・
電球

19日
20日

8：30～
17：00

伊自良コミュニティセンター・
美山支所・西武芸出張所

資源ごみ・有害ごみ休日収集日（毎月第4日曜日）
収集区域 出せる資源・有害ごみ 収集日 収集時間 収集場所

市内全域
缶・ペットボトル・びん・白色
トレイ・電池・蛍光管・電球 22日

9：00～
16：00

市役所裏
車庫棟24・25

衣類・電池・蛍光管・電球 8：30～
16：00

市クリーン
センター

※発泡スチロールは、小さくして可燃ごみ袋に入れてください。
※ 段ボール・新聞紙・衣類・雑誌・紙パックは、小・中学校などの資源回

収や民間の資源回収施設に出してください。

開設窓口

税務課（℡22-6822） 水道課（℡22-6835）
徴収対策室（℡22-6843）
市民環境課（戸籍住民係）　℡22-6829

（保険年金係）　℡22-6827

～2月7日

休日窓口開設日（9：00～正午�開設）
マイナンバー受付　9：00～11：00 【今月は8日（日）です】

夜間窓口開設日（20：00まで開設）
マイナンバー受付　19：00まで 【今月は25日（水）です】

缶・
白色トレイ

びん・
ペットボトル

不燃ごみ
粗大ごみ

燃える
ごみ

森・南・旭ヶ丘・
蛍ヶ丘・田倉

12日 
（2月2日）

19日
25日

月
・
木
曜
日
ご
み
袋
は
必
ず
収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い（
午
前
８
時
ま
で
に
）

大北・石田町・山本・
双葉台・京ヶ洞・星ヶ丘・
南屋敷・石畑・美里

6日 
（2月3日） 26日

北町・栄町・仲町・
本町1、2、3丁目 9日 20日

20日

共和町
24日

佐賀・見晴台・金池 10日

火
・
金
曜
日

東深瀬（向イ・鴻ヶ池を除く） 7日 
（2月4日） 17日 13日

向イ・鴻ヶ池・高木東・阿原 16日
高木（高木東・阿原を除く） 10日

23日
18日

西深瀬 11日 19日
梅原 12日 27日

桜尾 11日 
（2月1日） 17日

11日 
（2月7日）

大桑 10日 
（2月7日） 12日

長滝・平井・掛・
松尾・上願・大門 9日 

（2月6日） 16日 30日

洞田・小倉・大森・藤倉 31日

北山
14日 27日

5日 
（2月2日）

葛原 4日 
（2月1日）谷合

21日
北武芸 26日

5日 
（2月2日）

乾 18日 6日 
（2月3日）

月
・
木
曜
日

富波
13日 24日岩佐 10日 

（2月6日）中洞 18日 26日
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