
弁護士相談 市民環境課  ℡22-6828
8日（木）13：00～14：30 市役所 市民相談室（1階）

※多重債務関係も弁護士相談で受け付けます 

行政相談（電話相談可） 市民環境課  ℡22-6828
20日（火）13：00～15：00 美山支所 住民相談室

よろず相談（電話相談可） 市民環境課  ℡22-6828
29日（木）13：00～15：00 市役所 市民相談室（1階）

人権擁護相談（電話相談可） 福祉課  ℡22-6837

14日（水）13：00～15：00
市役所 市民相談室（1階）
伊自良老人福祉センター生
活相談室

精神保健福祉相談会・ききょうの会 福祉課  ℡22-6837
6日（火）
20日（火）
27日（火）

13：30～15：00 ふれあいセンター

9月休日診療（診療時間 9：00～13：00、16：00～19：00） 
4日（日）やまもと整形外科 高富 ℡27－0170

11日（日）石田内科 岐阜市福富出口 ℡058－229－5530
18日（日）鳥沢クリニック 高木 ℡22－1088
19日（祝）宇野クリニック 伊佐美 ℡27－2100
22日（祝）早川胃腸科外科クリニック 岩佐 ℡52－1212
25日（日）大前医院 岐阜市太郎丸新屋敷 ℡058－229－3131
10月2日（日）不破クリニック 岐阜市太郎丸 ℡058－229－6081

休日診療のお知らせ「休日当番一覧表」の8月28日と9月4日の当
番医が交替しました。

市民環境課 （消費生活相談窓口） ℡22-6828

市総合体育館
9月スポーツイベント 

4日（日） やまがたバレーボール強化練習会

7日（水） 第30回岐阜県
レディースバドミントン秋季大会

11日（日） 西武芸体育振興会ソフトバレー大会

18日（日） 第11回岐阜ヤングクラブ
バレーボール男女選手権大会（1日目）

19日（月） 第11回岐阜ヤングクラブ
バレーボール男女選手権大会（2日目）

22日（木） 岐阜県ママさんバレーボール秋季大会

23日（金） 全国レクリエーション祭

25日（日） 9人制県バレーボール実業団
男女秋季リーグリーグ戦

くらしのカレンダー9 月

消費生活ニュース  !
〜こんなことにご注意を〜

　テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることが
できるという健康器具を注文し、届いてすぐに試して
みたが思ったようにできなかった。返品しようと、業
者に連絡すると「開封した場合、返品は受け付けられ
ない」と言われた。「実際使ってみなければ分からない
ではないか」と苦情を言ったが「返品についてはテレビ
でも伝えているし、同封している書類にも書いてある」
と、こちらの言い分を聞いてくれなかった。
　テレビショッピングでは、返品条件などについて表
示時間が短く、分かりにくいことがあります。印象だ
けにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認し
てから注文しましょう。
　テレビショッピングなどの通信販売にはクーリン
グ・オフの制度はなく、事業者が返品の特約を設けて

いる場合は、それに従うことになります。
返品ができる場合でも、「開封後の返品
は不可」「使用後は返品できない」などの
条件があることもあり、注意が必要です。

テレビショッピング
契約条件をよく確認しましょう

「ふれあいセンター」は保健福祉ふれあいセンター

総合体育館 ℡22-6622
【夜間休館日　9月18日（日）】

（見守り新鮮情報　第256号独立行政法人国民生活センター）見守るくん

注意してね!

乳幼児健診 健康介護課  ℡22-6839
1歳6か月児健診

7日（水） 受付13：00～13：45 ふれあいセンター

3歳児健診

14日（水） 受付12：45～13：00 ふれあいセンター

はみがきけんしん（フッ素塗布） 健康介護課  ℡22-6839
13日（火）受付13：15～14：00 ふれあいセンター

妊婦歯科健康診査（要予約） 健康介護課  ℡22-6839
13日（火）受付13：00～13：15 ふれあいセンター

乳幼児相談 健康介護課  ℡22-6839
6日（火） 10：00～11：00 ふれあいセンター

結婚相談 山県市マリッジサポートセンター  ℡22-3354
毎週金曜日、
第3土曜日、
第1、第4日曜日

10：00～13：00
高富中央公民館2階

第２水曜日 19：00～21：00

※開所日時のみの対応となります。 
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休日窓口開設日（9:00～12:00 開設）今月は11日（日）です

夜間窓口開設日（21:00まで開設）　 今月は26日（月）です

開設窓口

福祉課（℡22-6837） 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
     （国保・年金係） ℡22-6827

市民環境課 ℡22-6828
不燃ごみ・ 粗大ごみ受付センター ℡23-0108

カン・
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

1日
（10月6日）

15日
21日

月
・
木
曜
日ご
み
袋
は
必
ず
収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
午
前
7
時
30
分
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

2日
（10月7日） 23日

北町･ 栄町･ 仲町･
本町1、2、３丁目 12日 16日

15日

共和町
16日佐賀･ 見晴台･ 金池 13日

火
・
金
曜
日

東深瀬（向イ・鴻ヶ池を除く） 3日
（10月1日） 20日 9日

向イ･鴻ヶ池･高木東･阿原 12日
高木（高木東･ 阿原を除く） 13日

26日
13日

西深瀬 14日 14日
梅原 8日 27日
桜尾 7日

（10月5日） 20日
7日

（10月7日）

大桑 6日
（10月4日） 8日

長滝・平井・掛・
松尾・上願・大門 5日

（10月3日） 19日 28日

洞田･小倉･大森･藤倉 29日
北山 10日 23日

2日
（10月4日）

葛原 1日
（10月3日）谷合

17日北武芸
22日

2日
（10月4日）

乾 21日 5日
（10月5日）

月
・
木
曜
日

富波 9日 27日岩佐 6日
（10月6日）中洞 21日 22日

～10月7日 

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・段ボール・
新聞紙・衣類・雑誌・紙パック 25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

クリーン
センター

有害ごみ（各支所・出張所）収集日 
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 電池･蛍光管･
電球

21日
23日

8:30～
17:00

伊自良･美山支所
西武芸出張所

戸籍の窓
市民環境課 ℡22-6829

7月届け出分
この欄は、山県市役所または支
所の窓口で届出がされた、本市
に住民登録がある人を掲載して
います。（敬称略）

9月のごみ収集日 

※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。

表記できない文字がありますので、あらかじめご了承ください。

高　富 大滝　千
せ ん

 谷　　心
み は る

晴
東深瀬 道脇みのる
 神谷　律

り つ か

花

藤　倉 梶原　桜
さ く と

翔
富　永 永田　匠

た く み

海
中　洞 荒深　朔

さ く や

也

赤ちゃん誕生

高　木 小石みち枝 92歳
梅　原 桐山　一美 88歳
 山田　節 　56歳
椎　倉 山本鐵二郎 79歳
 平野　春美 84歳
伊佐美 山田しげ子 90歳
赤　尾 玉井　安惠 86歳
大　桑 三井　豊明 69歳
松　尾 棚橋　義夫 89歳

洞　田 横山　アヤ 97歳
 藤井　花子 90歳
藤　倉 上野　哲雄 75歳
谷　合 藤原　幸枝 93歳
相　戸 藤田　建子 83歳
柿　野 髙井　鋭司 66歳
 長屋かず子 84歳
青　波 北村　勝子 83歳
富　永 野口　滿久 80歳
 山田　治雄 80歳

おくやみ

人口の動き
総人口 28,063人 （ー22人）

世帯数 10,739戸 （ー12戸）

男 13,603人 （ー12人）
女 14,460人 （ー10人）

（平成28年8月1日現在）

ご結婚おめでとう
高　富 松波　伸忠
 小川　由記

・｢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（ハガキ）・通知カード・認印・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

※時間帯により窓口が混み合う場合があります。時間に余
裕を持ってお出かけください。月曜日はお客様が集中す
る傾向があります。

23 広報やまがた 2016. 9


	広報やまがた9月号[22]
	広報やまがた9月号[23]

