
弁護士相談	 市民環境課 ℡22-6828
11日（水）13：00〜14：30

市役所 市民相談室（1階）
25日（水）18：00〜19：30

※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
17日（火）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

11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

心の相談（2日前までに要予約）	健康介護課 ℡22-6838
26日（木）13：30〜15：00 ふれあいセンター

家族の会（みどりの会）	 健康介護課 ℡22-6838
20日（金）14：00〜15：30 ふれあいセンター
※みどりの会（精神障がいを持つ人の家族のためのいこいの会）

精神保健福祉相談会・ききょうの会	 福祉課 ℡22-6837
3日（火）

17日（火）
24日（火）

13：30〜15：00 ふれあいセンター
4月休日診療（診療時間 9：00〜13：00、16：00〜19：00）
1日（日）不破クリニック	 岐阜市太郎丸 ℡058－229－6081
8日（日）松井医院	 岐阜市石原 ℡058－229－5655
15日（日）もりこどもクリニック	 東深瀬 ℡23－0321
22日（日）やまもと整形外科	 高富 ℡27－0170
29日（祝）あらいクリニック	 高富 ℡23－1188
30日（振休）石田内科	 岐阜市福富出口 ℡058－229－5530
5月3日（祝）臼井内科医院	 富永 ℡52－2030
5月4日（祝）宇野クリニック	 伊佐美 ℡27－2100
5月5日（祝）遠渡内科	 東深瀬 ℡27－2888
5月6日（日）大前医院	 岐阜市太郎丸新屋敷 ℡058－229－3131

市民環境課　（消費生活相談窓口）　℡22-6828

市総合体育館　4月スポーツイベント
1日（日） 9人制強化練習会（バレーボール）
7日（土）スタートの会（TSC）
8日（日）第43回ふれあいソフトバレーボール大会

11日（水）第35回岐阜県レディースバドミントン春季大会
15日（日）第49回連盟杯たかとみバレー大会

21日（土）全日本都道府県対抗選考会（バドミントン）

22日（日）第16回岐阜県障害者スポーツ大会「清流スポーツ大会」

29日（祝）第1回岐阜県社会人クラブチーム対抗バドミントン大会

30日（振休） 山県市スポーツ少年団合同入団式&運動適正テスト

くらしのカレンダー4 月

消費生活ニュース!
〜こんなことにご注意を〜

　「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキ
が届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖
くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したと
ころ、「あなたは買った物の代金を支払っていないた
め、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取
り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコ
ンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えが
ないのに支払わなければならないのか。
　ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
　行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書
かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差
し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに
記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。
連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情
報を知られてしまったりするケースもあります。

　このようなハガキが届いても、決して連絡
してはいけません。
　不審に思ったときは、お住まいの自治体
の消費生活窓口等にご相談ください。（消
費者ホットライン１８８）

相談急増　ハガキによる架空請求

「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　4月15日（日）】

（見守り新鮮情報　第299号独立行政法人国民生活センター）見守るくん

架空請求は無視！

乳幼児健診	 子育て支援課 ℡22-6839
3・4カ月児健診
25日（水）受付12：45〜13：10 ふれあいセンター

10・11カ月児健診
18日（水）受付13：00〜13：45 ふれあいセンター

3歳児健診
11日（水）受付12：45〜12：55 ふれあいセンター

はみがきけんしん（フッ素塗布）	子育て支援課 ℡22-6839
23日（月）受付13：00〜13：45 ふれあいセンター

妊婦歯科健診（要予約）	 子育て支援課 ℡22-6839
23日（月） 13：30〜 ふれあいセンター

乳幼児相談	 子育て支援課 ℡22-6839
24日（火） 10：00〜11：00 ふれあいセンター

木育教室	 子育て支援課 ℡22-6839
24日（火） 10：00〜11：30 ふれあいセンター
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市民環境課 ℡22-6828
不燃ごみ・粗大ごみ受付センター ℡23-0108戸籍の窓

市民環境課 ℡22-6829

2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）

4月のごみ収集日　

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。
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赤ちゃん誕生

高　富 見吉　　勉 87歳
 木下　秀男 86歳
 鷲見　多嘉 88歳
東深瀬 村瀬　勝次 73歳
 杉山カツヨ 73歳
伊佐美 鈴木　君江 92歳
大　桑 宮田　　弘 93歳
 宇野　恒之 75歳

大　桑 木田　昌志 82歳
松　尾 棚橋　一雄 93歳
片　原 井上　治愛 94歳
 早矢仕　正 83歳
 江﨑　敏彦 79歳
 山田　みつ 92歳
谷　合 堀　加代子 65歳
 臼井　定子 85歳

おくやみ

人口の動き
総人口 27,588人　（ー29人）

世帯数 10,815戸　（＋11戸）

男 13,402人　（ー22人）
女 14,186人　（ー  7人）

（平成30年3月1日現在）

ご結婚おめでとう
東深瀬 後藤　義尊
 古川　愛梨

佐　野 長野　　奨
 服部　優菜

・｢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。

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

5日
(5月3日)

19日
19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

6日
(5月4日) 20日

北町・栄町・仲町・
本町1、2、３丁目 9日 20日

16日

共和町
18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
(5月5日) 17日 10日

向イ・鴻ヶ池・高木東・阿原 11日
高木（高木東・阿原を除く） 10日

23日
12日

西深瀬 11日 13日
梅原 12日 24日
桜尾 4日

（5月2日） 17日
6日

大桑 3日
（5月1日） 9日

長滝・平井・掛・
松尾・上願・大門 2日

(5月7日) 16日 25日

洞田・小倉・大森・藤倉 26日
北山 14日 27日

3日
(5月2日)

葛原 2日
（5月1日）谷合

21日北武芸
26日

3日
（5月2日）

乾 18日 4日
（5月7日）

月
・
木
曜
日

富波 13日 24日岩佐
5日中洞 18日 26日

～5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 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

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

19日
20日

8:30〜
17:00

伊自良・美山支所
西武芸出張所

※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。

夜間窓口開設日（21:00まで開設）　 今月は25日（水）です

休日臨時窓口開設日（9:00～17:00 開設）今月は  1日（日）です

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
     （国保・年金係） ℡22-6827

※詳しくは、広報やまがた3月号P.１１をご覧ください。
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