
1月の無料相談

小児救急電話相談
休日の診療のお問い合わせ

1月の日曜窓口（毎月第2・4日曜日）12・1月の歯科休日診療当番医

　休日や夜間の子どもの急な病気やけがについて電話で相談できます。
利用時間
　○月～金曜日…18：00～翌朝8：00
　○土曜日、休日、年末年始（12/29 ～1/3）…24時間
利用できる電話
　携帯電話（NTTdocomo、SoftBank、au のみ）、
　プッシュ回線契約電話、プッシュ式公衆電話
※その他の電話からは☎058（240）4199におかけください。

　土曜日、休日、年末年始（12/29 ～ 1/3）に救急車
を要請するほどではない症状やけがが発生し、医療機関
を紹介してほしい時には、下記へお問い合わせください。

救急医療情報センター（可茂消防本部内）
☎ ㉕ 3799（24時間対応）

10日㈰、24日㈰
時間　8：30～17：15
場所　市役所庁舎東館（入り口は東口）

業務内容 担当課
住民票・戸籍の証明書・印鑑証明書の発行、印鑑
登録･廃止、パスポートの受け取り、戸籍の届出、
マイナンバーカードの申請･受け取り
※住所変更やパスポートの申請は不可

市民課

各種税務証明書の発行 税務課
税の支払い、納税相談 収納課

期日 当番医院名（所在地） 電話番号
12/29（火） ただこし歯科クリニック（御嵩町） 681180
12/30（水） 藤井歯科医院（平貝戸） 627773
12/31（木） さくら歯科医院（皐ケ丘） 560180
1/1（金・祝） 福田歯科医院（土田） ㉕7236
1/2（土） 三共歯科医院（下恵土） 624488
1/3（日） 西山歯科医院（兼山） 592259
1/11（月・祝） しばた歯科（下恵土） 625698
診療時間　10：00～15：00
※祝日に歯の急病で治療が必要な場合にご利用ください。
※必ず電話してからお出掛けください。

新型コロナウイルス感染症の影響で予定が変更となる場合があります。
最新情報は市Ｈ

ホームページ

Ｐや、主催者に確認してください。

相談名 期日 時間 場所 備考 問合先

行 政 相 談 21日（木） 13：30～15：30 市役所１階相談室 国やNTT などの特殊法人に関す
る相談 総務課

消 費 生 活 相 談 毎週月～金曜日
（年末年始、祝日を除く） 9：00～15：00 市役所１階相談室 相談員：消費生活相談員 産業振興課

若者自立支援相談 毎週水曜日
（年末年始、祝日を除く） 10：00～17：00 総合会館 相談員：キャリアコンサルタント

（要予約）
岐阜県若者サポートステーション
☎058（216）0125

生 涯 楽 習 相 談  ９日（土） 13：30～16：00 帷子地区センター 生涯学習に関する相談 生涯学習かにの丸山さん
☎090（6590）4285

心 配 ご と 相 談 12日（火）、26日（火） 13：00～15：30 福祉センター 相談員：司法書士、民生児童委員 市社会福祉協議会
☎621555

発達と教育の相談会 20日（水） 13：30～15：30 総合会館 小中学校、教育研究所に電話で申
し込む

教育研究所
☎634841

心 の 電 話 相 談 毎週月～金曜日
（年末年始、祝日を除く） 9：00～16：00 総合会館 不登校、いじめなど学校生活に関

わる相談
教育研究所
☎632444

ことば・発達相談 毎週月～金曜日
（年末年始、祝日を除く）

予約時に相談し
て決める

子育て健康プラザ・
マーノ

就学前の子どもの発達に関する相
談（要予約）

こども応援センターぱあむ
☎661205

いじめの相談・通報 毎週月～金曜日
（年末年始、祝日を除く） 8：30～17：00 子育て健康プラザ・

マーノ
電話、インターネットでも相談を
受け付けています

子育て支援課☎628700
相談専用ダイヤル
☎0120（263）115

法 律 相 談 毎週火曜日
（年末年始、祝日を除く） 13：00～16：00 市役所１階相談室 相談員：弁護士 (要予約）

４週先まで予約可（定員あり）
人づくり課

人権・困りごと相談 13日（水） 13：00～16：00 福祉センター 相談員：人権擁護委員

男
女
共
同
参
画

悩 み 相 談
16日（土） 13：30～16：30 子育て健康プラザ・

マーノ

相談員：専任アドバイザー（要予約）
電話相談も時間内のみ可 人づくり課

※１月４日（月）8：30申込開始。
法 律 相 談 相談員：女性の弁護士（要予約）

障
が
い

精神保健福祉相談 27日（水） 13：30～16：30 市役所１階相談室 心の病気（うつ病など）の相談
（要予約）

福祉支援課
交流サロン 13日（水）

13：30～15：00

市役所４階第３会
議室

知的・発達障がいのサロン形式の
相談（個別相談も可、要予約）

就労支援相談 26日（火） ハーモニー
（福祉センター内） 要予約 サテライトｔ（ティー）

☎0572㉖9721

○固定資産税・都市計画税………… ３期
○国民健康保険税…………………… ７期
○介護保険料………………………… ７期
○後期高齢者医療保険料……… 12月期

日　　時
毎週火、木曜日　9：00～12：00
毎週日曜日　　　9：00～15：00
※年末年始（12/29～1/3）は休場。

回収品目

飲食用の瓶・缶、ペットボトル、トレイ、
発泡スチロール、古着、紙類（紙パック、
段ボール、紙容器、新聞、雑誌、チラ
シ）、使用済み小型家電（家電リサイクル
法に定められたものは除く。回収ボックス
投入口に入る程度の大きさまで）、廃食用
油、乾電池、蛍光灯、羽毛ふとん
※新聞とチラシは分ける。

場　　所 可児市エコドーム
（姫ケ丘 4―9・可児工業団地内）

期 　 日
毎月第２・４日曜日
10日（日）、24日（日）

受付時間 9：00～16：00

場　　所 大森ガレキ処分場（大森 347―2）

ごみの分別を動画でチェック！
市公式 YouTube チャンネル　▶

1月のごみ・リサイクル資源回収日 1月のエコドーム開場日

1月のガレキ処分場開場日

収集地区
ガラス類
瓶資源
紙容器

金物類
粗大ごみ

缶
ペットボトル
トレイ資源

陶磁器類

中恵土・下恵土・禅台寺・徳野南・
平貝戸・明智・石森・石井

6
（水）

13
（水）

20
（水）

―

今渡・土田 4
（月）

18
（月）

25
（月）

―

菅刈・西帷子・緑・鳩吹台・若葉台・
虹ケ丘

7
（木）

14
（木）

21
（木）

―

東帷子・愛岐ケ丘・長坂・光陽台・
長洞・帷子新町

14
（木）

21
（木）

28
（木）

―

川合・川合北・谷迫間・清水ケ丘・
日本ランド・美里ケ丘・坂戸・
矢戸・塩・塩河・室原・坂戸台

13
（水）

20
（水）

27
（水）

9
（土）

久々利・羽崎・二野・緑ケ丘・
羽生ケ丘・瀬田・柿田・しらさぎ・
渕之上・兼山

15
（金）

22
（金）

29
（金）

16
（土）

下切・北姫ニュータウン・姫ケ丘・
みずきケ丘・今・広眺ケ丘・広見

8
（金）

15
（金）

22
（金）

23
（土）

桜ケ丘・皐ケ丘・桂ケ丘・小滝苑・
柿下・大森・松伏・大森台・星見台

5
（火）

12
（火）

19
（火）

30
（土）

※ごみは当日の8：00までに出してください。

税金などの納付は便利な口座振替で！　問  収納課

12月の税金など

情報は災害時の命綱

対象　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種
別割）、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料、保育園保育料等、キッズクラブ保育料・保険料、市営
住宅使用料、下水道受益者負担金・分担金、上下水道料金
取扱金融機関等　三菱UFJ 銀行、大垣共立銀行、十六銀行、
愛知銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岐
阜商工信用組合、東海労働金庫、めぐみの農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局
申込方法　取扱金融機関へ納税（入）通知書と預貯金口座届出
印を持参し申し込む。申込用紙は市役所、市内各金融機関
に備え付けています。
振替の開始　申込月の翌月 25日以降の納期分から

納期限は12月25日（金）です。
　口座振替をご利用の場合には、残高不足にご注意ください。

災害時の緊急情報をメールやアプリでお知らせしています。大切な命を守るため、利用登録をお願いします。

防災行政無線の内容を電話で確認
できます  （無線放送後 24時間で消去）   ☎ 057462 1548

緊急情報は
「すぐメールかに」

様々な災害情報を
「Yahoo! 防災速報」

停電？と思ったら
「停電情報お知らせサービス」

文字でも配信「ららアプリ」
アプリの切替をお願いします

口座振替をわかりやすくマンガで！
「口座でふりカエル」第１～ 6話    ▶

可児市災害対策本部などの情報を取得　「LINE」＆「Twitter」＆「Facebook」

12月から第２・４日曜日に変わっています。ご注意ください。

16広報かに  2020.12

お知らせ旬タイム時間は 24時間表記
問＝問合先

17 広報かに  2020.12

【市役所】
〒 509-0292 広見一丁目１番地　☎ 057462 1111
HP https://www.city.kani.lg.jp/
【子育て健康プラザ・マーノ】
〒 509-0203 下恵土 5076 番地　☎ 057462 1111


