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医療機関名　所在地　電話番号

森下病院　駅前一丁目　192-0591

医療機関名　所在地　電話番号

薬師寺慈恵病院　総社一丁目　192-0146

※必ず事前に電話で医療機関の受け入れ態勢を確認してください。
※医療機関の状態により、対応できないことがあります。小児については、外科系のみの対応となります。
※市外の救急告示病院も利用可能（詳細は保存版参照）ですので、事前連絡の上、利用してください。

●救急告示病院一覧

小児救急医療電話相談　＃8000
■平日は午後７時から午後１１時まで。それ以外
は午後６時から午後１１時まで

月日（曜）
医療機関名・所在地・電話番号（担当の薬局名）
外　科　系 内　科 系

さかえ外科内科クリニック みやした内科医院
１月１日_ 真壁 193-8800 真壁 195-2860

（サカエ薬局）
やまもと医院 高杉こどもクリニック

１月２日E 三輪 193-7773 井手 194-8839
（みわ薬局）
長野病院 くにとみクリニック１月３日F
総社二丁目192-2361 門田 192-0255
谷口レディースクリニック 診療ドクター杉生１月５日A
真壁 194-3300 門田 192-5771
原田整形外科医院 岡ハートクリニック

１月12日A 井手 194-8881 岡谷 193-3033
（すみれ薬局）
薬師寺慈恵病院　 薬師寺医院

１月13日_ 総社一丁目192-0146 中央一丁目 193-6555
（きび薬局） （マスカット薬局）
森下病院 清音クリニック１月19日A
駅前一丁目192-0591 清音三因 194-4111
渡辺外科胃腸科医院 昭和医院１月26日A
真壁 192-7222 美袋 199-2762
泉クリニック やまてクリニック

２月２日A 小寺 194-5050 岡谷 192-9200
（おかやま薬局）

月日（曜） 医療機関名（担当の薬局名）・
所在地・電話番号

１月６日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

１月８日D
三宅内科小児科医院（つばさ薬局）
井手 193-8511

１月10日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

１月15日D
薬師寺医院（マスカット薬局）
中央一丁目 193-6555

１月17日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

１月20日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

１月22日D
渡辺外科胃腸科医院
真壁 192-7222

１月24日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

１月27日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

１月29日D
角田医院
中央三丁目 193-1288

１月31日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

２月３日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

消費生活相談
１月１５日D、午前１０時

から午後４時まで。市役所
２階会議室。
架空請求や悪質商法など
による消費生活トラブルの
相談、消費生活情報の提供。
相談員は岡山県消費生活セ
ンターの専門相談員。
問い合わせ 人権・まち
づくり課安全安心係（1(2

８２４９）

ぴあサロン
１月１６日E、午前１０時

から正午まで。働く婦人の
家。
再就職に必要な情報交換
や日ごろの悩みの共有の
場。定員は５人。お茶代１
００円が必要。
問い合わせ 働く婦人の
家（1(3１１８０）

多重債務
無料法律相談会
１月１８日G、午前１０時

から午後３時まで。岡山県
備中県民局。
相談員は弁護士、司法書
士。予約不要。
問い合わせ 岡山県県民
生活部くらし安全安心課
（1０８６－２２６－７３４６）

年金相談
１月２３日E、午前９時

３０分から午後０時３０分ま
で。総合福祉センター。
国民年金や厚生年金の給
付の相談。１月２２日dま
でに予約が必要。

申込先・問い合わせ 倉
敷東年金事務所（1０８６－
４２３－６１５６）

上林会館無料人権・
法律・行政相談
１月２８日C、午後１時

３０分から４時まで。上林
会館。
相談員は、弁護士（要予
約）、人権擁護委員、行政
相談委員。予約受付は、１
月６日bから開始し、定員
になり次第、締め切り。
申込先・問い合わせ 上
林会館（1(3０８１２）

無料法律
人権行政相談
２月５日D、午後１時３

０分から４時３０分まで。
西庁舎３０１会議室。
相談員は、弁護士（要予
約。年度内に１人１回まで）、
司法書士、人権擁護委員、
行政相談委員。弁護士への
予約受付は、１月１５日d
から開始し、定員になり次
第、締め切り。弁護士以外
への相談は、当日午後３時
３０分ごろまで会場前で受
け付け。
申込先・問い合わせ 人
権・まちづくり課人権啓発
係（1(2８２５３）
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■平成２５年１１月分の市長交際費
支出の種別 件　　数　　 金　　額
お供え １件 ５，０００円
お祝い ０件 ０円
お見舞い ０件 ０円
会　費 ２件 １４，０００円
その他 １件 １４，８００円

相談

■家庭ごみ量の比較（平成２４年度比）
平成２５年１１月平成２４年１１月 差し引き

２．０％減量

１０９１トン ２２トン１０６９トン
　収集と直接搬入の合計数字です。
ただし、資源ごみは除いています

ごみ袋料金有料化前の平成１７年度比では２７．５％減でした
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【待機時間　８：００～１７：００】

月日（曜）
医療機関名・
所在地・電話番号

１月５日A
タナベ歯科医院
中央二丁目 193-6480

１月12日A
中田歯科医院
南溝手 194-3360

１月19日A
西歯科医院
門田 194-1182

１月26日A
小川歯科クリニック
総社三丁目 193-9880

２月２日A
たんぽぽ歯科クリニック　
小寺 190-0600

月日（曜） 修繕工事店 電話番号

１月１日_ ㈱大伸建設工業 193-2762

１月２日E ㈱エイゼン社 193-2761

１月３日F 広成工業㈲総社営業所 193-8029

１月４日G ㈱エンスイ工業 192-4859

１月５日A 浅沼建設工業㈱ 199-1351

１月11日G ㈱大伸建設工業 193-2762

１月12日A ㈱エイゼン社 193-2761

１月13日_ ㈱カザケン 190-0777

１月18日G 浅沼建設工業㈱ 199-1351

１月19日A ㈱エンスイ工業 192-4859

１月25日G 広成工業㈲総社営業所 193-8029

１月26日A ㈱カザケン 190-0777

２月１日G ㈱エイゼン社 193-2761

■持ち込み方法が変更
雑がみをレジ袋などの透明または半透明の袋に
入れて持ち込みができなくなりました。紙袋に入
れるか、ひもで縛るかして持ち込んでください。
なお、シュレッダーごみの場合は、これまでどお
り透明または半透明の袋に入れてください。ご協
力をよろしくお願いします。

※防寒対策をして、凍結による水道管の破損を防ぎましょう

曜日を問わず 診療ドクター杉生
対応（内科のみ） 門田　　192-5771（事前連絡が必要）


