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休日・夜間診療のお知らせ

〒693－0028　出雲市塩冶善行町1番地　☎22－5543場所

●診 療 日　日曜日、祝日
●診療科目　内科、小児科
●受付時間　9時～11時
　　　　　　13時30分～16時

休日診療 平日夜間診療 ●診 療 日　月曜日～金曜日
　　　　　 （祝日を除く）
●診療科目　小児科のみ
●受付時間　19時30分～21時30分

　休日や、平日の夜間にかかりつけ医が留守、または近くに医師がいないときは、「出雲休日・夜間診療所」をご利用ください。

＊休日は院外処方です。

平成27年度出雲市青少年育成推進大会が
開催されました

　１１月２２日（日）、ビッグハート出雲において出雲市青少年育成推進大会が開催
されました。
　この大会は、「いずも子どもウィーク」および内閣府が提唱する「子ども・若者育
成支援強調月間」に合わせ、青少年の健やかな成長を見守る運動を家庭・学校・地域
社会の三者が一体となって推進していくため、出雲市青少年育成市民会議が市民
参加のもと毎年開催しているものです。
　青少年・青少年育成者等功労表彰のほか、「社会を明るくする運動」と「青少年の
非行・被害防止全国強調月間」啓発標語の優秀作品の表彰が行われました。また、
アトラクションとして、「ひらＳＯＮ　ｋｉｄ’ｓ」によるキッズダンスや島根県中央児童相
談所 景山 博教所長の講演がありました。

平成２７年度　青少年・青少年育成者等功労表彰受賞者
受賞者の皆さん

◆山根　健一さん（青少年育成指導者） 
◆永田　健二さん（剣道スポーツ少年団指導者） 
◆川谷　吉正さん（青少年育成指導者） 
◆周藤　雅範さん（卓球スポーツ少年団指導者） 
◆読み聞かせボランティアさくらんぼ（読書ボランティア） 

◆高松少年剣道クラブ 
◆神西Ｊｒアスリートクラブ 
◆荘原こどもエコクラブ 

※啓発標語の受賞者氏名は、広報いずも１２月号
　（１１月２０日発行）に掲載しています。

おたずね／青少年育成室　☎21-6297
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1月の相談 市：市役所

おたずね／松江地方法務局出雲支局・出雲人権擁護委員協議会

☎20-7732

ご相談は松江地方法務局出雲支局、またはお近くの人権擁護委員へどうぞ！

パワハラ？と思ったら

ー明るく働きやすい職場づくりに向けてー

職場の「パワーハラスメント」をなくそう

パワハラをしてませんか？
知らないうちに

例えば、これはパワハラですよ！ ①身体的な攻撃：　何だこれは！　もう一度書き直せ。　
②精神的な攻撃：　黙って言われた通りやれ！（脅迫・侮辱・暴言）
③人間関係からの切り離し：　仲間はずれにする。無視する。
④過大な要求：　来月のノルマは10倍だ！（遂行不可能なことの強制）
⑤過小な要求：　電話だけに出てればいいよ。（能力以下の要求）
⑥個の侵害：　彼女と上手く行ってる？（私的なことに過度に立ち入る）

パワーハラスメント（パワハラ）とは、職場における力関係を背景としたいじめです。
パワハラ行為をしている本人は、悪いことをしているという認識が無い場合が多く、繰り返して行われる場合が多いです。
パワハラ被害者はうつ病となり、自死にまで至ってしまうことも珍しくありません。（管理職も事業者とともに責任を問われる場合があります。）

相　談　名 相　談　日　時 開　催　場　所 主な相談内容（担当者） おたずね

日曜納税相談 1月31日（日） 9：00~16：00 市  くにびき大ホール南側
市税・国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料・介護保険料の納付に関
すること。

市  収納課　☎21-6647

人権相談
1月13日（水） 13：30~15：30 市  本庁 501会議室 人権、差別問題、家庭内問題

（人権擁護委員） 市  人権同和政策課　☎22-7506

毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30～17:15 松江地方法務局出雲支局 人権、差別問題、家庭内問題

（人権擁護委員、法務局職員）
松江地方法務局出雲支局
☎20-7732

行政相談

1月12日（火） 10：00~15：00 市  本庁　３階相談室

国 ･ 県 ･ 市の行政全般についての
苦情・相談や意見・要望

（行政相談委員）　　　　

市  生活・消費相談センター
　　☎21-6682

1月13日（水） 9：30~11：30 市  大社支所　1階 市  大社支所　☎53-4444

1月13日（水） 13：30~15：30 市  平田支所　2階 市  平田支所　☎63-3111

1月15日（金） 9：30~12：00 須佐コミュニティセンター 市  佐田支所　☎84-0111

1月19日（火） 10：00~12：00 湖陵コミュニティセンター 市  湖陵支所　☎43-1212

1月26日（火） 13：30~15：30 市  斐川支所　1階 市  斐川支所　☎73-9000

交通事故相談
【予約優先】 1月21日（木） 9：00~15：00 市  本庁2階　

　  生活・消費相談センター
交通事故、賠償、保険

（交通事故相談員）
島根県交通事故相談所
☎0852‐22‐5102

（平日は電話相談も可 9：00~16：00※祝日は除く）

消費者相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30~17:15

市  本庁2階
　  生活・消費相談センター

消費生活とくらしに関すること
（消費生活相談員）

市  生活・消費相談センター　☎21-6682
     土・日・祝日は消費者ホットラインへ
     ☎（局番なし）188 
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司法書士
電話無料
相　　談

毎週月～金曜日※祝日は除く　12:30~15:30

相続手続き、登記、債務整理など

司法書士総合相談センター
☎0120‐114‐234

随時（電話相談） 司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

司法書士
面接無料
相　　談

【要予約】

1月14日（木） 13：30~16：30 市  本庁2階 
　  生活･消費相談センター

市  生活・消費相談センター　☎21-6682
　  （面接担当：島根県司法書士会）

1月16日（土） 13：00~17：00 今市コミュニティセンター 司法書士総合相談センター
☎0120‐114‐234［平日12:30 ～15:30］

1月23日（土） 13：30~16：30 出雲勤労青少年ホーム 司法書士リーガルエイドしまね
☎090‐9505‐5463

行政書士
無料電話相談 毎週月曜日※祝日は除く　10:00~16:00 遺言や農地、墓地の手続き、官公署

に対する各種許認可申請など
島根県行政書士会出雲支部
☎080-1916-6081

一般相談
（お困りごと、心配ごと相談）

無料法律相談
日常生活、家庭での心配ごと、困りごとに一般相談員が応じます。無料法律相談（弁護士）は、予約
が必要です。詳しい開催場所･日時などは「社協だより　いずも」をご覧ください。

出雲市社会福祉協議会
☎23-3790

結婚相談 1月 9 日（土） 9：30~12：30 くすのきプラーザ 結婚に関すること 島根はっぴーこーでぃねーたー（出雲エリア）
☎090-9460-3305

女性相談
毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30~17:00 出雲児童相談所

女性に関する問題すべて
（女性相談員）

出雲児童相談所　女性相談ダイヤル
☎21-8789　

毎週月～金曜日※祝日は除く
8:30~17:00 出雲市女性相談センター 出雲市女性相談センター

☎22-2085

女性の心の相談
【要予約】 1月21日（木） 13：00~17：00 出雲市女性相談センター 人間関係や家庭の問題など

心の悩み相談（心理士）
出雲市女性相談センター
☎22-2085

子ども・若者に
関する相談

毎週月～金曜日8:30 ～17:00、
土曜日（事前予約による面接相談
のみ）※祝日は除く

出雲市子ども・若者
支援センター

不登校・ひきこもり・ニート・
家庭内問題など

出雲市子ども・若者支援センター
フリーダイヤル0120-84-7867

若者サポートステーション
出張相談会
【要予約】

1月21日（木） 13：00~16：00 市  本庁　501会議室 おおむね40歳までの若者の働くこと
の悩みや職業的自立に向けての相談

しまね東部若者サポートステーション
☎0852-33-7710

ひとり親相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
8：30~17：00 市  子ども政策課 くらし、就労、子育てなど

（母子・父子自立支援員） 市  子ども政策課　☎21-6604

補聴器相談 開催場所・日時については、右記へおたずねください。 市  福祉推進課　☎21-6961

就職相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
9:30~18:00 

ジョブ・ステーション出雲
（ビッグハート出雲内） 就職に関すること（職業相談員） ジョブ・ステーション出雲

☎24-7620

出雲総合労働相談 毎週月～金曜日※祝日は除く
9:00~16:45 出雲労働基準監督署

解雇や賃金の引き下げなどの労働条
件のほか、募集、採用など労働問題
に関する相談

出雲労働基準監督署　☎21-1240

福祉のお仕事
相談会･面接会 1月12日（火） 10：00~12：00 ビッグハート出雲 福祉職場で働きたい人や求人情報を

知りたい人の相談会･面接会
島根県福祉人材センター
☎0852-32-5957

就職相談会
（移動ナースバンク）

1月14日（木） 13：00~16：00 ジョブ・ステーション出雲
求人・求職相談、看護情報の提供等 島根県ナースセンター

☎0852-27-85101月21日（木） 13：00~16：00 県立中央病院

不動産無料相談 1月 8 日（金） 13：00~16：00 出雲宅建センター 不動産取引全般 出雲宅建センター
☎22-8910

商工
相談

【発明】 1月18日（月） 13：00~16：00
出雲商工会議所

発明協会派遣弁理士による発明相談 【要予約（1週間前までに）】
出雲商工会議所　経営支援課
☎25-3710【法律】 1月25日（月） 13：00~15：00 専門相談員（弁護士）による法律相談
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