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家計のやりくりに困ったら

　自然災害や、新型コロナウイルス感染症などの影響により、家計のやりくりにお困
りではないですか。
　消費者金融、銀行、クレジット会社からの金銭の借入れ、クレジットの利用による
買い物をした後に、何らかの事情により契約通りの返済ができなくなることがありま
す。支払期限を過ぎると遅延損害金が加算され、返済額が膨らんでいきます。また、
リボ払い等は支払額が一定のため、気が付いた時には多額の借入れをしていることが
あります。どちらも「収入」－「生活費」以上の返済額になっている場合は、日常の
生活のために、また借入れをすることになり、返済不能な状態に陥ります。
　正常な生活を取り戻そうとしても、自分の力だけでは困難な場合があります。消費
生活センターでは借入れの内容を確認し、必要であれば、栃木県弁護士会・司法書士
会と連携し、多重債務問題の解決に向けてご相談を受け付けています。
　債務整理をすることで、家計を整えることができるかもしれません。弁護士費用に
ついては、法テラスの民事法律扶助制度が利用できる場合があります。家計のやりく
りに困ったら、まずご相談ください。

消費生活センター（本庁舎 2階）☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

　今回は、ある時は青年実業家、ある時は青年会議所の
理事長など、様々な顔をもつＦＭくららのパーソナリ
ティ、大阿久友伸さんにお話を伺いました。

バンドマンから実業家、そしてパーソナリティへ
　昔から人前に立つのが好きで、バンドマンを目指し上
京。その後、一旦は地元に戻りましたが、仕事をしながら
再び、東京で自由に音楽活動をするため、自身でオンラ
インショップを起業したという大阿久さん。２７歳でバ
ンドを解散した後は栃木青年会議所に参加、そして2016
年より FMくららパーソナリティとして活動するなど、
幅広い活躍をされています。「パーソナリティの仕事は意
外と大変です。番組内の構成は自身で考えるため、事前
に広報とちぎや情報誌などで、皆さんにお届けする情報
を収集しています。おかげで誰よりも市内の事に詳しく
なるのはメリットですね（笑）パーソナリティごとにどん
な情報を集め、どう話すか、味付けが違うこともＦＭく
ららリスナーの楽しみだと思います。みなさんから届く
たくさんのメッセージも、活動の励みになっています。」

イベントへの関わりは人を成長させる
　今年度は青年会議所の理事長に就任し、積極的にまち
づくりに取り組んでいます。「青年会議所は年度ごとに
地域の課題を考え、活動を企画しています。例えば、今
年は市内の外国人との交流をしたいと考え、留学生に提
灯の絵付けをしてもらい、巴波川沿いに飾ることを計画
しています。身近な外国人と、文化が分断されている現
状がありますが、友達として交流できる場があれば、よ
り理解しあえるはずです。」また、大阿久さんはイベント
などを企画することは、開催だけが目的ではないと言い
ます。「元々、蔵の街かど映画祭などにも関わってきまし
たが、こういったイベントを企画・実行していくことは、
参加者を成長させます。栃木市内には文化活動をする団
体などがとても多いですが、これらは地域を活性化させ
る種。青年会議所やＦＭを通じて育てていきたいです。」

言葉の力で出会った人を幸せに
　他にも、全国の青年会議所を回り、ボランティアでビ
ジネスパーソン向けのセミナー講師を務められているそ
うです。なんと年に５０回以上の開催（！）と、まさに
引っ張りだこ。「パーソナリティをやることにも通じて
いますが、出会った人を幸せにする言葉をかけたい。縁
があった方たちが、良い方向に進めるような気づきを与
える触媒になれたら、と願って活動をしています。」
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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言 )
※予約開始
 12 月分：11月 2日（月）～
 1 月分：12月 1日（火）～
　(各日 8時 30分より受付 )
※ 同じ案件での相談は 2回ま
で（異なる会場で相談して
も同様）

11月13日（金）、27日（金）
12月11日（金）、25日（金）
10時～12時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

11 月 19日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階 相談室
☎(43)6611 0120-46-7830

12 月 21日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

12 月 22日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

11 月 24日（火）
10時～ 12時

西方総合支所 1 階 会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

12 月 17日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

11月 17日（火）
9時～ 12時

大平地域福祉センター ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（予約開始：11/2（月）8
時 30分～）（売買や賃貸借、所有と管理）

11月 20日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

消費生活相談 ( 商品やサービス
など消費生活全般 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 2 階 消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

♦11月10日（火）、24日（火）
10時～12時　

本庁舎 2 階 市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

♦ 11月 19日（木）
10時～ 12時

大平総合支所 1 階 相談室
大平市民生活課☎ (43)9211

♦ 12月 9日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

12 月 22日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 大会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

11月24日（火）
13時30分～15時30分

西方公民館 2階 小会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

12月 17日（木）
13時30分～15時30分

岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

相　　　談 日　時 場所／問合先

人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日
9時～ 16時

配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9時～ 17時
※土日祝日･時間外は留守電･FAX

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (24)0667　FAX (21)2690

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子
どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2227　
※左記以外の時間は☎ 189
（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9時～ 16時 本庁舎/子育て支援課　☎(21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービス
の利用・障がいを理由とする差
別・合理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎 /障がい福祉課 障がい児者相
談支援センター係
☎ (21)2219 FAX (21)2682

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

11月 13日（金）
10時～ 11時 30分

本庁舎 1階 市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

■空き地の適正な管理をお願いします
　空き地が適正に管理されず、雑草や樹木が繁茂する
と、周辺の生活環境に悪影響が生じます。
また、
    害虫が発生する
    見通しが悪くなり、通行の妨げになる
    不法投棄やポイ捨てが増える
    枯草により火災の原因となる
など、多くの問題が発生します。このような状態が原
因で近隣の家屋、住民や通行人などに被害を及ぼした
場合、その土地の所有者が責任を負うことになります。
　生活環境の悪化を未然に防止するため、土地の所有
者は定期的に管理をお願いします。
問合先　環境課　☎ (21) ２１４３


