くらしの情報

６月30日㈬は、平成22年度市県民税第１期の納期限です。お忘れなく。

海上保安庁船艇職員、無線
従事者、航空機職員募集

資源物の特別回収を行います
ごみの減量・再資源化を一層進めるため、リサイクル可能なものの「資
源物の特別回収」を行います。詳しくは、３月に全戸配布したチラシをご
覧いただくか、環境課衛生係までお問い合せください。
★回収場所で回収できないと判断されたものはお持ち帰りください。
★前夜・早朝など指定時間以外の持ち込みは絶対におやめください。
★中野市以外からの持ち込みは固くお断りします。
回収日

６月13日㈰

時

間

午前 10 時～
午後 1 時
午後2時～４時

場

所

西条グラウンド
駐車場

回収品目
庭木の剪定枝、
廃タイヤ・スキー板
（ 有料 ）

廃タイヤ・スキー板
市役所豊田支所
（ 有料 ）

段ボール、新聞紙、
「資源物日曜回収」 午前 10 時～
西友中野駅前店 雑誌・雑がみ、びん、
６月27日㈰
午後 1 時
駐車場
ペットボトル、食用油、
古着・古布
７月11日㈰

午前 10 時～
午後 1 時

西条グラウンド
駐車場

庭木の剪定枝、
硬質ﾌﾟ
ﾗｽﾁｯｸ

庭木の剪定枝･･･直径15ｃｍ以下のものに限ります。
硬質プラスチック製品･･･衣装ケース・バケツ・ジョウロ・漬物樽・ごみ
箱・カゴ・植木鉢・プランター・ポリタンク・ポリボトルに限ります。
食用油･･･家庭で使用した天ぷら油で、液体状のものに限ります。
古着・古布･･･ナイロン製品・中綿入り製品・セーターなど回収できないも
のがあります。
びん・ペットボトル・古紙･･･月１回の資源物収集における分別方法と同様
です。
廃タイヤ･･･１本につき３００ 円（ホイールの有無は問いません。ただし、一般自
動車用に限ります。事業所で使用している車の廃タイヤは回収できません。
）
スキー板･･･１組につき５００円
※※剪定枝のチップは、西条グラウンド駐車場に積み置きます。６月分につ
いては６月19日㈯以降、７月分については７月１７日㈯以降、ご自由にお持ち
ください。
問 環境課衛生係（内線245）

「広報なかの」
「市公式ホームページ」
広告募集中！

海上保安庁では、巡視船艇、航空基

地などで勤務する職員を採用するた
め、既に海技免許等を有している方
を募集します。

受付期限 ６月11日㈮

採用人員 航海…約20人、機関…約
５名、通信・技術…約15人、飛行…
若干名、整備…約５人

試験日 第１次試験:７月４日㈰、
第２次試験:７月12日㈪、実技試
験：７月26日㈪・27日㈫のち指定す

る１日（飛行のみ）

※詳しくは、お問い合わせください。
問 第九管区海上保安本部人事課
☎025（244）5040

　　　　　　

http://www.kaiho.mlit.go.jp/

「信州まつもと空港」が
もっと便利になりました！
平成22年6月1日から「信州まつ

もと空港」に、㈱フジドリームエア

ラインズ（FDA）が就航しました。
•• 札幌（新千歳）、福岡の2路線
に毎日1往復しています。
•• 空港には330台分の無料駐車場が
完備されています。
※詳しくは、お問い合わせください。

問 信州まつもと空港利用促進協議会
事務局（長野県交通政策課内）
☎ ０２６(235)7019

【有料広告の規格等】
▼広報なかの

次回申込期限 ６月 30 日㈬  午後５時 15 分

①大きさ １枠【縦62mm×横88mm】(ここの枠)

ホームページ掲載日 8月１日㈰から

②掲載位置 くらしの情報の下段（ここの位置）

市公式ホームページ

▼公式ホームページ

広報なかの掲載号 ８月5日㈭ 発行の８月号から
※詳細は、
庶務課秘書広報係
（内線 212 または 400）
へ。
http://www.city.nakano.nagano.jp/kokoku/index.htm
にも掲載しておりますのでご覧ください。
～ 暮らしに役立つ広告を お待ちしています ～
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２枠【縦62mm×横182mm】(右ページの枠)

③掲載枠数 ８月号：６枠（予定）

①大きさ 縦60ピクセル×横200ピクセル(8KB以内)
②掲載位置 トップページ左下部
③掲載枠数

８月１日更新：３枠（予定）

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

CO ２ 削減／ライトダウン きのこのソムリエ 信州きのこマイスター 入門コース
キャンペーン
「信州きのこマイスター・ベーシック」認定講座受講者募集
環境省では、ライトアップに慣れ

た私たちが日ごろ、いかに照明を使
用しているかを実感し、これを機に
温暖化対策を実行することを目的と

したキャンペーンを、６月20日㈰か
ら７月７日㈬まで実施します。

特に、６月21日（夏至）と７月７日

(七夕)の両日の午後８時から10時ま
で、ライトアップ施設や各家庭の明
かりを一斉に消灯する「ライトダウ
ン」を広く呼びかけています。

問 CO2 削減 /ライトダウンキャンペーン
事務局 ☎ 03(5521)9010
http://coolearthday.jp/　

高速道路を安全・快適に
「高齢者交通安全講習会」
NEXCO東日本長野管理事務所で

は、高速道路での事故防止を目的に
「交通安全講習会」を開催します。
期日 １１月までの平日で希望する日
講習時間 約２～３時間

会場 上信越自動車道 長野IC
対象

高齢者や熟年ドライバーの

方々で構成する20～40人程度集まれ
る自治会・サークルなどの団体
受講料 無料

共催 長野県高速道路交通警察隊

問 東日本高速道路㈱関東支社長野
管理事務所 ☎ ０２６(278)77２6

3年間で136人の「信州きのこマイスター・ベーシック」が誕生し、各分

野で活躍しています。きのこに関心がある方ならどなたでも受講できます。
講座日程 ※A日程、B日程いずれかの日程をお選びください。
A日程（定員30人）･･･7月7日㈬・14日㈬・19日(月・祝)
B日程（定員30人）･･･7月17日㈯・18日㈰・19日(月・祝)
試験日 ①７月19日(月・祝) 、②７月25日㈰ ※①、②よりお選びください。
受講･試験会場 中野地域職業訓練センター
受講料 ３５，０００円（受験料５，０００円を含む）
申込期限 ６月１５日㈫ 郵送のみ受け付け
問い合わせ・申し込み先
〒383-0013 中野市中野1457－1

中野地域職業訓練センター内「信州きのこマイスター認定講座」係
☎ （23）3005

情報公開制度・個人情報保護制度
平成21年度実施状況
市では、市民参加による開かれた市政を進めるとともに、行政の
透明化を図るために、情報公開制度・個人情報保護制度を運用して
います。
平成21年度中に、これらの制度が利用された状況は、公文書の公
開請求が4件、自己情報の開示請求が２件でした。
各制度の運用状況は次のとおりです。
▼情報公開制度運用状況（単位：件）

区
請求先
市

請求

長

分

公開

部分公開

非公開

文書不存在

0

４

０

０

４

▼個人情報保護制度運用状況（単位：件）
請求先

請求

教育委員会

２

区

分

開示

部分開示

非開示

文書不存在

訂正等

０

０

0

２

0

問 庶務課庶務文書係（内線２１１）

【有料広告掲載料金】

【申込方法】今回は８月号を予定しています

▼広報なかの：１枠 15,000円/号月

①所定の申込書（広告原稿など添付）を提出していただきます。

▼ホームページ：

③広告原稿の電子データを提出していただきます。

２枠 30,000円/号月

１バナー 7,000円/月

※※６カ月間または12カ月間連続掲載

(同一の原稿)で、料金一括前払い

の場合、６カ月間で１月分、12カ

月間で2月分割引をします。

②掲載の可否は、審査委員会での審査後に通知をします。
④広告料金は、前払いとなります。
申込受付

広告掲載審査

申込書・原稿提出

掲載通知

( 発行月の前々月 )
6 月 1 日～６月 30 日

⇒

( 発行月の前月上旬 )
７月上旬

⇒

広告原稿データ提出
広告料金の納入
(概ね発行日の10日前)

⇒

広報なかの発行
( 毎月第 1 木曜日 )
8月号：8月5日
ホームページ更新
8月1日更新

詳しくは、ホームページをご覧頂くか、庶務課秘書広報係（内線212・400）までお問い合わせください。
平成22年６月号
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