くらしの情報

９月30日㈭は、平成22年度国民健康保険税第３期の納期限です。お忘れなく。

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月に全戸配布しましたチラシを
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

時

間

場

所

回収品目

段ボール、新聞紙、
「資源物日曜回収」 午前 10 時～
ユー・パレット 雑誌・雑がみ、びん、
9月26日㈰
午後 1 時 中野西店駐車場 ペットボトル、食用油、
古着・古布

10月3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、
廃タイヤ・スキー板
（ 有料 ）

午後２時～３時

豊田支所駐車場

廃タイヤ・スキー板
（有料）

庭木の剪定枝･･･直径15ｃｍ以下のものに限ります。
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・セーターなどは回収できません。
びん・ペットボトル・古紙･･･月１回の資源物収集の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。無料ですの
で、ご自由にお持ちください。
問 環境課衛生係（内線245）

オータムジャンボ宝くじ ９月27日㈪発売開始
発売期間 ９月27日㈪～10月19日㈫

抽せん日 10月26日㈫

宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策な

ど地域住民の福祉向上のために使われます。

「広報なかの」
「市公式ホームページ」
広告募集中！

広報なかの掲載号 11月５日㈮ 発行の11月号から
市公式ホームページ掲載日 11月１日㈪から

※詳細は、
庶務課秘書広報係
（内線 212 または 400）
へ。
市公式ホームページ
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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除を実施します。

■害鳥駆除（カラス、ムクドリほか）
実施日および対象地区（農地周辺）
中野地域…9月11日㈯、19日㈰、25日㈯、

10月9日㈯、17日㈰、23日㈯

豊田地域…9月 11 日㈯、25 日㈯、

10 月9日㈯、23 日㈯

駆除時間 日の出より約２時間
■害獣巡回駆除(ニホンザル、イノシシ)

実施日 9月８日㈬、22日㈭、10月6日㈬
対象区域 栗和田から桜沢までの山際

駆除時間 午後１時30分から約２時間
※※駆除実施中は銃器を使用するため
大変危険です。駆除時間中は対象
区域に近づかないでください。
問 農作物害鳥獣駆除推進協議会事務局

汚泥発酵堆肥なかの「おすみちゃ

ん」を、公共的(営業目的の場合は
対象外)にご利用いただける区や団

（長野県長野保健福祉事務所内：長

など）が、所定の申込用紙により、 予約受付 面接は予約制で行います
受け取り希望日の1週間前までに、 ので、事前にご連絡ください。
上下水道課へお申し込みください。

受渡日時・場所 通常の販売日時お
よび場所 ※下段参照

問・ 申 上下水道課下水道係（内線283）

なかの 「おすみちゃん｣ 販売
「おすみちゃん」に含まれてい

る有機分は、土壌改良に役立ちま
9月の販売日
10月の販売日
６日㈬、13日㈬、17日㈰、27日㈬

①日時 9月19日㈰ 午後２時から

問 市立図書館 ☎ （26）5841

販売時間 午前９時～11時30分

バラ売り 300㎏：1,500円
500㎏：2,500円

※バラ売り(袋無)は、10日前まで
に予約が必要です。

問 上下水道課下水道係(内線283)

※※秘密は厳守されます。
問い合わせ・予約先

長野県長野消費生活センター
☎０２６（223）6777

民事暴力に関する困りごと
無料巡回相談所
暴力団などに関する困りごとを㈶

長野県暴力追放県民センターの顧問
弁護士と同職員が相談に応じます。
期日 ９月15日㈬

時間 午前８時～午後6時

会場 市営野球場

入場料 無料

その他 当日、一緒に野球大会を盛り上げていただける
「応援団」も募集中です。
問 ㈳中野青年会議所事務局 ☎（26）3412

予約受付 センター事務局へご連絡
ください。なお、予約がなくても随
時受け付けます。

☎（23）０８７３

土地家屋調査士が行う
全国一斉表示登記無料相談会
期日 10月9日㈯

時間 午前10時～午後4時30分
（受け付けは午後4時まで）
会場 ①市民会館44号会議室

②飯山市総合福祉センター

（飯山市飯山本町1211-1）

相談内容 土地の境界に関するトラ
ついて（相談は1人30分程度）

予約受付 当日は、混雑が予想され
ますので、事前にご連絡ください。

※※秘密は厳守されます。

※※秘密は厳守されます。

問い合わせ・予約先

問い合わせ・予約先

㈶長野県暴力追放県民センター

☎０２６（235）２１４０

長野県土地家屋調査士会事務局
☎026（232）4566

総務省による「地デジ」相談会・説明会開催
会場
豊田支所1階
市民ホール

送が終了し、地上デジタル放送（地デジ）に移行します。
デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）では、地
デジの準備に当たり「何をすればよいか分からない」や
「テレビを買ったのに地デジ放送を受信できない」と
いった相談にお応えする、無料の「地デジ」相談会・説
明会を右表の日程で開催します。
問 デジサポ長野（総務省長野県テレビ受信者支援センター）
☎０２６（233）5501

問 長野県司法書士会飯山支部

ブル、土地建物に関する登記などに

地上アナログ放送は、来年７月24日正午にすべての放

期日 9月26日㈰

※※予約不要。秘密は厳守されます。

（長野市西鶴賀町1481-1）

会場 長野市勤労者女性会館しなのき

㈳中野青年会議所では、中野市、山ノ内町、飯山市、

信州オールスター小学生野球大会」を開催します。

についてなど

※※都合の良い会場へお出かけください。

～地上デジタル放送を楽しむための～

チームによる「信濃グランセローズ誕生記念 第４回北

相談内容 不動産・会社の登記、ク

時間 午後１時～４時

第4回北信州オールスター小学生野球大会
須高地区、長野市古牧地区、飯綱町の少年野球連盟選抜

（飯山市飯山本町1211-1）

レジット・サラ金などの消費者問題

金額 １袋(15㎏入り) ：200円

※※申し込みは不要です。

②飯山市総合福祉センター

野市中御所岡田98-1）

会場 市立図書館２階 AVホール

内容 かいじゅうたちのいるところ

会場 ①中央公民館２階教室

申込方法 団体などの代表者（区長

ランティアで管理している花壇など

販売場所 中野浄化管理センター

②日時 10月6日㈬ 午後４時から

期日 ９月10日㈮

時間 午後１時～３時

※※都合の良い会場へお出かけください。

（豊田支所地域振興課内・内線143）

内容 さようなら「木島線」

ます。

期日 9月18日㈯

会場 長野県長野消費生活センター

８日㈬、12日㈰、29日㈬

入場料 無料

に、弁護士・司法書士が相談に応じ

司法書士無料法律相談所

利用場所 区の花壇、団体などがボ

す。ぜひ、ご利用ください。

としょかんプチ☆キネマ

借金などの多重債務に関すること

体などに、無料配布を行っています。 時間 午前10時～午後５時

（市役所農政課内・内線２５１）

有害鳥獣駆除対策協議会事務局

多重債務者無料相談会

説明会

http://www.city.nakano.nagano.jp/kokoku/index.htm

市猟友会のご協力により害鳥獣駆

なかの 「おすみちゃん」
公共利用無料配布

相談会

次回申込期限 9月30日㈭ 午後５時15分

害鳥駆除・害獣巡回駆除
《9・10 月の実施日程》

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

長野県
北信地方事務所
1階ロビー
市役所本庁1階
市民ホール
長野県
北信地方事務所
202・203会議室

開催日
9月21日㈫、22日㈬
9月29日㈬～10月1日㈮
10月4日㈪
10月5日㈫～8日㈮

時間
10：00
～17：00
10：00
～17：00
10：00
～12：00
10：00
～17：00

9月29日㈬～10月1日㈮、 11：00
10月4日㈪
～12：00
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