▼お知らせ

）

保育園の園庭を開放します
問保育課保育係（内線

期間 平成 年３月までの月曜日か

２９３

ら金曜日（祝日、休園日を除く）
時間 午前９時～ 時
会場 市内公立保育所の園庭
対象 就学前児童と保護者
持ち物 着替えなど
費用 無料
その他 申し込
みは不要です 。
当 日 、保 育 士 に
声をお掛けくだ
さい。
なお、
解放
中の園庭での事
故は保護者の責
任となります。

）

こどもの日から１週間は
「児童福祉週間」です
（内線
問 子ども相談室子ども相談係

農業振興地域の
「軽微変更」
を受け付けています
問農政課農政係（内線 ）
農業用施設農地として利用する

ための「軽微変更」申請に限り、受
け付けをしています。
※申請の際は、事前に農政課までご
相談ください。

コイヘルペスウイルス病の
）

まん延防止にご協力を
問農政課振興係（内線

●イベントなどでのコイの放流は、
当分の間行わないでください。
やむを得ず行う場合は、漁業協
同組合および水産試験場に相談
し、安全確認を行った上で実施
してください。
●平成 年３月 日㈮までの間は、
川、湖沼など
（養魚場や個人の池
は除く）
においてコイを捕まえた
場合は、生きたままコイを持ち
出さないよう十分に注意してく
●河川、湖沼などでコイの異常を発

ださい。
道しるべ」

見したときは、速やかに連絡し

「その笑顔 未来を照らす
平成 年度児童福祉週間標語

てください。
※コイヘルペスウイルス病に感染し

「児童福祉週間」は子どもや家
庭、子どもの健やかな成長について

たコイを食べても人体に影響は
ありません。

みんなで考える週間です。ご家族で
過ごす時間を大切にしましょう。

６７

）

平成 年熊本地震災害
義援金ご協力のお願い

（内線 ）
問 危機管理課危機管理防災係

４月 日に発生した熊本県熊本地

方を震源とする最大震度７の地震に

より大きな被害が発生しました。

被災地支援のため市内７箇所に義援

金箱を設置しました。お寄せいただ

いた義援金は日本赤十字社を通じて、

被災地へ送られます。

設置場所 市役所総合案内、豊田支

北部公民館、西部公民館、永田サー

所、中野保健センター、中央公民館、
末日までにお届けします。

月

い や や

ビスステーション

調査です。調査票は

で「統計法 ｣
に基づいた
回答義務のある基幹統計

とする政府の重要な調査

明らかにすることを目的

ける産業構造を包括的に

‐活動調査はわが国にお

て実施する経済センサス

６月１日㈬を期日とし

問政策情報課情報統計係（内線

平成 年経済センサス‐
活動調査を実施します

無料体験のはずが、会費を払うはめに…。

ぜひインターネットでご回答ください。

3０

広報 なかの

２０１６．５

２９

2５０

2５０

消費者トラブル と 解決法
消費生活
相談

28

問い合わせ・消費生活相談窓口
市民課生活交通安全係（内線238）
長野県北信消費生活センター ☎026(223）6777
消費者ホットライン ☎１８８

286

！
2１７

28

１４

３１

事例 広告を見てスポーツ施設の無料体験に行った
ところ、
いきなり
「今回は特別に、入会金を値引くので、
３カ月分の会費を前払いするよう」契約を勧められた。
続けられるか不安だったが、契約書を記入しなければ
体験もできないような雰囲気に負け、申し込みをした。
帰宅してから契約書の内容を確認すると、
「脱会する場
合は違約金がかかる」
と記載があり不安である。
アドバイス 広告などに無料と書いてある場合でも、
何が無料なのかはっきりしない場合があります。申し
込む際は無料となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ
前提があるのか確認しましょう。特別割引など特典を
強調して契約を迫られても、
その場で契約をしてはい
けません。家族や周囲の人に相談をしましょう。契約す
る気持ちが無ければはっきり断りましょう。
ご不明な点は、
下記の相談窓口へご相談ください。
5

２78

２９

１１

２８

豊田支所 ☎ 0269（38）3111
市役所 ☎ 0269（22）2111 ファクス 0269（26）0349

暮らしの情報掲示板

）

な かの「 お す み ちゃん 」
公共利用無料配布
（内線
問 申上下水道課下水道係

区や団体などで公共的にご利用い
ただける場合に、なかの「おすみ
ちゃん」を無料配布しています。
利用場所 区の花壇、団体などがボ
ランティアで管理している花壇など
※営業目的の場合は、対象外です。

●未土利
分～午後

販売日 月～金曜日
（祝日を除く）
販売時間 午前９時
４時
販売場所 平岡処理場 ナ
(ピア
平岡 笠原５８０番地 )
価格 １袋 (㎏ ２
)５０円

め、クールビズを実施しています。
月 日㈪まで

皆さんのご理解をお願いします。
実施期間

自動車税の納付はお早めに
問北信地方事務所税務課

☎０２０４
今年度の納期限は５月 日㈫です
長野県では、自動車を所有される

くり支援金」事業の２次募集を行い

ます。

募集期限 ６月 日㈮まで

※申請方法など詳しくはお問い合わ

せください。

中野市商店会連合会ホー
ムページ開設のお知らせ

問中野市商店会連合会事務局

☎ ２１９１

問上下水道課下水道係（内線

お手元に届きましたら、納期限ま

びホームページを開設しました。連

ます。ぜひご活用ください。

にお得で便利な情報を提供していき

を行い、市民の皆さまへタイムリー

中野市商店会連合会では、このた

など）の方が、受け取り希望日の一

購入の利便を図るため、販売業務
委託しました。

）

平成 年度長野県「地域発元気づ

☎０２０１

北信地方事務所地域政策課

問政策情報課政策推進係
（内線

地域発元気づくり支援金
２次募集のお知らせ

くはお問い合わせください。

申請により減免されます。詳し

一定の要件に該当する場合は、

※障害者手帳などをお持ちの方で、

課までご連絡ください。

方は、お早めに北信地方事務所税務

転居などで納税通知書が届かない

ださい。

通知書を送付しています。

週間前までに、上下水道課へお申し

合会および各商店会で実施する「ま

受渡日時 通常の販売日時

住所 中野市三好町１ ４ ６
公益財団法人 中野広域
まさる

シルバー人材センター
よ し お か

理事長 吉岡 勝

たもつ

住所 中野市大字中野１５５９ １
か ね こ

）

のエコオフィス活動の推進を図るた

中野市環境マネジメントシステム

問庶務課職員係（内線

市職員の服装の軽装化
「クールビズ」実施中

委託期間 ４月１日から１年間

組合長 金子 保

氏名 中野市生活環境保全組合

●未土利

氏名

●なかの「おすみちゃん」

なかの

※申込方法などお問い合わせください。

汚泥発酵肥料

日㈰、

）

「おすみちゃん」
・
「未土利」
問上下水道課下水道係（内線

●なかの「おすみちゃん」
販売日 ５月 日㈬、

８日㈬、 日㈬、 日㈰、 日㈬

販売時間 午前９時～ 時 分

販売場所 中野浄化管理センター
価格 １袋（ ㎏）２００円
バラ（３００㎏）１５００円
バラ（５００㎏）２５００円
※バラ売り…要予約（ 日前）、

中野市商店会連合会ホームページ
http://www.nakano-shoren.jp/
◀ＱＲコード

込みください。

でに全国のコンビニエンスストア、

方へ、毎年５月上旬に自動車税納税

１０

（公金収入業務受託者）を次の方に

汚泥堆肥の販売業務を
委託しました

３１

ちゼミ」や「ハロウィン」などの各

）

１０

最寄りの金融機関、郵便局または地

28３

種イベント、セールなどの情報発信

申込方法 団体などの代表者（区長

30

方事務所税務課の窓口で納付してく



３１

１５

28３
28３

日㈬、 日㈬、６月１日㈬、

１１

１９

１５
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２５

15

袋は後日お返しください。

２８

1５

11 29
30
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