その他 補助金の交付には一定の条

●農薬の散布を減らす防除方法を積

に特に注意してください。

●山へ入る際は、ラジオや鈴など

極的に活用しましょう。
（例：施
設栽培での防虫ネットの使用）
●農薬を散布する際は、農薬のラベ
ルの記載事項を守り、安全かつ
適正に使用しましょう。

問 申北信農業共済組合

☎果樹共済担当

０２６（２１９）２８９１

☎農畑作物・園芸施設共済担当

択しましょう。そのほか、時間

が少ないと考えられるものを選

害予防施設（電気柵・金網・ネット

るため、田畑や園芸施設の周囲に獣

イノシシなどの獣害被害を予防す

０２６（２１９）２８９２

帯や風向きにも十分注意し、飛

など）を設置した組合員に、資材購

●農薬は、できるだけ粒剤など飛散

散低減ノズルを使用するなど、

）

農薬による事故などを防ぐため、

問農政課振興係（内線

８月末まで農薬危害防止運動が実施

布を行う場合は、周辺の住民や動植

住宅地に近接した場所で農薬の散

て、散布予定日時などを情報提

●必要に応じ、隣接する住民に対し

額で、限度額２万円

されています。

※駆除実施中は銃器を使用するため

※詳しくはお問い合わせください。

助成額 費用の２分の１に相当する

入費用の一部を助成します。

い や や

飛散防止に努めましょう。

～農薬を使用する方へ～
農薬散布の際はご注意を

※詳しくはお問い合わせください。

抽選により決定します。

件があります。希望者多数の場合は

しょう。
※ツキノワグマの目撃情報などがあ

）

７月実施日程

りましたら、ご連絡ください。

害鳥駆除
問農政課耕地林務係（内線

アドバイス 非通知電話や見知らぬ電話番号に
出たり、かけ直したりしないようにしましょう。
「訴訟を起こすと言われた」、「身に覚えのない
請求書が家に届く」など少しでも疑問や不安を感
じたら、下記の相談窓口へご相談ください。

ＮＯＳＡＩ北信
獣害対策費用の助成

事例 携帯電話に着信があったので、かけ直すと
「動画コンテンツに登録があり、料金を滞納して
いる。支払わなければ民事訴訟を起こす」という
音声ガイダンスが流れた。「料金を知りたい方は
“１”を、心あたりのない方は“２”を」と言わ
れたので、“２”を押したところ、電話がつなが
り、いきなり名前を聞かれた。そこで、電話に出
た先方の名前を尋ねたら電話を切られた。電話の
内容に心当たりがない。
供しましょう。

時間 日の出から約２時間

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

の農地周辺に近づかないようお願
いします。

ペレットストーブ等購入
費補助金を交付します

６9

音声ガイダンスを利用した架空請求

物への配慮が必要ですので、次の点

28

広報 なかの

▼お知らせ
ツキノワグマにご注意
ください！
）

県産材の利用促進などを目的に、

募集人数 ２人

消費者トラブル と 解決法

大変危険です。駆除時間には対象

253

２０１６．７

問農政課耕地林務係（内線

）

撃情報が相次いでいます。農作物被
ペレットストーブなどの購入費用に対

問 申農政課耕地林務係（内線

害および人身被害を防ぐために、次
し、
補助金を交付します。
今年度の補

春先から市内でツキノワグマの目

のことに気を付けてください。
助対象者を次のとおり募集します。

補助金額 購入経費の２分の１以内

する方で、市税の滞納がない方

対象 市内に住所または事業所を有

●山際で農作物を栽培するときは、
防護柵を設置しましょう。
●庭や畑に生ごみを放置しないよう
にしましょう。
で、限度額 万円

ります。その時間帯に山際に近

募集期限 ７月 日㈮

●朝や夕方はクマの行動が活発にな
づくときは、特に注意しましょう。

１０

を鳴らして人の存在を知らせま

２９

消費生活
相談

２５１

２５１

251

害鳥駆除（カラス、ムクドリほか）
実施日 ７月 日㈰、 日㈰
24

対象区域 市内農地周辺

10

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

）

汚泥発酵肥料 なかの
「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」無料配布
無料配布日 ８月７日㈰

㌔）

時間 午前９時から数量終了まで
場所 中野浄化管理センター
数量 ４０００袋（１袋
先着２００人、車１台に 袋ま
でとさせていただきます。
※７・８月の販売はありません。
ど

り

次回販売日は９月７日㈬です。
み

●未土利の販売
販売日 月～金曜日
（祝日を除く）

時間 午前９時 分～午後４時
場所 平岡処理場
（ナピア平岡）
価格 １袋 (㌔ ２
)５０円

）

）

経済センサス‐活動調査
（内線
問政策情報課情報統計係

経済センサス 活動調査につい
て、ご協力ありがとうございました。
調査の結果は国の各種行政施策を
はじめ、地域の産業振興の基礎資料
として利活用されます。まだ回答が
お済みでない場合は、
ご連絡ください。

長野県女性活躍推進会議
応援事業
問人権・男女共同参画課男女共同

参画係（内線 ）

年３月 日生まれの被保険者のう

ち、歯科健診の受診を希望する方

ますので、県内の宝くじ売り場でお
買い求めください。

健診期間

し、男女の人権が尊重され、豊かで

空きのある住宅 東山団地・泉団地・

の各市営住宅、若者住宅

月 日㈬まで

発売期間 ７月 日㈮まで

3１

受診回数 １回

）

１6

抽せん日 ８月 日㈫

▼募集
市営住宅・若者住宅
入居者募集
（内線
問 申 都市計画課建築住宅係

現在の空き住宅と、８月から 月

までに明け渡しがあった場合に備
え、補充入居者を募集しています。
募集する住宅 東山団地・泉団地・

活力のある地域社会を実現するた

長元坊団地・小田中団地

長元坊団地・小田中団地・城下団地

め、「長野県女性活躍推進会議」を

募集期限 ７月 日㈮

いまちづくりに使われます。長野県

宝くじの収益金は、明るく住みよ

協会 ☎０２６
（２３４）
３６１１

問公益財団法人長野県市町村振興

サマージャンボ宝くじ

ご覧ください。

同会議のホームページを

しています。詳しくは、

の活躍を推進する応援事業を紹介

設置しています。同会議では、女性

長野県では、女性の活躍を推進

１０ 273

自己負担 無料（治療や精密検査に

かかる費用は自己負担となります）

対象医療機関 県歯科医師会所属の

歯科医院

※対象者の方へ、案内通知と問診票

を送付しています。詳しくはお

問い合わせください。

２０１６信州ねんりん
ピック作品募集

問 申高齢者支援課長寿福祉係

（内線 ）

明るく活力ある長寿社会を目指

し、シニアの皆さんの総合的な健康

んピック」が開催されます。本祭典

と福祉の祭典「２０１６信州ねんり
選考方法 公開抽選により順位を決定

のなかで開催される高齢者作品展の

日本画・洋画・彫刻・手工

申込締切 ８月 日㈮

より制作されたもので未発表の作品

出品条件 １人１点とし、出品者に

芸・書・写真

部門

アマチュアの方

出品者資格 県内在住の 歳以上の

作品を募集します。

抽選日時 ７月 日㈭ 午後１時 分

抽選会場 市民会館 号会議室

☎０２６
（２２９）
５３２０

給付課給付係

問長野県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者歯科健診
受診希望者募集

※詳しくはお問い合わせください。

３０

地図情報データ現地調査
（内線
問政策情報課情報統計係

市では、施策の参考資料としてい
る地図情報データについて、経年変
化箇所の修正を行うため、市内全域
で現地調査を実施します。
調査では、
身分証明書を携帯した
受託業者の調査員が、
建物、
道路など
の位置や形状を道路上で確認します
月 日㈬まで

９ ２９

対象者 昭和 年４月１日 昭
~和

60

2１７

の販売実績により収益金が配分され

※申込方法など、詳しくはお問い合

わせください。

２０１６．７

広報 なかの

２９

のでご理解とご協力をお願いします。
調査期間

受託業者 国際航業㈱ 長野営業所

▲ ＱＲコード
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