4 月の休日当番医院・歯科医院・薬局

※休日・夜間緊急医療案内
下諏訪消防署 ☎28−0119
※事前に電話で確認の上受診してください。

休日当番医等は、変更になることがありますのでご承知ください。
日

曜日

急 病 当 番 医（診療時間9：00〜17：00） 歯 科 当 番 医 （診療時間9：00〜正午）

1日

日

諏訪共立病院

15日

日

浜整形形成外科医院

29日

日

平林医院

8日
22日
30日

日

川岸医院

日

山崎医院

月

今井内科・胃腸科クリニック

当番薬局

28−2012 栗田歯科医院

24−5756 ひまわり薬局

26−7226

24−3011 小松歯科医院

27−8226

22−0781

22−2562 小松歯科クリニック
22−3287 早出歯科医院

22−3952 はつお歯科クリニック

24−8688 たちばな歯科医院

下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成24年３月13日現在〉

●登録物件情報
№ 所在地 賃貸等
条件等
９ 赤 砂 売却 木造２階建 価格応談
23 社ヶ丘 売却 木造２階建 680万円
28 武居北 賃貸 木造２階建 月６万円
30 星が丘 賃貸 木造平屋建 月４万円
31 広瀬町 売却 木造２階建 1,300万円
32 南四王 賃貸 木造平屋建 月４万５千円
35 赤 砂 賃貸 木造平屋建 月６万２千円
36 社東町 賃貸 木造平屋建 月５万円
37 立 町 売却 木造２階建 1,800万円
38 町屋敷 賃貸/売却 木造平屋建 価格応談
39 町屋敷 賃貸/売却 木造２階建 価格応談

《空き家バンクの利用状況をお知らせします》

●登録済物件（売りたい等）39件 （内20件成約）
●利用登録済者（買いたい等） 47人（内６人成約）

【問い合わせ先】
貸したい方・借りたい方の
下諏訪町役場 総務課 企画係
登録受付中！
電話 27−1111（内線258）
E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
http://www.town.shimosuwa.lg.jp/akiya/index.html

子どもの

予防接種助成事業が継続されます！

下諏訪町では、小児の「肺炎球菌ワクチン」・「ヒ
ブワクチン」、中学生以上女子の「子宮頸がんワクチ
ン」について、接種対象者に接種費用の補助を行って
います。
平成24年度も、国の助成事業の継続に伴い、下諏
訪町でも昨年度同様上記３ワクチンの補助を継続しま
すので、接種を希望される方はご活用ください。
今年度新たに対象年齢になる方には個別にお知らせ
いたします。
詳しくは保健センターへお問い合わせください。
対象者
●肺炎球菌・ヒブ：生後２か月〜４歳
●子 宮 頸 が ん：中学１年生〜高校１年生相
当年齢の女子
■お問い合わせ先

■■町道社４号線 改築工事着手のお知らせ■■

下諏訪町保健センター
電話27−8384

28−0008

川岸薬局
高市薬局

28−0024 山一小口薬局
23−8345 湖北堂薬局
22−1228

矢崎薬局

24−3103
23−2206
22−2325
23−7125

2012.4

○対象になる方：
・接種日において75歳以上でこのワクチンの接種を希望
される方
・過去５年以内にこの予防接種を受けたことがない方
○助 成 金 額：3,000円
○申 請 方 法：接種終了後、町保健センターまたは住
民環境課 国保年金係窓口にて申請
○申請時持ち物：領収書正本（内容がわかるもの）・印
鑑・振込先口座のわかるもの
※ この制度の利用は、一人一生に１回となります。
■お問い合わせ先 下諏訪町保健センター
電話27−8384

県松本消費生活センター岡谷支所（通称：消費生活セ
ンターおかや 岡谷駅前ララオカヤ１階）は、平成24年３
月末をもって閉所し、同年４月１日から松本消費生活セ
ンター（本所）に統合されます。
消費生活に関するご相談は、市町村消費生活相談窓口ま
たは県松本消費生活センターをご利用ください。
■お問い合わせ先
下諏訪町役場 住民環境課 生活環境係 電話27−1111
企画部 生活文化課 消費生活室 電話026−223−6770
松本消費生活センター
電話0263−35−1556

平成２４年度Ｊ
ＩＣＡボランティア春募集説明会
ＪＩＣＡでは、途上国の人たちと共に様々な課題の解決に取り
組んでいるＪＩＣＡボランティアを募集しています。募集説明会
を開催しますのでお気軽にお越しください。※ 参加無料
【青年海外協力隊】【シニア海外ボランティア】
日 時：４月14日（土） 10：30〜12：30
場 所：松本市中央公民館（Ｍウイング）
【4-1会議室】【4-2会議室】
●詳しくはＪＩＣＡ駒ヶ根HP
（http://www.jica.go.jp/komagane/index.html）をご覧下
さい。（長野市の開催については直接お問い合わせください。）
■お問い合わせ先
ＪＩＣＡ駒ヶ根募集担当 電話0265−82−6151

子育てふれあいセンター「ぽけっと」からのお知らせ
― 三角八丁 ２９日（日）午前９時〜午後４時開館 ―
●ファミリーマーケット 正午から

乳幼児用品 洋服 おもちゃ 等子どもの物に限ります。
ブースで出店したい方は事前にセンターへ連絡をください。

●おはなしいっぱい 午前１１時から
●似顔絵モデル 午前１０時〜午後２時

似顔絵のモデルをやってみませんか？モデルをやってみたい方は
事前にセンターへ連絡をください。

４月の行事予定

２日（月）のびのびららら
９日（月）知恵袋講座
11日（水）ブックスタート
16日（月）おはなしいっぱい
23日（月）つくるよぺたぺた
27日（金）誕生会

■お問い合わせ先

７日（土）開館日
10日（火）スクラップブッキング講座
12日（木）1歳児ママのつどい
19日（木）0歳児ママのつどい
26日（木）親子ストレッチ
29日（日）三角八丁

子育てふれあいセンター ぽけっと
開 館 日 時：月〜金 9：00〜17：00
電話・FAX：27−5244

町内に住民票がある75歳以上の方を対象に、人間ドッ
ク・脳ドック費用の一部を助成しています。
○助成の種類と助成金額
（１）１日人間ドック
助成額 15,000円
（２）１泊２日人間ドック
助成額 30,000円
（３）脳ドック
助成額 15,000円
※人間ドック・脳ドックの両方を受診された場合の助成
は限度額30,000円。制度の利用については１年に１回
とさせていただきます。

後期高齢者（７５歳以上の方）の
肺炎球菌ワクチン接種費用の助成もしています！

松本消費生活センター岡谷
支所の統合のお知らせ

■2012年５月号より「社協だより」が別冊になります。広報誌へ差込み、取り出し自由となりますので、
ご理解とご協力をお願いします。

23

町道社４号線は、町道西大路線と岡谷市道岡部田線を
結ぶ都市計画道路です。このたび岡谷市事業として今月
より工事着手し平成24年度中の供用開始を目指し整備を
進めていきます。
工事期間中は、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご
協力をお願いします。
■お問い合わせ先 下諏訪町役場 建設水道課 建設管理係
電話27−1111（内線241）

後期高齢者（７５歳以上の方）の
人間ドック費用を助成しています！

消防団員募集
消防団員は、火災、風水害や地震などの災害から、住
民の生命や財産を守るため、18歳以上の方なら男女問わ
ず入団でき、会社員、自営業者、公務員など様々な人が
集まり活動しています。入団希望の方は下記までお問い
合わせください。

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 消防課 庶務係
電話28−0119

住民基本台帳カード（写真付）は

公的な本人確認としても使える
便利なカードです
戸籍や住民票の写し、納税証明書等の発行は本人確認
が必要となっています。免許証・パスポート等（顔写真
付証明書）を持っていない方には、最適なカードです。

➡発行手数料 500円

※ 運転免許証返納者の方は、特にお勧めです。

■お問い合わせ先：下諏訪町役場 住民環境課 総合窓口係
電話27−1111（内線131）

森林の所有者届出制度が４月からスタートします
昨年４月の森林法改正により、今年４月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けら
れました。
■届出対象者
個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなり
ません。だたし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
■届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に提出して下さい。
■届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積と
ともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書（写しも可）又は土地売買契約書など権利を
取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
※詳しくは下諏訪町役場 産業振興課 農林係 電話27−1111（内線276・277）又は
長野県諏訪地方事務所 林務課 普及林産係 電話57−2920 までお問い合わせください。
なお、上記の内容は平成23年12月段階の検討内容です。
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