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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。 ※事前に電話で確認の上受診してください。

※休日・夜間緊急医療案内　
　下諏訪消防署　☎28－01193月の休日当番医院・歯科医院・薬局

歯科当番医（診療時間9：00～正午） 当番薬局
御子柴薬局
ひまわり薬局
矢崎薬局
ウエルシア薬局岡谷長地店
ファミリー薬局
ひまわり薬局
高市薬局

27－7056
26－7226
23－7125
26－2510
24－1801
26－7226
22－0781
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急病当番医（診療時間9：00～17：00）日 曜日
林眼科医院
諏訪共立病院
向山内科医院
今井整形外科
花岡医院
諏訪共立病院
藤森医院

28－6596
28－2012
23－6272
28－9933
22－3525
28－2012
22－2281

28－4649

28－6586
21－1555

22－3341

24－0315

浜歯科医院

林歯科医院
ララ歯科医院

南信堂歯科医院

スマイル歯科医院

下諏訪町空き家情報バンク登録状況下諏訪町空き家情報バンク登録状況
〈平成23年２月９日現在〉

貸したい方・借りたい方の
登録受付中！

【問い合わせ先】
　下諏訪町役場 総務課 企画係
　　　　電話 27－1111（内線257）
　E-mail kikaku@town.shimosuwa.lg.jp
　http://www.town.shimosuwa.lg.jp/info

 № 所在地 賃貸等　　　　　　条件等
 ９ 赤砂　　売却　木造２階建、価格応談
 12 西四王　賃貸　木造平家建、月7万4千円
 14 東四王　賃貸　木造２階建、月6万円
 15 西浜　　賃貸　木造２階建、月6万5千円
 17 上久保　賃貸　木造２階建、月6万円
 19 町屋敷　賃貸　木造平家建、月3万5千円、売400万円
 20 東山田　賃貸　木造平家建、月４万５千円
 21 富ヶ丘　賃貸　木造２階建、月３万5千円
 22 東山田　売却　木造２階建、1,190万円
 23 社ヶ丘　売却　木造２階建、680万円
 24 萩倉　　売却　木造２階建、２棟続き、1,150万円（応談）

●登録物件情報

《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）24件　（内12件成約）　
●利用登録済者（買いたい等） 36人（内６人成約）

27日

20日

21日

自動車の各種手続きを
忘れずに行いましょう
自動車の各種手続きを
忘れずに行いましょう

　今年度中に有効期限を迎える方は、新しい電子証
明書の発行（更新）手続きが必要です。
□失効した場合には、国税の電子申告などの電子申
請・届出に使うことができなくなります。
□更新を希望する方は、町住民環境課総合窓口係で
更新手続きをしてください。
□更新手続きを行った場合は、現在の電子証明書は
直ちに失効します。また、新しい電子証明書の有
効期間は手続きの日から起算して３年間です。
□なお現在の電子証明書が失効した後でも、新しい
電子証明書の発行を受けることができます。
●手続きについて
【受付場所】住民環境課 総合窓口係
【受付時間】午前８時30分～午後５時まで
　　　　　　（土日・祝日を除く）
【持参するもの】
・運転免許証等顔写真付き証明書・住民基本台帳
カード・更新手数料500円

※お問い合わせ先　
　　住民環境課 総合窓口係 （内線）132

【お詫びと訂正】
　前月号の「第22期 民生・児童委員」の紹介の中
で、小松新平さん（東四王）の電話番号が間違って
いました。
　正しくは「27－1666」です。ここに訂正とお詫
びを申し上げます。

　町では、農業者以外のみなさんが野菜や花卉など
遊休地を活用し、自分で栽培して自然に触れ合うと
ともに、農業に対する理解を深めることを目的に特
定農地（町民菜園）の貸出しを行っています。
　平成23年度の「特定農地利用者」を下記のとおり
一般公募しますので、この機会にご利用ください。
◇抽選日時　平成23年３月４日（金）
　　　　　　午前９時30分から
◇会　　場　下諏訪総合文化センター 小ホール
◇募集区画数　下の原・下の原２・下の原３・東山

田４・大久保１・大久保２・御田林
７箇所など計47区画。ほか数箇
所・数区画を募集します。

◇利 用 料   1,500円～3,820円（年間）
　　　　　　　　（面積等により異なります）
◇持 ち 物   印鑑・利用料（当日徴収）
※当日、整理券を午前９時00分から下諏訪総合文化
センター 小ホール入口にて配布します。
【問い合わせ先】産業振興課 農林係（内線274）

　自動車税は毎年４月１日現在、自動車検査証（車
検証）に登録されている所有者（または使用者）に
対して課税される県の税金です。
　次のような手続きを怠りますと、いつまでもあな
たに税金がかかったり、納税通知書が新しい住所に
届かなかったりとトラブルが発生する可能性があり
ます。

　■自動車を売買したときは､
　　…必ず名義変更の手続きをしましょう｡
　■車が古くなったりして使わないときは､
　　…早めに抹消の手続きをしましょう｡
　■住所が変わったときは､
　　…すぐに住所変更の手続きをしましょう｡
　各種手続きについては、国土交通省の各運輸支局
で行うことができます。上記のような事例に該当す
る場合は、３月末までに必ず手続きをしてください。
▽自動車の各種手続きについての照会先
　長野運輸支局松本自動車検査登録事務所
　TEL 050-5540-2043　音声ガイダンス
▽自動車税に関する照会先   
　諏訪地方事務所税務課　TEL 57-2905

　当機構では、看護師または助産師を目指している
方に修学資金を貸与し、学校生活をサポートします。
県立病院に一定期間勤務した場合は、返還免除とな
ります。
　あなたの夢の実現のため、是非ご活用ください。
■募集期間　平成23年１月４日（火）から３月４日

（金）まで
■貸 与 額　月額５万円または月額８万円
■貸与期間　養成学校の正規の在学期間内
　◇詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.pref-nagano-hosp.jp/
【申込み・問い合わせ先】
　機構本部事務局職員課（電話）0120-173-314

 林野庁では、毎年、山火事の多いこの時期に、消
防庁と連携して「全国山火事予防運動」を実施して
います。
 大切な森林を山火事から防ぐため、
一人一人が次のことを守っていただ
くようご協力お願いします。

公的個人認証サービス「電子証明書」の
発行を受けている皆さんへ！

公的個人認証サービス「電子証明書」の
発行を受けている皆さんへ！

長野県行政
書士会「無料相談会」開設のお知らせ「無料相談会」開設のお知らせ

ひとりで悩まないで
～人権擁護委員にご相談ください～
ひとりで悩まないで

～人権擁護委員にご相談ください～

職場のトラブルでお困りの
労働者・事業主の皆様へ！特設人権相談所 特設人権相談所 

住民基本台帳カード
（写真付）

公的な本人確認としても
  使える便利なカードです
公的な本人確認としても
  使える便利なカードです
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の際に
は本人確認の証明書などが必要です。免許証・パス
ポート等をお持ちでない方は、住民基本台帳カード
がそれに代わる最適なカードです。

○開設日　平成23年３月23日（水）
○時　間　午前10時30分～午後３時まで
○場　所　長野県行政書士会館
　　　　　長野市南県町1009-3
○電話相談　時間内同時受付
ー相談は、専門の行政書士がお受けいたしますー
長野県行政書士会では、相続・遺言の手続き、各
種契約書・権利義務関係等の手続きなどお気軽に
ご相談ください。
※問い合わせ先　長野県行政書士会館
　　　　　　　　電話026－224－1300

　長野県労働委員会は、労働者個人と事業主間のト
ラブルを解決するための「あっせん」を行っていま
す。手続は簡単・無料で、労使双方がご利用いただ
けますので、お気軽にご相談ください。（秘密厳守）
■こんなトラブルに、ご相談ください。
・納得できない理由で突然解雇された
・説明なくパートの時給が下げられた
・配転命令に従業員が従わないなど…
■あっせんの実施場所は
　県下４ヵ所の労政事務所（長野・松本・上田・
　伊那合同庁舎内）へ申請してください。
【問い合わせ先】
　長野県労働委員会事務局（電話）026-235-7468

○場所：老人福祉センター 会議室
○日時：３月２日（水）午前10時～午後３時
　夫婦・親子・家庭間のもめごと、児童・生徒のいじ
めや不登校・体罰・児童虐待、男女差別やインターネ
ットによる人権侵害、借地・借家・近隣とのトラブル
…など、ひとりで悩まないで相談してください。相談
は無料で秘密は固く守られます。
　「国の行政相談」も併せて開設されます。
　　　　午後１時～３時、同センター
◇主　催　下諏訪町人権擁護委員
　　　　　長野地方法務局諏訪支局
◇お問い合わせ先 
　住民環境課生活環境係（内線143）

地方独立行政法人長野県立病院機構
看護学生修学資金貸与希望者 募集！
地方独立行政法人長野県立病院機構
看護学生修学資金貸与希望者 募集！
地方独立行政法人長野県立病院機構

全国山火事予防運動 （３月１日～７日）

平成２３年度 「 町 民 菜 園 」
看護学生修学資金貸与希望者 募集！

火を消して 森を消さない 心がけ

特定農地（菜園）利用抽選会

①枯れ草など火災が起こりやすい場所では、
たき火をしない
②たき火から離れるときは完全に消火する
③強風・乾燥時の時は、たき火・火入れを
しないこと
④火入れの許可は必ず受けること

2011年4月から、発行手数料500円2011年4月から、発行手数料500円
（国の助成期間終了のため）
◇問い合わせ先
　住民環境課　総合窓口係
　電話 27－1111（内線）131


