
※今月号に掲載している情報は、11月18日現在のものです。
各イベントは、新型コロナウイルス感染症に配慮して実施しますが、
状況に応じて、中止または変更となる可能性があります。直 …部署直通電話番号

市外局番「０２６３」は省略しています。ページ ID…市ホームページで IDを入力すると該当ページが表示されます。

くらしの情報

財政課契約検査係　直  �7300問

入札参加資格申請について

入札参加を希望する者または業種
などの追加を希望する者は入札参加
資格審査申請をしてください。

【定期受付】建設工事及び
建設コンサルタント等

■申請期間　５年１月４日㈬～２０日㈮
※必要書類は１月２5日㈬必着です。
■登録有効期間　
　５年６月１日～７年５月３1日（２
年間）

【中間受付】物品購入等（リースを含む）
及び委託業務

■申請期間　
　1２月19日㈪～５年１月1３日㈮
※必要書類は１月18日㈬必着です。
■登録有効期間　
　５年４月１日～７年３月３1日（２
年間）

共通事項
■申請方法　
　市ホームページからながの電子申
請で申請を行い、かつ必要書類を
〒３99–０78６　大門七番町３番３号
財政課契約検査係宛てに送付して
ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、窓口では申請の受け付け
を行いません。
※詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。

地域づくり課地域づくり係　
☎内線1151問

長野県民交通災害共済

長野県民交通災害共済は、掛け金
が安く、見舞金の保障が大きい有利
な共済です。
５年度分の申し込みについては、

５年１月以降に順次、自治会を通じ
て各家庭に申込書を配布します。
自治会を通さず個人で申し込みを

希望する人は、1２月1６日㈮までに地
域づくり課まで電話でご連絡ください。

地域づくり課地域づくり係　
☎内線1151問

宝くじの収益金で公民館・
防災備品などを整備しました

宝くじの収益金は、地域のコミュ
ニティ活動などに必要な設備および
備品の整備に役立てられています。
４年度は、公民館備品や防災備品を
整備しました。今後、災害時や地域
の行事などで有効に活用されます。
■（一財）自治総合センター助成事業
○大門五番町区　公民館備品
○野村区　公民館備品
○市消防団 消火栓用ホース

■（公財）長野県市町村振興協会助成
事業
○芦ノ田区　公民館備品
○宗賀地区　防災備品
○奈良井区　防災備品

 市人事
副市長を選任

11月1４日付けで、
副市長が選任され
ました。

石坂　健一　６1歳
（大門一番町）

  お知らせ

都市計画課計画係　直  �0689問

年末の交通安全運動

夕暮れから夜間の事故や飲酒運転
などの増加が懸念されます。歩行者
は反射材などの利用を、自転車利用
者はヘルメット着用を、運転者は早
めのライト点灯を心掛けましょう。
■期間　1２月15日㈭～３1日㈯
■スローガン　「信濃路は　みんな
の笑顔　つなぐ道」

■運動の重点
○夕暮れ時・夜間の歩行者事故の
防止

○高齢運転者の交通事故防止
○自転車の安全利用とルール遵守
○飲酒運転等の悪質・危険な運転
の根絶

市消費生活センター　
☎内線1129問

消費者ホットライン1
いやや
88

「悪質商法の被害に遭ったかもし
れない」「業者に苦情を伝えている
が受け入れてもらえない…」など消
費者トラブルで困っていることはあ
りませんか。
　そんな時は、全国どこからでも3
桁の電話番号（局番なし）でつなが
る消費者ホットライン「188（いや
や！）」にご相談ください。市内に
お住まいの人は、原則市役所に電話
がつながりますので、消費生活セン
ターを呼び出してください。
※土・日曜日、祝日（午前1０時～午
後４時）は、国民生活センターにつ
ながります。
※1２月２9日㈭～１月３日㈫は受け付
けしていません。

年金生活者支援給付金の請求をお忘れなく
問 給付金専用ダイヤル　☎0570�4092

　公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の
生活を支援するための制度です。
　９月１日から、新たに受給対象となる人に対し、請求可能な旨のお知
らせが日本年金機構から送付されています。同封のはがき（年金生活者
支援給付金請求書）に記入し、忘れずに提出してください。
■対象者
　〇老齢基礎年金を受給している人
　　６5歳以上で世帯全員の住民税が非課税であり、令和３年（１～1２月）の
　　年金収入額（非課税年金は含まない）とその他所得額の合計が88万
　　1,２００円以下であること
　〇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
　　令和３年（１～1２月）の所得額が４7２万1,０００円以下であること
※扶養親族の数などに応じて変動があります。
※５年１月４日㈬までに請求書が届かなかった場合、受給できない月が
発生します。
※既に受給している人は手続きの必要はありません。
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市役所　☎0263�0280　　0263�1158
塩尻市ホームページ  URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/

ながの電子申請　　　
URL https://s-kantan.jp/city-shiojiri-nagano-u/

都市計画課計画係　
直  �0689　ページ ID：０００３０59問

出生・新築記念樹交付申請

塩尻市緑のまちづくり事業助成要
綱に基づく出生・新築記念樹を申請に
より交付しています。５年３月の交
付を希望する場合は、1２月２8日㈬ま
でに申請をお願いします。１月以降
の申請は６年３月の交付となります。
■申込案内書配布
〇出生　出生届提出時（ウッドス
タートの木製玩具を選択した場
合は、重複申し込み不可）

〇新築　家屋評価時
※申し込み方法などの詳細は、市ホ
ームページをご覧いただくかお問い
合わせください。

 催 し

塩尻東支所　☎�4748問

中山道を歩き塩尻峠でご
来光を見よう

諏訪湖越しの富士山と八ヶ岳から
のご来光は絶景なのでご参加ください。
■期日　５年１月２日㈪
　　　　午前５時～７時４5分
※午前５時に塩尻東支所に集合して
ください。
■持ち物　懐中電灯、暖かい服装、
滑りにくい靴

社会教育スポーツ課社会教育係
直  �0902問

写真県展

県民芸術祭２０２２参加事業である写
真県展を開催します。
■期間　1２月８日㈭～11日㈰
■時間　
　午前９時～午後５時（最終日は午
後４時まで）

■場所　塩尻総合文化センター講堂
※申し込み、入場料は不要です。

社会教育スポーツ課スポーツ推進係
直  �0993問

スポーツふれあいデー

誰でも手軽に楽しめるニュースポ
ーツで体を動かし、日頃の運動不足
を解消しましょう。親子での参加も
大歓迎です。
■日時　1２月17日㈯　
　　　　午後１時半～４時
■場所　市立体育館
※申し込み、参加費は不要です。当
日上履きを持って、市立体育館へお
越しください。
※開催日１週間前に、感染警戒レベ
ルが５以上の場合は中止となります。
中止などのお知らせは市ホームペー
ジをご覧ください。
※開催日前の１週間の間に、ご自身
や家族などに体調不良の人がいた場
合は、参加をご遠慮ください。

中信子ども・若者サポートネット
☎�5810問

みんなの居場所MINI

「家にずっといるけれど、外に出
てみようかな」。そんな気持ちが芽
生えたらとりあえず来てみませんか。
■対象　15歳以上
■日時　1２月２０日㈫　午後１時～３時
■場所　えんてらす２階２０３会議室
■内容　「クリスマス会」ゲームな
どで一緒に盛り上がりましょう！

■定員　８人（先着順）
■参加費　３００円（プレゼント代）
※前日までに電話でお申し込みくだ
さい。

 講座・教室

平出博物館　☎�1022問

平出博物館長による展示解説

知っているようで知らない「平出
博物館」の展示について、館長の説
明を聞きながら館内を回ります。
また、「平出遺跡」が国指定史跡

になった理由などを、遺跡公園にて
説明します。
■期日　1２月17日㈯
■場所および時間　
○平出博物館　午前９時～1０時
○平出遺跡ガイダンス棟　
　午前1０時半～11時半

■講師　小松　学（平出博物館長）
■参加費　無料
※電話でお申し込みください。（月
曜日は休館）

県生涯学習推進センター　
☎�8822問

令和時代の
ﾞ学校を核とした地域づくり″

■日時　1２月1２日㈪
　　　　午後１時15分～３時55分
■場所および定員（いずれも先着順）
○県生涯学習推進センター　5０人
○オンライン（Zoom）　5０人

■講師　
　○岩本　悠さん（地域・教育魅力
　化プラットフォーム代表理事）

　○荒井　英治郎さん（信州大学教
　職支援センター准教授）

新型コロナウイルス感染症の
影響による保険税（料）の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす場合、５
年３月３1日までの国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
の減免を受けられる場合があります。
　減免を受ける際は申請が必要です。必要書類は市役所１階市民課国保
年金係の窓口または市ホームページでご確認ください。
■全額免除の要件　世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病
　（１カ月以上の治療が必要な場合）を負った世帯
■一部免除の要件　世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次
　の①～③すべてを満たす場合（介護保険料は①～②を満たす場合が対象）
　①令和４年中において、主たる生計維持者の事業（営業・農業）収入・
　　不動産収入・給与収入・山林収入の内、いずれかの収入が令和３年の
　　収入に比べて1０分の３以上減少する見込みであること
　②主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の、令和
　　３年の所得の合計額が４００万円以下であること
　③主たる生計維持者の令和３年の所得の合計額が1,０００万円以下であること
■申請期限　５年３月３1日㈮

問 市民課国保年金係　直  �0772
長寿課介護保険係　直  �0285
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くらしの情報

※今月号に掲載している情報は、11月18日現在のものです。
各イベントは、新型コロナウイルス感染症に配慮して実施しますが、
状況に応じて、中止または変更となる可能性があります。直 …部署直通電話番号

市外局番「０２６３」は省略しています。ページ ID…市ホームページで IDを入力すると該当ページが表示されます。

健康づくり課保健予防係
直  �0858問

脂肪燃焼＆シェイプアップ教室

内臓脂肪を減らすことを目的に、
室内でできる運動を学びませんか。
■対象　市内に在住する人
■期日　①1２月1３日㈫　②５年１月
２３日㈪　③５年３月２２日㈬

■時間　午前1０時～11時半
■場所　①②市保健福祉センター３
　階市民交流室　③市立体育館
■講師　非営利活動法人CFM実行
委員会所属の健康運動指導士

■定員　各回２０人（先着順）
■参加費　無料
■持ち物　ヨガマット（貸出あり）、
上履き、動きやすい服装、飲み物

■申込締め切り日　各開催日の２日
前まで

※電話でお申し込みください。

ユメックスアリーナ　☎�3800問

ミズノ・スポーツ塾

楽しく体を動かしながら、マット
と跳び箱の苦手克服を目指す教室です。
■期日（どちらも第2・４火曜日）
○マット　1０月～1２月（第２期）
○跳び箱　５年１月～３月（第３期）
■時間
　○幼児（年中児～年長児）
　　午後４時半～５時半
　○児童（小学１～３年生）
　　　　午後５時４5分～６時４5分
■場所　ユメックスアリーナサブア
リーナA

■講師　ミズノスタッフ
■定員　各15人（先着順）
■参加費　5,5００円（保険代など）
■持ち物　室内用の運動靴、運動で
きる服装、飲み物、タオル

■申し込み方法　ユメックスアリー
ナ受付でお申し込みください。

※無料体験実施中です。詳細はお問
い合わせください。

 子育て

子育て支援センター　☎�3382問

マタニティママ＆パパの応援教室

■対象　妊娠中の人とパートナー
■期日および場所（２日で１コース）
①５年１月21日㈯　
　えんぱーく３階多目的ホール
②５年１月27日㈮　
　えんてらす１階1０２会議室

■時間　午前1０時～正午
■内容　
①「お産に臨む心構え」について
助産師のお話　

②「先輩ママとの交流」
■定員　２０組（先着順）
■参加費　無料
■持ち物　
　母子健康手帳、筆記用具、飲み物、
ひざ掛け（必要に応じて）、「ママ
パパ学級テキスト」（子育て体験
講座に出席された人でお持ちの人）

■申し込み方法　
　右のコード（ながの電
子申請）からお申し込
みください。

■申込締め切り日時　５年１月1４日㈯
午後５時

※上のお子さんの無料託児ができま
す。希望する人は申込時に入力して
ください。

こども広場　☎�6660問

牛乳パックの椅子作り（六角形）

牛乳パックを使って、子ども用の
六角形の椅子を作ります。製作は保
護者が行います。（無料託児付き）
■対象　こども広場に登録している
保護者で２回とも参加でき、これ
までに「牛乳パックの椅子作り」
を受講したことのない人

※令和４年度の登録がお済みでない
人は、前日までに登録をお願いします。
■期日および内容（２日で１コース）
〇５年１月28日㈯　土台作り
〇２月４日㈯　仕上げ

■時間　午前1０時半～11時半
■場所　こども広場
■定員　1０人（先着順）
■参加費　無料
■申し込み方法　右のコ
ード（ながの電子申請）か
らお申し込みください。

■申込期間　５年１月４日㈬午前８
時～18日㈬午後５時

■託児 平成２8年４月２日以降に生
まれたお子さん（生後３カ月以上）
の無料託児ができます。希望する
人は申込時に入力してください。

※２月２7日㈪、３月６日㈪に背当て
付きの椅子作りを予定していますが、
受講はどちらか１つになりますので
ご確認の上お申し込みください。

12月の納期限
■固定資産税　1２月２６日㈪
■上下水道料金　1２月２６日㈪
■国民健康保険税　1２月２６日㈪
■後期高齢者医療保険料
　1２月２６日㈪

■場所　市民交流センター２階 ICTルーム
■申し込み方法
　はがきまたは Eメールに「講座名」「郵
　便番号」「住所」「氏名」「年齢」「電話番
　号」「Eメールアドレス」をご記入の上、
　講座名に「１月」と明記してお申し込み
　ください。電話でのお申し込みはご遠慮
　ください。
※はがきまたはＥメール１通で複数の講座

を申し込みできます。
※申し込み多数の場合は抽選とし、抽選
後に受講票を送付します。
※託児（有料）を希望する場合は、事前に
ご相談ください。

■申込先　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　〒３99-０7３7　大門八番町４番１号
　（ pchiyoko@ghiyoko.net）

講座名（★印は難易度） 日　時 内　容 対象者 定員 受講料※1 申込期限

1月　Word２０19前半
★★☆☆☆☆

１月1２日㈭・
1３日㈮・1６日㈪・
17日㈫
午前1０時～正午

Word２０19を 使って
基本的な操作を学習

マウス操作と
日本語入力が
できる人

15人

２,４００円
テキスト代
２,２００円

1２月
２8日㈬

1月　Word２０19後半
★★★☆☆☆

１月19日㈭・
２０日㈮・２３日㈪・
２４日㈫
午前1０時～正午

「Word２０19前半」と
同じテキストの後
半部分（表現力をア
ップする機能、段組
みなど）を学習

Word 経験が
ある人

２,４００円
テキスト代
２,２００円

１月
５日㈭

１月　暮らしの文書
～レターセット編～
★★★☆☆☆

1月２7日㈮
午前1０時～正午

Word２０19のテンプレ
ートを利用して便箋
と封筒を作成しよう

Word 経験が
ある人

６００円
テキスト代
15０円

１月
1３日㈮

※1　テキストをお持ちの人はテキスト代は不要です。使用テキストは受講票に記載します。
※この講座ではWindows1０を使用しています。

市民交流センター　☎�3350問ぱそこん基礎講座
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市役所　☎0263�0280　　0263�1158
塩尻市ホームページ  URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/

ながの電子申請　　　
URL https://s-kantan.jp/city-shiojiri-nagano-u/

子育て支援センター　☎�3382問

乳幼児の救急法

乳幼児の事故やけがに慌てないよ
う、救急法を学びませんか。
■対象　
　0歳から小学校に上がる前までの
お子さんを育児中の保護者

■日時　５年１月２０日㈮
　　　　午前９時半～11時半
■場所　えんぱーく３階多目的ホー
ル（託児は2階２０1 ・ ２０２会議室）

■講師　大倉　恵子さん（松本赤十
字乳児院看護師長）

■定員　15人（先着順）
■参加費　無料
■持ち物　
　大判ハンカチ、古ストッキング
（腰まであるもの）、常温の保冷剤
２個（小さいもの）、飲み物、動
きやすい服装

■申し込み方法　
　右のコード（ながの電
　子申請）からお申し込
　みください。
■申込期間　
　1２月1６日㈮午前８時～５年1月1２
日㈭午後５時

※この講座を初めて受講する人を優
先します。受講経験のある人は1２月
２６日㈪以降にお申し込みください。
※生後３カ月から年少に上がる前ま
でのお子さんの無料託児ができます。
希望する人は、申込時に入力してく
ださい。
※参加人数に限りがありますので、
１家族1人のご参加でご協力をお願
いします。

 図書館

市立図書館　☎�3365問

信州しおじり子ども本の寺子屋
「地球を旅する」

写真家石川直樹さんの講演会です。
■対象　おおむね小学３年生～高校生
■日時　５年１月２２日㈰
　　　　午後２時～４時
■場所　えんぱーく３階多目的ホール
■定員　６０人（先着順）
■参加費　無料
■申し込み方法　右の
コード（ながの電子
申請）、市立図書館本
館カウンターまたは電話でお申し
込みください。（水曜日、1２月２６
日㈪・２8日㈬～５年１月４日㈬は
休館）

■申込開始日　1２月４日㈰

市立図書館
☎�3365　  �3369問

ビジネス情報相談会

■期日　1２月２２日㈭、５年１月５日㈭
■時間　午前1０時～午後５時
■場所　えんぱーく３階会議室３０３
■定員　１人１回１時間（先着順）
■参加費　無料
■申し込み方法　市立図書館カウン
ターまたは市立図書館ホームペー
ジ（ URL https://www.library-shiojiri.
jp/）にある申込用紙を記入の上、
メール（ ay1６３1@city.shiojiri.
lg.jp）またはファクスでお申し
込みください。（水曜日は休館）

市立図書館　☎�3365問

信州しおじり本の寺子屋「絵本を
愉しむ－自然の歌をききながら。－」

ワイルドライフ・アートや数多く
の創作絵本を手掛ける絵本作家村上
康成さんの講演会です。
■日時　５年１月２9日㈰
　　　　午後２時～４時
■場所　えんぱーく３階多目的ホール
■定員　1００人（先着順）
■参加費　無料
■申し込み方法　
　右のコード（ながの
電子申請）、市立図書
館本館カウンター、
電話のいずれかでお申し込みくだ
さい。（水曜日、1２月２６日㈪・２8
日㈬～５年１月４日㈬は休館）

■申込開始日　1２月４日㈰

 伝 言 板

hana-tomo（小山）　
☎090-2559-5320問

新春を寿ぐ
白砂を使った寄せ植え講習会

■日時　1２月18日㈰　午前1０時から
■場所　塩尻総合文化センター2階
大会議室

■定員　２０人（先着順）
※ hana-tomo 主催の講習会参加が
初めての人限定です。
■参加費　1,5００円（材料費）
■協力　まちづくりチャレン
ジ事業

※電話でお申し込みください。

えんぱーくクリスマス２０２２ 問 市民交流センター　☎�3350
■期日　1２月17日㈯
■場所　えんぱーく

イベント名 時間 場所 対象 定員 参加費
クリスマス人形劇 午後２時～３時

（午後１時４5分受付開始） ３階多目的ホール

どなたでも

8０人
（先着順）

無料

クリスマスマーケット 午前1０時～午後３時 ３階市民サロン
なし一箱古本市

記念日新聞プリント ○午前９時半～正午
○午後１時～３時

１階図書館
カウンター

スペシャルおはなし会
（ボランティアさんのおはなし会）

○午前1０時～1０時２5分
　（午前９時４5分受付開始）
○午前1０時5０分～11時15分
　（午前1０時３5分受付開始）

３階多目的ホール 各8０人
（先着順）

クリスマス飾り作り ①午前1０時～11時半
②午後１時～２時半

１階太陽のコート
（児童図書コーナー）

未就学児の
親子

①1００人（先着順）
②４０人（先着順）

　クリスマスマーケットや一箱古本市を中心に、ご家族で楽しめるイベントが盛り
だくさん。一足早いクリスマスをえんぱーくでお過ごしください。

※イベントに関する詳細は、お問い合わせいただくか、えんぱーくホームページ（ URL http://enpark.info/）をご覧ください。
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くらしの情報

※今月号に掲載している情報は、11月18日現在のものです。
各イベントは、新型コロナウイルス感染症に配慮して実施しますが、
状況に応じて、中止または変更となる可能性があります。直 …部署直通電話番号

市外局番「０２６３」は省略しています。ページ ID…市ホームページで IDを入力すると該当ページが表示されます。

塩尻地域シルバー人材センター
☎�4567問

シルバー人材センター入会説明会

健康で働く意欲のある人（原則６０
歳以上）を対象とした説明会です。
■日時　1２月15日㈭　午後１時半から
■場所　塩尻地域シルバー人材セン
ター

■持ち物　筆記用具
※申し込み、参加費は不要です。

パッチワークの会（加藤）
☎�3577問

パッチワークの会の会員を募集

■日時　毎月第２・４火曜日
　　　　午前1０時～正午
■場所　塩尻総合文化センター
■講師　長谷川　みどりさん（アト
リエみーまパッチワークキルト教
室主宰）

■参加費　２,０００円（会場費、講師代）
※電話でお申し込みください。

塩尻市体育協会事務局
☎�1393問

宇津木妙子さん講演会

■日時　５年１月1４日㈯　
　　　　午後１時から
■場所　レザンホール中ホール
■演題　「チームビルディング～‟人
財”を育て自分が育つ～」

■定員　1００人（申し込み多数の場
合は抽選）

■参加費　無料
■申し込み方法　はがきに「住所」
「氏名」「電話番号」を記入の上、
〒３99-０7３1　大門六番町５番２7号
塩尻市体育協会宛てに郵送してく
ださい。

■申込締め切り日　1２月1２日㈪（消
印有効）

おひさまの会（五味）　
☎090-3564-1834問

おひさまの会＆花とみつばち
「音を楽しむ♪クリスマス会」

段ボールを使って打楽器カホンの
制作やミニコンサートなどをします。
■対象　未就園児～小学生
　　　　（保護者同伴）
■日時　1２月18日㈰　
　　　　午前1０時15分～11時
　　　　（午前1０時受付開始）
■場所　ふれあいセンター広丘
■定員　親子２０組（先着順）
■参加費　5００円（材料費、保険代など）
■持ち物
　小さめのダンボール（約２8㎝×３０
㎝）、カッター、好きな色の布ガ
ムテープ

■申し込み方法
　右のコード（専用フォ
ーム）からお申し込み
ください。

■申込締め切り日　1２月11日㈰

　新型コロナウイルス感染症が長期化し、電力・ガス・食料品等の高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が
大きい低所得世帯や子育て世帯に対し、その生活の安定を図る支援として、次のとおり臨時特別の給付を実施します。
また、冬季間の原油価格高騰による負担増の影響が大きい低所得者世帯にも、市独自の臨時給付金を給付します。

支給対象世帯の条件※１ 給付金額
（各１回） 通知方法 給付

方法

電力・ガス・食料品等価
格高騰緊急支援給付金

（国）

①市民税非課税世帯
②非課税と同等の家計急変世帯
※課税世帯に世帯全員が扶養されている世帯は除き
ます。（県の給付は併用不可）

５万円 /
１世帯

①直接郵送
②相談・申
請により審
査の上支給

口座
振込

長野県生活困窮世帯
緊急支援金（県）

国の給付金対象者以外で住民税所得割が非課税の世帯
※課税世帯に世帯全員が扶養されている世帯は除き
ます。（国の給付は併用不可）

３万円 /
１世帯

直接郵送
塩尻市非課税世帯
緊急支援金（市）

国・県の給付基準で、課税世帯に扶養され対象外と
なった次の世帯（どちらかを支給）
①市民税非課税世帯
②市民税所得割非課税世帯

①５万円 /
１世帯
②３万円 /
１世帯

塩尻市福祉灯油等
支援金（市）

市民税非課税世帯（被扶養世帯含む）
※国の５万円給付と重複して受給可能です。

１万円 /
１世帯

塩尻市子育て世帯
臨時特別支援金（市）

児童手当受給対象世帯（中学生まで）
※所得制限があります。（特例給付は対象外）

１万円 /
子一人

※１　基準日（令和４年９月３０日）に塩尻市に住所がある人が前提となります。

■コールセンター受付時間　午前９時～午後５時
■申し込みについて　令和４年1２月から順次開始します。詳細は、市ホームページでご確認ください。
　　　　　　　　　　※給付により申込時期は異なります。
※各給付金申請書の案内・申請書式などは市のホームページにも掲載します。書式のダウンロードができない場合は、
郵送しますのでお問い合わせください。

物価高騰に対する各種給付金について
福祉課物価高騰対策支援金コールセンター　☎�3873問
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市役所　☎0263�0280　　0263�1158
塩尻市ホームページ  URL https://www.city.shiojiri.lg.jp/

ながの電子申請　　　
URL https://s-kantan.jp/city-shiojiri-nagano-u/

　休 　休

４年11月18日現在
ゆ ず り ま す

ベビーカー（コンビ）
中古 無料タンス姿見付(高さ210cm×幅

40cm×奥行58cm）
ゆ ず っ て く だ さ い

紡毛機、糸車（実際に紡げる状態のもの）
中古 無料

・格安流し台（幅1ｍ以下、シンク右寄
りで物入が下段のもの）

　品物の契約は先着順とさせていただきます。
市ホームページで情報を随時更新しています。
トップページ「組織で探す」「生活環境課」のペ
ージからご覧ください。

問  生活環境課廃棄物対策係  ☎内線1111

塩尻短歌館の冬季休館

　資料整理および調査研究の
ため、次の期間は閉館します。
■期間
　５年１月４日㈬～３月17日㈮
※土・日曜日、祝日は開館します。

塩尻短歌館　☎�7171問

市の業務 年末年始 カレンダー
各種手続き、ご用のある場合は早めに済ませましょう。令和５年１月４日㈬以降は平常通りです。

　休 　休 　休 　休　休

　休

　休 　休　休

　休

　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休　休
　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休　休

　休

　休
　休

　休

　休

　休

　休

　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休

　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休 　休 　休 　休 　休　休

　休

　休

　休

　休

　休

　休　休 　休 　休 　休

　休 　休 　休 　休　休　休

　休 　休

事務・施設など 令和４年 令和５年

市役所・各支所の窓口業務
（戸籍、納税証明など）

２8㈬ ２9㈭ ３０㈮ ３1㈯ １/１㈰ ２㈪ ３㈫ ４㈬

市保健福祉センター
２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

塩尻総合文化センター 
ふれあいプラザ

２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

レザンホール ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

市民交流センター「えんぱーく」
（図書館、子育て支援センター含む）

２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

こども広場 ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

北部交流センター「えんてらす」
広丘図書館、北部子育て支援センター

２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

図書館分館 ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

塩尻クリーンセンター ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

オンデマンドバス「のるーと塩尻」 ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

地域振興バス「すてっぷくん」 ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

水道修理など
２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

水道お客さまセンター
（開閉栓、水道料金の支払いなど）

２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

衛生センター ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

斎場 ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

各保育園 ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

各児童館・各児童クラブ ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

市立体育館受付
中央スポーツ公園管理棟受付

２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

博物館・資料館
２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

ふれあいセンター（洗馬・広丘・東部） ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

北小野老人福祉センター ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

YOUMEX ARENA ２8 ２9 ３０ ３1 １/１ ２ ３ ４

※緊急修理のお問い合わせは、市ホームページの「水道修理当番表」をご覧ください。

※12月29日～１月３日は、フリースペースも休館です。

※「出生・婚姻・死亡届」「埋火葬の許可」「斎場利用の許可」などは、
市役所地下１階警備員室で受け付けます。
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