住まいと暮らし
住宅
⹂▶住宅課（第二庁舎7階） ☎ 026-224-7427／5424
jutaku＠city.nagano.lg.jp
⹂▶長野県住宅供給公社（大字南長野南県町） ☎ 026-227-2322 MAP P116 A-2

市営住宅の入居者募集
⹅入居資格

⹅募集について

広報ながのや市役所・各支所の掲示板、市ホームペー
ジでお知らせします。入居を希望される人は、原則とし
て入居希望者本人が指定した期日に申込書類を提出して
いただきます。後日、公開抽選にて入居者を決定します。
なお、市営住宅以外に、中堅所得者向け住宅、定住促進
住宅などがあります。
入居資格、募集などの詳細については、長野県住宅供
給公社（☎026-227-2322）へお問い合わせください。

住宅の新築、増改築、リフォームなどの技術的な相談
に応じます（無料）。
●日時
月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時15分（祝休
日、年末年始を除く）
●場所
住宅課（第二庁舎7階）

住宅建設資金融資
⹅長野市新マイホームづくり資金融資

●申し込みできる人
次の全ての条件を満たしている人が対象です。
◦市民で、市内に自分が住むための住宅（併用住宅を含
む）を新築・購入・増改築などまたは耐震改修工事を
する人
◦20歳以上70歳以下の人
◦前年分の所得額が給与所得者は1,000万円以下、その
ほかの人は780万円以下
◦市税を完納している人
●融資金額
◦新築…600万円以下（木造在来工法で建築した住宅に
限り700万円以下）
◦購入…600万円以下
◦増改築・リフォーム・修繕…300万円以下
◦耐震改修…300万円以下
◦宅地購入…400万円以下
●利率
融資実行後10年間2.5％。11年目以降、取扱金融機
関が定める固定金利型の住宅資金で融資実行時の利率。
●返済期間
25年以内。ただし、耐火構造以外の中古住宅で融資
年度前5年以前に新築した住宅およびこれと同時購入し
た宅地、増改築等工事、耐震改修工事は20年以内。
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次の要件を全て満たしている世帯が対象です。
◦申し込み者が長野市内に住所または一定の勤務場所を
有している世帯
◦現在住宅に困窮している世帯（公営住宅の名義人や持
ち家などを所有している人は申し込み不可）
◦市税などの滞納がない世帯
◦申込時点で公営住宅法上の収入（政令収入）金額（所
得）が月額15万8,000円（裁量世帯は21万4,000円）
以下の世帯
◦申し込み者および同居者が暴力団員でないこと
●裁量世帯とは
次のいずれかに該当する世帯のことです。
◦1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けてい
る人を含む世帯
◦1級、2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
いる人を含む世帯
◦A1からB1までの療育手帳の交付を受けている人を含
む世帯
◦中学校卒業までの子どもがいる子育て世帯
◦申 し込み者が60歳以上の人であり、かつ同居者のい
ずれもが60歳以上の世帯（同居者が18歳未満の場合
も含む）
◦原子爆弾被爆者、引揚者、戦傷病者、ハンセン病療養
所入所者などを含む世帯（細かい規定があります）

住宅相談窓口

●返済方法
元利均等毎月払い（ボーナス併用も可）
●必要なもの
□新マイホームづくり資金借入予約申込書
□住宅位置図
下記の場合は、次の書類もお持ちください。
□増改築等工事および耐震改修工事の場合→住宅平面図
□木造在来工法による新築→住宅伏せ図
□耐震改修工事→認定通知
●取扱金融機関
市内の八十二銀行、長野信用金庫、各農業協同組合、
長野県労働金庫、長野銀行、長野県信用組合

⹅長野市福祉住宅建設資金融資

住まいと暮らし

高齢者または障害者の人が、家族の皆さんと一緒に楽
しく暮らせるように住環境の向上と福祉の増進を図るこ
とを目的とし、新築または増改築など資金の一部を低金
利で融資します。
●申し込みできる人
次の全ての条件を満たしている人が対象です。
◦市内に居住している人
◦20歳以上70歳以下の人
◦高 齢者（60歳以上の人）もしくは障害者または高齢
者もしくは障害者と同居している親族
◦高齢者または障害者のための専用居室、玄関、台所、
浴室、トイレ、洗面所などを含む住宅を新築または増
改築などする人
◦前年分所得額が600万円以下
◦融資分の償還の見込みがある人
◦市税を完納している人
●融資金額
600万円以下
●利率
融資実行後10年間2.0％。11年目以降、取扱金融機
関の定める固定金利型の住宅資金で融資実行時の利率。
●返済期間
25年以内
●必要なもの
□福祉住宅建設資金借入予約申込書
□付近見取図・平面図
□障害者手帳などの写し（障害のある人が同居する場合）
●取扱金融機関
市内の八十二銀行、長野信用金庫、各農業協同組合、
長野県労働金庫、長野銀行、長野県信用組合
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公害相談
⹂▶環境保全温暖化対策課（第二庁舎3階）
☎ 026-224-8034
公害（大気汚染、騒音、振動、悪臭、水質汚濁、土壌
汚染など）に関する苦情相談

長野市の空き家対策のご案内
⹅長野市空き家バンク制度

⹂▶人口増推進課（第一庁舎6階） ☎ 026-224-7721
jinkou@city.nagano.lg.jp
●概要
利活用可能な空き家を売りたい人、貸
したい人に空き家物件を登録していただ
き、その情報を空き家バンク専用サイト
で公開し、空き家の利用希望者へ情報提
供する制度です。
●対象物件
登録可能な物件は、自己の居住を目的として建てた家
屋で、相続登記などの権利関係が整った物件です。登録
の申し込みをいただいた後、現地調査などを行い、登録
の可否を判断します。利活用可能な空き家をお持ちで、
空き家バンクを通じて物件の売却・賃貸を希望する人は、
空き家バンクへ対象となる物件の登録をお願いします。

⹅空き家対策について

⹂▶建築指導課空き家対策室（第二庁舎7階）
☎ 026-224-8901
shidou@city.nagano.lg.jp
●空き家に関する総合窓口です
空き家対策室では、空き家に関するさ
まざまな相談を受け付けています。空き
家についてお悩みの方は、ご相談くださ
い。
●早めに備えましょう
想い出詰まった我が家も、いずれ空き家になる可能性
があります。空き家になったら誰が管理をするのか、早
めに家族、親族で話し合い、相続登記等の手続きもきち
んとやっておきましょう。

●きちんと管理をしましょう
建物の老朽化を防ぐため、定期的に建物の状況を確認
しましょう。自分で管理をするのが大変な場合は、専門
事業者のサービスを利用して、きちんと管理をしましょ
う。

●空き家の利活用・解体を検討しましょう
空き家をそのままにしておいて老朽化が進んだ場合、
大きな事故に繋がりかねません。自分や家族で使う予定
がない空き家は、利活用や解体することを検討しましょ
う。

水道・下水道
長野市の水道は、地域により市営水道と県営水道（篠ノ井、川中島、更北地区）に分かれています。
下水道は、市内全域、長野市で運営しています。

上下水道の料金のご請求

上下水道料金のお支払い方法
●口座振替
2か月に1回、長野市上下水道局分は6日、県営水道分
は27日に振り替えさせていただきます（振替日が金融
機関休業日の場合は翌営業日）。
●現金納付
2か月に1回お送りする納入通知書により、記載され
ている納入場所でお支払いください。
◦キャッシュレス決済
2か月に1回お送りする納入通知書にあるバーコード
をスマートフォンで読み取ってお支払いください。
◦利用可能なアプリ
PayPay請求書払い（30万円以下）
LINE Pay請求書支払（5万円未満）
●お支払いは便利な口座振替で
指定した金融機関の口座から納期ごとに自動的に振替
納付されますので、納め忘れがなく便利です（振替手数
料無料）
。各金融機関の窓口で手続きをしてください。
◦必要なもの
□預金通帳
□通帳の届け出印
□納入通知書または使用水量のお知らせ

引っ越しで住所が変わる場合、必ず手続きをお願いし
ます。
●市営水道をお使いの人
シーデーシー情報システム㈱長野営業所
☎026-244-3232
●県営水道（篠ノ井・川中島・更北地区）をお使いの人
ヴェオリア・ジェネッツ㈱川中島事務所
☎026-286-1815
0120-971-105

下水道が使えるようになったら
公共下水道が使えるようになりましたら、公示の日か
ら数えて１年以内に水洗化してください。また、浄化槽
をお使いの人も浄化槽を廃止し、公共下水道への接続に
ご協力をお願いします。
排水設備指定工事店および水洗化工事のお問い合わせ
は、営業課（第二庁舎9階、☎026-224-5075）まで
お願いします。
水洗化工事を行うときの資金として低利の融資（水洗
化ローン）をあっせんしています。工事を着手する前に
申請してください。お問い合わせは、営業課（第二庁舎
9階、☎026-224-5061）までお願いします。
●水洗化ローン（排水設備設置資金融資あっせん）
金利

年1％

限度額

80万円（要件に適合した場合のみ100万円まで可）

返済方法

最長60回、元利を均等に月賦償還

戸別浄化槽設置の申し出について
下水道や農業集落排水事業の区域外で戸別浄化槽の設
置を希望される人は、営業課（第二庁舎9階、☎026224-5061）までお問い合わせください。
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ご利用になった水量を2か月ごとに検針し、2か月分
をまとめてご請求させていただきます。下水道使用料は、
水道の使用水量に基づき計算しています。
市営水道区域では、水道料金と下水道使用料を一緒に
ご請求させていただきます。
県営水道区域では、水道料金は県企業局から、下水道
使用料は長野市上下水道局から別々にご請求させていた
だきます。

住所が変わる場合について

水道管の凍結を防ぐ「電熱帯」、「不凍栓」ってなあに？
◦屋内の水道（電熱帯）
電熱帯施工例

《屋内》

《屋外》

電熱帯
保温筒
外壁

◦屋外の水道（不凍栓）

「電熱帯」とは…
水道管を電熱線で温めて
凍結を防ぐ装置です。
操作方法
コンセントを差し込んでくだ
さい。

不凍栓施工例

水抜きハンドル
蛇口

立上り管

※春になったら、コンセントを外して
ください。

排水部

水道管の周りに電熱
帯が巻かれ、保温筒
で保護されています。

立上り管内の
水が地中に排
出されます。

「不凍栓」とは…
水道管内の水を抜いて凍結を防ぐ装置
です。
操作方法
水道上部の水抜きハン
ドルを「水抜」方向に
回して、蛇口を開けて
ください。
※蛇口を開けると、立上り管
内に空気が入って水が排出
されます。ストローに入っ
た水を止めて放したときと
同じ原理です。

水道管の凍結防止について
住まいと暮らし

水道管は寒さに弱く、気温が氷点下4度以下（風当たりの強い所では氷点下1～2度）になると、水道管内部の水
が凍って水が出なくなったり、水道管が破裂してしまったりすることがあります。「屋外に露出している」
、
「北向
きで日陰になっている」、「風当たりの強いところにある」などの水道管は注意してください。凍結を防ぐ方法は、
電熱帯を巻く、不凍栓を使うなどがあります。また、トイレは、家の中でも特に冷えやすい場所なので、窓に厚め
のカーテンを取り付けるなど工夫しましょう。

凍結して水が出ないとき
蛇口を開き、凍った部分にタオルなどをかぶせ、その上からぬるま湯（30～40度）をかけて溶かしてください。
熱湯を急激にかけると管が破裂する場合がありますので、注意してください。

水道管が破裂したとき
不凍栓や水道メーター近くにある止水栓を一時的に閉めて水が吹き出るのを防いでください。不凍栓などが取り
付けられていない場合は、破裂した個所に布やテープなどをしっかり巻き付け針金やひもで縛り、水が吹き出るの
を防いでください。蛇口付近に貼られている施工工事店シールで指定給水装置工事事業者を確認し、修理を依頼し
てください。
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水道メーターの検針（計量）
水道メーターの上には、荷物を載せたり、車を置かな
いでください。
犬は、検針時に危険がない場所へしっかりとつないで
ください。
増改築などで水道メーターが建物の下になるときは、
検針できる場所へ移してください。

漏水の発見
漏水の早期発見のため定期的にメーターをご確認くだ
さい。
①家の全ての蛇口を閉めてから水道メーターを見て、パ
イロットが動いてないことを確認してください。
②パイロットが回転していれば、漏水の可能性がありま
すので、水道設備を施工した長野市指定の工事店へご
相談ください。

水道・下水道に関するお問い合わせ先
⹅市営水道・下水道について
お問い合わせ内容

担当

電話番号

水道・下水道料金、シーデーシー情報システ
026-244-3232
開閉栓
ム㈱長野営業所
給排水工事の申し
営業課
込み

026-224-5075

道路で漏水や水道
管の破裂を発見し 水道維持課
たとき

026-241-1132

宅内の漏水などの 長野市水道工事協同組合
トラブルで業者が （午前8時30分～
026-241-0893
分からないとき※ 
午後5時30分）
水道の水質管理

浄水課

026-226-2846

水道管の更新工事
水道整備課
について

026-224-5073

下水道の水質管理 下水道施設課

026-221-6456

下水道の建設工事 下水道整備課

026-224-5074

そのほかの水道・
上下水道局総務課
下水道について

026-224-5070

⹅県営水道について
（篠ノ井・川中島・更北地区の人）
お問い合わせ内容
水道料金、開閉栓

パイロットの確認

担当

電話番号

ヴェオリア・ジェネッツ 026-286-1815
0120-971-105
㈱川中島事務所

宅内の漏水などの
トラブルで業者が 県営水道修繕センター
分からないとき

0120-813-283

そのほかの水道に 県企業局川中島水道管理
026-284-1700
ついて
事務所

水道工事へのご協力をお願いします
古くなった水道管の取り替え、道路改良工事や下水道工事に併せた水道管の移設・新設工事の際に、断水や一時
的に水道水が濁る場合などがあります。予想される範囲内のお宅には事前にお知らせしますので、ご理解とご協力
をお願いします。
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※敷地の中に引き込まれている水道設備の工事は、長野市上下水
道局から指定を受けた工事店でないと工事できません。
※夜 間・祝休日でお急ぎの場合は水道維持課当直室（☎026241-1132）へお問い合わせください。

ごみ処理・リサイクル
☎ 026-224-7635／5035
⹂▶生活環境課（第二庁舎3階）
seikatukankyo＠city.nagano.lg.jp
MAP P129 D-5
☎ 026-222-3196
⹂▶リサイクルプラザ（松岡二丁目）
⹂▶ながの環境エネルギーセンター（松岡二丁目） ☎ 026-222-5301 MAP P129 D-5
MAP P129 D-5
☎ 026-221-5316
⹂▶資源再生センター（松岡二丁目）

ごみ処理
⹅家庭ごみの出し方

ごみ・資源物は「家庭用資源物・ごみ収集カレンダー」や「家庭用資源物とごみの出し方（保存版）」のとおりに分
別して、決められたルールや収集日を守って出してください。カレンダーなどがお手元にない場合や転入・転居され
た人は、各支所または生活環境課へお申し出ください。窓口で必要なものをお渡しし、ごみの出し方の説明をします。
※地区により収集日が異なりますのでカレンダーで確認してください。収集時間は地域により異なりますが、午前8時
から収集作業を開始しますので、当日の午前8時までに集積所へお出しください。集積所は地区のルールに従って利
用しましょう。

⹅指定袋と有料制度

住まいと暮らし

「可燃ごみ」
、
「不燃ごみ」
、
「プラスチック製容器包装」には専用の指定袋があります。指定袋は、指定袋の販売許
可を受けた店舗（スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニなど）で販売しています。
長野市では家庭ごみの減量と資源化を推進するため、平成21年10月から「家庭ごみ処理手数料の有料制度」を実施
しています。
有料制度の対象は「可燃ごみ」と「不燃ごみ」で、指定袋の購入時にごみ処理手数料（1ℓ当たり1円）をご負担い
ただきます（袋の代金＋ごみ処理手数料）
。また「可燃ごみ」と「不燃ごみ」で、指定袋に入らない大きなもの（収集
車両に積み込むことのできる大きさ1m×50㎝×50㎝以内のもの）は、1枚40円の「粗大ごみシール」を貼って集積
所へ出してください。粗大ごみシールは、指定袋と同様に指定袋の販売許可を受けた店舗で購入してください。
なお、「プラスチック製容器包装」は資源物ですので、ごみ処理手数料は掛かりません（袋の代金のみ）。指定袋に
入らない発泡スチロールなどの大きなプラスチック製容器包装は、1枚40円の「粗大ごみシール」を貼らずに、その
まま集積所に出してください。
区分

40円／枚

「袋の代金」＋
ごみ処理手数料400円

大
30ℓ

30円／枚

「袋の代金」＋
ごみ処理手数料300円

小
20ℓ

20円／枚

「袋の代金」＋
ごみ処理手数料200円

特小
10ℓ
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10円／枚

「袋の代金」＋
ごみ処理手数料100円

（見本：30ℓ）
プラスチック製容器包装

特大
40ℓ

区分

不燃ごみ

可燃ごみ
（見本：30ℓ）

販売価格
（1セット＝10枚入り：
袋の
手数料
種類 （1ℓ当たり1円） 「袋の代金」は販売店
により異なります）

販売価格
（1セット＝10枚入り：
袋の
手数料
種類 （1ℓ当たり1円） 「袋の代金」は販売店
により異なります）
大
30ℓ

30円／枚

「袋の代金」＋
ごみ処理手数料300円

小
20ℓ

20円／枚

「袋の代金」＋
ごみ処理手数料200円

大
30ℓ

（見本：30ℓ）

小
20ℓ

手数料は掛
かりません

「袋の代金」のみ

⹅多量のごみが出た場合の処分

引っ越しや大掃除などで多量に出たごみや、集積所に
出せない大きなごみは、直接ながの環境エネルギーセン
ター
（可燃ごみ）
、資源再生センター（不燃ごみ、資源物）
に持ち込むことができます。またごみの回収を資源再生
センターへ依頼することができます。分別は集積所に出
す場合と同じです。ひもで縛るか、袋に入れる場合は透
明（または半透明）のものをお使いください。外から中
身の確認ができない袋や段ボール箱に入っているものは、
お受けできません。
※両センターで処理できないものや、事前に手続きが必
要な品目もあります。

⹅ご本人が両センターに直接持ち込む場合

●受付時間
◦平 日：午前8時30分～午前11時30分
午後1時～午後4時30分
◦土曜日：午前8時30分～午前11時30分
※土曜の午後、日曜・祝休日は休み
●手数料

10㎏ごとに160円

不燃ごみ

10㎏ごとに170円

資源物

プラスチック製容器包装、紙、
ビン、ペットボトル、缶
剪定（せんてい）枝葉など

10㎏ごとに30円
無料

⹅ごみの回収を依頼する場合

●市に依頼
予約制ですので、事前に電話で資源再生センターへご
確認ください。
●手数料
2トン車1台まで

25,800円

2トン車1/2台まで

16,300円

2トン車1/4台まで

11,600円

※収集車にすぐに積み込める場所まで運んでおいてください。
※手 数料は令和3年4月現在のものです。詳しくは資源再生セン
ターへお問い合わせください。

●民間事業者に依頼
一般廃棄物収集運搬業許可業者へご相談ください。
※許可業者については、市のホームページか電話帳（タ
ウンページ）からお探しください。

⹅ストックヤード

家庭からの廃棄物のうち集積所で収集できないものの
一部を受け入れる施設です。持ち込む場合は事前に電話
で予約が必要です。
●予約連絡先
資源再生センター
（予約受付：平日午前8時30分～午後5時15分）
●持込方法
毎月第2、第4土曜日の午前8時30分～午前11時30分
の間に自己搬入
●手数料
品目により異なります（持ち込み時にお支払いいただ
きます）。
●受け入れる品目
瓦・れんが・コンクリートブロック・物干し台・スプ
リング入りのソファーやマットレス・ポンプ類・オイル
ヒーター・温水器・電動式健康器具・電動車いす・油圧
式ジャッキ・タイヤなど。
※品目、手数料についてはお問い合わせください。
※スプリング入りのソファやマットレスは、次の4社で
も受け入れ可能
◦直富商事㈱
☎026-222-1884
0120-030-320
◦宝資源開発㈱
◦イコールゼロ㈱
☎026-221-8080
◦㈲トサキ商会
☎026-221-3274

⹅市では取り扱いできないもの
●対象品目

石、砂、土、塩化カルシウム、ガソリン、軽油、フ
ロン入り（冷風機）、灯油、オイル、消火器、塗料、
シンナー、自動車（部品）、バイク、スクーター、
発電機、バッテリー、エンジン、除雪機、農業機械、
LPガスボンベ、農薬、火薬、毒劇物、ピアノ、液体、
事業系のごみ（農業も含む）、大き過ぎるもの

など
集積所へは出せません

➡

購入した店に引き取ってもらうか、処理専門業者に処分
を依頼してください（有料）。
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住まいと暮らし

可燃ごみ

●不用品のリサイクル
ご家庭で不用になった、まだ十分に使うことができる
家具、日用品、自転車などは無償で「リサイクル広場」
にご提供ください。また、不用品のあっせんを行う「レ
インボー広場」もあります。詳しくはリサイクルプラザ
にお問い合わせください。

⹅事業所のごみ

事業所のごみは、集積所に出すことはできません。下
表の事業系一般廃棄物は事業者自らがながの環境エネル
ギーセンター（可燃ごみ）、資源再生センター（資源物）
に搬入するか、長野市一般廃棄物収集運搬許可業者に収
集運搬を依頼するなど適正に処理してください。また、
産業廃棄物は、民間の産業廃棄物処理業許可業者へ処理
を依頼してください。
●事業系一般廃棄物
可燃ごみ

◦紙コップ、ティッシュ等（プラスチック製品は容
器包装も含め不可）
◦生ごみ（茶殻、食べ残し食品等）

資源物

◦紙類（新聞紙、雑誌、古紙類等）
◦従業員の飲食等に伴い生じたびん、缶、ペットボ
トル

⹅生ごみ自家処理機器購入費補助金制度

住まいと暮らし

市内にお住まいの人で、家庭で使用するために生ごみ
自家処理機器などを購入した場合に補助金を交付します。
申請の受付は、商品購入と同じ年度内に限ります。なお、
申請件数が予算の予定数を超過する場合には、年度途中
であっても受付を終了します。
※制度の変更や受付の終了は、広報ながのなどでお知ら
せします。
●申請先について
各支所または生活環境課へ、印鑑（市民税の未納確認
に係る同意用）
・申請者名義の通帳・領収書をお持ちに
なり申請をしてください。
●領収書について
領収書は購入機器などの名称、形式番号、個数、金額、
申請者氏名が明記され、販売店の社印または担当者印が
押印されていることをご確認ください。レシートは不可
です。
生ごみ自家処理機器
などの種類
ぼかし容器
コンポスト容器
電動（手動）生ごみ
処理機
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補助内容

補助個数／申請回数

3,000円まで

1世帯1個まで

補助率購入費の
1/2
（上限30,000円
まで）

1世帯1台まで

リサイクル
⹅サンデーリサイクル

スーパーなどの駐車場で、日曜日にビン、缶、ペット
ボトルなどの資源物を回収しています。お買い物ついで
にご利用ください。
●回収時間
午前10時から午後1時まで
●回収品目
ビン、缶、ペットボトル、紙、蛍光灯、乾電池など
（事業所から出たものは回収しません。）
●回収場所
生活環境課ホームページをご確認ください。または☎
026-224-7635までお問い合わせください。

⹅家庭用使用済み蛍光灯の拠点回収

家庭で使用済みとなった割れていない蛍光灯を回収し、
リサイクルをしています。回収する蛍光灯は直管型・
サークル型・電球型蛍光灯です。各支所または生活環境
課（平日：午前8時30分～午後5時15分）、長野県電機
商業組合加盟の回収協力店（営業時間内）、サンデーリ
サイクルの会場へお持ちいただき直接手渡してください。
※割れないように、できるだけ買ったときの箱や袋に入
れてお持ちください。
※白熱電球・グローランプ・LEDライトや割れてしまっ
た蛍光灯は不燃ごみになります。

蛍光灯

回収協力店
長野市
家庭用蛍光灯回収協力店ステッカー

⹅家電リサイクル

⹅二輪車（バイク）リサイクル

エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ
式）
、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、家電リ
サイクル法により処理する必要があるため、集積所には
出せません。買い替えをする店や過去にその家電を購入
した店に引き取りを依頼してください。その際にはリサ
イクル料金と収集運搬料を販売店に支払います。リサイ
クル料金は処分する家電の種類・大きさ、メーカーによっ
て違います。
購入した店が分からないなどの場合は、まず郵便局で
リサイクル料金を支払い、リサイクル券と振込証明書を
受け取ります。その後、指定引取場所へ自分で持ち込む
か、市の許可業者へ運搬を依頼してください。運搬を依
頼する場合は取集運搬料が別途必要となります。
●指定引取場所
深澤産業㈱ ☎026-272-2727（千曲市大字雨宮）
東海西濃運輸㈱ ☎026-214-7556（真島町川合）
ブラウン管式テレビ以外のものは、直富商事㈱へ持ち
込み処分することが出来ます。事前のリサイクル料金の
支払いは不要ですが、別途処理手数料がかかります。リ
サイクル料金についてご不明な点は、家電リサイクル券
センターへ、許可業者については生活環境課へお問い合
わせください。

廃棄二輪車は、集積所には出せません。メーカーの自
主回収による二輪車リサイクルシステムを活用し、適正
処理をお願いします。手続きなど詳しくは、二輪車リサ
イクルコールセンターへお問い合わせください。

⹂▶家電リサイクル券センター
0120-319-640
https://www.rkc.aeha.or.jp/

⹂▶二輪車リサイクルコールセンター
☎ 050-3000-0727
https:www.jarc.or.jp/motorcycle/

スプレー缶・カセットボンベ缶、ライターが
原因の取集車の火災が多発！

犬と猫について
⹂▶動物愛護センター（長野市保健所食品生活衛生課、若里六丁目）
☎ 026-262-1212
h-seikatu＠city.nagano.lg.jp MAP P127 F-5

⹅犬を飼うときは

生後91日以上の犬は、登録（生涯に1回）と年1回の
狂犬病予防注射を受ける必要があります。
狂犬病予防注射は、春に各地区で集合注射を実施しま
すので、最寄りの会場で受けるか、動物病院で受けてく
ださい。集合注射の詳しい日程は、
「広報ながの」でお
知らせします。新規登録受付は、市保健所動物愛護セン
ター窓口のほか集合注射会場などでも行います。

⹅犬の登録手数料と狂犬病予防注射済票交付手数料
登録手数料
注射料金（※）
注射済票交付手数料
合
申請書

計

登録済の場合

新規登録の場合

不要

3,000円

3,050円

3,050円

550円

550円

3,600円

6,600円

郵送されたはがきの問
診にご記入の上お持ち
ください。

広報ながの掲載の申請
書に必要事項をご記入
の上お持ちください。

※集合注射会場における料金です。
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住まいと暮らし

ガスが残ったままのスプレー缶、ライターを不燃
ごみとして出したことが原因で収集車の火災事故が
多発しています。次の方法でそれぞれ正しく処分し
ましょう。
●スプレー缶・カセットボンベ缶
①必ず最後まで使い切ってください
②火の気のない屋外で缶に穴を開けてください
③資源物の缶の収集日に出してください
●ライター
①ガスを完全に抜いてください
②不燃ごみの日に出してください
※ライターのガス抜き方法は生活環境課ホームペー
ジ、または☎026-224-7635までお問い合わせ
ください。
※処分方法の変更などがあった場合は、広報ながの
などでお知らせします。

⹅飼い犬に関する届け出など

⹅飼い犬・飼い猫が逃げた場合には

こんなとき

届け出先

長野市以外の市区町村から
転入した
※鑑札をお持ちください。
長野市の鑑札と交換しま
す。

市保健所動物愛護センター
豊野・戸隠・鬼無里・大岡・信州
新町・中条支所

長野市内で転居した

市保健所動物愛護センター
各支所・ながの電子申請サービス

長野市からほかの市区町村
へ転出した

転出先の市区町村役場

犬が死亡した

市保健所動物愛護センター
各支所・ながの電子申請サービス

犬が逃げた
犬を保護している

市保健所動物愛護センター

犬が人をかんだ

⹅「愛犬の正しい飼い方・しつけ方教室」

住まいと暮らし

長野県動物愛護会長野市支部と共催で、毎月実技講習
と年に2回ほどの学科講習を開催しています。参加費用
は無料ですが、事前に市保健所動物愛護センターに申し
込みの上ご参加ください。開催日時・場所など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

⹅猫の不妊・去勢手術の助成
対象猫

市内で飼育する猫、または市内に生息する飼い主
のいない猫

対象者

これから猫に不妊・去勢手術を行う市内在住者
（手術は市内の動物病院で実施）

助成金額

不妊（雌）4,000円
去勢（雄）2,500円

助成数

約1,600匹（先着順）

申し込み

市保健所動物愛護センターまたは豊野・戸隠・鬼
無里・大岡・信州新町・中条支所の窓口へ
（身分証明書をご持参ください。）

⹅譲渡のホームページへの掲載は

新しい飼い主を探している犬・猫の情報を市ホーム
ページに掲載しています。掲載を希望する人は、事前に
市保健所動物愛護センターで申請を行う必要があります
のでご相談ください。

⹅犬と猫の飼育数の合計が10頭になったときは

所有または占有している犬と猫の数が、合計して10
頭（生後91日未満のものを除く）以上の人は、市保健
所動物愛護センターに届け出をしてください。
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飼い犬・飼い猫が逃げてしまった場合や、迷い犬を保
護した場合には市保健所動物愛護センターまで、ご連絡
ください。

⹅犬・猫を飼うためのルール

◦犬の首輪には鑑札、注射済票をつけましょう。
◦犬・猫の首輪には名前や連絡先などを記入しましょう。
◦犬は室内、柵の中、またはつなぐなどして飼いましょ
う。
◦犬の散歩時には、「ふんを持ち帰る」「尿を水で流す」
などのエチケットを守り、他人の迷惑にならないよう
にしましょう。
◦畑、庭など他人の敷地ではふんや尿をさせないでくだ
さい。
◦意図しない繁殖を防止するため、犬・猫の繁殖制限手
術をしましょう。
◦猫は室内で飼いましょう
◦動物は終生、責任をもって飼いましょう。
◦捨て犬、捨て猫など、動物の遺棄は犯罪です。
◦飼い主のいない猫（野良猫）に餌を与える場合は、了
承の得られている場所、時間で行い、次のとおり責任
をもって管理しましょう。
・餌を出したままにせず、食べ終えたら片付ける。
・繁殖制限手術をする。捕獲が難しい場合は動物愛護
センターにご相談ください。
・外トイレ（やわらかい砂地など）を用意し、定期的
に清掃する。

⹅犬の散歩ができる公園のご案内

市内にある8つの公園に限って、犬の散歩ができるエ
リアがあります。
公園名

所在地

地図ページ

昭和の森公園

上野二丁目

P137 C-4

長野運動公園

吉田五丁目

P124 A-3

犀川第二緑地

大字川合新田

P127 E-5

氷鉋公園

川中島町上氷鉋

P132 B-3

川中島古戦場史跡公園

小島田町

P138 B-3

篠ノ井中央公園

篠ノ井会

P135 D-5

真田公園

松代町松代

P139 E-5

若里公園

若里一丁目

P127 E-3

※各公園内にある案内看板にて、散歩可能エリアと利用条件をご
確認ください。

