
information
お知らせ

22広報こもろ　令和４年 5月号

小諸市役所　〒 384-8501　小諸市相生町 3-3-3　
☎ 0267-22-1700　FAX0267-23-8766　https://www.city.komoro.lg.jp/

国保加入・離脱の手続きを忘れずに！

　日本では、病気やけがをした時に安心して医療が受けられるよう、す
べての人が健康保険に加入します。退職等で職場の健康保険を脱退した
方、健康保険の被扶養者でなくなった方などは、原則、国民健康保険に
加入をしていただくようになります。また、会社などに勤め、職場の健
康保険に加入した場合には、国保離脱の手続きが必要です。
問　市民課　国保年金係

知

　令和 3 年度以降に製造された生ご
み指定袋（大）及び（中）の帯封に
表記されている寸法に誤りがありま
した。
　取扱店舗に陳列されている物も含
め、製造業者にて対応し、順次、指
定袋の寸法表記を正しい表記に修正
していきます。ご迷惑をおかけし、
誠に申し訳ございません。

【寸法表記の正誤表】
●生ごみ（大）

（誤）365 × 75 × 560（ミリメートル）
（正）260×140×480（ミリメートル）

●生ごみ（中）
（誤）330 × 70 × 560（ミリメートル）
（正）300 × 90 × 510（ミリメートル）
問　生活環境課　ごみ減量推進係

生ごみ指定袋の帯封表記
誤りについて知

　緊急時に、市民の皆さんに迅速かつ
確実に情報が伝達されるよう、今年も
全国一斉情報伝達試験が行われます。
▶日　時（11:00 ～）　
　5/18、８/10、11/16、R5/2/15
※携帯電話への緊急速報メール（エリ
　アメール）は配信されません。
問　危機管理課　危機管理防災係

緊急地震速報訓練知

不動産取得税についてのお知らせ

　不動産取得税は、不動産（土地・家屋）を取得したときに、取得した
方に納めていただく税金（県税）です。
▶土地や家屋を購入された場合

所有権移転の登記月から概ね５か月後に、納税通知書をお送りします。
▶住宅等を新築された場合
　通常、新築された翌年 8 月頃に納税通知書をお送りします。
※不動産を取得した場合は、不動産取得申告書の提出をお願いします。
※詳細は、長野県公式ホームページをご覧ください。
問　長野県東信県税事務所課税課課税第二係　☎ 0267-63-3138　
　　✉zei-toshin@pref.nagano.lg.jp

知

【戦没者等のご遺族の皆さまへ】
「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」請求はお済みですか？

▶請求期限　R5/3/31 ㈮（請求窓口　厚生課）
　※請求が済んでいない方は、手続きをお願いします。
▶支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日において公務扶助料や遺族年金等
　を受ける方がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
　１　令和２年４月１日までに弔慰金の受給権を取得した方
　２　戦没者等の子
　３　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹（戦没者等の死亡時、生計関係を
　　　 有していること等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります。）
　４　１から３以外の三親等内の親族で、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上  
          の生計関係を有していた方。
▶支給内容　　額面 25 万円の記名国債（５年償還）
問　厚生課　保護社会係（内線 2141）

知

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大により延期した市民説明会を、下
記の日程で実施いたします。
　2 日間同内容にて開催しますので
ご都合のよい日程でご参加ください。
▶日　時【19:00 ～（18:30 開場）】
　①5/23 ㈪　②5/24 ㈫
▶場　所　
　市民交流センター　ステラホール
※新型コロナウイルス感染症感染警戒レ
　ベルがレベル 6（まん延防止等重点措
　置）の場合は、延期または中止とします。
　レベル５以下の場合は、感染対策を実
　施のうえ、開催いたします。
※説明会の内容については、小諸市公式
　HP からもご確認いただけます。
問　学校教育課　教育総務係

「学校再編基本構想（案）
市民説明会」開催知

【新型コロナワクチン 初回接種・追加接種】
早めの接種をご検討ください！

　新型コロナワクチンの初回接種（1・2 回目）・追加接種（3 回目）に
ついて、事前調査に未回答などでこれまで未接種の方も、改めて接種を
ご希望される場合、今から接種いただけます。
　5 月下旬以降、集団接種の規模を縮小していく予定ですので、新たに
接種をご希望される方は、お早めにご予約をお願いいたします。
※ 3 回目接種は、2 回目接種日から６ヵ月後より接種可能です。
▶ご予約・お問い合わせ
　小諸市新型コロナワクチン接種コールセンター　☎ 0570-07-1700
　【受付時間】９:00 ～ 17:00（土日・祝日を除く）

知
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※上記ウォーキングへ参加された際は、紙のカードでスタンプをためてください。カードは各ウォーキング
会場、健康づくり課で配布しています。専用アプリと合算する場合は、健康づくり課の窓口までお越しく
ださい。自主サークル活動となりますので、活動中の体調管理等はご自身で責任を持ってお願いします。

最新情報はこちら

名称 内容 貸出場所 問い合わせ先

図書館ウォーキング 開業時間内に歩数計を貸出します。
3000 歩以上でスタンプを付与。

（1日 1 回まで）

市立小諸図書館 市立小諸図書館
☎ 22-1019

野岸の丘ウォーキング ワークポート野岸の丘 ワークポート野岸の丘
☎ 24-1244

自分のペースで歩きたい方におすすめ（対象：専用アプリの利用が難しい方）

専用アプリを入れるなら、年度初めのいまがおすすめ♪ ダウンロードはこちらから⬆

　こもろ健幸マイレージは、健 ( 検 ) 診を受けてウォーキングをすると、今年度は直売所利用券と飲
食券が合計 1,000 円分もらえ、さらにウォーキングを続けると、お楽しみ抽選会に参加できる、楽
しく健康になれる企画です。18 歳以上（高校生を除く）の方が対象です！

問　健康づくり課　☎ 25-1880

こもろ健幸マイレージ×てくてく小諸人 健康

名称 日程 集合時間（歩く時間） 集合場所 問い合わせ先

あさまウォーキング 5/7 ㈯、21 ㈯※

※ 歩き方講座あり 9:30（約 1 時間） 小諸ユースホステル 小諸ユースホステル ☎ 23-5732

こもろウォーキング 5/1 ㈰
※ 歩き方講座あり 7:00（約 20 分） 懐古園馬場 まきはうす ☎ 090-1047-8065

キザキウォーキング 毎週水曜
※5/4 ㈷休み 8:00（約 20 分） ㈱キザキ本社 ㈱キザキ ☎ 22-1354

仲間と歩きたい方におすすめ（予約不要・無料） ➡ 1 回参加で、1 スタンプゲット！

※新型コロナウイルス感染状況によっては、中止します。4/13 現在、感染対策を行いながら開催中。

　新型コロナウイルス感染症対策の
一環として、飲食店支援と健康づく
り拡充のため、こもろ健幸マイレー
ジの景品を、各 500 円分の飲食券と
直売所利用券とします。この飲食券
を利用できる飲食店を募集します。
▶対象施設　市内飲食店
▶使用期間　発行日から 1 年間
▶応募方法　
　5/20 ㈮までに電話またはメール
　でお申込みください。
問　健康づくり課　健康支援係
　　☎ 25-1880
　  ✉shien@city.komoro.nagano.jp

【こもろ健幸マイレージ】
参加飲食店を募集！募

親子で参加！ ウォーキングスタンプラリーを開催

　スタンプを集めて完歩賞（歯磨きセット）をゲットしましょう♪ こも
ろ健幸マイレージのスタンプもたまります。大人のみの参加も大歓迎です。
▶日　時　6/4 ㈯　8:15 ～（約 1 時間）【受付 8:00 ～】
　　　　　※小雨決行、感染状況によっては中止となります。
▶集　合　まちタネ広場 ( 大手門公園 )
▶参加費　無料　　▶定　員　30 名
▶申　込　5/27（金）までに電話またはメールでお申込みください。
▶その他　○「朝市・朝ごはん 朝の環

わ
」と同時開催。

　　　　　○理学療法士さんに健康相談できます。
　　　　　○ウォーキングポールの貸出あり。
問　健康づくり課　健康支援係　☎ 25-1880
　   ✉shien@city.komoro.nagano.jp

イ

【5/12 ㈭ ～ 18 ㈬】
「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

　小諸市では、安心して暮らしやすい地域社会を作るため、111 人の民生・児童委員の皆さん（うち、8 人は主
任児童委員）が、生活上の心配事の相談、福祉サービスを利用するためのお手伝いなど、地域福祉の担い手とし
て活動しています。今まで以上に、「地域のつながり、地域力の強化」「さまざまな課題を抱えた人々の支援」の
ために、多くの関係機関と連携し、取り組みを進めていきます。
問　厚生課　保護社会係

知
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　新型コロナウイルス感染症と社会生活の維持両立を図るため、以下の
要件を満たす住宅リフォームについて、工事費用等の一部を補助します。
▶対象となる条件等　
○小諸市に住所を有し、次の①～⑤に該当するリフォーム工事等を行う専ら
　自らが居住の用に供する住宅を所有しているもの（店舗・事業所等は除く）
　①自動水栓器具の設置　②自動洗浄トイレ器具の設置　③換気設備の増設
　④モニター付きインターホンの設置　⑤宅配ボックスの設置
○市税及び上下水道料金等を滞納していないこと
○令和 5 年 2 月末日までに実績報告書が提出できるもの
▶補助金額　
　市内施工業者によりリフォーム工事等を行った際の工事費 1/2 以内（上限 5 万円）
▶受付期間　
　6/1 ㈬ ～ R5/2/14 ㈫　※予算上限に達し次第、終了
※補助決定前に工事が着手された場合は、補助が受けられません。必ず事前に補助
　対象となるか建設課へご相談ください。その他詳細は、HP をご確認ください。
問　建設課　管理係

新しい生活様式住宅リフォーム支援事業補助金知ブロック塀等の
除却の補助金

　道路に面する危険なブロック
塀等の除去に対し補助金を交付
します。
▶対象者　
　市内に住宅または事業所を有
　する方、または使用する方で
　市税等の滞納が無い方　
▶補助金額　
　除去に要する工事費の 1/2
　以内の金額（上限５万円）
▶申請方法【申込期限】12/23 ㈮
　補助が決まる前に工事が着手
　された場合は、補助金が受け
　られません。必ず事前に補助
　対象となるか建設課へご相談
　ください。
※予算に達し次第、終了。自力での
　除去は補助対象外です。
問　建設課　管理係

知

　災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的に、耐震診断を無料で
行っています。
▶対象住宅　
　S56/5/31 以前に工事着工された、木造在来工法による一戸建住宅
▶申込方法【申込期限】11/30 ㈬

まず、建物概要（延床面積等）をお聞きします。概要のわかる書類、
印鑑をお持ちください。（申請書は、建設課窓口または市ホームページ
からダウンロードできます）

▶耐震診断及びフォローアップ
木造住宅耐震診断士を派遣します。診断当日は、立会いをお願いします。
診断後、診断士が結果のご説明と補強方法等についてご提案します。

※予算額に達し次第、終了。診断士派遣まで時間がかかる場合があります。

【木造住宅の耐震改修工事補助金】
　耐震診断の結果、「やや危険」「危険」と診断された住宅を改修する場合、
耐震改修にかかる費用の一部を補助します。
▶補助金額　　耐震工事に要する費用の４/5（上限 100 万円）
問　建設課　管理係

木造住宅の無料耐震診断 / 耐震改修工事補助金知
  

ご  芳  志

▶ふるさと納税寄付金
　815 件 14,267,000 円（R4/3）

▶高齢者福祉のため　
　「金一封」　李 鴻淑 様

▶新型コロナウイルス感染防止のため
　「新型コロナウイルス抗原
　  検査キット 100 個」
　㈱ユウワ 代表取締役  渡辺 稔 様

▶文化振興のため
　「㈱純水館丸純工場関連資料一式」
　㈱純水館 様
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　新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな経済的影響を受けている市内事業者等の売上向上を
支援するため、電子クーポンによる消費喚起促進事業を実施します。

問　小諸商工会議所　☎ 22-3355  /  商工観光課　商工振興係

配布方法
専用アプリ（TicketQR）をスマートフォンに
ダウンロードし、利用登録したすべての ID に
合計 5,000 円分の割引チケットが自動的に付与。

割引チケット
の利用上限額 総額 6,000 万円（消費喚起効果：3 億円）

利用条件 及び
チケット種類

・ひとつの ID（携帯電話番号）あたり、合計 5,000 円分の割引チケットを付与。
・以下 4 種の券を発行。買物金額に応じて、1 会計あたりいずれか 1 枚の利用を可とする。
　① 1,000 円割引チケット（5,000 円以上の買物で利用可）
　② 500 円割引チケット（2,500 円以上の買物で利用可）
　③ 200 円割引チケット（1,000 円以上の買物で利用可）
　④ 100 円割引チケット（500 円以上の買物で利用可）　
　※①～④の各券に利用回数制限はなく、総利用額 5,000 円に達するまで何回でも利用可。
　※ 1 日の同店舗での使用は、1 回まで。（いずれかの券 1 枚のみ）

配布対象 制限なし（市外在住者・観光客等も利用可能）

利用期間

R4/6/1 ㈬ ～ 7/31 ㈰（予定）
※新型コロナウイルスの感染状況等によって、実施時期の変更を行う場合があります。
※本事業の利用額が、上限額に達する見込みとなった際には、キャンペーンを早期に終了す
　る場合があります。その際には、早期終了の周知を行い、終了日以降、アプリ上のチケッ
　ト機能が利用不可となります。

利用者説明会

小諸商工会議所において、専用アプリのダウンロード方法、チケットの利用方法等の
説明会を開催します。※各回定員 30 名。前日までに小諸商工会議所へお申込みください。

【期日】5/16 ㈪ 13:30 ～、 5/25 ㈬　① 14:00 ～　② 18:00 ～
【会場】市民交流センター　会議室１

　飼い主のいない猫の増加を抑え、市民の快適な生活環境保持を図るため、飼い主のいない猫の不妊去勢手
術費に対し、補助金を交付しています。
▶補助対象　市内に居住する個人または市内で活動する団体であって、市内に生息する
　　　　　　飼い主のいない猫に動物病院で手術をうけさせたもの。
▶補助金額　不妊手術：上限 10,000 円 /1 回　去勢手術：上限 6,000 円 /1 回
▶申請方法　○申請書（獣医師証明必要）　○手術費用領収書原本
　　　　　　○手術前後の写真（手術済識別の耳カットなど）　
　　　　　　　を揃えて、生活環境課までご提出ください。
▶受付期間　R4/4/1 ～ R5/3/31 ※申請額が予算額に達した場合は、受付終了。
※詳細は小諸市公式 HP をご覧ください。

問　生活環境課　生活環境係

飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金生活

アプリダウンロードはこちら▼
（5 月中旬よりチケットダウンロード可能）

iPhone Android

こもろデジタルクーポン「こもポン」生活 最大 20％の
割引キャンペーン
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小諸市の審議会委員
を募集します

　下記のとおり、市の審議会委員
を募集いたします。

【応募資格】（以下すべてを満たす）
①市内在住または通勤・通学する
　満 18 歳以上の方
②市の他の審議会等の委員になっ
　ていない方
③市税及び市の料金に滞納がない方

【小諸市健康福祉審議会委員】
小諸市地域福祉計画・地域福祉活
動計画の評価及び進行管理を審議
していただきます。
▶活動頻度　
　会議  年３回程度（平日昼間）
▶任期　
　R4/7/22 ～ R7/7/21（３年間）
▶募集人数　１名
▶応募方法【期限 5/13 ㈮】
　応募期限までに、厚生課へお問
　い合わせください。
問　厚生課　保護社会係

【小諸市労政審議会委員】
労働者の福祉向上、その他労政に関
する事項を審議していただきます。
▶活動頻度　
　会議  年１回程度（平日昼間）
▶任期　
　R4/7/1 ～ R6/6/30（2 年間）
▶募集人数　１名
▶応募方法【期限 5/31 ㈫】
「応募動機（400 字程度）に、氏名・
生年月日・住所・電話番号を記
載のうえ、郵送・ＦＡＸまたは
Ｅメールにてお送りください。

▶選考方法　書類選考及び面接
問　商工観光課　商工振興係

募

　長野県では、令和 4 年度の既存住宅エネルギー自立化補助金の募集を
4 月より開始します。
　県が認定する事業者との契約により、太陽光発電設備と蓄電池セットで
設置する場合は 20 万円、既に太陽光発電設備を設置済みのご家庭が蓄電
池を設置する場合は 15 万円の補助が受けられます。詳しくは長野県 HP
をご確認ください。（※共同購入との併用はできません。）
問　長野県環境政策課ゼロカーボン推進室　☎ 026-235-7179
　　HP：https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html

既存住宅エネルギー自立化補助金募

【申請期間が延長されました】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金知

　長野県社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再貸付が終了した又は
不承認になった等の事情でさらなる貸付を利用できない世帯に対し支援金を給付
しています。
▶対象者（下記条件をすべて満たす必要があります）

〇総合支援資金の再貸付が終了した世帯、再貸付が不承認になった世帯または
　緊急小口資金 ( 特例 ) 及び総合支援資金 ( 初回 ) の貸付をいずれも受けた世帯
〇申請月の世帯の収入額が①市町村民税均等割非課税となる金額の 1/12＋②
　生活保護の住宅扶助基準額以下
〇資産（預貯金）が①の６倍以下（１００万円が上限）
〇ハローワーク等で求職活動を行っている者又は生活保護申請を行い、処分が
　決定していない者

▶申請期限　R4/6/30 ㈭
▶支給額　　単身世帯６万円 /２人世帯８万円 /３人世帯１０万円
▶支給期間　３ヶ月
※支給期間に生活保護費や職業訓練受講給付金を受給した場合は支給を中止します。
問　厚生課　保護社会係

　4/13 より、太陽光パネル・蓄電池を県民みんなでお
トクに購入する共同購入の参加者の募集を開始していま
す。おうちでできる SDGs として、この機会におトクに
購入しませんか。
問　長野県 みんなのおうちに太陽光事務局
　　 ☎ 0120-698-300（受付：10:00~18:00（土・日・祝日除く）

「太陽光パネル・蓄電池」共同購入を、してみませんか募

詳しくはこちら
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「農作業を依頼するとき」の
参考にご利用ください。

　小諸市農業委員会は、令和４年度（2022 年度）の農作業標準労賃と機械作業標準
料金を設定しました。これは、農作業を人に頼む際の目安として定めたものです。
　田畑の状況や作業の条件などはそれぞれ異なりますので、契約するときは双方の話
し合いで決定してください。

作業の種類 単位 小諸市 長野県
耕起作業（水田） 10a 9,200 円 ロータリー 15㎝耕起を基準 9,200 円

耕起作業（A畑） 10a 7,700 円 火山灰で作業が容易な畑 ―

耕起作業（B畑） 10a 9,100 円 粘土質等で作業が困難な畑 ―

代かき水田 10a 8,400 円 ― 8,300 円

田植作業 10a 11,800 円 植え付けのみ 11,800 円

バインダー水田 10a 12,200 円 結束ひも付 ―

ハーベスター水田 10a 11,200 円 ― ―

コンバイン水田 10a 25,100 円
結束料金は 2,100 円、カッター
料金は 2,100 円を加算する

25,100 円

畦切り 1,200 円 畦間避掘のみ 100mあたり ―

畦塗り 100円 1mあたり ―

スピードスプレーヤー防除 10a 3,200 円 散布のみ ―

肥料散布 10a 3,200 円 ライムソアー　など ―

マルチ張り 10a 14,900 円 地形等により勘案する ―

刈払機による草刈り 1時間 1,300 円 ― ―

令和４年度 機械作業標準料金【税込】（2022 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日適用）

令和４年度 農作業標準労賃【税込】（2022 年 4 月 1 日～ 2023 年 3 月 31 日適用）
作業の種類 単位 小諸市 長野県

稲作
一般作業 １日 7,020 円 １時間あたり 877円 7,016 円

田植作業 １日 7,680 円 １時間あたり 960円 7,680 円

畑 一般作業 １日 7,020 円 １時間あたり 877円 7,016 円

果樹
剪定作業 １日 11,360 円 １時間あたり 1,420 円 11,360 円

一般作業 １日 7,020 円 １時間あたり 877円 7,016 円

その他 パート作業 １時間 877円 時間給（作業内容により加減） ー

※実労働時間 8 時間 / 日

農地
区分

項目 集計データ

田
（99件）

平均値 6,745 円

最高額 11,049 円

最低額 2,419 円

畑
（241件）

平均値 7,954 円

最高額 14,395 円

最低額 2,839 円

樹園地
（10件）

平均値 9,227 円

最高額 11,655 円

最低額 3,000 円

牧草地
（3件）

平均値 7,500 円

最高額 7,500 円

最低額 7,500 円

令和 4 年度
小諸市農地賃借料情報　

※支払う金額は、圃場の条件（作業の難易・土質・大小）や時間、作業内容、資材費などにあわせて、双方の話し合いで決定してください。
　食事代は含まれていません。機械装備はトラクター 40 馬力、ロータリー（1.8m）、代かきハロー（2.4m）、田植機（6 条）、コンバイン（5
　条）を基準に算定しています。

農業
委員会
だより
問　農業委員会

（農林課 農地調整係内）

　上表は、昨年の賃借料を基に
作成したもので、10a あたりの
年額単価です。
　口約束や個人契約のみの賃借
は、トラブルになる可能性があ
ります。農地の貸借については、
農業委員会にご相談ください。

　農地を耕作するために農地法第３条により農地を購入または借りる場合、「許可後の経営面積の基準（下限面積）」を満たさなけ
れば農業委員会で許可を得ることが出来ません。
　区域ごとの下限面積は従来通りですが、平成 30 年４月１日より空き家に付随した農地に関する下限面積が新しく設定されました。

【空き家に付随した農地についての下限面積は 1a（100㎡）とする】

　ただし、以下の要件を満たす場合が対象となります。
　①小諸市空き家バンクに登録してある物件に付随する農地
　②農業振興地域内の農用地区域（青地）の指定を受けていない農地

■空き家に付随した農地について、下限面積が設定されました。

下限面積
（別段面積） 下限面積（別段面積）を適用する区域

30a 旧小諸町、旧滋野村の区域
40a 旧大里村、旧北大井村、旧川辺村の区域
50a 旧南大井村、旧三岡村、旧小沼村の区域
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佐久広域無料法律相談（事前申込制）

▶日　時　① 5/19 ㈭　10:00 ～ 16:00（小諸市）
　　　　　② 6/1 ㈬　13:00 ～ 16:30
▶場　所　①小諸市役所 3 階 会議室
　　　　　②佐久広域連合事務局
▶申　込　5/6 ㈮から、下記にて受付　　　
問　佐久広域連合事務局　☎ 0267-62-7721

行政相談（申込不要）

国の仕事や、国からの法定受託事務として、地方
公共団体などが行っている仕事に関する意見・要
望をお聞きします。
▶日　時　5/12 ㈭　13:00 ～ 15:00
　　　　　5/26 ㈭　13:00 ～ 15:00  
▶場　所　市役所 3 階 第 5 会議室
問　市民課 市民協働・相談係

相談はすべて無料です。お気軽にご利用ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により延期または中止する場合があります。
　事前にお問い合わせください。相 談無料

※最新情報は、休日夜間緊急医案内サービス（☎ 0570-088-199）をご利用いただくか、小諸市公式HPからご確認ください。

月／日 ○医院　●歯科　◎薬局 電話番号 月／日 ○医院　●歯科　◎薬局 電話番号

5/1
㈰

　〇矢島医院（乙女）
　〇栁橋脳神経外科（諸）
　●わたなべ歯科医院（和田）
　◎てんじん薬局（諸）
　◎美里薬局（耳取）

２２－８１４８
２３－６１３１
２３－１１００
３１－６７７２
２４－００３２

5/3
㈫

　○市川医院（市町）
　○小諸南城クリニック（小原）
　◎市町てんじん薬局（市町）
　◎小諸コスモス薬局（小原）

２５－１２００
２６－５２２２
３１－０９９２
２６－２２８２

5/4
㈬

　○浅間南麓こもろ医療センター（相生町）
　●高橋歯科医院（市町）
　◎こもろ薬局（赤坂）
　◎日本調剤荒町薬局（荒町）

２２－１０７０
２３－２７２３
２５－２００２
３１－５５３７

5/5
㈭

　○うすだ医院（御影）
　○高橋内科医院（古城）
　◎みかげ薬局（御影）
　◎古城てんじん薬局（古城）

２２－０４８３
２３－８１１０
２４－３３４４
３１－６５５６

5/8
㈰

　○ひかり医院（御幸町）
　○小岩井整形外科（御影）
　◎小諸東のぞみ薬局（御幸町）
　◎小諸あさま薬局（御影）

２２－８８７８
２６－６７８８
２６－１１４１
２６－６２２６

5/15
㈰

　○由井医院（田町）
　○佐藤外科医院（鶴巻）
　●おおつか歯科医院（六供）
　◎わかな薬局（田町）

２２－０３２７
２２－０３３４
２４－６４８０
２６－３６３６

5/22
㈰

　○花岡レディースクリニック（市町）
　○小諸病院（荒町）
　◎小諸東のぞみ薬局（御幸町）

２３－４１０３
２２－０２５０
２６－１１４１

5/29
㈰

　○桜井クリニック（滋野）
　○佐々木医院（南町）
　●岡田歯科医院（和田）
　◎赤坂てんじん薬局（赤坂）

２６－１１８８
２２－０５０３
２５－４１８２
３１－０４０７

［診 療時間］
○医科 9：00 ～ 17：00　●歯科 9：00 ～ 12：00休日緊急医

消費生活相談（申込不要）

消費生活に関するトラブルに悩んでいませんか？
訪問販売、クレジット契約など消費者のお悩みについて、
解決に向けた助言を行いますので、お気軽にご相談ください。
▶日　時　月曜～金曜（祝日除く）　8:30 ～ 16:00
▶場　所　小諸市消費生活センター（市民課内）　
※相談内容により専門相談機関を紹介する場合があります。
※事業者の方の相談はお受けできません。
問　市民課 市民協働・相談係 ☎ 0267-31-5100
　　消費者ホットライン ☎ 188（休日はこちら）

消費者トラブル情報消費者トラブル情報
バックナンバーバックナンバー

これまで広報こもろに掲載
してきた「消費者トラブル
情報」を、市公式 HP にま
とめて紹介しています。


