平成30年度長崎県高齢者いきいきフォーラム県民大会

福 祉

問 （公財）長崎県すこやか長寿財団
☎847-5212 6847-6181

ご存知ですか？
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
●特別障害者手当

問 福祉課障害者福祉係

☎801-5827

対 20歳以上で、
著しく重度の障害状態にあるため、

常時特別の介護を必要とする方
（支給要件有）

支給制限 次のいずれかに該当する時は支給不可

①社会福祉施設に入所している時

時 2月16日㊏13時～16時30分

展示 ブース11時～

所 長崎ブリックホール国際会議場
対 県内在住の方

内 地域貢献活動表彰、基調講演、表彰団体活動発表、

地域文化伝承活動報告

料 無料

保 健

②病院などに3か月を超えて入院した時
③所得制限を超えている時

※原爆被爆者介護手当、公害被害補償の手当、予
料 支給額 月26,940円

●障害児福祉手当

問 こども政策課母子保健係

☎801-5881

対 20歳未満で、重度の障害状態にあるため、日

常生活において常時の介護を必要とする方

支給制限 次のいずれかに該当する時は支給不可

①障害基礎年金、障害厚生年金などを受給し
ている時

②社会福祉施設に入所している時
③所得制限を超えている時

※特別児童扶養手当との併給可。

料 支給額 月14,650円（4月～月14,790円）

●特別児童扶養手当

問 こども政策課母子保健係

☎801-5881

対 20歳未満で、重度または中度の身体障害児ま

たは知的障害児の保護者の方

町健康づくり推進員募集

問 健康保険課健康増進係（担当：植田）
☎801-5820

「町健康づくり推進員協議会」
は、自分自身の健康づく

りとボランティア活動を通して、町民全体の健康づくりに

ポーツ活動」といった自主活動の準備を行い、町の
事業にも積極的に協力しています。発足から続けてい

る活動に加え、他団体との交流や新会員の加入でさ

まざまな分野にも興味を持ち、ピザ窯を使用したピザ

トッピング体験を食育として行ったり、そば作りにも挑

戦しています。見学からでもお気軽にお越しください。
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医療安全相談センターからのお知らせ
問 西彼保健所 ☎856-0691
（土日祝日を除く9時～17時45分）

西彼保健所では、医療に関する患者・家族などの

●民生委員・児童委員と交流屋内ペタンク大会

たは医療内容のトラブルに対する助言、相談内容に
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②妊娠を希望している女性の夫またはパートナー

③風疹抗体価が低い妊婦の夫またはパートナー
④風疹抗体価が低い妊婦の同居者

〆 前日17時30分（電話にて要予約）

他 面接にて結果報告（検査から通知まで最大4週間）

募集

産休・育休代替保健師募集
問 健康保険課

☎801-5820

問 長与・時津環境施設組合管理課
（土日祝日を除く9時～17時）

☎865-9386

時 雇用期間 4月1日㊊～9月30日㊊

※6か月を超えない期間で1回に限り雇用期間を
更新できる場合あり。

所 長与・時津環境施設組合事務局

対（1）長与町または時津町在住者

（2）平成31年4月1日現在、次の事項に該当しない者

①成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
またはその執行を受けることがなくなるまでの者

③公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分
の日から2年を経過しない者

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法

またはその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを主張する政党その他の団体を結成し、
また
はこれに加入した者

内 健康増進事業、国保保健事業など

（3）ワープロまたは表計算などの実務検定3級以上

申 町ホームページまたは窓口の申込書に記入のう

（4）短期大学卒業程度の知識を有する者

を習得している者

え、保健師免許の写しを添付して健康保険課へ

内 一般事務補助

※郵送可（〒851-2185長与町嬉里郷659-1）

料 給料 月額159,800円

提出

〆 2月20日㊌

他 勤務時間 週5日（8時45分～17時30分）

給与 時給1,220円

介護休業制度をご存知ですか？
問 長崎労働局雇用環境・均等室

定 1人

申 所定の申込書、面接カード、資格習得を証明で

きる書類の写しを提出

〆 2月28日㊍

一般家庭からの
もやせるゴミ排出量の比較
月

☎801-0050

介護が必要な家族1人について、通算して93日ま

で、3回を上限として分割して休業できる制度で、
労働者から会社に申し出ることで利用できます。

なお、パート、派遣、契約社員など雇用期間の定

関に対する不安や疑問・苦情などの相談、医療上ま

めのある労働者のうち、一定の範囲の方も介護休業

応じた関係機関の紹介などを行いますので、気にな

要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67％

ることがありましたらまずはお電話ください。

2019年度長与・時津環境施設組合
臨時職員募集

募集

試験内容 面接

介 護

苦情や相談を受ける窓口を設置しています。医療機

所 老人福祉センター大ホール

①妊娠を希望している女性（妊婦除く）

②4月16日㊋～2020年6月11日㊍（予定）

●県立大学シーボルト校と交流会

時 2月13日㊌

ずれかに該当する方

任用期間 ①3月26日㊋～2020年5月21日㊍（予定）

③所得制限を超えている時

時 2月下旬（各校区で実施）

対 県内在住（長崎市、佐世保市在住除く）
、次のい

定 2人

母が児童を監護していない時など

☎883-7760

所 西彼保健所

育園児などとの食育活動」
・
「地域のみなさんとのス

ます。月1回の定例会では健康に関する学習会や、
「保

②児童が社会福祉施設に入所している時・父

問 町老人クラブ連合会事務局

時 毎週月曜日～金曜日10時～16時30分

対 保健師（要普通自動車免許）

受給している時

老人クラブ連合会催し

にお問い合わせください。

～80代まで幅広い年齢層で、生き生きと活動してい

①児童が障害基礎年金、障害厚生年金などを

2級（中度）月34,430円（4月～月34,770円）

検査を無料で実施しています。お近くの県立保健所

時 試験日 2月下旬予定（詳細は申込時）

支給制限 次のいずれかに該当する時は支給不可

料 支給額 1級
（重度）月51,700円（4月～月52,200円）

先天性風疹症候群の発生防止を目的に、風疹抗体

役立つことを目的として、平成13年に発足しました。

現在、会員26人で男性ばかりの団体です。40代

環 境

申 ・ 問 西彼保健所地域保険課健康対策班

☎856-5059

をすることができます。また、介護休業期間中は、
が介護休業給付金として支給されます。

くらしの情報

くらしの情報

防接種法の手当を受給している方は差額支給。

募集

風疹抗体検査

４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
累計

29年度
608
703
624
609
625
578
622
556
587
5,512

排出量（t）
30年度
649
667
605
636
566
526
607
571
580
5,407

増減
＋41
−36
−19
＋27
−59
−52
−15
+15
−7
−105

雑誌・雑紙は貴重な資源です。もやせるゴミではなく、
拠点回収・常設倉庫へ出してください。

資源量（紙類）（kg）
月
12月
累計

新聞
12,540
102,175

雑誌・雑紙
17,860
158,000

段ボール
12,700
105,940

紙パック
1,150
8,210
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