特

☎801-5821

平成30年度の国保税は、平成29年度と同じ
税率・税額となります。賦課限度額および軽減
基準所得は以下のように変わります。

54万円
58万円

7割軽減

問 住民環境課環境係

☎801-5824

今年度から英語版のごみ収集カレンダーを配
布しています。必要な方は、住民環境課環境係
までお越しください。
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く ら し
第44回舟津ペーロン大会
申 ・ 問 広瀬酒店

☎883-7777

所 長与川河口・船津橋付近
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☎894-5555

① 時 6月5日㊋9時45分〜12時（9時30分受付開始）
所 集合場所 中尾城公園第1駐車場
② 時 6月28日㊍9時45分〜12時（9時30分受付開始）
所 集合場所 特別養護老人ホームかがやき
内 火曜日 ロングコース（経験者対象）
木曜日 ウォーキング教室＆ショートコース
（初心者対象）
定 各回20人 料 無料
他 希望者にはポールを無料貸出しいたします。
雨天時の開催有無に関しましては、問い合
わせ先までお問い合わせください。

募集

長与町公共施設等管理公社
学校給食調理員（職員・臨時職員）を
至急募集します

問 長与町公共施設等管理公社事務局 ☎883-1106
〒851-2128西彼杵郡長与町嬉里郷659-1
（役場敷地内・公用車車庫棟2階）
9時〜17時まで（土、日、祝日を除く）
申 公社事務局へ直接お申し込みください。
職員
時 一次試験：5月26日㊏
二次試験：一次試験合格者のみ後日通知
〆 5月21日㊊※当日消印有効
採用日 原則6月1日㊎
初任給 123,300円
※8月は半月出勤（月給50％支給）
賞与 年2.6月分※他管理公社規定による
臨時職員
随時受付・面接を行っています。
時給 839円
勤務日数 1か月間に10日〜14日

問 税務課固定資産税係

☎801-5786

納期限までにお近くの金融機関またはコンビ
ニエンスストアで納めましょう。
※口座振替の方は、5月31日㊍に引き落とされます。
残高をご確認ください。
長崎大学大学院経済学研究科
（博士前期課程・博士後期課程）大学院進学説明会
問 長崎大学経済学部支援課大学院係
☎820-6325 *ecgra@ml.nagasaki-u.ac.jp
時 6月6日㊌19時〜20時（予定）

所 長崎大学経済学部本館2階24演習室

（長崎市片淵4丁目2-1）

J アラート（全国瞬時警報システム）により
配信される国民保護情報の多言語配信が開始
されました
2019年のラグビーワールドカップや2020
年の東京オリンピック・パラリンピックの開催
を控え、今後、外国人の方々の入国者数が増加
することが見込まれます。このため、消防庁が
関係省庁と協力しながら、外国語で災害情報を
提供するアプリ「safety tips」を活用し、多
言語配信を行えるようになりました。
対応言語 日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、
韓国語
Android

画面イメージ

カレンダー

カレンダー

時 5月27日㊐9時30分〜

申 ・ 問 特別養護老人ホームかがやき

5月31日㊍は固定資産税・都市計画税第1期
の納期限です

子育てランド

子育てランド

※被保険者数には、擬制世帯主を含みます。
※旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期
高齢者医療制度へ移行した方です。

ノルディックウォーク in ながよ

◎お近くの振興局やコンビニエンスストア
（24時間
納付可能）
、金融機関で納期内に納めましょう。
◎インターネットによるクレジット納付もできます。

図書館だより

図書館だより

5割軽減
2割軽減
（49
33万円＋
（27 33万円＋
万円×被保険 万円×被保険
平成 33万円
者と旧国保被 者と旧国保被
29年度 以下
保険者の合 保険者の合
算数）以下
算数）以下
33万円＋
（27.5 33万円＋
（50
万円×被保険者 万円×被保険
平成 33万円
と 旧 国 保 被 保 者と旧国保被
30年度 以下
険者の合算数） 保 険 者 の 合
以下
算数）以下

〈English Ver.〉
長与町ごみ収集カレンダーを配布しています！
Nagayo Town Garbage Calendar, English Edition Out Now ！

☎821-8835

健康テラス

健康テラス

●軽減の拡大について
世帯所得が基準額を下回る世帯については、
保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。
5割・2割軽減の対象となる所得基準額が拡大
されます。

禁

問 長崎振興局税務部

スポーツ広場

スポーツ広場

平成29年度
平成30年度

後期高齢者 介護納付金分
支援金分 （40〜64歳の方）
19万円
16万円
19万円
16万円

家庭ごみは
持ち込まないでください

平成30年度自動車税の納期限は5月31日㊍です

くらしの情報

くらしの情報

医療分

※小雨決行
（雨天時の実施および中止は防災無線で放送します）
※雨天の場合、6月10日㊐に延期します。
清掃範囲
主要道路、公園、住宅周辺の公共区域、
河川（危険箇所を除く）

4月1日現在でバイク・軽自動車を所有され
ている方は軽自動車税が課税されます。お近く
の金融機関またはコンビニエンスストアで納め
ましょう。
※口座振替の方は5月31日㊍に引き落とされます。
残高をご確認ください。

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

●賦課限度額について
医療分の賦課限度額が54万円から58万円に
引き上げられます。

時 6月3日㊐8時30分〜11時

4月16日から、ながよミックンポイントの参加受付
が開始されております。
「歩く」
など健康づくりに関す
る活動を行うだけで年間最大5,000円相当の商品
を獲得できる事業ですので、ぜひご参加ください。
（参加するには参加者説明会への出席が必要です）
時 ・ 所 （要予約）
5月19日㊏ 10時〜12時、14時〜16時
健康センター
5月30日㊌ 10時〜12時、14時〜16時、19時〜21時
水道局3階
6月3日㊐ 10時〜12時、14時〜16時
健康センター
6月5日㊋ 10時〜12時、14時〜16時、19時〜21時
水道局3階

☎801-5785

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

後期高齢者 介護納付金分
医療分
支援金分 （40〜64歳の方）
所得割率
8.1％
2.8％
2.6％
均等割額 25,600円 8,800円
9,500円
平等割額 22,800円 7,600円
5,800円

☎801-5824

問 税務課住民税係

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

●平成30年度国民健康保険税
国民健康保険税額は、医療分と後期高齢者支
援金分および介護納付金分（40歳から64歳の
方）の合計額となります。

問 住民環境課環境係

申 ・ 問 健康保険課ミックンポイント特設窓口
☎894-1215

平成30年度軽自動車税の納期限は5月31日㊍です

地域
POWER！

地域
POWER！

問 健康保険課保険係

みんなの手でみんなの町を美しく！町民一斉清掃

参加者募集！

集

集

平成30年度国民健康保険税のお知らせ

募 集 「貯めんば損たい！ながよミックンポイント」

特

環 境

保 健

iPhone

（日本語）

（英語）
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