☎883-1111（代表）

☎801-5781

☎801-5836

JA と町の共催で野菜栽培講習会を開催して
います。家庭菜園や市民農園を利用されている
方、野菜作りに興味のある方など、どなたでも
お気軽にお越しください。
時 5月18日㊎13時30分〜（2時間程度）
所 老人福祉センター大ホール 料 無料
他 予約不要。
玄関前駐車場には駐車しないでください。

募集

農地の借受希望者を募集します
〜農地中間管理事業〜

問 役場産業振興課 ☎801-5836
（公財）長崎県農業振興公社 ☎894-3848

長崎県農業振興公社では、農地を貸したい農
家（出し手）から農地を預かり、農地の有効利
用や農業経営の効率化を進める担い手農家（受
け手）へ貸し出しを行う事業を進めています。

長崎県農業振興公社

検索

申 募集要領や申込書は、各市町の農政担当課

窓口にあるほか、長崎県農業振興公社ホー
ムページからもダウンロードできます。
（年中申込み可）
他 町内で農地の借受けを希望される方は、役
場産業振興課へご相談ください。
募集区域 長崎県の全市町

裁判所の不動産競売をご存じですか？

問 長崎地方裁判所民事部不動産競売係 ☎804-4124

裁判所では、競売手続による不動産の売却を
行っています。競売物件の情報は、裁判所の閲覧
室や
「BIT」
というウェブサイトで公開しています。
ご興味のある方は、ぜひご覧ください。
BIT ウェブサイト http://bit.sikkou.jp/
工業統計調査を実施します
問 政策企画課

☎801-5661

工業統計調査は、我が国における工業の実態
を明らかにすることを目的とした、統計法に基
づく報告義務のある重要な統計調査です。調査
結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料
として利活用されます。
基準日 6月1日㊎
対 従業員4人以上の全ての製造事業所

傷者
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※交通事故相談
長崎県交通事故相談所 長崎市尾上町3-1（長崎県庁2階）
☎824-1111（内線3776・3777）9時〜16時（土日祝日は休み）

放送内容確認サービス
町内放送の内容が確認できます！
♦電話での確認（フリーダイヤル）
☎0800-200-3312
♦メールでの確認方法
（あらかじめ登録をしていただく必要があります）
登録方法
登録用サイト（http://mobile.nagayo.jp/
mail/mobile/）にアクセス→空メールを送信
→ガイダンスに従って登録
（地域は『広域地域から選ぶ』を選択）
男性専用の相談窓口

問 長崎県男女共同参画推進センター ☎822-4730
専用電話 ☎825-9622

悩みやストレスを抱える男性のための専用相
談窓口を開設しています。生き方、子育て、介
護、家族、夫婦関係、職場や地位の人間関係な
ど、ひとりで悩まずご相談ください。男性相談
員がお受けします。まずは、お電話ください。
相談日 毎月第2・4水曜日（月2回）
受付時間 18時〜21時
内 電話相談及び面談
（面談は相談員が必要と判断した時に実施）
料 無料（通話料は相談者負担）
健康テレホンサービス

☎826-5511

（フリーダイヤル） ☎0120-555-203（携帯電話不可）

5月のテーマ
月：血圧サージ
火：大腿骨頸部骨折
水：小児の救急シリーズ⑥咳
木：後鼻漏と後鼻漏感
金：高齢者の精神衛生
土・日：妊娠中はどのくらい運動していいの？

カレンダー

カレンダー
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野菜作りを学んでみませんか

長与町

県

件数

図書館だより

図書館だより

行政困りごとなんでも相談
総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国
の仕事など、行政に関する苦情や要望を受け付
け、解決や改善を図ります。
行政相談委員 堤惠美子 ☎856-4851
草野 洋 ☎887-2457
長崎行政監視行政相談センター ☎849-1100

借入れやローンの返済にお悩みの方々から、
債務整理や家計の見直しなどについて相談員が
面談に応じます。事前にお申し込みください。
時 5月17日㊍13時〜15時30分
所 長崎財務事務所（長崎市筑後町3-24）
他 福岡財務支局での無料相談は常時受け付け
ています。（年末年始及び祝日を除く月曜〜
金曜の9時〜17時）

傷者

健康テラス

健康テラス

人権相談
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、い
じめ、隣近所とのトラブルなど、人権に関する
様々な相談を受け付けます。
常設人権相談所（長崎地方法務局）
時 月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分
（祝日を除く）
所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110

問 財務省福岡財務支局 多重債務相談窓口
☎092-411-7291

死者

スポーツ広場

スポーツ広場

今年度から、本町における人権相談・行政困
りごとなんでも相談の合同相談所を開設してい
ます。
事前予約は必要ありませんので、お気軽にお
越しください。相談は無料で、秘密は堅く守ら
れます。
時 5月 8日㊋13時〜16時 所 ふれあいセンター
時 6月12日㊋13時〜16時 所 長与町公民館

多重債務の無料出張相談会

件数

くらしの情報

くらしの情報

問 総務課行政係

6月1日は人権擁護委員法が施行された日で
す。人権擁護委員は、皆さまの身近なところで、
人権を守るために活動しています。家庭内のも
め事や隣近所とのトラブルなど、皆さまの悩み
や心配ごとを相談してみませんか。秘密は厳守
されますので、お気軽にご相談ください。

本年累計（対前年比）

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

人権相談・行政困りごとなんでも相談

料 相談無料

3月中

時 6月30日㊏まで

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

◆利用時の注意点
・国の機関や県、他の市町村への照会や確認な
どが必要な業務は、当日対応できません。ま
た、内容によってはお待ちいただいたり、受
付できない場合もあります。
・取扱いできる業務の詳細は、事前（平日）に
各課へご確認いただきますようお願いいたし
ます。

春は農作業が増えてくるとともに農業機械を使用
する機会も増え、作業中の事故が発生しやすくなり
ます。毎年、農作業事故により全国で350人前後、
県内でも10人ほどの尊い命が失われています。
事故の多くはトラクターの機械操作ミスなど
による転倒や転落によるもので、特に70歳以
上の高齢者の事故が多くなっています。
次の事項を再度確認して、安全な農作業に努
めましょう。
① 作業に適した服装を（肌を露出させない）！
② 作業内容や作業場所を家族などにきちんと
伝達！
③ 緊急時に備え、携帯電話を忘れずに！
④ 準備運動をしっかりと！
⑤ 余裕をもった無理のない作業計画を！
⑥ 子ども、妊婦、不慣れな人に危険作業はさ
せない！
⑦ 周りの作業者に危険が及ばないよう、周囲
を確認！
⑧ 危険作業は複数人で！
⑨ 機械作業をする際は、安全装置をきちんと
装着！
⑩ 機械から離れる時や点検する時はエンジン
を切る！
⑪ 疲労が蓄積しないようにこまめな休憩を！
⑫ 危険箇所を確認し、看板など目印を設置！
⑬ 不慣れな機械作業は講習を受けてから！
⑭ 万が一の事故に備え、労災保険や傷害共済
に加入！
⑮ 万が一の事故に備え、応急処置の知識を身
につける！

所 長与町公民館

交通事故発生状況

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

一部窓口の開庁は、庁舎1階の住民福祉部（住
民環境課、こども政策課、福祉課）、健康保険
部（健康保険課、介護保険課）です。
時 5月12日㊏・26日㊏、6月9日㊏・23日㊏
9時〜12時30分
※正面玄関をご利用ください。

時 6月1日㊎13時〜16時

問 長崎県農林部農業経営課

地域
POWER！

地域
POWER！

問 各課へ

春の農作業安全運動月間

集

集
16

役場の一部窓口を第2・第4土曜日に開庁し
ています

長崎人権擁護委員協議会からのお知らせ
全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所を
開設します！

特

特

く ら し

防犯灯の故障（球切れなど）は
問 地域安全課交通防犯係
☎801-5662
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