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　対象の方は各年度１回のみ無料で受
診できます。
受診時期 令和４年２月28日㊊まで
※医療機関により制限などがある場
合があります。
指定された病院など
①～③をすべて満たす方
①両親またはそのどちらかが原爆被
爆者の方
②昭和21年６月４日以降に出生した
方（両親のどちらかが広島被爆の
場合、昭和21年６月１日以降に出
生した方）
③町内在住の方
一般検査（結果次第で精密検査を実施。
希望者は多発性骨髄腫検査を実施。）
福祉課または西彼保健所で申込み。
申請者に「受診票」「受診できる医療機
関一覧表」を配布（交通費は支給無し）
令和４年２月10日㊍
今年度から当該年度未受診者への翌
年度の受診表の自動送付はいたしま
せん。再度申込みが必要です。

●「ねこの手ポイント」（介護予防サポー
ターポイント制度）とは？
　高齢者の皆さんが積極的に社会参加
することで、地域貢献による生きがいや
自発的な介護予防につながることを目的
とした事業です。
対   65歳以上の介護認定をうけていない
方で、介護保険料の未納がない方

内   活動内容 町内のデイサービスやグ
ループホームなどの高齢者施設での
ボランティア活動や自宅での支援など
ポイント制度 上記活動を行うと、ポイ
ントが付与され、年間で最大5,000円
まで交付金や商品券に交換できます。

申   参加希望者は必ず講習会を受講して
ください。
講習会
 時  ５月13日㊍
　   10時～11時
※上記日程以外は
ご相談ください。

令和３年４月１日以降開催の文化関
係の九州大会や全国大会に出場する
町民の方、または団体で出場する町
内の高校
補助額（１人当たり）
①町教育委員会が出場校の校長と協
議のうえ承認した、当該小中学校
の児童または生徒が県代表として
出場する九州大会および全国大会
全国大会 ： 10,000円（県内5,000円）
九州大会 ： 7,000円
（県内5,000円、沖縄県：10,000円）
②高校生または社会人が県代表とし
て出場する全国大会 ： 5,000円
③町内の高校（団体）が出場する全国
大会 ： 金額は予算の範囲内
補助金交付申請書（生涯学習課にあ
り）、大会要項、出場者名簿、印鑑（認
め印可）、振込先口座が分かるもの
（通帳など※申請者と口座名義は同
一）を生涯学習課へ提出
大会実施日の翌年度４月末日まで

６月２日㊌　18時～19時（予定）
長崎大学経済学部本館２階22講義室
（長崎市片淵４丁目２－１）
働きながら本研究科で学んで修士や
博士の学位を取得することに関心の
ある方
詳しくはお問い合わせください

６月25日㊎ 午前、26日㊏ 午前
健康センター

対・内
国民健康保険加入者
・40～74歳の男女：特定健診
・30・35・40・45・50・55・60・65歳の
男女：胃がんリスク健診
・20～39歳の男性：国保成人健診
後期高齢者医療制度加入者
・75歳以上の男女：後期高齢者健診
長与町民
・40歳以上：各種がん検診（肺・胃・大
腸・乳）・肝炎ウイルス検診
・20歳以上の女性：子宮がん検診
・20～39歳の女性：若年の健診

《注意事項》
・特定健診、後期高齢者健診、胃がんリスク
健診には受診券（５月発送済）が必要です。
・乳がん・子宮がん・胃がん検診は昨年
度受けた方は対象外です。

電話またはメール（下記QR参照）　
で申込み
５月28日㊎
医療機関での受診も可能です。
詳しくは４月に各世帯配布の「令和３
年度長与町健康診査のお知らせ」を
ご覧ください。

　詳しくはお問い合わせください
●町老連 全会長会議（補助金支給）

６月23日㊌
老人福祉センター大ホール
詳しくはお問い合わせください。

教　育

健康・福祉・介護

文化関係の大会に出場する方へ
補助を行っています

生涯学習課文化振興班
☎801-5682

長崎大学大学院経済学研究科
進学説明会

長崎大学人文社会科学域事務部
南地区事務課大学院係
☎820-6325
　 ecgra@ml.nagasaki-u.ac.jp

65歳以上の皆さん「ねこの手
ポイント」に参加しませんか？
問  町ボランティアセンター

（町社会福祉協議会内）
☎883-7588

集団健診のお知らせ
健康保険課健康増進係 
☎801-5820

問

問

問 所 対 内 定時問い合わせ ところ 対象 内容 定員とき 料 料金

▲メールでの申込み
※機種によって申請で
きない場合があります。

▲集団健診について

対

料

申

時

所

対

他

申 問

時
所

申

〆

他

原爆被爆二世の無料健康診断
問  福祉課高齢者福祉係　☎801-5826

長崎県原爆被爆者援護課　☎895-2475
西彼保健所　　 ☎856-0691

時

所
対

内

申

〆

〆

他

老人クラブ連合会催し
町老人クラブ連合会事務局

（町社会福祉協議会内）
☎883-7760

問

時
所
他

つなげる　つながる
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問 所 対 内 定時問い合わせ ところ 対象 内容 定員とき 料 料金

　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。

【人権相談特設相談・行政困りごとなん
でも相談】13時～16時
５月18日㊋　　　長与町公民館
６月15日㊋　　　北部地区
　　　　　　　　多目的研修集会施設

　　 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）】
月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)
長崎地方法務局　☎0570-003-110

　　 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・草野洋
長崎行政監視行政相談センター
☎849-1100

　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。ス
マートフォンによるモバイル決済もでき
ます。口座振替の方は残高不足にご注意
ください。

●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。
●スマートフォンによるモバイル決済も
できます。その場合は、納税証明書を７
月上旬に送付します。車検で発行をお
急ぎの方は、金融機関の窓口やコンビ
ニエンスストアでの納付をお願いいた
します。
●口座振替の方は残高不足にご注意く
ださい。

●なるほど介護学習会
適切な介護知識・技術の習得を目的と
しています。
５月14日㊎
13時30分～15時30分
町老人福祉センター　大ホール
町内在住で介護に関心がある方
介護者の体験談について
初めて参加される方は事前に連絡
をお願いします。

●認知症介護者リフレッシュの集い
認知症介護者同士の相談、情報交換、
学習、交流などを通した身体的・精神
的負担の軽減を目的としています。
５月20日㊍
13時30分～15時
町老人福祉センター２階休憩室
町内在住で、在宅で認知症者を介
護している方、していた方。また、家
族介護について学習を希望する方。
初めて参加される方は事前に連絡
をお願いします。

●５月のテーマ：事業所・施設の紹介
　５月28日㊎
　13時30分～15時30分
　老人福祉センター大ホール
　100円

もやせるゴミ排出量
●2020年度（2019年度同月比較）

資源化量（紙類）
●2020年度　（2019年度同月比較）

　新型コロナウイルスの影響により、一般
家庭から排出されるもやせるごみの量は
昨年度と比較して増加しましたが、町民の
皆さまのご協力によりリサイクルできる紙
類の資源化量は増加しました。
　これからもごみ分別や資源化物の拠点
回収などにご協力をお願いいたします。

　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
電話相談および面談（面談は事前予約制）
無料（通話料は相談者負担）

　６月１日に人権擁護委員法が施行さ
れ、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。
６月５日㊏　９時30分～12時30分
ふれあいセンター　　　無料

開館時間  ８時30分～19時
●写真展の開催

６月13日㊐～26日㊏
主催  三彩写真会

時

内
料

家族介護支援事業を行って
います

町社会福祉協議会地域福祉課
☎883-7760

男性専用の相談窓口
長崎県男女共同参画推進センター
専用番号　☎825-9622

問

問

 
 

申 申込み

環　　境

一般家庭からのもやせるゴミ
排出量・資源化量の比較

分類 ３月 前年度比
新聞 9,460kg ▲2,070kg

雑誌・雑紙 29,310kg ▲5,960kg
段ボール 14,310kg +1,910kg
紙パック 1,260kg +640kg
合計 54,340kg ▲5,480kg

令和２年度 前年度比
累計 593,880kg +24,380kg

月 令和２年度 前年度比
３月 617,340kg ▲1,820kg
累計 7,101,530kg +17,640kg

時

時

所

所

対

対

内
申

申

長与町認知症カフェ
「ながよみかんカフェ」

町社会福祉協議会
☎883-7588
介護保険課包括支援係
☎801-5822

問

時

所
料

くらし

時

時

所

所

時

時
所 料

所

人権相談・行政困りごとなんでも相談
総務課行政係　☎801-5781

５月31日㊊は
固定資産税・都市計画税第１期の納期限

税務課固定資産税係　☎801-5786

問

問

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設相談所を開設します

他
時

５月31日㊊は軽自動車税
（種別割）の納期限です

税務課住民税係　☎801-5785問

問
長与駅コミュニティホールイベント案内

契約管財課　☎801-5784
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〆 他締切 その他

　町では、新図書館の整備にあたり「新図
書館整備計画検討委員会」を設置します。
18歳以上の町民
・委員は、新図書館の整備にあたっての施
設の指針となる基本構想や基本計画の
策定に係る提言、また整備に関する重要
事項に係る調査や審議などを行います。
・委員会は15人以内の委員で組織され、任
期は図書館建設事務が終了するまでです。
２人程度
下記書類を生涯学習課へ提出（窓口、
郵送またはEメール）
①申込書（生涯学習課窓口または町
ホームページより入手可）
②新図書館に対する思いを綴った作
文（1200字程度、任意様式）

※①②は手書き、パソコン入力どちらでも可
５月31日㊊　17時まで
新図書館整備計画検討委員会一般
公募委員選考基準により選考

原則町内在住の18歳以上の方（受付員
は女性のみ）※高校生不可

●監視員　　　約18人
時給  884円（別途交通費支給）
勤務時間  ７月15日㊍～８月31日㊋
８時30分～17時30分（隔日勤務）
勤務内容  プールの監視・清掃など

●受付員　　　約８人
時給  825円（別途交通費支給）
勤務時間  ７月15日㊍～８月31日㊋
９時～13時・13時～17時のシフト制
勤務内容  入場券の販売・場内アナウ
ンス・落し物の管理など
６月４日㊎
受付時間  平日９時～17時（祝日除く）
申込多数の場合、抽選。人命救助を考
慮し75歳未満優先。

●お近くの振興局や金融機関で納期限
までに納めましょう。
●コンビニエンスストアで納付できます。
●スマートフォンによるモバイル決済や
インターネットを使ってのクレジット
納付もできます。

年間を通して景観形成に取り組んで
おり、植付後の維持管理をできる団
体など
対象場所  道路（国・県・市町道）、およ
び里道や公園沿いなど多くの方の目
に留まる公共性の高い場所
植付期間  ５月～令和４年３月
配布内容  花の苗・種、苗木、土、肥料
（限度額：植付面積1㎡あたり2,000円
の40,000円まで）
配布方法  申請後に町から引換券を
交付し、協力店から直接配送
実績報告  事業完了後、実績報告書と
必要書類を提出
報告期限  完了後30日以内、もしくは
令和４年３月25日㊎のいずれか早い日
申請書（土木管理課窓口、町ホーム
ページから入手可）と必要書類を提出
７月30日㊎　※予算額に達しない場
合８月２日㊊から随時受付

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に
備え、全国一斉に実施します。
　この訓練は、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）を用いた訓練で、町外の
地域でも、さまざまな手段を用いて情報
伝達訓練を行います。
●Ｊアラートとは
地震・津波や武力攻撃などの緊急情報
を、国から人工衛星などを通じて瞬時
にお伝えするシステム
訓練実施日時  ５月19日㊌　11時
※地震や集中豪雨など、当日の気象状況
により訓練を中止する場合があります。

放送内容
町内に設置してある防災行政無線か
ら、一斉に、次のように放送されます。
上りチャイム音 
「これは、Ｊアラートのテストです」×３ 
下りチャイム音
伝達手段
町内放送・登録制メール・町ホーム
ページ・SNS（ツイッター・フェイスブッ
ク・LINE）・ケーブルテレビ
10月・２月にも実施予定。日程変更の
場合は、広報誌等でお知らせします。

　海上自衛隊は、周囲を海に囲まれたわ
が国にとっての生命線であり、海洋の自
由で安全な利用を守るため、日々の警戒
監視活動などを行っています。
　24時間365日多種多様な業務を維持・
強化するため様々な職域があり、各種事
態へ柔軟に対応します。
それぞれに得意分野を活かせる職種
があり、「理想の自分」になるためのス
テージが用意されています。すべては
日本の平和と安全を守るため。安心
して暮らせる未来を創る“仲間”にな
りませんか？
詳しくはお問い合わせください

雇用時の年齢が18歳以上（学生除く）の方
時給  960円（令和３年度）
勤務時間  ８時15分～16時15分（休憩含む）
勤務場所  町内小学校、長与南小学
校給食共同調理場
勤務内容  学校給食調理
任用期間  原則として半年更新
勤務日数  月10日～14日
休日  土日祝日、給食が無い期間
※勤務成績により職員登用有
登録申込書を公社事務局へ提出（郵
送または直接持参）※随時面接
受付  平日９時～17時

内

他

内

定
申

〆
他

対

他

５月31日㊊は自動車税
（種別割）の納期限です

長崎振興局税務部
☎821-8835

長与町花のまちづくり推進事業
花の苗などの配布を行います

土木管理課管理係
☎801-5835

問

対

対

定

定

〆

他

内

申

防災行政無線（町内放送）を用いた
情報伝達訓練を実施します

地域安全課消防防災係
☎801-5782

問

申 問

対

内

対

〆

海上自衛隊の職種を紹介します
自衛隊琴海地域事務所
☎884-2809

問

求　人

「新図書館整備計画検討委員会」
の一般公募委員を募集します

生涯学習課　☎801-5682
　  oubo.kyoiku@nagayo.jp

臨時職員（給食調理員）募集
町公共施設等管理公社事務局

（役場車庫２階）　☎883-1106

町営プール従業員（会計年度任用
職員）を募集します

生涯学習課スポーツ振興班
☎801-5683

申 問

申 問

申 問



 

問

年金
だより
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　国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めて、満額の老齢基礎年金を受給できます。
しかし、国民年金に未加入の時期があったり、事情があって保険料を納められなかった方は、満額の年金
額を受給できません。
　そこで、60歳から65歳になるまでの５年間、国民年金に任意加入して保険料を納めることで65歳から
受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
※厚生年金加入者や20歳～60歳までの国民年金保険料の納付月数が40年（480月）ある方は申し込み
　できません。
※任意加入の手続きには、口座振替の申込みも同時に必要となります。

・

　第１号被保険者および任意加入被保険者（65歳未満）の方で、月々の定額保険料に付加保険料（400円）
をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金（200円）が加算されます。
※厚生年金加入者、第３号被保険者（会社員などに扶養されている配偶者）、国民年金基金に加入している
　方は申込みできません。

国民年金（任意加入・付加保険料）について
問  日本年金機構長崎北年金事務所　☎861-1354
　  健康保険課年金係　　　　　　　☎801-5821

申

消費者注意報! 有名企業の模倣サイトに注意
長崎県消費生活センター  ☎824-0999　　長与町消費生活相談窓口 ☎883-1111　　

　有名メーカーなどのWebサイトに非常によく似た作りで、正規サイトの価格よりかなり安く商品を販売する模
倣サイトによるトラブルが増えています。

● 60歳からの任意加入で年金額を増やせます

● 月々プラス400円（付加保険料）で年金額を増やせます

１.有名家電メーカーの公式サイトと思い、格安で販売されていた掃除機を注文
　 した。受注メールは届いたが、なかなか商品が届かず不審に思っていたところ、
　 偽ブランドのマフラーが送られてきた。家電メーカーに確認したところ偽サ
　 イトと分かった。

２.有名販売店名の広告サイトにブランドバッグが大幅値引きで販売されている
　 のを見つけ、公式サイトと思いバッグを注文したが、あまりの安さに不審に思
　 い、販売店に確認すると偽サイトだった。

・模倣サイトでは、日本語などが明らかにおかしいものもありますが、最近では見分けがつかないほどよく
　似ているものもあります。販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く、
　注意が必要です。

・模倣サイトでクレジットカード決済をしたことに気づいた時にはすぐにクレジットカード会社に連絡し
　ましょう。

困ったときは消費生活センターまたは役場相談窓口へご相談ください。
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