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 マダニ 草むらや藪などに生息するダニ
 症状 高熱、発疹、下痢など
※重症化すると死亡する場合あり

農作業や庭仕事、野外で活動する際は、
咬まれないよう注意しましょう！
①皮ふの露出を少なくし、防虫スプレー
を使用する

②身体や服をはたき、ダニに咬まれてい
ないか確認する

もし咬まれたら・・・
痛みやかゆみは少なく、気づかないこと
が多いようです。
●無理に引き抜こうとせず皮膚科などの
医療機関で処置する。

●数日～２週間程度経ち、発熱や発疹な
どの症状が出た場合は、早めに病院を
受診する。

①長崎北徳洲会病院（特定健診・後期
高齢者健康診査、一般健診、がん検診
など）

②長崎市23医療機関（子宮がん検診）
医療機関の詳細は、町ホームページ、
または健康保険課窓口へお尋ねくだ
さい。

　支給対象者が医療機関で支払われた
保険診療金額の一部を助成する制度で
す。助成を受けるためには、認定手続き
が必要です。(所得制限有)
①身体障害者手帳1級～3級、療育手
帳A1・A2・B1、精神障害者保健福
祉手帳１級をお持ちの方

②特定医療費（指定難病）医療受給
者証をお持ちの方

７月13日㊋９時～12時
長崎大学教育学部附属特別支援学校
（長崎市柳谷町42-1）
授業参観、学校説明など
事前にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症により変
更する場合あり

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・
自然科学など、約300の幅広い授業科目
があり、１科目から学ぶことができます。
　10代～90代の幅広い世代、約９万人
の学生が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、様々な目的で学んでいます。
 出願期間　
第１回：８月31日㊋まで
第２回：９月14日㊋まで
資料請求は無料。お気軽にお問い合
わせください。

毎週木曜日　13時30分～16時
(第５木曜日、祝日、年末年始は休み)
長崎こども・女性・障害者支援セン
ター　２階デイルーム
県内在住の社会的ひきこもり状態に
ある（にあった）、概ね18歳以上のご
本人
社会的ひきこもりの状態にある方を
中心に、ゆったりと自由に過ごすこと
のできるスペースです。
無料
新型コロナウイルス感染症の発生状
況により、変更する場合があります。
開催日程は、当センターホームページ
などで案内予定です。

 活動時間 月・火・木・金
９時30分～12時30分

 活動場所 勤労青少年ホーム４階
（4月から変更しています）

何らかの理由で学校に行きたくても
行くことができず悩んでいる長与町
立の小中学校に在籍する児童生徒
個別の相談や小集団での活動を通し
て、悩みの軽減や自信の回復を支援
します。「いぶき」教室に通うことで生
活習慣を整えながら、学校への復帰
や社会で生きる力を身に付けていく
ことを目指して一人一人のペースで
取り組みます。
無料
通室した日は、在籍校の出席扱いと
なります。通室のご相談は、在籍校ま
たは学校教育課へ。

①町内に住所を有する者の子で、高
等学校以上の学校に在学している
こと。

②優れた学生でありながら経済的理
由で就学困難なこと。（学力は評定
の平均が3.0以上、世帯全員の所得
を参考）

※他の奨学金制度との併願・併給可能
（ただし、独立行政法人 日本学生
支援機構との併給は不可）
●奨学金月額
　大学・短大 国・公立：25,000円
　　　　 　　私立：35,000円
　高等学校・高等専門学校・
　専修学校(専門課程）
　　　　 　　国・公立：15,000円
　　　　 　　私立：25,000円
●償還方法：貸与期間満了日から
　6か月を経過後、10年間以内に返還
若干名
６月30日㊌（消印有効）
出願のしおり、願書などは教育総務
課で配布

教　育

健康・福祉・介護

適応指導教室「いぶき」のご案内
学校教育課　☎801-5681

令和３年度 長与町奨学生募集
教育総務課　☎801-5680

放送大学10月入学生募集
放送大学長崎学習センター
☎813-1317

長崎大学教育学部附属
特別支援学校　
学校公開のご案内

長崎大学教育学部附属特別
支援学校（教頭・森川）
☎845-5646　FAX845-0521

個別健診（検診）委託医療機関
が増えました
問  健康保険課健康増進係

☎801-5820ひきこもり当事者のつどい
「フリースペースゆう」のご案内
問  長崎県ひきこもり地域支援

センター（長崎こども・女性・
障害者支援センター内）
☎846-5115

障害者福祉医療費助成制度
福祉課障害者福祉係 
☎801-5827
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「マダニ」に注意しましょう！
問  健康保険課　☎801-5820

住民環境課　☎801-5824
西彼保健所地域保険課健康
対策班　☎856-5059
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６月30日㊌13時30分～15時30分
ふれあいセンター２階研修室Ｂ
100円

●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。
６月11日㊎
13時30分～15時30分
町老人福祉センター
町内在住で介護に関心がある方
福祉用具紹介
初めて参加される方は事前に連絡を
お願いします。

　ご利用される方は、事前にご連絡くだ
さい。
平日10時～16時（祝日・年末年始
除く）
※作業または在庫の状況により、配
布の中止や量を制限する場合あり
クリーンパーク長与（斉藤郷1073）
 持参物 チップを持ち帰るための袋
（破損しないような丈夫なもの）・ス
コップ・運搬用具など

　外地で亡くなられた戦没者の慰霊巡
拝が実施されます。
 実施地域（予定）
カザフスタン共和国、イルクーツク
州・ブリヤート共和国、ハバロフスク
地方・ユダヤ自治州、インドネシア、中
国東北地方、東部ニューギニア、北ボ
ルネオ、ビスマーク諸島、ミャンマー、
トラック諸島、フィリピン、硫黄島な
ど
新型コロナウイルス感染症の影響で
変更・中止になる場合あり。
詳しくはお問い合わせください。

戦没者の遺児
父などの戦没した旧戦域を訪れ、慰
霊追悼を行うとともに同地域の住民
と友好親善をはかります。
 実施地域
旧ソ連、旧満州、西部ニューギニア、
ボルネオ・マレー半島、トラック・パ
ラオ諸島、ソロモン諸島、マリアナ諸
島、フィリピン、ミャンマー・タイ、東部
ニューギニア、ビスマーク諸島、台湾・
バシー海峡、マーシャル諸島、中国
10万円（集合場所までの往復交通
費、帰国時宿泊代。ただし、渡航手続
き手数料などは除く。）
※燃料費の高騰・円安などの状況に
より値上がりする場合あり。
新型コロナウイルス感染症の影響
で、派遣日程の変更・中止が生じる可
能性があり。

●６月のテーマ：手遊び・軽運動
６月25日㊎13時30分～15時30分
老人福祉センター大ホール
100円

令和３年度慰霊巡拝実施の
お知らせ
問  長崎県原爆被爆者援護課

☎895-2427

「出張『ながよみかんカフェ』」
高田地区へ出張します！
問  介護保険課包括支援係

☎801-5822

家族介護支援事業を行っています
問  町社会福祉協議会地域福祉課

☎883-7760

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業参加者募集
問  一般財団法人長崎県連合遺族会

☎843-3585

樹木粉砕チップを
無料で配布しています
問  クリーンパーク長与　

☎865-9386

長与町認知症カフェ
「ながよみかんカフェ」
問  町社会福祉協議会　

☎883-7588
介護保険課包括支援係
☎801-5822

老人クラブ連合会催し
問  町老人クラブ連合会事務局
　 （町社会福祉協議会内）

☎883-7760

対
内

料

申 〆 他申込み 締切 その他

　高次脳機能障害とは、脳卒中や交通事
故などで脳にダメージを負った後、記憶
障害（覚えられなくなったなど）、注意障害
（ミスが多くなったなど）、遂行機能障害
（段取りが組めなくなったなど）、社会的
行動障害（怒りっぽくなったなど）などの
症状が出て、日常生活に支障をきたしや
すくなるものです。
　生活のしづらさを感じ、お悩みの方（本
人や家族）は、ぜひ一度ご相談ください。
診断がついていない場合でも相談可能
です。

義足や人工関節を使用している方、
内部障害、発達障害、難病の方など

●ヘルプマーク
周囲の方に配慮を必要としているこ
とを知らせ、援助が得やすくなるこ
とを目的としたもの
●ヘルプカード
障害のある方が災害時や緊急時な
ど、周囲の人に提示し、手助けを求
めることを目的としたもの

●「高齢者相互支援事業」研修会
７月21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
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他

高次脳機能障害　
相談窓口のご案内
問  西彼保健所地域保健課
　  保健福祉班　☎856-5159

ヘルプマーク・ヘルプカードを
配布しています

福祉課障害者福祉係
☎801-5827
県障害福祉課
☎895-2453
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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

●令和３年度キャッチフレーズ
　「女だから、男だから、ではなく、
　　　　　　私だから、の時代へ。」
　女性も男性も、自らの意思により個性
と能力を発揮して活躍できる職場、学
校、家庭、地域を作るためには、1人ひと
りの取組が必要です。私たちのまわりの
男女のパートナーシップについて、この
機会に考えてみませんか？

　長与町を含む県内市町とながさき移
住サポートセンターでZoomを利用した
Web版の移住相談会を開催します。
６月12日㊏10時～16時
１組45分の完全予約制
ながさき移住ナビホームページ
（https://nagasaki-iju.jp/）
から申込み

町内在住の小学生以上29歳以下
 補助対象事業
原則、国・県および関係機関（青少年
教育施設など）が主催、共催する体験
活動
 補助金額
参加要項に記載の参加費の50％
以下の書類を生涯学習課へ提出
①申請書（町ホームページや生涯学
習課窓口で配布）

②実施要項（参加費の記載があるも
の）

③領収書（コピー可）
④参加報告書
　（任意様式。200字程度）
９月30日㊍　
申請締切後、委員会を開催し審査を
行い、結果を個別に通知します。
詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。

　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】
●　　６月15日㊋13時～16時　　

北部地区多目的研修集会施設
●　　７月20日㊋13時～16時　　

上長与公民館

　　 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。
　令和３年度課税証明など（令和２年1
月～令和２年12月までの所得の証明）の
発行は、６月10日㊍からの予定です。

　町は、３月に長崎市・時津町と共に豊か
な環境を子どもたちや未来の世代に受
け継いでいくため、2050年までに「二酸
化炭素排出実質ゼロ」にすることを目標
としたゼロカーボンシティ宣言を行いま
した。
　照明器具をこまめに消すなど、ご家庭
や事業所などでの生活や経済活動に支
障のない範囲で節電にご協力いただき
ますようお願いいたします。

もやせるゴミ排出量（同月比較）

資源化量（紙類）（同月比較）

　今後もごみの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。

「安全確保と公害防止のために
　　　　　危険です。迷惑です。
　　　　　　　クルマの不正改造。」
　
　車両の窓ガラスへの着色フィルムの
貼付、誤認を招く灯火の色の変更などは、
生活の安全を脅かし、他人に迷惑をかけ
るものとしてその排除が求められていま
す。
　この機会に不正改造の防止について
理解を深めていただき、ご協力ください。
迷惑黒煙・不正改造車に関する情報提
供は九州運輸局長崎運輸支局へお願い
します。

申 申込み

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
段ボール 16,510kg +1,140kg
新聞紙 11,060kg ▲1,130kg

雑誌・ざつがみ 33,320kg ▲710kg
紙パック 790kg +30kg
合計 61,680kg ▲670kg

月 令和３年度 前年度比
４月 620,960kg +10,070kg
累計 － －
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６月23日㊌～29日㊋は
男女共同参画週間です

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

総務課行政係　☎801-5781

６月30日㊌は
町県民税第１期の納期限です

税務課住民税係　
☎801-5785

オンラインながさき暮らし
相談会

ながさき移住サポートセンター
（県庁4階）☎894-3581

21世紀ふれあい基金
（青少年研修補助金）について

生涯学習課社会教育班
☎801-5682

問

問

問

問
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節電にご協力をお願いします
問  住民環境課環境係　

☎801-5824

６月は「不正改造車排除強化月間」
問  九州運輸局長崎運輸支局

整備部門　☎839-4749
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７月21日㊌９時～20時
希望者
こんなことで悩んでいませんか？
以下に当てはまる方はぜひご相談を。
・多重債務（借金）を抱えていて返済
が苦しい
・住宅ローンや教育費の支出が多い
・家計の収支を把握し、生活の基盤を
整えたい
先着10人　　　
相談までの流れ
(1)窓口または電話で相談日の予約
(2)相談日までに提出資料の記入
(3)FPと今後の生活プラン、返済プラ
　   ンを策定
 解決事例
相談会を通して調査したところ、約
100万円の過払い金を発見！弁護士
を通して過払い金を回収し、税金の
滞納を解消しました。

●ファイナンシャル・プランナーとは
節約から、税金、住宅ローン、不動産、
相続などのあらゆる「お金」に関する
ことを熟知した専門家。収入と支出の
バランスを考慮した計画を提案・アド
バイスします。

８月29日㊐10時～
長崎県総合福祉センター　他
 試験の種類  甲種および乙種
書面申請または電子申請
 書面申請用書類の配布場所
（一財）消防試験研究センター長崎県
支部、県内各消防署、長崎県消防保
安室、県内各振興局など
 書面申請  ６月21日㊊～７月２日㊎
 電子申請  ６月18日㊎～６月29日㊋
詳しくはホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
 (https://www.shoubo-shiken.
or.jp/)

〆 他締切 その他

申

申

〆

他

他

令和３年度
第１回消防設備士試験

（一財）消防試験研究センター
長崎県支部　☎822-5999

問

 インターネット申込みについて
人事院人材局試験課　
☎（03）3581-5311（内線2333）
 その他試験に関して
福岡国税局人事第二課試験研修係　
☎（092）411-0031(内線2432）

 １次試験   ９月５日㊐　
 ２次試験  10月13日㊌～22日㊎の
　　　　  うち指定する日
 受験資格
①令和３年４月１日において高等学
校または中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して３年を経過
していない者および令和４年３月
までに高等学校または中等教育学
校を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者に準ずると
認める者

 試験の程度  高等学校卒業程度
原則、インターネット申込み。
ただし、インターネット申込みができ
ない環境の場合には、希望する第1次
試験地を管轄する国税局（国税事務
所）に問い合わせてください。
（インターネット申込専用アドレス　
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）
 受付期間  6月21日㊊９時～
30日㊌ (受信有効）
詳しくは国税庁ホームページをご覧
ください

　法務局で自筆証書遺言書を保管する
ことで、紛失や改ざんを防止することが
でき、裁判所での検認手続が不要になり
ます。
　また、遺言者が亡くなった後、遺言書を
保管していることをご親族など（どなた
か一人）にお知らせすることもできます。
　詳しくは法務省ホームページをご覧く
ださい。

 お題   「窓（まど）」
歌に詠む場合は「窓」の文字が詠み
込まれていればよく、「窓辺」「車窓」
「同窓」のような熟語にしても差し
支えありません。
宮内庁宛に郵送　
※封筒に「詠進歌」と明記
９月30日㊍　当日消印有効
詳しくは宮内庁ホームページをご参
照ください。
https：//www.kunaicho.go.jp/

　大空を舞台に外部からの侵略を防
ぎ日本の防衛を担うのが航空自衛隊で
す。操縦・航法・警戒管制・高射など直接
戦闘にかかわる職種から、航空機やレー
ダーの整備、施設・補給などの後方支援
まで職域はさまざまです。
　またＰＫＯ空輸支援や政府専用機によ
る海外運航など、国外での活躍の場も広
がっています。
詳しくはお問い合わせください

内

申

申 〆

〆 他
他

対

内

問

家計の見直し・生活改善相談会
ファイナンシャル・プランナー

（FP）に相談しましょう
地域安全課　☎801-5662

自筆証書遺言書保管制度を
ご存知ですか？

地方法務局　
☎826-8127

令和４年歌会始のお知らせ
宮内庁式部職

（〒100-8111 宮内庁）
郵送で問い合わせ

（９月20日㊊まで）

問
問

問

対
内

内

内

所

定

税務職員を募集します

航空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

時

時

時

遺言書ほかんガルー ▲法務省ホームページ
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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 申 〆 他申込み 締切 その他

期日前投票事務における会計年度任用職員募集
　　長与町選挙管理委員会（役場３階）　☎801-5781　FAX883-1464　　 somu@nagayo.jp
　　〒851-2185　長与町嬉里郷659番地1

衆議院議員総選挙の投票立会人を募集します
　　長与町選挙管理委員会（役場３階）　☎801-5781　FAX883-1464　　 somu@nagayo.jp
　　〒851-2185　長与町嬉里郷659番地1

職務内容 期日前投票所での受付、名簿対照（パソコン操作）、投票用紙の交付、場内整理など

勤務場所 期日前投票所（長与町役場１階町民ホール）

任用期間 各選挙の公示（告示）日から選挙期日の前日までの期間

勤務時間
および募集人数

①８時 15分から 13時　　　　４人
② 12時 45分から 17時 30分　４人

時給 825 円

通勤手当 支給あり（通勤距離２㎞以上）
※通勤の距離や手段により支給額が異なる。

応募方法 会計年度任用職員名簿登録申込書（窓口・町ホームページで入手可）を提出

応募締切 6月 30日㊌

主な仕事

・投票所の開閉に立ち会います。
・最初の投票をする際に、投票箱が空であることの確認に立ち会います。
・投票が公正かつ適正に行われているか立ち会います。 
・投票時間終了後、投票箱の閉鎖に立ち会います。

応募資格 町内在住の有権者の方（選挙時に選挙人名簿に登録されている方）

勤務場所
など

【投票立会人（各投票所３人）】
・期日　投票日当日
・時間　７時～ 20時
　　　　（集合時間：６時 45分）
・場所　各投票所
・報酬　日額 10,900 円
　　　　（所得税を差し引いた額を支給）

【期日前投票立会人（各日２人）】
・期日　選挙の公示日の翌日から投票期日の前日
　　　　までの期間のいずれかの日
・時間　８時 30分から 20時まで
　　　　（集合時間：８時 15分）
・場所　期日前投票所（役場 1階町民ホール）
・報酬　日額 9,600 円
　　　　（所得税を差し引いた額を支給）

応募方法

下記内容を記入し、はがき・ＦＡＸ・メールのいずれかで応募。
①住所　②氏名　③生年月日（年齢）　④電話番号　⑤所属する政党（所属する政党がなければ無所属と
記入）
※選挙期日決定後、日程調整をさせていただき、投票立会人として選任します。
※応募者多数の場合は、全員に従事していただけない場合がありますのでご了承ください。

応募締切 ６月 30日㊌必着

注意事項
投票立会人は、ひとたび承諾して立会人になった以上は、その公益代表としての責務上、病気その他やむ
を得ない事故等正当な理由がある場合を除き辞職することはできないことになっており、また、正当な理
由がなく職務を怠ったときは罰則の適用があります。

その他
・昼食は選挙管理委員会で準備します。
・個人番号カードまたは個人番号通知カードの写しを提出していただきます。該当する方には後日お知ら
せします。

今回、ご応募いただいた方を事前に登録し、選挙執行の際に登録者の中から選考を行い、採用を決定します。
【令和３年度執行予定の選挙】
・衆議院議員総選挙（任期満了：10月21日㊍、選挙期日：未定）
・長崎県知事選挙　（任期満了：令和４年３月１日㊋、選挙期日：未定）

　長与町選挙管理委員会では、選挙に対する関心を高めるとともに、投票が公正に行われることを目的として、下記の要領で投票立
会人を募集します。なお、衆議院議員総選挙の投票期日は未定のため、選挙期日決定後、ご応募いただいた方に立会希望日調査票を
送付し、日程調整をさせていただきます。

申 問

申 問
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　マイナンバーカードを持っていると、コンビニ交付サービスを利用できるだけでなく、公的な身分証明書となったり、
確定申告時のe-tax（電子申告）、健康保険証などに利用することができます。

　塩分と高血圧の関係はご存じの方も多いと思います。
普段の味付けはどうですか？
実は長崎県は高血圧の方の割合が全国3位です。

　高血圧が高い状態が続くと…
【心筋梗塞】【脳出血・脳梗塞】【腎臓病による人工透析】を起こ
すリスクが高まります。
　そのためにも日ごろから減塩を心がけることが大切です。
　減塩は大人が行うものというイメージがありますが、将来の
病気の予防のためにも、子どものうちから薄味に慣れておくこ
とが大切ですね。

　食品によっては栄養成分表示の中にエネルギーや炭水化物
と一緒に「食塩相当量」が記載されているものもありますので、
確認してみましょう。

《減塩のコツ》
１．減塩食品を上手に利用しましょう
２．醤油やソースをかけるときはまず味見してから
３．漬物や加工食品の摂りすぎに注意！
４．ちゃんぽんやうどんなどの麺類の汁は残しましょう

＜平成 28年度　特定健診結果＞
収縮期血圧 140 以上 収縮期血圧 160 以上

1 秋田県 22.0％ 秋田県 4.5％
2 和歌山県 21.2％ 鳥取県 4.3％
3 長崎県 21.0％ 和歌山県 4.1％
4 愛媛県 20.7％ 長崎県 4.0％
5 鳥取県 20.6％ 愛媛県 3.9％

厚生労働省第 4回NDBオープンデータより

＜ 1日の食塩目標摂取量＞
男　　性 7.5 ｇ未満
女　　性 6.5 ｇ未満

高血圧・慢性腎臓病の方 6.0 ｇ未満
厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2020」より

下記のいずれかの方法で申請してください。
 申請～お受け取りまでの期間  １か月～２か月程度
 申請後の流れ  役場から『個人番号カード交付のご案内』を送付します。
   　　　　　　案内に記載された必要書類を確認のうえ、申請者ご本人さまが役場へ来庁してください。
 ・  申請時に住民環境課窓口で本人確認を行えば、本人限定受取郵便でマイナンバーカードの受け取りができます。
必要書類など、詳しくはお問い合わせください。

 ・  まだ申請していない方を対象に、地方公共団体情報システム機構（J-Lis）より交付申請書が送付されています。
お持ちでない方は、住民環境課で発行しています。

▼マイナンバーカード申請方法

マイナンバーカードをつくりませんか？
住民環境課住民係　☎801-5825

6月は食育月間です　～「減塩」についてご紹介します～
健康保険課　☎801-5820

問

問

申

他

無料で写真を
撮るよ！

運
転
免
許
証

氏 名 　　〇 年　〇 月　〇 日 生

住 所
交 付 　　〇 年　〇 月　〇 日

　　〇 年　〇 月　〇 日 まで有効
免許の
条件等

第　　　　　　　　　　　号

  ○ ○ ○ ○
公 安 委 員 会

くらし

健康・福祉・介護



情報情報くらしの
Information Board

情報情報くらしの
Information Board

2021年 6月号　No.783　広 報  な が よ24

１.後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減率が変わります

２.後期高齢者医療保険料の均等割額軽減判定に係る基準が変わります

　現在、75歳以上の方の保険料均等割額は、世帯の所得
状況に応じて、軽減されています。法令上７割軽減の対象
の方は、これまでさらに上乗せして軽減されてきましたが、
令和元年度から、段階的に見直しを行っています。
　今年度は、保険料均等割額の軽減割合が次のとおり見
直され、均等割の金額が変わります。
　昨年度7.75割軽減の方は今年度７割軽減へ
⇒保険料均等割額の金額が
　月平均約880円から約1,180円に変わります。 

　所得の低い方の均等割額軽減対象となる基準額を個人所得課税の見直しに伴う不利益が被保険者に生じないように
次の表のとおり見直されます。

　令和３年度の国保税は、令和２年度と同じ税率・税額及び賦課限度額となります。軽減基準所得は税制改
正により変更があります。詳細は町ホームページまたはQRコードを読み込んでご参照ください。令和３年
度の税額については６月中旬にお送りする納税通知書をご覧ください。

保険料の年金からの引き落とし金額の例

7.75割軽減から７割軽減の対象となる方

令和２年度　年額10,600円（月平均約880円）
（7.75割軽減）

令和３年度　年額14,100円（月平均約1,180円）
（７割軽減）

《対象者》《対象者》
世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が43万円以下で

世帯の被保険者に各種所得がある世帯の方（平成30年度における8.5割軽減の区分）

保険料を年金からの引き落としで納めている皆さまへ保険料を年金からの引き落としで納めている皆さまへ
　年度前半（４月・６月・８月）は前年度の２月と同額となり、後半（10月・12月・２月）で年間の保険料を調整します。引き落
とし額への影響は、基本的に10月からです。

後期高齢者医療保険料に関する大切なお知らせです
健康保険課保険係　☎801-5821

令和３年度　国民健康保険税のお知らせ
健康保険課保険係　☎801-5821

問

問

▼均等割の軽減割合
本則 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

７割 8.5 割 7.75 割 ７割

※令和２・３年度の保険料均等割額は 47,200 円です。

令和２年度

７割軽減 33万円以下

５割軽減
33万円＋
(28 万 5千円 ×被保険者数 )以下

２割軽減
33万円＋
(52 万円 ×被保険者数 )以下

令和３年度

43万円＋ 10万円 ×( 給与所得者等の数　-１)以下

43万円 +(28 万 5千円 ×被保険者数 )+
10 万円 ×( 給与所得者等の数 -１)以下

43万円 +(52 万円 ×被保険者数 )+
10 万円 ×( 給与所得者等の数 -１)以下

※給与所得または公的年金等所得が有る方の数

2,500円
10月

2,400円
12月

2,400円
２月1,100円

４月
1,100円
６月

1,100円
８月

2,400円
４月

2,400円
６月

2,400円
８月

2,300円
10月

2,300円
12月

2,300円
２月

月平均額が
約 880 円

⇒ 約 1,180 円

※
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●ご負担いただく介護保険料
　⇒基準額63,600円（年額）に所得段階別の保険料率を掛けたもの

●介護保険料の納め方
　　65歳以上の方の介護保険料の納め方は受給されている年金額で異なっています。

年金額が年額18万円未満の方【普通徴収】

６月～翌年３月の10回に分けて納付書（年間分を一括
で送付します）または口座振替で納めていただきます。
※ 転入された方や、65歳を迎えられてからおよそ６か月
間は普通徴収の対象になります。特別徴収へ移行する
際には、別途お知らせします。

年金額が年額18万円以上の方【特別徴収】

年6回に分けて年金からの天引きで納めていただき
ます。

  年間の保険料は前年の所得が確定する６月
に決定します。４、６、８月は仮に算定された保
険料を納めていただきます。
６月に確定した保険料の年額から仮徴収分を
差し引いた額を10、12、２月の３回に分けて
納めていただきます。

　自治体ごとに3年を1期とした「介護保険事業計画」が策定されています。今後3年間の認定者数やサービスの利用見込、
予防事業等について見直され、このたび第8期（令和3～5年度まで）の介護保険料が決まりました。6月中旬ごろ個別にお知
らせします。

介護保険は皆さまにご負担いただいている保険料が大切な財源になっています。
大変なご負担だと思いますが、保険料の納期内納付にご理解・ご協力をお願いいたします。

介護保険事業計画は1年以上かけて介護保険運営協議会（齋藤会長 以下15名）
で協議されてきました。２月４日に齋藤会長から町長への答申が行われました。
ご協力いただきました委員の皆さまに深く感謝申し上げます。ありがとうござい
ました。

※ 生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で世帯全員
が住民税非課税の方は第1段階になります。

※ 合計所得金額は、収入金額から経費を差し引いた金額で、
扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
です。

※ 第１～３段階の方は、低所得者対策により負担が軽減さ
れています。

第8期介護保険料が決定しました
介護保険課介護総務係　☎801-5823問

本人・世帯どちらも非課税の場合

年金収入額と
合計所得金額の合計 介護保険料

80万円以下 ⇒ 第1段階　  19,100 円
（基準額 ×0.30）

80 万円超
～ 120 万円未満 ⇒ 第2段階　  31,800 円

（基準額 ×0.50）

120 万円超 ⇒ 第3段階　  44,600 円
（基準額 ×0.70）

本人→課税の場合

合計所得金額 介護保険料

120 万円未満 ⇒ 第6段階　  73,100 円
（基準額 ×1.15）

120 万円以上
～ 210 万円未満 ⇒ 第7段階　  82,700 円

（基準額 ×1.30）

210 万円以上
～ 320 万円未満 ⇒ 第8段階　  95,400 円

（基準額 ×1.50）

320 万円以上 ⇒ 第9段階　108,100 円
（基準額 ×1.70）

本人→非課税、世帯→課税の場合

年金収入額と
合計所得金額の合計 介護保険料

80万円以下 ⇒ 第4段階　  57,200 円
（基準額 ×0.90）

80 万円超 ⇒ 第5段階　  63,600 円
（基準額 ×1.00）

仮徴収

本徴収



　　　年金
だより
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●１級障害・・・年額976,125円　　●２級障害・・・年額780,900円

　国民年金加入中に、病気やケガ、心の病などのために重い障害が残り、国民年金法により定められた障害
等級表１級・２級の状態にある時に支給される年金です。

・

次の１～３のすべての要件を満たした場合に支給されます。

１.初診日（障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日）において、国民年金の被保険
　  者であること。または、60歳以上65歳未満の方（年金制度に加入していない期間で、老齢基礎年金を
　  繰り上げて受給している方を除く）で、日本国内に住所を有していること。

２.保険料の納付要件を満たしていること。

３.障害認定日において、法令で定められた障害等級表による１級、または２級の障害であること。
　  ※障害認定日とは、病気やケガにより初めて医師の診療を受けた日（初診日）から原則として１年６か月を
　　  経過した日。または、１年６か月前に症状が固定した日。
　  ※20歳前に初診日があるときは、20歳に達した時（障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日）に
　　  障害基礎年金を請求し、障害等級表の１級・２級のいずれかに該当する場合、支給されます。（納付要件不要）

障害基礎年金について
問  日本年金機構長崎北年金事務所　☎861-1354
　  役場健康保険課年金係　　　　　☎883-1111（内線148）

申

＜障害基礎年金額（令和３年度）＞

＜障害基礎年金を受けるための要件＞

健康・福祉・介護

令和３年度第１回原爆被爆者健康診断を実施します
福祉課高齢者福祉係　☎ 801-5826問

　対象の方は受診してください。指定日に受診できない場合は、日程表内であればいつでも受診できます。
　なお、被爆二世の健診もできますが、受診票が必要です。ご希望の方は福祉課へ申請してください。
　※第二種健康診断受診者証の方は受診できません。

　   多発性骨髄腫検査を実施

　   午前の受付  ９時40分～11時　  午後の受付  13時～14時
 　  施設の開館時間は９時からです。皆さまのご協力をお願いします。

日にち 健診場所 受付 対象地区名

７月  １日㊍
ふれあいセンター（２階） 午前 高田越、悠久荘、東高田、道の尾
上長与地区公民館 午後 上平、下平、三根、緑ケ丘、木場、大越、横平

７月  ６日㊋ 北部地区多目的
研修集会施設

午前 佐敷川内、舟津、上斉藤、川頭
午後 岡中央、馬込一本松、岡岬、前田川内・浜崎、毛屋白津、塩床

７月  ７日㊌ 老人福祉センター（１階）
午前 池山、皆前、日当野、まなび野東・西
午後 南田川内、定林、井手本、サニータウン北・南・東

７月  ８日㊍ 老人福祉センター（１階）
午前 嬉里中央、三彩
午後 ニュータウン東・中央・西、嬉里谷

７月13日㊋ ふれあいセンター（２階）
午前 百合野、百合野第２
午後 百合野第１、西高田

７月14日㊌ 老人福祉センター（１階）
午前 青葉台、フォーレツインキャッスル、北陽台、下高田
午後 南陽台、丸田谷、辻後、内園

時

内



 

問
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消費者注意報! ネットでの「もうけ話」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　　

　インターネットで「誰でも簡単に高収入が得られる」
「隙間時間で在宅ビジネス、１日数分の作業で数百万円
を稼ぐ」「今なら、５万円のキャッシュバック」「副業、サ
イドビジネスにピッタリ！途中でやめても返金保証」な
どの広告を見て申し込んだが、高額な情報商材を購入さ
せられただけで「簡単に稼げる内容ではない」「事前に説
明されたサポートがない」といった、インターネット広
告で申し込んだ副業ビジネスの相談が増加しています。

　「ホームページを作りアクセス数を増やすことで、
誰でも簡単に１日10万円稼げる」というＳＮＳの書
き込みに興味を持ち、ネットで１万円の情報商材を
購入した。すると、アクセス数を増やすツールなどを
次々と電話で勧誘され、クレジットカードで90万円、
現金で85万円を支払った。「命がけでサポートする」
と記載されていたのに、実際はサポートがなく、儲か
らない。

・ 誰でも簡単に高額収入が得られるなどのうまい話
はありません。

・ 「100％元が取れる」「返金保証」「儲かるまでサ
ポートする」などの事業者の説明を安易に信用し
ないようにしましょう。

・ 情報商材は購入するまで内容を確かめることがで
きないため、購入してみたら広告や説明と違った
というトラブルが絶えません。実際はあまり価値
のない情報が高額で取引されていることがありま
す。少しでも怪しいと思ったら事業者へ連絡しな
いでください。

・ 「すぐに元が取れるから大丈夫」といわれてもクレ
ジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約
をしてはいけません。

・ 断るときは「お金がない」ではなく「契約しない」と
はっきり伝えましょう。

事　　　例

アドバイス

インフォメーション
Information

　広報ながよ５月号にて、６月６日㊐の町民一斉清掃の
実施をお知らせしたところですが、新型コロナウイルス
感染症の拡大を受け、今回は中止いたします。

　７月10日・11日に予定しておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を鑑み、中止を決定いたしました。

９時45分～12時（９時30分～受付）
初 初心者対象：ウォーキング教室＆ショートコース
経 経験者対象：ロングコース
20人　　 　 無料
希望者にはポールを無料で貸し出します。雨天時の開催に
ついては、お問い合わせください。

開催日時 対象者・集合場所
６月17日㊍ 特別養護老人ホームかがやき
７月６日㊋ 特別養護老人ホームかがやき
７月15日㊍ 特別養護老人ホームかがやき

初
経

経

時
対

定
他

料

長与町保健環境連合会より
町民一斉清掃中止のお知らせ

第44回長与町文化協会発表大会（中止）

長与町保健環境連合会事務局（住民環境課環境係）　
☎801-5824

長与町文化協会（町民文化ホール内）　☎883-8731

問

問

ノルディックウォークinながよ
特別養護老人ホームかがやき　☎894-5555問

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。


