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～年に１回健康診査を受けましょう～
　長崎県後期高齢者医療広域連合では、現
在の健康状態を確認し、必要に応じて医療
につなげ、疾病の重症化やフレイルの予防
を図るため、健康診査を実施しています。

 集団健診  電話またはメールで申込み
（メールの場合、ＱＲコード参照）

 個別健診  長与町・時津町の医療機
関に直接申込み。
詳しくは４月に配布している「令和３
年度　長与町健康診査のお知らせ」
をご覧ください。

後期高齢者健診には受診券（５月発送
済）が必要です。
※条件によって受診券を送付していな
い場合がありますので、必要な場合は
健康保険課にご相談ください。

　犯罪や非行のない、安全で安心な地域
社会を築こうとする全国的な運動です。
　強調月間にあわせて、小学生および中
学生の標語・作文コンテストを行ってい
ます。作品は８月20日㊎まで募集してい
ます。詳しくはお問い合わせ
ください。

●７月のテーマ　事業所・施設の紹介
７月16日㊎13時30分～15時30分
老人福祉センター大ホール
100円

　歯の健康状態は食べることだけでな
く、食事や会話を楽しみ、いきいきとした
生活を送るための基礎となります。
　歯を失う原因となるのはう歯（虫歯）と、
歯周病です。歯の疾病を早期発見および
早期治療して、歯の健康を保ちましょう。
●歯周疾患検診が受けられます

妊婦の方、30歳、40歳、50歳、60歳、
70歳になる方　※対象者へはがきで
個別通知済み
500円（70歳の方、生活保護世帯の
方、町民税非課税世帯の方は無料）
町内の歯科医院に「長与町歯科検診」
と必ず伝えて直接ご予約ください。

　口腔機能の維持や肺炎予防などを目的
に、外来型と訪問型の『お口“いきいき”健
康支援（口腔ケア）事業』を実施しています。

長崎県後期高齢者医療の被保険者
の方（県外居住者や医療機関などの
入院（所）者は除く）
無料
電話で申込み、または受診希望の歯
科医院を通じて申込み。※申込後、広
域連合から受診券が送付されます。
一部受診できない歯科医院がありま
す。受診の際はお問い合わせください。

詳しくはお問い合わせください。
●「理事、若手・女性リーダー研修会」

８月５日㊍
老人福祉センター大ホール

●「第３１回健康ふれあい大会」
８月25日㊌
町民体育館

　熱中症は体内に熱がたまって大量の
発汗や倦怠感などをおこし、重症になる
と意識障害が起こります。
　平均気温が高くなる夏に特に発生し
ますので、こまめな水分補給を心がけま
しょう。また、屋外で人と十分な距離が確
保できる場合は、マスクを外すようにし
ましょう。

【熱中症警戒アラートとは？】
熱中症の危険性が極めて高くなると予
測された際に環境省および気象庁が発
表する情報です。

●熱中症予防行動
・外出を控え、暑さを避ける
・高齢者、子どもへの声かけ
・外での運動は原則中止
・こまめに水分補給を

●こんな時は迷わず119番！
・普段どおりに会話できない
・普段どおりに歩けない
・自分で水分がとれない
・けいれんがある

　献血は、たくさんの人々の善意によっ
て支えられています。そして、一人ひとり
の温かな心が多くの尊い命を救っていま
す。皆さまの献血に対する温かなご支援
と積極的なご参加をお願いします。

健康・福祉・介護

７月は“社会を明るくする運動”
強調月間です
問  “社会を明るくする運動”

長崎地区推進委員会事務局
☎894-5571

熱中症にご注意を！
～熱中症警戒アラート提供開始～
問  健康保険課　☎801-5820

長崎市北消防署浜田出張所
☎882-3345

歯の定期検診は受けていますか？
「一生を　共に歩む　自分の歯」
問  健康保険課健康増進係

☎801-5820

お口の健康指導を受けてみませんか？
問  長崎県後期高齢者医療広域連合

☎816-3930
健康保険課保険係　☎801-5821

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

ちょっとだけボランティア「献血！」
７月は「愛の血液助け合い運動」月間
問  健康保険課健康増進係

☎801-5820
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後期高齢者健康診査のお知らせ
健康保険課健康増進係
☎801-5820

申 問

時
所
料

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

幸せの黄色い羽根を持つ
更生ペンギンの「ホゴちゃん」
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　台風の翌日には多くの漂着ゴミが海岸
へと流れ着いています。この漂着ゴミの
多くは海で捨てられたものではなく、自
宅の周りなど陸のゴミが側溝や川を通じ
て海へと流れ込んだものです。ビニール
袋、ペットボトル、びん、缶類などが雨と
風により運ばれています。
　海を漂うゴミは生物の身体に絡まった
り、誤飲されることで生物の命をも危険
にさらしています。
　海の生物の命を守り、海の汚染を防ぐ
ためにも、日頃から家の周囲はきれいに
しておきましょう！

　町内に海水浴場はありませんが、夏に
なると堂崎、二島、潮井崎交流館付近で
海水浴を楽しむ姿が見られます。この３
か所で水質調査を実施しました

【検査結果】（令和３年５月26日採水分）

　以上の結果から、堂崎・二島・潮井崎は
「水質B」でしたので、遊泳できる水質
です！

　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。

台風が来る前に自宅の周りの
ゴミをきれいにしましょう！
問  住民環境課

☎801-5824

長与の海は泳げるの？
問  住民環境課環境係

☎801-5824

申 〆 他申込み 締切 その他

●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。
７月９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
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。
７月15日㊍13時30分～15時
町老人福祉センター
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。
交流会
初めて参加される方は事前に連絡を
お願いします。

もやせるゴミ排出量（同月比較）

紙類の資源化量（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。

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
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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 ５月 前年度比
段ボール 16,590kg +1,400kg
新聞紙 8,580kg +360kg

雑誌・ざつがみ 25,470kg ▲4,560kg
紙パック 1,490kg +680kg
合計 52,130kg ▲2,120kg

月 令和３年度 前年度比
５月 649,720kg ▲38,890kg
累計 1,270,680kg ▲28,820kg

項目
検査
地点

糞便性
大腸菌群

油膜の
有無 ＣＯＤ

堂崎
不検出 油膜は

認めら
れない

2.5mg/ℓ
二島 2.6mg/ℓ
潮井崎 ２個/100ml 2.5mg/ℓ

海水浴は、保護者
と一緒に行きま

しょう

くらし
８月２日㊊は固定資産税・都市
計画税第２期の納期限です

税務課固定資産税係　☎801-5786問

　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】

７月20日㊋13時～16時
上長与公民館
８月17日㊋13時～16時　　
ふれあいセンター

　　 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
県下一斉「子どもの人権・女性の悩みご
と相談所」を開設します！

８月21日㊏９時30分～12時30分
長与町公民館
いじめ、児童虐待、DV、家庭内・男
女間トラブルなど子どもと女性の
人権問題に関すること
お気軽にお越しください

守ろう交通ルール　高めよう交通マナー
重点項目
・「歩行者」を優先する運転の徹底
・横断歩道を渡るなど自分の安全を守る
行動の実践

・迷惑運転および飲酒運転の根絶
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７月14日㊌～７月20日㊋
令和３年 夏の交通安全週間

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

総務課行政係　☎801-5781問
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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

抽選予定日時  ７月26日㊊14時～
※仮当選者および10月29日㊎まで
に空家が生じた場合の補欠仮当選
者を抽選

抽選予定場所  役場２階第１会議室
※公共交通機関でお越しください
住宅に困窮しており、原則、次の条件
をすべて満たしている方
①町内在住・在勤の方
②同居しようとする親族(３か月以内
に結婚予定の婚約者含む)がいる方

③国税・地方税を滞納していない方
④暴力団員でない方
岡岬  ２戸（３DK・２階と３階）
※１世帯につき１台駐車場の空きあり
家賃  入居者の収入により算定
敷金  家賃の３か月分
収入基準  所得税法により過去１年
間の収入に準じて算出した所得から
同居親族１人につき38万円を控除し
た後の金額を12で除した額が15.8
万円以下であること。その他控除（寡
婦（夫）・老人扶養・障害者など)があ
る場合は異なります。
・60歳以上の方・身体障害者の方な
どは、入居資格および収入基準に
緩和措置あり

・小学校就学前の子供が居る世帯
は、収入基準に緩和措置あり
（15.8万円／月 → 21.4万円／月）
下記書類を土木管理課へ提出
提出書類  （土木管理課で配布）
・町営住宅入居者申込書
・住宅困窮の現状および住宅状況申
告書

受付  平日のみ
７月20日㊋

１次試験  ９月12日㊐
一般職試験（裁判所事務官、高卒者区分）
インターネット申込み（推奨）
７月15日㊍
https://www-shiken.courts.go.jp/
郵送申込み  ７月９日㊎（消印有効）

●交通遺児等育成資金
自動車事故により死亡または重度の
後遺障害が残った方のお子さまに対
して中学卒業までの育成資金の貸付け
（無利子）。

●重度後遺障害者への介護料支給
自動車事故により介護を必要とする
重度後遺障害者を抱えるご家族の精
神的・肉体的並びに経済的負担を軽
減するための介護料支給。
詳しくはホームページをご覧ください。

　北方領土に関するもので、啓発グッズ
などをはじめとした様々な世論啓発の場
で使用する標語やキャッチコピーを募集
します。

①～④のいずれかで申込み
①はがき、封書
〒105-0011東京都港区芝公園1-8-
21-5F（㈱公募ガイド社内）
「令和３年度北方領土に関する標語・
キャッチコピー募集係」宛て
②ＦＡＸ（03-5405-2061）
③電子メール（hoku@koubo.co.jp）
④ホームページ
https://www.koubo.co.jp/
system/contest/hoku_oubo/

９月30日㊍
提出書類など詳しくは、ホームページ
を確認するか、お問い合わせください。

北方領土とは
　北海道の道東に連なる択捉島、国後
島、色丹島、歯舞群島で、日本固有の領土
です。未だロシアの占領が続いており、日
本は一日も早い返還を求めています。

　収益金は、市町村の明るく住みよいま
ちづくりに使われます。宝くじは、県内
で購入しましょう。
発売期間  ７月13日㊋～８月13日㊎

令和４年１月31日㊊まで
長与町・時津町内のおとなりSTAMP
加盟店
加盟店に来店し、LINEアプリから
ＱＲコードを読み取るとポイントが
付与されます。
イベント期間中に６ポイントを集める
と、お肉や海産物、スイーツなどの
豪華賞品が当たる抽選会に応募でき
ます。

　地域住民との交流や地域活性化を目
的とするイベントなどを実施しようと考
えている団体へ活動経費の補助を行っ
ています。

補助額  活動経費の２分の１以内
　　　  ※上限：１事業あたり10万円
申請書、誓約書および関係書類を地
域安全課へ提出
詳しくは町ホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。

　自動車事故の被害に遭われた方々を
支援するため、様々な事業を行っていま
す。
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今年のサマージャンボ宝くじは
１等・前後賞合わせて７億円！
サマージャンボミニと同時発売！

ふるさとづくり推進事業補助金
地域安全課地域協働係
☎801-5662

「令和３年度北方領土に関する
標語・キャッチコピー」を募集します！

令和３年度北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集係
☎03-5405-2064

ながよ・とぎつでのお買い物で
貯まる“おとなりSTAMP”が
はじまります

西そのぎ商工会
☎882-2240　FAX882-0521

ご存じですか？　
自動車事故被害者援護制度

独立行政法人自動車事故対策
機構（ＮＡＳＶＡ：ナスバ）
長崎支店
☎821-8853

令和３年度
第１回町営住宅(空家)入居者募集

土木管理課住宅係
☎801-5835

問

問

問

問
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内
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他

▲町ホームページ

申 問

求　人

令和３年度裁判所職員採用試験
長崎地方裁判所事務局
総務課人事第一係
☎804-4115

問

▲LINEおとなりSTAMP
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雇用期間  ９月６日㊊～令和４年３月
31日㊍　※引続き育休代替職員とし
て更新の可能性あり
社会福祉士の資格および普通自動車
免許を有する65歳位までの方
勤務内容  地域包括支援センターに
おける相談援助業務
勤務時間  ８時45分～17時15分
（休憩12時～13時）
報酬  時給1,201円～1,298円
通勤手当  支給あり（通勤距離2km以上）
賞与  支給あり
社会保障  社会保険、雇用保険など要加入
１人
下記書類を介護保険課へ提出
①会計年度任用職員名簿登録申込書
（町ホームページで入手可・介護保
険課窓口にもあり）
②資格・免許などを証する書類
受付  平日のみ
７月26日㊊
試験  面接（日程は後日通知）

■指定集積場所 ： 斉藤郷西側埋立地、高田郷道の尾グラウンド
　指定場所に運搬できない場合は、自治会長および消防団に事前に連絡をして、責任をもって運搬・処理してください。
■日時 ： ８月15日㊐　18時～21時（時間厳守）までに指定場所へ運搬してください。
■注意事項
・こも包みの中に缶詰・ビンなどの不燃物は入れないようにしてください。
・精霊船を車両で運搬する場合は、灯ろう、線香の火は消してください。
・花火・爆竹などは、人家近くや人の集まる場所ではしないでください。
・集積場所の広さに限度があるため、精霊船の小型化にご協力ください。
・環境負荷の大きいビニール、プラスチック類の使用はできるだけ控えてください。

精霊船の長さが２ｍ以上のものは道路使用許可の申請が必要です 道路使用許可証の交付および説明会を開催します
時津警察署　受付  ９時～17時（土日祝日を除く）
７月30日㊎まで　
精霊船を道路上で制作または一時保管する場合は時津警
察署へ別途「道路使用許可申請書」の提出が必要です。
（　  １件につき2,400円）

８月２日㊊　(1)10時～　(2)13時30分～
８月６日㊎　(3)10時～　(4)13時30分～
（約１時間程度）
(1)(2) 長与町民　(3)(4)時津町民
※感染症対策として密を避けるため対象を分けています
が、都合の良い日に参加して構いません。

時津警察署
《新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う特記事項》

　本来であれば、「３密」（密集、密接、密閉）を伴う行事は自粛する必要がありますが、精霊流しは主催者が呼びかけ行う行事では
なく伝統的慣習であることから、例年通り精霊船の集積所を設置するものです。
　身体的距離の確保（１ｍ～２ｍ）やマスクの着用、手洗いなどの感染防止の３つの基本を守ることに加え、精霊船やこも包みなど
を持ち込む人数を最小限に留めるなど、「新しい生活様式」を取り入れて、感染拡大を防止するための対策をお願いします。

〆 他締切 その他

申

他
〆

雇用時の年齢が18歳以上の方（学生
除く）
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（公社事務局にあり）を郵
送または直接持参して提出
受付  ９時～17時（土日祝日除く）
※随時面接

　長与環境サポーター連絡協議会は、町
内各所で環境に関する様々な活動を行っ
ています。加入を希望される方は、環境係
までご連絡ください。
●生ごみ減量実践研究部会
ごみ減量化のため、生ごみの堆肥化に
取り組んでいます。ごみの減量化活動
だけでなく、各イベントでの啓発活動、
生ごみを堆肥化したものを利用した
花の栽培などの活動を行っています。

●ごみ分別指導部会
町内の清掃活動や自治会に出向き、楽
しく分かりやすく、ごみの分け方・出し
方などの説明を行っています。説明会
では、地区別ごみ収集カレンダーには
記載されていない詳細な内容まで説
明するため、大変好評です。また、各イ
ベントでごみの分別の呼びかけやごみ
ステーションの清掃活動などを行って
います。

対

内

定

町環境サポーター会員募集中！
住民環境課環境係
☎801-5824

問

時 対

内

申

会計年度任用職員　
社会福祉士（産休代替職員）募集

介護保険課包括支援係
☎801-5822

臨時職員（給食調理員）募集
町公共施設等管理公社事務局

（役場公用車車庫２階）
☎883-1106

申 問
申 問

環　　境

８月15日㊐は精霊流しです。18時から21時までに指定場所へ運搬してください。（時間厳守）
住民環境課環境係　☎801-5824  ・  時津警察署　☎881-0110問

申 時

対

所

〆
他

料
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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

(1) 75 歳になる方
有効期限  75 歳の誕生日前日まで
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険証をお使いください。誕生日
までにお送りします。

(2) 70 歳になる方 有効期限  70 歳の誕生月（誕生日が 1日の方はその前月）の月末
新しい保険証は有効期限が切れる前にお送りします。

(3) 保険税の滞納が続いている世帯 有効期間の短い保険証が交付されます。ただし、世帯の高校生世代以下の方は、
有効期限が通常と同じ 7月 31日になります。

認定の対象者

限度額適用認定証
住民税課税所得 145 万円以上 690 万円未満（年収約 370 ～ 1,160 万円）に該当
する方　
※年収は年金収入のみの方の金額です。
限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯に属している方（同一世帯の全員が住民税非課税の場合）

既に交付を受けている方

認定証の有効期限：令和３年７月 31日㊏まで。対象者には、新しい認定証を７月
中に郵送などで交付します。（申請不要）
※適用区分欄に「区分Ⅱ」の記載がある認定証をお持ちの方で、その交付を受けて
いる期間に 90日を超える入院（過去１年以内）がある場合は、別途申請をするこ
とにより、食事代がさらに減額されます。

認定証の交付を新たに受ける方 健康保険課の窓口で申請手続きを行ってください。（申請に必要なもの：保険証）

●８月から保険証（被保険者証）が新しくなります（更新手続き不要）
《現在お使いの保険証》

有効期限：令和３年７月31日㊏まで
有効期限が切れたものは、個人情報が読み取れないように細かく裁断するなどして処分してください。

《新しい保険証》※７月中に郵送などで交付
有効期限：原則、令和４年７月31日まで。ただし、世帯の加入者の中で以下に該当する方がいる場合、有効期限は次のようになり
ます。

●「限度額適用認定証」および「限度額適用･標準負担額減額認定証」について
既に交付を受けている方も、新年度分の交付は再度申請が必要です。必要な方は令和３年８月以降に健康保険課の窓口で手続き
を行ってください。（申請に必要なもの：保険証、印鑑）

●８月から保険証（被保険者証）が新しくなります（更新手続き不要）
《現在お使いの保険証》

有効期限：令和３年７月31日㊏まで
有効期限が切れたものは、細かく裁断して処分するか、健康保険課へ返却してください。

《新しい保険証》※７月中に郵送などで交付
有効期限：原則、令和４年７月31日まで。
※保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い保険証が交付される場合があります。また、特別な事情もなく滞納
すると、差押などの滞納処分を受ける場合があります。保険料の納付が困難なときはお早めに健康保険課にご相談ください。

●「限度額適用認定証」および「限度額適用･標準負担額減額認定証」について
医療機関などの窓口に提示することで、受診時の窓口での支払い（保険適用分）が自己負担限度額までになります。また、「限度額
適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代が減額されます。

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ
健康保険課保険係　☎801-5821  ・  長崎県後期高齢者医療広域連合　☎816-3930問

健康・福祉・介護

国民健康保険被保険者の方

後期高齢者医療制度の被保険者の方



緊急通報システムの仕組み

救急車などの出動要請を行
います。

緊急事態

看護師が24時間365日お受
けしてアドバイスを行います。

健康・介護に関する
ご相談

ご利用者さま

協力員の方や親族の方にご
連絡します。

ご連絡・駆けつけ

緊急
ボタン

相談
ボタン

連絡・相談
出 動 確 認

消防署
必要に応じて確認依頼必要に応じて出動依頼

協力員コールセンター

1「なるほど」 2「へぇ」
「初めて知った」

装置のタイプ

固定電話回線 必　要 不　要
緊急連絡方法 緊急ボタンを押す ストラップを引く
健康相談方法 相談ボタンを押す 画面操作が必要

料　金※ 300 円（月額） 500 円（月額）
※装置の取り付け、取り外しの際に利用者負担金は発生しません。生活保護世帯の方は利用者負担金がかかりません。
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　今月は、聞こえない方が日常会話の中でよく使う手話を
紹介します。

①「なるほど」
　右（左）手の親指を顎につけて前にまっすぐ伸ばした人差
　し指を左（右）の方へ回すように軽く２回くらい倒します。
　納得したり、感心したりするときに使います。

②「へえ」「初めて知った」
　片手の手のひらを自分の顔の方へ向けて顔の前をよぎる
　ように上から振り下ろします。驚き・意外の気持ちを込め
　た表情も大切です。

●緊急通報システムとは…
　高齢者が緊急時や相談したいときにボタン一つで緊急
　通報センターに連絡できる装置です。緊急通報センター
　には看護師が常駐しており、利用者からの緊急連絡や
　健康相談などに24時間365日応対しています。また、
　看護師が毎月2回、利用者に電話で連絡し、健康状況など
　の確認も行っています。

　 下記に該当する方で、病弱などのため日常生活において
　 特に注意を要する方。
　 ①おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
　 ②おおむね75歳以上の高齢者のみ世帯
　 ③その他町長が特に必要と認めた方

　 原則、申請には緊急時に協力してくれる「協力員」が必要
　 です。（協力員とは、緊急通報時に利用者の応答がない
　 場合、利用者のもとに駆けつけて、安否確認をしてくれる
　 親族の方や近隣の方です。）
　 詳しくはお問い合わせください。

●７月から、固定電話回線が不要な携帯型が選択できるようになりました！　

←ストラップ

携帯型固定型

←操作画面

「なるほど」「へぇ」やってみゅーで手話

緊急通報システムで携帯型が選択できるようになりました！
問  福祉課高齢者福祉係　☎801-5826

対

申

申・

ふふくくしし通 信通 信
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消費者注意報! 消費者に注意してほしい主な問題商法
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　　

　相談としては少ないですが、注意してほしい問題商法とその勧誘の手口・特徴をご紹介します。

県内で還付金詐欺が多数発生

　県内で市役所職員などを名乗り、保険料の払
戻金があると言ってＡＴＭに誘導し、お金を振
り込ませる還付金詐欺が多数発生しています。
本町内でも「介護保険課のタナカ」「保険課のタ
ナカ」と名乗り、「保険料の払い戻しがある」など
と言ってＡＴＭへ誘い出す電話がかかってきて
います。
　ＡＴＭで保険料の還付はできません。騙され
ないように注意してください。

　　　　  … 布団類、健康器具、健康食品、アクセサ
リー、リフォーム工事、和服など

言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約すると、必要
のない商品やサービスを次々販売して過剰な量の契
約をさせる。複数の業者が入れ替わり次々と販売する
ケースもある。

　　　　　　　  …布団類、電気治療器、健康食品など
路上などで「景品をプレゼントします」「健康に良い話
をする」などと言って人を集め、締め切った会場で日
用品などを次々と無料で配ったり格安で販売したり
し、雰囲気を盛り上げ興奮状態にして、最終的に高額
な商品を売りつける。

　　　　  … ファンド型投資商品、株、証券、公社債、
分譲マンションなど

「値上がり確実」「必ず儲かる」など利殖になることを
強調し、投資や出資を勧誘する。

　　　　  … 祈祷サービス、アクセサリー、印鑑、数珠など
「運勢が開ける」「幸福になる」といったセールストー
クや、「購入しないと不幸になる」などの不安をあおる
言葉で勧誘し、商品やサービス(占い、祈祷など)を契
約させる。

 　　　  　　　… 書籍、印刷物、魚介類、健康食品、ＤＶＤ
など

注文していないにもかかわらず、商品を一方的に送りつ
け、受け取った消費者に購入しなければならないものと
勘違いさせて代金を支払わせることを狙った商法。　

困ったときは長与町役場相談窓口または
長崎県消費生活センターへご相談ください。

　国民年金には、保険料を納付することが困難な
場合、保険料の免除や納付猶予の申請ができます。
　免除申請は、『申請者本人・申請者の配偶者・世
帯主』それぞれの前年中の所得に応じて審査され
ます。承認期間は「７月～翌年６月」となってお
り、毎年７月以降に新年度の申請が可能です。ま
た、申請時点から過去２年１か月前の月分までの
免除申請もできます。
　承認されると、老齢・障害基礎年金などの受給
資格期間へ算入されますので、未納期間がある方
は、お早めに手続きをしてください。

■ 年金手帳、またはマイナンバーがわかるもの（マイナンバーカードなど）
■ 失業された方は、『雇用保険被保険者離職票（写し）』『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写し）』
　 『雇用保険受給資格者証（写し）』、公務員などは『退職辞令書（写し）』など
■   災害に遭われた方は、『罹災証明書（写し）』などと、保険金などが支給される場合は『金額が確認できる

証明書（写し）』

・

国民年金保険料免除等の申請
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

手続きに必要なもの

※ 失業、または災害に遭われた方（被害額が財産の1/2以
上）は、所得基準額以上に所得がある場合でも、特例免
除（失業などがあった日の前月分から翌々年の６月分ま
で）を受けることができます。

※ 一部納付の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納め
ないと未納期間扱いになります。

※ 申請免除の承認を受けた場合でも、10年以内であれば納
めることができます。（追納制度）ただし、承認を受けた
年度末から２年を過ぎると当時の保険料に加算金がつ
きます。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し
た方は、減少した所得見込額などの申立により令和２年
２月分より臨時特例免除を申請できます。

次々販売

開運商法

利殖商法

SF（催眠）商法

送りつけ商法


