
問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

献血バスのお知らせ
-積極的なご参加を
お願いします-

健康保険課健康増進係 ☎801-5820
　献血はたくさんの人々の善意によっ
て支えられ、皆さまの温かな心が多く
の尊い命を救っています。

問

10月６日㊍
９時～11時、
12時30分～16時

時

役場正面玄関所

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

●９月のテーマ
　絵本を読もう・読み聞かせ

問

９月30日㊎   13時30分～15時30分時

老人福祉センター大ホール所

100円料

コロナ感染状況によっては、
中止となる場合があります。

他

老人クラブ連合会催し

長与町老人クラブ連合会事務局
（町社会福祉協議会内）☎883-7760

●町老連　第５回ペタンク選手権大会

問

10月12日㊌時

ふれあい広場所

詳しくはお問合せください。他

第59回町民文化祭

生涯学習課文化振興班 ☎801-5682問

町内在住または町文化協会員で
小学生以上の方
（町内小中学校の児童・生徒は学
校作品展に応募してください）

対

文芸・絵画・手工芸・写真・書・生花・
園芸（１人１点）

内

生涯学習課文化振興班申
９月29日㊍〆

11月５日㊏時
町民文化ホール所【舞台部門】

●町民音楽祭

11月５日㊏・６日㊐時

町民文化ホール所【展示部門】

※展示部門・囲碁大会は申込受付中です。

●文化作品展

井川（☎080-2722-9676）まで申

10月28日㊎〆

新型コロナウイルス感染拡大の状
況によっては、やむを得ず中止と
なる場合がございます。

他

11月６日㊐時

老人福祉センター所【囲碁大会】

11月６日㊐時●町民芸能祭

就学時健康診断のお知らせ

学校教育課　☎801-5681問

令和５年度小学校入学予定幼児対

町民体育館所
他

時

分散入場を行います。入場時間は通
知をご確認ください。
健康診断についてのお尋ねや、当日
受診できない場合はご連絡ください。

　対象者には９月中旬に通知を郵送し
ます。封書が届かない場合はご連絡く
ださい。

13時診察開始
 10月19日㊌ 長与南小学校区
 10月20日㊍ 長与小学校区
 10月21日㊎ 長与北小学校区
 洗切小学校区
 高田小学校区

令和５年
二十歳のつどい（旧成人式）

生涯学習課　☎801-5682問
令和５年１月８日㊐
【午前の部】
長与中・高田中の卒業生対象
受付 10時30分　開式 11時
【午後の部】
長与第二中・その他の卒業生対象
受付 13時30分　開式 14時

時

町民文化ホール所

平成14年４月２日～
　　　平成15年４月１日生まれの方

※新型コロナウイルス感染状況により
　変更、中止となることがあります。

対

●令和５年二十歳のつどい実行委員募集
会議 10月から3回程度時

記念品の選定、催しの企画、式典の
進行・運営（司会、受付、謝辞）など

内

電話で生涯学習課へ申込み申
９月20日㊋〆

青少年研修補助金
（21世紀ふれあい基金）を
活用してみませんか？

生涯学習課　社会教育班
☎801-5682

問

対

内 参加要項に記載の参加費の50％に
相当する経費を助成します。

他 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
ページの「青少年研修補助金（21世
紀ふれあい基金）」のページをご覧く
ださい。

申 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
   （任意様式で200字程度）

 対象者 町内在住の小学生以上29歳
以下の方で、国・県および関係機関
（青少年教育施設など）が主催、共催
する体験活動に参加された方。

〆  前期 ９月30日㊎

９月24日㊏～９月30日㊎は
「結核予防週間」

健康保険課　☎801-5820問

　結核は昔の病気ではありません。「現
代」の病気です。結核を正しく知ること
が、予防の第一歩です。

●県では、令和２年に163名が新たに結
　核患者として登録されています。
　　西彼保健所管内(西海市、長与町、
　時津町)は75％以上が70歳以上であ
　り、県内と同様に高齢者の患者が多
　い状況です。

●結核は結核菌によって、主に肺に炎症
　を起こす病気です。
　　結核患者の咳などで、結核菌が飛
　び散り、周りの人が空中の菌を吸い込
　むことで感染するおそれがあります。
　もし結核と診断されても６～９か月毎
　日きちんとお薬を飲めば治ります。

●「過去」の感染で「今」発病することが
　あります。
　　結核菌に感染しても、健康で体力が
　あれば結核菌の増殖が抑えられ発病
　しません。免疫力の低下によって、感
　染後体内で休止していた結核菌が活
　動をはじめ、発病することがあります。
　　健康的な生活が発病予防につなが
　ります。普段から適度な運動、睡眠、バ
　ランスの良い食事を心がけましょう。

●定期健康診断など、早めの受診を！
　　新型コロナウイルス感染症の流行に
　伴う受診控え、健診控えが、発見の遅
　れにつながることが懸念されています。
①咳が２週間以上続く・痰が出る（痰に
　血が混ざる）・体がだるい・微熱などの
　症状が長引くときは医療機関で診察
　を受けましょう。高齢者の場合「なん
　となく元気がない」「食欲がない」など
　はっきりした症状が現れない場合も
　あります。
②毎年実施される健康診断などを積極
　的に活用し、年に１回は健康診断（胸
　部エックス線検査）を受けましょう。
③乳幼児は、結核に感染すると重症に
　なりやすいので、予防のためにBCG
　接種を受けましょう。

自分自身の健康を守ることはもちろん、
家族や友人などへ感染を防ぐために早
期発見・早期治療が重要です。

健康・福祉・介護

在宅で中重度の介護が
必要な家族の介護者に
見舞金を支給します

介護保険課包括支援係 ☎801-5822
福祉課障害者福祉係 ☎801-5827

次の全てに該当する介護者
・令和４年９月１日現在で、町内に介
　護が必要な家族と介護者が１年以
　上住んでいる方
・中重度の介護が必要な状態が１年
　以上継続している方
・公的な介護保険・障害サービスを
　受けていない方
　(一部サービスを除く)
・寝たきりなどの家族の介護を在宅
　で１年以上行っている方
※入院した場合は、その期間が年間
　を通じて90日未満の場合に限り、
　在宅介護したものとみなします。

◎介護が必要な家族とは
・介護保険法による要介護状態区分で
　３～５のいずれかに認定された方
・障害者総合支援法による障害支援区
　分が５か６に認定された方、もしくはそ
　れと同程度の状態と認められる方

対

見舞金  一時金として３万円料
指定の申請書を提出申
11月30日㊌〆

申 問

環　　境

教　育 ９月10日㊏～16日㊎は
「自殺予防週間」

　自殺は「個人の問題」と捉えがちです
が、その多くが『追い込まれた末の死』
と言われています。誰にでも起こり得る
ことであり、決してまれなことではあり
ません。
　一人で抱え込まずに、誰かに少しで
も話してみませんか？

＜相談窓口＞

時 毎日　９時～22時
（第１・第３土曜日は24時間対応）

 長崎いのちの電話　☎842-4343

時 平日　９時～17時30分
 西彼保健所 地域保健課  ☎856-5159

時 平日　８時45分～17時30分
 長与町役場 健康保険課  ☎801-5820

他 青少年・こどもの相談、ストー
カー・ＤＶ相談、生活困窮相談
など各種相談窓口への紹介も
行っています。お気軽にお問合
せください。悩んでいる人に気
づき、寄り添い、耳を傾けること
が、大切な人を守る支援につな
がります。

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

対

申 問

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・妊娠・認
知症の方など

●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

愛犬登録・狂犬病予防注射の
接種はお済みですか？

住民環境課環境係　☎801-5824問
 「狂犬病」とは、発症するとほぼ100％
助からない、恐ろしい病気ですが、犬に
ワクチン接種をおこなうことで予防でき
ます。
 人への感染経路の多くは犬からである
ため、日本では年１回の飼い犬への狂犬
病予防注射の接種を義務付けていま
す。愛犬と身近な人を守るために、必ず
予防注射の接種をおこないましょう！

◎最寄りの動物病院で接種ができます
　令和４年度の予防注射をまだ接種し
　ていない方は、最寄りの動物病院で
　注射を受け、役場で注射済票の交付
　を受けてください。

＼飼い犬の登録をしましょう／
　犬を飼ったときには、役場で登録
が必要です。狂犬病予防法により、
生後91日以上の犬は、生涯に1回
の登録が義務付けられています。
　飼い犬が死亡したとき、飼い主の
住所・氏名が変わったとき、飼い主
が変わったときも同様に、役場に届
け出が必要です。
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問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

献血バスのお知らせ
-積極的なご参加を
お願いします-

健康保険課健康増進係 ☎801-5820
　献血はたくさんの人々の善意によっ
て支えられ、皆さまの温かな心が多く
の尊い命を救っています。

問

10月６日㊍
９時～11時、
12時30分～16時

時

役場正面玄関所

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

●９月のテーマ
　絵本を読もう・読み聞かせ

問

９月30日㊎   13時30分～15時30分時

老人福祉センター大ホール所

100円料

コロナ感染状況によっては、
中止となる場合があります。

他

老人クラブ連合会催し

長与町老人クラブ連合会事務局
（町社会福祉協議会内）☎883-7760

●町老連　第５回ペタンク選手権大会

問

10月12日㊌時

ふれあい広場所

詳しくはお問合せください。他

第59回町民文化祭

生涯学習課文化振興班 ☎801-5682問

町内在住または町文化協会員で
小学生以上の方
（町内小中学校の児童・生徒は学
校作品展に応募してください）

対

文芸・絵画・手工芸・写真・書・生花・
園芸（１人１点）

内

生涯学習課文化振興班申
９月29日㊍〆

11月５日㊏時
町民文化ホール所【舞台部門】

●町民音楽祭

11月５日㊏・６日㊐時

町民文化ホール所【展示部門】

※展示部門・囲碁大会は申込受付中です。

●文化作品展

井川（☎080-2722-9676）まで申

10月28日㊎〆

新型コロナウイルス感染拡大の状
況によっては、やむを得ず中止と
なる場合がございます。

他

11月６日㊐時

老人福祉センター所【囲碁大会】

11月６日㊐時●町民芸能祭

就学時健康診断のお知らせ

学校教育課　☎801-5681問

令和５年度小学校入学予定幼児対

町民体育館所
他

時

分散入場を行います。入場時間は通
知をご確認ください。
健康診断についてのお尋ねや、当日
受診できない場合はご連絡ください。

　対象者には９月中旬に通知を郵送し
ます。封書が届かない場合はご連絡く
ださい。

13時診察開始
 10月19日㊌ 長与南小学校区
 10月20日㊍ 長与小学校区
 10月21日㊎ 長与北小学校区
 洗切小学校区
 高田小学校区

令和５年
二十歳のつどい（旧成人式）

生涯学習課　☎801-5682問
令和５年１月８日㊐
【午前の部】
長与中・高田中の卒業生対象
受付 10時30分　開式 11時
【午後の部】
長与第二中・その他の卒業生対象
受付 13時30分　開式 14時

時

町民文化ホール所

平成14年４月２日～
　　　平成15年４月１日生まれの方

※新型コロナウイルス感染状況により
　変更、中止となることがあります。

対

●令和５年二十歳のつどい実行委員募集
会議 10月から3回程度時

記念品の選定、催しの企画、式典の
進行・運営（司会、受付、謝辞）など

内

電話で生涯学習課へ申込み申
９月20日㊋〆

青少年研修補助金
（21世紀ふれあい基金）を
活用してみませんか？

生涯学習課　社会教育班
☎801-5682

問

対

内 参加要項に記載の参加費の50％に
相当する経費を助成します。

他 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
ページの「青少年研修補助金（21世
紀ふれあい基金）」のページをご覧く
ださい。

申 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
   （任意様式で200字程度）

 対象者 町内在住の小学生以上29歳
以下の方で、国・県および関係機関
（青少年教育施設など）が主催、共催
する体験活動に参加された方。

〆  前期 ９月30日㊎

９月24日㊏～９月30日㊎は
「結核予防週間」

健康保険課　☎801-5820問

　結核は昔の病気ではありません。「現
代」の病気です。結核を正しく知ること
が、予防の第一歩です。

●県では、令和２年に163名が新たに結
　核患者として登録されています。
　　西彼保健所管内(西海市、長与町、
　時津町)は75％以上が70歳以上であ
　り、県内と同様に高齢者の患者が多
　い状況です。

●結核は結核菌によって、主に肺に炎症
　を起こす病気です。
　　結核患者の咳などで、結核菌が飛
　び散り、周りの人が空中の菌を吸い込
　むことで感染するおそれがあります。
　もし結核と診断されても６～９か月毎
　日きちんとお薬を飲めば治ります。

●「過去」の感染で「今」発病することが
　あります。
　　結核菌に感染しても、健康で体力が
　あれば結核菌の増殖が抑えられ発病
　しません。免疫力の低下によって、感
　染後体内で休止していた結核菌が活
　動をはじめ、発病することがあります。
　　健康的な生活が発病予防につなが
　ります。普段から適度な運動、睡眠、バ
　ランスの良い食事を心がけましょう。

●定期健康診断など、早めの受診を！
　　新型コロナウイルス感染症の流行に
　伴う受診控え、健診控えが、発見の遅
　れにつながることが懸念されています。
①咳が２週間以上続く・痰が出る（痰に
　血が混ざる）・体がだるい・微熱などの
　症状が長引くときは医療機関で診察
　を受けましょう。高齢者の場合「なん
　となく元気がない」「食欲がない」など
　はっきりした症状が現れない場合も
　あります。
②毎年実施される健康診断などを積極
　的に活用し、年に１回は健康診断（胸
　部エックス線検査）を受けましょう。
③乳幼児は、結核に感染すると重症に
　なりやすいので、予防のためにBCG
　接種を受けましょう。

自分自身の健康を守ることはもちろん、
家族や友人などへ感染を防ぐために早
期発見・早期治療が重要です。

健康・福祉・介護

在宅で中重度の介護が
必要な家族の介護者に
見舞金を支給します

介護保険課包括支援係 ☎801-5822
福祉課障害者福祉係 ☎801-5827

次の全てに該当する介護者
・令和４年９月１日現在で、町内に介
　護が必要な家族と介護者が１年以
　上住んでいる方
・中重度の介護が必要な状態が１年
　以上継続している方
・公的な介護保険・障害サービスを
　受けていない方
　(一部サービスを除く)
・寝たきりなどの家族の介護を在宅
　で１年以上行っている方
※入院した場合は、その期間が年間
　を通じて90日未満の場合に限り、
　在宅介護したものとみなします。

◎介護が必要な家族とは
・介護保険法による要介護状態区分で
　３～５のいずれかに認定された方
・障害者総合支援法による障害支援区
　分が５か６に認定された方、もしくはそ
　れと同程度の状態と認められる方

対

見舞金  一時金として３万円料
指定の申請書を提出申
11月30日㊌〆

申 問

環　　境

教　育 ９月10日㊏～16日㊎は
「自殺予防週間」

　自殺は「個人の問題」と捉えがちです
が、その多くが『追い込まれた末の死』
と言われています。誰にでも起こり得る
ことであり、決してまれなことではあり
ません。
　一人で抱え込まずに、誰かに少しで
も話してみませんか？

＜相談窓口＞

時 毎日　９時～22時
（第１・第３土曜日は24時間対応）

 長崎いのちの電話　☎842-4343

時 平日　９時～17時30分
 西彼保健所 地域保健課  ☎856-5159

時 平日　８時45分～17時30分
 長与町役場 健康保険課  ☎801-5820

他 青少年・こどもの相談、ストー
カー・ＤＶ相談、生活困窮相談
など各種相談窓口への紹介も
行っています。お気軽にお問合
せください。悩んでいる人に気
づき、寄り添い、耳を傾けること
が、大切な人を守る支援につな
がります。

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

対

申 問

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・妊娠・認
知症の方など

●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

愛犬登録・狂犬病予防注射の
接種はお済みですか？

住民環境課環境係　☎801-5824問
 「狂犬病」とは、発症するとほぼ100％
助からない、恐ろしい病気ですが、犬に
ワクチン接種をおこなうことで予防でき
ます。
 人への感染経路の多くは犬からである
ため、日本では年１回の飼い犬への狂犬
病予防注射の接種を義務付けていま
す。愛犬と身近な人を守るために、必ず
予防注射の接種をおこないましょう！

◎最寄りの動物病院で接種ができます
　令和４年度の予防注射をまだ接種し
　ていない方は、最寄りの動物病院で
　注射を受け、役場で注射済票の交付
　を受けてください。

＼飼い犬の登録をしましょう／
　犬を飼ったときには、役場で登録
が必要です。狂犬病予防法により、
生後91日以上の犬は、生涯に1回
の登録が義務付けられています。
　飼い犬が死亡したとき、飼い主の
住所・氏名が変わったとき、飼い主
が変わったときも同様に、役場に届
け出が必要です。
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問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

献血バスのお知らせ
-積極的なご参加を
お願いします-

健康保険課健康増進係 ☎801-5820
　献血はたくさんの人々の善意によっ
て支えられ、皆さまの温かな心が多く
の尊い命を救っています。

問

10月６日㊍
９時～11時、
12時30分～16時

時

役場正面玄関所

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

●９月のテーマ
　絵本を読もう・読み聞かせ

問

９月30日㊎   13時30分～15時30分時

老人福祉センター大ホール所

100円料

コロナ感染状況によっては、
中止となる場合があります。

他

老人クラブ連合会催し

長与町老人クラブ連合会事務局
（町社会福祉協議会内）☎883-7760

●町老連　第５回ペタンク選手権大会

問

10月12日㊌時

ふれあい広場所

詳しくはお問合せください。他

第59回町民文化祭

生涯学習課文化振興班 ☎801-5682問

町内在住または町文化協会員で
小学生以上の方
（町内小中学校の児童・生徒は学
校作品展に応募してください）

対

文芸・絵画・手工芸・写真・書・生花・
園芸（１人１点）

内

生涯学習課文化振興班申
９月29日㊍〆

11月５日㊏時
町民文化ホール所【舞台部門】

●町民音楽祭

11月５日㊏・６日㊐時

町民文化ホール所【展示部門】

※展示部門・囲碁大会は申込受付中です。

●文化作品展

井川（☎080-2722-9676）まで申

10月28日㊎〆

新型コロナウイルス感染拡大の状
況によっては、やむを得ず中止と
なる場合がございます。

他

11月６日㊐時

老人福祉センター所【囲碁大会】

11月６日㊐時●町民芸能祭

就学時健康診断のお知らせ

学校教育課　☎801-5681問

令和５年度小学校入学予定幼児対

町民体育館所
他

時

分散入場を行います。入場時間は通
知をご確認ください。
健康診断についてのお尋ねや、当日
受診できない場合はご連絡ください。

　対象者には９月中旬に通知を郵送し
ます。封書が届かない場合はご連絡く
ださい。

13時診察開始
 10月19日㊌ 長与南小学校区
 10月20日㊍ 長与小学校区
 10月21日㊎ 長与北小学校区
 洗切小学校区
 高田小学校区

令和５年
二十歳のつどい（旧成人式）

生涯学習課　☎801-5682問
令和５年１月８日㊐
【午前の部】
長与中・高田中の卒業生対象
受付 10時30分　開式 11時
【午後の部】
長与第二中・その他の卒業生対象
受付 13時30分　開式 14時

時

町民文化ホール所

平成14年４月２日～
　　　平成15年４月１日生まれの方

※新型コロナウイルス感染状況により
　変更、中止となることがあります。

対

●令和５年二十歳のつどい実行委員募集
会議 10月から3回程度時

記念品の選定、催しの企画、式典の
進行・運営（司会、受付、謝辞）など

内

電話で生涯学習課へ申込み申
９月20日㊋〆

青少年研修補助金
（21世紀ふれあい基金）を
活用してみませんか？

生涯学習課　社会教育班
☎801-5682

問

対

内 参加要項に記載の参加費の50％に
相当する経費を助成します。

他 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
ページの「青少年研修補助金（21世
紀ふれあい基金）」のページをご覧く
ださい。

申 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
   （任意様式で200字程度）

 対象者 町内在住の小学生以上29歳
以下の方で、国・県および関係機関
（青少年教育施設など）が主催、共催
する体験活動に参加された方。

〆  前期 ９月30日㊎

９月24日㊏～９月30日㊎は
「結核予防週間」

健康保険課　☎801-5820問

　結核は昔の病気ではありません。「現
代」の病気です。結核を正しく知ること
が、予防の第一歩です。

●県では、令和２年に163名が新たに結
　核患者として登録されています。
　　西彼保健所管内(西海市、長与町、
　時津町)は75％以上が70歳以上であ
　り、県内と同様に高齢者の患者が多
　い状況です。

●結核は結核菌によって、主に肺に炎症
　を起こす病気です。
　　結核患者の咳などで、結核菌が飛
　び散り、周りの人が空中の菌を吸い込
　むことで感染するおそれがあります。
　もし結核と診断されても６～９か月毎
　日きちんとお薬を飲めば治ります。

●「過去」の感染で「今」発病することが
　あります。
　　結核菌に感染しても、健康で体力が
　あれば結核菌の増殖が抑えられ発病
　しません。免疫力の低下によって、感
　染後体内で休止していた結核菌が活
　動をはじめ、発病することがあります。
　　健康的な生活が発病予防につなが
　ります。普段から適度な運動、睡眠、バ
　ランスの良い食事を心がけましょう。

●定期健康診断など、早めの受診を！
　　新型コロナウイルス感染症の流行に
　伴う受診控え、健診控えが、発見の遅
　れにつながることが懸念されています。
①咳が２週間以上続く・痰が出る（痰に
　血が混ざる）・体がだるい・微熱などの
　症状が長引くときは医療機関で診察
　を受けましょう。高齢者の場合「なん
　となく元気がない」「食欲がない」など
　はっきりした症状が現れない場合も
　あります。
②毎年実施される健康診断などを積極
　的に活用し、年に１回は健康診断（胸
　部エックス線検査）を受けましょう。
③乳幼児は、結核に感染すると重症に
　なりやすいので、予防のためにBCG
　接種を受けましょう。

自分自身の健康を守ることはもちろん、
家族や友人などへ感染を防ぐために早
期発見・早期治療が重要です。

健康・福祉・介護

在宅で中重度の介護が
必要な家族の介護者に
見舞金を支給します

介護保険課包括支援係 ☎801-5822
福祉課障害者福祉係 ☎801-5827

次の全てに該当する介護者
・令和４年９月１日現在で、町内に介
　護が必要な家族と介護者が１年以
　上住んでいる方
・中重度の介護が必要な状態が１年
　以上継続している方
・公的な介護保険・障害サービスを
　受けていない方
　(一部サービスを除く)
・寝たきりなどの家族の介護を在宅
　で１年以上行っている方
※入院した場合は、その期間が年間
　を通じて90日未満の場合に限り、
　在宅介護したものとみなします。

◎介護が必要な家族とは
・介護保険法による要介護状態区分で
　３～５のいずれかに認定された方
・障害者総合支援法による障害支援区
　分が５か６に認定された方、もしくはそ
　れと同程度の状態と認められる方

対

見舞金  一時金として３万円料
指定の申請書を提出申
11月30日㊌〆

申 問

環　　境

教　育 ９月10日㊏～16日㊎は
「自殺予防週間」

　自殺は「個人の問題」と捉えがちです
が、その多くが『追い込まれた末の死』
と言われています。誰にでも起こり得る
ことであり、決してまれなことではあり
ません。
　一人で抱え込まずに、誰かに少しで
も話してみませんか？

＜相談窓口＞

時 毎日　９時～22時
（第１・第３土曜日は24時間対応）

 長崎いのちの電話　☎842-4343

時 平日　９時～17時30分
 西彼保健所 地域保健課  ☎856-5159

時 平日　８時45分～17時30分
 長与町役場 健康保険課  ☎801-5820

他 青少年・こどもの相談、ストー
カー・ＤＶ相談、生活困窮相談
など各種相談窓口への紹介も
行っています。お気軽にお問合
せください。悩んでいる人に気
づき、寄り添い、耳を傾けること
が、大切な人を守る支援につな
がります。

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

対

申 問

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・妊娠・認
知症の方など

●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

愛犬登録・狂犬病予防注射の
接種はお済みですか？

住民環境課環境係　☎801-5824問
 「狂犬病」とは、発症するとほぼ100％
助からない、恐ろしい病気ですが、犬に
ワクチン接種をおこなうことで予防でき
ます。
 人への感染経路の多くは犬からである
ため、日本では年１回の飼い犬への狂犬
病予防注射の接種を義務付けていま
す。愛犬と身近な人を守るために、必ず
予防注射の接種をおこないましょう！

◎最寄りの動物病院で接種ができます
　令和４年度の予防注射をまだ接種し
　ていない方は、最寄りの動物病院で
　注射を受け、役場で注射済票の交付
　を受けてください。

＼飼い犬の登録をしましょう／
　犬を飼ったときには、役場で登録
が必要です。狂犬病予防法により、
生後91日以上の犬は、生涯に1回
の登録が義務付けられています。
　飼い犬が死亡したとき、飼い主の
住所・氏名が変わったとき、飼い主
が変わったときも同様に、役場に届
け出が必要です。
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問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

献血バスのお知らせ
-積極的なご参加を
お願いします-

健康保険課健康増進係 ☎801-5820
　献血はたくさんの人々の善意によっ
て支えられ、皆さまの温かな心が多く
の尊い命を救っています。

問

10月６日㊍
９時～11時、
12時30分～16時

時

役場正面玄関所

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

●９月のテーマ
　絵本を読もう・読み聞かせ

問

９月30日㊎   13時30分～15時30分時

老人福祉センター大ホール所

100円料

コロナ感染状況によっては、
中止となる場合があります。

他

老人クラブ連合会催し

長与町老人クラブ連合会事務局
（町社会福祉協議会内）☎883-7760

●町老連　第５回ペタンク選手権大会

問

10月12日㊌時

ふれあい広場所

詳しくはお問合せください。他

第59回町民文化祭

生涯学習課文化振興班 ☎801-5682問

町内在住または町文化協会員で
小学生以上の方
（町内小中学校の児童・生徒は学
校作品展に応募してください）

対

文芸・絵画・手工芸・写真・書・生花・
園芸（１人１点）

内

生涯学習課文化振興班申
９月29日㊍〆

11月５日㊏時
町民文化ホール所【舞台部門】

●町民音楽祭

11月５日㊏・６日㊐時

町民文化ホール所【展示部門】

※展示部門・囲碁大会は申込受付中です。

●文化作品展

井川（☎080-2722-9676）まで申

10月28日㊎〆

新型コロナウイルス感染拡大の状
況によっては、やむを得ず中止と
なる場合がございます。

他

11月６日㊐時

老人福祉センター所【囲碁大会】

11月６日㊐時●町民芸能祭

就学時健康診断のお知らせ

学校教育課　☎801-5681問

令和５年度小学校入学予定幼児対

町民体育館所
他

時

分散入場を行います。入場時間は通
知をご確認ください。
健康診断についてのお尋ねや、当日
受診できない場合はご連絡ください。

　対象者には９月中旬に通知を郵送し
ます。封書が届かない場合はご連絡く
ださい。

13時診察開始
 10月19日㊌ 長与南小学校区
 10月20日㊍ 長与小学校区
 10月21日㊎ 長与北小学校区
 洗切小学校区
 高田小学校区

令和５年
二十歳のつどい（旧成人式）

生涯学習課　☎801-5682問
令和５年１月８日㊐
【午前の部】
長与中・高田中の卒業生対象
受付 10時30分　開式 11時
【午後の部】
長与第二中・その他の卒業生対象
受付 13時30分　開式 14時

時

町民文化ホール所

平成14年４月２日～
　　　平成15年４月１日生まれの方

※新型コロナウイルス感染状況により
　変更、中止となることがあります。

対

●令和５年二十歳のつどい実行委員募集
会議 10月から3回程度時

記念品の選定、催しの企画、式典の
進行・運営（司会、受付、謝辞）など

内

電話で生涯学習課へ申込み申
９月20日㊋〆

青少年研修補助金
（21世紀ふれあい基金）を
活用してみませんか？

生涯学習課　社会教育班
☎801-5682

問

対

内 参加要項に記載の参加費の50％に
相当する経費を助成します。

他 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
ページの「青少年研修補助金（21世
紀ふれあい基金）」のページをご覧く
ださい。

申 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
   （任意様式で200字程度）

 対象者 町内在住の小学生以上29歳
以下の方で、国・県および関係機関
（青少年教育施設など）が主催、共催
する体験活動に参加された方。

〆  前期 ９月30日㊎

９月24日㊏～９月30日㊎は
「結核予防週間」

健康保険課　☎801-5820問

　結核は昔の病気ではありません。「現
代」の病気です。結核を正しく知ること
が、予防の第一歩です。

●県では、令和２年に163名が新たに結
　核患者として登録されています。
　　西彼保健所管内(西海市、長与町、
　時津町)は75％以上が70歳以上であ
　り、県内と同様に高齢者の患者が多
　い状況です。

●結核は結核菌によって、主に肺に炎症
　を起こす病気です。
　　結核患者の咳などで、結核菌が飛
　び散り、周りの人が空中の菌を吸い込
　むことで感染するおそれがあります。
　もし結核と診断されても６～９か月毎
　日きちんとお薬を飲めば治ります。

●「過去」の感染で「今」発病することが
　あります。
　　結核菌に感染しても、健康で体力が
　あれば結核菌の増殖が抑えられ発病
　しません。免疫力の低下によって、感
　染後体内で休止していた結核菌が活
　動をはじめ、発病することがあります。
　　健康的な生活が発病予防につなが
　ります。普段から適度な運動、睡眠、バ
　ランスの良い食事を心がけましょう。

●定期健康診断など、早めの受診を！
　　新型コロナウイルス感染症の流行に
　伴う受診控え、健診控えが、発見の遅
　れにつながることが懸念されています。
①咳が２週間以上続く・痰が出る（痰に
　血が混ざる）・体がだるい・微熱などの
　症状が長引くときは医療機関で診察
　を受けましょう。高齢者の場合「なん
　となく元気がない」「食欲がない」など
　はっきりした症状が現れない場合も
　あります。
②毎年実施される健康診断などを積極
　的に活用し、年に１回は健康診断（胸
　部エックス線検査）を受けましょう。
③乳幼児は、結核に感染すると重症に
　なりやすいので、予防のためにBCG
　接種を受けましょう。

自分自身の健康を守ることはもちろん、
家族や友人などへ感染を防ぐために早
期発見・早期治療が重要です。

健康・福祉・介護

在宅で中重度の介護が
必要な家族の介護者に
見舞金を支給します

介護保険課包括支援係 ☎801-5822
福祉課障害者福祉係 ☎801-5827

次の全てに該当する介護者
・令和４年９月１日現在で、町内に介
　護が必要な家族と介護者が１年以
　上住んでいる方
・中重度の介護が必要な状態が１年
　以上継続している方
・公的な介護保険・障害サービスを
　受けていない方
　(一部サービスを除く)
・寝たきりなどの家族の介護を在宅
　で１年以上行っている方
※入院した場合は、その期間が年間
　を通じて90日未満の場合に限り、
　在宅介護したものとみなします。

◎介護が必要な家族とは
・介護保険法による要介護状態区分で
　３～５のいずれかに認定された方
・障害者総合支援法による障害支援区
　分が５か６に認定された方、もしくはそ
　れと同程度の状態と認められる方

対

見舞金  一時金として３万円料
指定の申請書を提出申
11月30日㊌〆

申 問

環　　境

教　育 ９月10日㊏～16日㊎は
「自殺予防週間」

　自殺は「個人の問題」と捉えがちです
が、その多くが『追い込まれた末の死』
と言われています。誰にでも起こり得る
ことであり、決してまれなことではあり
ません。
　一人で抱え込まずに、誰かに少しで
も話してみませんか？

＜相談窓口＞

時 毎日　９時～22時
（第１・第３土曜日は24時間対応）

 長崎いのちの電話　☎842-4343

時 平日　９時～17時30分
 西彼保健所 地域保健課  ☎856-5159

時 平日　８時45分～17時30分
 長与町役場 健康保険課  ☎801-5820

他 青少年・こどもの相談、ストー
カー・ＤＶ相談、生活困窮相談
など各種相談窓口への紹介も
行っています。お気軽にお問合
せください。悩んでいる人に気
づき、寄り添い、耳を傾けること
が、大切な人を守る支援につな
がります。

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

対

申 問

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・妊娠・認
知症の方など

●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

愛犬登録・狂犬病予防注射の
接種はお済みですか？

住民環境課環境係　☎801-5824問
 「狂犬病」とは、発症するとほぼ100％
助からない、恐ろしい病気ですが、犬に
ワクチン接種をおこなうことで予防でき
ます。
 人への感染経路の多くは犬からである
ため、日本では年１回の飼い犬への狂犬
病予防注射の接種を義務付けていま
す。愛犬と身近な人を守るために、必ず
予防注射の接種をおこないましょう！

◎最寄りの動物病院で接種ができます
　令和４年度の予防注射をまだ接種し
　ていない方は、最寄りの動物病院で
　注射を受け、役場で注射済票の交付
　を受けてください。

＼飼い犬の登録をしましょう／
　犬を飼ったときには、役場で登録
が必要です。狂犬病予防法により、
生後91日以上の犬は、生涯に1回
の登録が義務付けられています。
　飼い犬が死亡したとき、飼い主の
住所・氏名が変わったとき、飼い主
が変わったときも同様に、役場に届
け出が必要です。
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９月９日㊎は「救急の日」

長崎市北消防署浜田出張所 ☎882-3345
　救急車の台数には限りがありますの
で、緊急に救急車を必要とする方への
対応が遅れないよう、救急車の適正利
用にご理解・ご協力をお願いします。
●以下の場合は迷わず119！
　・突然の激しい頭痛
　・胸が圧迫されるように痛む
　・突然うまく話せなくなる
　・意識がない、呼吸がない
●困ったときは相談窓口へ
　救急病院案内  ☎825-8199
　　  夜間（自動音声）・日曜日・休日
　こども医療電話相談
　☎♯8000または☎822-3308
　　  平日・土曜日：18時～翌朝８時
　　  日曜日・休日：24時間

問

時

時

水道検針員　募集

上下水道課料金総務係 ☎801-5831問

選考・面接 ９月中旬～下旬
採用予定日 10月1日㊏

時

対 応募資格
・満20歳から50歳未満の心身共に
　健康で体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
・町内在住者で１年間毎月業務に従
　事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方
毎月（９～14日）の水道検針業務内

2人定
９月21日㊌まで
（検針員希望者名簿への登録は
　随時募集しています。）

〆

詳しくは町ホームページおよび水道
局ホームページをご覧ください。

他

上下水道課窓口にて申込書に記入申

自衛官募集

18歳以上21歳未満の高卒者（見込み含む）対

内 防衛大学校学生
①理工学科　②人文社会学科
　  推薦・総合選抜：９月９日㊎
　  一般：10月26日㊌
〆

防衛医科大学校学生
①医学科　　　10月12日㊌
②看護学科　　10月５日㊌

〆
〆

学生手当：117,000円
期末手当：２回

他

自衛隊琴海地域事務所  ☎884-2809申 問
詳しくはお問合せください。

臨時職員（給食調理員）募集

雇用時の年齢が18歳以上の方（学生除く）対

内 時給  960円（令和４年度）
勤務時間 ８時15分～16時15分（休憩含む）

勤務内容 学校給食調理
任用期間 原則として半年更新
※勤務成績により職員登用有
勤務日数 月10日～14日
休日  土日祝日、給食が無い期間

勤務場所 町内小学校、
長与南小学校給食共同調理場

申 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

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

９月21日㊌～30日㊎
令和４年

秋の全国交通安全運動

守ろう交通ルール 高めよう交通マナー
30日㊎は「交通事故死ゼロを目指す
日」です。
重点項目
・子供と高齢者を始めとする歩行者の
　安全確保
・夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの
　防止および飲酒運転の根絶
・自転車の交通ルール遵守の徹底

長崎県警察公式SNSの
ご登録をお願いします

時津警察署　☎881-0110
警察活動や警察ならではの情報を掲載
しています。
●アカウント名：【公式】長崎県警察

問

Twitter Facebook

YouTube Instagram

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

総務課行政係　☎801-5781 

● ９月20日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

【人権相談特設相談・行政困りごと
　　　　　　　　　　　　なんでも相談】
時
所

● 10月18日㊋　13時～16時
　 北部地区多目的研修集会施設
時
所

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。

　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。

人権相談

月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時

長崎地方法務局　☎0570-003-110所

長崎行政監視行政相談センター
☎849-1100

　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。

行政困りごとなんでも相談

　行政相談制度の利用促進を図り、下
記日程で行政相談週間特設相談所を開
設します。お気軽にお越しください。

＜10月は行政相談週間があります！＞

● 10月17日㊊　13時～16時時

　 長与町公民館所

● 10月18日㊋　13時～16時時

　 北部地区多目的研修集会施設所

● 10月20日㊍　13時～16時時

　 上長与公民館所

● 10月21日㊎　13時～16時時

　 ふれあいセンター所

一般家庭・公共施設からの
もやせるごみ排出量・
紙類の資源化量の比較

紙類
分類 令和4年7月分 前年度比
段ボール
新聞紙・チラシ
雑誌・ざつがみ
紙パック
合計

20,770kg
14,800kg
25,810kg
960kg

62,340kg

4,740kg
4,580kg
4,630kg

0kg
13,950kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比
7月分 547,120kg ▲29,600kg
累計 2,323,090kg ▲110,460kg

これからも紙類をはじめとした資源化物
のリサイクルにご協力いただき、ごみの
減量化をすすめましょう！

住民環境課環境係　☎801-5824問

フロン類は強力な
温室効果ガスです！

　冷媒などに使用されるフロン類は、オ
ゾン層を破壊するだけでなく、二酸化炭
素の100倍～１万倍の強力な温室効果
があり、地球温暖化に甚大な影響を及
ぼします。業務用エアコンや冷凍冷蔵庫
を管理されている方は以下のことをお
守りください。
①機器を使用しているとき
　簡易点検：３か月に１回以上の実施
　定期点検：（圧縮機の定格出力が
　7.5kw以上の機器）１～３年に１回の
　専門業者による点検
　※点検記録は機器廃棄後３年間保存
　　してください。
②機器を廃棄するとき
　フロン類を回収しない場合、行政処
　分および刑事処分（50万円以下の罰
　金）の対象となります。
　・フロン類の回収を第１種フロン類充
 填回収業者へ依頼してください。
　・引取証明書は３年間保存してください。
詳しくは、「フロン法ポータルサイト」で
検索してください。

西彼保健所環境保全班 ☎856-5022問

くらし
ワイヤーメッシュの
貸与について

産業振興課　☎801-5836問
　近年町内で頻繁に発生しているイノ
シシなどの有害鳥獣による生活環境被
害を防止するため、自治会に対してワイ
ヤーメッシュの貸与を行います。詳しく
はお問合せください。
 受益戸数  ３戸以上
 設置可能箇所
町内で現に有害鳥獣によって人的被
害または生活環境被害を受けてい
る、若しくは近い将来にそれらの被
害を受ける可能性が高い箇所
 貸与資材  ワイヤーメッシュ
　　　　   （支柱、結束線は対象外）

内

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問
10月18日㊋　９時～20時時
希望される方どなたでも対

先着10人定
無料料

内

 相談までの流れ
1.電話または窓口で相談日の事前
　予約
2.相談日までに提出資料を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラン、
　返済プランを策定

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

申

10月14日㊎〆
 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。

他

●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。

「長与町内児童館」
会計年度任用職員（パート）

募集　

こども政策課子育て支援係 ☎801-5886問

勤務時間 月～土曜日
（10時～17時の間で、
  １日２時間～６時間）、週19時間以内
職務内容 乳幼児親子の支援（子育て
支援センター）と小学生の遊びの指導
時　　給 902円
通勤手当 月額2,000円～
（通勤距離が片道２㎞以上の方・
  勤務日数により異なる）

内

申 登録が必要です。登録申込書をこど
も政策課へ提出してください。（申込
書は、こども政策課・町ホームページ
で入手可）※随時受付けています。
勤務が必要となった際に、ご連絡を
差し上げます。

対 資格は要りませんが、各種資格を有
する方や子育て支援経験者を優先
させていただく場合があります。

　　　申込書
　　　ダウンロードは
　　　こちら ▶

求　人

▲フロン排出抑制法
　ポータルサイト

男女共同参画社会づくりのために
～男性の家事・育児等への参画
「パパ検定をしませんか？」～

　男女が性別にかかわりなく、その個
性と能力を発揮できる社会を実現する
には、家庭生活を男女が協力して担う
ことが重要ですが、家事や育児などの
多くを女性が担っているのが現状で
す。「男性は外で働き、女性は家庭を守
るべき」といった固定的な性別役割分
担意識が男女ともに根強く残っていた
り、仕事が忙しかったりといったことな
どから、家事や育児などに積極的に関
わりたくても、その希望が十分に叶わ
ないなど、男性自身も生きづらさを感じ
ている場合もあります。
　長崎県では男性の家事や育児などへ
の参画について、男性自身の意識啓発
だけでなく、男性を取り巻く職場や地
域などにおける理解を促進するため、
「パパ検定」を行っています。
ぜひ家族で挑戦して
みませんか。

　　　  詳しくはこちら▶
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問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

９月９日㊎は「救急の日」

長崎市北消防署浜田出張所 ☎882-3345
　救急車の台数には限りがありますの
で、緊急に救急車を必要とする方への
対応が遅れないよう、救急車の適正利
用にご理解・ご協力をお願いします。
●以下の場合は迷わず119！
　・突然の激しい頭痛
　・胸が圧迫されるように痛む
　・突然うまく話せなくなる
　・意識がない、呼吸がない
●困ったときは相談窓口へ
　救急病院案内  ☎825-8199
　　  夜間（自動音声）・日曜日・休日
　こども医療電話相談
　☎♯8000または☎822-3308
　　  平日・土曜日：18時～翌朝８時
　　  日曜日・休日：24時間

問

時

時

水道検針員　募集

上下水道課料金総務係 ☎801-5831問

選考・面接 ９月中旬～下旬
採用予定日 10月1日㊏

時

対 応募資格
・満20歳から50歳未満の心身共に
　健康で体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
・町内在住者で１年間毎月業務に従
　事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方
毎月（９～14日）の水道検針業務内

2人定
９月21日㊌まで
（検針員希望者名簿への登録は
　随時募集しています。）

〆

詳しくは町ホームページおよび水道
局ホームページをご覧ください。

他

上下水道課窓口にて申込書に記入申

自衛官募集

18歳以上21歳未満の高卒者（見込み含む）対

内 防衛大学校学生
①理工学科　②人文社会学科
　  推薦・総合選抜：９月９日㊎
　  一般：10月26日㊌
〆

防衛医科大学校学生
①医学科　　　10月12日㊌
②看護学科　　10月５日㊌

〆
〆

学生手当：117,000円
期末手当：２回

他

自衛隊琴海地域事務所  ☎884-2809申 問
詳しくはお問合せください。

臨時職員（給食調理員）募集

雇用時の年齢が18歳以上の方（学生除く）対

内 時給  960円（令和４年度）
勤務時間 ８時15分～16時15分（休憩含む）

勤務内容 学校給食調理
任用期間 原則として半年更新
※勤務成績により職員登用有
勤務日数 月10日～14日
休日  土日祝日、給食が無い期間

勤務場所 町内小学校、
長与南小学校給食共同調理場

申 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

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

９月21日㊌～30日㊎
令和４年

秋の全国交通安全運動

守ろう交通ルール 高めよう交通マナー
30日㊎は「交通事故死ゼロを目指す
日」です。
重点項目
・子供と高齢者を始めとする歩行者の
　安全確保
・夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの
　防止および飲酒運転の根絶
・自転車の交通ルール遵守の徹底

長崎県警察公式SNSの
ご登録をお願いします

時津警察署　☎881-0110
警察活動や警察ならではの情報を掲載
しています。
●アカウント名：【公式】長崎県警察

問

Twitter Facebook

YouTube Instagram

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

総務課行政係　☎801-5781 

● ９月20日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

【人権相談特設相談・行政困りごと
　　　　　　　　　　　　なんでも相談】
時
所

● 10月18日㊋　13時～16時
　 北部地区多目的研修集会施設
時
所

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。

　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。

人権相談

月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時

長崎地方法務局　☎0570-003-110所

長崎行政監視行政相談センター
☎849-1100

　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。

行政困りごとなんでも相談

　行政相談制度の利用促進を図り、下
記日程で行政相談週間特設相談所を開
設します。お気軽にお越しください。

＜10月は行政相談週間があります！＞

● 10月17日㊊　13時～16時時

　 長与町公民館所

● 10月18日㊋　13時～16時時

　 北部地区多目的研修集会施設所

● 10月20日㊍　13時～16時時

　 上長与公民館所

● 10月21日㊎　13時～16時時

　 ふれあいセンター所

一般家庭・公共施設からの
もやせるごみ排出量・
紙類の資源化量の比較

紙類
分類 令和4年7月分 前年度比
段ボール
新聞紙・チラシ
雑誌・ざつがみ
紙パック
合計

20,770kg
14,800kg
25,810kg
960kg

62,340kg

4,740kg
4,580kg
4,630kg

0kg
13,950kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比
7月分 547,120kg ▲29,600kg
累計 2,323,090kg ▲110,460kg

これからも紙類をはじめとした資源化物
のリサイクルにご協力いただき、ごみの
減量化をすすめましょう！

住民環境課環境係　☎801-5824問

フロン類は強力な
温室効果ガスです！

　冷媒などに使用されるフロン類は、オ
ゾン層を破壊するだけでなく、二酸化炭
素の100倍～１万倍の強力な温室効果
があり、地球温暖化に甚大な影響を及
ぼします。業務用エアコンや冷凍冷蔵庫
を管理されている方は以下のことをお
守りください。
①機器を使用しているとき
　簡易点検：３か月に１回以上の実施
　定期点検：（圧縮機の定格出力が
　7.5kw以上の機器）１～３年に１回の
　専門業者による点検
　※点検記録は機器廃棄後３年間保存
　　してください。
②機器を廃棄するとき
　フロン類を回収しない場合、行政処
　分および刑事処分（50万円以下の罰
　金）の対象となります。
　・フロン類の回収を第１種フロン類充
 填回収業者へ依頼してください。
　・引取証明書は３年間保存してください。
詳しくは、「フロン法ポータルサイト」で
検索してください。

西彼保健所環境保全班 ☎856-5022問

くらし
ワイヤーメッシュの
貸与について

産業振興課　☎801-5836問
　近年町内で頻繁に発生しているイノ
シシなどの有害鳥獣による生活環境被
害を防止するため、自治会に対してワイ
ヤーメッシュの貸与を行います。詳しく
はお問合せください。
 受益戸数  ３戸以上
 設置可能箇所
町内で現に有害鳥獣によって人的被
害または生活環境被害を受けてい
る、若しくは近い将来にそれらの被
害を受ける可能性が高い箇所
 貸与資材  ワイヤーメッシュ
　　　　   （支柱、結束線は対象外）

内

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問
10月18日㊋　９時～20時時
希望される方どなたでも対

先着10人定
無料料

内

 相談までの流れ
1.電話または窓口で相談日の事前
　予約
2.相談日までに提出資料を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラン、
　返済プランを策定

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

申

10月14日㊎〆
 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。

他

●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。

「長与町内児童館」
会計年度任用職員（パート）

募集　

こども政策課子育て支援係 ☎801-5886問

勤務時間 月～土曜日
（10時～17時の間で、
  １日２時間～６時間）、週19時間以内
職務内容 乳幼児親子の支援（子育て
支援センター）と小学生の遊びの指導
時　　給 902円
通勤手当 月額2,000円～
（通勤距離が片道２㎞以上の方・
  勤務日数により異なる）

内

申 登録が必要です。登録申込書をこど
も政策課へ提出してください。（申込
書は、こども政策課・町ホームページ
で入手可）※随時受付けています。
勤務が必要となった際に、ご連絡を
差し上げます。

対 資格は要りませんが、各種資格を有
する方や子育て支援経験者を優先
させていただく場合があります。

　　　申込書
　　　ダウンロードは
　　　こちら ▶

求　人

▲フロン排出抑制法
　ポータルサイト

男女共同参画社会づくりのために
～男性の家事・育児等への参画
「パパ検定をしませんか？」～

　男女が性別にかかわりなく、その個
性と能力を発揮できる社会を実現する
には、家庭生活を男女が協力して担う
ことが重要ですが、家事や育児などの
多くを女性が担っているのが現状で
す。「男性は外で働き、女性は家庭を守
るべき」といった固定的な性別役割分
担意識が男女ともに根強く残っていた
り、仕事が忙しかったりといったことな
どから、家事や育児などに積極的に関
わりたくても、その希望が十分に叶わ
ないなど、男性自身も生きづらさを感じ
ている場合もあります。
　長崎県では男性の家事や育児などへ
の参画について、男性自身の意識啓発
だけでなく、男性を取り巻く職場や地
域などにおける理解を促進するため、
「パパ検定」を行っています。
ぜひ家族で挑戦して
みませんか。

　　　  詳しくはこちら▶
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問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

９月９日㊎は「救急の日」

長崎市北消防署浜田出張所 ☎882-3345
　救急車の台数には限りがありますの
で、緊急に救急車を必要とする方への
対応が遅れないよう、救急車の適正利
用にご理解・ご協力をお願いします。
●以下の場合は迷わず119！
　・突然の激しい頭痛
　・胸が圧迫されるように痛む
　・突然うまく話せなくなる
　・意識がない、呼吸がない
●困ったときは相談窓口へ
　救急病院案内  ☎825-8199
　　  夜間（自動音声）・日曜日・休日
　こども医療電話相談
　☎♯8000または☎822-3308
　　  平日・土曜日：18時～翌朝８時
　　  日曜日・休日：24時間

問

時

時

水道検針員　募集

上下水道課料金総務係 ☎801-5831問

選考・面接 ９月中旬～下旬
採用予定日 10月1日㊏

時

対 応募資格
・満20歳から50歳未満の心身共に
　健康で体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
・町内在住者で１年間毎月業務に従
　事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方
毎月（９～14日）の水道検針業務内

2人定
９月21日㊌まで
（検針員希望者名簿への登録は
　随時募集しています。）

〆

詳しくは町ホームページおよび水道
局ホームページをご覧ください。

他

上下水道課窓口にて申込書に記入申

自衛官募集

18歳以上21歳未満の高卒者（見込み含む）対

内 防衛大学校学生
①理工学科　②人文社会学科
　  推薦・総合選抜：９月９日㊎
　  一般：10月26日㊌
〆

防衛医科大学校学生
①医学科　　　10月12日㊌
②看護学科　　10月５日㊌

〆
〆

学生手当：117,000円
期末手当：２回

他

自衛隊琴海地域事務所  ☎884-2809申 問
詳しくはお問合せください。

臨時職員（給食調理員）募集

雇用時の年齢が18歳以上の方（学生除く）対

内 時給  960円（令和４年度）
勤務時間 ８時15分～16時15分（休憩含む）

勤務内容 学校給食調理
任用期間 原則として半年更新
※勤務成績により職員登用有
勤務日数 月10日～14日
休日  土日祝日、給食が無い期間

勤務場所 町内小学校、
長与南小学校給食共同調理場

申 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

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

９月21日㊌～30日㊎
令和４年

秋の全国交通安全運動

守ろう交通ルール 高めよう交通マナー
30日㊎は「交通事故死ゼロを目指す
日」です。
重点項目
・子供と高齢者を始めとする歩行者の
　安全確保
・夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの
　防止および飲酒運転の根絶
・自転車の交通ルール遵守の徹底

長崎県警察公式SNSの
ご登録をお願いします

時津警察署　☎881-0110
警察活動や警察ならではの情報を掲載
しています。
●アカウント名：【公式】長崎県警察

問

Twitter Facebook

YouTube Instagram

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

総務課行政係　☎801-5781 

● ９月20日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

【人権相談特設相談・行政困りごと
　　　　　　　　　　　　なんでも相談】
時
所

● 10月18日㊋　13時～16時
　 北部地区多目的研修集会施設
時
所

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。

　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。

人権相談

月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時

長崎地方法務局　☎0570-003-110所

長崎行政監視行政相談センター
☎849-1100

　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。

行政困りごとなんでも相談

　行政相談制度の利用促進を図り、下
記日程で行政相談週間特設相談所を開
設します。お気軽にお越しください。

＜10月は行政相談週間があります！＞

● 10月17日㊊　13時～16時時

　 長与町公民館所

● 10月18日㊋　13時～16時時

　 北部地区多目的研修集会施設所

● 10月20日㊍　13時～16時時

　 上長与公民館所

● 10月21日㊎　13時～16時時

　 ふれあいセンター所

一般家庭・公共施設からの
もやせるごみ排出量・
紙類の資源化量の比較

紙類
分類 令和4年7月分 前年度比
段ボール
新聞紙・チラシ
雑誌・ざつがみ
紙パック
合計

20,770kg
14,800kg
25,810kg
960kg

62,340kg

4,740kg
4,580kg
4,630kg

0kg
13,950kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比
7月分 547,120kg ▲29,600kg
累計 2,323,090kg ▲110,460kg

これからも紙類をはじめとした資源化物
のリサイクルにご協力いただき、ごみの
減量化をすすめましょう！

住民環境課環境係　☎801-5824問

フロン類は強力な
温室効果ガスです！

　冷媒などに使用されるフロン類は、オ
ゾン層を破壊するだけでなく、二酸化炭
素の100倍～１万倍の強力な温室効果
があり、地球温暖化に甚大な影響を及
ぼします。業務用エアコンや冷凍冷蔵庫
を管理されている方は以下のことをお
守りください。
①機器を使用しているとき
　簡易点検：３か月に１回以上の実施
　定期点検：（圧縮機の定格出力が
　7.5kw以上の機器）１～３年に１回の
　専門業者による点検
　※点検記録は機器廃棄後３年間保存
　　してください。
②機器を廃棄するとき
　フロン類を回収しない場合、行政処
　分および刑事処分（50万円以下の罰
　金）の対象となります。
　・フロン類の回収を第１種フロン類充
 填回収業者へ依頼してください。
　・引取証明書は３年間保存してください。
詳しくは、「フロン法ポータルサイト」で
検索してください。

西彼保健所環境保全班 ☎856-5022問

くらし
ワイヤーメッシュの
貸与について

産業振興課　☎801-5836問
　近年町内で頻繁に発生しているイノ
シシなどの有害鳥獣による生活環境被
害を防止するため、自治会に対してワイ
ヤーメッシュの貸与を行います。詳しく
はお問合せください。
 受益戸数  ３戸以上
 設置可能箇所
町内で現に有害鳥獣によって人的被
害または生活環境被害を受けてい
る、若しくは近い将来にそれらの被
害を受ける可能性が高い箇所
 貸与資材  ワイヤーメッシュ
　　　　   （支柱、結束線は対象外）

内

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問
10月18日㊋　９時～20時時
希望される方どなたでも対

先着10人定
無料料

内

 相談までの流れ
1.電話または窓口で相談日の事前
　予約
2.相談日までに提出資料を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラン、
　返済プランを策定

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

申

10月14日㊎〆
 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。

他

●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。

「長与町内児童館」
会計年度任用職員（パート）

募集　

こども政策課子育て支援係 ☎801-5886問

勤務時間 月～土曜日
（10時～17時の間で、
  １日２時間～６時間）、週19時間以内
職務内容 乳幼児親子の支援（子育て
支援センター）と小学生の遊びの指導
時　　給 902円
通勤手当 月額2,000円～
（通勤距離が片道２㎞以上の方・
  勤務日数により異なる）

内

申 登録が必要です。登録申込書をこど
も政策課へ提出してください。（申込
書は、こども政策課・町ホームページ
で入手可）※随時受付けています。
勤務が必要となった際に、ご連絡を
差し上げます。

対 資格は要りませんが、各種資格を有
する方や子育て支援経験者を優先
させていただく場合があります。

　　　申込書
　　　ダウンロードは
　　　こちら ▶

求　人

▲フロン排出抑制法
　ポータルサイト

男女共同参画社会づくりのために
～男性の家事・育児等への参画
「パパ検定をしませんか？」～

　男女が性別にかかわりなく、その個
性と能力を発揮できる社会を実現する
には、家庭生活を男女が協力して担う
ことが重要ですが、家事や育児などの
多くを女性が担っているのが現状で
す。「男性は外で働き、女性は家庭を守
るべき」といった固定的な性別役割分
担意識が男女ともに根強く残っていた
り、仕事が忙しかったりといったことな
どから、家事や育児などに積極的に関
わりたくても、その希望が十分に叶わ
ないなど、男性自身も生きづらさを感じ
ている場合もあります。
　長崎県では男性の家事や育児などへ
の参画について、男性自身の意識啓発
だけでなく、男性を取り巻く職場や地
域などにおける理解を促進するため、
「パパ検定」を行っています。
ぜひ家族で挑戦して
みませんか。

　　　  詳しくはこちら▶

21広 報   な が よ 　 2022 年 ９月号　No.798

問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

９月９日㊎は「救急の日」

長崎市北消防署浜田出張所 ☎882-3345
　救急車の台数には限りがありますの
で、緊急に救急車を必要とする方への
対応が遅れないよう、救急車の適正利
用にご理解・ご協力をお願いします。
●以下の場合は迷わず119！
　・突然の激しい頭痛
　・胸が圧迫されるように痛む
　・突然うまく話せなくなる
　・意識がない、呼吸がない
●困ったときは相談窓口へ
　救急病院案内  ☎825-8199
　　  夜間（自動音声）・日曜日・休日
　こども医療電話相談
　☎♯8000または☎822-3308
　　  平日・土曜日：18時～翌朝８時
　　  日曜日・休日：24時間

問

時

時

水道検針員　募集

上下水道課料金総務係 ☎801-5831問

選考・面接 ９月中旬～下旬
採用予定日 10月1日㊏

時

対 応募資格
・満20歳から50歳未満の心身共に
　健康で体力に自信のある方
・水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
・町内在住者で１年間毎月業務に従
　事できること
・原動機付自転車以上の免許取得者
・複数年働いていただける方
毎月（９～14日）の水道検針業務内

2人定
９月21日㊌まで
（検針員希望者名簿への登録は
　随時募集しています。）

〆

詳しくは町ホームページおよび水道
局ホームページをご覧ください。

他

上下水道課窓口にて申込書に記入申

自衛官募集

18歳以上21歳未満の高卒者（見込み含む）対

内 防衛大学校学生
①理工学科　②人文社会学科
　  推薦・総合選抜：９月９日㊎
　  一般：10月26日㊌
〆

防衛医科大学校学生
①医学科　　　10月12日㊌
②看護学科　　10月５日㊌

〆
〆

学生手当：117,000円
期末手当：２回

他

自衛隊琴海地域事務所  ☎884-2809申 問
詳しくはお問合せください。

臨時職員（給食調理員）募集

雇用時の年齢が18歳以上の方（学生除く）対

内 時給  960円（令和４年度）
勤務時間 ８時15分～16時15分（休憩含む）

勤務内容 学校給食調理
任用期間 原則として半年更新
※勤務成績により職員登用有
勤務日数 月10日～14日
休日  土日祝日、給食が無い期間

勤務場所 町内小学校、
長与南小学校給食共同調理場

申 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

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

９月21日㊌～30日㊎
令和４年

秋の全国交通安全運動

守ろう交通ルール 高めよう交通マナー
30日㊎は「交通事故死ゼロを目指す
日」です。
重点項目
・子供と高齢者を始めとする歩行者の
　安全確保
・夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの
　防止および飲酒運転の根絶
・自転車の交通ルール遵守の徹底

長崎県警察公式SNSの
ご登録をお願いします

時津警察署　☎881-0110
警察活動や警察ならではの情報を掲載
しています。
●アカウント名：【公式】長崎県警察

問

Twitter Facebook

YouTube Instagram

人権相談・行政困りごと
なんでも相談

総務課行政係　☎801-5781 

● ９月20日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

【人権相談特設相談・行政困りごと
　　　　　　　　　　　　なんでも相談】
時
所

● 10月18日㊋　13時～16時
　 北部地区多目的研修集会施設
時
所

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。

　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。

人権相談

月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時

長崎地方法務局　☎0570-003-110所

長崎行政監視行政相談センター
☎849-1100

　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。

行政困りごとなんでも相談

　行政相談制度の利用促進を図り、下
記日程で行政相談週間特設相談所を開
設します。お気軽にお越しください。

＜10月は行政相談週間があります！＞

● 10月17日㊊　13時～16時時

　 長与町公民館所

● 10月18日㊋　13時～16時時

　 北部地区多目的研修集会施設所

● 10月20日㊍　13時～16時時

　 上長与公民館所

● 10月21日㊎　13時～16時時

　 ふれあいセンター所

一般家庭・公共施設からの
もやせるごみ排出量・
紙類の資源化量の比較

紙類
分類 令和4年7月分 前年度比
段ボール
新聞紙・チラシ
雑誌・ざつがみ
紙パック
合計

20,770kg
14,800kg
25,810kg
960kg

62,340kg

4,740kg
4,580kg
4,630kg

0kg
13,950kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比
7月分 547,120kg ▲29,600kg
累計 2,323,090kg ▲110,460kg

これからも紙類をはじめとした資源化物
のリサイクルにご協力いただき、ごみの
減量化をすすめましょう！

住民環境課環境係　☎801-5824問

フロン類は強力な
温室効果ガスです！

　冷媒などに使用されるフロン類は、オ
ゾン層を破壊するだけでなく、二酸化炭
素の100倍～１万倍の強力な温室効果
があり、地球温暖化に甚大な影響を及
ぼします。業務用エアコンや冷凍冷蔵庫
を管理されている方は以下のことをお
守りください。
①機器を使用しているとき
　簡易点検：３か月に１回以上の実施
　定期点検：（圧縮機の定格出力が
　7.5kw以上の機器）１～３年に１回の
　専門業者による点検
　※点検記録は機器廃棄後３年間保存
　　してください。
②機器を廃棄するとき
　フロン類を回収しない場合、行政処
　分および刑事処分（50万円以下の罰
　金）の対象となります。
　・フロン類の回収を第１種フロン類充
 填回収業者へ依頼してください。
　・引取証明書は３年間保存してください。
詳しくは、「フロン法ポータルサイト」で
検索してください。

西彼保健所環境保全班 ☎856-5022問

くらし
ワイヤーメッシュの
貸与について

産業振興課　☎801-5836問
　近年町内で頻繁に発生しているイノ
シシなどの有害鳥獣による生活環境被
害を防止するため、自治会に対してワイ
ヤーメッシュの貸与を行います。詳しく
はお問合せください。
 受益戸数  ３戸以上
 設置可能箇所
町内で現に有害鳥獣によって人的被
害または生活環境被害を受けてい
る、若しくは近い将来にそれらの被
害を受ける可能性が高い箇所
 貸与資材  ワイヤーメッシュ
　　　　   （支柱、結束線は対象外）

内

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問
10月18日㊋　９時～20時時
希望される方どなたでも対

先着10人定
無料料

内

 相談までの流れ
1.電話または窓口で相談日の事前
　予約
2.相談日までに提出資料を記入
3.FPと相談者で今後の生活プラン、
　返済プランを策定

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

申

10月14日㊎〆
 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。

他

●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。

「長与町内児童館」
会計年度任用職員（パート）

募集　

こども政策課子育て支援係 ☎801-5886問

勤務時間 月～土曜日
（10時～17時の間で、
  １日２時間～６時間）、週19時間以内
職務内容 乳幼児親子の支援（子育て
支援センター）と小学生の遊びの指導
時　　給 902円
通勤手当 月額2,000円～
（通勤距離が片道２㎞以上の方・
  勤務日数により異なる）

内

申 登録が必要です。登録申込書をこど
も政策課へ提出してください。（申込
書は、こども政策課・町ホームページ
で入手可）※随時受付けています。
勤務が必要となった際に、ご連絡を
差し上げます。

対 資格は要りませんが、各種資格を有
する方や子育て支援経験者を優先
させていただく場合があります。

　　　申込書
　　　ダウンロードは
　　　こちら ▶

求　人

▲フロン排出抑制法
　ポータルサイト

男女共同参画社会づくりのために
～男性の家事・育児等への参画
「パパ検定をしませんか？」～

　男女が性別にかかわりなく、その個
性と能力を発揮できる社会を実現する
には、家庭生活を男女が協力して担う
ことが重要ですが、家事や育児などの
多くを女性が担っているのが現状で
す。「男性は外で働き、女性は家庭を守
るべき」といった固定的な性別役割分
担意識が男女ともに根強く残っていた
り、仕事が忙しかったりといったことな
どから、家事や育児などに積極的に関
わりたくても、その希望が十分に叶わ
ないなど、男性自身も生きづらさを感じ
ている場合もあります。
　長崎県では男性の家事や育児などへ
の参画について、男性自身の意識啓発
だけでなく、男性を取り巻く職場や地
域などにおける理解を促進するため、
「パパ検定」を行っています。
ぜひ家族で挑戦して
みませんか。

　　　  詳しくはこちら▶
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問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し（２割負担）について
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

　令和４年10月１日から、後期高齢者医療保険に加入し
ている方で、現在、医療機関での窓口の負担割合が１割
の方のうち一定以上の所得がある方について、負担割合
が２割となります。現在お持ちの保険証の有効期間は９
月末となっていますので、９月中に10月以降にご使用い
ただく保険証を発送します。新しい保険証には10月から
の負担割合が記載されています。
　また、２割負担となる方については、自己負担が急激に
増えないよう、３年間の配慮措置があります。具体的には
外来医療費の自己負担の月額増加額（１割負担の場合と

比べて多く支払う額）が3,000円までとなります。増加額
が3,000円を超える部分については、原則還付を行いま
す。還付は口座振込となりますので、口座の登録がお済み
でない方には広域連合から必ずお手紙で口座登録のご
案内を行います。役場または広域連合への口座登録の申
請をお願いします。
※医療費の払い戻しについて、厚生労働省、自治体および
　広域連合が、キャッシュカード、通帳などをお預かりす
　ることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にあり
　ません。

町内５つの「地区コミュニティ」とは 地域安全課地域協働係　☎801-5662問

　長与町には、住民が主体となって住みよいまちをつくって
いくために、小学校区を基本とした「地区コミュニティ」があ
ります。地区コミュニティは、８～12の自治会で構成されてお
り、町内全域で５地区つくられています。

集団健診のお知らせ

健康・福祉・介護

長崎県健康事業団予約センター
受付時間：８時30分～17時15分（土日祝日除く）
☎0120-611-711

申 問

11月10日㊍・11日㊎ ・12日㊏時

ふれあい・健康センター所 電話で申込み申

健診は、医療機関での受診も可能です。他

詳しくは４月に各世帯へ配布している
「令和４年度長与町健康診査のお知ら
せ」をご覧ください。

申込期間 10月5日㊌～10月21日㊎〆
▲集団健診について
（町ホームページ）

ご存じですか？障害者福祉医療費助成制度

福祉課障害者福祉係　☎801-5827問

 障害者福祉医療費助成制度とは、障害者である支給対象
者が、医療機関などで受診された際、支払われた保険診療
金額について、その一部を助成する制度です。
 医療機関などの領収書を福祉医療費支給申請書に添えて
役場福祉課に提出すると、助成額を計算し、登録された銀
行口座に助成額を振り込みます。助成を受けるためには、福
祉課で認定手続きが必要です。

●障害者福祉医療費支給対象者
　（所得制限有）
・身体障害者手帳1級～3級、療育手帳A1・A2・B1または精 
　神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
・特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方

★障害者福祉医療費受給者は、毎年９月末までに更新の手
　続きが必要です。受給者には、9月上旬に更新の書類を送
　付します。

●助成内容
　（障害の等級などで助成内容が異なる）
・身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２、
　精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
　己負担金額を超えた場合にその差額を支給。
　（※精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方について
　　　　は通院のみが対象）
・身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ１、
　特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
　己負担金額を超えた場合にその差額の1/2を支給。
　（※特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方に
　    ついては入院のみが対象）

福祉医療における自己負担金額（医療機関ごとに発生。調剤薬局は自己負担なし）
・１つの医療機関に月１日のみ通院(入院)した場合・・・　800円
・１つの医療機関に月２日以上通院(入院)した場合・・・1,600円

くらし

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決する
　ことが可能となる。

ぜひ、地区コミュニティの活動
に参加してみましょう♪
詳しくは町ホームページを
ご覧ください▶

北部地区
コミュニティ

（長与北小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

長与南地区
コミュニティ

（長与南小学校区）

長与中央地区
コミュニティ

（長与小学校区）

上長与地区
コミュニティ

（洗切小学校区）
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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し（２割負担）について
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

　令和４年10月１日から、後期高齢者医療保険に加入し
ている方で、現在、医療機関での窓口の負担割合が１割
の方のうち一定以上の所得がある方について、負担割合
が２割となります。現在お持ちの保険証の有効期間は９
月末となっていますので、９月中に10月以降にご使用い
ただく保険証を発送します。新しい保険証には10月から
の負担割合が記載されています。
　また、２割負担となる方については、自己負担が急激に
増えないよう、３年間の配慮措置があります。具体的には
外来医療費の自己負担の月額増加額（１割負担の場合と

比べて多く支払う額）が3,000円までとなります。増加額
が3,000円を超える部分については、原則還付を行いま
す。還付は口座振込となりますので、口座の登録がお済み
でない方には広域連合から必ずお手紙で口座登録のご
案内を行います。役場または広域連合への口座登録の申
請をお願いします。
※医療費の払い戻しについて、厚生労働省、自治体および
　広域連合が、キャッシュカード、通帳などをお預かりす
　ることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にあり
　ません。

町内５つの「地区コミュニティ」とは 地域安全課地域協働係　☎801-5662問

　長与町には、住民が主体となって住みよいまちをつくって
いくために、小学校区を基本とした「地区コミュニティ」があ
ります。地区コミュニティは、８～12の自治会で構成されてお
り、町内全域で５地区つくられています。

集団健診のお知らせ

健康・福祉・介護

長崎県健康事業団予約センター
受付時間：８時30分～17時15分（土日祝日除く）
☎0120-611-711

申 問

11月10日㊍・11日㊎ ・12日㊏時

ふれあい・健康センター所 電話で申込み申
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詳しくは４月に各世帯へ配布している
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祉課で認定手続きが必要です。
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　（所得制限有）
・身体障害者手帳1級～3級、療育手帳A1・A2・B1または精 
　神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
・特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方

★障害者福祉医療費受給者は、毎年９月末までに更新の手
　続きが必要です。受給者には、9月上旬に更新の書類を送
　付します。

●助成内容
　（障害の等級などで助成内容が異なる）
・身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２、
　精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
　己負担金額を超えた場合にその差額を支給。
　（※精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方について
　　　　は通院のみが対象）
・身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ１、
　特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
　己負担金額を超えた場合にその差額の1/2を支給。
　（※特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方に
　    ついては入院のみが対象）

福祉医療における自己負担金額（医療機関ごとに発生。調剤薬局は自己負担なし）
・１つの医療機関に月１日のみ通院(入院)した場合・・・　800円
・１つの医療機関に月２日以上通院(入院)した場合・・・1,600円

くらし

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決する
　ことが可能となる。

ぜひ、地区コミュニティの活動
に参加してみましょう♪
詳しくは町ホームページを
ご覧ください▶

北部地区
コミュニティ

（長与北小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

長与南地区
コミュニティ

（長与南小学校区）

長与中央地区
コミュニティ

（長与小学校区）

上長与地区
コミュニティ

（洗切小学校区）

対象者 検診の種類 備考

国民健康保険加入者

40 ～ 74 歳の男女 特定健診 受診券必要（５月発送済）

30・35・40・45・50・
55・60・65 歳の男女 胃がんリスク健診 受診券必要（５月発送済）

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 受診券必要（５月発送済）

長与町民

40 歳以上の男女 各種がん検診（肺・胃・大腸・乳）、
肝炎ウイルス検診

胃がん検診・乳がん検診は昨年度受けた
方は対象外

20 歳以上の女性 子宮がん検診 昨年度受けた方は対象外

20 ～ 39 歳の女性 若年の健診

22 2022 年 ９月号　No.798　　 広 報   な が よ



問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し（２割負担）について
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

　令和４年10月１日から、後期高齢者医療保険に加入し
ている方で、現在、医療機関での窓口の負担割合が１割
の方のうち一定以上の所得がある方について、負担割合
が２割となります。現在お持ちの保険証の有効期間は９
月末となっていますので、９月中に10月以降にご使用い
ただく保険証を発送します。新しい保険証には10月から
の負担割合が記載されています。
　また、２割負担となる方については、自己負担が急激に
増えないよう、３年間の配慮措置があります。具体的には
外来医療費の自己負担の月額増加額（１割負担の場合と

比べて多く支払う額）が3,000円までとなります。増加額
が3,000円を超える部分については、原則還付を行いま
す。還付は口座振込となりますので、口座の登録がお済み
でない方には広域連合から必ずお手紙で口座登録のご
案内を行います。役場または広域連合への口座登録の申
請をお願いします。
※医療費の払い戻しについて、厚生労働省、自治体および
　広域連合が、キャッシュカード、通帳などをお預かりす
　ることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にあり
　ません。

町内５つの「地区コミュニティ」とは 地域安全課地域協働係　☎801-5662問

　長与町には、住民が主体となって住みよいまちをつくって
いくために、小学校区を基本とした「地区コミュニティ」があ
ります。地区コミュニティは、８～12の自治会で構成されてお
り、町内全域で５地区つくられています。

集団健診のお知らせ

健康・福祉・介護

長崎県健康事業団予約センター
受付時間：８時30分～17時15分（土日祝日除く）
☎0120-611-711

申 問

11月10日㊍・11日㊎ ・12日㊏時

ふれあい・健康センター所 電話で申込み申

健診は、医療機関での受診も可能です。他

詳しくは４月に各世帯へ配布している
「令和４年度長与町健康診査のお知ら
せ」をご覧ください。

申込期間 10月5日㊌～10月21日㊎〆
▲集団健診について
（町ホームページ）

ご存じですか？障害者福祉医療費助成制度

福祉課障害者福祉係　☎801-5827問

 障害者福祉医療費助成制度とは、障害者である支給対象
者が、医療機関などで受診された際、支払われた保険診療
金額について、その一部を助成する制度です。
 医療機関などの領収書を福祉医療費支給申請書に添えて
役場福祉課に提出すると、助成額を計算し、登録された銀
行口座に助成額を振り込みます。助成を受けるためには、福
祉課で認定手続きが必要です。

●障害者福祉医療費支給対象者
　（所得制限有）
・身体障害者手帳1級～3級、療育手帳A1・A2・B1または精 
　神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
・特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方

★障害者福祉医療費受給者は、毎年９月末までに更新の手
　続きが必要です。受給者には、9月上旬に更新の書類を送
　付します。

●助成内容
　（障害の等級などで助成内容が異なる）
・身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ１・Ａ２、
　精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
　己負担金額を超えた場合にその差額を支給。
　（※精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方について
　　　　は通院のみが対象）
・身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ１、
　特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方
　保険診療で、医療機関などに支払った月の合計金額が、自
　己負担金額を超えた場合にその差額の1/2を支給。
　（※特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方に
　    ついては入院のみが対象）

福祉医療における自己負担金額（医療機関ごとに発生。調剤薬局は自己負担なし）
・１つの医療機関に月１日のみ通院(入院)した場合・・・　800円
・１つの医療機関に月２日以上通院(入院)した場合・・・1,600円

くらし

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決する
　ことが可能となる。

ぜひ、地区コミュニティの活動
に参加してみましょう♪
詳しくは町ホームページを
ご覧ください▶

北部地区
コミュニティ

（長与北小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

長与南地区
コミュニティ

（長与南小学校区）

長与中央地区
コミュニティ

（長与小学校区）

上長与地区
コミュニティ

（洗切小学校区）

23広 報   な が よ 　 2022 年 ９月号　No.798

問 問い合わせ 所 ところ 対 対象 内 内容 定 定員時 とき 料 料金 申 申込み 〆 締切 他 その他 くらし　情報のくらし　情報の

後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し（２割負担）について
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

　令和４年10月１日から、後期高齢者医療保険に加入し
ている方で、現在、医療機関での窓口の負担割合が１割
の方のうち一定以上の所得がある方について、負担割合
が２割となります。現在お持ちの保険証の有効期間は９
月末となっていますので、９月中に10月以降にご使用い
ただく保険証を発送します。新しい保険証には10月から
の負担割合が記載されています。
　また、２割負担となる方については、自己負担が急激に
増えないよう、３年間の配慮措置があります。具体的には
外来医療費の自己負担の月額増加額（１割負担の場合と

比べて多く支払う額）が3,000円までとなります。増加額
が3,000円を超える部分については、原則還付を行いま
す。還付は口座振込となりますので、口座の登録がお済み
でない方には広域連合から必ずお手紙で口座登録のご
案内を行います。役場または広域連合への口座登録の申
請をお願いします。
※医療費の払い戻しについて、厚生労働省、自治体および
　広域連合が、キャッシュカード、通帳などをお預かりす
　ることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にあり
　ません。

町内５つの「地区コミュニティ」とは 地域安全課地域協働係　☎801-5662問

　長与町には、住民が主体となって住みよいまちをつくって
いくために、小学校区を基本とした「地区コミュニティ」があ
ります。地区コミュニティは、８～12の自治会で構成されてお
り、町内全域で５地区つくられています。

集団健診のお知らせ

健康・福祉・介護

長崎県健康事業団予約センター
受付時間：８時30分～17時15分（土日祝日除く）
☎0120-611-711

申 問
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ふれあい・健康センター所 電話で申込み申

健診は、医療機関での受診も可能です。他

詳しくは４月に各世帯へ配布している
「令和４年度長与町健康診査のお知ら
せ」をご覧ください。

申込期間 10月5日㊌～10月21日㊎〆
▲集団健診について
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ご存じですか？障害者福祉医療費助成制度

福祉課障害者福祉係　☎801-5827問

 障害者福祉医療費助成制度とは、障害者である支給対象
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役場福祉課に提出すると、助成額を計算し、登録された銀
行口座に助成額を振り込みます。助成を受けるためには、福
祉課で認定手続きが必要です。

●障害者福祉医療費支給対象者
　（所得制限有）
・身体障害者手帳1級～3級、療育手帳A1・A2・B1または精 
　神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方
・特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方

★障害者福祉医療費受給者は、毎年９月末までに更新の手
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　（※精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方について
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　己負担金額を超えた場合にその差額の1/2を支給。
　（※特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方に
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くらし

＜期待される役割＞
①自治会の垣根を越えた取組みが可能となる。
②地区内の情報が共有化できる。
③地区内の人間関係が深まる。
④地区内の様々な問題を、町と連携し早期に解決する
　ことが可能となる。

ぜひ、地区コミュニティの活動
に参加してみましょう♪
詳しくは町ホームページを
ご覧ください▶

北部地区
コミュニティ

（長与北小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

高田地区
コミュニティ

（高田小学校区）

長与南地区
コミュニティ

（長与南小学校区）

長与中央地区
コミュニティ

（長与小学校区）

上長与地区
コミュニティ

（洗切小学校区）

対象者 検診の種類 備考

国民健康保険加入者

40 ～ 74 歳の男女 特定健診 受診券必要（５月発送済）

30・35・40・45・50・
55・60・65 歳の男女 胃がんリスク健診 受診券必要（５月発送済）

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 受診券必要（５月発送済）

長与町民

40 歳以上の男女 各種がん検診（肺・胃・大腸・乳）、
肝炎ウイルス検診

胃がん検診・乳がん検診は昨年度受けた
方は対象外

20 歳以上の女性 子宮がん検診 昨年度受けた方は対象外

20 ～ 39 歳の女性 若年の健診
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65歳になったら老齢基礎年金年金
だより 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 ☎801-5821

日本年金機構長崎南年金事務所 ☎825-8701
問

年金生活者支援給付金制度をご存知ですか？
年金生活者支援給付金：専用ダイヤル　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）問

　公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金
に上乗せして支給されるものです。ご案内や事務手続きは日本年金機構（年金事務所）が行います。

対 (1)老齢基礎年金を受給している65歳以
上の方で、以下の要件をすべて満たし
ている方

　　・世帯員全員の市町村民税が非課税で
ある

　　・年金収入額とその他所得額の合計が
約88万円以下である　

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し
ている方で、前年の所得額が約472万
円以下の方

①新たに年金生活者支援給付金を受給
される方
対象者には、日本年金機構から請求手
続きのご案内が8月末以降、順次送付さ
れます。同封の簡易請求書（はがき型）を
提出してください。

②年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所
または市区町村で請求手続きをしてくだ
さい。

※なお、現在受給中で、今年度も引き続き
支給要件に該当する方は、原則手続きは
不要です。

申

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞い
たり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。年金生活者支援給付金のご請求で
お困りになったときは上記専用ダイヤルへお電話ください。

これらを通算して
10年以上

　老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間（保険料免除期間などを含む受給資格期間）が10年以上
ある方が、原則として65歳になってから受給できるものです。20歳～60歳になるまでの40年間納付
した場合に、満額の老齢基礎年金（令和4年度は777,800円）が受給できます。
年金を受けるために必要な期間（受給資格期間）
①国民年金の保険料を納付した期間
②国民年金の保険料の免除などを受けた期間（注１）
③昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
④第３号被保険者であった期間
⑤合算対象期間（カラ期間）（注２）
注１：４分の３免除、半額免除、４分の１免除の承認を受けた期間は、それぞれ４分の１納付、半額納付、４分の３

を納付しないと未納扱いとなり受給資格期間には含まれません。
注２：年金額には反映されませんが、受給資格期間に反映される期間です。
　　例えば、昭和36年4月～昭和61年3月までの期間で、厚生年金保険等加入者の配偶者で任意加入しな

かった期間（20歳以上60歳未満の期間に限る）、また、昭和36年4月～平成3年3月までの期間で、任意加
入対象であった学生が任意加入しなかった期間（20歳以上60歳未満の期間に限る）などがあります。
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ふくし通信

成年後見制度・市民後見人について
　成年後見制度とは、認知症、知的障がいまたは精神障がい
などにより判断能力が不十分な人が生活をしていくうえで不
利益を被ることがないよう、財産管理や契約などの支援を行
う「成年後見人」等を家庭裁判所に決めてもらう制度です。
　「成年後見人」等は、弁護士等の専門職の他、親族、「市民
後見人」も選任されています。
　「市民後見人」とは、養成研修を受講するなどして成年後
見人等として必要な知識を得た地域住民の中から、家庭裁
判所が「成年後見人」等として選任した方です。
　現在、成年後見制度の利用が進む中で「成年後見人」等
の担い手不足が懸念されており、「市民後見人」が果たす役
割が期待されています。

被後見人
（利用者）

弁護士等の
専門職 親族 市民後見人

家庭裁判所

後見人

成年後見
制度の申請

後見人の
選任

財産管理・
契約の支援

長崎県社会福祉協議会　☎846-8807問

【基礎編】
　1日目：11月10日㊍12時45分～17時
　2日目：11月17日㊍13時～17時
　3日目：11月24日㊍13時～17時

【応用編】
　1日目：12月 8 日㊍12時45分～17時
　2日目：12月15日㊍13時～17時
　3日目：12月22日㊍13時～17時

時

長与町老人福祉センター所
①町内在住で、権利擁護の普及推進に興味がある方　②原則として、全てのカリキュラムを受講できる方対
20名　※先着順。定員になり次第締め切ります。定 無料料
申込書を町社会福祉協議会へ提出（申込書は町社協窓口または県社会福祉協議会ホームページで入手可）申
10月31日㊊〆

令和4年度長与町市民後見人候補者養成研修を実施します

消費者注意報
不安をあおり契約させる「点検商法」に注意！

　突然家に訪ねてきた業者に屋根や床下の点検を無料で行うと言
われ、点検を頼むと「屋根に隙間がある。修理が必要。このままでは
大変なことになる。湿気が酷い。壁が腐る。」などと言われ、不安にな
り高額な工事契約を結んでしまったという相談が後を絶ちません。
　また、工事以外にも布団の点検や水道水の検査などで「ダニが一
杯。こんなに汚れた水を飲んでいると病気になる。」などと言って、高
い羽毛布団や浄水器などを売りつけることもあります。

事
例

その場で契約せずに冷静に
　業者は「今日契約するなら特別に値引きする」「商品は残りわずか」などと契約を急がせようとしますが、その場
で契約してはいけません。工事や商品の契約が必要かどうかは、家族や周りの人にも相談しましょう。また、業者の
説明を鵜呑みにせず、他の業者に調べてもらったり、見積書をとったりして、冷静になって十分に検討しましょう。

クーリング・オフ
　訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け
取ってから8日以内であればクーリング・オフ（無
条件契約解除）が可能です。期限を過ぎても契約
解除ができるケースもあります。

☆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。

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

問

無
料
で
点
検
し
ま
す
よ
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ある方が、原則として65歳になってから受給できるものです。20歳～60歳になるまでの40年間納付
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