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I n fo rmat ion  Board
くらし　情報の

令和５年二十歳のつどい
（旧成人式）

問 生涯学習課　☎801-5682
　１月８日㊐
　【午前の部】
　長与中・高田中・
　その他の卒業生対象
　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

健康・福祉・介護

教　育

集団健診（２月）の
お知らせ

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

小学生～高校生のための
春休み海外研修交流事業

参加者募集

問 国際青少年研修協会　
☎03-6825-3130

　海外生活を通して、国際感覚を養うこ
とを目的に実施します。初めて海外へ行
かれる方も安心して参加できるように事
前説明会や研修会も実施し、準備からサ
ポートします。
時 ３月26日㊐～４月６日㊍の内
７～12日間

所 イギリス・オーストラリア・カナダ・サ
イパン・ハワイ・カンボジア・ネパール

対 小３～高３の方まで

定 各 10 名
料 348,000 円～ 788,000 円
申 電話で申込み
〆 １月12日㊍、１月25日㊌
 （コースにより異なる）

他 日程や料金などはコー
スにより異なります。
詳しくは国際青少年研
修協会のホームページ
をご覧ください▶

内 ホームステイ・野外活動など。オンラ
イン式の事前説明会があります。

長与町認知症カフェ
「ながよみかんカフェ」

●1月のテーマ　事業所・施設の紹介

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

時 １月27日㊎13時30分～15時30分

他 コロナ感染状況によっては、中止と
なる場合があります。

所 老人福祉センター大ホール 料 100 円

令和５年度岡田甲子男
記念奨学財団奨学生募集

問（財）岡田甲子男記念奨学財団
☎0956-24-0011

所 町民文化ホール

対 平成 14 年４月２日～
平成 15 年４月１日生まれの方
町外に転出している方も参加するこ
とができます。

他  駐車場利用時間
午前の部：12 時 30 分まで
午後の部：12 時 30 分から
ご利用にご協力をお願いします。

※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。
　詳しくは町ホーム
　ページでご確認
　ください▶

内  貸与奨学金月額（無利子、他と併用可）
大学、短大、専修：50,000円
高専：30,000円～50,000円
 給付奨学金月額（返還不要）
引き続き大学院へ進学する人：
70,000円
●貸与奨学金償還方法
　卒業後、10年間（一部の人は5年）
　で返還

〆  募集期間
２月22日㊌～
４月24日㊊（必着）

知的障害
「ピアサポート相談会」

問 長与町手をつなぐ育成会事務局
山口　☎090-8831-0706　
池下　☎080-5259-6449

時 ２月14日㊋10時～12時
所 老人福祉センター２階和室
対 年齢・会員不問

他 新型コロナウイルス感染防止のため
中止する可能性がありますので、事
前にお問合せください。

内 １人で抱え込まず、知的障害児（者）
に関わる皆さまで悩みを話し合いま
せんか？ピア（当事者・家族）だから
こそ分かること、話せることがきっと
あると思います。

対・大学生（大学院）、短大生（高専）、
専修生への新入学生
・奨学生として相応しい人
・保護者が県内に住居を有する人

詳しくはホームページ
をご覧ください▶

時 ２月11日㊏午前中
所 長与町公民館

医療機関での受診も可能です。
詳しくは令和４年４月、各世帯配布
の「令和４年度長与町健康診査のお
知らせ」をご覧ください。

〆  申込期間
１月16日㊊～26日㊍

受診券（令和４年５月発送済）が必要です。
 国民健康保険加入者
・40～74歳の男女→【特定健診】
 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】

対 内

他

集団健診について▶
（町ホームページ）

所有者のいない猫に対する
不妊・去勢手術への補助を

行っています

問 住民環境課環境係　☎801-5824

料 自己負担額 １頭につき2,000 円
申 ①町へ申請

②申請に対する
　決定・不決定
③（決定の場合）
　・手術の依頼
　・手術料の支払い
　・猫の持ち込み、
　　引き取り
④手術の実施

対 以下の条件を満たす猫
・町内に生息する猫
・所有者がいない猫
・生後５か月未満でない。体重２㎏
未満でない。削痩が著しくない。

町

動物病院

申請者

③ ④

②①

〆 ３月17日㊎
※予算が無くなり
　次第終了

詳しくはホームぺージ
をご覧ください▶
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子どもたちのかわいい「つぶやき」で
少し和んでみませんか？「こどものつぶやき」

文責 高田保育所

外遊びの時間
夏に外で遊んでいた子ども
が、「先生もはだかんぼに
なって」と言われ、「えっ…」
と思った保育士。はだしの
ことでした…（ 2 歳児）

変身した!?
コオロギの赤ちゃんを手に
捕まえていた子ども。いつ
の間にかいなくなり「あれ、
コウモリがいなくなっちゃっ
た…」と。（ 2 歳児）

英語の読み聞かせにて…
先生「馬は英語で何て言うか分かる？」子ども「u—ma!!」
先生「蛙は英語で何て言うか分かる？」子ども「ke—ro!!」
素晴らしい‼ （ 5 歳児）

令和 4 年度長与町児童虐待防止研修会が開催されました！

　11月28日、町水道局を会場にオンライン参加と合わせて約
100人の子育て関係者が参加しました。長崎県スクールカウンセ
ラーで臨床心理士の長野真基子様を講師としてお招きし、「児
童虐待について～その影響と我々ができること～」と題してお話
していただきました。医療・保健・福祉分野における経験を交え
た講演に、皆さん熱心に聴き入っておられました。
　児童虐待に対しては、正しい知識を持ち、虐待に陥った原因を
解決出来るよう、また、虐待を受けた子供の心身の発達を支え
ることができるよう、子どもだけでなく家庭全体に対するサポー
トが必要です。そのためには、行政だけでなく、地域の皆さんの
力も必要です。長与町が子育てしやすい町、子どもにとって安心
して成長していける町となるよう、今後ともご協力お願いします。

講演の一部をご紹介します。
●被虐待児へのケア
　安心感を与える。自分が大事にされていると思える日常の体験（挨拶や声掛け、ささいなほめ言葉）
　 個別のケア（感情の共有共感、感情のコントロール・対処行動がとれることを教え支える）
　自尊心の回復に向けての勇気づけ（「悪いのは君ではない」）
●支援者として我々に出来ること　
　あるがまま、長所も短所もそのままに受け止める（加害行動も受容・気持ちを理解する）
　「共感」する。感情や心的状態を、内面から理解する（「わからないことが当然ある」ことも含めて）
●保護者の支援ニーズの把握（傾聴、共感から）   
●ネットワークの重要性。関わる大人が支え合う → 大人が顔見知りになる
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くらし一般家庭・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

リサイクルできる紙類
分類 令和4年11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

12,680kg
8,850kg
18,010kg
870kg

40,410kg

▲2,310kg
▲3,350kg
▲4,270kg
▲410kg

▲10,340kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比

11月分 523,880kg ▲61,710kg
累計 4,530,340kg ▲211,760kg

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
町県民税第４期の納期限は

１月31日㊋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。

問 税務課住民税係　☎801-5785

生ごみ処理機器の
購入補助金を交付しています

問 住民環境課環境係　☎801-5824

内  補助額 購入費（税抜価格）の1/2
  　　　※100円未満切り捨て
 限度額（1基あたり）
・生ごみ処理容器：5,000円
  （１世帯につき１年間２基まで）
・電動式・非電動式生ごみ処理機
  ：25,000円
（1世帯につき5年間1基まで）
 交付方法 口座振り込み

申  必要書類を窓口へ提出
 申請に必要なもの
・申請書（申請者名は世帯主）
・印鑑（認印でも可）
・領収書（購入者(世帯主)の氏名、機
器の品名が分かるもの）
・補助金の振込先口座が確認できる
もの（口座名義が世帯主以外の場
合は別途委任状が必要）
・生ごみ処理機の場合は、設置後の
写真

定 予算がなくなり次第終了

　家庭から出る生ごみの減量化を図る
ため、生ごみ処理機の購入を検討してみ
ませんか？

11月末時点でまだ予算あります
ので、申請希望の方はお早めに！

詳しくはホームページを
ご確認ください▶

町営住宅の入居者を
募集します

料  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・身体障害者などにつ
いては、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に
ついては、収入基準に緩和措置あり
  （15.8万円／月→21.4万円／月）

〆 １月25日㊌

申 下記書類を土木管理課へ提出
（受付：平日のみ）
 提出書類 （土木管理課で配布）
・町営住宅入居者申込書
・住宅困窮の現状及び住宅状況申告書

定  岡　岬 ３戸
　　　 （３DK・２階、３階、４階各1戸）
 東高田 １戸（３LDK・２階）
※１世帯につき１台駐車場の空きあり

対 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町内在住もしくは在勤の方
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

所  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

時  抽選予定日時
１月30日㊊14時～
※仮当選者および４月28日㊎までに
　空家が生じた場合の補欠仮当選
　者を抽選

土木管理課住宅係☎801-5835申 問

人権相談・行政
困りごとなんでも相談

　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】

　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）】

問 総務課行政係　☎801-5781

時
所

● １月17日㊋　13時～16時 
　 上長与地区公民館

時
所

● ２月21日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

時 月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110

　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。
長崎行政監視行政相談センター

☎849-1100

人権相談

行政困りごとなんでも相談

テレビの「受信障害」対策を
実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）

 受付時間 ９時～22時（年中無休）
●携帯電話などで利用する電波帯の拡
大に伴い、町内の一部地域において、
テレビの映像が乱れる可能性があり
ます。（※ケーブルテレビや光ケーブル
で地デジをご覧の場合は影響ありま
せん。）
　受信障害が起きそうなお宅や、そうな
る可能性が高いお宅には、対策員が
訪問・確認のうえ、対策作業を無料で
実施します。

※対象となる地区には、あらかじめお知
らせをお届けしています。
　費用は一切かかりません。また物品の
販売をすることもありません。
●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。
　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問合せください。

１月10日㊋は「110番の日」

問 時津警察署　　　　☎881-0110
警察相談専用電話　♯9110

 110番は事件・事故の際の緊急電話です
　緊急でない要件（運転免許証の更新、
落とし物の届出など）は「時津警察署」へ。
相談は「警察相談専用電話」または「時
津警察署」へご連絡ください。
 携帯電話で110番通報を行う場合の注意事項
・発生場所の地番、目標物を確認してください
（例）コンビニ、バス停、ガソリンスタンド、
　　九州電力の電柱に取り付けられている
　　数字（下から２ｍくらいの高さにある
　　縦長の白色プレートに記載）など
・通話中は可能な限り移動しないでください

令和4年度第3回
危険物取扱者試験

準備講習会

申 詳しくはお問合せください
〆 1月13日㊎

料

内  試験の種類 乙種第４類
 講習科目 
①危険物に関する法令、②危険物施
設の技術上の基準、③基礎的な物理
学および基礎的な化学、④危険物の
性質ならびにその火災予防および消
火の方法

所 長崎県勤労福祉会館３階大会議室
時 1月24日㊋～25日㊌９時～17時

（一社）長崎県危険物安全協会
☎825-8479　 FAX825-8481

申 問

 会員・学生 12,100円
 非会員 15,000円

保健指導員募集

定 若干名

〆 １月31日㊋

申  下記書類を健康保険課へ提出。郵送可。
・令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（窓口・町ホームぺージ
で入手可）
・保健師または管理栄養士免許の写し

時  試験日 ２月上旬予定（面接）
内  職種 保健師または管理栄養士

 業務内容
特定保健指導・重症化予防指導およ
び業務にかかる事務（要普通自動車
免許）
 給与 211,700円
 勤務時間 月曜日～金曜日　
８時45分～17時
（土日祝日休み、勤務時間応相談）
 任用開始
令和５年４月～令和６年３月
（令和５年３月に引継ぎのため
勤務する可能性あり）

健康保険課　☎801-5820申 問

母子保健推進員募集

〆 ２月３日㊎
他 面接後、採用を決定。

申 応募用紙（こども政策課窓口・町ホー
ムぺージで入手可）を郵送または窓
口へ提出

定 ７人

内  活動内容
①担当地区の乳幼児への家庭訪問
②乳幼児健診、相談事業のお手伝い
③会議、研修会への参加
④担当地区を中心とした子育て支
　援に関すること
 活動開始 ４月～
 任期 ２年（再任あり）　 報酬 謝礼あり

対 子育て支援に興味のある方（資格不問）

こども政策課母子保健係
☎801－5881

申 問

求　人

令和5年度長与・時津環境施設組合
パートタイム会計年度

任用職員　募集

長与・時津環境施設組合管理課
☎865-9386

申 問

時  試験 ３月初旬ごろ予定
（受付確認後、後日通知）

対 1.長与町または時津町に在住の者
2.ワープロまたは表計算などの入力
　作業ができる者
3.高等学校卒業程度の知識を有する者

〆

申 以下の書類を提出
・所定の申込書　・面接カード
・資格などの写し

定 １人

内  勤務内容 一般事務補助
 給料 月額123,019～139,548円
（時間外手当は除く）
 勤務時間 平日９時～17時
（休憩1時間、時間外勤務あり）
 休日 土曜日・日曜日・祝日
 勤務地 長与・時津環境施設組合事務局
 雇用期間 令和５年４月１日～

令和６年３月31日
 手当 通勤手当：片道2㎞以上からあり
　　   期末手当：あり
　　   勤勉手当：なし
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険あり

１月５日㊍～２月20日㊊
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （土・日祝日除く）

自衛隊「ソレ、できます！」
動画のご紹介

問 琴海地域事務所　☎884-2809
　自衛隊職域が広く様々な局面で活躍
できる自衛官の仕事とその「やりがい」
をより多くの人に知ってもらうことを目
的とした動画です。
　現役自衛官たちが自ら撮影し、職場の
「リアルな雰囲気」と「生の声」を届けて
います。

検索ソレ、できます！

住民環境課
会計年度任用職員
（一般事務）募集

内

定 １人
申 令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（住民環境課窓口・町
ホームぺージで入手可）を郵送また
は窓口へ提出

〆 1月19日㊍必着
他 面接後、採用を決定

住民環境課住民係 ☎801-5825申 問

 職務内容 一般事務員
（パソコン操作・窓口業務など）
 時給 926円
 勤務時間 月曜日～金曜日 ９時～17時
 勤務場所 住民環境課住民係（役場１階）
 通勤手当 有（通勤距離２km以上）
 期末手当 有
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険 有

長与町立児童館
児童厚生員募集

問 こども政策課子育て支援係
☎801-5886

対 令和5年4月から勤務
していただける方

〆 1月31日㊋
詳しくはこちら▶
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くらし　情報のくらし　情報の 問 問合せ 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

リサイクルできる紙類
分類 令和4年11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

12,680kg
8,850kg
18,010kg
870kg

40,410kg

▲2,310kg
▲3,350kg
▲4,270kg
▲410kg

▲10,340kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比

11月分 523,880kg ▲61,710kg
累計 4,530,340kg ▲211,760kg

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
町県民税第４期の納期限は

１月31日㊋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。

問 税務課住民税係　☎801-5785

生ごみ処理機器の
購入補助金を交付しています

問 住民環境課環境係　☎801-5824

内  補助額 購入費（税抜価格）の1/2
  　　　※100円未満切り捨て
 限度額（1基あたり）
・生ごみ処理容器：5,000円
  （１世帯につき１年間２基まで）
・電動式・非電動式生ごみ処理機
  ：25,000円
（1世帯につき5年間1基まで）
 交付方法 口座振り込み

申  必要書類を窓口へ提出
 申請に必要なもの
・申請書（申請者名は世帯主）
・印鑑（認印でも可）
・領収書（購入者(世帯主)の氏名、機
器の品名が分かるもの）
・補助金の振込先口座が確認できる
もの（口座名義が世帯主以外の場
合は別途委任状が必要）
・生ごみ処理機の場合は、設置後の
写真

定 予算がなくなり次第終了

　家庭から出る生ごみの減量化を図る
ため、生ごみ処理機の購入を検討してみ
ませんか？

11月末時点でまだ予算あります
ので、申請希望の方はお早めに！

詳しくはホームページを
ご確認ください▶

町営住宅の入居者を
募集します

料  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・身体障害者などにつ
いては、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に
ついては、収入基準に緩和措置あり
  （15.8万円／月→21.4万円／月）

〆 １月25日㊌

申 下記書類を土木管理課へ提出
（受付：平日のみ）
 提出書類 （土木管理課で配布）
・町営住宅入居者申込書
・住宅困窮の現状及び住宅状況申告書

定  岡　岬 ３戸
　　　 （３DK・２階、３階、４階各1戸）
 東高田 １戸（３LDK・２階）
※１世帯につき１台駐車場の空きあり

対 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町内在住もしくは在勤の方
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

所  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

時  抽選予定日時
１月30日㊊14時～
※仮当選者および４月28日㊎までに
　空家が生じた場合の補欠仮当選
　者を抽選

土木管理課住宅係☎801-5835申 問

人権相談・行政
困りごとなんでも相談

　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】

　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）】

問 総務課行政係　☎801-5781

時
所

● １月17日㊋　13時～16時 
　 上長与地区公民館

時
所

● ２月21日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

時 月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110

　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。
長崎行政監視行政相談センター

☎849-1100

人権相談

行政困りごとなんでも相談

テレビの「受信障害」対策を
実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）

 受付時間 ９時～22時（年中無休）
●携帯電話などで利用する電波帯の拡
大に伴い、町内の一部地域において、
テレビの映像が乱れる可能性があり
ます。（※ケーブルテレビや光ケーブル
で地デジをご覧の場合は影響ありま
せん。）
　受信障害が起きそうなお宅や、そうな
る可能性が高いお宅には、対策員が
訪問・確認のうえ、対策作業を無料で
実施します。

※対象となる地区には、あらかじめお知
らせをお届けしています。
　費用は一切かかりません。また物品の
販売をすることもありません。
●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。
　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問合せください。

１月10日㊋は「110番の日」

問 時津警察署　　　　☎881-0110
警察相談専用電話　♯9110

 110番は事件・事故の際の緊急電話です
　緊急でない要件（運転免許証の更新、
落とし物の届出など）は「時津警察署」へ。
相談は「警察相談専用電話」または「時
津警察署」へご連絡ください。
 携帯電話で110番通報を行う場合の注意事項
・発生場所の地番、目標物を確認してください
（例）コンビニ、バス停、ガソリンスタンド、
　　九州電力の電柱に取り付けられている
　　数字（下から２ｍくらいの高さにある
　　縦長の白色プレートに記載）など
・通話中は可能な限り移動しないでください

令和4年度第3回
危険物取扱者試験

準備講習会

申 詳しくはお問合せください
〆 1月13日㊎

料

内  試験の種類 乙種第４類
 講習科目 
①危険物に関する法令、②危険物施
設の技術上の基準、③基礎的な物理
学および基礎的な化学、④危険物の
性質ならびにその火災予防および消
火の方法

所 長崎県勤労福祉会館３階大会議室
時 1月24日㊋～25日㊌９時～17時

（一社）長崎県危険物安全協会
☎825-8479　 FAX825-8481

申 問

 会員・学生 12,100円
 非会員 15,000円

保健指導員募集

定 若干名

〆 １月31日㊋

申  下記書類を健康保険課へ提出。郵送可。
・令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（窓口・町ホームぺージ
で入手可）
・保健師または管理栄養士免許の写し

時  試験日 ２月上旬予定（面接）
内  職種 保健師または管理栄養士

 業務内容
特定保健指導・重症化予防指導およ
び業務にかかる事務（要普通自動車
免許）
 給与 211,700円
 勤務時間 月曜日～金曜日　
８時45分～17時
（土日祝日休み、勤務時間応相談）
 任用開始
令和５年４月～令和６年３月
（令和５年３月に引継ぎのため
勤務する可能性あり）

健康保険課　☎801-5820申 問

母子保健推進員募集

〆 ２月３日㊎
他 面接後、採用を決定。

申 応募用紙（こども政策課窓口・町ホー
ムぺージで入手可）を郵送または窓
口へ提出

定 ７人

内  活動内容
①担当地区の乳幼児への家庭訪問
②乳幼児健診、相談事業のお手伝い
③会議、研修会への参加
④担当地区を中心とした子育て支
　援に関すること
 活動開始 ４月～
 任期 ２年（再任あり）　 報酬 謝礼あり

対 子育て支援に興味のある方（資格不問）

こども政策課母子保健係
☎801－5881

申 問

求　人

令和5年度長与・時津環境施設組合
パートタイム会計年度

任用職員　募集

長与・時津環境施設組合管理課
☎865-9386

申 問

時  試験 ３月初旬ごろ予定
（受付確認後、後日通知）

対 1.長与町または時津町に在住の者
2.ワープロまたは表計算などの入力
　作業ができる者
3.高等学校卒業程度の知識を有する者

〆

申 以下の書類を提出
・所定の申込書　・面接カード
・資格などの写し

定 １人

内  勤務内容 一般事務補助
 給料 月額123,019～139,548円
（時間外手当は除く）
 勤務時間 平日９時～17時
（休憩1時間、時間外勤務あり）
 休日 土曜日・日曜日・祝日
 勤務地 長与・時津環境施設組合事務局
 雇用期間 令和５年４月１日～

令和６年３月31日
 手当 通勤手当：片道2㎞以上からあり
　　   期末手当：あり
　　   勤勉手当：なし
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険あり

１月５日㊍～２月20日㊊
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （土・日祝日除く）

自衛隊「ソレ、できます！」
動画のご紹介

問 琴海地域事務所　☎884-2809
　自衛隊職域が広く様々な局面で活躍
できる自衛官の仕事とその「やりがい」
をより多くの人に知ってもらうことを目
的とした動画です。
　現役自衛官たちが自ら撮影し、職場の
「リアルな雰囲気」と「生の声」を届けて
います。

検索ソレ、できます！

住民環境課
会計年度任用職員
（一般事務）募集

内

定 １人
申 令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（住民環境課窓口・町
ホームぺージで入手可）を郵送また
は窓口へ提出

〆 1月19日㊍必着
他 面接後、採用を決定

住民環境課住民係 ☎801-5825申 問

 職務内容 一般事務員
（パソコン操作・窓口業務など）
 時給 926円
 勤務時間 月曜日～金曜日 ９時～17時
 勤務場所 住民環境課住民係（役場１階）
 通勤手当 有（通勤距離２km以上）
 期末手当 有
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険 有

長与町立児童館
児童厚生員募集

問 こども政策課子育て支援係
☎801-5886

対 令和5年4月から勤務
していただける方

〆 1月31日㊋
詳しくはこちら▶
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くらし一般家庭・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

リサイクルできる紙類
分類 令和4年11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

12,680kg
8,850kg
18,010kg
870kg

40,410kg

▲2,310kg
▲3,350kg
▲4,270kg
▲410kg

▲10,340kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比

11月分 523,880kg ▲61,710kg
累計 4,530,340kg ▲211,760kg

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
町県民税第４期の納期限は

１月31日㊋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。

問 税務課住民税係　☎801-5785

生ごみ処理機器の
購入補助金を交付しています

問 住民環境課環境係　☎801-5824

内  補助額 購入費（税抜価格）の1/2
  　　　※100円未満切り捨て
 限度額（1基あたり）
・生ごみ処理容器：5,000円
  （１世帯につき１年間２基まで）
・電動式・非電動式生ごみ処理機
  ：25,000円
（1世帯につき5年間1基まで）
 交付方法 口座振り込み

申  必要書類を窓口へ提出
 申請に必要なもの
・申請書（申請者名は世帯主）
・印鑑（認印でも可）
・領収書（購入者(世帯主)の氏名、機
器の品名が分かるもの）
・補助金の振込先口座が確認できる
もの（口座名義が世帯主以外の場
合は別途委任状が必要）
・生ごみ処理機の場合は、設置後の
写真

定 予算がなくなり次第終了

　家庭から出る生ごみの減量化を図る
ため、生ごみ処理機の購入を検討してみ
ませんか？

11月末時点でまだ予算あります
ので、申請希望の方はお早めに！

詳しくはホームページを
ご確認ください▶

町営住宅の入居者を
募集します

料  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・身体障害者などにつ
いては、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に
ついては、収入基準に緩和措置あり
  （15.8万円／月→21.4万円／月）

〆 １月25日㊌

申 下記書類を土木管理課へ提出
（受付：平日のみ）
 提出書類 （土木管理課で配布）
・町営住宅入居者申込書
・住宅困窮の現状及び住宅状況申告書

定  岡　岬 ３戸
　　　 （３DK・２階、３階、４階各1戸）
 東高田 １戸（３LDK・２階）
※１世帯につき１台駐車場の空きあり

対 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町内在住もしくは在勤の方
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

所  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

時  抽選予定日時
１月30日㊊14時～
※仮当選者および４月28日㊎までに
　空家が生じた場合の補欠仮当選
　者を抽選

土木管理課住宅係☎801-5835申 問

人権相談・行政
困りごとなんでも相談

　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】

　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）】

問 総務課行政係　☎801-5781

時
所

● １月17日㊋　13時～16時 
　 上長与地区公民館

時
所

● ２月21日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

時 月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110

　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。
長崎行政監視行政相談センター

☎849-1100

人権相談

行政困りごとなんでも相談

テレビの「受信障害」対策を
実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）

 受付時間 ９時～22時（年中無休）
●携帯電話などで利用する電波帯の拡
大に伴い、町内の一部地域において、
テレビの映像が乱れる可能性があり
ます。（※ケーブルテレビや光ケーブル
で地デジをご覧の場合は影響ありま
せん。）
　受信障害が起きそうなお宅や、そうな
る可能性が高いお宅には、対策員が
訪問・確認のうえ、対策作業を無料で
実施します。

※対象となる地区には、あらかじめお知
らせをお届けしています。
　費用は一切かかりません。また物品の
販売をすることもありません。
●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。
　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問合せください。

１月10日㊋は「110番の日」

問 時津警察署　　　　☎881-0110
警察相談専用電話　♯9110

 110番は事件・事故の際の緊急電話です
　緊急でない要件（運転免許証の更新、
落とし物の届出など）は「時津警察署」へ。
相談は「警察相談専用電話」または「時
津警察署」へご連絡ください。
 携帯電話で110番通報を行う場合の注意事項
・発生場所の地番、目標物を確認してください
（例）コンビニ、バス停、ガソリンスタンド、
　　九州電力の電柱に取り付けられている
　　数字（下から２ｍくらいの高さにある
　　縦長の白色プレートに記載）など
・通話中は可能な限り移動しないでください

令和4年度第3回
危険物取扱者試験

準備講習会

申 詳しくはお問合せください
〆 1月13日㊎

料

内  試験の種類 乙種第４類
 講習科目 
①危険物に関する法令、②危険物施
設の技術上の基準、③基礎的な物理
学および基礎的な化学、④危険物の
性質ならびにその火災予防および消
火の方法

所 長崎県勤労福祉会館３階大会議室
時 1月24日㊋～25日㊌９時～17時

（一社）長崎県危険物安全協会
☎825-8479　 FAX825-8481

申 問

 会員・学生 12,100円
 非会員 15,000円

保健指導員募集

定 若干名

〆 １月31日㊋

申  下記書類を健康保険課へ提出。郵送可。
・令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（窓口・町ホームぺージ
で入手可）
・保健師または管理栄養士免許の写し

時  試験日 ２月上旬予定（面接）
内  職種 保健師または管理栄養士

 業務内容
特定保健指導・重症化予防指導およ
び業務にかかる事務（要普通自動車
免許）
 給与 211,700円
 勤務時間 月曜日～金曜日　
８時45分～17時
（土日祝日休み、勤務時間応相談）
 任用開始
令和５年４月～令和６年３月
（令和５年３月に引継ぎのため
勤務する可能性あり）

健康保険課　☎801-5820申 問

母子保健推進員募集

〆 ２月３日㊎
他 面接後、採用を決定。

申 応募用紙（こども政策課窓口・町ホー
ムぺージで入手可）を郵送または窓
口へ提出

定 ７人

内  活動内容
①担当地区の乳幼児への家庭訪問
②乳幼児健診、相談事業のお手伝い
③会議、研修会への参加
④担当地区を中心とした子育て支
　援に関すること
 活動開始 ４月～
 任期 ２年（再任あり）　 報酬 謝礼あり

対 子育て支援に興味のある方（資格不問）

こども政策課母子保健係
☎801－5881

申 問

求　人

令和5年度長与・時津環境施設組合
パートタイム会計年度

任用職員　募集

長与・時津環境施設組合管理課
☎865-9386

申 問

時  試験 ３月初旬ごろ予定
（受付確認後、後日通知）

対 1.長与町または時津町に在住の者
2.ワープロまたは表計算などの入力
　作業ができる者
3.高等学校卒業程度の知識を有する者

〆

申 以下の書類を提出
・所定の申込書　・面接カード
・資格などの写し

定 １人

内  勤務内容 一般事務補助
 給料 月額123,019～139,548円
（時間外手当は除く）
 勤務時間 平日９時～17時
（休憩1時間、時間外勤務あり）
 休日 土曜日・日曜日・祝日
 勤務地 長与・時津環境施設組合事務局
 雇用期間 令和５年４月１日～

令和６年３月31日
 手当 通勤手当：片道2㎞以上からあり
　　   期末手当：あり
　　   勤勉手当：なし
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険あり

１月５日㊍～２月20日㊊
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （土・日祝日除く）

自衛隊「ソレ、できます！」
動画のご紹介

問 琴海地域事務所　☎884-2809
　自衛隊職域が広く様々な局面で活躍
できる自衛官の仕事とその「やりがい」
をより多くの人に知ってもらうことを目
的とした動画です。
　現役自衛官たちが自ら撮影し、職場の
「リアルな雰囲気」と「生の声」を届けて
います。

検索ソレ、できます！

住民環境課
会計年度任用職員
（一般事務）募集

内

定 １人
申 令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（住民環境課窓口・町
ホームぺージで入手可）を郵送また
は窓口へ提出

〆 1月19日㊍必着
他 面接後、採用を決定

住民環境課住民係 ☎801-5825申 問

 職務内容 一般事務員
（パソコン操作・窓口業務など）
 時給 926円
 勤務時間 月曜日～金曜日 ９時～17時
 勤務場所 住民環境課住民係（役場１階）
 通勤手当 有（通勤距離２km以上）
 期末手当 有
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険 有

長与町立児童館
児童厚生員募集

問 こども政策課子育て支援係
☎801-5886

対 令和5年4月から勤務
していただける方

〆 1月31日㊋
詳しくはこちら▶
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くらし一般家庭・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

リサイクルできる紙類
分類 令和4年11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

12,680kg
8,850kg
18,010kg
870kg

40,410kg

▲2,310kg
▲3,350kg
▲4,270kg
▲410kg

▲10,340kg

もやせるごみ
月 令和４年度 前年度比

11月分 523,880kg ▲61,710kg
累計 4,530,340kg ▲211,760kg

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
町県民税第４期の納期限は

１月31日㊋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。

問 税務課住民税係　☎801-5785

生ごみ処理機器の
購入補助金を交付しています

問 住民環境課環境係　☎801-5824

内  補助額 購入費（税抜価格）の1/2
  　　　※100円未満切り捨て
 限度額（1基あたり）
・生ごみ処理容器：5,000円
  （１世帯につき１年間２基まで）
・電動式・非電動式生ごみ処理機
  ：25,000円
（1世帯につき5年間1基まで）
 交付方法 口座振り込み

申  必要書類を窓口へ提出
 申請に必要なもの
・申請書（申請者名は世帯主）
・印鑑（認印でも可）
・領収書（購入者(世帯主)の氏名、機
器の品名が分かるもの）
・補助金の振込先口座が確認できる
もの（口座名義が世帯主以外の場
合は別途委任状が必要）
・生ごみ処理機の場合は、設置後の
写真

定 予算がなくなり次第終了

　家庭から出る生ごみの減量化を図る
ため、生ごみ処理機の購入を検討してみ
ませんか？

11月末時点でまだ予算あります
ので、申請希望の方はお早めに！

詳しくはホームページを
ご確認ください▶

町営住宅の入居者を
募集します

料  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・身体障害者などにつ
いては、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に
ついては、収入基準に緩和措置あり
  （15.8万円／月→21.4万円／月）

〆 １月25日㊌

申 下記書類を土木管理課へ提出
（受付：平日のみ）
 提出書類 （土木管理課で配布）
・町営住宅入居者申込書
・住宅困窮の現状及び住宅状況申告書

定  岡　岬 ３戸
　　　 （３DK・２階、３階、４階各1戸）
 東高田 １戸（３LDK・２階）
※１世帯につき１台駐車場の空きあり

対 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町内在住もしくは在勤の方
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

所  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

時  抽選予定日時
１月30日㊊14時～
※仮当選者および４月28日㊎までに
　空家が生じた場合の補欠仮当選
　者を抽選

土木管理課住宅係☎801-5835申 問

人権相談・行政
困りごとなんでも相談

　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】

　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）】

問 総務課行政係　☎801-5781

時
所

● １月17日㊋　13時～16時 
　 上長与地区公民館

時
所

● ２月21日㊋　13時～16時
　 ふれあいセンター

時 月曜日～金曜日
８時30分～17時15分(祝日を除く)

所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110

　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。
長崎行政監視行政相談センター

☎849-1100

人権相談

行政困りごとなんでも相談

テレビの「受信障害」対策を
実施しています

問 700MHzテレビ受信障害対策
コールセンター 
☎0120-700-012（フリーダイヤル）

 受付時間 ９時～22時（年中無休）
●携帯電話などで利用する電波帯の拡
大に伴い、町内の一部地域において、
テレビの映像が乱れる可能性があり
ます。（※ケーブルテレビや光ケーブル
で地デジをご覧の場合は影響ありま
せん。）
　受信障害が起きそうなお宅や、そうな
る可能性が高いお宅には、対策員が
訪問・確認のうえ、対策作業を無料で
実施します。

※対象となる地区には、あらかじめお知
らせをお届けしています。
　費用は一切かかりません。また物品の
販売をすることもありません。
●対策員は身分証明書（テレビ受信障
害対策員証）を所持しています。
　不審に感じられた際は、コールセン
ターへお問合せください。

１月10日㊋は「110番の日」

問 時津警察署　　　　☎881-0110
警察相談専用電話　♯9110

 110番は事件・事故の際の緊急電話です
　緊急でない要件（運転免許証の更新、
落とし物の届出など）は「時津警察署」へ。
相談は「警察相談専用電話」または「時
津警察署」へご連絡ください。
 携帯電話で110番通報を行う場合の注意事項
・発生場所の地番、目標物を確認してください
（例）コンビニ、バス停、ガソリンスタンド、
　　九州電力の電柱に取り付けられている
　　数字（下から２ｍくらいの高さにある
　　縦長の白色プレートに記載）など
・通話中は可能な限り移動しないでください

令和4年度第3回
危険物取扱者試験

準備講習会

申 詳しくはお問合せください
〆 1月13日㊎

料

内  試験の種類 乙種第４類
 講習科目 
①危険物に関する法令、②危険物施
設の技術上の基準、③基礎的な物理
学および基礎的な化学、④危険物の
性質ならびにその火災予防および消
火の方法

所 長崎県勤労福祉会館３階大会議室
時 1月24日㊋～25日㊌９時～17時

（一社）長崎県危険物安全協会
☎825-8479　 FAX825-8481

申 問

 会員・学生 12,100円
 非会員 15,000円

保健指導員募集

定 若干名

〆 １月31日㊋

申  下記書類を健康保険課へ提出。郵送可。
・令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（窓口・町ホームぺージ
で入手可）
・保健師または管理栄養士免許の写し

時  試験日 ２月上旬予定（面接）
内  職種 保健師または管理栄養士

 業務内容
特定保健指導・重症化予防指導およ
び業務にかかる事務（要普通自動車
免許）
 給与 211,700円
 勤務時間 月曜日～金曜日　
８時45分～17時
（土日祝日休み、勤務時間応相談）
 任用開始
令和５年４月～令和６年３月
（令和５年３月に引継ぎのため
勤務する可能性あり）

健康保険課　☎801-5820申 問

母子保健推進員募集

〆 ２月３日㊎
他 面接後、採用を決定。

申 応募用紙（こども政策課窓口・町ホー
ムぺージで入手可）を郵送または窓
口へ提出

定 ７人

内  活動内容
①担当地区の乳幼児への家庭訪問
②乳幼児健診、相談事業のお手伝い
③会議、研修会への参加
④担当地区を中心とした子育て支
　援に関すること
 活動開始 ４月～
 任期 ２年（再任あり）　 報酬 謝礼あり

対 子育て支援に興味のある方（資格不問）

こども政策課母子保健係
☎801－5881

申 問

求　人

令和5年度長与・時津環境施設組合
パートタイム会計年度

任用職員　募集

長与・時津環境施設組合管理課
☎865-9386

申 問

時  試験 ３月初旬ごろ予定
（受付確認後、後日通知）

対 1.長与町または時津町に在住の者
2.ワープロまたは表計算などの入力
　作業ができる者
3.高等学校卒業程度の知識を有する者

〆

申 以下の書類を提出
・所定の申込書　・面接カード
・資格などの写し

定 １人

内  勤務内容 一般事務補助
 給料 月額123,019～139,548円
（時間外手当は除く）
 勤務時間 平日９時～17時
（休憩1時間、時間外勤務あり）
 休日 土曜日・日曜日・祝日
 勤務地 長与・時津環境施設組合事務局
 雇用期間 令和５年４月１日～

令和６年３月31日
 手当 通勤手当：片道2㎞以上からあり
　　   期末手当：あり
　　   勤勉手当：なし
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険あり

１月５日㊍～２月20日㊊
 受付時間 平日９時～17時
　　　　  （土・日祝日除く）

自衛隊「ソレ、できます！」
動画のご紹介

問 琴海地域事務所　☎884-2809
　自衛隊職域が広く様々な局面で活躍
できる自衛官の仕事とその「やりがい」
をより多くの人に知ってもらうことを目
的とした動画です。
　現役自衛官たちが自ら撮影し、職場の
「リアルな雰囲気」と「生の声」を届けて
います。

検索ソレ、できます！

住民環境課
会計年度任用職員
（一般事務）募集

内

定 １人
申 令和４年度会計年度任用職員名簿
登録申込書（住民環境課窓口・町
ホームぺージで入手可）を郵送また
は窓口へ提出

〆 1月19日㊍必着
他 面接後、採用を決定

住民環境課住民係 ☎801-5825申 問

 職務内容 一般事務員
（パソコン操作・窓口業務など）
 時給 926円
 勤務時間 月曜日～金曜日 ９時～17時
 勤務場所 住民環境課住民係（役場１階）
 通勤手当 有（通勤距離２km以上）
 期末手当 有
 その他 有給休暇、雇用保険、社会保険 有

長与町立児童館
児童厚生員募集

問 こども政策課子育て支援係
☎801-5886

対 令和5年4月から勤務
していただける方

〆 1月31日㊋
詳しくはこちら▶
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インフォメーション information

長与町消防出初式

料理の苦手な男性向け料理教室の
体験者募集！

問  地域安全課消防防災係　☎801-5782
時���１月９日㊊
　  市中行進 11時30分～　所��町民文化ホール～長与町役場
　  分列行進 11時45分　　所��図書館前
　  放水演習 12時～　　　所��皆前橋付近

ＩＨクッキング体験会・手作りナンとカレーを作ろう！

申�・問・所  長与北部地区多目的研修集会施設　☎887-0392
時���2月28日㊋　10時～13時　定����8人　料����無料
持��エプロン・マスク　内��ナン、バターチキンカレー、サモサ
申��電話で申込み（応募者多数の場合抽選）
〆��2月13日㊊　講��九州電力ホームアドバイザー
注���IHの良さを広く体験していただくために、お申込みは

初めての方に限ります。

問  健康保険課健康増進係　☎801-5820
時���２月６日㊊10時～13時　
所��ふれあいセンター１階調理室・和室
対��町内在住の男性
内���調理実習（ちゃんぽん）および長与町健康づくり推進

員協議会※活動の体験
　  ※男性のみで活動している町のボランティア団体
定����５人（先着順）　
料����500円
申���電話で申込み
〆��１月31日㊋
他���持参品 エプロン、三角巾、手拭など
　  主催 長与町健康づくり推進員協議会

美味しいコーヒーの淹れ方教室

問  生涯学習課社会教育班　〒851-2185　嬉里郷659-1
　  ☎801-5682　FAX883-7151
　  oubo.kyoiku@nagayo.jp
時���2月18日㊏　10時～12時
所��長与町公民館1階調理室　対��町内在住の方
内���「カリオモンズコーヒー」の伊藤寛之さんを講師として、

コーヒーについて知識を深め、美味しいコーヒーの淹れ
方について学びます。コーヒー豆のお土産付きです。

定����12名（申込多数の場合、抽選）　料����1,000円
申��A、BまたはCのいずれかの方法でお申し込みください。
A： メール本文に講座名、氏名、住所、電話番号を記入の

うえ、問合せメールアドレスに送信。
B： 「往復はがき」に講座名、氏名、住所、電話番号を記入の

うえ、生涯学習課に送付。ただし、返信部分には住所、氏
名をご記入ください。

 C： 生涯学習課窓口にて、受付用紙に必要事項を記入し、
返信用の官製はがきを添えて申込み。

〆��2月1日㊌
他��持参品 マグカップ　主催 長与町社会教育推進指導員会

第 20回長崎県ねんりんピック
参加者募集

問  （公財）長崎県すこやか長寿財団
　  ☎847-5212　　　　　　
対��県内在住の60歳以上の方
　（昭和39年４月１日以前に生まれた方）
料����競技により異なる
申��各競技団体へ申込用紙（福祉課にも有り）を提出
〆��２月28日㊋
　（※生きがい作品展：４月28日㊎）

●スポーツ交流大会　
時���５月13日㊏　他 
対��長崎市、諫早市、大村市、長与町
　（種目によって異なる）
内���種目 卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、

ゲートボール、ペタンク、ゴルフ、マラソン、弓道、剣
道、グラウンド・ゴルフ、太極拳、ソフトバレーボー
ル、サッカー、水泳、ボウリング、ターゲットバードゴ
ルフ、バウンドテニス、パークゴルフ

●文化交流大会
【囲碁交流大会】
時���５月13日㊏　所��長崎県勤労福祉会館
対��アマチュア愛好者（15歳以下も可）

【ふれあい三世代交流将棋大会】
時���５月14日㊐　所��長崎県勤労福祉会館
対��アマチュア愛好者（年齢制限なし）

【健康マージャン交流大会】
時���５月14日㊐　所��マージャンハウスいでがみ
対��アマチュア愛好者

●生きがい作品展
時���６月１日㊍～６月４日㊐
所��長崎県美術館県民ギャラリー
対��アマチュアの方
内��部門 絵画、写真、書、工芸、彫刻
　  ※出品は１部門につき１点

▲ホームページ
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20歳になったら国民年金年金
だより 日本年金機構長崎北年金事務所　☎861-1354 

日本年金機構長崎南年金事務所　☎825-8701
役場健康保険課年金係　☎801-5821

問

　公的年金制度は、みんなで暮らしを支え合うという考えで
作られた「世代と世代の支え合い」の制度です。国内に居住す
る20歳以上60歳未満の人は、国民年金・厚生年金のどちら
かの制度に加入し、保険料を納めることになります。加入する
と“基礎年金番号通知書”が交付され、あなただけの「基礎年
金番号」が記されています。年金に関する問い合せや手続き、
就職する時にも必要ですので、大切に保管してください。

 国民年金に加入している人で保
険料の支払いが困難な場合は「学
生納付特例制度」(学生のみ)、「保
険料免除制度」や「納付猶予制度」
(50歳未満) があります。（※審査
は前年所得を基とするので必ずし
も承認される訳ではありません。） 

●国民年金（基礎年金）３つのメリット
　１．老後を支えます（＝老齢基礎年金）
　２．病気やけがで障害の状態になったときに支えます（＝障害基礎年金）
　３．加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子 (18 歳到達年度末日までにある子、
　　　または障害のある 20歳未満の子 ) を支えます（＝遺族基礎年金）

消費者
注意報

賃貸住宅の原状回復トラブルに
ご注意ください！

１入居時の物件確認の徹底
　 入居時に、貸主側立会いのもと、室内の現況、損耗などを写真に撮るなどして記録に残し、借主、貸主双方で確
認しておきましょう。

２契約内容の確認の徹底
　 契約時には契約書をよく確認しその内容を理解したうえで契約しましょう。特約（「原状回復をしなければなら
ない」とした条文）があった場合、特に注意が必要です。通常の原状回復義務を超えた負担を借主に課す特約
は、トラブルの原因となることが多いので、納得できない場合には契約を保留するなどの対応も必要です。

３退去時の物件確認
　 退去時にも、貸主側の立ち会いのもと室内をチェックし、室内の汚れや損傷状況など修理箇所を確認しておきましょう。
４契約書面などの保管
　　締結した契約書は、敷金の精算など退去手続きの際に必要となる事項が記載されている重要な書類です。契
約書、重要事項説明書などは退去手続きが完了するまで大切に保管しましょう。

トラブル回避のためのポイント

～賃貸住宅の契約トラブルの未然防止には契約内容の十分な確認と理解が必要です～
　賃貸住宅を退去した後、家主が敷金や保証金の精算に応じない、敷金や保証金を超える高額な原状回復費用
を請求されたなどのトラブルが発生していますので、契約時には注意が必要です。

☆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）
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