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P2 3月から長与町の
防災情報が変わります



災 情報が変わります！

次のURLもしくは、右にあるQRコードにアクセス
していただき、下の図に従って、ご登録をお願いします。
http://mobile.nagayo.jp/mail/mobile/

メールが
自動的に届きます

QRコード

mobile@mobile.nagayo.jp

受信情報を
選択します
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3月から長与町の防災 

　長与町の防災行政無線（町内放送施設）のデジタル化に
よって、長与町が配信する防災情報が様々な方法で確認でき
るようになりました。

　防災行政無線（町内放送）のメールでの内容確認サービスが一新し
ます。いままでは、町内放送の内容がすべて配信されていましたが、3
月からは皆さまが気になる情報を選択してメールを受け取ることがで
きます。（※1）現在登録されている方につきましては、自動的に登録の
変更を行いますので、ご安心ください。（※2）

【ご注意!!】
（※1）3～4月中は移行期間として、従来のメールアドレスからも

メールを送付させていただきますのでご注意ください。
（※2）自動変更をさせていただきました方につきましては、すべて

の情報を受信する設定となっておりますので、ご希望の方
は改めて設定の変更をお願いいたします。また、迷惑メール
設定をされている方は受信できない場合がありますので、
「mobile＠mobile.nagayo.jp」からのメールを受信でき
るように設定してください。

①登録制メール

nagayo-town@raiden.ktaiwork.jp旧

mobile@mobile.nagayo.jp新
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1.防災情報 ○ ○ ○ ○ ○

2.行政情報 ○ ○ ○

3.火災情報 ○ ○ ○

１．防災情報：大雨警報や避難所開設のお知らせなど
２．行政情報：町のイベントの中止や法律相談など、町からの
　　　　　　　お知らせ
３．火災情報：町内で発生した火災についての情報
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⑦公営住宅
　10.7％

⑧スポーツ・レクリエー
　ション系施設
　6.1％

⑨産業系施設
　0.2％

⑩上水道施設
　2.7％

⑫供給処理施設
　3.2％

⑬その他
　2.6％

⑤学校教育系施設
　48.3％

⑥子育て支援施設
　2.9％

②社会教育系施設
　1.6％
③保健・福祉施設
　1.3％

①行政系施設
　6.9％

④市民文化系施設
　9.8％

用途別整備状況（延床面積比率）

⑪下水道施設
　3.7％

「長与町公共施設等総合管理計画（案・概要版）」について

　長与町では、今後の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関しての羅針盤となる、「長与町公共施設等
総合管理計画」の策定作業を行っています。
　そこで今回は、町が保有する公共施設等に関する現状と課題、及び今後の基本的な方針（案）の概要を町
民の皆様へお示しします。
　なお、計画書（案）の全文を閲覧したい場合には、町ホームページにて公開していますのでご覧ください。

◆計画の背景及び目的
　全国的に、過去に建設された公共施設等が大規模改修や更新の時期を迎えており、その老朽化対策が大きな課題と
なっています。本町においても例外ではなく、これら施設の維持管理費や更新費用がこれまで以上に増大することが
予測される一方で、財政は厳しい状況が続いています。
　このため、町の財政負担を軽減・平準化することで将来世代への負担の軽減を図るとともに、人口減少・少子高齢
化等による利用需要の変化を見極め、持続可能な町民サービスの提供を確保できるように、適正な維持管理を行って
いく必要があります。
　こうした背景を踏まえ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進していくための基本方針を策定します。

◆計画の期間
　2017年度から2026年度までの10年間とします
が、これ以降についても改訂を行うほか、期間中に
社会情勢の変化等が生じた場合は、適宜見直しを行
います。

◆公共施設等の現状
　町が保有している主な公共施設は76施設あり、そ
の延床面積の合計は約11.4万㎡です。その中で全体
の半分近くを、学校教育系施設が占めています。
　また建設年度別（下図）に見ると、築30年以上
の建物が総延床面積の半数近くを占めており、本町
においても老朽化が進んでいることがわかります。
　このほかインフラ施設として、道路（約198㎞）、
橋梁（110橋）、上・下水道施設（上水道管約237㎞・
下水道管約181㎞）等があります。 

建設年度別 整備状況

累計延床面積 ㎡延床面積 ㎡

公共施設 累計面積

旧耐震基準（1981年以前）
48,794.4㎡　42.8%

築30年以上
51,550.7㎡　45.2%

新耐震基準（1982年以降）
65,320.9㎡　57.2%
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3月から長与町の防災情報が変わります！

　最新の町内放送内容を確認できるサービスを行っておりますが、3月からは新しいサービス番
号となります（電話料金は従来と同じく発生いたしません）。
※3～4月中は移行期間として、従来の電話番号でもご確認いただけます。

②フリーダイヤルでの確認サービス

080-0600-9966旧 0800-200-3312新

　長与町では、「ナガヨミックン」がSNSサービスを活用して、長与町のイベントなどをご紹介させていただいており
ます。3月からは新たに『長与町役場防災情報』を配信することとなりました。登録制メールや電話で確認するより
も、ＳＮＳを利用する頻度が高い方は、ぜひ「ナガヨミックン」のfacebookやtwitterをフォローいただき、町のイベン
トや防災情報をご確認いただけますようお願いいたします。

③SNS（facebook・twitter）での防災情報配信を開始します

　長与町に大雨や洪水などの警報が発表されますと、『長与町ホームページ』でその情報が確認できます。

④長与町役場のホームページで防災情報が確認できます

　『長崎ケーブルメディア様』のご協力によって、長与町の大雨警報や暴風警報などの防災情報や行政情報がテレビ
画面に表示されています。
　【確認方法】
　長崎ケーブルテレビのデータ放送（ｄデータ）

⑤ケーブルテレビ画面で防災行政情報が確認できます

ｄデータ 行 政 放送一覧画面

【facebookイメージ】　 【twitterイメージ】

【拡大イメージ】

長与町 防災行政情報
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本計画に対してのご意見等の募集をパブリックコメント（意見公募手続）によって行います。
パブリックコメントの内容は、下記要領のとおりです。
 公募期間  平成29年3月3日㊎～21日㊋まで（必着）
 対象者  町内に居住・在勤・在学の方 / 町内に事業所等を持つ法人・その他の団体
 内容閲覧方法（計画書（案）全文を閲覧できます）
　●町ホームページで閲覧（http://webtown.nagayo.jp/）
　●町内公共施設で閲覧
　 （役場政策企画課・ふれあいセンター・長与南交流センター・上長与地区公民館・北部多目的研修集会施設）
 意見提出方法/提出先/問い合わせ
　●所定の記入用紙等に氏名・住所・連絡先・ご意見等を記入し、持参・郵送・FAX・電子メールのいずれかの方法で下記
へ提出してください。なお、電話等による口頭でのご意見はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

〒851-2185　西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1　　長与町役場 政策企画課宛
☎801-5661（直通）　 FAX:883-1464　　 メールアドレス kikaku@nagayo.jp

「長与町公共施設等総合管理計画（案・概要版）」について

◆公共施設等の計画的な管理に関する基本的な考え方
　今後の公共施設等の管理に関しては、以下の方針を基本とします。
　なお、個別施設に関する具体的な対応については、本計画に依拠した個別施設計画を今後定めたうえで取り組むも
のとします。

分　野 基　本　方　針　（要約）

点検診断
公共施設等の点検・診断を的確に行います。また日常点検、法令等に基づく定期点検、災害発生時等に
行う緊急点検の3種類の点検結果の一元管理、並びに点検や修繕履歴の蓄積を目的とした施設管理データ
ベースを構築します。

維持管理・
修繕・更新

公共施設等の改修や更新に際しては、施設の選択と集中、かつ優先順位を定めることで予算の平準化を
図ります。なお、基本的に従来の「事後保全型管理」から「予防保全型管理」に改め、財政的・物理的
な条件を加味したうえで、計画的な維持管理を行います。

安全確保
点検によって危険性が認められた施設については、利用状況や優先度を踏まえた計画的な更新・改修・
除却の検討を行います。供用廃止された施設や、今後とも利用する見込みが無い施設は、除却等により、
安全性の確保を図ります。

耐震化 一部に存在する耐震診断及び耐震補強が終わっていない建物は、施設の状況や必要性を踏まえ、耐震化
に向けた取組を進めます。

長寿命化
計画的に点検・劣化診断を行い、それに基づいての維持管理・改修・更新による長寿命化の推進を基本と
しますが、費用対効果等を検証し、長寿命化の是非について判断をします。また、インフラ施設についても、
定期的な点検・診断等により劣化・損傷の程度や原因等を把握し、計画的な修繕・更新を検討します。

統合や廃止

更新を行う場合には、機能の集約化・複合化の可否について検討すると同時に、施設の機能水準の見直
しを合わせて行います。また、それぞれの施設が持つ機能の必要性について検討を行い、その機能を不
要と判断したものについては、他の機能による有効活用や除却を行います。施設の性質上、廃止ができ
ない施設については、機能の維持を前提としつつ、ダウンサイジング（＊）を行うことを検討します。

＊ダウンサイジング：更新対象施設が提供するサービスの将来需要の予測を踏まえ、施設規模を縮小す
ることをいう。

管理体制の
構築

公共施設及びインフラ施設の担当職員への技術研修を実施するとともに、施設管理データベースを活用
することで適正管理に必要な環境を構築します。

フォロー
アップ

年度ごとに計画の進捗管理を行うほか、横断的な情報共有を図ります。また、財政状況をはじめとした
内的要因や、社会情勢等の外的要因を注視し、適宜計画の改訂を行い、実効的な計画となるようフォロー
アップに努めます。
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◆公共施設等の将来更新費用
　普通会計ベースにおいて、公共施設、道路や橋梁等の更新費用に投入できる金額は、現状の予算規模が維持できた
として年平均で約10.3億円（下図・赤線）と想定されます。一方で、これら公共施設等の更新に係る費用を試算する
と、年平均で11.7億円（下図・緑線）となり、単純差し引きで1.4億円程度の不足が見込まれるほか、大きく不足し
てしまう年度が多数見受けられることがわかります。このため、これらへの対策は喫緊の課題と言えます。 

 
◆長与町の公共施設に関する課題
町が抱える課題について、人口・財政・公共施設保有量の観点から分析します。

人 　口
約40年後の2055年の町の目標推計人口は、現在比4%減の40,750人であり、他自治体のよ
うな急激な人口減少は無いと予測していますが、生産年齢人口の減少と老年人口の増加によ
る公共施設等の需要変化が考えられるため、そのニーズを的確に把握することが必要です。

財 　政

生産年齢人口の減少に伴う町税の減少と老年人口の増加に伴う医療・福祉関連経費の増大が
見込まれるため、公共施設の更新等にかかる予算規模が今後も維持できるかどうかは楽観視
できません。このため、公共施設等の管理手法を予防保全型管理（*）に切り替えて、施設に
かかるコストを縮減することが求められます。

＊予防保全型管理：損傷の推移を適切に予測し、計画的かつ予防的な対応を行う施設管理の方法
をいい、それに対して「事後保全型管理」とは、損傷が発生してから対応する対症療法的な施
設管理の方法をいう。

公共施設保有量
町民1人あたりの公共施設保有量は、全国、県内自治体及び類似団体の平均値より低く、過
剰な量を保有している状況ではありませんが、人口の推移や財政状況も考慮したうえで、公
共施設の保有量の適正化を図っていくことが必要です。

将来の公共施設等の更新費用の推計

累計更新費用（億円）単年度更新費用（億円）

インフラ（道路） インフラ（橋梁） 公共施設 事後保全型管理の累計

直近10年間町の決算にお
いて、公共施設の更新等に
使った費用の平均額

⇒ 約10.3億円
40年間合計の更新費用推
計値（468.34億円）の1年
平均額

⇒ 約11.7億円

40年間の累計額：468.34億円
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最近は「社員満足」を重要とお
考えになる経営者の方が増えて来
ていますが、古里社長も同じよう
にお考えですか？

古 「社員満足」は例えば給与とか
雇用の条件を良くすれば、いいかも
しれませんが、他の会社がより良い
条件を提示すればそちらに行ってし
まうでしょう。だから「社員満足」
よりはうちの会社で働けてどれだけ
幸せと感じてもらえるかの「社員幸
福度」を追求したいと思っています。
社員幸福度は社員満足度とは別だと
考えていますし、満足度と仕事での
パフォーマンスもイコールではない
と思います。だから社員幸福度、「働
いてよかったな」と思ってほしい。
でも心は縛っていないので、自分の
夢だからと独立していく人もいます。

ウィンプランツ様のホームページ
にスタッフの方の出勤日が掲載し
てあるのを拝見しました。理容・
美容業は月曜日がお休みという
のが定番であったようなのですが、
月曜日も営業されており、恐らく
お子さんのいらっしゃるスタッフ
の方が土日のお休みが取れるよう
に工夫されているのではと思いま
すが、このような制度を導入され
てからスタッフの方の反応やお仕
事に対する態度というのは変化
がありましたか？

古 スケジュールの管理は大変です。
子どもが小さい人は子どもが病気に
なったりして休む人もいます。保育
園、学校などの行事で週末休みの希
望者も多いです。だから子どもが小
さいうちは短時間勤務をして、子ど
もが大きくなってきたら、勤務時間
を延長してと、状況に合わせてス
タッフも協力してくれています。

ウェルタウンのクラスライン様が
開店された13年程前、キッズルー
ムが併設され、当時はまだ美容
室にキッズルームがあるところが
大変珍しく個人的にすごいなと
思った記憶があるのですが、これ
はどなたのご提案だったのです
か？

古 私です。お客様に髪の毛を切っ
て満足していただくお仕事ですので、
お客さまの障害になっている事を取
り除くために考えたのがキッズルー
ムです。当時、他のお店にもキッズ
ルームがある所はありましたが、保
育士さんのいるキッズルームはな
かった。それをいち早く取り入れた
のが私たちの会社でした。スタッフ
でもどうしても子どもを見てくれる
人がいないとそのサービスを利用し
ていた者もいましたが、お客さまも
保育士がみてくれているので安心さ
れて、カットだけではなく、カラー
もしてくださったり、できることが
増えたと思います。環境に合わせて
ビジネスにしていくことが必要です。

ブログも読ませていただきました
が、社員の皆さん仲がよくて楽し
い雰囲気の中でお仕事をされて
いるのがわかりました。

古 高校を卒業してすぐ入社した社
員もいます。青春をうちで過ごした
社員や創業時からいる社員もいます
が、嫌な事もある中で、じっと継続
して同じ仕事をできる人は素晴らし
いと思います。職業観というか、そ
んな人に恵まれたのは幸せな事で、
お金には変えられないと思っていま
す。創業時の想いがぶれていない、
社員も同じ思いであることが嬉しい
です。

古里社長が別の事業を始められ
たとのことで、鈴木様が今後事
業を引き継がれるそうですが、古
里社長の想いを引き継ぎながら、
ご自分ではどのように会社を引っ
張っていきたいとお考えですか？

鈴 社長の熱い想い、創業時の想
いからぶれないようにということも
ありますが、まず、革新していくこ
とが大事。そして古里社長としては
店舗拡大を望んでいらした部分があ
りますが、私としては100年先もお
客さまに愛されるお店にしたいと
思っています。

　今後もウィンプランツ様のご発展
をお祈りしております。本日はお忙
しい中、お時間をいただきありがと
うございました。

　ながさき女性活躍推進会議
とは、長崎県において、女性
の社会進出の促進を図り、そ
の能力と感性をより発揮でき
る社会づくりを推進する組織
として平成26年12月に発足
しました。
　長与町はこの推進会議に
主旨賛同会員として会員登録
しており、職場・家庭・地域
の中で活躍できる環境づくり
を応援し、町内の企業、事業
所への情報発信をしています。
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平成28年度ながさき女性活躍推進企業等表彰
株式会社ウィンプランツ様が優秀賞を受賞しました。

　まず初めにウィンプランツ様、今
回の平成28年度ながさき女性活躍
推進企業等表彰優秀賞の受賞おめで
とうございます。長与町を中心に店
舗展開をしていらっしゃる事業所様
が受賞されたということで、私共大
変嬉しく思っております。

受賞されたご感想をお聞かせい
ただけますか？

（古里社長）以下 古 ありがとうご
ざいます。当たり前のことなんです
が、スタッフの割合が9割女性とな
ると、女性が働きやすいようにして
いかないと会社の経営が成り立たな
いので、できる限りの事をやりまし
た。最初、独身で入社した社員も20
年の間に結婚、出産、子どもも1人
いる人から3人いる人までいますが、
産休、育休をとって1年間休みます。
でも会社として、社員を守れるよう
に社会保険の制度を利用しながら経

営してきました。だから女性活躍推
進に関して、美容業はかなり貢献し
ています。

ウィンプランツ様は美容業という
ことで、女性の社員、スタッフの
方が多いと思いますが、従業員の
方が結婚、出産、子育てなどで
退職されたり、お休みが多くなっ
たりと会社経営者の方にとっては
難しい問題が多いのではと思いま
すが、会社としてどのようにして
克服されてきたのでしょうか。

（鈴木リーダー）以下 鈴 スタッフ
が産休に入ると、お客さまからご指
名のお電話などいただいた際は事情
を説明して他のスタッフが対応させ
ていただいたりします。しかし、や
はりお客さんが離れていってしまい
ます。残念ではあります。ですが、
またそのスタッフが復帰してくれた
らお客さまも帰ってきてくださった
りと、繰り返しです。

古 でもスタッフもお客さんが離れ
ていくという危機感を持って仕事を
してくれているためか、2人目、3人
目の時は早めに復職してくれたりと、
協力してくれます。

制度上お休みできるように有給
休暇や、産休、育休などがあっ
ても先輩や上司の方が取得してい
ないと取りづらい現実があるかと
思いますが、最初に職場環境の
改善をされたときにトップとして、
また店長さんとして気掛けていら
したことはありますか？

古 美容師は資格がいる職業なので、
一人前の美容師に育てるための教育
には、年月もコストもかかります。
正直な話、辞められると大変です。
だから社員のためにできることを会
社がやろうといつも気掛けています。
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第20回吉田町長のほっとミーティング

森林づくり活動発表会に参加！

　1月18日、老人福祉センター大ホールで第4回高齢者相
互支援事業研修会が開催されました。始めに吉田町長に
よる講演が行われ、その後ほっとミーティングという形で、
町長との意見交換が行われました。

　その中で「免許の返納をすると不便であるため、買物
難民への対策をお願いしたい」「老人会がやっていること
や魅力が分かりにくいので、もっとPRが必要ではないか」
「4月からの公共施設使用料の改定について」などの意見
が出され、限られた時間でしたが、長与町の将来をより
良くするための活発な交換会を行うことができました。

「吉田町長のほっとミーティング」申込募集中
　「吉田町長のほっとミーティング」とは、自治会や各種
団体・グループからの申込みに応じて、吉田町長自らが
地域に出向き、地域住民の課題などについて意見交換を
行うものです。お申込みは随時受け付けています。
申・問 秘書広報課　☎801-5780

　1月28日、諫早市多良見町のたらみ図書館で『平成28
年度ながさき県民参加の森

も り

林づくり活動発表会』が行われ、
長崎県緑の少年団連盟の代表として長与北緑の少年団の5
人が、自分たちの日頃の活動内容を発表しました。
　団員たちは緊張しながらも、大きな声で元気よく発表し、
団員たちの発表に会場から大きな拍手が送られました。

第4回高齢者相互支援事業研修会

長与北緑の少年団

長崎県教育委員会表彰
受賞おめでとうございます

時津警察署管内の犯罪統計資料
（平成28年12月末現在）
（主な犯罪発生状況　平成28年1月～ 12月）

罪　種 時津警察署
管内 長与町 時津町

刑法犯総数 260 62 116
凶 悪 犯 0 0 0
粗 暴 犯 16 4 4
窃 盗 犯 204 44 102
知 能 犯 5 2 2
風 俗 犯 3 1 0
そ の 他 32 11 8
万引きは窃盗犯です！
　窃盗犯数の大半を占める万引きは窃盗罪となります。
窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処
せられます。

　長与第二中学校の学校支援ボランティアもちの木の
会（代表 山口晃）様が、特別教育功労者表彰を受賞さ
れました。永年に渡り、教育活動や学校環境整備に貢
献し、その功績が顕著であったとして贈られたものです。
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1　総括（普通会計決算）平成27年度

1．人件費の状況
住民基本台帳
人口 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率

（B/A）
前年度の
人件費率

42,642人
（28年1月1日）

12,514,697
千円

552,594
千円

1,557,958
千円 12.4％ 14.2％

2．職員給与費の状況

職員数（A）
給与費 1人あたり

給与費（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

179人 639,234
千円

127,716
千円

238,811
千円

1,005,761
千円

5,619
千円

※ 職員手当には退職手当は含みません。
　職員数は、平成27年4月1日現在の普通会計に属する人員です。

2．退職手当
区分 自己都合退職 勧奨・定年退職

勤続20年 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 29.145月分 34.5825 月分
勤続35年 41.325月分 49.590  月分
最高限度額 49.590月分 49.590  月分

役職に応じた調整額の加算あり

3．扶養・住居・通勤手当
区分 内容

扶養手当

・配偶者 13,000円
・扶養親族
○配偶者（有）の場合
 1人目6,500円　2人目以降6,500円
○配偶者（無）の場合
 1人目11,000円　2人目以降6,500円
・満16歳年度初めから満22歳年度末までの間にある子
 1人につき5,000円加算

住居手当
・借家、借間
　 月額12,000円を超える家賃を負担している職員に対し家賃額
に応じて月額27,000円を限度に支給

通勤手当

・交通機関などの利用者（2㎞以上）
　長期定期券の価額を一括して支給
 1か月あたり最高55,000円
・自動車などの利用者（2㎞以上）
 距離に応じて最高31,600円

7　特別職の報酬の状況（平成28年4月1日現在）

区分 月額 期末手当

給料
町　長 857,000円

（支給割合）
　 6月期　1.400 月分
　12月期　1.600 月分
　  計　　3.00  月分

副町長 691,000円
教育長 651,000円

報酬

議　長 343,000円
副議長 285,000円
委員長 271,000円
議　員 258,000円

8　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

区分

部門

職員数
（再任用常時勤務職員を含む） 対前年

増減数

再任用短時間
勤務職員

平成27年 平成28年 平成28年

一般行政
部門

議会 4人 4人 0人 0人
総務 56人 55人 △ 1人 3人
税務 18人 19人 1人 0人
民生 29人 32人 3人 2人
衛生 18人 18人 0人 0人

農林水産 9人 9人 0人 0人
商工 1人 2人 1人 1人
土木 20人 20人 0人 1人
小計 155人 159人 4人 7人

特別行政
部門

教育 24人 24人 0人 3人
小計 24人 24人 0人 3人

公営企業等
会計部門

水道 14人 15人 1人 0人
下水道 9人 9人 0人 0人
その他 20人 21人 1人 1人
小計 43人 45人 2人 1人

合計 222人 228人 6人 11人
総務：機構改革に伴う整理合理化、税務：課税事務の充実、
民生：子育て支援業務の拡充、商工：産業振興事業の充実、
水道：浄水事業の充実、その他：介護支援事業の充実　のため。
※再任用短時間勤務職員については職員数に入っていません。

3　職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在）

区分
一般行政職

初任給 採用後2年後の給料額
大学卒 176,700円 190,200円
高校卒 144,600円 154,300円

2　職員の平均給料月額と平均年齢の状況（平成28年4月1日現在）

区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 297,800円 39.2歳

※ 一般行政職の職員とは、一般事務職、建設や土木の技術職などをいいます。
保健師、保育士などは含みません。

4　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成28年4月1日現在）

区分
経験年数

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

一般行政職 大学卒 294,800円 338,200円 369,700円

5　一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在）

級 標準的な職務 職員数 構成比
1 主事 13人 8.4%
2 主事 27人 17.4%
3 主査、主任 39人 25.2%
4 係長、上級主査 29人 18.7%
5 参事、課長補佐、副参事 21人 13.5%
6 課長及び課長相当職 16人 10.3%
7 部長及び部長相当職 10人 6.5%

合計 155人 100.0%

6　職員手当の状況（平成28年4月1日現在）

1．期末・勤勉手当
区分 期末手当 勤勉手当 計
6月期 1.225月分 0.800月分 2.025月分
12月期 1.375月分 0.800月分 2.175月分
計 2.60 月分 1.60 月分 4.20 月分

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり

長与町の職員の給与などの状況についてお知らせします。
詳細につきましては、4月下旬から町ホームページでご覧いただけます。
 問 総務課　☎801-5781

給与などを公表します。町職員の
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ご寄付をいただきました！
　12月26日、長与町や長崎市の住民の皆さんでつくる「長崎バリア
フリーサークルAmi（アミ）」の代表を務める管田多津子さんら2人
が役場に来庁し、「フェスタで集まった募金です。町のためにご活用
ください」と寄付金をいただきました。
　寄付金はご意思に沿って、有意義に活用させていただきます。誠
にありがとうございました。

転入届（町外から長与町に引っ越してきた場合）
届出期間 引っ越してきた日から14日以内　※引っ越し前に手続きすることはできません。
届出できる方 本人または同一世帯の方（そのほかの方は委任状が必要）

持ってくる
もの

・ 窓口に来る方の印鑑、本人確認書類
・ 転出証明書または前住所地で転出届出済みの住民基本台帳カードもしくはマイナンバー（個人
番号）カード
・ マイナンバー（個人番号）通知カード　※マイナンバー（個人番号）カードをお持ちの方を
除く
・ 国外から転入された場合は転入する方全員分のパスポート
　※ 国外からの転入で長与町に初めてお住まいになる方には、氏名や最終住所地の確認のため、

戸籍謄本と戸籍の附票の提出をお願いする場合があります。
・ 外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書

その他 ・ 転入に伴う諸手続きが必要な場合は、住民登録後に各担当課にご案内します。詳しくは各担
当課へお問い合わせください。

転居届（長与町内で引っ越しをした場合）
届出期間 引っ越しをした日から14日以内　※引っ越し前に手続きすることはできません。
届出できる方 本人または同一世帯の方（そのほかの方は委任状が必要）

持ってくる
もの

・ 窓口に来る方の印鑑、本人確認書類
・ 住民基本台帳カード（顔写真付きのカードをお持ちの方）
・ マイナンバー（個人番号）通知カードもしくはマイナンバー（個人番号）カード

その他 転居に伴う諸手続きが必要な場合は、住民登録後に各担当課にご案内します。詳しくは各担当
課へお問い合わせください。

☆マイナンバー（個人番号）通知カード、マイナンバー（個人番号）カードなどの住所変更について
　住民の皆さまに送付しているマイナン
バー（個人番号）の「通知カード」や身分
証明書となる「マイナンバー（個人番号）カー
ド」また「住民基本台帳カード」については、
住所を最新のものにする必要があります。
　入学・就職・転勤などに伴いお引っ越し
をされる方は、前述の引っ越し手続きとあ
わせて、これらのカードの住所変更手続き
を行ってください。

NAGAYO

ド

NAGAYO

住民の皆様に送付している
マイナンバーの「通知カード」

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

身分証明書となる
「マイナンバーカード」
（個人番号カード）　　　　（おもて面）（おもて面）
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長与町高齢者等
見守りネットワーク事業協定締結式
　1月17日、子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で安
心して生活ができるよう、町と地域住民及び関係機関が協働して、
活動を行うことを目的として、生活協同組合ララコープ、日本郵
便株式会社西彼杵郵便局及び町内4つの郵便局と協定を締結しま
した。これは、民間事業者の方が宅配などの日頃の業務の範囲内
において気づいた異変を連絡していただき、必要な対応へ繋げよ
うとするものです。

3月は引っ越しシーズンです。手続きはお済みですか？
～住民環境課窓口からお知らせ～

転出届（長与町から町外へ引っ越す場合）
届出期間 引っ越しをする日まで。すでに引っ越した場合は、引っ越しをした日から14日以内
届出できる方 本人または同一世帯の方（そのほかの方は委任状が必要）

持ってくる
もの

 窓口での届出 
・ 窓口に来る方の印鑑、本人確認書類
・ 住民基本台帳カード、マイナンバー（個人番号）カード　※カード作成者のみ
※ 国民健康保険証・介護保険証など、転出に伴う手続きが必要になる書類の交付を受けている
方はそれらの書類をお持ちください。詳しくはそれぞれ各担当へお問い合わせください。
 郵送での届出（下記のものを送付）
・ 転出証明書送付申請書
・ 届出人の本人確認書類の写し
・ 転出先の住所に居住していることを証明するものの写し（アパートの賃貸契約書の写し、
公共料金の領収書の写し、配達された郵便物の写しなど）
・ 返信用封筒（届出人の住所、氏名を記入して、切手を貼ったもの）

その他

・ 届出後に転出証明書を発行します。ただし、住民基本台帳カードもしくはマイナンバー（個人
番号）カードを利用した転出手続きの場合、転出証明書は発行しません。
・ 発行された転出証明書は転入手続きをされる日まで、大切に保管してください。転出証明書
がないと新住所地での転入手続きができませんのでご注意ください。転出証明書を紛失され
た場合は、再交付の申請を行ってください。
・ 引っ越しの予定がなくなり転出を取りやめたいときは、転出証明書を持参のうえ、転出取り
消しの届出を行ってください。届出がない場合、住所がない状態となり今後の手続きが大変
困難になります。
・ 転出予定日の前日までは、長与町の住民票が発行できます。住民票が必要になった方は転出
証明書をご持参ください。
・ 転出に伴う諸手続きが必要な場合は、転出手続き後に各担当課にご案内します。詳しくは各
担当課へお問い合わせください。

問 住民環境課住民係　☎801-5825

NAGAYO

ご協力お願いします
　3月、4月は窓口が大変混雑し、長時間お待たせすることが予想されます。手続きには時間
にゆとりを持ってお越しください。
　また、ご依頼の内容により順番が前後することがありますので、ご了承ください。
　ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。
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入浴補助券の配布方法と
1回の入浴で利用できる枚数を変更します

児童手当について

　福祉課では「ぬくもりのある福祉の地域づくり」政策の1つとして、介護予防と日常生活支援・生きがいづくりの推進
として、毎年入浴補助券を65歳以上の方に郵送しております。入浴補助券を使用してお風呂に入りに行くことで外出す
る機会が増え、また温浴効果による健康増進・ストレス解消などが期待できます。
　入浴補助券は1枚100円分の18枚綴りです。1回の入浴につき2枚まで利用できます。
　平成29年度の入浴補助券は、3月下旬に入浴補助券と引き換えができるハガキを郵送しますので、次の場所にてハガキ
と交換してご利用ください。

新年度に向けてご注意ください!!　～次に該当される方は、こども政策課で手続きが必要です～
現在 受給者の異動 手当の受給の異動 役場への提出書類 必要なもの

公務員以外の受給者
長与町から
受給している

受給者が
公務員になる

職場からの受給へ
変更 ・児童手当消滅届 ・印鑑

・新しい健康保険証（父母分）
長与町外に
転出する

転出先の市町村からの
受給へ変更 ・児童手当消滅届 ・印鑑

公務員の受給者
職場から
受給している

受給者が
公務員では
なくなる

長与町からの受給へ
変更 ・児童手当認定請求書

・印鑑
・新しい健康保険証（父母分）
・受給者名義の預金通帳
・マイナンバー（通知）カード（父母分）
・平成28年度（27年分）所得証明書（児童手当用）
※ 受給者が配偶者控除を取っていない場合は、配偶者
の所得証明書（児童手当用）も必要です。
※ 平成28年1月1日に長与町内に住所があった方は、
所得証明書は不要です。

その他、必要に応じて補足書類の提出を求めることがあります。
・ 受給者と児童が別居する場合（単身赴任をする、離婚を考えている、児童が学校の寮に入るなど）は、こども政策課までお問い合わせください。
・ 異動が発生した日から15日以内に手続きをしなかった場合、手当が支給されない期間が発生する場合がありますので、くれぐれもご注意ください！

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

⎛
⎝

問 福祉課　☎801-5826

入浴補助券を引き換えできる場所
・役場福祉課（8時45分～ 17時30分）
・上長与地区公民館（9時～ 17時）
・北部地区多目的研修集会施設（9時～ 17時）
・ふれあいセンター（9時～ 17時）
・老人福祉センター「丸田荘」（12時～ 18時）
・南交流センター（9時～ 17時）
※ハガキと入浴補助券の交換は原則本人しかできません。

利用できる入浴施設など
・上長与地区公民館
・老人福祉センター「丸田荘」
・道之尾温泉
・長崎温泉　喜道庵
・ビートスイミングクラブ長与
・おおとりSwimmingClub
・ゆりの温泉
※入浴補助券はハガキに書いてある本人しか使用できません。

問 こども政策課子育て支援係　☎801-5886

　親子でほっと一息楽しい時間を過ごしましょう。自由参
加のひろばです。登録は必要ありませんので、お気軽にお
越しください。
時 10時30分～ 11時30分
所 各児童館
対 町内にお住まいの乳幼児とその保護者
内 自由あそび・手あそび・リズムあそび・読みきかせなど
（都合によりスケジュールが変更になることがあります。
　ご了承ください）

4月スケジュール
児童館名 開催日 内容

高田児童館
☎857-4500 4月20日㊍ 好きな遊具で遊ぼう

上長与児童館
☎887-2616 4月18日㊋ 好きな遊具で遊ぼう

長与北児童館
☎887-3319 4月20日㊍ 好きな遊具で遊ぼう

長与南児童館
☎883-3996 4月21日㊎ 好きな遊具で遊ぼう

長与児童館
☎883-6399 4月21日㊎ 好きな遊具で遊ぼう

15

32

52

　子どもたちの健やかな成長の糧となる子ども会活動
の充実を図ることを目的に、長与町子ども会育成会連
絡協議会（町子連）主催の「子ども会実践活動発表会」
が老人福祉センターで行われました。今年は、佐敷川内
子ども会とニュータウン中央子ども会の2つの子ども会
が実践発表を行い、長与町で活躍するジュニア・リー
ダーも活動報告をしました。
　また、今回は長与町教育委員会の勝本真二教育長に
「子どもの昔・今・未来…」と題して講演していただきま
した。最後に、発表した子ども会には、記念品が授与され
ました。

1年の健康を願いました
高田保育所豆まき

地域ぐるみで取り組む
子ども会活動
長与町子ども会実践活動発表会

　園児たちは、裃姿の吉田町長と「鬼は～そと！福は～うち！」の
掛け声と共に、元気いっぱいに豆をまきました。
　鬼が入ってくると、迫力に子どもたちは大騒ぎ。鬼を怖がり
ながらも、みんなで力を合わせ、豆を投げつけ鬼を退治しまし
た。最後にみんなで「ばんざ～い！」と勝ちどきの声を上げ、無
病息災を願いました。

かみしも

112雪の中でも元気いっぱい！
長与ダム小学生ロードレース大会
　長与ダム周辺で、第25回長与ダム小学生ロードレース大
会が、洗切小学校区青少年健全育成協議会の主催で行われ
ました。
　開会式では、ニュータウン中央子ども会の平田一華さん、
塚本柚乃さんによる「良い子の誓い」や、松﨑壮くんによる
選手宣誓が行われました。競技では親子マラソンや各学年
ロードレースに洗切小学校区の児童などが参加し、それぞれ
走ることを楽しみました。
　今年は寒波の影響で雪の降る中開催されましたが、子ど
もたちは寒さに負けないよう、全力で走っていました。

地
域
の
チ
カ
ラ
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拠点収集で集められた資源化物
はどうなるの？
　皆さま方に日頃よりお出ししていた

だいております資源化物（ガラスびん

を除く）は、ゴミとして処分している

のではなく、業者に売却しています。

そのお金から収集運搬に係る必要経費

を除き、すべて各自治会に還元してお

り、地域の様々な活動の資金となって

おります。『混ぜればゴミ、分ければ

資源』になります。今後も皆さまのご

協力をお願いいたします。

平成27年度資源化物売却額

10,110,455円

「脳トレ教室」参加者募集！
問 介護保険課包括支援係

　☎801-5822

　認知症は何らかの原因で脳細胞が働

かなくなり、日常生活に支障が出る病

気です。予備軍も含めると65歳以上の、

3.5人に1人はその症状があるといわ

れています。認知症予防は、早くから

始めることが大切です。

　長与町では、いつまでも健康で元気

に暮らせるよう、『脳トレ教室』を行

います。認知症を予防する日頃の生活

の送り方を、楽しく学びながら身につ

けていきましょう。
時 4月～平成30年3月（合計21回）

●第1・3月曜日（祝日は休み）

・北部多目的研修集会施設

　10時～ 11時30分　定 30人

・ふれあいセンター

　13時30分～ 15時　定 30人

●第2・4月曜日（祝日は休み）

・上長与地区公民館

　10時～ 11時30分　定 20人

・長与町公民館①

　13時～ 14時30分　定 50人

・長与町公民館②

　14時30分～ 16時　定 50人
対 町内在住の40歳以上で、 

認知症予防に取り組みたい方
内 頭の体操、ゲーム、認知症予防に

関する講話など
料 無料
申 お電話または介護保険課窓口まで
〆 3月17日㊎
他 応募多数の場合、初めての方を優先

県立大学シーボルト校
クックべジサークル料理教室

申・問 クックベジサークル

　　 　6814-5556

　　 　*cookvege.circle@gmail.com

　今回は長与町の小学生のみなさんと

楽しく会話をしながら美味しいピザを

作って食べたいと思っています。私た

ち大学生もみなさんとの交流を楽しみ

にしています。たくさんの参加をお待

ちしております。
時 3月20日㊊10時から2時間程度
所 県立大学シーボルト校

　シーボルト交流館
対 小学校4～ 6年生
定 15 ～ 20人
料 400円
申 氏名（ふりがな）、学校名・学年、

電話番号、住所を記入し、FAX・メー

ルで申込み。
〆 3月14日㊋
他  献立  簡単ピザ・スープ・デザート

　　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。
時 3月22日㊌13時30分～ 16時
所 上長与公民館

行政相談委員　堤惠美子 ☎856-4851

　　　　　　　草野　洋 ☎887-2457

長崎行政評価事務所 ☎849-1100

　　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、問題解決のお手伝いをします。相

談は無料で、秘密は堅く守られます。

【特設相談所】
時 3月14日㊋・28日㊋13時～ 16時
所 長与町公民館

【常設人権相談所】
時 月曜日～金曜日の8時30分～ 17時

15分（祝日を除く）
所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110
問 総務課行政係　☎801-5781

消費生活モニターを募集します
問 地域安全課交通防犯係

　☎801-5662

　町では、身近な毎日の消費生活に対

する意見・要望などをお聞かせいただ

く「消費生活モニター」を募集します。
対 町内に居住し、 

町内で買い物をされている方
定 15人（応募多数の場合は抽選）
申 電話またはハガキで地域安全課交

通防犯係へ。ハガキには、住所・

氏名・性別・生年月日・職業・電

話番号を記入してください。
〆 3月24日㊎
他 任期は1年間

介 護

保 健

くらし

混ぜればゴミ

分ければ資源
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子育て支援センターへ
遊びにおいでよ！

　親子で自由に集える遊びの広場です。

相談、親子のふれあい、友達づくり、

情報交換の場としてご利用ください。

　　　月～金曜日
対 町内在住の0歳（生後2か月位）～

就学前の子どもと保護者・妊婦の方

「おひさまひろば」
　　　 10時～ 12時

　　　13時～ 16時

★『にこにこ相談』（要予約）

　専門カウンセラーによる子育て相談

（就学前の親子が対象）

3月14日㊋・28日㊋

4月11日㊋・25日㊋

10時～ 15時

★ツインズの会（多胎児親子対象）

3月21日㊋、4月5日㊌

10時～ 11時

★絵本＆わらべうた

毎週月曜日11時30分～

毎週金曜日15時30分～
所・問 おひさまひろば

（ほほえみの家内）

高田郷2005-2

☎855-8551

「 」
　　　 10時～ 15時

★みんなで遊ぼう

3月14日㊋・21日㊋・28日㊋

4月11日㊋

★お楽しみ会　3月16日㊍

★誕生会（3月生）　3月23日㊍

★自主活動　4月13日㊍

※3月31日㊎はお休み

※他の日は自主活動になります。

※天候により変更することがあります。

※帽子・お茶持参。動きやすい服装。

※詳しくは園まで。
所・問

あじさい保育園

吉無田郷1221-155

☎883-8853

「さくらんぼ」
　　　 10時～ 12時

　　　13時～ 16時

※ 予約不要。日時は変更になる場合が

あります。

★嬉里中央公園でみんなで遊ぼう

3月28日㊋、4月14日㊎

★おはなし会

3月23日㊍、4月13日㊍

10時30分～

★園庭で遊ぼう

3月24日㊎、4月28日㊎

10時～ 11時

※帽子・水筒・タオル持参。
所・問 長与保育園

嬉里郷675

☎883-2538

「母子・父子家庭等児童への
 小学校入学祝金」について

申・問 長与町社会福祉協議会総務課

　　 　☎883-7760

　長与町社会福祉協議会では、皆さま

から寄せられました赤い羽根共同募金

を基に「母子・父子家庭等児童への小

学校入学祝金」をお渡ししております。

該当の方はご申請ください。
対 母子・父子家庭、父母のいない家

庭（平成29年4月に小学校入学の

児童）
〆 3月21日㊋（厳守）
他  お祝金  5,000円／児童1人

「平和コンサートinながよ」
ジュネス弦楽アンサンブル
第7回スプリング・コンサート

時 4月9日㊐ 

13時開場、13時30分開演
所 町民文化ホール
料 無料（全席自由）

　団員随時募集しています！詳しくは

ホームページまで
長与ジュネス 検索

第10回長崎百人一首
競技かるた大会

申・問 長崎県かるた協会

　　 　*nagasaki.karuta@gmail.com

　かるた初心者も大歓迎です！奮って

ご参加ください。
時 3月26日㊐9時～
所 時津町コスモス会館大広間
料 500円
〆 3月19日㊐
他 普段は長与町図書館で活動してい

ます。お気軽にご参加ください。

練習日など詳しくはホームページ

をご覧ください。

福 祉

開館日

時 間

時 間

時 間

教 育

環 境

皆前橋バス停
←至 役場

平井医院

三保寿司

長崎整形外科
こやまクリニック

至 寺の下→

長与保育園
子育て支援センター
さくらんぼ

あじさい
保育園 公民館

大門ゴールド電気

高田小学校
至長崎駅 至長与駅

駐車場

百合野

ふ
れ
あ
い

　

セ
ン
タ
ー

ほ
ほ
え
み
の
家

お
ひ
さ
ま
ひ
ろ
ば

体育館

平成27～28年度
一般家庭からのもやせるゴミ排出量
月

月別排出量（t） 1日1人当たりの排出量（g）
27年度 28年度 27年度 28年度

4 634.79 626.25 498 491
5 648.96 699.15 493 530
6 656.37 581.32 514 455
7 615.88 593.86 466 450
8 594.17 588.22 450 446
9 587.84 568.28 460 445
10 584.75 559.40 442 423
11 563.73 565.65 440 442
12 627.54 614.16 474 464
1 580.57 562.62 439 425
2 536.54 449
3 619.14 470
合計 7,250.28 5,958.91 5,595 4,571

朝晩の冷え込みが厳しいですが、ごみを出す際
は朝の8時までに出すようにお願いいたします。
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国税専門官を募集します
問 長崎税務署総務課

　☎822-4231（内線2231）

　福岡国税局人事第二課試験研修係

　☎092-411-0031（内線2431、2432）

受験資格  

①昭和62年4月2日～

　平成8年4月1日生まれの者

② 平成8年4月2日以降生まれの者で 

次に掲げるもの

　Ⅰ： 大学を卒業した者及び平成30

年3月までに大学を卒業する見

込みの者

　Ⅱ： 人事院がⅠに掲げる者と同等の

資格があると認める者

試験の程度  大学卒業程度

受付期間

〈インターネット申込〉

3月31日㊎9時～ 4月12日㊌（受信有

効）※原則として、インターネット申

込みをご利用ください。

〈郵送または持参〉

3月31日㊎～ 4月3日㊊（消印有効）

第1試験日  6月11日㊐

第2試験日  7月12日㊌～ 19日㊌のう

ち第1試験合格通知書で指定する日時
他 国税庁ホームページにも募集内容

を掲載しています。詳細はお問い

合わせください。

自衛官（自衛隊幹部候補生）募集
問 自衛隊琴海地域事務所

　☎884-2809

　大卒程度試験及び院卒者試験は、併

願できます。
時 5月13日㊏・14日㊐

　（14日㊐は飛行要員のみ）
〆 5月5日㊎

大卒程度試験
対 平成30年4月1日現在

　（ア） 22歳以上26歳未満で、大学

院の修士課程もしくは専門職

大学院課程を修了した者。

　（イ） 20歳以上22歳未満で、大学

（短大を除く）を卒業した者

院卒者試験
対 平成30年4月1日現在

　（ア） 修士課程修了者などで、20

歳以上28歳未満の者。

水洗化のお願い
問 下水道課　☎801-5832

　下水道は、快適で豊かな生活を営む

ための生活基盤であり、暮らしに欠か

すことのできないライフラインの一つ

です。生活環境の改善や河川の水質保

全のためには下水道ヘの接続が必要不

可欠です。

　これからも町民の皆さまがよりいっ

そう清潔で快適な生活を送れるよう、

また、私たちの生活を支える大切な財

産である「水」を守るためにも、水洗

への切替が可能な区域で、切替がお済

みでない世帯の方々につきましては、

早期の水洗化への改造をお願いします。

プレジャーボートの係留について
問 各地区の振興局・支所の

　 建設部管理担当課（長崎振興局を

除く）及び長崎港湾漁港事務所港

営課

　県が管理する港湾・漁港の係留施設

にプレジャーボートを係留・保管する

場合は、許可が必要です。まだ手続き

が済まれていない方は、早めに県の許

可を受けてください。
長崎県港湾課 検索

長崎県漁港漁場課 検索

もし、イノシシに遭遇したら…
問 産業振興課　☎801-5836

　次のことに気をつけて、身を守りま

しょう。

・ 子イノシシの近くには親がいる可能

性があるので決して近づかない

・ エサを与えない

・ 威嚇や追い払おうとしない

・ たてがみを立てたり、「シュー！」

と威嚇音を発したりしていてもあわ

てて走り出さない

・ 後ろを向かずゆっくり後退しながら

その場を離れる

・ イノシシの目を見ないようにする

「長与町水道事業経営戦略」を
策定しました

問 水道課業務係　☎801-5831

　少子高齢化による人口減少や消費税

増税による節水意識の向上・節水機器

の普及などにより、水需要の減少が全

国的な問題となっており、長与町にお

いても例外ではありません。水道事業

を取り巻く環境が厳しさを増すなか、

今後も安全・安心で安定した水の供給

を持続していくためには、事業の効率

化・健全化の推進はもちろん、中長期

的な視点に立った経営が必要となりま

す。このような状況から、今後の長与

町水道事業の「投資試算」「財政試算」

を把握し、効率的で効果的な経営をす

るための基本計画として「長与町水道

事業経営戦略」を策定いたしました。

詳細な内容につきましては、町ホーム

ページに掲載しておりますので、ご覧

ください。
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役場の一部窓口を、第2・第4
土曜日に開庁しています

問 各課へ　☎883-1111（代表）

　一部窓口の開庁は、庁舎1階の住民

福祉部（住民環境課、こども政策課、

福祉課）、健康保険部（健康保険課、

介護保険課）です。
時 3月11日㊏・25日㊏

　4月8日㊏・22日㊏

　9時～ 12時30分

※正面玄関をご利用ください。

　　　

・ 国の機関や県、他の市町村への照会

や確認などが必要な業務は、当日対

応できません。また、内容によって

はお待ちいただいたり、受付できな

い場合もあります。

・ 取扱いできる業務の詳細は、事前（平

日）に各課へご確認いただきますよ

うお願いいたします。

JICA青年海外協力隊
シニア海外ボランティア募集

問 JICAデスク長崎　☎823-3931

　募集期間に合わせ、元ボランティア

の体験談・活動紹介や事業概要の説明

を行う「体験談＆説明会」が開催され

ます。
時 4月1日㊏15時～
所 長崎市立図書館多目的ホール
時 4月12日㊌19時～
所 長崎ブリックホール3階会議室4、5
対  青年海外協力隊  満20歳～満39歳

　シニア海外ボランティア

　満40歳～満69歳

　いずれも日本国籍の方
申 3月31日㊎～ 5月10日㊌
他 詳しくはJICAホームページへ。

「統計の日」の標語を
募集しています
問 総務省政策統括官付統計企画管理官室

普及指導担当

　☎03-5273-1144

　総務省では、「統計の日（10月18

日）」の周知を図るため、毎年「統計

の日」のポスターを始めとする各種広

報に活用するための標語を募集してい

ます。
〆 3月31日㊎
他  応募区分  小学生の部、中学生の部、

高校生の部、一般の部（前記以外

の学生及び一般の方）、統計調査員

の部、公務員の部。応募方法など

の詳細は総務省ホームページをご

覧ください。

土地・家屋価格等縦覧・閲覧
問 税務課固定資産税係 ☎801-5786

　平成29年度土地価格等縦覧帳簿・

家屋価格等縦覧帳簿による価格の縦覧

及び固定資産課税台帳（名寄帳など）

の閲覧を実施します。

縦覧・閲覧場所  税務課（役場3階）

縦覧及び閲覧は無料です。

●土地・家屋価格等の縦覧

　町内の土地や家屋の評価額を確認で

きます。
時 4月3日㊊～ 5月1日㊊8時45分～

17時30分（土・日・祝日を除く）
対 土地・家屋の納税義務者及びその

代理人

●固定資産課税台帳の閲覧

　所有している土地や家屋、償却資産

の内容を確認できます。
時 4月3日㊊以降の8時45分～ 17時

30分（土・日・祝日を除く）
対 納税義務者（資産の所有者）及び

その代理人、借地・借家人

持ってくるもの

・ 納税者及び納税義務者：本人確認書

類（運転免許証や健康保険証など）

・ 代理人：委任状または納税通知書、

及び代理人の本人確認書類

・ 借地・借家人：賃貸借契約書（当該

権利を証する書類）及び本人確認

書類

ながさき森林環境税の
延長について

　平成19年度に森林を社会全体で支

える新たな仕組みとして「ながさき森

林環境税」を創設しましたが、課税期

間をさらに5年間延長（平成33年度ま

で）し、引き続き森林環境の保全に取

り組んでいくこととしました。

問い合わせ先など

・ ながさき森林環境税の使いみちにつ

いては、長崎県林政課（☎895-2983）

・ ながさき森林環境税の課税について

は、長崎県税務課（☎895-2215）

・ 長崎県税務課（ながさき森林環境税）

ホームページをご覧ください。

長崎純心大学　科目等履修生・
履修証明プログラム受講者募集

問 長崎純心大学教務課

　☎846-0084

　本学の授業科目から、興味、関心、

必要のあるものを選び、履修すること

ができます（原則、講義科目のみ）。

また、特定のテーマに沿った学習プロ

グラム（履修証明プログラム）受講者

も募集します。
〆 3月29日㊌まで

くらし

利用時の注意点

ながさき森林環境税【税額】

個人：県民税（均等割）に

　　　年間500円を加算

法人：県民税均等割に

　　　5%相当額を加算

※税額に変更はありません。
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　長与町国際交流協会では町
内にお住まいの外国籍住民の
方に長与町をどのように感じ
ていらっしゃるかインタ
ビューしています。今回は、
吉無田郷にお住まいの長崎北
陽台高校でALTとして赴任し
ていらっしゃるジェレミー・
ゴードンさんに伺いました。
Q1.どこの国の出身ですか？
　イギリス、ロンドンの出身です。
Q2. いつから長与町に住んでいますか？
　1年半前からです。
Q3.長与町に住んでみて分かった事や他の今まで住んで

いた町に比べていいなと思ったことなどを教えてく
ださい。

　長与町の町としての機能と自然がいっぱいある所が好
きです。JRで15分で長崎駅まで移動できるかと思えば、
自転車で15分も行けばもっと長与の田舎を感じるところ
まで移動することさえできます。長与の海辺も好きですよ。

Q4.長与の魅力を自国の人に伝えるとしたらどこが一番
の売り込みポイントですか？

　ロンドンでも、長与に似た郊外の町から来ましたので、
自分の町と長与を比較するのは難しくありません。長与
は郊外でもありますし、とてもきれい（清潔）な町ですし、
人口も多いと思います。でも長崎市と比べてみて外国人
が少ないなど違いがありますね。
Q5.長与で一番好きな場所は？
　役場のある付近の長与川や、舟津付近の大村湾沿いの
長与川の周辺が好きです。漁船が停泊している風景など、
いい意味での「古い」感じが好きです。
Q6.長与で一番困った事は?
　特にありません。とても便利な町だと思います。強い
て言うなら、長崎市みたいに路面電車があるといいなと
思います。
Q7.長与を一言で表すと？
　「町と自然が混ざり合った住みやすい郊外の町」です。
Q8.長与の皆さんにメッセージをください。
　長与町に温かく迎え入れてくださってありがとうござ
います。今まで何度か長与で戸惑ったり、道に迷ったり
して助けていただいた事があります。次に私を見かけら
れたら、ぜひ声をかけてください！
ゴードンさん、ありがとうございました。

相談事例
●パソコンで動画を見ていたら、突然警告音が鳴り出し、止まら
なくなった。パニック状態になり、画面に出ていた「対策をする」
という表示のあった電話番号に連絡してしまった。電話の相手
が、1万円ほど払えば音を消してくれるというので、仕方なくお
願いし、クレジットカード番号を教えた。相手の指示に従いパソ
コンを操作した後、遠隔操作により警告音と画面は消えたが
不審である。

アドバイス
●パソコンでサイトの閲覧中に、突然警告音が鳴り出し「ウィルス
に感染した」などという警告表示が表れたまま消えず、画面上
の電話番号に連絡させるように仕向ける事例が報告されてい
ます。音や画面表示が出ても、とにかく慌てず、落ち着くことが
大切です。
●画面の連絡先に電話すると、「警告音や画面を消すため」とウィ
ルス対策ソフトなどをインストールさせられ、料金を請求される
ことがあります。決して画面の連絡先に電話してはいけません。

●警告音や画面を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）のホームページが参考になります。

消費者注意報
ウェブサイト閲覧中のニセの警告音に
だまされないで

困ったときは消費生活センターまたは
長与町役場相談窓口へご相談ください。
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
※長与町ホームページでも消費生活に関する情報
をお知らせしています。

　町ホームページ→相談窓口→消費生活相談

長与町はより一層、安全・安心な住みよい環境づくりを推

進するため、これからも引き続きその一役を担った消費

生活相談窓口を維持し、相談の対応や悪質商法被害の

防止など、継続した事業の展開を図っていきます。

平成29年3月1日

長与町長　吉田　愼一
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長与町公共下水道事業経営戦略
の策定

問 下水道課　☎801-5832

　長与町においては、社会的状況（人

口減少、少子高齢化など）の中で、経

営環境が厳しさを増しています。よっ

て、経営難の時代にあっても下水道事

業におけるサービスの提供を安定的に

継続できるよう、中長期的な視点に

立った経営を行い、徹底した効率化、

健全経営化に取り組むことが必要とな

ります。

　このような理由により、公営企業の

中長期的な経営の基本計画である「長

与町公共下水道事業経営戦略」を策定

しました。詳細な内容につきましては、

町ホームページに掲載しておりますの

で、ご覧ください。

長崎県立長崎工業高等学校
吹奏楽部　第13回定期演奏会

問 長崎工業高等学校（吹奏楽部：馬場）

　☎856-0115

　*baba2270@news.ed.jp

　老若男女だれもが楽しんでいただけ

るような楽しいコンサートを目指して

います。曲目もバラエティに富んでお

り、子どもたちが大好きなアニメの曲

から、最近流行りのあの曲、ジャズや

演歌、そしてクラシックの名曲まで色

とりどり取り揃えております。最初か

ら最後まで楽しんでいただけるよう工

夫を凝らした長崎工業高校らしいス

テージをぜひ見に来てください！
時 3月20日㊊

　開場13時30分　開演14時～
所 みちのおホール

　（道ノ尾病院センター棟1F）
料 無料

長崎北陽台高等学校
吹奏楽部・合唱部
第29回定期演奏会～一音一心～
問 長崎北陽台高等学校

　（顧問：田中・下村・松本）

　☎883-6844

　楽しい企画ステージもあります。皆

さまのご来場をお待ちしています！
時 3月19日㊐14時～

　（13時10分開場）

　ロビーコンサート13時25分～
所 町民文化ホール
料 無料

老人クラブ連合会催し
「平成29年度 長与町老人クラブ
連合会定期総会開催」

問 長与町老人クラブ連合会事務局

　（長与町社会福祉協議会内）

　☎883-7760
時 4月12日㊌10時～（予定）
所 老人福祉センター大ホール

防犯灯の故障（球切れなど）は
問 地域安全課交通防犯係

　☎801-5662

第94回「生と死」を考える市民
のためのネットワークご案内
問 活水女子大学看護学部（永田・岩永）

　☎0957-27-3005

　60957-27-3007

　*nagata@kwassui.ac.jp
時 3月24日㊎19時～ 20時30分
所 長崎大学医学部良順会館
料 300円（学生無料）
内 タイトル『27歳で天国に旅だった

娘が残してくれたこと、そして患

者・家族にとってのベストな病院

に向けての闘い』小坂美智子

野菜作りを学んでみませんか
問 産業振興課　☎801-5836

　JAと町の共催で野菜栽培講習会を

開催しています。どなたでもお気軽に

お越しください。
時 3月22日㊌14時～（2時間程度）
所 老人福祉センター大ホール
料 無料
他 予約不要

くらし

交通事故発生状況
1月中 本年累計（対前年比）

件数 死者 傷者 件数 死者 傷者

長与町 8 0 8 8
（－3）

0
（±0）

8
（－8）

時津町 14 0 19 14
（－8）

0
（－1）

19
（－8）

県　下 420 2 550 420
（+27）

2
（－2）

550
（+32）

※交通事故相談
　長崎県交通事故相談所　長崎市万才町4-12（日本生命ビル旧館1階）
　☎824-1111　内線3776・3777　9時～ 16時（土日祝日は休み）
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※課税標準額…個人ごとに、総所得金額から基礎控除額
　　　　　　　（33万円）を差し引いた金額。

・モデル世帯による試算
※モデル世帯の概要
　世帯構成：夫婦2人（40代）
　　　　　　子ども1人
　世帯所得：課税所得998,000円
　　　　　　軽減判定所得
　　　　　　（1,328,000円）
　　　軽減：2割軽減対象

　国民健康保険は、病気や怪我など万一の際の保険給付を、加入者それぞれが負担する国保税によってまかな
う「助け合い」の制度です。
　国保税は国保事業の大切な財源であり、保険税を納めない人がいると財源が不足し、保険給付ができなくな
ります。誰もが安心して医療を受けられるように、納付期限内に納付してください。
　納付書による納付よりも、納め忘れがなく、金融機関などで納める手間が省けて大変便利な口座振替による
納付をお勧めします。

・国保税を滞納してしまうと
　納付期限を過ぎると、まず督促が行われ、その後も納付がないと財産などの差し押さえなどの滞納処分を受
けることがあります。
　また、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付され、さらに特別な事情なく滞納が続く
と保険証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
　これは国保の資格を証明するだけで、医療機関ではいったん全額自己負担となります。    
　納付期限から1年6か月を経過してしまうと、保険の給付が全部または一部差し止められ、滞納している国保
税に充当することになります。

・納付相談について
　火災などの災害、病気や失業など、やむを得ない事情により納付が困難な場合は、申請により分割納付など
も可能ですので、お早めにご相談ください。

・計算方法

平成29年度の国民健康保険税の通知書は6月中旬に発送予定です

（4）国保税の納付について

（3）国保税の計算方法

＝

＝

＝

＋

＋

＋

＋

＋

＋

年税額

医療分課税額
（課税限度額 54万円）

後期高齢者支援金分課税額
（課税限度額 19万円）

介護納付金分課税額
（課税限度額 16万円）

所得割額

課税標準額※

×8.1％

課税標準額※

×2.8％

課税標準額※

×2.6％

均等割額

1 人につき
25,600 円

1人につき
8,800 円

1人につき
9,500 円

平等割額

1 世帯につき
22,800 円

1世帯につき
7,600 円

1世帯につき
5,800 円

＋

＋

＋

＋

＋

＋

左記条件により、改定前後の税率で計算した結果は次のとおりになります。
平成28年度
改定前（A）

平成29年度
改定後（B）

差
  （B）－（A）

医療分 147,400円 160,500円 13,100円
後期支援分 39,900円 55,100円 15,200円
介護分 42,500円 45,700円 3,200円
合計額 229,800円 261,300円 31,500円
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　長与町国保においては、近年医療費が増加している一方で、被保険者数の減少などにより国保税の収入が年々
減少しており、健全な財政運営が難しくなってきております。
　税率については県内では低い水準（モデル世帯による比較では県内21市町のうち17位）を保ってきていま
したが、今後の収支不足を見据えて平成29年度から国保税の税率等を改定せざるを得なくなりました。
　被保険者の皆さまには、ご負担をお願いすることになりますが、今後とも皆さまが安心して医療を受けるため、
安定した国保財政を運営していくため、ご理解とご協力をお願いいたします。

・改定内容
　上記のことを踏まえ、次のとおり平成29年度より国保税の税率を改定します。

①所得割
国保加入者全員の前年中の所得に対して課税さ
れます。

②均等割
　国保加入者の人数に対して課税されます。

③平等割
国保に加入する世帯ごとに一律に課税されます。
①～③の合計額が、世帯の国保年税額になります。

平成28年度税率（改定前）
医療分 後期支援分 ※介護分

①所得割 7.50% 2.10% 2.40%
②均等割 23,000円 6,000円 8,900円
③平等割 21,800円 5,700円 5,500円

平成29年度税率（改定後）
医療分 後期支援分 ※介護分

①所得割 8.10% 2.80% 2.60%
②均等割 25,600円 8,800円 9,500円
③平等割 22,800円 7,600円 5,800円

※介護分　40歳から64歳の被保険者のみに課税されます。

・被保険者数の推移
　全体の被保険者数は、人口減少や高齢化の影
響で年々減少しています。
　一方で、被保険者のうち65歳以上75歳未満の
前期高齢者は年々増加しており、高齢化が進行
しています。

・医療費の推移
　高齢化に伴う前期高齢者の増加や医療の高度
化などにより、1人あたりの医療費は年々増加し
ています。

・長与町国保特別会計の実質単年度収支の状況
　実質単年度収支とは、単年度収支から、実質
的な赤字・黒字要素を加減したものをいい、当
該年度だけの実質的な収支を把握するための指
標をいいます。
　長与町国保会計の実質単年度収支は、右のグ
ラフのとおり年々悪化しているのが現状です。

国保からのお知らせ
問 健康保険課保険係　☎801-5821

平成29年度（4月）から国民健康保険税の税率等を改定します

（1）長与町国保の現状

（2）税率等の改定
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詳しくは、町ホームページを
ご覧ください。

施設名 施設詳細 1時間につき

長与中学校
フロア

全面 270円
半面 160円

卓球場 100円
ステージ 80円

長与第二中学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

高田中学校

フロア
全面 270円
半面 160円

卓球場 100円
ステージ 80円

武道場
全面 160円
半面 80円

長与町民体育館
（施設使用料）

アリーナ 半面 370円
会議室 270円

ト レ ーニ ン グ
スペース

1面 50円
全面 210円

全館　　 1,180円
ふれあいセンター 体育館 100円

武道館
柔道場 160円
剣道場 160円

海洋スポーツ交流館 更衣室 100円
上長与体育館 フロア 100円

６．艇庫艇置使用料（町民）
施設名 施設詳細 1か月につき

海洋スポーツ
交流館艇庫

ペーロン舟 5,400円
ディンギー 2,160円
カヌー（30フィート未満） 2,700円
カヌー（30フィート以上） 5,400円

７．町営プール使用料（町民）
施設名 施設詳細 使用料

水泳プール

一般
1人/1回 540円
回数券11回分 5,400円

高校生
1人/1回 430円
回数券11回分 4,300円

小・中学生
1人/1回 210円
回数券11回分 2,100円

幼児
1人/1回 100円
回数券11回分 1,000円

８．運動場等使用料（町民）
施設名 施設詳細 1時間につき

長与小学校
全面 540円
半面 270円

高田小学校
全面 540円
半面 270円

洗切小学校
全面 1,080円
半面 540円

長与北小学校
全面 1,080円
半面 540円

長与南小学校
全面 1,080円
半面 540円

長与中学校
全面 1,080円
半面 540円

長与第二中学校
全面 1,080円
半面 540円

高田中学校
全面 540円
半面 270円

天満宮公園グラウンド 半面 540円

運動公園広場
トラック 1,080円
フィールド 1,080円

運動公園芝生広場 全面 540円
運動公園駐車場 半面 1,080円
ふれあい広場 半面 540円
野外ステージ 全面 540円
ふれあい駐車場 半面 810円
相撲広場 全面 540円
中尾城公園/エアロステージ 540円

９．テニスコート（壁打ちコート使用料：町民）
施設詳細 1時間につき

高校生まで
平日 100円
休日 160円

一般
平日 210円
休日 320円
照明 270円

10．シーサイドパーク施設使用料（町民）
施設詳細 1時間につき

フットサルコート 540円
イベント広場 1,080円
ミニイベント広場 540円
多目的広場（全面） 1,080円
多目的広場（半面） 540円

1か月に

回数

問 生涯学習課・地域安全課

問 生涯学習課・土木管理課

問 生涯学習課

問 生涯学習課

問 生涯学習課

問 生涯学習課
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　町所有の公民館・スポーツ施設などの使用料を、平成29年4月1日から改定いたします。
　公共施設の管理運営費は年々増加しており、その財源として使用料を充て、不足する分につきましては、町民皆様の
税金でまかなわれております。従来、施設使用料につきましては、町民の皆様は、免除としておりました。しかしながら、
施設を利用する人、利用されない人の間に、負担の不公平が生じることとなります。このことにより、皆様の不平等さ
を解消するため、施設を利用する方に「税負担の公平性の確保」の観点から、施設管理費の一部を負担していただくため、
使用料の改定を行います。
　町民の皆様にはご負担をおかけしますが、負担の軽減を図るため各団体様からのご要望をお聞きして、減免措置につ
いて検討いたしておりますので、決定次第お知らせいたします。
　なにとぞ、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

公共施設等の料金を「平成29年４月から」改定します

1．会議室等の施設使用料（町民）

施　設　名 施設詳細
1時間 につき

9時～
17時30分

17時30分
～ 22時

長与町公民館
大ホール 370円 560円
上記以外 100円 160円

高田地区公民館
大ホール 370円 560円
上記以外 100円 160円

上長与地区
公民館 全室 100円 160円

多目的研修
集会施設

大ホール 370円 560円
上記以外 100円 160円

勤労青少年ホーム
全室 100円 160円働く婦人の家

ふれあいセンター

南交流センター

集会室小 370円 560円
集会室大 480円 720円
調理実習室 100円 240円
上記以外 100円 160円

2．その他の会議室（町民）
施設名 施設詳細 1時間につき

潮井崎交流館
展示ホール

100円
研修室

丸田荘 教養娯楽室 100円

施設名 施設詳細 1日につき

長与駅
コミュニティホール ホール 540円

3．陶芸の館の施設使用料（町民）
施設詳細 1人/1時間につき

部屋 100円
電動ろくろ 100円

4．浴場の施設使用料（町民）
施設名 施設詳細 使用料

丸田荘

小学生以下、
60歳以上及び
障害者

1人/1回 100円

回数券（11回分） 1,000円

中学生以上
1人/1回 200円
回数券（11回分） 2,000円

上長与地区
公民館憩の
場

小学生以下、
60歳以上及び
障害者

1人/1回 100円

回数券（11回分） 1,000円

中学生以上
1人/1回 200円
回数券（11回分） 2,000円

５．体育館等の施設使用料（町民）
施設名 施設詳細 1時間につき

長与小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

卓球場 100円
ステージ 80円

高田小学校
フロア 全面 160円
ステージ 80円

洗切小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

長与北小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

長与南小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

）

き

問 契約管財課

問 生涯学習課

問 土木管理課・福祉課

問 生涯学習課・地域安全課

問 福祉課・生涯学習課

問 各課へ　☎883-1111

24 Nagayo 2017.3



新体操体験レッスンのご案内
■問 体操協会（山﨑）　☎090-7382-7921
　新体操を長与のたくさんの方に知ってほしい！女の子
を対象に体験レッスンを企画しています。お問い合わせ
の上、お越しください。
■時 3月21日㊋・28日㊋17時～19時
■所 町民体育館
■対 幼児・小学生
■内 ストレッチ、マット運動、手具を使って遊ぼう！

2016西彼杵オータム新体操演技会結果
■時 11月23日　■所 町民体育館
◆週2・小6の部
最優秀賞　田中　愛理（長与南小）

2016長崎県新体操演技会結果
■時 12月23日　■所 長崎県立総合体育館
◆小学ジュニア
○個人・リボン　小5の部　①豊島　菜緒（長与小）
◆中学ジュニア
○個人・フープ　中1の部　②喜々津　未旺（長与中）
◆シニア
○個人・フープ　中3の部　①柳原　玲音（長与中）

第9回長与町秋季ソフトバレーボール大会結果
■時 2月5日　■所 町民体育館
【一般】①みやび
【フリー女子】①clover　②ひまわり

長与町体育協会
☎・6887-5374
（長与町民体育館内）

ス
ポ
ー
ツ
広
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愛犬登録と狂犬病予防注射の巡回を行います
問 住民環境課環境係　☎801-5824

　狂犬病予防法により、生後91日以上の全ての犬は、生涯
に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務づけ
られています。例外規定はありません。

集合注射お知らせのハガキ送付と提出について
　登録済みの方には、ハガキで登録犬証明証を送付します。
集合注射を受ける時には必ずハガキを持参し、受付係員に提
出してください。
登録上の変更届け
　住所変更・犬の死亡・飼い主の変更などがある場合には、
届出が必要です。
その他
・鑑札と注射票は、犬の首輪にしっかり付けてください（迷
子防止になります）
・注射済の門標シールは戸口に貼ってください。
・町外から転入された場合は、前自治体の鑑札を持参してく
ださい。
・犬が行方不明になった場合は、役場にお問い合わせください。

狂犬病予防注射を受ける時の諸注意
・犬をコントロールできる人が連れてきてください。
・汚物を処理するものをご用意ください。
・逃げることがあるので、首輪はいつもよりきつく締めてく
ださい。
・必ず引き綱（リード）をつけてください。
・注射を受ける前に、犬の健康状態をチェックしハガキに記
載されている問診票にご記入ください。
・高齢犬や健康状態に不安がある場合は、事前に獣医師へご
相談ください。
・釣り銭のないようお願いします。
料金
①予防注射手数料　　　2,700円／頭
②注射済票交付手数料　550円／頭
③登録手数料　　　　　3,000円／頭
◆登録済の犬　①＋②の金額　　　3,250円／1頭
◆未登録犬　　①＋②＋③の金額　6,250円／1頭
※巡回期間中に注射や登録ができない方は、最寄りの動物病院で注
射を受け、役場で鑑札・注射済票の交付を受けてください。

狂犬病予防注射巡回予定表
4月24日㊊ 4月25日㊋ 4月26日㊌

場　所 時　間 場　所 時　間 場　所 時　間
本川内郷農村青年の家 9:20 ～ 9:40 上長与地区公民館 9:20 ～ 10:00 潮井崎公園 9:20 ～ 9:30
緑ヶ丘団地集会所 10:00 ～ 10:20 ニュータウン中央公園 10:15 ～ 10:45 第1分団消防格納庫前 9:45 ～ 10:05
八反田公園 10:40 ～ 11:05 ニュータウン西区公民館前 11:00 ～ 11:15 舟津公民館 10:20 ～ 10:30
二丁間公園 11:25 ～ 11:50 辻後自主防災センター 11:35 ～ 11:50 尻無川公園 10:45 ～ 11:05
道の尾防災センター 13:30 ～ 13:45 サニータウン南公民館 13:10 ～ 13:40 長与役場第3駐車場 11:20 ～ 11:50
丸尾公園（百合野第2） 14:00 ～ 14:15 くちなし公園（まなび野西） 13:50 ～ 14:05
高田地区公民館前
（高田小北側） 14:30 ～ 14:45

青葉台中央公園 14:15 ～ 14:40
南陽台中央公園下 14:50 ～ 15:15

西高田自主防災センター 14:55 ～ 15:15
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問

　生活の中で介護が必要になった時、住み慣れた地域で
安心して自分らしく生活を行う為には、ご家族の協力は
大きな助けとなります。ただ、ご家族にとっては不安や
負担を感じられることも…。
　その不安や負担を少しでも和らげることが出来るよう、
集いの場などを実施しています。1人で悩まずご相談くだ
さい。

●なるほど介護学習会
　介護の知識や方法、各種サービスについて共に学習し
ます。
時 第2金曜13時30分～ 15時
所 老人福祉センター 1階ホール

●認知症介護者リフレッシュの集い
　認知症の方を介護している家族の相談、情報交換、サー
ビスの学習を行います。
時 奇数月第3木曜13時30分～ 15時
所 老人福祉センター 2階会議室

●在宅介護者見舞金の支給
　在宅において中重度の要介護者を現に介護している方
に対し、見舞金を支給します。平成29年度からは要介護
認定、サービスの利用状況など支給要件の変更を予定し
ています。

●家族介護用品の支給
　要介護4または5認定者を在宅において介護されてお
り、介護者・被介護者どちらも長与町在住で非課税世
帯である場合、紙おむつなどの介護用品購入費を助成
しています（年間助成上限額あり）。

　家族への支援については、介護保険制度の中でも事業
が実施されています。制度として実施されている支援（共
助）だけでなく、地域の皆さんが共に助け合い、見守る
活動（互助）も充実させていく必要があります。
　歳を重ねても、介護が必要になった時も、自分らしく
生活していける長与町となるよう、皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。

問長与町地域包括支援センター　☎887-3008
　 介護保険課　☎883-1111（代表）

『どんな手続きをしたらいいの？』
　その時々の届出を忘れると、将来年金がもらえない場合もありますので、手続きは必ず行いましょう。
【加入について】

こんなとき 手続き 必要なもの
20歳になった 国民年金加入 印鑑

会社を退職した 国民年金加入（被扶養配偶者も同様）年金手帳・印鑑離職票など退職日が確認できるもの
配偶者の扶養からはずれた 種別変更 年金手帳・印鑑・資格喪失証明書
年金手帳をなくした 再交付 印鑑・本人を確認できるもの
海外に居住する 資格喪失または任意加入 年金手帳・印鑑・預金通帳・通帳届出印（※）
海外から帰国した 国民年金加入 年金手帳・印鑑・パスポート
※任意加入しない場合と、任意加入する方で国内協力者が納付書でお支払いする場合は、預金通帳・通帳届出印は不要です。

【保険料について】
こんなとき 手続き 必要なもの

保険料を納めるのが困難 全額免除・一部納付申請 年金手帳・印鑑
失業を理由とするときは「雇用保険被保険
者離職票」・「雇用保険受給資格者証」など
学生証の写しまたは在学証明書

50歳未満の方で保険料を納めるのが困難 納付猶予申請

学生で保険料を納めるのが困難 学生納付特例申請

口座振替を開始・変更する 口座振替納付（変更）申出 年金手帳・預金通帳・通帳届出印

保険料の納め忘れや免除した分を納めたい 後納・追納制度の申出 年金手帳・印鑑

納付書をなくした 再発行 年金手帳

介護する方への支援（家族介護支援事業）について
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図 書 館だより

No.331

 日 月 火 水 木  金 土4       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30

 日 月 火 水 木  金 土3    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

新しい図書館を考える48
魅力溢れる図書館であるために②
　まちの図書館がその魅力を保ち、充実したサービスの提供を継続し
ていくためには、前回の８つの要素に加え、更に次の３つのポイントを押
さえることが重要です。
①蔵書の新鮮さを保つのに十分な予算。
②地域の特性や住民ニーズへの深い理解。
③様々な企画やサービスを継続させ、図書館の魅力を発信し続け
るための職員研修の充実と勤務態勢の整備。

　性能のよい車も、免許を持った運転者と地図、ガソリンなしでは走れ
ません。図書館も建物や設備を整えただけでは十分ではありません。
むしろそこをスタート地点として、住民のニーズや地域課題などのリ
サーチに努め、その解決に役立つような新鮮な資料や情報を計画的・
継続的に供給・蓄積するとともに、利用者の興味・関心を呼び起こし、豊
かな学びへと誘う専門職員を育成していくことが不可欠です。
　そうしてはじめて、「教育と子育てのまち長与」にふさわしい図書館へ
と成長していくのです。もちろんそのためには、それ相応の予算の配当
と適正な職員数の確保が必要であり、それには、町民の皆さまのご理
解とご支援・ご協力とが欠かせません。
　長与町の新しい図書館の建設に向けた基盤づくりのために、これか
らも現図書館の改善に取り組みながら、一歩ずつ前進していきたいと
思います。
　４年間のご愛読ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。

(長与町教育委員会生涯学習課)

図
書
館
カ
レ
ン
ダ
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ほほえみ号
巡回予定日
（火曜日コース） 印
（土曜日コース） ■印　
休館日 ●印

長与町図書館
☎883-1799 6883-7222
開館時間 10時～18時

パソコンや携帯、スマートフォン
から資料の検索や予約が
できます。

パソコン http://nagayo-lib.jp 携帯用

スマートフォン用

※大雨などにより、巡回ができない場
合があります。図書館へお問い合わ
せください。
※3月8日㊌から15日㊌までは蔵書点
検のため休館します。また、22日
（第4水曜日）は開館しますが、31日
㊎は年次業務のため休館します。

　図書館では、皆さまから寄贈していただいた本を、他の方に利
用していただけるよう、ブックリサイクルをいたします。おひとり
10冊まで、持ち帰ることができます。
■時 ４月23日㊐10時～11時30分
■所 図書館２階閲覧室
※集本は随時行っております。ご自宅でご不要な本がありまし
たら、図書館へお持ちください。（単行本・文庫本・新書本・児
童書などを集本いたします。全集・百科事典や状態の悪い本
はご遠慮ください）

図書館ブックリサイクル（第５回）

◎文学
『サーベル警視庁』　今野 敏／著　角川春樹事務所
『春に散る』　沢木 耕太郎／著　朝日新聞出版
『幻庵』　百田 尚樹／著　文藝春秋
『Good old boys』　本多 孝好／著　集英社
『マカロンはマカロン』　近藤 史恵／著　東京創元社
『ぐうたら上等』　中野 翠／著　毎日新聞出版
『失語症の詩』　渡辺 鋼／著　本の泉社
『本を読むひと』　アリス・フェルネ／著　新潮社

新しく入った本

●おはなし会
■時 3月18日㊏・25日㊏、4月1日㊏・8日㊏・15日㊏・22日㊏
　 11時～
■所 たたみコーナー
●ぴよちゃん おはなし会
　午前と午後は同じプログラムです。
■時 3月22日㊌、4月5日㊌・19日㊌
　 ①11時～　②14時～
■所 2階和室

おはなし会のご案内

●大人向け…旅行気分で・・・
●児童向け…震災・防災　あの日を忘れない
特集展示は、自動扉内側に設けています。

《今月の特集展示》

　４月から、時間の変更がありますのでお知らせします。
■所 上長与児童館
 変更前 14時40分～15時10分
 変更後 14時45分～15時15分

《平成29年度自動車文庫「ほほえみ号」の
巡回変更について》

いざな
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成田内科医院
成田　裕介

骨粗しょう症について

　骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を

「骨粗しょう症」といいます。現在では単に長寿を目指す

だけでなく、健康で自立した生活を送れる期間を表す

「健康寿命」を伸ばすことへの関心が高まっています。骨

粗しょう症を予防し、骨を健康に保つことは、健康寿命を

延ばすことにもつながるのです。がんや脳卒中、心筋梗

塞のように直接的に生命を脅かす病気ではありません

が、骨粗しょう症による骨折から、介護が必要になってし

まう人も少なくありません。背骨が体の重みで押し潰れ

てしまうことを圧迫骨折と言い、背中や腰が曲がるなど

の原因となります。圧迫骨折が生じても、単なる腰痛と

して見過ごしていたり、痛みを感じない場合もあります。

1か所骨折すると、その周囲の骨にも負担がかかり、連

鎖的な骨折につながりやすいため、早期発見・早期治療

が重要です。 

　治療としては、運動・食事・薬物療法が基本です。骨密

度を低下させないカルシウム、ビタミンD、ビタミンKな

ど、骨の形成に役立つ栄養素を積極的に摂りましょう。

骨粗しょう症治療中の方や膝に痛みがある方は、運動を

開始する前に相談してください。また痛みが消えた、骨

密度が上がらないからといって、自己判断で薬を中断し

ないようにしましょう。

川﨑胃腸科外科医院
院長　川﨑　義昭

元気な高齢者で
いるために

　世はまさに、超高齢者社会と言われています。いか

に健康寿命（日常的に自立して暮らせる期間）を伸ばす

ことができるかという事が、課題となっております。

　高齢者（日本老年医学会では75歳以上と規定）に起

因する問題が露呈しています。身近な問題として寝た

きり（介護者への負担）、物忘れ・徘徊などの認知症、車

の運転事故、孤独死などがあります。

　地域の人を地域の皆で見守りましょう（ゆりかごから

墓場まで）という事が国の方針です。基本的には要介

護者をいかに少なくできるかという事になります。特に

お一人住まいの方には地域の人の声掛け、民生委員の

方の見守り、遠くにいる近親者からの電話での声掛け

などが大切だと思います。

　要介護者の主たる原因は、脳血管障害や運動器障害

があります。骨や筋肉を強くして転倒・骨折のリスクを

減らすことが大切です。日光を浴びながらの散歩や

ジョギング、室内でのラジオ体操やスクワット・腕立て

伏せなどの筋トレを持続的に続ける必要があります。

　食養生的には、塩分控え目の和食がお勧めです。ま

た、アジやサバ・イワシ類の青魚は血液をサラサラにす

るDHAが含まれ、タンパク質やカルシウムの補給にも

なります。また、他者との交流や談笑、体の清潔・整容

（入浴や髪の手入れ、足の爪切りなど）への気配りも大

切です。

　最後に、いつでも気軽に相談できる「かかりつけ医」

を持ちましょう。

健
康
テ
ラ
ス

28 Nagayo 2017.3



切
り
取
り
線

人権相談・行政相談
イベント保健行事

一般対象
保健行事
母子対象

3月・6月・9月・12月は
長与町議会定例会が開催されます。3月～4月

2017

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

26 27 28 1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 29 30 31 1

5 6 7 8 9 10 11

19 20 21 22 23 24 25

2 3 4 5 6 7 8

清水ミチコトーク＆
ライブ（町民文化
ホール14：00～）

ながよヘルシーウォーキ
ング大会（町民体育館前
広場集合9：00～受付）
第4回長与シーサイド
マルシェ（長与シーサ
イドパーク10：00～）

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談

1～2か月児相談
（健康センター
9：30～）
3～4か月児健診
（健康センター
12：45～）

マタニティ広場
（おひさまひろば
10：00～）
3～4か月児健診
（健康センター
12：45～）

人権相談［P17］

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談［P17］

ソーシャルクラブ
（老人福祉セン
ター10：00～）

離乳食教室（健康
センター9：30～）
要予約

モグモグ教室
（健康センター
9：45～）
フッ素塗布事業
（健康センター　1.3・
2.3・2.9歳 12：45～）

ソーシャルクラブ
（老人福祉センター
10：00～）

精神障害者家族の
つどい（老人福祉
センター13：30～）

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

お誕生相談（健康
センター9：30～）

行政相談［P17］

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

健康相談
（丸田荘13：30～）

ことばの相談
（健康センター）
要予約
健康相談
（まんてん９：３０～）

すてっぷ＆ほっと
（健康センター
１０：００～）

役場一部開庁日
（9：00～12：30）
［P18］
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）

マタニティクッキング
（ふれあいセンター
9：45～）要予約
すてっぷ＆ほっと
（健康センター
10：00～）
健康相談
（上長与公民館
13：30～）

おやこ相談
（健康センター
9：30～）
健康相談
（長与町役場
9：30～）

健康相談
（丸田荘13：30～）

役場一部開庁日
（9：00～12：30）
［P18］
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）
パパママ学級
（健康センター
13：00～）要予約

役場一部開庁日
（9：00～12：30）
［P18］
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）

2月 3月
・

・
・

・
・

・

春分の日

4月

31

0歳児　『泣き声は　家族をつなぐメッセージ　まずは声かけ抱き寄せて』
1歳児　『イヤイヤは　人生初の自己主張　こんな時期だと楽しんで』
2歳児　『「自分でする」強気な姿勢を見守って　そっと差し出す支えの手』
3歳児　『何度言っても繰り返す　大目にみてね　いたずらも』
4歳児　『大きくなったと思っても　まだまだいっぱい抱っこして』
5歳児　『認めよう！やる気を信じて待つことで　頭も体も使う子に！』

愛されている　その自信が子どもの心の出発点
子育てのポイント『標語』

No.
289
No.
289 子

育
て

　まもなく、進級や進学を迎える時期になりました。慌ただしく
過ぎていく日々の中で、子どもたちの可愛いつぶやきにほっと
一息しませんか？

Mちゃん「明日鬼こわいよ～」
R君「男は女を守るんだよ」
なんて頼もしい！当日はもちろん、自分が逃げるのに精いっぱい
でした☆（3歳児）

S君「保育園の入口にあるカメラってなに？」
保育士「あ～防犯カメラのことね。悪い人が来たら、みんなを守

れるようにカメラで写してるんだよ」
S君「じゃあ鬼が映ったら鍵閉めててね」
よっぽど鬼が来るのが怖いんだろうね…。（3歳児）

Mちゃん「ママにおみやげで指輪ば買うと！」
保育士「いいね～。パパには？」
Мちゃん「キャベツ！」
パパにはキャベツ入りのお弁当を買っていました☆
（2歳児）

まもなく 進級や進学を迎える時期になりました 慌ただしく

Kちゃん「Kちゃん、髪がぼさぼさだよ」
Nちゃん「おうちではきれいにするんだよ」
Kちゃん「何ば使って髪をきれいにすると？」
Nちゃん「けしごむ」
「髪」と「紙」を勘違いしたのかな…？（3歳児）

「メリ～…ゴーランド!!」
…もしかして「レディー、ゴー！」って言ってるつもりかな？（3歳児）

Nちゃん「Nね、えいごよめるんだよ」
保育士「え！すごいね！じゃあ先生のお洋服に書いてあるの読める？」
Nちゃん「え・い・ご」
なるほど。Nちゃんすごい！（2歳児）

保育士が履いているズボンの破れを見たY君
「セロテープで貼らなきゃ！」
きれいに貼って直してもらいました。ありがとう、Y君！
（2歳児）

文責…高田保育所

節分前日のこと

節分パート2

お店屋さんごっこの日

KちゃんとNちゃんの会話

車の競争をして遊んでいる場面で…

Nちゃんの得意なこと

気がきくね～♥
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あなたが写した町の発見をご紹介します

　斉藤郷にお住いの原口さんは、長与北小学校の近くでサト
ウキビを作り始めて3年になります。初めの頃はいちじくやス
イカ畑の防風垣にとソルゴーを作っていましたが、種まきやア
ブラムシの発生に悩み、サトウキビを作ることにしました。

　サトウキビからは、2年目に30kg、3年目の今は70kgの
黒糖がとれるようになり、サトウキビの搾りかすはスイカ畑
の肥料となります。とても甘いスイカができているそうで
す。「長与産の黒砂糖」はじげもん長与で発売中です。

長与町で黒砂糖!

　1月14日・15日に「高田ま
つり」、1月21日・22日に「多
目まつり」、2月4日に「働く婦
人の家交流発表会」が開催
され、各施設の講座で学んだ
学習の成果や活動・学校の
活動の発表が行われました。

「高田まつり」「多目まつり」「働く婦人の家交流会」

写真・投稿者の氏名（匿名希望・ペンネームも可）・自治会名・広報
ながよを読んでの感想を添えてください。
※人を撮られる場合は、広報ながよに掲載することの承諾を受けてください。

●郵　送 〒851-2185 長与町嬉里郷659-1長与町役場　
 秘書広報課「掲載希望のコーナー名」（例）「地元再発見」行とご記入ください。
●持　参 役場3階秘書広報課窓口
●メール nagayo@nagayo.jp
 件名に「掲載希望のコーナー名」をご記入ください。
《期　限》 原則として、毎月5日までに投稿された場合は翌月号に、6日以降の場合は、

翌々月号への掲載となります。

町内にお住まいの方で結成されたグループや団体
などをご紹介ください。

地元再発見（200字程度）

ガンバリスト（400字程度）

投稿要領投
真・投
がよを
人を撮ら

185 長
秘書広報課「掲

●持　参 役場3階秘書広

元再発

ンバリ

写真
なが
※人

●郵　送 〒851-21
秘書広報

地元

ガン

題材は自由です。ジャンルを問わずご紹介ください。

あなたの撮影写真を
「広報ながよ」に
載せよう!!

※なお、掲載された写真・氏名（匿名）・コメントなどは公開されます。その他、広報として適当でないと思われる
　ものは掲載できません。また、全ての原稿を掲載できるわけではありません。何卒ご了解ください。

　３月といえば卒業の季節ということで、表紙は
卒業をイメージしてみました。使っているものは
すべてミニチュア。机と黒板、黒板の溝以外は、
すべて紙でできています。ちなみに、溝の部分は、
実は割り箸。半分に割ったものを黒板に貼り付
けているんです。
　３月といえばひなまつりも忘れてはいけませ
ん。いつもの姿とは一味違う、お内裏様姿のミッ
クンを役場で見つけました。皆さま特定健診は
お忘れなく！

（岩と村とまこと）

 人口 42,615人 （ － 23 ）
 世帯 17,003世帯 （ ＋139 ）

 男 20,367人 （ － 35 ）
 女 22,248人 （ ＋ 12 ）

出生 35人
死亡 27人

転入 102人
転出 168人

平成29年2月1日現在（前年比）

※住基法の改正により、2012年7月より外国人居住者数も含まれています人口のうごき
1月中のうごき
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対象：65歳未満で心や体の機能低下や閉じこもり予防が必要な方
会場：健康センター　時間：10：00～14：00
■問 健康保険課 ☎801-5820
（注）祝日は変更することがあります。実施日は上記と異なることがあります。
　　カレンダーでご確認ください。

就学前のお子さんの発達や子育てに不安がある親子に対し、専門
スタッフが相談・療育を行い、よりよい発達を促していきます。
会場：ほほえみの家
時間：9：00～16：00
■問 ひばり学級 ☎855-8568

対象：65歳以上の方

■問 介護保険課 ☎801-5822

会場：老人福祉センター
時間：9：45～14：00

火曜日

水曜日
会場：南交流センター
時間：9：45～14：00
金曜日
会場：長与町ふれあいセンター
時間：9：45～14：00

長崎県小児救急電話相談 ♯8000へ

お子さんの急な病気やケガなどで心配なとき、
ご相談ください。
（ダイヤル回線の方は☎822－3308へ）

ストーカー事案・夫婦間の暴力・児童虐待少年非行・
悪質商法、交通問題など

毎日19時～翌朝8時

■長崎県救急医療情報 http://www.pref.nagasaki.jp/kyukyu

月曜日～金曜日
内科・耳鼻咽喉科

小児科

内科・小児科

20：00～翌朝6：00

20：00～23：30

20：00～翌朝6：00土曜・日曜・祝日

内科・小児科 10：00～17：00及び
20:00～翌朝6:0012/31～1/3

■診療科目受付時間

長崎市夜間
急患センター
長崎市栄町2番22号　長崎市医師会館1階

820-8699
やかん に は ハ ロー きゅう きゅう

健康センター ☎855-8902 6855-8913

　心の健康相談
◎こども、女性、障害者支援センター
　・精神障害の相談………… ☎846-5115
　・こころの電話 …………… ☎847-7867
◎西彼保健所 ……………… ☎856-5159
◎役場健康保険課 ………… ☎801-5820

お気軽にご相談ください。

悩むより　かけて安心　＃9110

24時間緊急手術体制

長崎百合野病院 ☎857-3366

精神の病気をもつ方の交流の場です。
会場：老人福祉センター
時間：10：00～15：00
■問 福祉課 ☎801-5827

24時間電話を通じて健康をお届けします。
健康テレホンサービス ☎826-5511

（携帯電話不可）
0120-555-2033月のテーマ

月
火
水
木
金
土・日

低血圧
食道がん、あなたは大丈夫？
入園・入学にそなえて
乾燥肌とかゆみ
物盗られ妄想
腎臓がんについて

◎警察安全相談電話 ☎823-9110
◎時津警察署 　　　☎881-0110

就学前のお子
スタッフが相
会場：ほほえ

精神の病気を
会場：老人福
時間：10：00

対象：65歳未満
会場：健康セン
■■■健康保険課

5㊐
女の都病院(内・小) ☎847-8383 長与

藤本クリニック（消・内・外） ☎801-8862 時津

12㊐
大福地外科胃腸科医院(外・整・胃・皮・肛) ☎883-3532 長与

おがわ眼科クリニック（眼） ☎886-8757 時津

19㊐
もとやま心のクリニック（心療内科・精神科）☎856-3033 長与

戸田内科（内・循） ☎881-3888 時津

20㊗
ホームホスピス中尾クリニック（緩和ケア・外）☎801-5511 長与

もりハートクリニック（内・循環器科） ☎813-2670 時津

26㊐
そのだ内科クリニック(内・呼) ☎814-5101 長与

長崎北病院（内・神経内科） ☎886-8700 時津

2㊐
モロキ内科（内・循・小） ☎883-1105 長与

たなか小児科クリニック（小） ☎865-9550 時津

9㊐
佐藤内科医院(内・消・小) ☎883-5511 長与

うらの眼科クリニック（眼） ☎865-8555 時津

3月・4月の救急医療在宅当番医
4㊏ ㈲長崎住宅設備 ☎842－7020

5㊐ ㈲池田設備 ☎827－8179

11㊏ 三昌商事㈱ ☎844－1393

12㊐ ㈲住吉設備 ☎844－5364

18㊏ ㈱長与管工設備工業所 ☎883－2580

19㊐ 大瀬良設備 ☎801－8772

20㊗ ㈱松栄設備 ☎824－1793

25㊏ ㈱イワナガ ☎883－3392

26㊐ ㈲ミズヤ設備 ☎850－6895

1㊏ 滑石設備㈱ ☎856－2512

2㊐ ㈲池田設備 ☎827－8179

8㊏ 星野管工設備㈱ ☎856－1161

9㊐ 小林設備 ☎801－7831

3月

4月

3月・4月の水道トラブル担当業者

3月

4月

※当番医は変更することがありますので、当日の新聞などで確認してください。
※当日の診療科目は直接医療機関へおたずねください。

24時間緊急手術体制　長崎百合野病院　☎857-3366
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　岡郷の桜の名所「和三郎憩いの広場」
前に臨時バス停が設置されます。花見など
にお出かけの際にご利用ください！

※広場には駐車場がありませんので公共交通機関
をご利用ください。

３月15日㊌～４月15日㊏設置
期間

○民生委員とは？
　住民の立場にたって、まちの福祉を担う無
報酬のボランティアです。法律により厚生労
働大臣から委嘱されています。全国共通の制
度として、約23万人の民生委員が活動してい
ます。
　また、子どもや子育てに関する支援を専門
に担当する主任児童委員も活動しています。

○民生委員はどんな活動をしているの？
①身近な相談相手として
　民生委員は、担当する地域の身近な相談
相手として、地域住民からの生活上の心配
ごとや困りごと、介護・子育ての不安など
の相談に応じています。
　法に守秘義務が定められていますので、
安心して相談してください。

②必要な支援への「つなぎ役」として
　民生委員は専門的な技能や資格を持って
いるわけではありません。①での相談内容
に応じて、必要な支援を受けられる専門機
関（役場）などにつなぎ、課題が解決する
よう必要な支援への「つなぎ役」になります。
そのために、行政や社協、学校などさまざ
まな機関と連携しています。

③地域の見守り役として
　高齢者や障害者世帯、子どもたちの見守
りをおこなっています。
…他にも、様々な福祉に関する活動に携わっ
ています。
　ご自身の地区の民生委員がわからない場
合など、民生委員に関するお問い合わせは、
役場福祉課地域福祉係までご連絡ください。

　民生委員制度は、大正6年に岡山県で創設された「済
さい

世
せい

顧問制度」に始まり、平成29
年に制度創設100周年を迎えます。
　本町にも多くの「民生委員・児童委員」（民生委員は児童委員を兼ねています。以下、「民
生委員」と称します）が活躍されていますことから、民生委員の活動についてご紹介い
たします。

今年、民生委員制度は
制度創設100周年を迎えます！

問 福祉課地域福祉係　☎801-5826


