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（備考）一般会計の残高には、地方交付税の代替措
置として発行される「臨時財政対策債」の残
高62億616万円が含まれています。

※一人あたりの町税負担額及び使われ
たお金の算定は、平成28年３月末の
住民基本台帳人口(４２，４１８人)を基
にしています。

※基金･･･災害などの不測の事態や財
源不足に備えるため及びあ
る特定の目的のための積み
立て（貯金）

※町債…学校、道路、施設などを建設す
るために発行した起債（借金）

○都市計画税とは
　都市計画税は、街路や公園等の整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に
要する費用にあてるための目的税で、1月1日現在において、都市計画区域のうち市街化
区域に所在する土地・家屋の所有者に固定資産税と合わせて納めていただくものです。

○都市計画税の税額の計算方法は　税額＝課税標準額×税率(０．３％)

問財政課　☎801ー5783

※その他の内訳
商工費 （1億1,513万円）
労働費 （　  3,331万円）
災害復旧費 （　  2,056万円）
諸支出金 （4億　  20万円）

基金（貯金）残高
19億4,301万円
12億4,097万円

6億8,132万円

38億6,530万円

財政調整基金
減債基金

その他特定目的基金
（教育・福祉など）
合　　計

町債（借金）残高
139億9,440万円

4億1,933万円

8億　297万円
29億7,723万円
181億9,393万円

一般会計
土地区画整理
事業特別会計
水道事業会計
下水道事業会計
合　　計

都市計画事業費の財源内訳

都市計画事業費

項　　目
特定財源（国・県支出金、地方債）

一般財源（住民税・固定資産税・地方交付税など）
都市計画税
合　　計

金　額
459,888
1,015,653
284,708
1,760,249

構成比
26.1
57.7
16.2
100.0

※金額は、1万円未満を端数処理しています。

項　　目
街路事業
公園整備事業
下水道事業

土地区画整理事業
地方債償還額
合　　計

事業費
281,633
142,679
200,438
563,494
572,005
1,760,249

構成比
16.0
8.1
11.4
32.0
32.5
100.0

支　　出

翌月への繰越（A－B）=14,300円

食費・光熱水費など
（職員の給料・消耗品等の購入など）
教育費・子どもへの仕送り・親類への援助など
（扶助費・他の会計への繰出金・各種団体への補助金など）
家の増改築・車の修理など
（道路や学校の建設・維持補修費など）
ローン返済（町債の返済）
貯蓄など（基金への積立など）

74,200円

140,000円

34,300円

28,600円
8,600円

B　285,700円

ローン残高　3,884,100円ロ ン残高 3 884 100円

貯金残高、ローン残高については年収360万円とした場合

　9月6日から26日まで開催された9月定例議会で、町
が1年間でどのような事業を行ったかをみる「平成27
年度決算」が認定されました。そこで今回は平成27年
度の一般会計・特別会計及び企業会計の決算概要
を皆さまへお知らせします。

い、私立保育園及び認定こども園への補助が増え、民生
費が4億2,235万円（+10.3%）増加しました。また、テニ
ス広場人工芝張替工事をはじめとする体育施設の整備
や長与小学校体育館吊天井撤去工事などにより教育費
が3億2,442万円（+30.6%）増加し、歳出全体で2億
6,264万円（+2.2%）増加しました。

基金・町債
基金（貯金）
財政調整基

基

一人あたりで考えると…一

都市計画税　～こんな事業に使っています～

都市計画事

都

（単位：千円・％）

（単位：千円・％）

教育費
３２，６２４円

一人あたりの町税負担額は…１０５，３８３円です。

一人あたりに使われた町のお金は…一般会計で２９１，２３５円です。

町民税 固定資産税
５６，９９６円 ３４，２５９円

都市計画税 町たばこ税
６，７１２円 ５，４５４円

土木費
３４，８２６円

総務費
３２，１８９円

民生費
１０６，５５９円

消防費
１２，７５８円

農林水産業費
４，３４８円

議会費
３，５２２円

その他 １，９６２円

その他

１３，４１９円

衛生費
２１，３７８円

公債費
２９，６１２円

民生費
４５億２，００４万円
（３７％）歳　出

123億5,362万円
（一般会計）

土木費
１４億７，７２３万円
（１２％）

教育費
１３億８，３８３万円
（１１％）

総務費
１３億６，５４０万円
（１１％）

公債費
１２億５，６０８万円
（１０％）

衛生費
９億６８０万円（７％）

議会費
１億４，９４１万円（１％）

その他（※）
５億６，９２０万円（５％）

農林水産業費
１億８，４４５万円（２％）

消防費
５億４，１１８万円（４％）
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129億7,070万円
（一般会計）

歳　入

平成27年度

※その他の内訳
　財産収入 （　  2,091万円）
　寄附金 （　  　333万円）
　繰越金 （4億2,378万円）
　諸収入 （1億7,129万円）

町税の内訳
（町民の皆さんが町に納めた税）

24億1,767万円
14億5,320万円
2億8,471万円
2億3,133万円
8,313万円

8万円

町 民 税
固定資産税
都市計画税
町たばこ税
軽自動車税
入 湯 税

長
与
町
の
決
算（
一
般
会
計
）を

家
計
簿
に
例
え
る
と…

収　　入

給料（町税など）

親からの仕送り
（地方交付税･国県支出金など）

その他の収入（貯金の切り崩しなど）
（基金取り崩し、使用料・手数料など）
借　入　金（町債）

105,000円

129,000円

39,000円

27,000円

A　300,000円

貯金残高　1,072,800円

決算報告
　平成27年度の一般会計決算は、歳入総額が129億7,070万円、歳出
総額が123億5,362万円で差引額は6億1,708万円となりました。
　昨年度と比較すると、歳入では地方消費税交付金が3億620万円
（+80.82%）増加したことなどにより、歳入全体で1億6,595万円
（+1.3%）増加しました。
　歳出では、子ども・子育て支援新制度の開始や町内保育園の増加に伴

一般会計の決算

　歳出では、子

一

町税
４４億７，０１２万円
（３５％）

繰入金
７億７５９万円（５％）

分担金及び負担金
２億９，１２１万円（２％）

使用料及び手数料
１億６，０６２万円（１％）

その他（※）
６億１，９３１万円（５％）

国・県支出金
２６億３，８７７万円
（２０％）

地方交付税
２０億６，５０３万円
（１６％）

町債
１１億３，６５７万円（９％）

地方消費税交付金
６億８，５０９万円（５％）

地方譲与税
１億８万円（１％）

その他交付金
9,631万円（1％）

平成27年度長与町一般会計決算の概要

月収
30万円と
仮定して
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ソフトボールで地域親睦
―第62回町民ソフトボール大会―

　９月11日、ふれあい広場をメイン会場に開かれました。今年
は台風12号の影響で予備日の開催になり、町内各地区から34
チームが参加しました。
　開会式では、大会会長の吉田町長が激励し、池山自治会の堀
内智之さんが選手宣誓を行いました。
　また、10月15日㊏から18日㊋に実施される「ねんりんピック
長崎2016」大会の周知のため、ねんりんピック応援団のがんば
くんも各会場へ応援に駆けつけ、子どもたちや地域の方と交流
しました。長与町では10月16日㊐・17日㊊に町民体育館と多
目芝生広場を会場に、ターゲット・バードゴルフ交流大会が開催
されます。
　各会場とも熱戦が繰り広げられ、観客も選手も一体となり、
大いに盛り上がった一日となりました。

◆結　果
　優　勝 サニータウン北
　準優勝 緑ヶ丘
　第３位 池山
 岡中央
◆個人賞
　最優秀選手賞 渋谷　俊寛（サニータウン北）
　優秀選手賞 木屋　実希子（緑ヶ丘）
　敢　闘　賞 山越　直樹（池山）
 高橋　多聞（岡中央）

サニータウン北自治会　２大会連続の優勝！

5

　特定の事業を行うため、歳入歳出を一般会計と区別して別個に処理するための会計で、長与町には以下
の5会計があります。

特別会計

※赤字や資金不足が生じていないため
　①･②･⑤の比率は「－」で表記しています。

健全化判断比率
①実質赤字比率
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率

27年度決算
－
－
  8.0
20.4

早期健全化基準
13.89
18.89
25.0　
350.0　　

財政再生基準
20.00
30.00
35.0　

⑤資金不足比率
27年度決算
－

経営健全化基準
20.0　

区　　分
駐車場事業特別会計
土地区画整理事業特別会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
　　保険事業勘定 
　　介護サービス事業勘定 
後期高齢者医療特別会計

歳　入
８９８万円

６億９，５８６万円
４８億６，５１１万円

２７億５，４０６万円
３，２３８万円

４億２，７１５万円

歳　出
７５１万円

６億７，９８８万円
４９億７，１７８万円

２４億９，４９４万円 
２，０６９万円

４億２，５１２万円

　民間の事業と同じようにその事業によって得られる収入で支出をまかなう独立採算を原則としており、
長与町には水道事業と下水道事業の2事業があります。

　水道事業、下水道事業ともに経営成績は黒字決算となり、財政状態においては資金不足も発生せず健全
経営を維持しています。
　また、資本的収支の収入不足については、損益勘定留保資金（減価償却費など現金の支出を伴わない費
用）および減債積立金（企業債償還の財源となる積立金）などで補てんしました。

　この比率は地方公共団体の財政の健全性を示す指標です。法令で定められた基準値（早期健全化基準・財政再生基準ま
たは経営健全化基準）を超えると、改善が必要な団体とみなされ、地方債の借入が制限されたり、財政健全化に向けての計
画策定が求められます。
　本町では、いずれの比率も基準値以下であり、「財政は健全である」との結果となりました。今後も健全な財政運営に努め
てまいります。

企業会計

企業会計

水道事業決算

下水道事業決算

収益的収支
※主に維持管理関係
資本的収支
※主に設備投資関係
収益的収支
※主に維持管理関係
資本的収支
※主に設備投資関係

収　入
７億９，６１０万円

（内料金 ６億８，１３８万円）

９，９５８万円

　１１億１，７５３万円
（内使用料 ６億６，１０２万円）

１億２，４５２万円

支　出

６億５，５６０万円

３億８，１３２万円

９億５，２４６万円

３億８，９０９万円

実質公債費比率

（％）0 10 20 30 40
早期健全化基準
（25.0）

10
長与町（8.0） 財政再生基準

（35.0）

イエローカード

将来負担比率

（％）0 100 200 300 400100
長与町（20.4） 早期健全化基準

（350.0）

イエローカード

（単位：％）

レッドカード

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率
⑤資金不足比率

一般会計における実質赤字額｛歳出総額-（歳入総額-翌年度へ繰り越すべき財源）｝の標準財政規模※に対する比率
※標準財政規模：標準的に収入が見込まれる経常的な一般財源
一般会計・特別会計・公営企業会計における実質赤字額の合計の標準財政規模に対する比率
一般会計が1年間に負担した地方債の償還などの標準財政規模に対する比率
地方債残高のほか一般会計が将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率
公営企業会計における資金不足額（赤字額に相当するもの）の事業規模に対する比率。本町は水道事業、下水道事業、
土地区画整理事業の3会計が対象

特別会計・企業会計の決算

特別会

特

健全化判断比率・資金不足比率

用）および減

この比率
たは経営健

健
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　評価結果を公表します 　　問 政策企画課　☎801-5661
　長与町では、平成23年度～平成27年度までを計画期間
とする第8次総合計画に基づき、まちづくりを進めてきま
した。第8次総合計画は6つの政策目標、197の施策、
469の事業により構成されています。
　この度、197の施策について、平成27年度末の進捗状
況を所管課により評価しました。次のグラフはその結果です。

　評価の方法は施策を構成する各事業についてA（計画通
り）・B（概ね計画通り）・C（やや遅れている）・D（遅れ
ている）の4段階で評価し、それらに数値目標達成度など
を勘案して最終的な施策の評価をA～Dで決定しました。

　数値目標を設定している項目の達成状況は以下のとおりです。目標値を達成しているものは、黄色で示しています。
※結果一覧はホームページで公表しています。

数値目標名（単位） H21年度
計画策定時

H27年度末
目標値

H27年度末
実績値

H27年度末
達成率

第1節　信頼から始まる参画と協働
自治会加入率（％） 79.6 85 71.5 84.1%

第2節　心を育む教育と文化
特別支援学級設置校（校） 5 8 7 87.5%

不登校者数（人） 22 0 26 －

小学校図書館の
児童1人当たり貸出冊数（冊） 68.0 72 110.9 154.0%

中学校図書館の
生徒1人当たり貸出冊数（冊） 15.5 18 21.7 120.6%

学校教育へのパソコン導入台数（台） 618 1,463 1,260 86.1%

小・中学校施設の
耐震化率（対象6校）（％） 72.7 100 100 100.0%

町民1人あたり図書貸出冊数（冊） 4.49 4.9 4.36 89.0%

国際交流協会会員数（人） 102 150 114 76.0%

町の審議会等への女性の登用率（％） 34.9 40 31.6 79.0%

第3節　創造性と活力あふれる産業
認定農業者数（人） 92 100 73 73.0%

農産物直売所設置数（箇所） 3 4 3 75.0%

農産物直売所販売額（千円） 335,000 400,000 446,674 111.7%

エコファーマー認定数（人） 28 40 0 0.0%

商工会加入率（％） 51.9 60 49.3 82.2%

観光客数（人） 69,470 100,000 46,511 46.5%

数値目標名（単位） H21年度
計画策定時

H27年度末
目標値

H27年度末
実績値

H27年度末
達成率

第4節　安全・快適・便利な暮らし
高田南区画整理事業進捗率（％） 76 99 83.4 84.2%

下水道普及率（％） 98.9 100 99.9 99.9%

町民1人あたりの公園保有面積（㎡） 8.2 10.0 8.2 82.0%

町内4駅の1日平均乗降客数（人） 6,029 6,500 6,848 105.4%

自主防災組織の組織率（％） 75.5 90 94.4 104.9%

防火水槽設置数（基） 149 155 156 100.6%

子ども110番の家設置数（戸） 369 500 367 73.4%

第5節　ふれあいと希望に満ちた安心のまち
3 ～ 4か月児健康診査受診率（％） 98.2 100 98.6 98.6%

特定健康診査受診率（％） 28.7 65 43.1 66.3%

肺がん検診受診率（％） 25.1 50 32.2 64.4%

特定保健指導実施率（％） 28.0 45 43.1 95.8%

朝食を毎日食べている割合
（小学6年生）（％） 92.3 100 90.2 90.2%

麻しん（2期）の接種率（％） 91.6 95 88.9 93.6%

保育所待機児童数（人） 0 0 17 －

ファミリーサポートセンター会員数
（人） 405 450 735 163.3%

第6節　自然豊かな美しい環境のまち
1人1日あたり燃えるごみ排出量
（ステーション回収分）（g） 449 428 467 －

リサイクル率（％） 19.9 21 23.8 113.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計画全体

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節

第6節

施策評価　節ごとの状況

A（計画通り） B（概ね計画通り） C（やや遅れている） D（遅れている）

40.6%

29.6%

35.0%

46.2%

45.2%

47.1%

27.3%

48.8%

59.3%

60.0%

34.6%

42.9%

43.1%

63.6%

8.6%

3.7%

2.5%

15.4%

11.9%

9.8%

9.1%

2.0%

7.4%

2.5%

3.8%

第8次総合計画『政策目標』

第1節　信頼から始まる参画と協働
第2節　心を育む教育と文化
第3節　創造性と活力あふれる産業
第4節　安全・快適・便利な暮らし
第5節　ふれあいと希望に満ちた安心のまち
第6節　自然豊かな美しい環境のまち
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平成28年度 事務事業評価・施策　　
　長与町では、成果重視の行政への転換、行政運営における透明性の確保を
目的として、事務事業評価、施策評価を実施しています。
　事務事業評価とは、町が行っている各種の事務事業を、妥当性・有効性・
効率性の観点から評価し、今後の方向性や改善策を決定するものです。この
過程はPDCAサイクルと呼ばれ、P（Plan:計画）、D（Do:実行）、C（Check:
評価）、A（Action:改善）のサイクルを継続的に循環させることで不断の改
善を図っています。
　平成27年度の事業実施状況は次のとおりです。

　全154事務事業の今後の方向性の内訳は、「拡充」が26件、
「改善」が10件など左記のとおりです。
※ 全154事業の結果一覧はホームページで公表しています。

◆平成27年度に「拡充」した主な事業

事務事業名 改善状況

災害・防災情報発信事業 防災情報の伝達手段の強化を図るため、防災無線のデジタル化に伴い、防災
情報のSNSとの連携や音声付防災メール配信などの実現に向けて着手した。

納付環境整備 平成27年4月よりコンビニ納付を開始し納付環境を拡充した。

保育所運営事業 認可保育所2箇所、認定こども園1箇所の新設により、定員数が増加した。

コミュニティWebサイト事業 地域少子化対策強化交付金を活用し、コミュニティWebサイトを制作した。

商工業振興事業
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）
を活用し、プレミアム商品券の発行と住宅及び店舗のリフォームに対する助
成を行った。

地場産業の6次産業化や農商工連携、
企業参入等の促進

既存の三根郷にある加工所から岡郷の長与町特産品直売所横への移設に伴う
支援を行った。

男女共同参画事業
（※上記加工所移設と併せて実施）地域女性活躍推進交付金事業として、地域
の女性グループで製造している本町の特産品の商品改良、ラベルなどの変更、
新商品のアイデア募集、試作などを実施した。

ブックスタート事業
母子保健推進員や図書ボランティアを対象にブックスタート事業ボランティ
アを育成し、8月より地方創生事業費の助成を受けて、ブックスタート事業を
開始した。

いきいき健康まちづくり事業 トレーニング器具の新規整備を行った。

〈平成27年度改善状況〉

改善状況 件数
拡充 31
改善 6
継続実施 117
縮小 0
合計 154

〈平成28年度の方向性〉

今後の方向性 件数
拡充 26
改善 10

継続実施 114
縮小 2
廃止 0
終了 2
合計 154

継続的な改善
PDCAサイクル

Action
（改善）

Plan
（計画）

Check
（評価）

Do
（実施）
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「ねんりんピック長崎2016長与町交流大会」開催に伴う交通規制のお知らせ
　交流大会の開催に伴い、大会期間中、競技会場（多目芝生広場）に隣接する道路の一部について交通規制を実施いたします。
大会期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

　1歳になってしまうと、定期接種の対象外となります。
スケジュールをよくご確認いただき、予防接種を受ける
ようにしてください。
！注意！
★ 1回目の接種から3回目の接種を終えるまでには、おお
よそ半年間かかります。特に、平成28年4月、5月生ま
れの方であって、平成28年10月の定期接種開始以降初
めてB型肝炎ワクチンを受けられる方は、10月時点で
すでに生後5～ 6か月が経過しているので、接種日程
の管理が重要となります。お子さまの体調次第で接種
スケジュールが遅れることもありますので、お早めに
主治医とよくご相談ください。
★ すでにこの予防接種を受けたことがある方は対象外で
す。ただし、10月1日以降、残り回数があれば1歳に至
るまでの間は「定期接種」となります。

B型肝炎とは？ B型肝炎ワクチンとは？
○ B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染により
起こる肝臓の病気です。
○ B型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場
合と、そのまま感染している状態が続いてしまう場合
（この状態をキャリアといいます）があります。キャリ
アになると慢性肝炎になることがあり、そのうち一部
の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起
こすこともあります。
○ ワクチンを接種することで、体の中にB型肝炎ウイルス
への抵抗力（免疫）ができます。
○ 免疫ができることで、一過性の肝炎を予防できるだけ
でなく、キャリアになることを予防でき、まわりの人
への感染も防ぐことができます。
　※ 予防接種を受けても、お子さんの体質や体調によっ
て免疫ができないことがあります。

規制期間  10月16日㊐・17日㊊8時～ 17時

B型肝炎の定期接種化が始まりました！

大村湾

練習会場

練習会場

大会関係者P

一般
P

選手・
来賓
 P

練習会場

国
道
207
号
線

町民体育館
○式典
○選手控所
○おもてなしコーナー
○健康づくり教室
○売店

大村湾

シャトルバス乗降所
多目芝生広場
（競技会場）

通行止め区間

（たるつ公園）

（運動公園広場）

競技会場（多目芝生広場）側に
駐車場はありません。

お車でお越しの際は、シーサイドパーク（町民体育館横）内の駐車場を
ご利用ください。競技会場へは、町民体育館から随時、シャトルバスを
運行しておりますので、そちらをご利用ください。

○対象者： 平成28年4月1日以降に生まれた0歳児で、
生後1歳に至るまでの間にあるもの

○回　数：3回接種
　　　　　 （27日以上の間隔で2回、初回の接種から

139日以上を経過した後、3回目を接種する）
　　　　　※おおよそ半年間かかります。

問 こども政策課母子保健係
　☎801-5881

予防接種を受ける時は、事前に医療

機関に連絡して確認してください。

当日は母子手帳をご持参ください。
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　平成27年度の長与町人事行政の運営などの状況について、その概要を公表します。
詳しくは、町ホームページに公開しておりますのでご覧ください。

町の人事行政の運営などの状況を公表します 問 総務課総務人事係
　☎801-5781

①分限処分者の状況
　休職　4人（心身の故障によるもの）
　降任　1人（勤務実績が良くないもの）
　その他の分限処分はありません。
②懲戒処分者の状況
　懲戒処分者はいません。

①研修の実績
　「実務主義」、「支援主義」の基本方針に基づき、延べ
1,033人に対し、職員研修を行いました。
②勤務成績の評定の状況
　地方公務員法第40条の規定に基づき、平成24年度より
人事評価を実施しています。人事評価は、職員の質の向
上（能力開発）による住民サービスの向上、および適正
な評価と処遇反映により職員のモチベーションを高める
ため、意欲・態度評価、能力評価、業績評価により実施
しています。

①年次有給休暇の取得状況
区分 平均取得日数（日） 有給休暇消化率（％）

一般行政職  7.2 36.05
水道局 12.4 61.87
全職員  7.8 38.96

※消化率＝（取得日数／平成27年度付与日数）×100

②育児休業及び部分休業の取得状況
　育児休業新規取得者　　　2人
　部分休業新規取得者　　　0人 ①衛生管理関係の実施状況

　一般健康診断受診者256人（対象者256人）
②公務災害認定件数
　一般行政職員　2人
③職員会事業の実施状況
　地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保健、元気
回復その他厚生に関する以下の事業を、長与町職員会（会
員数222人）において実施しました。
・人間ドック及び各種がん検診の助成
・各種レクリエーション事業
・庁舎周辺の清掃
・その他職員の福利厚生に関する事業

④特別職の報酬などの状況
区分 給料（報酬）月額 期末手当
町長 857,000円

3.0月分

副町長 691,000円
教育長 651,000円
議長 343,000円
副議長 285,000円
議員 258,000円

③級別職員数の状況（平成27年4月1日現在）
区分 標準的な職務内容 一般行政職 水道局
7級 部長、会計管理者、次長、局長、理事の職務  9人 2人
6級 課長、室長、課長職に相当する局長等の職務 22人 1人
5級 場長、所長、参事、課長補佐等の職務 29人 5人
4級 副参事、上級主査の職務 37人 5人
3級 係長、主査、主任の職務 38人 2人
2級 主事、保健師、保育士及び栄養士の中級職務 37人 6人
1級 主事、保健師、保育士及び栄養士の初級職務 21人 1人
※教育職員（3人）・再任用職員（4人）は含みません。

①職員の平均年齢、平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）
区分 職員数（人） 平均年齢 職員1人当たりの平均給料月額

一般行政職 193 38歳10月 300,118円
水道局 22 42歳 0月 317,054円
全職員 215 39歳 2月 301,851円

※教育職員（3人）・再任用職員（4人）は含みません。

②期末手当・勤勉手当の状況

支給割合 期末手当 2.6月分
勤勉手当 1.6月分

加算措置
職制上の段階、職務の級などによる
加算措置
　役職加算　5～15％

②昇任及び降任の状況 （単位：人）

区分
昇　　任

降任係長級 課長
補佐級 参事級 課長級 部長級

一般行政職 12 8 1 8 6 1
水道局 0 2 0 0 2 0
計 12 10 1 8 8 1

職員の任免及び職員数に関する状況

職員の給与の状況

職員の休暇等取得の状況

職員の福祉及び利益の保護の状況

職員の分限及び懲戒処分の状況

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

①採用及び退職などの状況 （単位：人）

区分 採用
退　　職

定年 勧奨 自己
都合 死亡 懲戒

免職
一般行政職 15 11 1 0 0 0
水道局 0 2 0 0 0 0
計 15 13 1 0 0 0

※本公表における「一般行政職」とは、水道局以外の職員を指します。（以下同じ）
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親子ブルーベリー摘み取り体験

第18回ふれあい広場の祭典
盛会裡に終わる

　洗切小学校4年生と保護者を対象に、洗切小学校体育館で
実施しました。認知症についての話を聞いた後、認知症のお
ばあちゃんと家族の劇を見て、「どうしておばあちゃんは怒っ
てしまったのかな？」「どういう対応をしたら、おばあちゃんは
安心することができるかな？」とみんなで話し合い、認知症の
人への対応の方法を学びました。
　認知症について初めて話を聞いた子どもたちもいました
が、講話と劇を通して認知症のことをよく理解し、「認知症の
人だけでなく、困っている人がいたら優しくしたいと思いま
す」との感想が聞かれました。
　受講希望する団体に出前講座を行っています。事前にご連
絡・お申し込みください。
■問介護保険課包括支援係　☎801-5822

洗切小学校で
「認知症サポーター養成講座」を実施しました 69

109

　町の町民提案事業として、長与ダム近くの畑地にブルーベ
リーを苗木より育てて以来6年となりました。
　昨年に引き続き今年も2回、ブルーベリー園で実施しまし
た。31家族（親44人、中学生2人、小学生30人、幼児23人、
合計人数99人）に参加していただき、天候にも恵まれ、盛況
のうちに終了。園内ではブルーベリーは食べ放題で、「美味し
かった」「楽しい体験ができた」「参加して良かった」「来年も参
加したい」などの感想を多数いただきました。なお、摘み取っ
たお持ち帰りのブルーベリーは、そのまま食べるほか、冷凍
して保存したり、ジャムやアイスなどにしたり、手土産にしたり
するなどして食べていただいたようでした。参加された皆さ
んに大変喜ばれ、楽しんでいただき、主催者一同『親子摘み
取り体験』を実施して良かったと思っています。来年も実施し
たいと考えています。

長与町ブルーベリーを育てる会

　町民体育館で行われ、町内外の三障害者（身体・知的・精神）の方約
200人の参加がありました。スポーツやゲームなどを通し、地域住民との
交流で親睦を深め、お互いに健康増進を図ることが目的で、例年と変わら
ぬ参加者がありました。
　パン喰い競争、フライングディスクなどの競技で皆さん楽しい1日を過
ごしました。アトラクションでは、井上紫光さんの指導による「古典エイ
サー」「紫雲エイサー」の披露があり、その後踊りの基本動作、太鼓の叩き
方の指導と、太鼓を触るなどして感触を楽しみました。最後に和やかな雰
囲気の中で、全員参加のしっぽ取りゲームとジャンケンゲームが行われ、
大変盛り上がった祭典となりました。

27・7 68

地
域
の
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交通ルールを守りましょう！

長与町・長与町議会
北朝鮮に抗議文

「ふるさと長与応援寄附金」お礼の品
（特産品など）を募集しています！

　運転者も歩行者も交通ルールを守り、悲惨な交通事故
を防ぐため、交通ルールの確認をお願いします。

～危険！違法駐車・迷惑駐車～
　道路はみんなのものです

　違法駐車は、消防車・救急車などの緊急車両の通行を
はじめ交通の妨げとなるだけでなく、道路の見通しを悪
くして、歩行者（特に子ども・高齢者）の交通事故の原
因となる危険な行為です。
　違法駐車の追放には町民皆さまのご協力が必要です。

　北朝鮮に対し、核兵器開発と核実験の中止を強く求
める抗議文を、北朝鮮の金正恩氏と慈成男国連大使宛
に送付しました。また、内閣府に対しても、北朝鮮に
対し強く抗議の意を示すよう要請文を送りました。

問 産業振興課　☎883-1111
　お礼品として取扱われる物は、町内で販売される県
内産の商品、または町内で栽培、製造、加工されてい
る農林水産物です。
　応募方法、応募要件など、詳しくはお問い合わせく
ださい。ホームページにも募集内容を掲載しておりま
すので、ぜひご覧ください。お礼品を使って、商品の
PRをしてみませんか？
※ 現在のお礼品については町ホームページ内
「ふるさと長与応援寄附金」から見ること
ができます。（随時追加される予定です）

　現在、団地内などで道路を保管場所代わりにしている方は早急に車庫、若しくは駐車場に停めるようにしてください。
また、団地内などの住宅街では運転者の方はスピードの出し過ぎに気をつける、見通しの悪い交差点では徐行するなど、
ご協力をお願いします。

◎主な駐停車禁止場所 ◎主な駐車禁止場所
○標識・標示で禁止された場所
○交差点とその側端から前後に5m以内
○横断歩道とそれらの側端から5m以内
○踏切とその側端からそれぞれ前後に10m以内
○坂の頂上付近・勾配が急な坂
○曲がり角から5m以内
○バス停の標示柱から10m以内

○標識・標示で禁止された場所
○車庫などの出入口から3m以内
○防火水槽・消火栓などの吸管投入孔から5m以内
○余地が3.5m未満の道路
○歩道上・歩道乗り上げ
○火災報知器から1m以内
○道路工事区域の側端から5m以内
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大
正
5
年
8
月
25
日
生
ま
れ　

河
野　

ス
ミ　

様

－

百
歳
の
長
寿
を
祝
っ
て

－

高
齢
者
の
安
全・安
心
の
た
め
に

－

高
齢
社
会
総
合
対
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
関
す
る
協
定
締
結
式

　お誕生日にご自宅を訪問し、「おめでとうござ
います。これからも元気でお過ごしください」と
お祝いの言葉と記念品をお贈りしました。
　読書がお好きで、枕元には健康に関する本が
あり、ルーペを使いながら読まれていました。最
近まで畑でプチトマトやピーマン、ねぎなどを育
てていたそうです。長生きの秘訣は、暴飲暴食を
せず、好きなものでもたくさん食べないようにす
ることだそうです。どうぞこれからも家族仲良く
生き生きとお元気でお過ごしください。

　9月1日、高齢者が安心して安全に暮
らせる町の構築を目指し、町と時津警
察署が役場で協定を締結しました。協
定は、振り込め詐欺をはじめとする犯
罪被害防止、所在不明の保護活動など7
項目について連携の推進を定められて
います。
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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）

10月25日㊋、11月22日㊋

10時～ 15時

★マタニティひろば

ひろばの親子さんとの交流など

11月1日㊋10時～ 11時

★助産師さんの日

助産師さんへの相談など

11月1日㊋11時～ 12時

★ツインズの会（多胎児親子対象）

11月15日㊋10時～ 11時

★ 女性の身体講座⑦「姿勢からひも解

く産後の身体」（要予約・抽選）

対象：生後8か月までの乳児の母親

講師：理学療法士　村田広志氏、

　　　下田真太郎氏、溝口菜奈氏

11月17日㊍10時～12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　10月18日㊋・25

日㊋、11月8日㊋・10日㊍・15日㊋

★ミニミニ運動会（申込制）

10月20日㊍

★リズムあそび講座（申込制）

10月27日㊍

★誕生会（10月生）10月25日㊋

★運動公園遠足　11月1日㊋

※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。

★園庭で遊ぼう

11月18日㊎10時～ 11時

※帽子・水筒・タオル持参。

★おはなし会

10月18日㊋、11月15日㊋

10時30分～

★嬉里中央公園でみんなで遊ぼう

10月27日㊍・11月8日㊋

10時～ 11時

※現地集合。帽子・水筒・タオル持参。
所・問 長与保育園

嬉里郷675

☎883-2538

地域で支えるあなたの子育て
長与町ファミリーサポートセン
ター協力会員（子育てサポーター）
募集　講習会を開催します

申・問 長与町社会福祉協議会

　　 　 長与町ファミリーサポート 

センター（浦・小宮）

　　 　☎883-7760

　子育て応援をご一緒にしませんか？

笑顔のサポート待っています。
時 1：11月1日㊋9時～ 16時

　2：11月2日㊌9時～ 16時

　（両日とも参加してください）
所 1：長与南交流センター多目的ルー

ム①、2：老人福祉センター 1階大

ホール
内 保育基礎講座・乳幼児安全法、 

AEDの使い方・長与町の子育て支

援など
〆 10月25日㊋
他 利用会員（子育てのお手伝いをし

てほしい人）は、随時受付・登録

しています。電話予約のうえ、印

かんを持参し、センターまでお越

しください。

　※1時間程度の説明があります。

長与町ファミリーサポートセンター

とは

　地域において子育ての援助を受けた

い人と、援助を行いたい人が会員にな

り、子育てについて助け合う会員制組

織です。

福 祉

開館日

時 間

時 間

時 間

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

あじさい
保育園 公民館

大門ゴールド電気

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

毎日の子育てに役立つ
情報を共有する場を提
供しています。
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長与町子育て支援センターおひさまひろば

開設10周年記念講演会

　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）

親子バスハイク（あぐりの丘）
【上長与児童館】【長与北児童館】
申 10月11日㊋～
定 各児童館親子12組（定員になり次第締切）
他 窓口受付（雨天時は好きな遊具で遊ぼう）

親子ヨガ（外部講師）
【長与児童館】
申 10月14日㊎～
定 親子12組（定員になり次第締切）
他 電話受付可

　おひさまひろばは、おかげさまで今年10周年を迎えました。
感謝の気持ちを込めて、全国で子育て講座が好評の山上亮先
生をお迎えし、記念講演会を開催します。こどもは気持ちや
メッセージを身体や行動で表現します。子どものしぐさに込
められた意味を、整体の視点からわかりやすくお話いただき
ます。整体ワークも体験できる貴重なひととき。こどもや自
分と向き合う時間をゆっくりとお過ごしください。
〆 10月17日㊊から申込開始
他  主催  高田保育所・子育て支援センター

申・問 子育て支援センター　☎855-8551　6855-8552

10・11月スケジュール
児童館名 開催日 内容

高田児童館
☎857-4500

10月27日㊍
11月10日㊍

秋を楽しもう
お魚つり遊びをしよう

上長与児童館
☎887-2616

10月27日㊍

11月 8日㊋

※親子バスハイク
　（あぐりの丘）
好きな遊具で遊ぼう

長与北児童館
☎887-3319

10月27日㊍

11月10日㊍

※親子バスハイク
　（あぐりの丘）
好きな遊具で遊ぼう

長与南児童館
☎883-3996

10月28日㊎
11月 4日㊎

お絵かき遊びをしよう
好きな遊具で遊ぼう

長与児童館
☎883-6399

10月21日㊎
11月11日㊎

好きな遊具で遊ぼう
※親子ヨガ（外部講師）

※は申込みが必要です。

整体ボディーワーカー。野口整体とシュタイナー
思想の観点から人が元気に暮らしていける「身
体技能」と「生活様式」を研究。伝統文化の智
慧を現代の生活に活かす方法を提唱している。
著書に『子どものこころに触れる整体的子育て』
『整体的子育て2　我が子にできる手当編』『子どものしぐさはメッセー
ジ』（いずれもクレヨンハウス）などがある。

整体的子育て
～からだから見る子どもの教育～

整体的子育て
～家庭でできる子どもの手当～

時 11月30日㊌19時～ 21時　所 南交流センター
対 町内子育て関係者
内 講話と整体実習
定 80人（先着順）
料 無料

時 12月1日㊍10時～ 12時　所 南交流センター
対 町内在住の親子・妊娠、子育てをのぞむ方
内 講話と整体実習
定 親子20組程度、大人15人程度（先着順）
料 無料
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インフルエンザワクチンの
予防接種が始まりました
問 こども政策課母子保健係

　☎801-5881

　健康保険課健康増進係

　☎801-5820
時  接種できる期間

　平成29年2月28日㊋まで
所・ 乳幼児の方：町内または時津町、

長崎市の医療機関（一部を除く）

　・ 高齢者の方：長崎県下全域の医

療機関（一部を除く）
対・ 生後6か月から就学前までの乳幼

児（2～ 4週間の間隔をおいて2

回接種）

　・65歳以上の方

　・ 60歳から64歳の方で、心臓・腎臓・

呼吸器・ヒト免疫不全ウイルス

の障害手帳1級相当の方も対象と

なります。
料  自己負担額

　・乳幼児の方：1回につき1,200円

　・高齢者の方：2,000円

　・ 生活保護世帯の方:自己負担が免

除されますので、生活保護受給

証明書を役場で発行し、医療機

関へご持参ください。

　　※ 町民税非課税世帯の方への無

料制度はありません。

いつまでもお元気で！
－敬老の日　長寿祝品贈呈－

　9月19日の敬老の日に合わせ、町内

にお住まいの90歳代の方519人に長

寿をお祝いして、町から記念品をお贈

りしました。また、今年度101歳以上

の方を訪問し、長寿をお祝いしました。

9月1日現在、町内には今年度100歳

になられる方が5人、101歳以上の方

が17人いらっしゃいます。皆さまこ

れからもお元気でまだまだ長生きして

ください。

知的障害「ピアサポート相談会」
を開催します
問 長与町手をつなぐ育成会事務局

　（丸田郷351-1）

　山口　☎090-8831-0706

　調枝　☎090-4351-3750

　知的障害児を支える家族同士がお互

いの悩みを話し合い、情報交換をする

事を目的としています。現在の悩み、

将来の不安…一人で抱え込まずに一緒

に語り合いませんか？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。
時 11月8日㊋10時30分～ 12時
所 長与町手をつなぐ育成会事務局

　長与町手をつなぐ育成会では次の日

程でもお悩みのご相談を承っておりま

すので、気兼ねなくお越しください！
時 第1・3土曜日10時～ 12時
所 長与町手をつなぐ育成会事務局

社会福祉協議会「歳末たすけあい
見舞金」申請について
問 社会福祉協議会総務課

　☎883-7760
対 低所得世帯

　（生活保護費受給世帯除く）
申 担当地区の民生委員さんにご相談

ください。詳細は広報ながよ11月

号でお知らせします。
〆 11月17日㊍

平成28年度長与町殉国者追悼式
　長与町殉国慰霊奉賛会主催で行われ

ます。
時 10月22日㊏10時～
所 町民文化ホール

　役場玄関前からシャトルバス（9時

10分・25分・40分）が出ます。また、

中尾城公園第1駐車場前からも乗車で

きますので、ご利用ください。

　なお、「長崎県戦没者追悼式」は10

月28日㊎10時30分から、大村市体育

文化センター（シーハットおおむら）

で行われますので、ご遺族の参列をお

願いいたします。

ご存じですか？高次脳機能障害
－相談窓口のご案内－
問 県西彼保健所地域保健課

　長崎市滑石1-9-5

　☎856-5159

　高次脳機能障害とは、脳卒中や交通

事故などで脳にダメージを負った後、

記憶障害（覚えられなくなったなど）、

注意障害（ミスが多くなったなど）、

遂行機能障害（段取りが組めなくなっ

たなど）、社会的行動障害（怒りっぽ

くなったなど）を呈し、日常生活に支

障をきたしやすくなります。生活のし

づらさを感じ、お悩みの方（本人や家

族）は、ぜひ一度ご相談ください。

診断がついていない場合でも相談可能

です。

10月17日㊊～ 23日㊐は
「薬と健康の週間」です

　薬を使用する際には次のようなこと

に注意し、より安全に効果的に使用し

てください。

◎ 使用する前に薬の添付文書（能書）

をよく読みましょう。

◎ 用法・用量を守りましょう。

◎ 薬の剤形にあった服用方法を守りま

しょう。

◎ 薬の飲み合わせに注意しましょう。

◎ 高齢者やこどもの薬の使用には特に

注意しましょう。

◎ 薬は正しく保管しましょう。

◎ 古い薬の使用はやめましょう。

保 健
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11月は『長与町子育て保育月間』
です
問 のぞみ保育園　☎883-1040

　今年も町内の保育園（10か所）合

同で「子育て支援」の一環として人形

劇を開催いたします。熊本から人形劇

がやってきます！誰もが知っている

『桃太郎』のお話です。親子でゆっく

りとお楽しみくださいね。
時 11月15日㊋10時開場、10時30分

開演、11時20分終了予定
所 南交流センター
内 劇団ぱれっと『桃太郎』 

上演時間50分
料 無料

平成29年度園児募集
町内幼稚園・認定こども園
問 上長与こども園　☎883-4035

　フレンド幼稚園　☎883-6550

　あやめ幼稚園　　☎883-2647
対  2年保育  平成24年4月2日～

　　　　 　平成25年4月1日生まれ

　3年保育  平成25年4月2日～

　　　　 　平成26年4月1日生まれ

　※満3歳から入園できます。

　※各園とも預かり保育あり。
申 11月1日㊋から受付
他 募集説明会は各園にお問い合わせ

ください。

平成29年度長与町社会福祉協議
会職員採用試験実施案内
問 社会福祉協議会総務課（金崎）

　〒851-2128嬉里郷431番地1

　☎883-7760　6883-7802

採用職種  一般職

採用条件

・30歳未満の方・社会福祉士免許取

得者（採用日までに資格取得見込みの

方含む）・福祉の仕事に関心・意欲の

ある方・パソコン操作（ワード・エク

セル）可能な方

・普通自動車運転免許取得者

給与条件  当会規程による
時  試験日  平成29年1月下旬

　採用日  平成29年4月1日㊏
申 受験申込用紙にご記入のうえ履歴

書を添えて、社会福祉協議会総務

課へ持参または郵送（締切日消印

有効）でお申込みください。
〆 11月1日㊋～ 11月30日㊌
他 受験申込用紙（郵送請求可）は、

社会福祉協議会総務課でお受け取

りください。

町立高田保育所　臨時職員募集
問 高田保育所　☎856-2333

職種  看護師

募集人員  2人

雇用期間

11月1日㊋～平成29年3月31日㊎

勤務時間

月曜日から金曜日の週19時間以内

採用試験  面接

採用試験日  10月21日㊎
〆 10月20日㊍
他 詳しくはお問い合わせください。

臨時職員保育士登録者募集

　保育士資格をお持ちで勤務希望の方

は高田保育所にてパート登録をお願い

いたします。

パパ・ママ学級「育児編」
申・問 こども政策課母子保健係

　　 　☎801-5881

　もうすぐパパ・ママになる方のため

の妊娠～出産～育児の教室です。ご家

族の参加も大歓迎！「妊娠・出産編」

「育児編」の2部構成で開催します。
時 11月19日㊏13時～ 15時30分
所 健康センター 4階
内「育児編」沐浴体験・先輩パパマ

マ体験談・赤ちゃんの抱っこ体験
定 先着20組
〆 11月11日㊎
他「妊娠・出産編」は平成29年1月

14日㊏に妊婦体験・リラクゼー

ション・出産についてなどを予定

しています。こちらも合わせてご

参加ください！

ひばり学級療育指導員
パート募集！
申・問 こども政策課母子保健係

　　 　☎801-5881

勤務時間

平日9時～ 12時、13時～ 16時

※週2～ 3日程度
内 発達の心配・子育ての困りごとに

対し、よりよい発達を促すための

支援を行う。
他 勤務時間・日数は相談、年齢不問。

障害者交流会（第4回）の
お知らせ
申・問 長与町身体障害者福祉協会

　　 　 ☎887-5188（毎週月・水・

金曜日13時30分～ 16時）
時 11月10日㊍10時～ 12時
所 町社会福祉協議会3階（講習集会室）
内 障害者手帳所持者の方たちの悩み、

相談など話し合いを目的として交

流会を開催いたしますので、お気

軽にご参加ください。
料 無料

福 祉
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上長与地区公民館まつり
時 10月22日㊏・23日㊐
所 上長与地区公民館・上長与体育館

展示発表の部
時 10月22日㊏13時～ 17時

　10月23日㊐9時～ 15時
内 絵画、色鉛筆画、書道、ダイエッ

ト料理レシピ、自治会有志作品、

長与第二中学校生徒作品、洗切小

学校児童作品、基礎から学ぶ野菜

栽培写真、コミュニティの取組

ステージ発表の部
時 10月23日㊐13時～ 15時30分
内 長与第二中学校吹奏楽部、同校美

術部、コーラス、リコーダーアン

サンブル、リズムストレッチ、健

康体操、民踊、フォークダンス、

太鼓、洗切小学校児童演技、詩吟、

フラダンス、太極拳など

お茶席接待
時 10月23日㊐11時～ 13時30分頃

軽食販売・喫茶コーナー
時 10月23日㊐11時～ 15時

青空市・バザー
時 10月23日㊐10時～ 15時30分

健康相談
時 10月23日㊐10時～ 14時
他 都合により変更することがあります。

平成29年成人式
問 生涯学習課　☎801-5682

　学業などで遠隔地に住所がある新成

人の方も長与町の成人式に出席できま

す。準備の都合がありますので、ご希

望される方（保護者の方でも可）は、

氏名、住所、生年月日、電話番号など

直接の連絡先をご連絡ください。
時 平成29年1月8日㊐
所 町民文化ホール
対 平成8年4月2日から 

平成9年4月1日生まれの人

第53回町民文化祭
問 生涯学習課　☎801-5682
所 町民文化ホール

【文化講演会】
時 11月3日㊍

　13時開場　13時30分開演

【舞台部門】

町民音楽祭　時 11月5日㊏

町民芸能祭　時 11月6日㊐

【展示部門】

文化作品展
時 11月5日㊏～ 6日㊐

【お茶会】
時 11月6日㊐10時30分～ 15時

【囲碁大会】
時 11月13日㊐
所 老人福祉センター
申 電話で木戸正克まで

　☎090-9290-5157
〆 10月31日㊊

長崎県内におけるゴケグモの
確認について
問 長崎県自然環境課　☎895-2381

　役場住民環境課　☎801-5824

　今年8月に陸上自衛隊大村駐屯地

（大村市）で「セアカゴケグモのメス（成

体）」が確認されました。もし、セア

カゴケグモやハイイロゴケグモなどを

見つけた場合は、靴で踏みつぶすか、

市販の殺虫剤などで駆除した上でご連

絡ください。詳しくは長崎県自然環境

課のホームページをご確認ください。

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 10月8日㊏、11月12日㊏・26日㊏

　9時～ 12時30分

※ 10月22日㊏は長与町殉国者追悼式

のため開庁しません。ご注意ください。

※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。

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

環 境

くらし

利用時の注意点

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
9 587.84 460
10 584.75 442
11 563.73 440
12 627.54 474
1 580.57 439
2 536.54 449
3 619.14 470
合計 7,250.28 3,088.80 5,595 2,372

生ごみを出す際は水気を切ってから捨てましょう。
残暑も厳しいので、悪臭、害虫の被害が発生して
おります。
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長与町食生活改善推進員主催
お母さんの料理教室参加者募集
申・問 健康保険課健康増進係

　　 　☎801-5820

　手軽でおいしい料理を楽しく作りま

す。託児もありますよ！
時 11月25日㊎・28日㊊

　9時30分～ 13時
所 健康センター
対 乳幼児のお子さんをお持ちのお母

さん、新婚さんで料理がちょっと

苦手という方

　※ 託児が利用できるのは首がす

わっているお子さんからです。
内 調理実習及び交流
定 16組（申込多数の場合は、初めて

の方を優先）
料 700円
〆 11月16日㊌
他 エプロン、三角巾、託児に必要な

物（水筒・着替えなど）持参。

　 1歳未満のお子さまは昼食をご用意

ください。

第11回健康まつり開催!!
問 健康保険課健康増進係

　☎801-5820
時 10月30日㊐10時～ 15時
所 健康センター、ふれあいセンター
内 ● 血管年齢・骨密度・体組成・体

力などあなたの健康度を測定し、

健康相談を行います。

　● 食についての展示や試食、調理

体験を行います。

　● 薬剤師による相談・薬局体験を

行います。

　● 絵本やおもちゃなどのお譲りや

お遊びコーナーを開設します。

　● その他、焼き立てピザ、雑貨、

農産物などの販売や、ほほえみ

の家、高田保育所の園庭開放、

子育て支援センターのコーナー

もあります。ぜひご来場ください。

　　※ 詳しくは9月に世帯配布したチ

ラシをご覧ください。

第32回認知症の人と家族への援
助をすすめる全国研究集会in長崎
長崎県支部設立30周年記念大会
「寄りそう　心で　支えあう」
認知症の人と家族を支える地域
包括ケアを目指して

問 公益社団法人認知症の人と家族の

会　☎075-811-8195

　 長崎県支部（火曜・金曜10時～ 16

時）　☎842-3590
時 11月6日㊐9時30分～ 16時
所 長崎ブリックホール大ホール
内 ① 講演「地域包括ケアシステムが

育てる“寄り添う医師のこころ”」

　　 講師  永田　康浩氏（長崎大学地

域包括ケア教育センター教授）

　 ② 事例発表  認知症のご本人や専門

職など様々な立場から、現状の

問題点や課題を提言

　③ シンポジウム「地域の中で認知

症の人と家族を支えるためには

～介護家族の体験をとおして考

える～」

　　 シンポジスト  宮腰　泰子氏（厚

生労働省老健局認知症施策推進

室長）、出口　之氏（医療法人昌

生会出口病院地域型認知症疾患

医療センター長）ほか
料 一般2,000円、学生1,000円

タブレット＆スマートフォン講座
問 生涯学習課社会教育班

　〒851-2185長与町嬉里郷659番地1

　☎801-5682　6883-7151

　*oubo.kyoiku@nagayo.jp

　スマートフォン、タブレットに触れ

たことがない方、今から購入を考えて

いる方、楽しく勉強してみませんか？
時 ① はじめてのタブレット＆スマー

トフォン講座（計2回）

　　10月19日㊌13時～ 15時

　②アプリ体験（1回）

　　10月20日㊍13時～ 15時
所 高田地区公民館1階講座室
対 18歳以上の町内在住の方

　※ ②の講座は平成27年11月～平成

28年8月に①の内容の講座を受

講された方が対象
内 ①スマートフォン  電話、メール

　　 タブレット  インターネット検索、

カメラ、地図・通信アプリなど

　② タブレット 料理・健康・占い・

商品検索・地図・読書アプリなど
定 各講座5～ 10人

　※ 応募者多数の場合は抽選となり

ます。応募者全員に結果を発送

します。

　※5人に達しなかった場合は中止。
料 無料
申 氏名、年齢　住所、電話番号、希

望講座番号（①か②）を記入のうえ、

生涯学習課へ。

　（郵送、FAX、メール可）
〆 10月13日㊍※必着
他  当日持ってくるもの

　抽選結果はがき

　※ スマートフォン、タブレットは

こちらで準備します。

保 健

介 護

教 育

長与町食生活改善推進員は『自
分の健康は自分で守りましょ
う！』を合言葉にボランティア
活動をしています。
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長与町国際交流協会主催　
スーダンで活躍する医師　
川原尚行氏講演会

問 長与町国際交流協会事務局

　（役場政策企画課内）

　担当：峰・山口　☎801-5661

　外務省医務官の職を辞して単身スー

ダンで医療支援を続ける医師川原尚行

氏。無謀に見えた挑戦を支え続ける家

族と仲間。みんなの支えがあったから、

一人でも頑張れた。そして、一人でも

みんなのために頑張ろうと思えた。熱

い思いのドクターの心打たれる講演会

です。
時 11月12日㊏13時開場

　14時～ 16時
所 老人福祉センター大ホール
定 250人
料 無料（入場整理券が必要です）
他  主催  長与町国際交流協会

長与駅コミュニティホールご案内
問 契約管財課　☎801-5784

開館時間　8時30分～ 19時

・作品展

　時 10月25日㊋～ 31日㊊

　主催  長与病院デイケア

・デイサービス利用者の作品展示

　時 11月1日㊋～ 7日㊊

　主催  デイサービス　あかね雲

・押花＆レカンフラワー作品展

　時 11月9日㊌～ 13日㊐

　主催  花サロン　ATSUKO

町県民税第3期の納期限は
10月31日㊊です
問 税務課　☎801-5785

　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てく

ださい。（口座振替の方は10月31日

㊊に引き落とされますので、残高をご

確認ください）

－納税は便利な口座振替で－

長与町公共施設等管理公社職員
を募集します
問 長与町公共施設等管理公社事務局

　☎883-1106

　〒851-2128嬉里郷659-1

　（役場敷地内・公用車車庫棟2階）

職種  学校給食調理員

勤務時間

①学校給食共同調理場

　8時30分～ 16時30分

②各単独校調理場

　8時15分～ 16時15分

※ 上記時間の内1時間の休憩あり、土・

日・祝日が休日、他管理公社規定に

よる。

条件  月給制

　 　※管理公社諸規定による

①平成28年度初任給　118,300円

②通勤手当

③賞与　年2.6月分

※労災・社会保険あり

　（雇用期間の定めはありません）
時  第一次試験  11月6日㊐

　第二次試験  一次試験合格者のみに

後日通知します。
対 車通勤が可能な方。
定 若干名
申 JIS規格の履歴書に記入して提出。
〆 10月25日㊋（郵送の場合は10月

25日㊋の消印有効）
他 採用は、原則として平成29年4月1

日ですが、4月1日より以前に採用

される場合があります。

菊花展開催のご案内
問 山根　☎883-2457

　菊花の季節がやってきました。ご近

所・お友達をお誘い合わせのうえ、お

気軽にお出かけください。
時 10月31日㊊～ 11月5日㊏ 

9時～17時（11月5日㊏は12時まで）
所 長与中央市場
他  主催  長崎北陽菊花会

平成28年度第3回
長崎県民フォーラム　みんなで
支えあおう！それぞれの在宅ケ
ア～在宅がん医療・緩和ケアの
推進を目指して～

問 在宅医療・福祉コンソーシアム 

長崎事務局　☎・6819-8572

　*info@hhc-nagasaki.jp
時 11月3日㊍13時30分～ 16時

　受付12時30分
所 長崎大学文教キャンパス中部講堂

　（長崎市文教町1-14）
内 事業報告、シンポジウム「多職種

協働による在宅がん医療・緩和ケア」
定 200人
料 無料
申 事前に参加申込書（ホームページか

らダウンロード）にご記入のうえ、事

務局までFAXまたはメールで申込み。
他 当日の参加可。ご記入いただきまし

た個人情報は、本フォーラムの出欠、

今後のフォーラムなどのご案内の

みに使用させていただきます。

10月～ 12月は
おもてなし強化期間です

　10月からねんりんピックやJR九州

による長崎デスティネーションキャン

ペーン、観光列車の運行などが開始さ

れます。観光関係事業者、団体、行政、

県民それぞれで挨拶運動や観光地など

の清掃活動を実施し、多くの観光客の

方へ長崎県のおもてなしの心を伝えま

しょう。
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個人住民税（町県民税）の公的
年金からの特別徴収について
問 税務課　☎801-5785

　65歳以上の公的年金を受給されて

いる方は、受給される公的年金から個

人住民税を特別徴収（天引き）される

ことになっています。

対象となる方

　当該年度の4月1日現在65歳以上の

公的年金受給者で、個人住民税の納税

義務がある方（ただし、一定の条件に

より対象外となることがあります）

対象となる税額

　前年中の年金所得に対する個人住民

税額

※ 年金の他に給与や不動産などの所得

がある場合は、その分は別途、納付

書などにより納付していただきます。

特別徴収税額

【4・6・8月年金分】（仮徴収）

　前年度の2月の税額と同額が特別徴

収（天引き）されます。

【10・12・2月年金分】（本徴収）

　その年度の年金所得に対する年税額

から4～ 8月の税額を差し引いた残り

の税額の3分の1ずつが特別徴収（天

引き）されます。

※手続きは不要です。

公的年金からの特別徴収にかかる

税制改正について

　税制改正により、平成29年4月1日

以降の仮徴収金額については、前年度

の公的年金などの所得にかかる年税額

の2分の1に相当する額の3分の1が4、

6、8月の各月に特別徴収されます。

平成28年分給与所得の
「年末調整説明会」を開催します
問 長崎税務署法人課税第五部門

　（源泉所得税担当）

　☎822-4231（内線8252～ 8254）

　各事業所で源泉徴収事務を担当され

ている方の出席をお願いします。源泉

徴収義務者の方々には、案内状と年末

調整関係書類を送付いたします。説明

会当日は、必ず同封の案内状と年末調

整関係書類をご持参ください。
時 11月14日㊊

　13時30分～ 15時30分
所 長崎市民会館

　　　

① 案内状に記載された指定日時にご出

席ください。

② 当日は受付窓口の混雑が予想されま

すので、お早めにお越しください。

③ 会場に来場の際は、公共交通機関を

ご利用ください。

　　行政相談週間のお知らせ
　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。毎月1回開設している「行政

困りごとなんでも相談」を、10月は

行政相談週間として、1週間開設しま

す。日時にご注意のうえ、お越しくだ

さい。
時 10月17日㊊13時30分～ 16時
所 上長与地区公民館
時 10月18日㊋13時30分～ 16時
所 ふれあいセンター
時 10月20日㊍13時30分～ 16時
所 長与町公民館
時 10月21日㊎13時30分～ 16時
所 北部地区多目的研修集会施設

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 10月11日㊋・25日㊋13時～ 16時
所 長与町公民館

【常設人権相談所】
時 土曜・日曜及び祝日を除く毎日 

8時30分～ 17時15分
所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110
問 総務課行政係　☎801-5781

10月は土地月間！
大規模な土地取引には、国土利用
計画法に基づく届出が必要です

問 政策企画課　☎801-5661

Ｑ　届出制度の目的は？

Ａ　 土地の投機的取引や地価高騰を抑

制し、適正な土地利用の確保を図

るため、届出制を設けています。

Ｑ　届出が必要な土地取引は？

Ａ　 市街化区域2,000㎡以上、市街化

調整区域5,000㎡以上、都市計画

区域外10,000㎡以上の大規模な

土地について、所有権、地上権ま

たは賃借権など、土地に関する権

利の移転または設定をする契約を

締結したときに届出が必要です。

Ｑ　届出はだれが？

Ａ　 土地の取得者（買い主）です。

Ｑ　届出はどこへ？

Ａ　 契約（予約契約含む）を結んだ日

から2週間以内に土地の所在する

市町村役場へ届けてください。な

お、届出用紙は市町村の国土利用

計画法担当課窓口にあります。

くらし

注意事項
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平成28年度 臨時福祉給付金及び
 障害・遺族年金受給者向け給付金について

問 福祉課臨時福祉給付金係　☎883-1111

　平成26年4月に実施された消費税率引き上げに伴う所得の低い方々への影響を緩和するため、平成28年度臨時福祉給付金が
支給されます。また、一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援として、障害・遺
族年金受給者向け給付金が支給されます。
●支給要件

平成28年度臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金
支給要件 基準日（平成28年1月1日）時点で住民票が長与町

にあり、平成28年度町県民税（住民税）が非課税
である方。
※ ただし、課税者の扶養親族、生活保護の受給者の
方は対象外。

平成28年度臨時福祉給付金対象者のうち、平成28
年5月分の障害基礎年金・遺族基礎年金を受給して
いる方。
※ ただし、高齢者向け給付金（3万円）を受給した
方は対象外。

支給額 1人につき3,000円 1人につき30,000円
 ※支給は1回です
●申請方法
　郵送された申請書に必要事項を記入し、内容確認書類を添えて福祉課へ郵送または窓口（2階第3会議室）へ提出してください。
※申請書は【世帯用】と【個人用】の2種類がありますので、ご注意ください。
※ 申請関係書類は、基準日（平成28年1月1日）時点で住民票が長与町にある方の税情報に基づいて、対象者の可能性がある方
にお送りしています。
●申請期間
　平成29年2月1日㊌まで（土・日・祝日は除く）
　9時から17時まで役場2階第3会議室で受け付けています。忘れずに申請してください。
　※ 所得があるご家族（配偶者や子など）が長与町以外にお住まいの場合は、そのご家族が住民税課税者であなたの扶養者で
あれば、案内が届いても対象外となりますので、申請前にご確認をお願いいたします。

●支給予定日（申請書の審査が終了した方から、順次下記の日程で支給いたします）

第1回目の支給日 10月17日㊊
第2回目の支給日 10月31日㊊
第3回目の支給日 11月15日㊋
第4回目の支給日 11月30日㊌
第5回目の支給日 12月15日㊍
第6回目の支給日 12月26日㊊
第7回目の支給日  1月16日㊊
第8回目の支給日  1月30日㊊
第9回目の支給日  2月15日㊌

　（いずれかの日、1回のみの支給です）

〈注〉
・同じ世帯の方でも、支給日が異なることがあります。
・支給決定されるまでの間に亡くなられた方は、支給対象となりません。
・ 給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還
していただくことになります。
・支給日の前に決定通知をお送りしますので、内容をご確認ください。

子どもわくわく体験講座
町立公民館などの施設では、土曜日に小学生を対象に「子ども向け体験講座」を開設しています。
時 10時～ 12時　申 希望者は下記の施設へ電話、またはFAXで（申込多数の場合は抽選）

施設名 講座名 開催日 内容 講師名 定員 費用 締切
北部地区多目的
研修集会施設
☎887-0392

お菓子作り 11月5日㊏ クッキーをかわいく
デコレーションしましょう。 専任講師 10人 要実費 10月18日㊋

※*oubo.kyoiku@nagayo.jp（生涯学習課経由）でも受付をいたします。
　メール件名に「子ども講座」と入れてください。
　住所・氏名・電話番号・学校名・学年・保護者名・講座名を忘れずに入力ください。
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インターネット安全教室
～パソコン、スマホ、携帯電話
で思わぬトラブルや犯罪に巻き
込まれないために～

問 県立大学シーボルト校

　総務企画課　☎813-5500

　*anzen-seminar@sun.ac.jp

　ホームページ

　http://sun.ac.jp/safetyclass_entry/

　インターネットの安全快適な使い方

や被害にあったときの対処法など、情

報セキュリティの専門家や長崎県警察

本部の方からお話を聞くセミナーを開

催します。
時 11月19日㊏

　13時30分～ 15時30分
所 県立大学シーボルト校中央棟 

M103講義室（長与町まなび野）
対 インターネットを利用する方
料 無料
申 メールまたはホームページ申込み

フォームから、お名前、職業、住

所（市町村まで）、性別、年代を記

入の上お申し込みください。（お名

前のみ必須）
他 当日参加も可

長崎高等技術専門校
平成29年度入校生募集
問 長崎高等技術専門校 ☎887-5671

　入学金・授業料無料で、自分のため

に資格・技能・技術を身に付けて、県

内就職を目指しませんか。
時  試験日  11月1日㊋
対 平成11年4月1日以前に生まれた

方。ただし、自動車整備科及び建

築設計施工科については、高等学

校卒業見込みまたは卒業者などに

限る。
〆 10月11日㊋～ 25日㊋
他 詳しくはお問い合わせください。

平成28年度長与商工まつり
（ながよオレンジマルシェ）が
開催されます

問 西そのぎ商工会長与支所

　☎883-2145

　町内をはじめ時津町、長崎市、佐世保

市、大村市などから約70店舗が一堂に

会し「食」「癒し」「雑貨」などの各ブースで

たくさんのお客さまをお待ちしています。

　また今年は長崎外国語大学とタイ

アップし、同大学学園祭とオレンジマ

ルシェをつなぐシャトルバスを運行予

定です。詳しくはオレンジマルシェ

Facebookをご覧ください。
時 10月30日㊐10時～ 15時
所 町海洋スポーツ交流館前広場 

（長与町斉藤郷841-5）

長崎県民フォーラム「みんなで支
えあおう！ それぞれの『在宅ケア』」
申・問 在宅医療・福祉コンソーシア

ム長崎事務局（サテライト）

長与町まなび野1-1-1

☎・6813-5172 

（長崎県立大学看護栄養学部内）

基調講演及び対談

在宅ケアと死生観（家族をがんで亡く

された方と講師による対談）

講師  内村公義氏（NPO法人ウエスレ

ヤン・コミュニティカレッジ理事長）
時 10月22日㊏14時～
所 長崎県立大学シーボルト校

　大講義室
料 無料

長崎北陽台高校
「乳幼児親子のふれあい体験学
習」協力親子を募集します

問 長崎北陽台高校（担当：小島）

　☎883-6844　6883-0776

　*kojima5737@news.ed.jp
時 11月11日㊎・15日㊋・16日㊌・

17日㊍9時30分～ 11時20分 

（11日㊎のみ9時30分～10時20分）
所 長崎北陽台高校

　（高田郷3672番地）
対 0 ～ 6歳の乳幼児と保護者
申 長崎北陽台高校ホームページ掲載

の申込必要事項をメールで送信。
〆 10月31日㊊
他 事業実施時の保険加入（経費は学

校で負担）のため、参加される方

の氏名・年齢・性別が必要です。

なお、記載いただいた個人情報は

この事業以外には使用しません。

平成28年度長崎県立大学
秋の公開講座
問 長崎県立大学シーボルト校

　地域連携センター　☎813-5500
時 10月22日㊏・29日㊏、11月5日㊏、

12月10日㊏・17日㊏

　13時30分～ 15時
所 長崎県立大学シーボルト校

　（10月22日㊏・29日㊏は遠隔会場）
他 講座の内容など詳しくはお尋ねく

ださい。

くらし

交通事故発生状況
8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 16 0 19 84
（－21）

1
（+1）

109
（－10）

時津町 16 0 20 149
（+13）

2
（+1）

191
（+12）

県　下 523 2 709 3650
（－341）

27
（±0）

4755
（－402）

※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）

20 Nagayo 2016.10



暮
ら
し
の
情
報

秋の農作業安全運動月間（10月31日㊊まで）

特定健診・がん検診を受診しましょう

　秋は収穫などの農作業が増えるとと
もに、空気が乾燥したり、日没が早まっ
たりするなど作業中の事故が発生しや
すくなります。死亡事故の多くは、ト
ラクターなど大型機械の操作ミスなど
によるもので、特に70歳以上の高齢者
に多く発生しています。右のチェック
事項について、家族ぐるみ・地域ぐる
みで確認しあって、農作業安全に努め
ましょう!!

　年に一回は健診を受けて、健康状態を確認し、生活習慣病
の予防・改善に努めましょう。

・ 特定健診・国保成人健診・後期高齢者健診・婦人の健診・
各種がん検診・肝炎ウイルス検診
・ 前立腺検診・骨粗鬆症検診・胃がんリスク検診

時 11月11日㊎・12日㊏　所 健康センター
〆 10月26日㊌

　女性の検診は早めの受診をお願いします。がん検診は11
月まで実施していますが、10月・11月は申込が多く、予約
が取れない場合があります。特に女性のがん検診につきまし
ては実施できる医療機関が少ないため早めの予約、受診をお
願いいたします。
対・子宮がん検診：20歳以上の女性
　・乳がん検診　：40歳以上の女性
　・婦人の健診（血液検査・尿検査・身体測定など）
　　　　　　　　：20～ 39歳の女性
　※40歳以上の方は各保険者による特定健診となります。

健診の種類

集団健診

女性の健診

問 県農林部農業経営課

問 健康保険課健康増進係　☎801-5820

〈女性のがん検診を受診できる医療機関〉

医療機関名 電話番号 子宮がん検診 乳がん（マンモ） 婦人の検診
1 女の都病院 847-8383 ○ ○ ○
2 長崎百合野病院健診センター 882-2550 ○ ○
3 三浦産婦人科医院 882-7000 ○
4 長与町集団健診（健康センター） 801-5820 ○ ○ ○

※乳がん検診（視触診のみ）は上記以外の町内医療機関にて実施をしております。

■日頃の作業を振り返り、自分の取組をチェックしてみましょう！
No. 項　目 内　容 チェック欄
① 正しい服装 作業に適した服装を

② 所在連絡 作業内容や作業場所を家族などにきちんと伝達

③ 携帯電話 緊急時に備え、携帯電話を忘れずに

④ 体力調整 準備運動をしっかりと

⑤ 焦り防止 余裕をもった無理のない作業計画を

⑥ 作業者確認 子ども、妊婦、不慣れな人に危険作業はさせない

⑦ 周囲確認 周りの作業者に危険が及ばないよう、周囲を確認

⑧ 複数人作業 危険作業は複数人で

⑨ 機械安全確認 安全装置をきちんと装着

⑩ エンジン停止 機械から離れる時や点検する時はエンジンを切る

⑪ 適当な休憩 疲労が蓄積しないようにこまめな休憩を

⑫ 危険個所の確認 危険個所を確認し、看板など目印を設置

⑬ 技術講習 不慣れな機械作業は講習を受けてから

⑭ 労災・共済 万一の事故に備え、労災保険や傷害共済に加入！

⑮ 応急処置 万一の事故に備え、応急処置の知識を身につける

※特定健診、後期高齢者健診、胃がんリスク検診には
　受診券が必要です。
※子宮がん検診は20歳から受けられます。
　その他の各種がん検診は40歳からです。

しっかり
チェックして
安全に作業しようね
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ひとりで悩んでいることはありませんか？

働く婦人の家・長崎県立大学共催　地域公開講座生募集

　学校生活に関するいろいろな悩み、気になっていることを誰かに相談してみよう…と思ったら
身近な相談機関をご利用ください。

問 働く婦人の家　☎883-1583　6883-2005
申 受講希望者は、施設へ直接、または電話・FAXで申込んでください。

講座名 開催日時 内容 定員 締切 講師名

スリムダイエット
の危険～あなたは
かくれ肥満になっ
ていませんか？～

11月11日㊎
13時30分
～ 15時

　スリムダイエットを行ったことのない方
はほとんどいないと思われます。運動しな
がら健康に痩せることを望むのは誰でもで
すが、なかなか実現できないことから、安
易に食事を減らすスリムダイエットに頼る
ことになります。絶食、小食によるスリム
ダイエットは回復の難しいかくれ肥満を引
き起こします。食事の摂取カロリー、運動
の消費カロリー、体重の変化、肥満、かく
れ肥満について解説します。

15人 10月28日㊎
長崎県立大学
栄養健康学科

久木野　憲司 教授

問 教育委員会学校教育課
　☎801-5681

長与子どもホットライン
☎883-5161

小中学校内の相談室

スクールソーシャルワーカー（学校教育課内）　☎801-5681

「いぶき」教室
☎090-3324-3131

　学校生活に関することや友達のこと
など、小中学生の皆さんや保護者の皆
さんのご相談について一緒に考えます。

　　　　　 月・火・木・金曜日
　　　　　 9時～ 17時
相談日時

　学校生活や子育ての悩みなど、児童生徒の皆さんや保護者の方からの相談を各学校の相談室でお受けしています。
時 10時～ 14時

　小中学校の子どもの養育に関するさまざまな問題につ
いて、必要な社会制度などの情報提供や関係機関との連携
を図り、問題解決のための支援を行います。

時  相談日  火・木・金曜日10時～ 17時

 子どもと親の相談員（各小学校）

小学校名 電話番号 曜日
長与 080-1724-4113 月・水・木・金
高田 090-3328-5118 月・火・木・金
洗切 090-3078-4141 月・火・水・金
長与北 090-8839-9845 月・水・木・金
長与南 090-8416-0025 月・火・水・木

 心の教室相談員（各中学校）

中学校名 電話番号 曜日
長与 090-4341-7218 月・火・水・金

長与第二 090-4348-0831 月・水・木・金
高田 090-8767-9828 月・火・木・金

　学校生活になじめない、行こうと思ってもなかなか行けない…そん
な悩みを抱える小中学生の皆さんが利用できる町の適応指導教室です。
相談のみでもお受けいたします。

　　　　　 長与町高田郷1196番地61
　　　　　 長与南小学校裏門そば
　　　　　 月・火・木・金曜日9時30分～ 12時30分

所 在 地

相談日時
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861ｰ1354
883ｰ1111

問

居住費と食費の負担軽減（負担限度額認定）について
　介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介
護療養型医療施設）やショートステイを利用する際の居住費・
食費について、非課税世帯の方は負担軽減制度を利用できま
す。対象となれば所得に応じた【自己負担の上限（限度額）】
が設けられ、これを超える利用者負担はありません。限度額
を超えた分は、介護保険から給付されます。
　介護保険制度改正により、平成28年8月1日以降、判定の
要件に【非課税年金収入（遺族年金、障害年金など）】が新
たに追加されました。
※負担軽減制度を受ける場合は、申請が必要です。

問介護保険課　☎883-1111

こんな時は、必ず手続きを!!
　国民年金は、日本に住所がある20歳から60歳までのすべ
ての方が加入し、保険料を出し合うことにより、お互いを支
え合う制度です。
　就業形態などによって、第1号被保険者（自営業、農業者、
学生、無職の方など）、第2号被保険者（会社員や公務員など
厚生年金の加入者※）、第3号被保険者（第2号被保険者に扶
養されている配偶者）の3種類に分かれており、20歳になっ
た時、被保険者に変更があった時は、必ず手続きが必要とな
ります。
※平成24年8月に成立した「被用者年金一元化法」により、
これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者年金
制度は、平成27年10月1日から厚生年金制度へ統一され
ました。

《手続き場所》
○20歳になったとき
　第1号被保険者（必要なもの：印鑑）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先
○就職したとき…本人の勤務先

○離職したとき（必要なもの：年金手帳、印鑑、健康保険資
格喪失証明書・離職票・雇用保険受給資格者証・退職辞令
など退職年月日の証明ができるもの）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所

⇒離職した方の第3号被保険者（20～ 60歳）も、手続
きが必要になります。

○配偶者の扶養に入ったとき…配偶者の勤務先
○配偶者の扶養からはずれたとき（必要なもの：年金手帳、
印鑑、健康保険資格喪失証）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
○住所や氏名が変わったとき
　第1号被保険者（必要なもの：年金手帳、印鑑）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先
○海外に居住するとき・海外から帰ってきたとき
　第1号被保険者（必要なもの：年金手帳、印鑑、パスポート）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先
○年金手帳を紛失したとき
　第1号被保険者（必要なもの：印鑑）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先

利用者負担段階と負担限度

負担限度額認定　判定の流れ

利
用
者

負
担
段
階

負担限度額（日額）
居住費（滞在費・部屋代）

食費従来型
個室

（特養等）

従来型個室
（介護老人
福祉施設等）

多床室 ユニット
型個室

ユニット
型準個室

第1段階 320円 490円 0円 820円 490円 300円
第2段階 420円 490円 370円 820円 490円 390円
第3段階 820円 1,310円 370円 1,310円 1,310円 650円
第4段階 軽減対象とはなりません
※第4段階になった場合でも、その後要件を満たすようになった場合には、その時
点で再度申請していただくことで負担軽減の対象となります。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

預貯金などが単身で1,000万円（夫婦で2,000万円）以下である

老齢福祉年金または生活保護を受給している

課税年金収入＋
合計所得金額＋

※非課税年金収入は
80万円以下である

はい

※非課税年金収入…遺族年金、障害年金など

世帯員または配偶者が市町村民税が非課税である
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●特定商取引法上の各取引における
　クーリング・オフ期間　

取引形態 期　間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供契約
（エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・
パソコン教室・結婚情報提供サービス）

20日間

連鎖販売取引（いわゆるマルチ商法） 20日間
業務提供誘因販売取引
（いわゆる内職・モニター商法）

8日間

訪問購入（訪問買取） 8日間
　※通信販売にはクーリング・オフはありません。

●クーリング・オフ通知の記載例

※クレジット契約をしている場合には、クレジット会社名を入れ、クレジット会
社と販売会社に送付する。

※郵送前にハガキの表と裏をコピーして保管し、郵便窓口で「簡易書留」で
送付する。

消費者注意報
特定商取引法上のクーリング・オフ制度
　特定商取引法上のクーリング・オフ制度とは、対象とな
る取引において、消費者が購入の申込みや契約をした後に、
一定の条件が整っていれば、特別な理由がなくても違約金、
その他一切の経済的負担もなく、一方的に申込みの撤回ま
たは契約の解除ができる制度です。

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、丸田郷にお
住まいのシャルマさん
ご夫妻（旦那さまのラシャッドさん、奥さまの閻

えん

さん）に伺
いました。
Q1.どこの国の出身ですか？
　ラシャッドさん（以下ラ）：インドのニューデリーです。
　閻さん（以下閻）：中国の威海（ウェイハイ）です。
Q2.いつから長与町に住んでいますか？
　2011年からです。だからもう5年になります。
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等を教えてください。
　一人暮らしだと少し不便だなと思ったことはありまし
たが、子どもができてからは自然がいっぱいで、公園も
近くにあるからとても住みやすいと思います。
　近所の人たちもとても親切で、特に丸田谷地区のおじ
いちゃん、おばあちゃんたちが子どもを見守ってくれたり、

よく声をかけてくれたりと、気にかけてくださってあり
がたいと思っています。
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？
　（ラ）ニューデリーには山や海が近くにないから、自然

がいっぱいな点です。
　（閻）威海には海はありますが山はないので、長与の山

と空気がきれいなところです。
Q5.長与で一番好きな場所は？
　図書館と中尾城公園です。
Q6.長与で一番困った事は？
　（ラ）バスや電車の本数が少ないことです。車がないと

とても不便だと思います。
Q7.長与を一言で表すと？
　自然豊か、人がやさしい。
Q8.長与の皆さんにメッセージをください。
　長与が大好きなので、地域のイベントにも積極的に参
加しています。皆さんと知り合いになりたいと思ってい
ます。

シャルマさんご夫妻、ありがとうございました！

（裏面） （表面）
契約解除通知書

契約年月日　平成◯年◯月◯日
商品名　　　◯◯◯◯
契約金額　　◯◯◯◯円
販売会社名　◯◯株式会社◯◯営業所
担当者　　　◯◯◯◯氏
上記契約については、解除します。
（既払金がある場合）
　既払い金◯◯◯◯円については早急
に返金してください。

平成◯年◯月◯日
　◯◯県◯◯郡◯◯町◯◯郷◯◯番地

氏名　　　◯◯◯◯

◯
◯
市
◯
◯
町
◯
◯
番
地

◯
◯
株
式
会
社

　
　
　

代
表
者　

様
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太極拳一日体験！講習会
■申・■問 町太極拳協会（水城）　☎883-8287
　ゆったりとした動きの太極拳を体験してみませんか？
年齢、経験は問いませんので、お気軽にお越しください。
■時 10月29日㊏9時30分～12時30分
　 （受付9時15分～当日受付可）
■所 町民体育館
■他  必要なもの 体育館シューズ、動きやすい服装

第44回町民卓球大会参加者募集
■申・■問 町卓球協会　浦川　☎883-1991
　　　 〒851-2125 三根郷53-59
■時 11月6日㊐9時～
■所 町民体育館
■対 長与町に住民登録されている方及び町内勤務者
■内 自治会対抗団体戦（混合ダブルス3組）、家族戦
　 （ダブルスA・Bクラス）、男女個人戦（A・B・Cクラス）
　 ※家族戦と個人戦は重複して出場できません。
■料  自治会対抗団体戦 1チーム3,000円
　  家族戦 1組1,000円
　  個人戦 一般・大学生・高校生1人500円
　 　　　  小中学生1人300円
■〆 10月18日㊋必着

2016時津サマー新体操CUP結果
■問 町体操協会（山﨑）　☎883-1709
■時 7月10日　■所 B＆G海洋センター
【小学週1の部】
○個人徒手
　①若松　美花（高田小）
【小学週2の部】
○団体　①長与新体操クラブ（田中・豊島・相川）
○個人フープ　①田中　愛理（長与南小）
○個人リボン　 ①豊島　奈緒（長与小）
【小学キッズの部】
○団体　①友キッズ（中尾・荒木）
○個人ボール
　①中尾　芽泉（長与北小）
　②荒木　麻綾（高田小）
【中学強化の部】
○ボール団体　①友（柳原）　②友Jr（喜々津）
○個人ロープ・フープ・ボール・クラブ
　①柳原　玲音（長与中）

一瀬杯ソフトテニス大会結果
■時 8月23日
■所 総合公園テニス広場（男子）、県立大学シーボルト校
　 テニスコート（女子）
【2年男子】
　①高橋・木下（長与中）　②本田・葛島（長与中）
【1年男子】
　①川口・山本（長与中）　　②重山・重山（長与中）
　③福山・堀（長与第二中）　③松尾・前田（高田中）
【2年女子】
　①中川内・松下（長与第二中）
　②染田・石橋（希）（長与中）
　③岳野・佐々木（高田中）
　③加藤・廣田（長与中）
【1年女子】
　①宮﨑・中島（長与中）　②野中・坂谷（高田中）
　③古本・藤田（高田中）

第47回全国中学校卓球大会結果
■時 8月21日～24日　■所 富山県
⑧長与中学校男子
　（田淵　勇伍、小林　幸司、来海　匠真、翁長　大寿、
　 岩下　哉也、梶尾　綾弥斗、峯　陸斗、江川　健也）

第21回全九州卓球選手権大会（小学生の部）結果
■時 8月26日～28日　■所 大分県
【バンビ男子単（小学2年生以下）】
②山本　湊也（M＆H長崎）

第32回長与町小学生バレーボール大会結果
■時 9月3日　■所 洗切小学校体育館
①長与小学校女子　②長与南小学校女子
 敢闘賞 洗切小学校男子
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長与町体育協会
☎・6887-5374
（長与町民体育館内）

第41回「長与町ロードレース大会」
～大村湾の風をうけて走ろう！
  　　　シーサイドストリート！～
■時 平成29年1月15日㊐　※雨天決行
■所 長与総合公園運動公園広場
■内  種目 10km（男子の各年代）
　 　　　 5km（男子・女子の各年代）
　 　　　 3km（中学生の男子・女子）
　 　　　 2km（小学生4～6年の男子・女子）
　 　　　 1km（小学生1～3年の男子・女子）
■料 小中学生500円、高校生1,000円、一般2,000円
■申 申込書に参加料を添えてお申込みください。
申込書は町民体育館、生涯学習課にあります。町ホー
ムページのロードレース情報からもダウンロードでき
ます。
 申込先 町体育協会事務局（町民体育館内）
〒851-2121　長与町岡郷614-4
☎887-5374
■〆 11月15日㊋必着
　 ※町内小中学生は11月7日㊊必着
■他  主催 町体育協会

あなたの体力年齢を測定してみませんか？
■申・■問 生涯学習課スポーツ振興班　☎801-5683
■時 10月25日㊋19時～
■所 町民体育館
■内 以下の項目を測定します（予定）
≪共通≫
　①握力：左右　②上体起こし：腹筋（30秒）
　③長座体前屈：座った状態で前屈する。
＜64歳まで＞
　④反復横とび：3本のラインをステップする（20秒）
　⑤立ち幅とび：両足揃えた状態で前方に跳ぶ。
　⑥急歩：急ぎ足で歩く。
　　（男子1,500m・女子1,000m）
＜65歳以上＞
　④開眼片足立ち：片足を少し浮かせて立つ。
　⑤10m障害歩行：20㎝×50㎝の障害物をまたい

で歩く。
　⑥6分間歩行：6分間でどれくらいの距離を歩ける

か計測する。
■料 無料　■〆 10月14日㊎17時
■他  持ってくるもの 上履き（運動靴）・タオル・お茶など
※当日は運動ができる服装で来てください。
※測定結果は、後日お知らせします。

スポーツ講習会を開催します！
■問 町体育協会　☎887-5374
　 町民体育館　☎887-2781
　 生涯学習課スポーツ振興班　☎801-5683
■時 10月29日㊏19時～20時
■所 町民体育館（長与町岡郷）
■内  講師 山本　聖子　先生
　 （ストレングス＆コンディショニングスペシャリスト）
　  テーマ 「体幹トレーニングとストレッチング」
■料 無料（申込不要）
■他 体育館シューズを持参してください。

「楽しい親子ゲートボール教室」はじめました！ 
■申・■問 町ゲートボール協会　桑原美知子
　　　 ☎090-7169-4013
　親子、男女、年齢問いません。ご参加ください。
■時 10月23日㊐・30日㊐13時～
■所 シーサイドパークミニイベント広場

第24回長与町シングルステニス大会参加者募集
■問 町テニス協会（深堀　憲子）
　 ☎883-1596（19時～21時）
■時 11月20日㊐9時～　※予備日12月4日㊐
■所 総合公園テニス広場（全5面）
■対 町テニス協会会員及び町内に在住・勤務・通学している方
■内  種目 男子・女子シングルス、A・B・C各クラス
　 ※高校・大学でテニスクラブ所属の方は、Bクラス以上
　　 で申込。
■料 1人2,000円
■申 クラス、氏名、住所、電話番号をご記入のうえ、下記まで
　 郵送。
　〒851-2126 吉無田郷879-111長与町テニス協会
　深堀　憲子宛
■〆 11月5日㊏必着
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！！

図 書 館だより

No.326 

　10月29日㊏・30日㊐に、図書館まつりを予定しています。多くの方のご来館をお待ちしております。すべて入場無料です。
図書館まつり　～図書館へ行こう’16～

 日 月 火 水 木  金 土10       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43

子どもの豊かな人生のために
　国立青少年教育振興機構が設置した「子どもの読書活動と人材育成
に関する調査研究会」から、次のような調査結果が報告されています。
○子どもの頃（就学前～中学時代まで）の読書量は、成人してから「読
書が好きかどうか」に強く関係する。

○子どもの頃の読書量・読書活動が多い人ほど、「未来志向」「社会性」
「自己肯定」「意欲・関心」「文化的作法・教養」「市民性」のすべてにお
いて、成人してからの意識・能力が高い。

○子どもの頃に読書活動が多い人は、子どもの頃の体験活動も多く、
ボランティア活動への参加の割合も多い。

　この調査結果から、子どもの頃の読書活動が、いかに人間の内面を
育て、豊かで社会性の高い人生の創出につながるかよく分かります。
それには、単に読書に親しむことや読書した内容だけでなく、読書を通
じた家族とのふれあいや愛情に包まれた満足感も大きく関係している
のではないでしょうか。
　ところが、同調査において、中学生の7割強、高校生の8割強が図書
館から本を借りておらず、中高生の4割が普段から本を読まないと回
答しています。読書環境の整備、読書習慣の確立は喫緊の課題だと言
えます。
　今月末から「秋の読書週間」です。多くの子どもたちが読書に親しみ、
家族とともに心豊かで楽しい時間を持つことができるよう願っています。

（長与町教育委員会生涯学習課）

図
書
館

カ
レ
ン
ダ
ー

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。

●おはなし会
■時 土曜日11時～　■所 たたみコーナー
●ぴよちゃん おはなし会
　今月から、11時からと14時からの2回になります。予約は
不要です。同じプログラムですので、どちらか都合の良い方
にご参加ください！
■時 10月19日㊌、11月2日㊌・16日㊌
　 ①11時～、②14時～
■所 2階和室

おはなし会のご案内

＜2016・第70回　読書週間＞
標語『いざ、読書。』

図
書
館
だ
よ
り

日時・場所 催しの部 内　容
10月29日㊏10時～ 11時30分
2階視聴覚・談話コーナー 古雑誌差し上げます！ 2014年11月号～ 2015年10月号の雑誌を差し上げます。

お一人5冊まで持ち帰りできます。
10月29日㊏11時～ 11時40分
2階和室

スペシャルおはなし会
（長与子どもの本の会） 絵本や紙しばい、ほかに何があるかな？お楽しみに！

10月29日㊏11時～ 11時30分
2階閲覧室

「長与の子ども俳句」
表彰式 入選作の表彰式を行います。展示は10月30日㊐16時まで

10月29日㊏13時～ 14時30分
2階閲覧室

「新しい図書館を考える」
講演会
講師：岡本　真さん

教育・子育てだけでなく、これからのまちづくりにも役立つ
新しい図書館づくりのお話です。

10月29日㊏14時40分～ 16時10分
3階ホール

ながよ寄席
長崎あざみ落語会 落語でほっと一息。楽しいひとときを！

10月30日㊐10時～ 12時
2階閲覧室 ブックリサイクル

町民の皆さまから提供していただいた古本です。お一人10冊
まで持ち帰りできます。（集本はカウンターにて随時受け付け
ています）

10月30日㊐14時～ 15時
3階ホール

読書への誘い「私の読書へ
の思い、そして読み語り」
講師：寄川　淑仔さん

NBCラジオ局のアナウンス室長である寄川淑仔さんが読書へ
の思いを語りつつ、素敵な朗読で魅了します。※入場整理券
が必要です。（10月15日㊏～30日㊐に配布。先着100人まで）

◎展示の部  11月1日㊋午前まで（1階ロビーにて）グループ活動紹介、その他「図書館クイズ」もあるよ！
・図書館まつりに伴い、視聴覚・談話コーナーは10月29日㊏の午前のみ、閲覧室は10月26日㊌から30日㊐の期間、通常利用が
できません。ご不便をおかけいたしますが、予めご了承ください。
・駐車場は台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関にておこしください。
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平成会女の都病院
水田　陽平

これから始まる
B型肝炎ワクチン
定期接種の話

　B型肝炎ウイルス（HBV）は主に血液や体液を介して
感染します。その経路にはHBVに感染している母親か
ら赤ちゃんへの出産時感染とそれ以外（性的接触な
ど）の感染があります。成人でHBVに感染した場合、一
部は急性肝炎を発症し、約10%で慢性化します。出産
時や乳幼児期に感染した場合は、免疫機能が未熟な
ためウイルスを排除できず、持続感染します。10～
20%は慢性肝炎へ進行し、肝硬変、肝癌を発症する人
もいます。本邦では、HBVを持った母親から生まれた
赤ちゃんには免疫グロブリンとB型肝炎ワクチンによ
る感染予防が行われてきました。また、医療従事者に
は労働災害の観点から、B型肝炎ワクチンの任意接種
が推奨されています。一方、WHOは生後すみやかな
B型肝炎ワクチンの定期接種を指示しており、すでに
世界の多くの国が実施しています。本邦においても、
小児期の家庭内や集団生活における感染実態が把握
され、慢性化しやすい欧米型HBVが増えており、すべ
ての新生児への予防接種の必要性が指摘されまし
た。そして、2016年度からすべての0歳児を対象に生
後2か月、3か月、7～8か月の3回にわたるB型肝炎ワ
クチンの定期接種化が決定しました。詳しくは小児科
へご相談ください。

ひろた小児科
広田　哲也

学童の肺結核の話

　小中学生の結核発症数は全国で毎年50人前後とあまり
多くはありません。そのため最初は結核が疑われず診断が
遅れることがあります。一方、学校内で結核が発症すると感
染がまん延し集団感染を引き起こす可能性もあり、結核感
染を早期に発見することは非常に重要です。ここでは学校で
の結核対策と肺結核の症状についてお話します。
学校での結核検診
　学校では毎年校医による内科検診があり、その場で結核
検診も行っています。具体的には、問診票と診察にて結核感
染の疑いのある児童・生徒を絞り込みます。問診項目は、1）
本人の結核罹患歴　2）本人の抗結核薬の予防内服歴　3）
家族の結核罹患歴　4）高まん延国での居住歴　5）自覚症
状（特に2週間以上の長引く咳や痰）6）BCG接種歴
　これらの問診結果と診察所見で、結核感染の疑いが強い
場合はすぐに病院受診を勧め、また問診結果で感染の可能
性が疑われる場合は、教育委員会が設置する結核対策委員
会で結核専門医を交えて審議を行い、精密検査を勧めるか
どうかを判定しています。結核菌は感染したからといって全
員が結核を発症するわけではありません。そのため症状が
なくても、家族内に発症している人がいる、結核の多い国の
居留歴がある人は精密検査の対象になります。
肺結核の症状
　咳に特徴的なパターンはありません。進行すると喀痰を
伴う湿性の咳となります。発熱は、一般的に高熱を出すこと
はほとんどなく、微熱のことが多いようです（典型例では午
後に37度台の発熱が続く）。他に易疲労感や盗汗（寝汗）な
どの全身症状を伴います。結核性胸膜炎では胸膜刺激に伴
う咳（乾性咳嗽が多い）、胸痛、高熱などの症状を認め、胸水
貯留が多くなると呼吸苦や患側呼吸音の低下などの症状、
所見を認めるようになります。肺外結核として最も多い頸部
リンパ節結核では、側頸部、下顎部、鎖骨上窩などに比較的
大きいサイズ（径2㎝を超えることが多い）のリンパ節が複
数個集塊となって認められます。
　学童の結核はまれな病気ですが、ゼロではありません。気
になることがあれば学校やかかりつけ医に相談しましょう。

かくたん

かんせいがいそう

かんそく

じょうか

健
康
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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。10月～11月

2016

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

25 26 27 28 29 30 1

9 10 11 12 13 14 15

23 24 25 26 27 28 29

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

30 31 1 2 3 4 5

9月 10月

ねんりんピック長崎
2016長与町交流大会
（多目芝生広場ほか）

音楽のおくりもの
（町民文化ホール
11：00～、14：00～）

上長与地区
公民館まつり
［P17］

町民体育祭
（総合公園運動公
園広場9：00～）

健康まつり
［P16］

図書館まつり
［P29］

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談
（長与町公民館
13：00～16：00）

1～2か月児相談
（健康センター
9：45～）
3～4か月児健診
（健康センター
12：45～）
行政相談［P18］

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～）

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談［P18］

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談［P18］

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～）

離乳食教室
（健康センター
9：30～）要予約
ソーシャルクラブ
（老人福祉センター
10：00～）
行政相談［P18］

モグモグ教室
（健康センター
9：45～）
ソーシャルクラブ
（老人福祉セン
ター10：00～）
フッ素塗布事業
（健康センター　1.3・
2.3・2.9歳 12：45～）

町民文化祭文化講
演会［P34］（町民文
化ホール13：30～）

ねんりんピック長崎
2016長与町交流大会
（多目芝生広場ほか）
行政相談［P18］

こども相談
（健康センター）
要予約

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）
行政相談（北部多
目的研修集会施設
13：30～16：00）

お誕生相談
（健康センター
9：30～）

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

ことばの相談
（健康センター）
要予約

健康相談
（長与町役場
9：30～）
すてっぷ＆ほっと
（健康センター
10：00～）
行政相談［P18］

健康相談
（丸田荘13：30～）

健康相談
（まんてん9：30～）

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～）

健康相談
（丸田荘13：30～）

 
 

殉国者追悼式
［P15］

長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）
上長与地区
公民館まつり
［P17］

役場一部開庁日
（9：00～12：30）
［P17］
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議会
10：00～16：00）

図書館まつり
［P29］

町民文化祭
（音楽祭）［P17］

・
・

・
・

体育の日

文化の日11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.
284
No.
284 子

育
て

　長与ニュータウンの東に位置するのぞみ保育園は、緑に

囲まれた静かな住宅地の中にあります。季節により野鳥や虫

の声が響き渡る中、子どもたちの元気な声も負けずに響き

渡っています。定員は70人、0歳から就学前までの子どもた

ちが一緒に過ごし、共に様々なことに挑戦し諦めず努力する

心を大切にし、できた時の喜びを共有し、より良い人間関係

を築いています。地域の方々との交流も大切にしています。

8月の夏祭りでは出し物や出店などで参加し、1月の鬼火焚

きでは地域の方々と一緒にぜんざいをいただき、無病息災

を願いました。今年3月に、長年子どもたちと一緒に過ごして

きた亀の『亀吉』が亡くなり寂しくしていましたが、7月に2匹

の赤ちゃん亀が仲間入りしました。みんなで名前を考えて考

えぬき、『亀介』と『亀子』と名付けました。先住魚のめだかと

共にお世話をし、一緒に生活することで命の大切さも学んで

います。

　園庭開放（毎週土曜日10時～11時）を行っています。ぜひ

遊びに来てください。お待ちしています。

のぞみ保育園

わかば保育園

のぞみ保育園 わかば保育園

　「おはようございます」各クラスをまわる子どもたちの声

が響いています。わかば保育園は三彩地区の住宅の中にあ

ります。地域の方に見守られながら、天気の良い日にはお散

歩に出かけたり、園庭で体を動かして遊んでいます。わかば

保育園では5歳児になると太鼓や竹馬に挑戦しています。小

さい頃から年齢に合わせてリズム遊びやリトミック、マットの

山登りや缶ポックリなど、太鼓や竹馬につながる遊びを取り

入れ、大きいクラスになったらできる!!と憧れて楽しみにして

います。日頃の積み重ねで成長を感じることができ、秋祭り

やお遊戯会でリズム遊びや太鼓など段階を追って披露しま

す。大勢の方に見てもらい子どもたちの自信につながって欲

しいと思っています。今年度のテーマは「げんきいっぱいわ

かばっこ」です。残りの半年もげんきいっぱいみんなで過ご

していきたいです。そのわかばっこがいつでも待っています

ので、遊びに来てくださいね。

子
育
て
ラ
ン
ド
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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。

　朝夕がだいぶ涼しくなり、秋めいてきた今日

この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。10

月は、ねんりんピックに町民体育祭と、体育イベ

ントが目白押し！ということで、表紙は運動会を

イメージしてみました。

　玉入れのかごは、なんと手作り。不器用な私

を見かねて、先輩が紙のひもを器用に編みこん

で作ってくれたものです。ありがたく撮影に使

わせていただきました。ちなみに、撮影に使った

サンドイッチは、美味しくいただきました！

（岩と村とまこと）

 人口 42,488人 （ － 88 ）
 世帯 16,941世帯 （ ＋135 ）

 男 20,278人 （ － 81 ）
 女 22,210人 （ －   7 ）

出生 23人
死亡 27人

転入 139人
転出 128人

平成28年9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
8月中のうごき

あなたが写した町の発見をご紹介します

　8月21日、総合公園相撲広場で開催いたしました。長与
北小学校、長与小学校の児童44人が、北小学校田中教頭、
長与小学校坂本教頭、田中保行司のもと競いました。成績
は次のとおりです。

幼　児　　①今崎 凌　②鬼塚 凜　　③濵口大翔
1年生　　①松尾奏多 ②岸下 心　　③大澤綸太
2年生　　①水本涼太 ②山崎絢心 　③吉野 希
3年生　　①岸下詠音 ②出口拓海 　③大塚虎之助
4・5年生　 ①相川藍希 ②津田紳太郎 ③吉野 渉

長与北部地区コミュニティ運営協議会
田中　幸利

　8月23日、ニュータウン中央区自治会から吉岡清彦会
長をはじめ、自治会役員や小学生など9人が役場を訪
れ、「チャレンジ1年間の交通安全宣言」を行いました。代
表して洗切小6年の牛田彩音さん、出田未宇さんが交通
安全宣言を元気よく読み上げ、吉田町長に宣言書を手
渡しました。交通安全宣言は、長与町長と時津警察署長
へ毎年提出されています。

交通事故を防止して
安全で安心して暮らせる町のために！
－ニュータウン中央区自治会交通安全宣言－

第26回長与少年相撲大会

児童の迫真の取組

順位 チーム 幼児 1年生 2年生 3年生 4・5年生

 ① D 池田 岸下 水本 福田 津田

 ② A 濵口 山本 山本 出口 相川

 ③ C 今崎 大澤 山崎 大塚 吉野

団体の部

33
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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。

お子さんの発育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 ☎883-1111

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

0120-555-20310月のテーマ
月
火
水
木
金
土・日

自律神経失調症とは何でしょう？
他人ごとではない骨粗鬆症
子どもの嘔吐
まぶたが下がってきたとき
妊娠中の歯科治療
子宮筋腫に対する腹腔鏡手術

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

お子さんの発
ッフが相談・
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

2㊐ もとやま心のクリニック（心・精） ☎856-3033 長与

戸田内科（内・循） ☎881-3888 時津

9㊐ おひさまこどもクリニック（小） ☎800-2187 長与

長崎北病院（内・神内） ☎886-8700 時津

10㊗ 長与病院（内・外） ☎883-6668 長与

たなか小児科クリニック（小） ☎865-9550 時津

16㊐ 西田医院（内・消・小） ☎887-0202 長与

うらの眼科クリニック（眼） ☎865-8555 時津

23㊐ しもぐち内科（内・呼・小） ☎843-7225 長与

えのもと整形外科（整） ☎881-0012 時津

30㊐ 長沢医院（内・小） ☎883-5622 長与

松尾りょういちクリニック（泌） ☎894-5025 時津

3㊗ 井川内科医院（内・小） ☎883-1661 長与

しもむらクリニック（小・内） ☎882-7595 時津

6㊐ ひろた小児科（小） ☎855-1113

田嶋医院（内） ☎882-2307

10・11月の救急医療在宅当番医
1㊏ ㈲長崎住宅設備 ☎842－7020

2㊐ 山口設備 ☎883－1439

8㊏ ㈲アキヤマ住工 ☎847－4895

9㊐ 大栄設備㈱ ☎818－3902

10㊗ ㈲島田設備工業 ☎882－4456

15㊏ ㈱長与管工設備工業所 ☎883－2580

16㊐ ㈲島田設備工業 ☎882－4456

22㊏ 田中設備 ☎883－1284

23㊐ ㈱新三重 ☎850－1000

29㊏ ㈲住吉設備 ☎844－5364

30㊐ ㈱五島設備工業 ☎857－6290

3㊗ ㈲マルケン ☎884－2541

5㊏ ㈱イワナガ ☎883－3392

6㊐ ㈱リドーム ☎850－8850

10月

11月

10・11月の水道トラブル担当業者

10月

11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

長与

時津
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第53回 長与町民文化祭

～愛される話し方～
私のアナウンサー人生

講師 吉川 美代子氏
（キャスター／アナウンサー）

駐車場の収容台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせていただくか、公共交通機関をご利用ください。

〈主催〉長与町・長与町教育委員会

お問い合わせ 長与町教育委員会生涯学習課 ☎095-８０１-５６８２（直通）

※手話通訳・要約筆記あり

平成28年311月 日（木・祝）
●開場13：00 ●開演13：30

会場

日時

長与町民文化ホール

※未就学児の入場はご遠慮ください。

◎入場には「入場整理券」が必要です。

入場無料 全席自由

《入場整理券取扱場所》
長与町教育委員会生涯学習課／長与町民文化ホール／長与町公民館／長与町図書館／上長与地区公民館／勤労青少年ホーム／

高田地区公民館／長与町働く婦人の家／長与北部地区多目的研修集会施設／長与町ふれあいセンター／長与南交流センター

文 化 講 演 会

話し方

〒851-2126 長与町吉無田郷73番地1
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