
長洲町環境川柳紹介

■対象者　
・現在町に住み、住民登録をして
いる人
・世帯全員が町税などを滞納し
ていないこと

■対象住宅　町内の自らが居住す
る住宅
■対象工事　
・町内施工業者による工事である
こと
・リフォーム工事に必要な費用が
20 万円（消費税除く）以上であ
ること

■補助金額　リフォーム工事に必要
な費用の100分の10（上限10万円）
■申請方法　町ホームページまた
は役場まちづくり課にある申請書
類に記入の上、まちづくり課まで提
出してください。※申請は工事着
工前に行ってください。
まちづくり課　企画調整係
☎78-3239

■対象者
・現在町に住み、住民登録をして

■見守り生活支援システムとは　
　携帯電話を利用し、予約、相談、緊
急通報が簡単にでき、安否確認※や
居場所検索ができるシステムです。
※携帯電話内についている万歩計
情報をシステムに自動送信し、地
域包括支援センター職員が安否
確認を行い、必要に応じて、電話
や訪問を行うことで、高齢者の安
心を提供します。

■対象者　長洲町に住んでいて、
住民基本台帳に登録されている65
歳以上の一人暮らしの世帯、または
高齢者世帯の人。
※心臓疾患や発作性の持病をお持
ちの人は、優先的に利用できます。

■費用　月額基本料金1,300円
（1,000円分の通話料・通信料含む。
ただし、これを超える利用料は自己
負担となります）
※初期費用・解約費用は一切かか
りません。

いる人
・世帯全員が町税などを滞納し
ていないこと
・町内事業者から購入すること
■対象機器　電気式生ごみ処理
機[乾燥式・バイオ式・ハイブリッド
式（乾燥＋バイオ）
■補助金額　購入価格（税込み）
の2分の1以内（上限3万円）
■補助基数　100基（先着順）※平成
14～17年に補助を受けた人も対象
■申請方法　町ホームページまた
は役場住民環境課にある申請書
類に必要事項を記入の上、住民
環境課まで提出してください。
住民環境課　環境対策推進係
☎78-3122

■日時　6月10日㊐午前9時～正午
※雨天決行
■場所　第１リサイクル工房（旧第1
清掃センター跡）
■内容　リサイクル抽選会（午前11
時30分）/長洲町特産品およびう
まかもんなどの展示・販売
クリーンパークファイブ
☎78-4433

　野菜作りや果樹の世話などの農
業体験および収穫した野菜を使った
バーベキュー試食会などの活動を
行います。気軽にご参加ください。
■場所　畑の学校(長洲町大字永
塩1503－1)　
■内容　6月：夏野菜の苗植え、種まき
/8～9月：夏野菜の収穫、試食会
/10月：秋、冬野菜の苗植え、種まき
/11月：芋掘り、文化祭でのバザー、
秋野菜の収穫、試食会/2月：果樹
の移植
ながす地域活動　増岡美知子
☎78-3504

写真：畑の学校の活動の様子

■日時①
　6月14日㊍
　午前9時30分～
　午後4時
■講座名　長洲金魚を作ろう
■講師名　古　千代　氏
■募集人数　10人
■募集期間　6月4日㊊午前9時～
　8日㊎午後４時
■日時②
　6月19日㊋
　午前9時30分～
　午後3時
■講座名　着物リフォーム「ブラウス
　作り」
■講師名　土山　千代子　氏
■募集人数　10人
■募集期間　6月4日㊊午前9時
　～12日㊋午後４時
　※持ってくるものについてはお問
い合わせください。
クリーンパークファイブ
　☎78-4433

　熊本県の最低賃金が改定されま
した。
■熊本県の最低賃金　６４７円
※平成23年10月20日から
不明な点がありましたら下記まで
お問い合わせください。
熊本労働局労働基準部賃金室
　☎096-355-3202

　機器メンテナンスのため、中央公
民館に設置している自動交付機の
利用を2日間停止します。

■停止日時　7月18日㊌、19日㊍

　この2日間に限り、午後8時まで役
場窓口（住民環境課・税務課）で各
種証明書を交付します。ただし、『町
民カード兼印鑑登録証』をお持ちの
人で、次の証明書のみの発行となり
ます。

自動交付機で取得できる証明書
　住民票（個人・世帯全
員）／印鑑証明書／課
税台帳記載事項証明
書（個人）／所得証明
書／外国人証明書
通常利用時間　午前9時から午後8
時まで（年末年始を除く）
　総務課総務係
　☎78-3113

　最近の調査から、牛レバーの内部
や牛の胃や腸などの部位から腸管
出血性大腸菌が検出が報告されて
います。生食用牛肝臓の取り扱いに
ついて、次のことに注意しましょう。
＜事業者＞
　牛肝臓を消費者へ生食として提
供するのはやめましょう。
＜消費者＞
　牛肝臓を食べる場合は、生ではなく、
中心部まで十分に加熱してください。
　玉名地域振興局衛生環境課
　☎72-2184

■このシステムでできることは
○居所検索
　携帯電話会社（NTTドコモ）の
サービスを利用して、携帯電話を
持っている人の所在確認を行うこ
とができます

携帯電話で表示される
見守り生活支援システム

・ すずしいな　しぜんの風を　あびていて えみさん（鍋小３年）
・ おんだんか　きみのきもちで　とめられる こうたさん（鍋小３年）

・ メガソーラー　地きゅうにやさしい　エネルギー かいとさん（鍋小２年）
・ 日本中　ふうりょくはつでんで　せつでんだ やすともさん（鍋小３年）

○よやく
　ワンプッシュで「きんぎょタ
クシー」に連絡できます。
※今後は買い物サービス
など利用できるよう拡張予
定です。

○そうだん
　ワンプッシュで地域包括
支援センターや地域の民生
委員などに電話がつながり
気軽に相談ができます。

○きんきゅう
　ワンプッシュで「１１９」に
通報することができます。

補助 住宅リフォーム費用の
一部を助成しています

補助 家庭用生ごみ処理機購入
費を一部補助しています

相談 各　種　相　談　で　き　ま　す

入札 指　名　競　争　入　札　結　果

イベント 第２回クリーンパーク
ミニフェスタ

イベント「畑の学校」で
農業体験しませんか

暮らし 知っていますか？
熊本県の最低賃金

暮らし 自動交付機が
2日間停止します

暮らし 携帯電話を利用した「見守り生活支援システム」が
皆さんの「あんしん」をサポートします

予防 生食用肝臓の取り扱い
には注意を

イベント 6月リサイクル体験講座
受講者募集

13 12

注）障害者巡回相談は、7日前までの予約が必要です。国民・厚生年金相談は、事前に電話での予約が必要です。

相談 日時 場所 問い合わせ
障害者巡回相談

家計の心配ごと相談

就職相談会
国民・厚生年金相談
定例行政相談
生活とこころの無料相談会

工事（業務名）
高浜・赤田線道路舗装工事
嘉永川汚水幹線水管橋塗装工事
長洲町浄化センター他設備点検業務委託
公園街路等樹木管理業務委託（1工区）
公園街路等樹木管理業務委託（2工区）
名石浜地内街路等樹木管理業務委託
道路維持補修作業業務委託
金魚と鯉の郷広場植物管理委託

落札業者名
宮村産業㈲
㈲西島塗装

㈱ニチゾウテック
㈱盛樹園
㈱岱明緑花園
宮村産業㈲
㈲北野組
㈲西部建設

予定価格(円)
2,477,000
4,313,000
6,543,000
4,891,000
3,876,000
4,128,000
2,000,000
3,853,000

落札金額（円）
2,373,000
3,450,400
5,985,000
4,641,000
3,727,500
3,916,500
1,800,750
3,654,000

落札率
95.80%
80.00%
91.47%
94.89%
96.17%
94.88%
90.04%
94.84%

参加業者数
7
6
9
6
6
7
9
9

6月20日㊌ 午前9時30分～11時30分
６月１２日、１９日、２６日㊋
６月２４日㊐
６月２６日㊋ 午後１時～４時
６月２６日㊋ 午前10時～午後3時
６月２７日㊌ 午後２時～４時
７月　３日㊋ 午後1時30分～4時30分

南関町保健センター
長洲町役場
ながす未来館

長洲町中央公民館
荒尾市役所

長洲町中央公民館
すこやか館

福祉保健介護課福祉係

ジョブカフェ玉名ブランチ
日本年金機構玉名年金事務所
総務課総務係
総務課総務係

税務課納税係

(☎78ｰ3135）

(☎74ｰ1125）
(☎74ｰ1612）
(☎78ｰ3113）
(☎78ｰ3113）

(☎78ｰ3124）

福祉保健介護課　福祉係☎78－3135

を押す

を押す

を押す



長洲町環境川柳紹介

■受講期間　7月14日㊏～10月13日㊏
■場所　月華苑
■募集人数　20人（定員になり次第
締め切ります）
■受講料　12,000円（テキスト代など
含む）
■応募受け付け　　6月14日㊍
※後期については12月以降に予定し
ています。
・ 月華苑　☎69-2018
福祉保健介護課　介護保険係
☎78-3144

　県では、健康で豊かな食生活の定
着に向けて食育の取り組みを推進す
ることを目的に行う事業を募集します。
■対象団体　県内に事務所を置き、
県内を中心に食育の推進を行う団
体など（NPO、保育所、社会福祉協
議会、JA、栄養士グループ、地域ボ
ランティア団体など）で、「くまもと　食
で育む命・絆・夢プラン（熊本県健康
食生活・食育推進計画）」の趣旨に
賛同するもの。
■締切期限　6月22日㊎午後５時15分
まで（必着）
■申請書類　企画提案募集要項お
よび応募に必要な書類は、県また
は町ホームページからダウンロード
できます。
■委託契約期間　委託契約締結の
日から平成25年3月1日まで
・ 熊本県健康福祉部健康局健康
づくり推進課

　平成２４年４月から「子ども手当」は
「児童手当」に変わりました。児童手
当への移行により、新たに所得制限
が導入され、所得が多い世帯への支
給額は制限されます。
■支給対象　０歳から中学校卒業
まで(15歳に達したあとの最初の3月
31日まで)の児童を養育いている人に
支給されます。
■所得制限　６月分の手当から所
得制限が導入されます。所得を超え
る場合は、児童１人につき5,000円（月
額）が支給されます。

☎096-333-2252

■対象　
①県内に主たる事業所または支店な
どがあり、がん予防やがん検診の受
診啓発活動に意欲のある企業
②業務内容が、がん予防、がん検診
受診率向上の取組に関連してい
る企業
③地域密着型で県民と接する窓口
を多数有する企業
④その他、企業などの提案する取り
組みが県民のがん検診受診促進
に大きな効果があると認められる
企業など
■企業協定の内容　従業員やその
家族へのがん予防の啓発や、がん
検診の受診勧奨などの取り組み
や、県ががん検診に関する情報提
供および職員研修などへの協力
■締切期限　平成25年2月28日㊍
■申請方法　応募要領、申込書は
県ホームページからダウンロードで
きます。
熊本県健康づくり推進課
☎096-333-2208

　県内の食品販売店における食品の
品質表示の適正化を図るため、消費
者のボランティアによる「熊本県食品表
示ウォッチャー」を募集しています。
■対象
①満18歳以上の人
②県内に居住し、日常生活で食品の買

い物を行っている人
③原則として、熊本県が行う食品表
示制度に関する講習会に参加可
能な人
■内容　日常の買い物の際などに食
品販売店で販売されている食品の
品質表示のモニタリング
　熊本県環境生活部　くらしの安全
推進課
☎096-333-2290

■対象　戦没者の遺族
■参加費　９万円
※慰霊巡拝地域および時期の詳細に
ついてはお問い合わせください
・ 長洲町遺族会代表　松下　進
☎78-6606

■試験日時　8月31日㊎
■試験会場　学校法人　東海大学
■受験資格
①中学校卒業以上または同等の学歴
を有する人
②実務経験を有する人
■受験手数料　6,200円
■願書受付期間
６月18日㊊～２２日㊎
午前９時～午後５時（郵送での受け付
けも可）
■願書配布場所
　県内各保健所またはすこやか館
　県内保健所または県庁健康福祉
部健康づくり推進課
☎０９６-３３３-２２５２

・ エコしたら　ちきゅうは　すこしかわるかな りおさん（鍋小３年）
・ エネルギー　しぜんなちからで　はじまるエコ さくらさん（鍋小３年）

　男女共同参画とは、「男だから」「女
だから」という固定的な考え方に縛ら
れないで、男女がお互いに社会の対
等なパートナーとして認め合っていくこ
とです。
　一人一人がその人らしさを発揮し
て、ともに支え合い、家事や育児に限ら
ず、地域の活動や介護なども含めて、
男女がお互いを尊重しながら、共同で
行うことが求められています。
　普段、家庭や職場でパートナーに任
せっきりのことで、自分でもできるという
ことはありませんか。まずはできることか
らやってみましょう。
　今まで見えなかったもの、知らなかっ
たことがわかってきます。
　町では、住民の人を対象としたシン
ポジウムや、企業の人を対象とした研
修会などを開催し、男女共同参画社
会を推進していきます。
　総務課総務係☎78-3113

■対象　県内在住の20歳～65歳未
満の人
■募集人数　20人
■締切期限　6月28日㊍
■内容　9月26日㊌　事前研修/11月
８日㊍～11日㊐研修（東京都、埼玉
県）/11月～12月　自主研修/1月　
事後研修
■県・町の支援　県：研修に必要な交
通費の3分の1（3万円上限）/町：研
修に必要な経費（定額4万円）
総務課 総務係　☎78-3113

■受験資格
　平成３年４月２日～平成７年４月１日ま
でに生まれた人
■試験の程度　高校卒業程度
■申込受付期間
　①　インターネット　申込受付期間

は、６月２６日㊋～７月５日㊍
　②　郵送または持参　　　
　　　申込受付期間は、７月２日㊊～

１０日㊋まで（１０日㊋までの通
信日付印有効。）

■第一次試験　９月９日㊐
■受験申込先　全国の各人事院事務局
　①　人事院九州事務局

☎０９２-４３１-７７３３

②　熊本国税局人事第二課試験研
修係　☎０９６-３５４-６１７１

県では、地震や津波、大雨、河川の
氾濫、避難勧告など、災害時に重要な
情報を皆さんに届ける「熊本県防災情
報メールサービス」を提供しています。
■登録方法　メールアドレスかＱＲコー
ド先に、空メールを送信し、返信され
たメールの指示に従って登録してく
ださい。
＜空メール送信先＞
entry@anshin.pref.kumamoto.jp
＜ＱＲコード＞

■利用料金　無料（ただし、メール受
信にかかる通信料は利用者負担）
　熊本県知事公室危機管理防災課
☎０９６-３３３-２１１８

　６月の町議会定例会が次の日程で
開催されます。傍聴を希望する人は、
当日、議会事務局（役場3階）で受け付
けをしてください。
■開会日　6月25日㊊午前10時～
■場所　町議会議場（役場３階）
　総務課総務係
☎78-3113

■日時　
①模擬試験（基礎編）・試験解説
6月29日㊎　午前9時30分～午後4時
②模擬試験（直前編）・試験解説
8月24日㊎　午前9時30分～午後4時
■場所　熊本県庁
■募集人数　30人程度
■対象　次のいずれも満たす人
①県内市町村在住の母子家庭の母ま
たは寡婦
②講習会の両日共に受講できる人
③平成２４年度熊本県介護支援専
門員実務研修受講試験を受験予
定の人
■受講料　無料
※ただし、摸擬試験費用・テキスト費用
１８，０００円程度の自己負担あり

■申請場所　役場　子育て支援課
■締切期限　6月8日㊎
　熊本県母子家庭等就業・自立支援
センター
☎096-351-877７

■講習会日時
①7月20日㊎午前9時～午後５時
②8月17日㊎午前9時30分

～午後4時50分
③9月14日㊎午前10時

～午後4時10分
④10月12日㊎午前9時30分

～午後4時50分
⑤11月9日㊎午前10時～午後4時
⑥11月22日㊍午前9時30分

～午後4時50分
⑦12月7日㊎午前9時～午後5時
■場所　熊本県庁
■募集人数　30人程度
■募集対象　次のいずれも満たす人
①県内市町村在住の母子家庭の母、
または寡婦
②講習会の全日程に出席できる人
③介護福祉士国家試験受験資格の
ある人で、平成２４年度介護福祉士
国家試験を受験予定の人
■受講料　無料
※ただし、摸擬試験費用・テキスト費用
１５，０００円程度の自己負担あり
■申請場所　役場　子育て支援課
　熊本県母子家庭等就業・自立支援
センター
☎096-351-877７

　柳川城主立花宗茂の正室「闇千代
（ぎんちよ）姫」の墓塔である「ぼたもちさ
ん」が全国放送されます。ぜひご覧くだ
さい。
■日時　6月13日㊌午後10時～
※再放送　20日㊌午後４時５分～
■番組名　
　ＮＨＫ歴史秘話　ヒストリア
　ＮＨＫプラネット近畿
☎06-6937-3406 

※所得制限を超えない場合は、これまでの支
給額と同様です。
■所得制限限度額

※扶養家族が６人以上の場合は、１人につき
38万円を加算
■引き続き手当を受給する場合
　6月分以降の児童手当などを受け
る場合は「現況届」が必要です。毎

年6月1日の所得の状況や、子どもの
養育状況を確認するため、6月中に
現況届を送付します。提出がない場
合は、6月分以降の手当が受けられ
なくなりますのでご注意ください。
■現況届に必要な添付書類
○請求者が被用者（会社員など）お
よび非被用者（自営業など）の場合
・・・健康保険被保険者証の写しなど
○その年の1月1日に長洲町に住民
登録がなかった人・・・平成24年度児
童手当用所得証明書
※このほかにも、必要に応じて提出
が必要な書類があります。
　子育て支援課
☎78-3126

・ 太陽が　電気のかわりに　なっている ほのかさん（鍋小３年）
・ メガソーラー　でんきをつくる　すぐれもの こたろうさん（鍋小３年）

募集 「地域食育モデル事業」
参加団体募集

募集 県と協定を結ぶ企業や
団体を募集します

子育て 子ども手当制度から新しい児童手当制度が始まりました

募集 町でホームヘルパー２級
の資格が取れます

募集 熊本県食品表示ウォッ
チャーを募集します

募集 戦没者遺児による
慰霊巡拝参加者募集

試験 熊本県調理師試験が
行われます

暮らし 熊本県防災情報
メールサービス

暮らし「ぼたもちさん」（腹赤区）
が全国放送されます

ー母子家庭のお母さんへー

募集 介護福祉士受験準備
講習会受講者募集

議会 町議会を
傍聴しませんか？

ー母子家庭のお母さんへー

募集 介護支援専門員受験
準備講習会受講者募集

暮らし 6月23日㊏～29日㊎は
『男女共同参画週間』です

募集 男女共同参画社会づくり
地域リーダー育成事業

募集 税務職員採用試験
受験者募集

扶養親族などの数 所得制限限度額
0人
1人
2人
3人
4人

622万円
660万円
698万円
736万円
774万円

5人 812万円


