
長洲町環境川柳紹介

■登録受付日　7月2日㊊から
■サービス開始日　8月3日㊎
■配信カテゴリ（予定）
①安全安心に関する情報

②子育てに関する情報

③行事・イベントに関する情報

④福祉保健・介護情報

⑤学校教育に関する情報

⑥その他、町に関する情報

]

■日時　8月１日㊌　
　　　　午前10時～午後4時
■場所　有明広域行政事務組合
消防本部
■内容　はしご車体験/煙および強
風体験/救急法講習/消火器取
扱訓練/非常食訓練/その他
■対象　荒尾・玉名管内の小学５、
6年生
■募集人数　30人
■募集期間　7月2日㊊～13日㊎
　・　有明広域行政事務組合消防
本部　警防情報指令課
☎73－5283

　夏休みの思い出に世界に一つだ
けのソーラーカーを自分で創ってみ
ませんか。
■日時　8月1日㊌午前8時45分～
午後0時30分
■場所　有明ソーラーパワー
■参加料　無料
■対象　町内小学3年生～6年生
48人（先着順）
■募集期間　7月20日㊎
■内容　オリジナルソーラーカーを
製作し、タイムレースを実施します。
　・　まちづくり課　企画調整係
☎78－3239

■日時　7月28日㊏
　　　　午前9時～正午
■場所　長洲町中央公民館
■対象　長洲町在住の親子40人
■内容　親子で作るカップ皿
■費用　子ども一人1,300円
　　　　大人一人1,500円
■申込期限　7月20日㊎
　・　長洲有明ライオンズクラブ
事務局
☎78－0505

　平成23年度分の申請は7月31日
㊋までとなっています（免除期間平
成23年7月～平成24年6月）
　また、平成24年度分（7月～25年6
月）は7月から受け付け開始となって
います。
　申請は原則として毎年度必要です。
申請したかどうか確かではないとい
う人はお気軽に窓口またはお電話で
相談ください。
　・　住民環境課　戸籍住民係
☎78－3116
日本年金機構　玉名事務所
☎74－1612

　町では、次のとおり新規採用職員
を募集します。一緒に町の未来を創
ってみませんか。
■募集職種および対象
（1）大卒程度（5人程度）
①職種　行政
②受験資格　昭和58年4月2日以
降に生まれた人で学校教育法
による大学（短期大学を除く）
を卒業、または平成25年3月末
までに卒業見込みの人

（2）資格免許職（1人程度）
①職種　保健師
②受験資格　昭和58年4月2日以
降に生まれた人で、保健師の資
格を有する人、または平成25年
3月末日までに取得見込みの人

（3）高卒程度（1人程度）
①職種　一般事務
②受験資格　昭和62年4月2日～
平成7年4月1日生まれの人

（4）社会人枠（1人程度）
①職種　土木
②昭和52年4月2日以降に生まれ
た人で、土木施工管理技士１
級の資格を有する人

■受付期間　7月23日㊊～8月10日
㊎　午前8時30分～午後5時

（土、日除く）
■試験日　9月16日㊐
■試験場　九州看護福祉大学
　総務課総務係
☎78－3113

■募集する団地、戸数　
新山団地（4階建て）　4階室1戸
（6畳2間、4畳半１間）
■家賃　9,700円～14,500円（なお、
敷金は決定した家賃の3カ月分）
■募集期間(期間厳守)　7月10日
㊋～20日㊎午前8時30分～午後5
時（土、日、祝日除く）
■申請書類
・町営住宅入居申込書（建設農政課にあります）
・住民票（入居者全員が記載されているもの）
・入居者全員の所得が記載された
平成23年分の所得証明書
・納税証明書（納税義務がある入居者全員のもの）
・婚約証明書（婚約中の人）、寡婦（夫）
についてはそれぞれの戸籍謄本
※平成24年以降に転職や退職した場合は、入居資
格・家賃に影響しますので事前にお知らせください。

■入居資格　次の①から⑥の条件
をすべて満たす人
①現在町に住んでいる、または勤務
している人
②現に同居し、または同居しようとす
る親族がいる人（ただし、単身での
入居も可能な場合あり）

③1カ月あたり入居者全員の所得合
計が、扶養控除などしたあと、15万
8千円以下である世帯（ただし、高
齢者・障がい者などの世帯につい
ては、21万4千円以下）

④現に住宅に困窮している人
⑤諸税を滞納していない人
⑥本人および入居予定者が暴力団
員でない人

■入居時期　8月下旬以降の予定
　・　建設農政課　維持管理係
☎78－3241

■日時①　
　7月18日㊌
　　 25日㊌
　午後1時～3時
■講座名　パッチワーク「バッグ」
■講師名　森川　博子　氏
■募集人数　10人
■募集期間　7月4日㊌～11日㊌
　　　　　　午前9時～午後４時
■日時②
　7月26日㊍
　午後１時30分～
　午後2時30分
■講座名　米のとぎ汁ＥＭ発酵液
作り
■講師名　職員
■募集人数　12人
■募集期間　7月4日㊌～13日㊎
　　　　　　午前9時～午後４時
　・　クリーンパークファイブ
☎78－4433

■対象　昭和37年（１月１日～12月
31日まで）に結婚し、満50年に達
する夫婦
■表彰予定日　9月4日㊋午後１時
■申込期限　7月13日㊎
■申込期限　地元駐在員（区長）
にご連絡いただくか、福祉保健介
護課の窓口まで申し込みください。

　福祉保健介護課　福祉係
☎78－3135

■登録メールアドレス　下記アドレス、
またはＱＲコードからアドレスを読み取り、
空メールを送信してください。
mail-service@town.nagasu.lg.jp
 （ＱＲコード）

　
@town.nagasu.lg.jpを
受信できるように設定が
必要な場合があります。

■登録料　無料※ただし、情報受信に
係る費用は自己負担になります
　まちづくり課　企画調整係
☎78-3239

・ べんりだな　ソーラーパネル　つかおうよ 絢可さん（鍋小3年）
・ たいようの　めぐみをあびて　まもるくに ひびきさん（鍋小３年）

・ きれいだね　緑の葉っぱ　すずしいよ 奈々さん（鍋小３年）
・ よごす水　流れる光も　人が住む ももかさん（鍋小３年）

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

ながす面白塾
■日時　7月15日㊐
　　　　午前10時～正午(雨天決行)
■場所　金魚の館
■内容　「特徴ある夏の植物」について

の講座や鑑賞会を行います。
■参加料　無料
　・　まちづくり課　企画調整係
　（☎78-3239）

ものづくり塾
■日時　7月22日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　和紙のうちわづくり
■参加料　無料
　・　まちづくり課　商工水産観光係
　（☎78-3219）

軽トラ市
■日時　7月22日㊐午前8時～正午
■場所　金魚と鯉の郷広場　駐車場
■内容　町特産品、魚介類、野菜など

の販売
　長洲町商工会（☎78－0410）

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

入札
指　名　競　争　入　札　結　果

イベント キッズ防災塾を
開催します

イベント ソーラーカー大会を
開催します

イベント 親子ふれあい陶芸教室
参加者募集

暮らし 国民年金保険料免除・納
付猶予の申請はお早めに

募集 平成25年度　長洲町
新規採用職員募集

募集 7月リサイクル体験講座
受講者募集

募集 金婚夫婦表彰該当者の
届け出を受け付けます

募集
町営住宅入居者募集

募集 携帯やパソコンに登録するだけで、町の情報があなたの手元に

長洲町メール配信サービス登録者募集
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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

就職相談会

家計の心配ごと相談

農地相談
障害者巡回相談
定例行政相談
国民・厚生年金相談

工事（業務名）
長洲町消防格納庫屋根防水工事
長洲町B&G海洋センター体育館トイレ及び
更衣室等一部改修工事

落札業者名
㈲古城塗装工業

㈱山本組

予定価格(円)
1,955,000

3,189,000

落札金額（円）
1,564,000

3,123,750

落札率
80.00%

97.95%

参加業者数
6

8

７月２6日㊍ 午後１時～4時

７月１０日、１７日、２４日㊋
７月２９日㊐
７月１４日㊏ 午前１0時～正午
７月１８日㊌ 午前9時30分～１１時30分
７月１８日㊌ 午後2時～４時
７月２４日㊋ 午前１0時～午後3時

長洲町中央公民館

長洲町役場
ながす未来館

ＪＡたまな長洲総合支所
玉名市文化センター
長洲町中央公民館
荒尾市役所

ジョブカフェ玉名ブランチ
生活とこころの無料相談会８月　７日㊋ 午後１時30分～4時30分 ながす未来館 総務課総務係

農業委員会事務局
福祉保健介護課福祉係
総務課総務係
日本年金機構玉名年金事務所

税務課納税係

(☎74-1125）
(☎78-3113）

(☎78-3272）
(☎78-3135）
(☎78-3113）
(☎74-1612）

(☎78ｰ3124）

eventinformation



長洲町環境川柳紹介

　町では、活力ある地域を創り出すこ
とを目的に、各行政区で行われる活動
に対し「活力創出推進事業」（▽一区
一創運動事業▽自主防災組織事業
▽資源ごみ回収事業▽特別支援事
業）を通じて支援しています。
　その一つである「特別支援事業」で
は、１行政区あたり50万円を上限に交
付しています。本年度は、審査会での
審議の結果、次のとおり交付が決定し
ました。
※この事業は、「環境整備協力費」
（ミニボートピア長洲の売上額の１％）
を財源として実施する事業です。
　まちづくり課　企画調整係
☎78－3239

■住宅用地に係る課税標準額の据置特例の段階的廃止
　以下の経過措置の後、平成26年度から据置特例が
廃止されます。
[平成24・25年度]
　負担水準90％以上100％以下の住宅用地について、
課税標準額を前年度課税標準額に据え置く。
■県たばこ税から町たばこ税への一部税源移譲
 ・ 旧３級品以外の紙巻たばこ：1,000本につき
　現行　4,618円→改正後　5,262円（＋644円）
 ・ 旧３級品の紙巻たばこ：1,000本につき
　現行　2,190円→改正後　2,495円（＋305円）
※平成25年4月１日以降に売り渡しなどが行われる製造
たばこから適用されますが、小売価格はそのままです。
■退職所得の分離課税に係る所得割額の特例の廃止
 ・ 町民税額　現行税率　5.4％→改正後　6％
 ・ 県民税額　現行税率　3.6％→改正後　4％
※平成25年1月1日以降から適用されます。
■個人住民税均等割の税率の特例
　（平成26年度以降10年間）
 ・ 町民税現行　年額3,000円→改正後　年額3,500円
 ・ 県民税現行　年額1,500円→改正後　年額2,000円
※県民税均等割額は、水とみどりの森づくり税500円を含
んだ額です。
　税務課　課税係
☎78－3123

　町社会福祉協議会では、ボランティアの人たちの協力の
もと、地域の高齢者の人が誰でも気軽に来て、楽しめる
「憩いの広場事業」を行います。
　参加料は無料です。皆さん気軽に参加してみませんか。
※なお、送迎はありませんので、自家用車、公共機関（きん
ぎょタクシーなど）をご利用ください。

■販売開始日　8月１日㊌
■販売価格　１冊　10,000円
（1,000円11枚つづりの11,000円分）
■購入限度額　一人10万円まで
■商品券の販売場所（売り切れ次第終了）
 ・ 長洲町商工会　販売日時　8月１日㊌～11月30日㊎
　　午前10時～午後４時（土、日、祝日除く）
 ・ 長洲町役場１階ロビー／ＪＡたまな長洲総合支所1階ロビー
販売日時　8月1日㊌～8月10日㊎午前10時～午後4時
（土、日、祝日除く）
■商品券の有効期限
　8月１日㊌～12月31日㊊　※商品券の購入予約はできません。
　長洲町商工会 ☎78－0410

　町内小中学校の図書館を夏休みの一定期間、児童、生
徒、およびその家族を対象に開放します。
　各小中学校

■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。
　総務課　総務係 ☎78－3113

　たまな若者サポートステーションで
は、就労に悩んでいる人向けにさま
ざまな支援を行っています。
■対象者　15歳～おおむね40歳
■支援場所　たまな若者サポートス

テーション
■支援日時　月～土曜日
　　　　　　午前10時～午後6時
■費用　無料
■支援内容　キャリアカウンセリング
/心理カウンセリング/来所が難しい
人向けの家庭訪問/個別プログラム
の作成、各種セミナーなど
　たまな若者サポートステーション
☎74－0007

　学習支援では、さまざまな理由に
より学習が困難だった人向けに、社
会復帰のための高校認定試験や進
学、資格取得などを行っています。
■支援内容　キャリアカウンセリング
/個別プログラムなど
■対象者　15歳～おおむね40歳
■支援日時　月～土曜日
■費用　無料
　たまな若者サポートステーション
☎74－0007

■公売財産　土地、写真集など
■公売場所　インターネット
※インターネットで「官公庁オークショ
ン　長洲町」と検索してください
■公売方法　
　動　産:せり売り方式(期間中は

何度でも入札可）
　不動産:入札方式(期間中の入札

は一度のみ）
■参加申込期間　7月6日㊎午後1時
～20日㊎午後11時
※この期間に参加申し込みの手続
きを済ませていないと入札に参加
できません。
■入札期間　
　動　産:7月27日㊎午後１時～29日

㊐午後11時まで
　不動産:7月27日㊎午後1時～8月3

日㊎午後１時まで
■下見会　動産については、下記
の日時において下見ができます（た
だし、事前連絡が必要です。また、不
動産については行っていません）
＜対応時間＞
7月9日㊊～20日㊎午前9時～午後5
時（土、日、祝日除く）
■下見場所　町役場税務課窓口
　税務課　納税係
☎78－3124

立野区の駐在員が決まりました。

中西　基　さん
　総務課　総務係
☎78－3113

担当区　向野（北）

前廣 展子　さん
　福祉保健介護課
福祉係
☎78－3135

■回収日時　
7月11日㊌　午前9時～午後4時
10月10日㊌　午前9時～午後4時
■回収場所　ＪＡたまな長洲供給セ
ンター
■回収種類　プラボトル、水和剤、
粉粒剤の袋、農薬ビン類、農薬缶（ミ
カノールなど）類、ペール缶（ハーベ
ストオイルなど）です。
　ＪＡたまな長洲供給センター
☎78-6565

　長洲町ふれあいセンター（☎78－1440）　西山・横山
　長洲町地域福祉センター（☎78－5143）　大川・井上
　福祉保健介護課　介護保険係（☎78－3144）

まえひろ　のぶこ

なかにし　　はじめ

担当区　向野北区

前廣 展子　さん
　福祉保健介護課
福祉係
☎78－2579

立野区の駐在員が決まりました。

中西　基　さん
　総務課　総務係
☎78－3113

暮らし 本年度も販売決定！
長洲町プレミアム（ながすまいる）
商品券を販売します

暮らし 自動交付機（中央公民館設置）が
2日間停止します
ご注意を

暮らし 夏休み中の学校
図書館を開放します

暮らし たまな若者サポート
ステーションを活用
しましょう

暮らし
学習支援を活用ください

暮らし 税金は期限内に
差し押さえ品の公売を
お知らせします

暮らし 農薬容器(産業廃棄物)を
回収します

税
税条例が改正されました

暮らし
「かたらんね」―憩いの広場事業―

暮らし 平成24年度活力創出推進事業

「特別支援事業」13行政区に交付決定

民生
委員 民生委員が決まりました

駐在
員 駐在員が決まりました
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日程場所 時間 内容

7月   ４ 日㊌

7月11日㊌

7月18日㊌

7月25日㊌

8月   １ 日㊌

8月   8日㊌
8月22日㊌

長洲町地域福祉センター

長洲町ふれあいセンター

午前10時～正午

午前10時～正午

午後1時30分～午後3時30分

午後1時30分～午後3時30分

午前10時～正午

午前10時～正午
午後１時30分～午後3時30分

ケーキづくり、ぴんしゃん音頭、おしゃべり会

花と語ろう、スキンシップ（楽しくふれあい）

カラオケ、七夕製作

うた会、脳トレ
ビデオ鑑賞、茶話会

8月29日㊌ 午後１時30分～午後3時30分 ミニ夏祭り（たこ焼き、かき氷）

ゲーム、簡単な脳トレ、かるた遊び

ゲーム・かるた・絵合わせ、茶話会

行政区 特別支援事業内容 交付金額
平原
清源寺
腹赤

折地

赤崎

永方

塩屋

高齢者の健康長寿活動の実施
「神楽」の衣装購入、用具の修理
「神楽」の用具購入
公民館への手すりの設置、
広場へのベンチの設置
介護予防事業実施に伴う机・椅子の購入

広場の整備
公民館への手すり・ホワイトボードの設置
花壇の新設、広場へのベンチの設置

194,000円
500,000円
65,000円

110,000円

100,000円

179,000円

167,000円

高田

向野

公民館へのホワイトボードの設置
介護予防事業実施に伴う机・椅子の購入
広場へのベンチの設置、
ふれあい事業実施に伴う畳の購入

150,000円

55,000円

松原
中町

広場への休憩所の設置
花壇の新設・整備

500,000円
72,000円

建浜
梅田

放送設備の整備
広場へのネットの整備

250,000円
105,000円

・ 集めよう　みんなの力　かがやきに 怜那さん（鍋小３年）
・ エネルギー　しぜんなちからで　はじまるエコ 楓岳さん（鍋小３年）

・ エネルギー　みじかにあった　みあげれば りりかさん（鍋小３年）
・ みんなでね　しぜんのでんき　ひろめよう 日良莉さん（鍋小３年）




