
Gender equality symposium男女共同参画シンポジウムin長洲町 入　場
無　料

■日時　

10月13日㊏
開場　午後1時
開演　午後1時30分～午後3時35分

■場所　
ながす未来館　文化ホール（600席）

■第１部　基調講演（午後1時35分～）　
講師　住田　裕子氏（弁護士）
演題　「男（ひと）と女（ひと）がいきいき」
　　　～自らの経験をもとに、そのヒントを伝える～

■第２部　パネルディスカッション（午後２時50分～）

テーマ「男女がともに活躍できるためには」
　　　～今、自分たちにできること～

パ ネ リ ス ト 住田　裕子氏（弁護士）
　　　　　　　　　　　　※基調講演に引き続き出演

パ ネ リ ス ト 福本　容子氏（毎日新聞論説委員）
コーディネータ―　前田　芳男氏
　　　　　　　　（有限会社トトハウス代表取締役）

託児できます（１歳～就学前まで）。総務課にお申し込みください。
■定員20人　■申し込み　9月18日㊋～10月5日㊎

講師　住田　裕子氏
　女性初の法務省民事局付検事、法務大臣秘
書官などを歴任。現在は、テレビ出演をはじめ、
講演、執筆活動など、多岐にわたる活動を行う。

パネリスト　福本　容子氏
梅田区出身。TBS「ひるおび！」の金曜
日コメンテーターとして出演中。

男女共同参画シンポジウムin長洲町
入　場
無　料

入場引換券（全席自由）
９月１8日㊋　午前９時～　引き換え開始
この部分を切り取り、長洲町役場総務課（２階）または、ながす未来館で入場券
（チケット）と交換してください。引換券１枚で入場券２枚まで交換できます。
※このままでは入場できません。ご注意ください。

定員 600人
（先着順）

キ リ ト リ
※このシンポジウムは、全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。

　・　総務課　総務係（☎78-3113）

誰もが、性別にかかわらず自らの意思に基づく生き方ができ、男女が共同して家庭や地域、職場などに
参画できる社会「男女共同参画社会」を推進するためにシンポジウムを開催します。
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長洲町環境川柳紹介

　10月1日現在で、就業構造基本調
査が行われます。この調査は、就業
および不就業の実態を把握し、国や
都道府県などの雇用政策、経済政
策など、各種行政施策の基礎資料
を作成するために実施されます。
 世帯確認のため、調査区の全世帯
に９月上旬から調査員が伺います。
（調査票は9月下旬に配布）調査へ
の理解とご協力をお願いします。
　なお、対象調査地域は次の通りです。
■大字長洲　1677番地～1715番地、

1866番地～1909番地、
　　　　　　1220番地～1235番地、
　　　　　　1472番地～1525番地、
　　　　　　1470番地～1516番地
■大字梅田　477番地～622番地，
　　　　　　725番地～709番地6
■大字宮野　1292番地～1298番地
　　　　　　1293番地～1297番地
　　　　　　223番地～331番地2、
　　　　　　253番地1～430番地1
■大字上沖洲　709番地～954番地
　まちづくり課　企画調整係
　☎78-3239

　９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　9月13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　
　9月11日㊋
　午前9時30分～
　午後3時
■場所　クリーンパークファイブ
■講座名　古布で作る　「布ぞうり」
■講師名　土山　千代子氏
■募集人数　10人
■募集期間　9月3日㊊午前9時
　～6日㊍午後4時
■その他　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

■日時　10月20日㊏
　講演　午後2時～4時
　介護機器展示　午後1時～4時30分
■場所　九州看護福祉大学　2号館
■内容
①「認知症の理解とケア」
　医療法人博光会「みゆきの里」認
知症対策室長　川畑　智氏
②「くまもとホクホク体操」
　有明地域リハビリテーション広域
支援センター　大籠　安男氏
　（医療法人社団聖和会有明成仁
病院リハビリテーション部長）
■定員　180人（先着順）
■申込方法　はがきまたは申込書
による申し込みが必要になります。
■申込期限　9月30日㊐
　・　熊本県介護実習・普及センター
　☎096-354-3091

■内容　コンパクトに書ける予定表
／文字は見やすい丸ゴシック／ミ
ニ知識として市町村便覧などの
統計情報
■価格　450円（税込み）
　※納品後に代金と引き換え
■外観　表紙はレザーソフト、裏表
紙に熊本県キャラクター「くまモ
ン」のイラスト入り
■申込期限　
　10月19日㊎
　・　まちづくり課　
企画調整係
　☎78-3239

■内容　①６ｍ未満の全車両（片道）
　　　　　1,500円
　　　　②車両回数券
　　　　　12枚つづり→14枚つづり
　　　　③旅客回数券
　　　　　11枚つづり→12枚つづり
■実施期間　9月30日㊐までの土、
日、祝限定［ただし、回数券の使用
期限は12月31日㊊までの全日］
　多比良港
　☎0957-78-2100

・ 歯みがきで　だしっぱなしは　水のむだ けいたさん（鍋小５年）
・ かんきょうを　まもろうマナー　たいせつに まなさん（鍋小５年）・ クーラーで　せつ電しようよ　暑い日は 真結さん（鍋小５年）

・ 温だん化　きょう力して　とめましょう 海斗さん（鍋小５年）

■規格および掲載料
①縦50ｍｍ×横180ｍｍ
　20,000円（町外40,000円）
②縦50ｍｍ×横90ｍｍ
　10,000円（町外20,000円）
※町ホームページのバナー広告も募集しています。

　・　まちづくり課　企画調整係　☎78-3239　

総務課　総務係（☎78-3113）

―生命保険の見直し・相談―
「加入中の保険の内容がわからない」・「ムダな保険料払ってない？」など
保険に疑問や不安のある人は中立的な立場でアドバイスが好評の『保
険クリニック』へ。保険の専門家が、加入中の保険のムダをチェックし、問
題がある場合は解決方法を一緒に考えてくれます。
また9月21日（金）までに「広報を見た」と言って予約すると来店相談料が
無料になります（通常3150円）。

保険クリニック玉名店　玉名市中１６７５－１
フリーダイヤル　【０１２０－８１８－９２９】
営業時間　9:00～18:00　定休日:祝祭日・お盆・年末年始

調査 平成24年度　
就業構造
基本調査を行います

募集 9月リサイクル体験
講座受講者募集

イベント 介護セミナーが
開催されます

広告

傍聴 町議会を
傍聴しませんか？

暮らし 2013年度版　
県民手帳
申し込み受け付け中

暮らし「有明みらい」就航記念
各種特別割引実施中

「広報ながす」に広告を掲載しませんか
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情報
公開

平成23年度長洲町情報公開・個人情報保護制度の
運用状況をお知らせします

請求日

平成23年7月6日

請求区分

法人

請求内容

町民活動保険契約に係る書類の写しの交付

実施機関

町長

開示決定日

平成23年7月19日

開示・不開示の別

全部開示

開示の方法

写しの送付

平成23年12月8日 個人 公文書の写しの交付 町長 平成23年12月9日 全部開示 写しの送付

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

注）障がい者巡回相談は、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

「人権擁護の日」
特設人権相談所

家計の心配ごと相談

人権相談

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

9月3日㊊ 午前10時～午後３時

玉名市福祉センター
玉名市岱明ふれあい健康センター
玉名市横島町公民館
玉名市天水保健センターふれあい館

熊本地方法務局玉名支局
（☎72-2347）

日本年金機構玉名年金事務所（☎74-1612）

0570-003-110（ナビダイヤル）

税務課納税係(☎78-3124)

9月4日㊋ 午前10時～午後3時
和水町中央公民館
和水町三加和公民館
南関町公民館

9月5日㊌ 午前10時～午後3時 荒尾市役所

９月２５日㊋ 午前10時～午後3時 荒尾市役所
障がい者巡回相談 福祉保健介護課福祉係（☎78-3135）９月19日㊌ 午前9時30分～11時30分 和水町三加和総合支所

総務課総務係(☎78-3113）9月26日㊌ 午後２時～４時 長洲町中央公民館

総務課総務係（☎78-3113）   ９月４日㊋ 午後1時30分～4時30分
10月2日㊋ 午後１時30分～4時30分 すこやか館

9月6日㊍ 午前10時～午後3時（※） 長洲町中央公民館　研修室Ａ・Ｂ
9月7日㊎ 午前10時～午後3時 玉東町福祉センター
９月11、18、25日㊋ 午前9時30分～午後4時30分
9月23日㊐ 午前9時30分～午後4時30分

①9月10日㊊～14日㊎ 午前8時30分～午後7時
②9月15日㊏～16日㊐ 午前10時～午後5時

長洲町役場
ながす未来館

工事（業務名）

井樋内団地外壁改修工事
〔開札日　7月20日〕

落札業者名

興亜建設工業㈱

予定価格(円)

39,384,000

落札金額（円）

38,010,000

落札率

96.51%

参加数

7

腹赤浄水場更新実施設計業務委託
〔開札日　7月18日〕 日本水工設計㈱熊本事務所 44,120,000 8,715,000 19.75% 10

入札 一　般　競　争　入　札　結　果
指　名　競　争　入　札　結　果

工事（業務名）

長洲町営住宅長寿命化計画策定業務委託

落札業者名

㈱建設技術研究所

予定価格(円)

2,936,000

落札金額（円）

1,869,000

落札率

63.66%

参加数

6

上沖洲・鷲巣線（鷲巣地内）用地測量設計業務委託 ㈱橋本測地設計事務所 1,506,000 1,417,500 94.12% 5

●指名競争入札〔入札日　7月31日〕

町内一円道路舗装等補修工事 光洋㈱ 1,893,000 1,795,500 94.85% 7

長洲町浄化センター管理棟空調機取付工事 飯塚電気工業㈱ 2,575,000 2,415,000 93.79% 6

長洲町立清里小学校プール塗装改修工事 ㈲織田塗装 7,600,000 6,080,000 80.00% 5

長洲地内配水管布設工事 ㈲清田組　長洲営業所 7,266,000 5,812,800 80.00% 9

梅田地内配水管布設工事 ㈲清田組　長洲営業所 4,150,000 3,517,500 84.76% 8

長洲町水道台帳更新業務委託(上沖洲・名石浜区) アジアプランニング㈱ 2,856,000 2,709,000 94.85% 9

日本水工設計㈱熊本事務所 4,816,000 4,200,000 87.21% 8腹赤浄水場配水池耐震調査業務委託

●一般競争入札



長洲町環境川柳紹介

　町では町内企業の工場排水に対して、年６回の水質検査を行っています。 
　今回の測定で、九州オーエム㈱のＢＯＤが基準値を超えました。このことにつ
いては、町から指導を行い、改善策を提出していただきました。

]

■９月日程予定
①9月5日㊌　町地域福祉センター
　午前10時～正午「脳の健康教室」
②9月12日㊌　町ふれあいセンター
　午前10時～正午「脳の健康教室」
③9月19日㊌　町ふれあいセンター
　午後１時30分～3時30分
「ゲーム・小物制作」
④9月26日㊌　町地域福祉センター
　午後1時30分～3時30分
　「ゲーム・小物制作」
　町ふれあいセンター☎78-1440
　町地域福祉センター☎78-5143

■日時　9月16日㊐
　午前9時～正午
■場所　荒尾消防署　二階会議室
■内容　救命手当講習会
　（心肺蘇生法、AED、窒息対策）
■定員　30人（先着順）
■申込方法　電話申し込み
■参加費　無料（テキスト無料配布）
■その他　受講者が少数の場合、

中止することがあります。
　・　荒尾消防署救急係
　☎63-1121

　健康に必要な運動、栄養、休養な
どの分野から講話と体操を交えなが
ら楽しく参加できる講座です。
■日時
　＜長洲・清里校区＞午前10時～正午
　9月18日㊋、25日㊋　
　10月2日㊋、9日㊋　
　＜六栄校区＞午前10時～正午
　9月21日㊎、28日㊎
　10月5日㊎、12日㊎
■場所
　長洲・清里校区　町研修センター
　六栄校区　町地域福祉センター
■講師　元気塾所長　村上光昭氏
■定員　40人
■募集期間　9月12日㊌
　・　町社会福祉協議会　
　介護保険事業所☎78-5143

■日時　9月8日㊏　開式　10時～
　（受付　午前9時30分～）
■場所　ながす未来館文化ホール
■対象　昭和8年12月31日までに
　生まれた人
　福祉保健介護課　福祉係
　☎78-3135

■日時　10月25日㊍～平成25年3
月28日㊍　午後1時～5時
毎週木曜日（7回講座）
■場所　町地域福祉センター
■定員　30人
■対象　町に居住地を有するすべ
ての人
■内容　地域住民向けに、養成講
座を行い、一定の福祉、介護に関
する知識や技術をもった高齢者
への生活・介護支援サービスを行
うための担い手を養成します。
■申込期限　10月19日㊎
　町社会福祉協議会　介護保険
事業所　☎78-5143

・ むだづかい　やめたらちゃんと　エコになる 美和さん（鍋小５年）
・ 地球を　おんだんかから　守ろうよ ひろやさん（鍋小５年）

・ □□□□□　□□□□□□□　□□□□□ ◯◯◯さん（鍋小0年）
・ □□□□□　□□□□□□□　□□□□□ ◯◯◯さん（鍋小0年）

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

※９月19日（水）は臨時休館日です。

ながす面白塾
　自然豊かな金魚と鯉の郷広場で、
「植物の魅力」に触れてみませんか。
■日時　9月16日㊐
　　　　午前10時～正午(雨天決行)
■場所　金魚の館
■内容　初秋の植物について（観察会）
■参加料　無料
　・　まちづくり課　企画調整係
　（☎78-3239）

ものづくり塾
　木材などの材料を使いながら、もの
づくりの魅力に触れてみませんか。
■日時　9月23日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　ヒノキのコースター
■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　9月23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）

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　金魚と鯉の郷広場内金魚の館
■内容　季節に合わせた植物につい
　　　　て、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　金魚と鯉の郷広場内金魚の館
■内容　光るうちわづくり
■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）

　住民環境課　環境対策推進係　☎78-3122

暮らし かたらんね
～憩いの広場事業（9月）～

募集 救命手当講習会
参加者募集

募集 介護予防スキルアップ
講座参加者募集

イベント
敬老会を開催します

環境
平成２４年度の水質検査の結果をお知らせします

募集 生活介護支援サポーター
養成講座参加者募集
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不二ライトメタル㈱　
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ヘキサン抽出物質

26.5
7.2
2
5

0.5未満

5月29日
10:28

－
5.0～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準

　

㈱イデックスクラリティー
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ

ヘキサン抽出物質

26.5
7.3
4
2

0.5未満

5月29日
11:04

－
5.8～8.6
40以下
25以下
5以下

協定基準
　

九州オーエム㈱
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
カドミウム
シアン
鉛

全クロム
ヘキサン抽出物質

25.5
7.6
3
30

0.007
0.01未満
0.001

0.01未満
0.5未満

5月29日
11:40

－
5.0～9.0
40以下
25以下
0.01以下
0.1以下
0.05以下
0.05以下
5以下

協定基準
　

ユニバーサル造船㈱有明事業所
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
ＣＯＤ

ヘキサン抽出物質
窒素
燐

22.0
7.6
3
6
8

0.5未満
13
1.1

5月29日
10:47

－
5.0～9.0
40以下
25以下
25以下
5以下
120以下
16以下

協定基準

㈱ＬＩＸＩＬ
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ヘキサン抽出物質

20.5
7.1
1未満
9

0.5未満

5月29日
11:25

－
5.9～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準

荒尾鉄工団地協同組合
採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
全クロム

ヘキサン抽出物質

　
22.5
7.3
5
5

不検出
0.5未満

5月29日
10:12

－
5.8～8.6
30以下
20以下
不検出
2以下

協定基準



介護医 療 福 祉保 健

日 本人の約３人に１人が亡くなるがん

日 常生活からできるがん予防 が んと糖尿病の関係

が ん検診の種類と長洲町のがん検診受診率

がん検診に関すること　　すこやか館（☎65－7515）
特定健康診査に関すること　福祉保健介護課　国保医療係（☎78－3139）

がん
を
考
え
る

〜
予
防
の
た
め
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私
た
ち
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で
き
る
こ
と
〜

部位別の
がん
検診方法

【肺】 40歳以上（年に1回）
問診・胸部エックス線検査
町受診率 12.0％

【乳房】 40歳以上
　　　　　（2年に1回）

問診・視触診
乳房エックス線検査
（マンモグラフィ）
町受診率 19.8％

【子宮頸部】 20歳以上
　　　　　　　　（2年に1回）

問診・視診・内診・細胞診
町受診率 14.2％

【胃】 40歳以上（年に1回）
問診・胃部エックス線検査
町受診率 8.5％

【大腸】 40歳以上（年に1回）
問診・便潜血検査（2日法）
町受診率 18.3％

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成20年3月 厚生労働省健康局長通知）

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

医療費・介護費情報（Ｈ24.5月分）
毎月の医療費や介護保険にかかった費用を掲載しています。

2,496人
(前月比△2人）被 保 険 者 数4,552人

(前月比△30人）被 保 険 者 数 945人
(前月比＋14人）認 定 者 数

75,137円
(前月比＋3,191円）一人あたりの費用 129,275円

(前月比△473円）一人あたりの費用23,320円
(前月比＋250円）一人あたりの費用

後期高齢者医療保険 介護保険国民健康保険

　日本人の約2人に1人ががんになり、約3人に1人ががんで亡く
なっています。
　がん（悪性腫瘍）は、かつて「不治の病」と恐れられていました
が、医療技術の発展により、治る確率も高くなっています。がん
を克服する最大のポイントは、なんといっても「早期発見・早期治
療」です。

　早期発見のために受診が勧められている「がん検診」は次の通
りです。体の部位によって検査方法が異なります。

　がんは遺伝子が変異を起こすもので、原因が多岐にわたるた
め、予防が難しいと言われてきましたが、毎日の生活習慣の中に
がんを発生させる原因が潜んでいることが明らかになってきま
した。
　食事（30％）／喫煙（30％）／運動不足（5％）／飲酒（3％）／
その他、感染、職業（化学物質）、大気・水質汚染など
　このうち、食事と喫煙、運動、飲酒の合計68％は生活習慣要
因で日常生活の見直しで予防できると考えられています。
①タバコを控えて肺がん予防
　肺がんの7割はタバコが原因です。非喫煙者に比べて喫煙
者の発がんリスクは、男性4.4倍、女性2.8倍と言われています。
②高脂肪食、塩分、アルコールを控えて胃がん予防
　高脂肪食が胃酸の分泌を促し、胃酸という強い刺激物を出す
ことでがん化を促します。
③食物繊維を多く摂取して大腸がん予防
　高脂肪食により胆汁酸の分泌が増えることで発がん物質を増
やします。食物繊維の不足も関係します。

　常に血糖値が高い状態が続いていると、細胞を修復してくれ
る遺伝子に余分な糖がくっついて、細胞を修復してくれる遺伝子
の本来の仕事ができない状態になってしまい、細胞のがん化が
進みます。
　食事や禁煙、運動などの生活習慣は、がんと糖尿病に共通
する要因です。自分の血糖値の状態を知り、適切な生活習慣を
維持することは糖尿病等の生活習慣病の予防になるとともに、が
んの予防にもつながるのです。

　血糖値など糖代謝については、特定健康診査（40歳～74歳
対象）で分かります。本年度、まだ特定健康診査を受診していな
い人は、早めに特定健康診査を受けましょう。

　本年度、まだがん検診（6月実施）を受診していない人は、12月
17日㊊に追加の検診を実施予定ですので、ぜひご利用ください。

〈男性〉 〈女性〉

Nagasu 2012.919


