
長洲町環境川柳紹介

　町では、家庭用生ごみ
処理機の購入費の一部を
補助しています。
■対象
　・町内に住所があり、住
んでいる人

　・町税、各種手数料を滞納してい
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
■補助金額　購入費用（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
も対象です。
※9月30日現在、12基補助済
　住民環境課　環境対策推進係
☎78－3122

　野焼きによって発生する煙は、ダイ
オキシンなどの有害物質の発生源に
なっているほか、臭いや煙が近所の
迷惑となっています。
　違反者は法律により厳しい罰則な
どがあります。家庭から出るごみは、
正しく分別して指定ごみ袋に入れて
指定のごみ集積場所に出してくださ
い。
＜野焼きの一例＞

　住民環境課　環境対策推進係
☎78－3122

・ ゴミすてば　ちゃんとすてよう　キレイにね 美咲さん（鍋小５年）
・ れいぞうこ　あけっぱなしは　やめようね ひろとさん（鍋小５年）・ しぜんには　いろいろあるよ　すごいよね 陽希さん（鍋小５年）

・ たいせつな　森をまもるよ　いつまでも 千尋さん（鍋小５年）

■日時　11月4日㊐
　　　　午後7時～8時
■場所　町中央公民館　集会室
■内容　地域犯罪情勢/パトロール
における心構え/パトロール実施
時の注意点

■その他　受講後は「パトロール実
施者証」を発行します。

　総務課　防災交通係
☎78－3104

■日時　11月18日㊐
　　　　午前9時～正午
■場所　荒尾消防署　二階会議室
■内容　心肺蘇生法/AED/窒息対策
■定員　先着30人
■申込方法　電話申し込み
■費用　無料（テキスト無料配布）
　・　荒尾消防署　救急係
☎63－1121

■日時　12月2日㊐　正午～
■場所　和水町中央公民館
■公売方法　入札方式
■出品点数　家電製品や日用品な
ど約200点（予定）
■持ってくるもの　印かん、身分を
証明できるもの、上履き、購入代金

　税務課　納税係 ☎78－3124
　和水町役場　税務課 ☎86－5723

■回収日時　11月28日㊌　
　　　　　　午前9時～午後3時
■費用　100円/キログラム（税込み）
■持ってくるもの　印かん
■回収場所　JAたまな長洲供給センター
■その他
①残量が少ない液体を、ひとつの
びんにまとめない
②粉剤で梱包が古く破れる恐れが
ある場合は、ビニールの袋に入れる

　JAたまな長洲供給センター
☎78－6565

■日時①
　11月13日㊋
　午前9時30分～午後3時
■講座名　
　着物リフォーム
　「キュロットスカート作り」
■講師名　土山千代子　氏
■募集人数　10人
■募集期間　11月4日㊐午前9時～
7日㊌午後４時

■日時②
　11月28日㊌
　午前9時30分～正午
■講座名　
　クリスマスリース作り
■講師名　斉藤みよ　氏
■募集人数　10人
■募集期間　11月4日㊐午前9時～
16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

■日時　11月11日㊐　午前7時～
■場所　町役場駐車場、町内一円
■内容　規律訓練、施設点検、地
区防災訓練、予防巡回など

※午前７時に非常招集のサイレンが
鳴ります。

　総務課　防災交通係
☎78－3104

　たまな若者サポートステーションで
は、働くことに不安のある若者や保
護者の人を自立までトータルサポート
しています。まずは、気軽にお電話く
ださい。
■開館時間　月～土曜日　
　午前10時～午後6時
■利用料　無料
■対象　15歳～おおむね40歳未
満の人とその家族

■内容　心理カウンセリング/キャリ
アカウンセリング/訪問支援/学習
支援/仕事体験/家族支援/各種
支援セミナーなど

　たまな若者サポートステーション
☎74－0007

　ホームヘルパー2級の資格が必
要な介護保険施設や医療機関で
勤務したい人、家族への介護やボラ
ンティア活動で介護の知識と技術を
生かしたい人、ぜひこの機会に資格
取得を目指してみませんか。
■受講期間
　11月17日㊏～
　平成25年2月16日㊏
■定員　20人
■受講料　12,000円
■申込期限　11月15日㊍
　・　月華苑　☎69－2018
　福祉保健介護課　介護保険係
☎78－3144

■日時　11月19日㊊
　　　　午後3時～午後5時
■会場　あらおシティーモール　
　　　　２階　シティホール
■内容
　・求人企業の人事担当者と求職
者の就職面接会

　・職業適性診断
　・キャリアカウンセリング
　・若者の就職相談

■参加企業　
　15社程度（予定）
　※参加企業情報は、
　開催１週間前までに町ホームページ
で公表します。

■参加対象者
　求職中の人（高校生を除く）
■参加費　無料（事前申し込み不要）
　まちづくり課　企画調整係
☎78－3239

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

11月21日㊌は金魚の館臨時休館日です。
ながす面白塾
■日時　11月18日㊐
　　　　午前10時～正午(雨天決行)
■場所　金魚の館
■内容　「落ち葉アート」の制作　
■参加料　無料
　・　まちづくり課　企画調整係
☎78-3239
バードウォッチング
■日時　11月18日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚と鯉の郷広場
■内容　ビンズイ、ツグミなどの観察
■参加料　100円
　日本野鳥の会熊本県支部
　迦統  ☎78－5713
ものづくり塾
■日時　11月25日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　ケナフのクリスマスツリー
■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　11月25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、野菜などの販売
　長洲町商工会  ☎78－0410

ドラム缶で焼却 ブロックで囲んで焼却　 穴を掘って焼却

住民環境課　環境対策推進係　☎78-3122
（単位：ｍｇ／ℓ）

環境 ごみの野焼きは法律で
禁止されています

環境
工業排水水質検査結果を公表します

講習 青色回転灯防犯パトロー
ル講習会を開催します

講習 11月リサイクル体験講座
受講者募集

暮らし たまな若者サポートス
テーションがあなたの
自立を応援します

募集 ホームヘルパー2級養成
講座参加者募集

講習
規律訓練を行います

講習 救命手当講習会参加者
募集

講習 玉名郡４町合同公売会を
開催します

講習
不必要農薬を回収します

就職
合同就職面接会inあらおを開催します

暮らし 家庭用生ゴミ処理機購入
費の一部を補助します

2012.1115 2012.11 14

入札
指　名　競　争　入　札　結　果　　入札日：9月28日

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

11月13日、20日、27日㊋ 長洲町役場
税務課納税係（☎78－3124）家計の心配ごと相談

11月18日㊐ ながす未来館
11月21日㊌　午前9時30分～11時30分 玉東町福祉センター 福祉保健介護課福祉係（☎78－3135）障がい者巡回相談
11月27日㊋　午前10時～午後3時 荒尾市役所 日本年金機構玉名年金事務所（☎74－1612）国民・厚生年金相談
11月28日㊌　午前10時～午後3時 荒尾市役所 荒尾調停協会　松永(☎68－2250)無料調停相談会

日　　時 場　　所 問い合わせ相　　談

11月　6日㊋　午後1時30分～4時30分 すこやか館 総務課総務係（☎78－3113）生活とこころの無料相談会
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。

㈲サムラ工業
㈲平安建設
㈱有明測量開発社
㈲昭和設備工業

落札業者名
2,653,000
8,885,000
3,445,000
5,232,000

予定価格（円）
2,572,500
8,431,500
3,255,000
4,462,500

落札金額（円）
96.97％
94.90％
94.48％
85.29%

落札率
7
6
11
9

参加業者数
鷲巣地区水路改修工事
向野・平原線道路改良工事
新川橋橋梁修繕設計業務委託
長洲地内配水バイパス管布設工事

工事（業務名）

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

32.3
7.3
1未満
4

0.5未満

9月21日
19:12

－
5.0～9.0
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

28.2
6.7
5

1未満
不検出
0.5未満

9月10日
10:08

－
5.8～8.6
30以下
20以下
不検出
2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

29.0
7.8
1未満
2

0.5未満

9月10日
10:28

－
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
ｶﾄﾞﾐｳﾑ
シアン
鉛

全クロム
ﾍｷｻﾝ抽出物質

24.2
7.7
2

1未満
0.001未満
0.01未満
0.001未満
0.01未満
0.5未満

9月26日
11:00

－
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

25.3
7.6
1
2
5

0.5未満
10

0.8未満

9月26日
10:43

－
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

28.0
7.3
1未満
8

0.5未満

9月21日
19:36

－
5.9～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準



福祉保健介護 福福祉祉保健保健介護介護医療

　糖尿病はインスリンの作用不足による慢性の高血糖
状態を主な特徴とする代謝異常の状態のことをいいま
す。高血糖の状態が続いても自覚症状はほとんどなく、
自分で気付かないことが多い病気です。

※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（Ｈ24.７月分）

2,491人
（前月比△5人）被 保 険 者 数4,518人

（前月比△34人）被 保 険 者 数 933人
（前月比人△8人）認 定 者 数

74,433円
(前月比＋2,883円)

一人あたりの費用 131,280円
（前月比＋3,586円）

一人あたりの費用22,926円
（前月比+707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

糖 尿病ってどんな病気だろう

　糖尿病の発症予防はもちろんのこと、進行を抑えて合
併症を防ぐことは可能です。糖尿病を示す指標ＨｂＡ１ｃ
（ヘモグロビンエーワンシー）を1％下げると、合併症の進
行は減少します。
　治療の第１段階は、食事と運動を主とする生活習慣
の改善です。この治療の結果をみるために、病院で継続
して検査をします。

糖 尿病は予防ができます

な ぜ糖尿病対策が必要なのでしょうか？

糖尿病を知る。 ～自分の　H　b　A　1　c　値を知っていますか～

糖 尿病を示す指標「HbA1c」(ヘモグロビンエーワンシー)

　糖尿病に限らず、生活習慣病は自覚症状では判断で
きません。予防するためにも、まずは自分のＨｂＡ１ｃ
の値を知ることから始まります。
　町が行う健康診査（長洲町国民健康保険の特定健診
および若年者健康診査）では、ＨｂＡ１ｃも検査項目に
含まれています。健診を利用して自分のＨｂＡ１ｃの
値を確認してみましょう。

血 液検査で自分のHbA1c値を確認を
　町国民健康保険の特定健診結果の有所見者割合を熊
本県と比較しました。

「糖尿病予備群」及び「空腹時血糖」で熊本県を上回って
います。（※HbA1c に関する従来の日本の基準値）

長 洲町の実態

すこやか館　☎65－7515

　初期症状が出にくい糖尿病。自分が糖尿病かどうか、判断する
には自分の血糖値を知る必要があります。そこで、糖尿病を示す
指標の一つに「HbA1c」（ヘモグロビンエーワンシー）というものが
あります。これは、過去 1～2ヵ月間の平均の血糖値を表します。

数値が6.1％以上で、血糖値が空腹時126mg/dl以上、随時
200mg/dl以上、糖負荷2時間200mg/dl以上のいずれかの基準に
両方当てはまると「糖尿病」、片方当てはまると「糖尿病型」になり
ます。HbA1cが5.2%～6.0%は糖尿病予備群と呼ばれています。

平 成24年度有明地域糖尿病予防フォーラムが開催されます
■日時　11月23日㊎  午後1時～3時
■場所　玉東町ふれあいの丘保健センター（多目的研修室）
■内容　糖尿病に関する話・寸劇など

空腹時血糖
5.2%～6.0%
　　　（予備群）

6.1%以上
　（糖尿病型） 100以上

67.8% 7.9% 40.0%

56.4% 8.3% 32.1%

長洲町

熊本県

HbA1c　※（JOS値）

●そもそも年末調整って何？
　12月は給与など関係する源泉所
得税の年末調整の月です。通常毎
月の給与などから源泉徴収された所
得税の1年間の合計額（源泉徴収
税額）と、その年の給与総額に対す
る年税額とは一致しないため、源泉
徴収税額の過不足分を精算する必
要があります。この手続きを「年末調
整」と呼びます。大部分の給与所得
者は、年末調整により、その年の納税
を完了することになります。
●年末調整が正しく行われるために
　「年末調整説明会」を、下記の通り
開催します。開催案内状および年末調
整などの関係用紙は、11月初旬に、源
泉徴収義務者あて送付予定です。
■開催日時
　（1）11月16日㊎　午後２時～
　（2）11月19日㊊　①午前10時～　
　　　　　　　　②午後２時～
■場所
①荒尾市総合文化センター
②玉名市民会館

■日時　11月11日㊐
午前10時～午後3時

※予約制　受付期限11月9日㊎
午後5時まで

■場所　県地方法務局玉名支局
■内容　土地の境界問題に関する相談会
　県地方法務局玉名支局
☎72－2347

■日時　11月25日㊐　午前８時30分
■場所　葛輪区学習センター前広場
■出品予定の農産物
米、みかん、なし、白菜など
葛輪区長　徳永　☎78－5628

　地域の高齢者が誰でも気軽に参
加できるイベントです。参加料は無料
です。
●町地域福祉センターで行われるもの
■日時　11月7、14、21、28日㊌　
　　　　午後1時30分～3時30分
■内容　
①11月 7日　花と語ろう（生け花）
②11月14日　ゲーム・小物制作
③11月21日　脳のトレーニング
④11月28日　おやつ作り

●町ふれあいセンターで行われるもの
■日時　11月14、28日㊌
　　　　午前10時～正午
■内容
①11月14日　脳のトレーニング
②11月28日　体操
※送迎はありませんので、自家用
車、公共機関をご利用ください。

　社会福祉法人　町社会福祉協議会
☎78－5143

　親子で野球を楽しむ「ふれあいま
つり」を開催します。イベント後は、カ
レーやだご汁などを用意します。この
機会に野球に触れて楽しんでみま
せんか。
■日時　11月25日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　建浜農村公園
■対象　小学生（男女問いません）と保護者
■参加費　無料
　長洲ファイターズ育成会　会長
　宮﨑　☎090－3738－0089

　夫、パートナーからの暴力（DV）、
職場でのセクハラ、パワハラなど、女
性差別をめぐるさまざまな人権問題
に人権擁護委員および法務局職員
が対応します。
■期間　11月12日㊊～18日㊐
■時間　午前8時30分～午後7時

（月～金曜日）
　　　　午前10時～午後5時（土、日）
　女性の人権ホットライン
　☎0570－070－810

　11月11～17日は「税を考える週間」
です。これは国民生活に深い関わりを
持っている税の必要性と使われ方に
ついて理解をより深める週間です。
　今年は、「税の役割と税務署の仕
事」をテーマに、課税や徴収に向け
た国税庁の取り組みや今後の課題
について、紹介する予定です。
　国税庁の取り組みについて分かり
やすくホームページで紹介していま
す。ぜひご覧ください。
■国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

　玉名税務署　☎72－2125

　自殺を予防するための第1の門番
として重要視されているゲートキー
パー養成講座を次の通り開催しま
す。ぜひご参加ください。
■日時　11月28日㊌

午前10時～
■場所　ながす未来館メディアルーム
■講師　熊本県精神保健福祉セン
ター職員

■受講料　無料
　・　福祉保健介護課福祉係
☎78－3135

■対象者
　町内在住の人、または団体
■対象事業および助成額
新規、もしくは従来からの取り組
みを改善して行う事業であり、下
記の対象事業にあてはまるもの。

■提出書類　交付申請書・事業計画
書・収支予算書など

■受付審査　11月30日㊎まで
　・　まちづくり課　企画調整係　
☎78－3239

・ ソーラパネル　エコにつながる　とってもいい ゆうなさん（鍋小５年）
・ 自然には　きれいな森がありますよ 聖人さん（鍋小５年）

限度額
1人15万円、1団体50万円
1人5万円、1団体50万円
1件10万円

1人5万円、1団体50万円
1件10万円
1人5万円、1団体50万円
1件10万円

助成内容

対象経費の2/3以内

全額

対象経費の2/3以内

対象経費の2/3以内

内容を検討し、助成額を決定

内容
海外派遣・渡航
国内の講習会や研修会への参加
講演会や研修会などの開催
国の機関が実施する社会体育指導者養成講習会など
指導者養成の講習会、研修会などへの参加
スポーツ講習会、研修会の開催
講習会・研修会などへの参加
講習会・研修会などの開催
町長が、特に必要と認めた事業

対象事業

国際交流振興事業

スポーツ振興事業

教育・文化振興事業
産業・経済振興事業
その他、人材育成の目的達成に必要な事業

ヘモグロビンエーワンシー

有明保健所　保健予防課　☎72－2184

イベント かたらんね
－憩いの広場事業̶

イベント 野球を楽しもう！
ふれあいまつり

イベント 「女性の人権ホットライ
ン」強化月間

税 給与所得者の年末調整
説明会を開催します

相談
筆界相談を実施します

イベント 第15回 葛輪区一家一品
農産物即売会を開催します

税 税のことについて考え
てみませんか？

募集 ゲートキーパー養成講座
参加者募集

暮らし 未来のあなたを応援します
－人材育成制度̶

糖尿病があると…

失明（後天性原因第１位）
白内障（２～４倍かかりやすい）

脳卒中（２～４倍かかりやすい）

下肢切断
（60％が糖尿病が原因）

心臓発作
（２～４倍かかりやすい）

人口透析
（43％が糖尿病が原因）

糖尿病があると…糖尿病があると…

（後天性原因第１位）（後天性原因第１位）
（２～４倍かかりやすい）

（２～４倍かかりやすい）（２～４倍かかりやすい）

（60％が糖尿病が原因）

心臓発作心臓発作
（２～４倍かかりやすい）

人口透析
（43％が糖尿病が原因）

尿病を示す指標「HbA1c」(ヘモグロビンエーワンシー)尿病を示す指標「HbA1c」(ヘモグロビンエーワンシー)
数値が6.1％以上で、血糖値が空腹時126mg/dl以上、随時

尿病を示す指標「HbA1c」(ヘモグロビンエーワンシー)尿病を示す指標「HbA1c」(ヘモグロビンエーワンシー)
6 .1％以上で、血糖値が空腹時126mg/dl以上、随時

死亡の危険性は３～４倍高まります
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