
　生ごみの約７～８割が水分です。水分を多く含んで
いると、ごみの重量が重くなりクリーンパークファイブ
での処理負担金が高くなってしまいます。そこで町で
は、生ごみ処理機を購入する人に補助金を交付してい
ます。
 生ごみ処理機を使うことで、家庭の生ごみを堆肥にす
ることができます。畑や家庭菜園に撒いたり、生ごみ
を乾燥させ、重量を軽くして「燃えるごみ」に出したり
することもできます。生ごみ処理機で処理された後
は、量が約５分の１程度になり、ごみ捨ての回数も減
らせます。

　右の表は平成２４年４月から９月（上半期）にクリーン
パークファイブ（清掃施設）で処理されたごみの実績表
です。処理されたごみの量は、約２，１９６トンで前年度の
上半期と比較すると2.6トンの減少となっています。ま
た、ごみの約89％を占める「燃えるごみ」の排出量は、
約１，９３８トンで、前年度と比較すると１７．４トンの減少
となっています。

　クリーンパークファイブ（清掃施設）は、有明広域行
政事務組合が管理・運営を行っており、構成市町（玉名
市岱明町、南関町、和水町、長洲町）のごみを処理して
います。
　構成市町は、ごみを処理するための負担金を有明広
域行政事務組合に支払っています。この負担金を算出
する方法には、２種類があります。
①ごみ処理量による負担金
②構成市町で均等に割った負担金
　①②を足した額がごみ処理にかかる負担金で、平成
24年度は構成市町で約４億５千万円となっています。
ごみ処理量が多いところは負担金も高くなってしまい
ます。町は、構成市町でごみ処理量の割合が約37％と
高く、ごみ処理に対する管理運営費は、約１億６千万円負担しています。（１トン当たりで、約３７，７００円です）仮
に、１人が１日１００ｇ減量すると、町全体で約６０８㌧／年の減少になり、１㌧当たりで計算すると、約１,４００万円の
負担金の削減となります。

■対象者
①町内に住んでおり、住民登録をしている人
②世帯全員が町税などを滞納していないこと
③町内の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）

■補助金額
　購入価格の１／２以内（上限３万円）
※平成２４年１１月３０日現在で、１３件補助済み
※購入する前に申請してください。

　住民環境課　環境対策推進係　☎78-3122

　燃えるごみの中の約50％が、再利用できる「菓子箱
や紙袋など（その他紙類）」が多く含まれています。
「その他紙類」を分別し資源ごみとして回収すれば、
回収団体の運営費になり町のごみ減量化、ごみ処理負
担金の軽減につながります。
　家庭から出される資源ごみの回収は、町による月１
回の回収、各区の資源ごみ回収団体（区、子供会、婦
人会、老人会など）による回収、小・中学校での回収
などといったさまざまな団体で行われています。しか
し、資源ごみ回収団体での回収の場合、天候不良など
により延期や中止されることもあり、次回回収される
ときまで自宅で保管しなければならなくなります。そ
うなると、その資源ごみを町のごみ回収に出した場
合、町のごみ減量化にはつながりません。
　町では資源ごみ回収のモデル地区（各校区の中から
１行政区）を選定し、雨の日でも「その他紙類」を保管
できるように物置を設置しました。普段何気なく捨て
ているごみの中に、資源ごみが混ざっていることは多
くあります。ごみを出す前にもう一度確認し、ごみ減
量化にご協力ください。

　右の表は平成２４年４月から９月
パークファイブ（清掃施設）で処理されたごみの実績表

ごみの現状

クリーンパークファイブ（清掃施設）は、有明広域行
政事務組合が管理・運営を行っており、構成市町（玉名
市岱明町 南関町 和水町 長洲町）のごみを処理して

町の負担金は約１億6,000万円

　生ごみの約７～８割が水分です。水分を多く含んで
いると、ごみの重量が重くなりクリーンパークファイブ

生ごみ処理機を活用しよう！

■対象者
①町内に住んでおり、住民登録をしている人

■補助金額
　購入価格の１／２以内（上限３万円）

生ごみ処理機の購入費用を補助します

ごみ減量化モデル地区事業
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　この数字は目安ですが、身近なことから“ごみ減量化”につなげましょう。

≪ご注意≫ホームページ内のごみの早見表の中に「タキロン」と表示していましたが、商品名であるため
「波板（プラスチック製）」と変更しました。

24,090

12,736

5,300

42,136

23年度

23,670

14,110

5,650

43,430

24年度

△420

1,374

350

1,304

増減

新聞紙

○レジ袋　約２０枚分 マイバックを持参する。

○生ごみの水切り１回　約２０ｇ程度 水切りネットや生ごみ処理機を使う。

○割りばし　１膳５ｇ 使い捨て製品（割りばし）を控える。

○簡易包装　包装紙１枚２０ｇ 簡易包装を心がける。

○シャンプー容器　６０ｇ 詰め替え用商品を利用する。

○ご飯　１膳　１００ｇ 食べ残さない、買った食材の使いきりを心がける。
雑誌・紙パック

段ボール

計

▲モデル地区に置かれている物置

■ごみ処理量比較表（４月～９月）　単位：トン

【１００ｇ減量するには、どうすればいいの？】

＜モデル地区で収集した資源ごみの前年度比較（単位キロ）＞

1,955.8

27.3

26.0

17.6

23年度

1,938.4

29.0

25.5

18.5

24年度

△ 17.4

1.7

△ 0.5

0.9

55.1 50.9 △ 4.2

25.1 25.4 0.3

10.7 10.7 0.0

5.4 5.2 △ 0.2

0.6 0.7 0.1

18.4 19.8 1.4

14.0 17.7 3.7

25.0 33.8 8.8

11.6 14.1 2.5

2.3 2.9 0.6

1.9 1.7 △ 0.2

1.8 1.6 △ 0.2

0.1 0.2 0.1

2,198.7 2,196.1 △ 2.6

増減

燃えるごみ

金属類
リ
サ
イ
ク
ル
ご
み

資
源
ご
み

粗
大
ご
み

そ
の
他
の
ご
み

ガラス類

缶類

びん類

ペットボトル

新聞紙

段ボール

紙パック

布類

その他紙類

可燃性粗大ごみ

不燃性粗大ごみ

破砕不適物

乾電池

蛍光管

バッテリー

計

品　目

ごみを減らしてエコライフしてみませんか？

※ごみの処理量は、事業系ごみも含んでいます。



長洲町環境川柳紹介

　道路拡幅工事に伴って、六栄～大野下～玉名へ続く市道六栄線の一部の区
間が通行止めになります。
■通行止め予定期間　1月10日㊍～3月29日㊎まで
　建設農政課　維持管理係  ☎78－3241  玉名市役所  土木課☎75－1124

　今回の改正では、町の事務・事業などからの排除対象を
暴力団、暴力団員に加え暴力団関係者まで拡大しました。
　引き続き、町は入札や公共施設の使用などについて暴
力団排除に向けた必要な排除措置を行っていきます。
暴力団関係者とは…
暴力団および暴力団員に協力し、または関与するなど関
わりを持つ人

（例）・暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配す
る法人などに所属する人
・暴力団員であることを知りながらその者を雇用し
ている人など

　総務課　総務係　☎78－3113

「潮湯」とは、海水を使用したお風呂です。高い保温効
果で温かさが持続し、湯冷めしにくいなどの効果がありま
す。また、「潮湯」ではありませんが、地域福祉センターにも
大きな浴槽のお風呂があり、ゆったり温まることができます。

※湯あたりしないように、お風呂につかるのは10分程度を目
安にしてください。
　福祉保健介護課　福祉係　☎78－3135

■受付期間　2月1日㊎～2月28日㊍
　　　　　　（土、日、祝日を除く）
■有効期間　4月1日～平成27年　
　　　　　3月31日（2年間）

■提出方法　フラットファイル（Ａ4判、
建設工事は赤色またはピンク、コンサ
ルタントは緑色）に必ず提出書類の番
号順にとじ、表紙および背表紙に商
号または名称を記載してください。
※必要書類については、ホームペー
ジに掲載しています。
■その他　申請書提出後、記載事
項に変更があった場合は、速やかに
変更届を提出してください。
　・　総務課　財務係
☎78－3178

■受付期間　3月1日㊎～29日㊎
　　　　　　（土、日、祝日を除く）
■有効期間　4月1日～平成26年3月

31日（1年間）
■提出書類　申請書などの様式は
総務課窓口、またはホームページに
掲載しています。
■提出方法　フラットファイル（Ａ4
判、黄色またはオレンジ、とじ具とも焼
却可能なもの）に必ず提出書類の番
号順にとじ、表紙および背表紙に商
号または名称を記載してください。
■その他　申請書提出後、記載事
項に変更があった場合は、速やかに
変更届を提出してください。
　・　総務課　財務係
☎78－3178

■対象　
・町内に住所を有し、所得金額が
一定の額を超えない人
・身体障害者手帳を所有している人
（肢体不自由、心臓・腎臓機能障
害、視覚・聴覚障害など）
・運転免許証を所有している人
※障害等級など詳しくはお問い合わ
せください。
■助成額　自動車の改造に直接要
した費用（※限度額10万円）
　福祉保健介護課　福祉係
☎78－3135

■対象　
・町内に住所を有し、所得金額が
一定の額を超えない人
・身体障害者手帳を所有している人
（肢体不自由、心臓・腎臓機能障
害、視覚・聴覚障害など）
※障害等級など詳しくはお問い合わ
せください。
・療育手帳・精神保健福祉手帳を
所有している人
・運転免許取得の適正が認められ
る人（熊本県公安委員会発行）
■助成額　免許所得に直接要した
費用の3分の2以内（※限度額10万
円）
　福祉保健介護課　福祉係
☎78－3135

■日時　1月13日㊐午前9時開式
■場所　腹赤小学校
■内容　分列行進、幼年消防クラブ
演技、玉落とし競技、表彰など
※午前7時と9時にサイレンが鳴ります。
※駐車台数に限りがあります。
　総務課　防災交通係
☎78－3104

■日時　1月29日㊋  午前10時～正午
■場所　町ふれあいセンター
■内容　・iPadの基本的な使い方

 （iPadは町が準備します）
・「iアプリを使った脳のトレーニング」
 「ゲーム」など

■対象　町内在住の65歳以上の人
■定員　20人※先着順
■参加費　無料
　・　福祉保健介護課　介護保険係
☎78－3144

■売却財産　長洲町大字宮野地内
（古城区）
■入札場所　ヤフー株式会社が提
供する公有財産売却システム上
※インターネットで「公有財産売却　
長洲町」と検索してください。
■入札方法　上記システム上で入札
価格を登録（期間中の入札は一度のみ）
■参加申込期間　1月16日㊌ 午後1
時～2月5日㊋午後2時
■入札期間　2月19日㊋午後1時～
2月26日㊋午後1時
　総務課　財務係　☎78－3178

■日時　1月22日㊋
午前9時30分～午後3時
■講座名　ポンチョを作ろう
■講師名
土山 千代子 氏
■募集人数　10人
■募集期間
1月7日㊊午前9時～11日㊎午後４時
　・　クリーンパークファイブ
☎78－4433

・ 温だんか　一人でやっても　止まらない しゅうたさん（鍋小５年）
・ 守ろうね　自然の力　大切に 彩花さん（鍋小５年）・ 節電だ　太陽光を　つけましょう 夢華さん（鍋小５年）

・ ふうりょくで　おおきなふうしゃ　まわってる 峻さん（鍋小６年）

条例
長洲町暴力団排除条例が改正されました

イベント 平成25年出初式を
開催します

イベント 高齢者向け無料iPad教室
(第3回)を開催します

助成 障がい者の自動車
改造費用を助成します

入札 長洲町建設工事等入札
参加資格審査申請受け付け

助成 障がい者の運転免許
取得費用を助成します

土地 町有地を売ります

募集 1月リサイクル体験
講座受講者募集

湯
寒い季節は潮湯で温まりませんか？

交通
市道　六栄線が全面通行止めになります

入札 長洲町物品調達等競争
入札参加資格審査申請
受け付け（追加分）

行
末
川

工事区間
（約118メートル）

至 大野下駅
　 （玉名方面）

至 旧清掃センター
　 （古城方面）

町道：塩屋・赤崎線

市道：六栄線

至 赤崎公民館
　 （向野方面）
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入札
指　名　競　争　入　札　結　果　　（入札日：１１月３０日）

㈱有明電設

㈲野添電設

㈲昭和設備工業

㈲菊川電気

落札業者名

1,596,000

2,812,000

2,280,000

1,400,000

予定価格（円）

1,512,000

2,664,900

2,205,000

1,309,350

落札金額（円）

94.74%

94.77%

96.71%

93.53%

落札率

7

6

6

6

参加業者数

長洲町総合スポーツセンター高圧ケーブル等取替工事

長洲町総合グラウンド照明支柱建替工事

興亜建設工業㈱ 9,768,000 9,240,000 94.59% 5長洲駅・海岸線道路舗装補修工事

宮野腹赤汚水枝線管渠築造工事

㈲西部建設 5,166,000 4,903,500 94.92% 5上沖洲・鷲巣線（鷲巣地内）道路改良工事

赤田・上沖洲線外4件街路灯設置工事

工事（業務名）

長洲町姫ヶ浦1番地 

毎週日曜日、
12月28日～1月3日

施設名 地域福祉センター
場　所 長洲町大字宮野999番地

 健康福祉センター（潮湯）

お風呂の
営業時間

午前10時～午後6時
(ただし午後1時～3時を除く)  午前10時～午後8時 

定休日 

入浴料

　毎週水曜日、
12月28日～1月3日 

[町内者]大人150円、子ども100円
[町外者]大人300円、子ども200円  

＜通行止め区間図＞

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

総務課総務係（☎78－3113）1月　8日㊋　午後1時30分～4時30分

1月16日㊌　午前9時30分～11時30分障害者巡回相談

すこやか館

玉名市文化センター

生活とこころの無料相談会

日　　時 場　　所 問い合わせ相　　談

1月15日、22日、29日㊋

1月27日㊐

1月22日㊋　午前10時～午後3時

1月30日㊌　午後2時～4時

長洲町役場

ながす未来館

荒尾市役所

町中央公民館

日本年金機構玉名年金事務所（☎74－1612）

総務課総務係（☎78－3113）

家計の心配ごと相談

国民・厚生年金相談

定例行政相談

福祉保健介護課福祉係（☎78－3135）

税務課納税係（☎78－3124）

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。

工事区間

至 大野下駅

入札
一　般　競　争　入　札　結　果　　（開札日：１１月２０日）

㈲嶋田工業

落札業者名

14,250,000

予定価格（円）

13,755,000

落札金額（円）

96.53%

落札率

5

参加業者数

名石浜2号線雨水排水溝改良工事

工事（業務名）



介護介護介護医 療 保健 福祉

・ 太陽光　みんなのために　始めよう 大和さん（鍋小６年）
・ 光発電　環境のために　がんばって 浄華さん（鍋小６年）

　20歳から60歳までのすべての人
は国民年金に加入し、国民年金の
保険料を納めることが義務付けられ
ています。加入者は３つのグループ
に分かれています。
○学生・自由業・自営業など（第１号
被保険者）：送付される納付書にも
とづき保険料を納めます。
○会社員・公務員など（第２号被保
険者）：保険料は給料やボーナス
から差し引かれます。
○会社員・公務員などに扶養されて
いる妻または夫（第３号被保険
者）：保険料を自分で納める必要
はありません。
　国民年金は老後だけでなく、万一
の場合でも要件を満たしていれば支
給されます。必ず加入するようにしま
しょう。
■国民年金保険料の免除制度
　学生や収入が少なく保険料の納
付が困難な場合は、保険料の納付
を猶予する制度があります。詳しくは
お問い合わせください。
　住民環境課　戸籍住民係
☎78－3116
玉名年金事務所　☎74－1612

　町では、平成25年度の非常勤職
員、嘱託員および短期業務に従事で
きる臨時職員の登録を受け付けます
（ながす未来館については土、日、祝
日に勤務できる人）
■提出書類　
・履歴書1通（A４市販のもの）
・保育士、栄養士、管理栄養士、
調理師、看護師、保健師、医療事
務（レセプト）、図書館司書など資
格を必要とする職資格証明書の写
しを添付
■申込期限　2月22日㊎まで
（土、日、祝日除く）※保育士、調理師
については1月23日㊌まで
■その他　今回の受け付けは登録
のみとなります。
　・　総務課　総務係
☎78－3113

■対象
（１～３すべての項目に該当する人）
⑴平成２５年１月１日現在、長洲町に住
所がある人
⑵満２０歳以上の人（平成５年４月１日
以前に生まれた人）
⑶次に該当する人
〇10アール以上耕作する権利のある
農地を耕作しをしている人
〇上記の人の同居の親族で年間60日
以上の農作業をしている人
■提出期限　1月７日㊊
■その他　農業委員会の農家台帳
に登載されている人および農地が基
準になります。
　町農業委員会　☎78－3272
　町選挙管理委員会　☎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』。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1月25日㊎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3,150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

　復興のシンボルとして後世に受け
継ぐために、皆さんの募金をお待ち
しています。
　陸前高田市都市計画課
☎0192－54－2111

わずかな漏水が高額な水道料金の原
因になります。本管分岐からの配管はそ
の家の財産です。個人負担で修理しな
くてはなりません。
■漏水の発見方法
　蛇口を閉めて水道メーターのパイ
ロットマークが動いていないか確認し
てください。わずかでも回っていれば、
漏水の可能性があります。早急に町の
指定を受けた業者に修理を依頼してく
ださい。※各家庭の水道管の工事や
布設替をするときは届け出が必要で
す。

■水道管の凍結に注意を
　外気の気温が低くなると水道管が
凍結することがあります。屋外に露出し
ている管やボイラーなどの接続部など
特に注意が必要です。
■凍結を防止するには
凍結を防止するには露出配管に保温
材を巻くなどして濡れないようにするな
どの方法があります。もし、凍結した場
合はぬるま湯をゆっくりかけましょう。破
損などの水道工事は町水道工事指
定店に工事を依頼してください。
　水道課　☎78－0126  

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

※1月23日㊌は臨時休館日です
ものづくり塾
■日時　1月27日㊐ 午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　竹のMy箸づくり
■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　1月27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

年金 新成人の皆さんへ
20歳から全員
国民年金に加入します

暮らし 平成25年度
臨時職員などに
登録しませんか？

申請 農業委員会委員
選挙名簿に登載申請を

募金 「奇跡の一本松保存募金」
に募金しませんか？

税 家庭で使用している水、
漏水していませんか？

広告

2013.125 2013.1 24

　参加料は無料です。気軽に参加してみませんか。
■1月予定

＊なお、送迎は有りませんので、自家用車、公共機関をお使いください。
　町社会福祉協議会　☎78－5143

イベント みんなで楽しく交流しませんか？
「かたらんね」～憩いの広場事業～

1/16㊌
午後1時30分～
　　　　　3時30分長洲町地域福祉センター 1/23㊌

1/30㊌
長洲町ふれあいセンター 1/23㊌ 午前10時～正午

ゲーム・小物作成
介護予防体操
脳トレ
介護予防体操

日　程 時　間 内　容場　所

　ひとり暮らしの高齢者などに対し緊急通報装置を無
料で貸し出します。
■対象　
町に住んでおり、住民基本台帳に登録されている65歳
以上の一人暮らしや高齢者世帯の人（65歳未満でも、利
用できる場合もあります）で次の条件に該当する人
①心臓疾患、脳血管疾患その他突発的に生命に危険な
症状を発生する持病がある人

②火災などの災害時に心身などの理由により機敏に行
動することが難しい人

③高齢者などの利便を図るため援護が必要な人
■用意するもの　家庭用電話回線、電源コンセント
■利用者が負担するもの　毎月の電話回線および通話
料、交換用の電池（本体、ペンダント用）

※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（Ｈ24.10月分）

2,495人
(前月比+2人）被 保 険 者 数4,492人

(前月比△7人）被 保 険 者 数 945人
(前月比＋4人）認 定 者 数

71,796円
(前月比△12,069円）

一人あたりの費用 129,985円
(前月比△1,599円）

一人あたりの費用24,776円
(前月比+862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

緊 急時でも安心
～長洲町在宅高齢者緊急通報装置貸与事業～

携 帯電話で安心な生活を
～長洲町見守り生活支援システム用携帯電話貸与事業～

　ひとり暮らしの高齢者
などの皆さんに携帯電話
を無料で貸し出します。携
帯電話から自動的に発信
されるメールから町が安
否確認を行ったり、地域包
括支援センターに365日24
時間相談ができたりなど、
高齢者の皆さんの生活を
町がサポートするサービスです。
■対象　町に住んでおり、住民基本台帳に登録されて
いる65歳以上の人で、ひとり暮らしや高齢者世帯の人
（65歳未満でも、利用できる場合もあります）
■用意するもの　電話料振替用の銀行口座、

口座登録の印鑑
■利用者が負担するもの　月額基本料1,300円（1,000円
分の通話料・通信料含む）
※これを超える場合は自己負担になります。
※通話料は30秒あたり21円です。
■このシステムでできることは？　
①よやく　案内に従って操作することできんぎょタク
シーへの連絡や、町社会福祉協議会の買い物相談窓口
へ連絡できます。
②そうだん　ワンプッシュで地域包括支援センターに
電話がつながり、気軽に相談することができます。
③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。
④安否確認　携帯電話についている万歩計情報を役場
内の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
ことで高齢者に安心を提供します。

　・　福祉保健介護課　福祉係　☎78－3135

高齢者の皆さんが安心して笑顔で暮らしていくことが
できるように―。町では高齢者の皆さんを支えるサ
ポートを行っています。

安心して暮らしていけるまちへ―
高齢者の皆さんの生活を支援します

〈緊急通報装置でさまざまな
　　　サポートが受けられます〉




