
　県では、午前５時～７時までの各１時間の微小粒子状物
質（PM2.5）の値が県内１８観測局のうち、１局でも８５マイク
ログラム/立方メートルを超えている場合、その日の平均値
が70マイクログラム/立方メートルを超える可能性があると
判断し、注意喚起を行います。それを受け、町でも防災行政
無線で注意を呼びかけ、町ホームページの緊急情報や町
情報メール配信サービスを通じて登録者に注意喚起を行
います。

■注意喚起された場合の対策
・不要な外出は控える。
・外出時はマスクを着用する（市販のマスクで、インフルエ
ンザなどのウイルス対策用のものが効果あります）。
・外出から帰宅したときは、うがいや洗顔を行う。
・屋内の換気は最小限にし、洗濯物はできるだけ室内に
干す。
※ぜんそくなどの呼吸器系疾患、心臓などの循環器系に疾
患がある人、高齢者やお子さんなどは影響を受けやすい
と言われています。特に注意してください。

■大気環境情報メールの配信
　サービスを活用ください
　PM2.5の注意喚起をいち早く知ることが出来る「大気環
境情報メール」の配信サービスを行っています（注意喚起を
行う可能性がある場合のみ配信されます）

■登録手順
⑴sky@123123.tvに空メールを送信
⑵数分後、自動的にメールが返信され
るので、その文末のＵＲＬをクリック
⑶登録画面が表示されるので、必要
事項を選択し、登録ボタンを選択

⑷登録完了です（配信メールに登録
解除、登録内容変更の設定変更が可能です）

※携帯の設定によってはメールが拒否されますので、メール
が受信できるよう事前設定（ドメイン指定）する必要があり
ます。情報のメール受信費用が、１回のメールにつき２円
程度の負担となりますのでご了承ください。
　住民環境課　環境対策推進係（☎78－3122）

業務を効率的、効果的に行うために、次のとおり組織が変更されました。

　町では国民健康保険、後期高齢者保険、介護保険の被保険者数、
一人あたりの費用がどの程度かかるのかを毎月お知らせしています。

■日時　5月5日㊐　午前10時～午後1時
5月6日㊊　午前11時～午後2時

■場所　長洲海岸
■入場料　1ネット（４kg程度）　1,000円
■駐車場　熊本北部漁協敷地旧新山墓地跡など
■その他　赤色の赤貝殻1個につき、一番ノリ
　　　　　20枚プレゼント
　熊本北部漁業協同組合（旧長洲漁業協同
組合）（☎78－0516）

　総務課　総務係（☎78－3113）

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ

生活とこころの無料相談会

障害者巡回相談

国民・厚生年金相談

定例行政相談

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。

4月16日㊋　午後1時30分～4時30分

4月17日㊌　午前9時30分～11時30分

4月23日㊋　午前10時～午後3時

4月24日㊌　午後2時～4時

すこやか館

荒尾市ふれあい福祉センター

荒尾市役所

町中央公民館

総務課総務係（☎78-3113）

福祉保健介護課福祉係（☎78-3135）

日本年金機構玉名年金事務所（☎74-1612）

総務課　総務係（☎78-3113）
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2,517人
（前月比＋15人）

被保険者数
4,458人

（前月比△16人）
被保険者数

938人
（前月比±0人）

認定者数

74,108円
（前月比△286円）

一人あたり
の費用

135,885円
（前月比△3,336円）

一人あたり
の費用

22,326円
（前月比△4,546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

入札
指　名　競　争　入　札　結　果　　（入札日：2月28日）

信和建設㈱

落札業者名

1,900,000

予定価格（円）

1,827,000

落札金額（円）

96.16%

落札率

8

参加業者数

長洲町地域福祉センター太陽光熱利用配管工事

工事（業務名）

長洲町環境川柳紹介

・ 長洲町　ソーラーパネル　いっぱいだ 夏菜さん（鍋小６年）
・ 太陽の　光をあつめろ　メガソーラー 朋哉さん（鍋小６年）・ ソーラーカー　光にあたると　走るんだ 拓夢さん（鍋小６年）

・ 利用しよう　豊かな自然の　エネルギー 翔太朗さん（鍋小６年）

相談
各　種　相　談　で　き　ま　す

環境
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に引き続き注意

組織
町役場組織機構が一部変更されました

医療
医療費・介護費情報（1月分）

暮らし
長洲海岸で潮干狩りしよう！

■日時
＜入門課程＞
4月15日㊊～8月12日㊊の毎週月曜
日（15日間）
午後6時30分～8時30分
＜基礎課程＞
※入門課程を修了した人が対象
8月19日㊊～平成26年3月31日㊊の
毎週月曜日（26日間）　
午後6時30分～8時30分
■場所　荒尾市ふれあい
　　　　福祉センター
　　　　荒尾市川登1777番地12
■定員　30人（先着順）
■受講料　無料
※ただし、テキスト代（入門課程
5,000円、基礎課程1,470円自己負
担。）
■申込期限　4月10日㊌
　・　福祉保健介護課　福祉係
　　（☎78－3135）

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　4月21日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　八重桜について　
■参加料　無料
　・　まちづくり課　企画調整係
　　（☎78-3239）
軽トラ市
■日時　4月28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）

募集 気軽に手話講座に
参加しませんか

■日時
　4月17日㊌
　午前9時30分～
　午後3時
■講座名　
　着物リフォーム
　「袖なしエプロン」
■講師名　
　土山　千代子氏
■募集人数　10人
■募集期間
　4月4日㊍午前９時～
　　10日㊌午後４時
　・　クリーンパークファイブ
　　（☎78-4433）

募集 ４月リサイクル体験講座
受講者募集

　認知症の人と家族の会では「つ
どい」を通して、日々 の介護の悩みを
話し合い、介護に役立つさまざまな
サービスなどの情報交換を行ってい
ます。認知症の人を介護する人同
士、介護の大変さ悩んでいることな
ど互いに話し合ってみませんか。
■日時　4月２０日㊏
午後１時30分～４時
■場所　荒尾市総合文化センター
■参加料　無料
■申込方法　電話による申し込み
　・　「家族の会」熊本県支部事務局
　　　（☎096－223－0825）

イベント 認知症の人と家族の会
「つどい」を開催します

　平成24年10月１日より、これまでの
県の最低賃金647円から新たに時
間額653円に改定されました。産業
別最低賃金額についても変更され
ています。不明な点はお問い合わせ
ください。
　熊本労働局労働基準部賃金室
　（☎096－355－3202）

賃金 県の最低賃金は
６５３円です

暮らし 地域福祉センターの開館
が変更になります

　5月1日から地域
福祉センターの開
館時間および入
浴時間が次のとお
り変更されます。
■開館時間　
（旧）午前8時30分～午後6時
（新）午前9時～午後5時
■入浴時間
（旧）午前10時～午後6時
（新）午前10時～午後4時45分
　福祉保健介護課　福祉係
　（☎78－3135）

係　名

商工水産観光係

農業振興係

維持管理係

建設計画係

納税係

課　名

まちづくり課

農林水産課
（新設）

建設課
（新設）

税務課

変　更　後

係　名

商工観光係

農林水産係（新設）

耕地係
（新設）

維持管理係

建設計画係

収納対策推進係

商工観光業の振興に関すること

農林水産業の振興に関すること

農地と農業施設の整備・管理に関
ること

道路や公共施設などの維持管理
に関すること

道路・河川などの計画に関すること

収納およびその対策に関すること

主　な　業　務

78-3219

78-3265

78-3298
（新設）

78-3241

78-3262

78-3124

電話番号
課　名

まちづくり課

建設農政課

税務課

変　更　前



｜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2月22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】

広告 ｜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３月22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
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長洲町環境川柳紹介

・ 太陽光　発電があると　エコになっていく 雅哉さん（鍋小６年）
・ 自然の力　分けてもらうよ　地球のために 礼也さん（鍋小６年）・ ◯◯◯◯◯　◯◯◯◯◯◯◯　◯◯◯◯◯ ◯◯さん（鍋小0年）

・ ◯◯◯◯◯　◯◯◯◯◯◯◯　◯◯◯◯◯ ◯◯さん（鍋小0年）

縦　　覧 閲　　覧

日　時

手数料

場　所

5月31日㊎まで

無料

通年

有料（ただし、縦覧期間中は無料）

町役場　税務課

※本人確認のため、公的証明（運転免許証など）をご持参ください。代理の人は、委任状の提出が必要です。

教 室 名 内　容 窓　口

①健康体操教室Ⓐ

福祉保健介護課
介護保険係
☎78－3144

地域包括支援
センター
☎78－3114

保健センター
☎65－7515

スポーツセンター
☎78-4777

運動指導士による健康教室（ペットボトル、ミニボール、ゴムなど、各種道具を使ったトレーニン
グ、ヨガによる筋力アップ、関節運動など）

⑧健康体操教室Ⓑ スポーツセンター武道場を活用したヨガや各種道具を利用した運動教室
毎週火曜日午前10時30分～11時30分　毎週木曜日午後1時30分～2時30分

②脳の健康教室
タブレット端末を使用した脳のトレーニング
（脳の健康ソフトを使ったトレーニング、各種ゲーム、操作方法の体験など）

③体力・認知力測定
身体・運動能力の測定
タッチパネルを使った認知力の測定（取組前後の測定結果を比較することで、状態の変化を確認）

④認知症サポーター養成講座 認知症についての知識や理解を深め、認知症の応援団となるサポーターの養成講座

⑤地域包括支援センター活動を知ろう!！ 高齢者のための総合相談窓口である地域包括支援センターの業務や活用方法の説明・相談会

⑥介護予防の必要性を知ろう!! 要介護にならないための介護予防の必要性とポイントを説明

⑦健康教育事業

薬剤師による正しい服薬のしかた

歯科衛生士による歯周疾患の予防、正しいブラッシングのしかた、義歯（入れ歯）の手入れの仕方
などの説明

食生活改善推進員・栄養士による生活習慣病予防についての講話など

ホットヨガ　生徒募集中

税
固定資産税の縦覧、閲覧を行っています

　県では平成13年に施行された
「土砂災害防止法」に基づき、土砂
災害のおそれがある区域を明らか
にするための調査を行っています。
　本年度、町の一部において4月中
旬から順次、現地調査を行います。
■対象区域　急傾斜崩壊危険区
域（がけ崩れのおそれがある場所）
おもに現地測量を行うため、急斜面
付近の個人所有地に立ち入る場合
があります。※これについては、調査
前に関係地区長に立ち入りの内容、
範囲などを説明します
　玉名地域振興局　
　工務課治水港湾係
　（☎74－2147）

調査 「土砂災害防止法」に基づき
立ち入り調査を行います

■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）
※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）

募集
「広報ながす」に広告を掲載しませんか

　さあ！夏に向けて岩盤ヨガで汗をかいて足腰を鍛えてバランス
の取れたからだを作りましょう。
レッスン時間帯が増えます。
①火曜日　10：45～12：00　　10：45～22：00（新設）
②木曜日　18：45～20：00（新設）　20：45～22：00
③金曜日　18：45～20：00（新設）　20：45～22：00
定員19人まで
　・　天華  ☎78－1122
ホームページ　http://www.tennka.com
営業時間　午前10時～午後11時（受け付け 午後9時30分まで）

　固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）現在で町内に土地・家屋・償却資産（こ
れらを総称して「固定資産」といいます）を所有している人が納めなければならな
い税金です。
　固定資産の縦覧は、納税者などに「土地・家屋価格等縦覧帳簿」によって町内
の土地・家屋の評価額を見て自分が所有する土地・家屋の評価額が適正であるこ
とを確認する制度です。閲覧は、「固定資産課税台帳」により固定資産税の課税
内容を確認するものです。

介護
予防 介護予防活動・健康づくりに向けた各教室を実施

　町では介護予防と健康づくり活動のより一層の普及・活性化を図るために、下記のとおり教室を実施します。各教室の申し
込み、問い合わせは各担当窓口まで。

■縦覧、閲覧の期間と場所

　税務課　課税係（☎78－3123）

■各教室および内容

広告


