
　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、一人当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。

※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

障害者巡回相談

農地相談

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

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。

7月17日㊌　午前 9 時30分～11時30分

7月20日㊏　午前 9 時30分～正午

7月23日㊋　午前10時～午後 3 時

7月31日㊌　午後 2 時～ 4 時

7月２日㊋　午後 1 時30分～ 4 時30分
8月 6 日㊋　午後 1 時30分～ 4 時30分 すこやか館

玉名市文化センター

ＪＡたまな　長洲総合支所

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）

農業委員会事務局（☎78-3272）

日本年金機構玉名年金事務所（☎74-1612）

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』。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7月26日（金）までに「広報を見た」と言って予約する
と初回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

2013.715 2013.7 14

2,528人
（前月比1人）被保険者数4,409人

（前月比△28人）被保険者数 955人
（前月比＋22人）認定者数

72,733円
（前月比＋934円）

135,461円
（前月比＋5,867円）

23,507円
（前月比＋2,724円）

後期高齢者医療保険 介護保険国民健康保険

一人当たり
の費用

一人当たり
の費用

一人当たり
の費用

・ 日光で　電気節約　お得です 海斗さん（岱明中１年）
・ 光熱費　未来はエコな　発電だ 雄大さん（岱明中１年）

・ いつまでも　きれいな自然　エネルギー 雅人さん（岱明中１年）
・ これからは　自然エネルギー　まかせたよ 颯希さん（岱明中１年）

入札
指名競争入札結果　　（入札日：5月10日、5月29日）

開成工業㈱

落札業者名

3,895,000

予定価格（円）

3,780,000

落札金額（円）

97.05%

落札率

5

参加業者数

葉山ゴム井堰改修工事

工事（業務名）

長洲町環境川柳紹介

ニチレキ㈱ 1,531,000 1,428,000 93.27% 9長洲駅・海岸線外1件路面性状調査業務委託

㈱橋本測地設計事務所 2,479,000 2,310,000 93.18％ 5長洲駅・海岸線外1件道路舗装測量設計業務委託

相談
各種相談できます

＜入札日：5月10日＞

㈲菊川電気

落札業者名

1,783,000

予定価格（円）

1,675,800

落札金額（円）

93.99%

落札率

7

参加業者数

長洲町総合スポーツセンターテニスコート照明設備修繕工事

工事（業務名）

㈱桜樹会・古川建築事務所 6,956,000 6,720,000 96.61% 7長洲町役場庁舎耐震改修設計業務委託

㈱ライト設計 1,947,000 1,848,000 94.92％ 7長洲町健康福祉センター耐震診断調査業務委託

大和設計㈱ 1,588,000 1,512,000 95.21% 7六栄保育所耐震診断調査業務委託

㈱ジメント 2,071,000 1,974,000 95.32% 7長洲町B＆G海洋センター体育館及び武道場耐震診断調査業務委託

＜入札日：5月29日＞

医療
医療費・介護費情報（４月分）

募集 町営住宅入居者募集

■日時①
　7月17日㊌午後1時30分～3時
■講座名
　「米のとぎ汁EM発酵液作り」
■講師名　職員
■募集人数　10人
■募集期間　7月3日㊌午前9時～
　10日㊌午後４時
■日時②
　7月22日㊊
　午前9時30分～
　午後3時
■講座名
　ハギレ布で作る「夏帽子」
■講師名　土山千代子　さん
■募集人数　10人
■募集期間　7月3日㊌午前9時～
　10日㊌午後4時
　・　クリーンパークファイブ
　　 （☎78‒4433）

　7月8日から外国人も住民基本
台帳ネットワークシステム(住基
ネット)の利用ができるようになり
ました。
■交付できるもの　
（1）住民票の写し
　現在住んでいる市町村以外で
も、本人または同一世帯員の住民
票の写しを請求できます。
※在留カードなどの本人確認書類
が必要です。
（2）住基カード
　住基カードには顔写真付きと顔
写真なしのものがあり、インター
ネットを利用した確定申告に必要
な電子証明書を記録できます。顔
写真付きのカードは身分証明書や
本人確認書類としても使用できま
す。本人申請に基づき、申請した
ものを交付します。
（3）住民票コード
　７月８日時点で住民基本台帳に
記載されている外国人住民の人の
住民票に、本人のみに与えられる
11桁の住民票コードを記載し、本
人宛てに通知します。
※転出予定となっている場合を除く。
　住民環境課　戸籍住民係
　(☎78‒3116)

募集 ７月リサイクル体験講座
受講者募集

暮らし 外国人も住基ネットが
利用可能に

募集 金婚夫婦表彰該当者を
受け付けています

■対象者　昭和38年（1月1日から12
月31日まで）に結婚し、満50年に達す
る夫婦
■表彰式予定日　9月3日㊋午後1時
■申込期限　7月19日㊎
■届出先　お住まいの地区の駐在員
(区長)または福祉保健介護課
詳しい内容についてはお問い合わせく
ださい。
　福祉保健介護課　福祉係
　(☎78‒3135)

 日々の介護の悩みを話し合ったり、
認知症の人を介護する人同士、介護
の大変さなど話し合ったりしてみま
せんか。
■日時　７月２０日㊏午後１時３０分～４時
■場所　玉東町社会福祉協議会
　　　　（玉東町福祉センター内）
■参加費　無料
■申込方法　電話申し込み
　・　「家族の会」熊本県支部事務局
　 　（☎096‒223‒0825）

　商品券は、商工会で登録された町内
の取扱店で使用できます。詳しくは、長
洲町商工会までお問い合せください。
■販売価格　１冊　１０,０００円
（１,０００円券１１枚つづり）
■購入限度額　１人１０万円まで
■販売日時・場所（土日、祝日除く）
※売り切れ次第終了
〇長洲町商工会
　８月１日㊍～１１月29日㊎
　　　　　　午前１０時～午後４時
〇長洲町役場１階ロビー
　８月１日㊍～８月９日㊎
　　　　　　午前１０時～午後４時
〇ＪＡ玉名長洲総合支所１階ロビー
　８月１日㊍～８月９日㊎
　　　　　　午前１０時～午後４時
■商品券の使用期間
　８月１日㊍～１２月３１日㊋
※商品券の予約購入はできません。
　長洲町商工会（☎78‒0410）

暮らし 今年も販売！
プレミアム商品券

募集 認知症の人と家族の会
「つどい」参加者募集

■募集する団地・戸数　新山団地
（2階建て）　1戸（6畳1間、4畳半
1間、3畳1間）
■家賃　10,100円～15,100円
（敷金は決定した家賃の3カ月分）
■受付期間(期間厳守)　7月5日
㊎～19日㊎午前8時30分～午後5
時（土日、祝日を除く）
※申請書類については、受付期間
前に配布できます。
■申請書類
⑴町営住宅入居申込書
　（建設課にあります）
⑵住民票（入居者全員分記載）
⑶平成24年分の所得証明書
　（入居者全員の所得が記載さ
れたもの）
⑷納税証明書（納税義務のある
入居者全員のもの）
⑸婚約証明書（婚約中の人）
⑹戸籍謄本（寡婦または寡夫の人）
※平成25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
次の条件を全て満たす人
⑴町内に住所を有している、また
は勤務している人
⑵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）
⑶１カ月当たり入居者全員の所
得合計が、扶養控除などした
あと、15万8千円以下の世帯
（高齢者・障がい者などの世
帯は、21万4千円以下）
⑷現に住宅に困っている人
⑸諸税を滞納していない人
⑹本人と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
　・　建設課　維持管理係
　 　（☎78‒3241）

■日時　7月13日㊏　午後２時～４時
■場所　荒尾市観光物産館
■対象　精神障がい者本人と家族
■参加費　無料
　荒尾・長洲地域精神障がい者
　家族会事務局「荒尾きぼうの家」
　(☎62‒6089)

住民環境課　環境対策推進係　☎78-3122

（単位：ｍｇ／ℓ）

環境
水質検査結果公表（平成２５年度 第１回）

不二ライトメタル㈱　

29.8
7.5
1
4

0.5未満

5月20日
10:19

－
5.0～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

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
7.1
6
9

不検出
0.5未満

5月20日
10:04

－
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

27.0
7.9

1未満
2

0.5未満

5月20日
10:49

－
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

六価クロム
ﾍｷｻﾝ抽出物質

25.0
7.9
4
9

0.001未満
0.01未満
0.003

0.005未満
0.5未満

5月20日
11:54

－
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 採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＢＯＤ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質
窒素
燐

ジャパン マリンユナイテッド㈱有明事業所

23.5
7.4
6
2
6

0.5未満
17
1.3

5月20日
10:35

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

協定基準採水日
採水時間
水温
ｐＨ
ＳＳ
ＣＯＤ

ﾍｷｻﾝ抽出物質

㈱ＬＩＸＩＬ　

26.5
7.4
2
7

0.5未満

5月20日
11:43

－
5.9～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準

イベント 第3回精神障がい者
家族会交流会・茶話会

広告



2013.717 ・ ポイすてを　したら海など　よごれるよ 椋太さん（岱明中１年）
・ 電気はね　ソーラーパネルで　ゲットだぜ 聖奈さん（岱明中１年）

・ みんなでね　ソーラーパネル　増やそうよ 明日香さん（岱明中１年）
・ 太陽光　電気にもなり　やさしいな 皓太朗さん（岱明中１年）長洲町環境川柳紹介

■交付対象
・現在町に住んでいる、またはこれ
から住む予定の人
・世帯全員が税金など滞納してい
ないこと
■交付対象住宅　現在自ら住んで
いる、またはこれから住む予定の既
存住宅か新築住宅
■補助金額　１ｋｗ当たり２万円
　　　　　　（上限６万円）
■申請書類　申請書（まちづくり課、
ホームページにあります）と各種書
類をまちづくり課に提出してください。
　まちづくり課　企画調整係
　（☎78-3239）

■対象 ・町内に住所を有し、住んでいる人
           ・町税などを滞納していないこと
          ・町内事業者から購入すること
■対象機器と補助金額
(1)電気式生ごみ処理機（乾燥＋バイ
オ）補助額：購入価格(税込み)の
2分の1以内(上限3万円)

(2)設置型生ごみ処理器[生ごみ堆
肥容器：庭や畑に設置]
補助額：購入価格(税込み)の2分
の1以内(上限5千円)

■申込方法　購入する前に申請書
（住民環境課、ホームページにありま
す）と各種書類を住民環境課まで提
出してください。
　 住民環境課　環境対策推進係
　(☎78-3122)

　ふれきんちゃんと一緒に環境を学
びながら、ものづくりを体験しませんか。
■日時　８月13日㊋
　　　　午前9時～正午
■場所　有明ソーラーパワー
■参加料　無料
■対象　小学生とその家族
■申し込み　不要
■内容
 ・身近なものを使っての工作会
 ・環境クイズ大会
 ・抽選会など
※参加者全員に記念品プレゼント
　まちづくり課　商工観光係
　（☎78-3219）

金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

ものづくり塾（7月）
■日時　7月28日日
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　ヒノキでつくる

　　　　　ゴムスクリュー船
■参加料　無料
　・　まちづくり課　商工観光係
　　 （☎78-3219）

軽トラ市
■日時　7月28日日
　　　　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）

子どもたちの七夕塗り絵展
　ふれきんちゃんの織姫と彦星が金魚
の館に展示されます。皆さんもこの機会
に短冊に願い事を書いてみませんか。
■展示期間　7月28日日まで
■場所　金魚の館　多目的室
■内容　園児によるふれきんちゃん

の織姫と彦星の塗り絵展示
　まちづくり課　商工観光係
　（☎78-3219）

新イベント！
ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
　ふれきんちゃんと触れ合えるイベント
が始まります。ふれきんちゃんと一緒に
楽しいひとときを過ごしませんか。
■日時　毎週火曜日　午後1時30分

～2時　午後3時～3時30分
■場所　金魚の館
■内容
　クイズや写真撮影会
※参加者には記念品のプレゼント
があります

　まちづくり課　商工観光係
　(☎78-3219)

7月開催！ひょうたん作品展
　ひょうたんで作られたさまざまな作品
が展示されます。大きいものから小さい
ものまで、ひょうたんが生み出す世界を
ぜひご堪能ください。
■展示日　7月13日㊏～
■場所　金魚の館
　まちづくり課　商工観光係
　(☎78-3219)

イベント 第33回全国豊かな海づくり
大会くまもと協賛
えべっさん海祭り

募集 平成24年度分国民年金
保険料免除・納付猶予
申請は7月31日まで

■対象者
・現在長洲町に住み、住民票が町
にある人
・世帯全員が税金などを滞納して
いないこと
■対象住宅　町内に自らが住んで
いる既存住宅
■対象工事
・町内施工業者によるリフォーム工
事であること
・リフォーム工事に必要な費用が20
万円以上（消費税除く）
■補助金額　リフォーム費用の１０分
の１（上限１０万円）
■申請方法　申請書（まちづくり課、
ホームページにあります）と各種書
類をまちづくり課に提出してください。
　まちづくり課　企画調整係
　（☎７８‒３２３９）

　町では花いっぱい運動を行う団
体に対してその対象経費を補助し
ます。
■対象（町内、町外問いません）
５人以上で組織する団体
■対象箇所　町内の道路沿道歩
道、河川敷、公園、学校、その他公
衆の目に触れることができる場所
■補助金額　上限３万円（申請は1
団体年度内に一度のみ）
※本年度から補助金の前払いがで
きるようになりました
■対象経費　花苗、種子、球根、花
木、土、肥料、消毒液、プランター、
植木鉢
■申込方法　申請書（まちづくり課、
ホームページにあります）と各種書
類をまちづくり課に提出してください。
　まちづくり課　企画調整係
　（☎78‒3239）

　町防災行政無線の定時放送の
時間が7月26日から1時間放送が
遅くなります。
■定時放送時間　午後6時
■放送期間　7月1日㊊～9月30日㊊
■曲目　「家路」
　総務課　防災交通係
(☎78‒3104)

■日時　7月15日㊊　午前9時30分～
■場所　熊本北部漁業協同組合
■内容　
・海上パレード（漁船で有明海巡航）
・記念リレー放流（タイ１万匹）
・漁協即売会
・建設機械体験コーナー(あめすくい
など)
・歌謡ショー
・ワクワク抽選会　など
　熊本北部漁業協同組合
　（☎78‒0516）

■日時　7月28日㊐　午前9時～正午
■場所　町中央公民館
■定員　町内在住の親子40人
■内容　親子で作るカップ、皿
■費用　子ども1人1,300円　
　　　　大人1人1,500円
※ライオンズから1人700円の補助あり
　長洲有明ライオンズクラブ事務局
　（☎78-0505）

■日時　7月27日㊏　午後5時30分～
■場所　長洲町立腹赤小学校　グラ
ウンド（雨天中止）
■内容　焼きそば、かき氷などの出店
やゲーム、抽選会など
　ひまわりの里（☎78-0589）

　児童虐待や経済的な理由などによ
り、家庭で生活することができない子
どもたちを保護者に代わって育てる
「里親」の制度説明会を開催します。
■日時　８月７日㊌　午後１時３０分～
■場所　熊本県有明保健所　
■内容　里親制度の説明、個別相談
※事前申込制（定員２０人）参加費無料。
　・　熊本県子ども家庭福祉課
　　 （☎096-333-2228）

補助 住宅リフォーム費用の
一部を補助します

暮らし 長洲町防災行政無線の定時
放送の時間が変わります

イベント 陶芸を通じて親子で
触れ合いませんか
親子ふれあい陶芸教室

補助 花いっぱい運動を行う
団体を応援します

補助 太陽光パネルの設置費の
一部を補助します

イベント 夏休み環境イベントに
親子で参加しませんか

補助 家庭用生ごみ処理機購入費の
一部補助を受け付けています

イベント 第8回　ひまわりの里
夏の夕べ

　本年度（７月～平成26年６月）は７月
から受付開始です。
　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ないという人
はお気軽に窓口または電話でご相談く
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）

■日時　7月21日㊐　午前9時～正午
■場所　荒尾消防署
■内容　救命手当講習会（心肺蘇生法、
ＡＥＤ、窒息対策）
■定員　先着30人（受講者が少数の
場合、中止する場合あり）
■申込方法　電話による申し込み
■参加費　無料
　・　荒尾消防署救急係
　　 (☎63‒1121)

■日時　8月2日㊎　午前10時～午後
3時(正午から午後１時除く)

■場所　町民研修センター
■持ってくるもの　計量器、手数料
(1台当たり500円～2,200円)
　まちづくり課　商工観光係
　(☎78‒3219)

■回収日時
7月10日㊌　午前9時～午後4時
10月9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
■回収品目
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）
※回収に必要な回収袋はJAたまな長洲
供給センターで100円で販売しています。
　JAたまな長洲供給センター
　（☎７８‒６５６５）

募集 救命手当講習会参加者
募集

暮らし 里親制度の説明会を
開催します

暮らし 計量器の定期検査を
行います

暮らし 農薬容器（産業廃棄物）を
回収します

　起業支援型地域雇用創造事業では、
地域産業や雇用振興策に関係する起
業（新たな部門を設置して新分野進出
などを行う場合も含む）後10年以内の
企業、NPOが雇用の受け皿を創出す
ることに対して支援しています。今回、
これを活用した事業の企業提案を募
集します。
＜こんな企業などにお勧めです＞
・事業の拡大を考えているが、人件費
などの負担が重い
・新規事業にチャレンジしたいが、収益
化までに時間がかかる
・事業多角化に対するリスクを軽減し
たい
※委託先となる企業などの要件や事
業内容の要件など、詳細については、
ホームページに掲載しています。
■事業実施期間　9月～平成26年8月
■申込期限　7月31日㊌
※休・祝日を除く月曜日～金曜日まで
■申込場所　まちづくり課
　まちづくり課　企画調整係
　（☎78‒3239）

　生計困難者が社会福祉法人の提供
する介護保険サービスを利用する場
合に、利用者負担額の一部を軽減して
います。ぜひご活用ください。軽減対象
費は、利用者の１割負担と食費・居住
費（滞在費・宿泊費）です。
■対象サービス
　訪問介護※、通所介護※、短期入
所生活介護※、夜間対応型訪問介護
※、認知症対応型通所介護※、小規
模多機能型居宅介護※、地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人福祉施設サービス（※印は
介護予防サービスを含みます）
■対象者
・年間収入が単身世帯で150万円以下
・預貯金などが単身世帯で350万円以下
・日常生活に供する資産以外に活用
できる資産がない
・負担能力のある親族などに扶養され
ていない
・介護保険料を滞納していないなど
　福祉保健介護課　介護保険係
　(☎78‒3144 )

暮らし 起業に対して支援を
行っています

暮らし 生計困難者に対する
利用者負担軽減制度を
ご活用ください
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