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長洲町役場
12月28日㊏～1月5日㊐

健康福祉センター
12月28日㊏～1月3日㊎

町民研修センター
12月28日㊏～1月3日㊎

金魚と鯉の郷広場
12月28日㊏～1月3日㊎

浄化センター
12月28日㊏～1月5日㊐

長洲町中央公民館
12月28日㊏～1月3日㊎

地域福祉センター
12月28日㊏～1月3日㊎

ながす未来館・図書館
12月28日㊏～1月3日㊎

ふれあいセンター・子育て
支援センター・中央児童館
12月28日㊏～1月3日㊎

すこやか館
12月28日㊏～1月5日㊐

総合スポーツセンター
12月28日㊏～1月3日㊎

問総務課 総務係
　(☎78‒3113)

イベント 12月リサイクル体験講座
受講者募集

イベント あなたの家にサンタが
やってくる！

暮らし 年末年始のごみ収集・
運搬

暮らし
年末年始し尿汲み取り

職業 職業訓練説明会を
開催します

イベント チャリティー餅つき大会
を開催します

募集 認知症の人と家族の会
「つどい」参加者募集

暮らし
年末年始の公共施設の休館日

暮らし「地域の縁がわ　スロース
ペース」開所しました

　皆さんの再就職を応援するため、当
センターで実施している職業訓練内容
の詳しい説明と実際に訓練を行ってい
る実習風景の見学会を実施します。
　受講料は無料です。多数の参加をお
待ちしています。
■日　時　平成26年1月15日㊌

午前9時30分～
午後3時30分

■内　容　
⑴各科訓練内容の説明
⑵キャリア（職業・技能上の経歴）形成
の必要性について
⑶各科実習の見学
⑷その他
■場　所　ポリテクセンター荒尾
問・　ポリテクセンター荒尾
　　 (☎62‒0179)

　認知症の人と家族の会では「つどい」
を通して、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。
■日　時　12月21日㊏

午後１時３０分～４時
■場　所　荒尾総合文化センター
■参加費　無料
■申込方法　事前に電話でお申し込

みください。
問・　「家族の会」熊本県支部事務局
　　 （☎096‒223‒0825）

■日　時　１２月２１日㊏
午前１０時～

■場　所　四王子神社境内
■内　容　餅つき、つきたての餅の

販売
問熊本中央信用金庫長洲支店　信交会
　（☎78‒1001）

　地域の誰もがいつでも気軽に集い、
支え合う地域の拠点となるよう、昔な
がらの「縁がわ」となり、地域に住む誰
もが、安全に、かつ安心して集える場
所作りを目指しています。
　今後は、この場所を活用して茶話会、
創作活動、講演会、フリーマーケットな
どを予定しています。
　ぜひ、一度お立ち寄りください。
問NPO法人スローすてっぷ
（ロッキー裏）
　（☎78‒7200）

■日　時
12月11日㊌
午後1時30分～3時
■講座名
正月飾り(ウサギの飾り物)
■講師名　古　千代さん
■募集人数　10人
■申込期間　12月2日㊊  午前9時～

6日㊎  午後4時
問・　クリーンパークファイブ
 （☎78‒4433）

　地域おこし団体「平成青年会」が、
サンタクロースに扮して、事前に各家
庭から預かったプレゼントを子どもたち
に配付します。
■配付日時　12月24日㊋
　　　　　　午後7時～ 9時
■申込期間　12月6日㊎～16日㊊
　　　　　　（土、日除く）
■募集世帯数　30世帯
■プレゼント預かり日
12月23日㊊の午前9時～11時
■プレゼント預かり場所
町中央公民館（ロビー）
問町中央公民館(☎78-0053)

＜年末の特別収集（燃えるごみ）＞
■日程　12月30日㊊
＜年末の直接搬入＞
■一般家庭ごみ、事業系ごみ
12月30日㊊正午まで

＜年始の収集＞
1月6日㊊から通常収集を開始
問住民環境課　環境対策推進係
（☎78‒3122）

■休み期間　12月31日㊋～1月5日㊐
※休み期間内に汲み取り地域になっ
ている箇所は12月30日㊊の正午ま
でに行う予定です
■電話による汲み取り申し込み
12月27日㊎　正午
問住民環境課　環境対策推進係
（☎78‒3122）
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　長洲町オリジナルナンバープレートは、ふれきんちゃんと
ゆらゆら泳ぐ金魚の波紋、水の透明感を表現したグラデー
ション、町の花「金魚草」を使って、長洲町の金魚のイメー
ジを表現したデザインとなっています。役場ロビーに見本を
掲示していますので、ぜひご覧ください。
　現在使用中のナンバープレートとの交換も無料で応じま
す。ナンバーは希望できませんのでご了承ください。
■交付開始　12月24日㊋　午前８時30分～
　　　　　　（交付希望者多数の場合は、交付の順番を抽選）
■対象車種　排気量50㏄以下のバイク
■交付場所　役場　税務課
■手数料　　無料
■持ってくるもの　　　
①新規登録　販売証明書もしくは譲渡証明書（車体番号
などが分かるもの）、届出者・所有者・使用者の印鑑
②プレート交換　現在使用中のナンバープレート、届出者・
所有者・使用者の印鑑

■その他　
①従来のナンバープレートも交付します。
②代理人が届け出る場合は、必ず使用する人にどちらのナン
バープレートを希望するか確認の上、登録をお願いします。
③ナンバープレートを交換する場合は、標識番号が変わりま
す。自賠責保険などの切り替えが必要になる場合があり
ますので、保険会社などに確認の上、手続きを行ってくだ
さい。
④ホームページに申請書を掲載していますので、ご活用くだ
さい。
問税務課　課税係（☎78-3123）

※イメージ図

暮らし 長洲町オリジナルナンバープレート
12月24日㊋から交付開始！

相　　談 日　　時 場　　所 問い合わせ
生活とこころの無料相談会

特設人権相談所

障害者巡回相談

国民・厚生年金相談

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。

12月  3日㊋　午後1時30分～4時30分

12月  6日㊎　午前10時～午後3時

12月18日㊌　午前9時30分～11時30分

12月24日㊋　午前10時～午後3時

すこやか館

町中央公民館

南関町交流センター

荒尾市役所

総務課　総務係（☎78-3113）

熊本地方法務局玉名支局（☎72-2347）

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）

相談
各種相談できます

入札
指名競争入札結果

落札業者名 予定価格（円） 落札金額（円） 落札率 参加業者数工事（業務名）
＜入札日：10月31日＞

鷲巣下線局部改良測量設計業務委託

松くい虫防除事業（樹幹注入）委託

新山団地フェンス改修工事

長洲岱明線歩道設置工事

新浦川橋水管橋改修工事

立野地内配水管布設工事

梅田地内配水管布設工事

㈱玉名測量

㈲西部建設

宮村産業㈲

光洋㈱

㈲平安建設

㈲昭和設備工業

興亜建設工業㈱

1,083,000

3,565,000

1,809,000

8,886,000

2,845,000

4,720,000

4,641,000

1,029,000

3,381,000

1,795,500

7,108,800

2,698,500

3,776,000

3,712,800

95.01%

94.84%

99.25％

80.00%

94.85%

80.00％

80.00％

5

5

5

7

10

9

9

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

2,525人
（前月比△1人）被保険者数4,447人

（前月比＋9人）被保険者数 965人
（前月比+15人）認定者数

74,628円
（前月比＋2,693円）

131,696円
（前月比△8,145円）

22,318円
（前月比△3,849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

医療
医療費・介護費情報（平成25年9月分）
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不動産 町有地を売ります

公売 差し押さえた動産を
公売します

議会
町議会を傍聴しませんか

＜一般競争入札による町有地の売却＞
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宮野橋

■申込期間　12月2日㊊～24日㊋
午前9時～午後5時
（土日、祝日除く）

■申込方法　総務課備え付け、また
は、町ホームページからダウンロードし
た申請書に必要事項を記入し、次の
必要書類を添えてお申し込みください。
■入札対象
⑴個人と法人
　2人以上の連名（共有）による入
札参加も可能です。ただし、未成
年者と地方自治法施行令第167
条の4に規定するものを除く
⑵自己の所有財産について強制執行
の措置を受けていない人と租税そ
の他公課について滞納がない人
⑶長洲町暴力団排除条例第2条に
規定する暴力団、暴力団員又は
暴力団関係者でない人

ものづくり塾（12月）
■日　時　12月22日㊐

午前10時～正午
■場　所　金魚の館
■内　容　い草のミニ門松
■参加料　無料
問・　まちづくり課　商工観光係
　　 （☎78-3219）

軽トラ市
■日　時　12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、野菜などの

販売
問長洲町商工会（☎78-0410）

クリスマス展示開催中！
■展示期限　12月26日㊍
問まちづくり課　商工観光係
　（☎78－3219）

■日　時　12月15日㊐正午  開場
■場　所　玉東町保健センター

ふれあいの丘
■持ってくるもの　本人が確認で
きるもの(免許証・保険証など)、ス
リッパ、買い取り金、印鑑、筆記具
■その他　落札後のクレームや返
品は一切受け付けません。公売前
に滞納税が完納された場合などに
は公売中止となることもあります。
問税務課　収納対策推進係
　（☎78‒3124）

　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　12月12日㊍

午前10時～
■場　所　町議会議場（役場３階）
問総務課　総務係
（☎78-3113）

■入札参加申請から所有権移転
登記までの流れ
①必要書類を添えて提出
 ･ 法人 資格証明書(法人登記簿謄本)
 ･ 個人の場合　身元証明書
（本籍地の役所で発行）
 ･ 外国人の場合　登録証明書
②入札実施(平成26年1月15日㊌)
物件ごとに入札時間が異なります。
③契約締結
落札決定日から10日以内に契約を
行います（契約時に契約保証金が
必要です）。
④売買代金納入・所有権移転登記
所有権移転は町が行います。契約
時に必要な収入印紙と所有権移転
登記に必要な費用は購入者の負担
となります。
問総務課　財務係(☎78‒3178)

物件番号 ①
住　　所
地積（実測値）
予定価格（㎡単価）
用途地域
建ぺい率
 

写　　真

地　　図

②
長洲町大字宮野1297－2（古城区）

502.13㎡
3,966,000円（7,900円）

指定なし
70%

長洲町大字宮野893－3（宮崎区）
279.06㎡

1,953,000円（7,000円）
指定なし
70%


