
イベント 1月リサイクル体験講座
受講者募集

暮らし あなたの家、
漏水していませんか？

暮らし 長洲町オリジナルナンバー
プレートの交付日を延期し
ます

雇用 公共職業訓練生募集と
訓練内容説明会

募集 認知症の人と家族の会
「つどい」参加者募集

暮らし 新規就農相談会in玉名

消防 平成26年消防出初式を
開催します

暮らし 臨時福祉給付金詐欺
（簡素な給付措置）に注意

　家の壁や庭がいつも濡れていたり、
台所やトイレでチョロチョロ音がしたりし
ていませんか。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
からの配管はお客様の財産ですので
個人負担で修理しなくてはなりません。
漏水の早期発見や老朽管の早期交換
は個人負担の軽減にもつながります。
■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え
をするときは、届け出が必要です。

■水道管の凍結にご注意を
　屋外に露出している管やボイラーの
接続部など、特に注意してください。凍
結を防止するには、露出配管に保温材
を巻い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、ぬ
るま湯をゆっくりかけましょう。また、破
損してしまったときなどの水道工事は、
町水道工事指定店に工事を依頼して
ください。
問水道課（☎78‒0126）

　長洲町オリジナルナンバープレート
は、仕様書に沿った製品の納品ができ
なかったため、交付日が延期されました。
　新しいナンバープレートは4月交付予
定です。交付日が決まり次第、広報や
町ホームページなどでお知らせします。
問税務課　課税係（☎78‒3123）

　ポリテクセンター荒尾では職業訓練
受講生を募集します。訓練はものづく
りを中心とした就職に結びつきやすい
内容です。
■募集科・募集人員
機械加工技術科（15人）
※おおむね40歳未満を対象とした
コースです
■募集期間　1月6日㊊～2月3日㊊
■訓練内容説明会日時
1月15日㊌
午前9時30分～午後15時30分
※説明会では、当センターで実施する
すべての科の説明を行います。
■筆記試験・面接日
　2月7日㊎
■訓練期間
　3月5日㊌～9月29日㊊
■受講料　無料
※ただし、教科書代などが必要
■応募先
公共職業安定所（ハローワーク）
問ポリテクセンター荒尾
（☎62‒0179）

　自宅や職場などに市町村や厚生労
働省（の職員）などをかたった電話や、
郵便が届くケースが報告されています。
もし、自宅などにそのような電話や郵
便があった場合は速やかに役場福祉
係までご連絡ください。
※臨時福祉給付金・・・消費税の引き
上げに際し、低所得者の負担減を
目的に実施される暫定的・臨時的
な給付措置のこと
問福祉保健介護課　福祉係
　（☎78‒3135）

■日　時
　1月22日㊌
　午前９時30分～午後３時
■講座名　着物リフォーム「コート」
※2カ月（1月、2月）連続講座
■講師名　土山　千代子さん
■募集人数　10人
■申込期限　１月６日㊊午前９時
　　　　　　～14日㊋午後４時
問・　クリーンパークファイブ
　　 （☎78‒4433）

■配付日時　１月12日㊐午前９時
■場　所　六栄小学校
■内　容　分列行進、幼年消防クラ

ブ演技、玉落し競技、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。乗り合わ
せの上、お越しください。
問総務課　防災交通係(☎78‒3104)

　新規就農を考えている人や将来農
業を始めたい人に、必要な情報の提
供やアドバイスを行う新規就農相談
会を開催します。参加料は無料です。
■日　時　１月18日㊏
　　　　　午前10時～午後３時30分
■会　場　玉名市文化センター大研修室
■受付時間　午前10時～午後３時
■申込方法　電話申し込み（当時参加可）
問玉名地域振興局農業普及・振興課
　（☎74‒2135）

　日々の介護の悩みや、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　１月18日㊏午後１時30分～４時
■場　所　玉名市民会館
■参加費　無料
■申込方法　電話で申し込み
問・　「家族の会」熊本県支部事務局
　　　（☎096‒223‒0825）
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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

定例行政相談

オスメイト医療相談会

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。

1月  7日㊋　午後1時30分～4時30分

1月15日㊌　午前9時30分～11時30分

1月22日㊌　午後2時～4時

1月25日㊏　午後1時30分～3時30分

1月28日㊋　午前10時～午後3時

すこやか館

玉名市文化センター

町中央公民館

荒尾市民病院

荒尾市役所

総務課　総務係（☎78-3113）

福祉保健介護課　福祉係（☎78-3135）

総務課　総務係（☎78-3113）

(公社)日本オストミー協会熊本県支部
(☎096‒384‒1012)
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11月29日＞

上沖洲・鷲巣線（鷲巣地内）道路舗装工事

宮崎川河床掘削工事

浦川排水路樋門等改修工事

長洲町浄化センター最初沈澱池汚泥掻寄機及び
ガス撹拌ブロアー修繕工事

長洲中学校運動場整地工事

興亜建設工業㈱

㈲サムラ工業

ニシダテクノサービス㈱

㈱ニチゾウテック

㈲北野組

2,822,000

1,860,000

6,956,000

4,204,000

1,596,000

2,730,000

1,827,000

6,877,500

3,979,500

1,554,000

96.74%

98.23%

98.87％

94.66%

97.37%

6

6

5

8

6

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

2,527人
（前月比+2人）被保険者数4,438人

（前月比△9人）被保険者数 945人
（前月比△20人）認定者数

70,166円
（前月比△4,462円）

135,658円
（前月比+3,962円）

22,471円
（前月比+153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（10月分）

イベント 小笠原満男選手（鹿島アントラーズ）がながす未来館にやってくる！
～サッカーを通じて九州と東北をつなぐ～

　(財)自治総合センターが実施している宝くじ助成事業(コ
ミュニテイ助成事業)により、新山区にワイヤレス放送設備
一式が整備されました。

問まちづくり課　企画調整係（☎78-3239）

宝くじ助成

入札
一般競争入札結果

興亜建設工業㈱

落札業者名

18,285,000

予定価格（円）

17,745,000

落札金額（円）

97.05%

落札率

5

参加業者数

新川橋橋梁修繕工事

工事（業務名）

＜開札日11月22日＞

■日　時　1月19日㊐　
⑴午前の部　午前9時～正午
⑵午後の部　午後1時～5時
■場　所　ながす未来館、金魚と鯉の郷広場
■内　容
⑴午前の部
①講演
・復興支援者／小笠原満男選手
(鹿島アントラーズ、東北人魂を持つＪ選手の会)
テーマ「命と絆」
・救助活動者／西村澄生さん（有明広域消防本部）
・被災者／柳原志保さん（和水町地域おこし協力隊）

⑵午後の部
①講演
安永聡太郎さん
(松田直樹メモリ
アル代表理事)
②救命講習会
「100人CPR（心
肺蘇生法）」
③ロアッソ熊本＆松田直樹メモリアルサッカークリ
ニック

■参加費　無料
問徳永（☎080‒7987‒1119）
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金魚と鯉の郷広場
イベントインフォメーション

■受付期間　3月3日㊊～31日㊊
　　　　　　（土日、祝日除く）
■有効期間　4月1日㊋～
　　　　　　平成27年3月31日㊋
■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、
表紙と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
■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。
問・　総務課　財務係（☎78‒3178）

■受付期間　２月３日㊊～２８日㊎
 　　　　　  （土日、祝日除く）
■有効期間　４月１日㊋～
　　　　　　平成２８年３月３１日㊍
■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、表紙と
背表紙に商号または名称を記載してく
ださい※申請書などは、総務課窓口、ま
たはホームページに掲載
■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。
問・　総務課　財務係（☎78‒3178）

■売却物件※②は2筆で一画。　
①長洲町大字宮野1297番地2（古城区）
②長洲町大字宮野1294番地9（古城区）
　長洲町大字宮野1294番地10（古城区）
③長洲町大字宮野893番地3（宮崎区）
■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　入札価格を登録
■参加機関　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～
　　　　　　    26日㊌午後1時
問総務課　財務係（☎78‒3178）

■募集する団地・戸数　
　新山団地（2階建て）1戸（６畳1間、
４畳1間、３畳1間）
■家　賃　8,900円～13,300円（敷金

は決定した家賃の3カ月分）
■受付期間（期間厳守）
　1月10日㊎～24日㊎　午前8時30
分～午後5時（土日、祝日除く）※申請
書類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
　（入居者全員が記載されたもの）
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（寡夫または寡婦の人）
※平成24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
8千円以下である世帯（ただし、高
齢者・障がい者などの世帯について
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　３月上旬以降の予定
問・　建設課　維持管理係
（☎78‒3241）

不動産
町有地を売ります

町営住宅 町営住宅入居者募集入札 長洲町建設工事等入札参
加資格審査申請受け付け
（追加分）

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

ものづくり塾（１月）
■日　時　1月26日㊐
　　　　　午前10時～正午
■場　所　金魚の館
■内　容　ケナフの炭石けんづくり
■参加料　無料
■持ってくるもの
・1ℓの未開封の牛乳パック
・500㎖のペットボトルに入れた廃油
問・　まちづくり課　商工観光係
　　 （☎78-3219）

ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
■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　
・ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
・ふれきんちゃん「クイズ」タイム
※プレゼントをご用意しています
問まちづくり課　商工観光係
　（☎78-3219）

軽トラ市
■日　時　1月26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）

ものづくり展
　県産材のヒノキを使ったランプ
シェードや、木製遊具が展示されま
す。ぜひ一度ご覧ください。
■展示期限　２月11日㊋

問まちづくり課　商工観光係
　（☎78‒3219）
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