
イベント 3月リサイクル体験講座
受講者募集

イベント 春まつり
inスローすてっぷ

募集
手話通訳を学んでみませんか

募集 水道メーターなどの検針員
を募集します

式典
長洲町戦没者追悼式

講演 精神障がい者家族会講
演会・懇談会

イベント 認知症の人と家族の会
「つどい」参加者募集

講演 救命手当講習会参加者
募集

■日時①
3月17日㊊
午前9時30分～
午後3時
■講座名　着物リフォーム

「袖なしの羽織もの」
■講師名　土山　千代子さん
■募集人数　10人
■申込期間　３月３日㊊午前9時～ 

10日㊊午後4時
■日時②
3月26日㊌
午後1時30分～
午後3時30分
■講座名　春休み親子体験講座

「ガラスカレットの砂絵」
※小学4年生以上は一人でも参加可
■講師名　職員
■募集人数　10人
■申込期間　3月3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）

　町で障がい福祉にかかわる人たちが
作った製品や地域の人たちによる手作り
雑貨の販売を行います。また、啓発活動の
催しも行います。その他、焼きそば、野菜、
手作りパンやカフェなども出店予定です。
■日時　3月16日㊐　午前10時～

午後3時　※雨天決行
■場所　NPO法人　スローすてっぷ

（ロッキー裏）
※詳しくはチラシ（役場一階、中央公
民館などに設置）をご覧ください。
問NPO法人　すろーステップ
　（☎78‒7200）

　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　3月15日㊏午後1時30分～4時
■場所　玉東町福祉センター
■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）

　悩みや不安を自由に出しあい元気
をもらいあう会です。気軽にご参加く
ださい。
■日時　3月13日㊍午後2時～4時30分
■場所　荒尾市観光物産館（あらお
　　　　シティモール横）
■講演　「家族や本人の現状とこれ
　　　　 から」
■講師　宇城地域家族会会長
　　　　右山　剛さん
■参加対象　精神障がい者本人とそ

の家族
■参加費：無料
問荒尾きぼうの家（☎62‒6089）

　町では先の大戦で犠牲となった戦
没者に対して、追悼の意を捧げるこ
とを目的に「戦没者追悼式」を行い
ます。
　遺族ではない人も、これからの平
和への祈念を誓うものですので、ぜ
ひご参加ください。
■日時　4月3日㊍

受付時間 午前9時～
開式 午前10時～

■場所　ながす未来館　文化ホール
問福祉保健介護課（☎78‒3135）

■日時　
＜入門課程＞
4月14日㊊～8月４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18日㊊～平成27年3月30日㊊の
毎週月曜日（26日間）　
午後6時30分～8時30分
■場所　町中央公民館
■定員　30人（先着順）
■受講料　無料
※ただし、テキスト代（入門課程、基礎
課程　予定価格7,000円）自己負担

■申込期限　4月9日㊌
問・　福祉保健介護課　福祉係
（☎78‒3135）

■委託業務内容
（１）水道メーターの検針と下水道私
　  設メーターの検針
（２）水道メーターの取り替え
■委託契約期間
４月１日㊋～平成27年３月31日㊋まで
■募集人員　１人
■委託料　
（１）水道メーターの検針と下水道私
　  設メーターの検針
①検針件数に１件当たり５０円を乗じ
　た金額
②検針件数は１カ月１人当たり約１，６００
件（月検針作業日数約１０日前後）

（２）水道メーターの取り替え
①取り替え件数に１件当たり１，０５０円
　を乗じた金額
②取り替え件数（年７回程度）は１回１
　人当たり　約２０件（予定）
■応募資格　次の全ての条件に該当
する人
⑴長洲町に在住する人
⑵応募する日に満２０歳以上の人
⑶原付免許または普通運転免許があ
る人
⑷諸税と使用料などの滞納がない人
⑸長洲町暴力団排除条例第２条第１
項第２号と第３号に該当しない人
■応募方法　市販の履歴書に必要
事項を記載の上、水道課まで持参して
ください。
■募集期間　３月３日㊊～１４日㊎まで
■受付時間　平日の午前８時３０分～
午後５時１５分まで（土、日除く）
■選考方法　水道課で面接を行い、
決定後連絡します。
問・　長洲町役場水道課
（☎７８‒０１２６）

■日時　3月16㊐午前9時～正午
■場所　荒尾消防署　二階会議室
■内容　救命手当講習会（心肺蘇生
法、ＡＥＤ、窒息対策）
■定員　先着１５人（受講者が少数の
場合、中止することもあります）
■申込方法　電話にて申し込み
■参加費　無料（テキスト無料配布）
問・　荒尾消防署救急係
　　 （☎６３‒１１２１）まで
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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

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。

 ３月  ４日㊋　午後1時30分～4時30分

 ３月１９日㊌　午前9時30分～11時30分

 ３月25日㊋　午前10時～午後3時

 ３月26日㊌　午後2時～4時

すこやか館

玉名市文化センター

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）

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1月17日＞

新川漁港高潮対策設計業務委託 ㈱建設技術研究所 2,842,000 2,782,500 97.91% 5

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1月30日＞

汚水中継ポンプ場逆止弁修繕工事

腹赤第2汚水枝線管渠築造工事

向野平原線道路舗装工事

㈱ニチゾウテック

㈲昭和設備工業

興亜建設工業㈱

2,310,000

1,844,000

4,804,000

2,152,500

1,732,500

4,620,000

93.18%

93.95%

96.17％

8

9

6

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

2,030人
（前月比△1人）被保険者数4,452人

（前月比+10人）被保険者数 954人
（前月比+7人）認定者数

78,863円
（前月比＋6,930円）

134,624円
（前月比△7,726円）

23,672円
（前月比△329円）

後期高齢者医療保険 介護保険国民健康保険

一人あたり
の費用

一人あたり
の費用

一人あたり
の費用

医療
医療費・介護費情報(H25.12月分)

暮らし
長洲町オリジナルナンバープレート4月交付

入札
一般競争入札結果

興亜建設工業㈱

落札業者名

14,353,000

予定価格（円）

13,965,000

落札金額（円）

97.30%

落札率

3

参加業者数

赤田・上沖洲線道路舗装補修工事(2工区)

工事（業務名）

＜開札日1月21日＞

　交付を延期していました原付バイク（50㏄以下）
専用のオリジナルナンバープレートのデザインを新た
に製作しています。ふれきんちゃんと有明海の夕日、
町伝統行事の勇壮な的ばかいを表現した長洲町をＰＲ
するデザインとなっています。
　原付バイクの購入や名義変更を考えている人は、ぜ
ひこの機会に長洲町オリジナルナンバープレートを使
用してみませんか。
■交付開始時期　4月中旬
■対象機種
原動機付自転車排気量50㏄以下のバイクのみ

■その他
①従来のナンバープレートも交付します。また、現在
のナンバープレートとの交換にも無料で応じます。
②希望ナンバー制ではありません。
問税務課　課税係（☎78‒3123）

・ご注文は電話・FAXでもお受け出来ます

・認印・銀行印・実印他各種ゴム印・シャチハタ印な
　ど出来ます。

有料広告
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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

ものづくり塾（3月）
■日時　3月23日㊐
　　　　午前10時～正午
■場所　金魚の館
■内容　い草の小物入れ　
■参加料　無料
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　
ふれきんちゃんとのふれあい など
問まちづくり課　商工観光係
　（☎78-3219）
軽トラ市
■日時　3月23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）

点検・整備を受けた日から1年間

名称 第1種TSマーク
（青色マーク）

第2種TSマーク
（赤色マーク）

30万円（一律） 100万円（一律）

1万円（一律） 10万円（一律）

1,000万円 2,000万円損害賠償保障

有効期限

損害賠償
死亡もしくは重度後遺症(1～4級)

死亡もしくは重度後遺症(１～7級)

入院(15日以上)

交通
万が一に備えてTSマークを貼りましょう

交通
道路交通法の一部が改正されました

■改正内容　
（１）路側帯の右側通行が違反に
　自転車などの軽車両が通行できる路側帯は、道路の
左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました。路側帯の右側通行をした
場合は、３カ月以下の懲役または５万円以下の罰金となります。
（２）警察官によるブレーキ検査に関する命令が可能に
　内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていない自転車が通行して
いるとき、警察官は自転車を停止させてブレーキの検査、整備や運転継続の禁
止を命令することができるようになりました。ブレーキ検査を拒否したり命令など
に違反したりした人は、５万円以下の罰金となります。
問総務課　防災交通係（☎78‒3104）

　ＴＳマークとは、自転車安全整備士に点検・整備してもらうことで、安全な普通自転
車として証明されたマークです。このマークには、相手にケガを負わせたときの「賠償
責任補償」と、自分自身が自転車事故でケガしたときの「傷害補償」が付いています。

※重度後遺障害の等級は自動車損害賠償保障法に定める等級に該当します。点
検・整備に係る料金は、第２種TSマークで1,500円程度です。詳しくは自転車安
全整備店にお問い合わせください。

※自動車保険で、個人賠償責任保険の特約付きのものもありますので、ご加入の
保険会社へお問い合わせください。

■町内の自転車安全整備店
組脇商会　　　　長洲町大字長洲2168-40　☎78-2532
島崎商会　　　　長洲町大字清源寺2684　  ☎78-0853
ナガセ輪業　　　長洲町大字宮野119-6　　 ☎78-0290
宮路サイクル　　長洲町大字長洲1267-1　  ☎78-0506

■損害賠償事例
・高校生が登校時に猛スピードで下り坂を走行中に高齢者と接触し、高齢者
は転倒して死亡。（損害賠償額：1,054万円）
・横断歩道を歩行中の高齢者が、信号無視で進入してきた自転車と衝突し、
高齢者は転倒して死亡。（損害賠償額：4,746万円）
問総務課 防災交通係（☎78‒3104）

防災 春の全国火災予防運動を
実施します

反射材タスキを無料配布
します

防災 防災無線ミュージックタイム
の楽曲が変わります

　早朝や夕暮れ時・夜間などの暗い
時間帯に外出する人で、反射材タス
キを希望する人は、役場２階の総務課
にて無料配布します。（８００枚限定）
問総務課　防災交通係（☎78‒3104）

■日時　3月2日㊐午前9時～
■場所　町役場駐車場、町内一円
■内容　規律訓練、施設点検、予防

巡回など
※午前8時30分に非常招集のサイレ
ンが鳴ります
問総務課　防災交通係（☎78‒3104）

■時間　午後5時～
■期間　3月3日㊊～6月1日㊐
■曲目　野ばら
問総務課　防災交通係（☎78‒3104）

交通

議会
議会を傍聴しませんか

防災 女性のための防災講習会を
開催します

　傍聴を希望する人は、当日、議会事
務局（役場３階）で受け付けをして下さ
い。
■日　時　３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）

■日　時　3月4日㊋ 午前10時～正午
■場　所　清源寺公民館
■内　容　・防女のための防災講話

（講師：竹本康美副町長）
・防災食の体験

■参加費　100円（誰でも参加できます）
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ごみ出しのルールを守りましょう
ルールを守って、ごみの減量化、リサイクルの推進をお願いします。

ごみの分別を守りましょう

■分ければ「資源」、混ぜれば「ごみ」です。
分別は各世帯に配布している「家庭ごみの分け方・出し方」または町ホームページを参考にしてく
ださい。
■違反ごみ（例：「燃えるごみ」の中に「缶類」などが混入したごみ）は収集しません。
ごみを分別しないと、リサイクルの妨げになります。違反ごみが、ごみ集積場所に残ったま
まだと、各区でごみ集積所を管理している人の負担を増やすことになります。

ごみの減量化にご協力ください

■「新聞紙」「その他紙類」「段ボール」「紙パック」は、集団回収（廃品回収）へ
※「その他紙類」とは… 本、雑誌、チラシ、紙袋、包装紙、ラップやトイレットペーパーの芯、ティッシュペーパー
の空箱（ビニールの部分は取り除いてください）などのことです。
集めた「その他紙類」は雑誌などにはさんでひもで縛るか、小さな紙などは、紙袋や透明のビニール袋に入
れて集団回収に出しましょう。

■生ごみの約80％は水分―水切りはごみ減量化への第一歩―
　生ごみの約80％は水分といわれています。水切りネットなどを使って、水切りを十分に行いましょう。

指定ごみ袋には必ず「行政区」
「氏名 (フルネーム )」の記入を

　ごみの分別に責任を持ってもらうためにも、指定ごみ
袋には、必ず『行政区』、『氏名（フルネーム）』の記入を
お願いします。

当日朝 8時までに各区のごみ
集積所まで

　ごみは、当日の朝８時までに各区のごみ集積場所に出
してください。前日の夜に出すと、ネコやカラスに散らか
されたりしますので、当日の朝に出すようにしてください。

　「粗大ごみ」「破砕不適物」は粗大ごみの収集日
に粗大ごみ集積場所に出してください。

補助しています！
　町では生ごみ処理機設置費の補助（購入額の２分の１の金額、設置型：上限５千円、電気式：上限
３万円 )を行っています。詳しくは 住民環境課 までお問い合わせください。
※生ごみ処理機を購入する前に、必ず申請してください。設置後は３月31日までに、実績報告書と請
求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

問住民環境課　環境対策推進係　☎78‒3122

Nagasu 2014.315


