
　

　この祭礼の起源は建長４（1252）年。760年以上続く伝統行事です。
　節頭・神馬と共に５人の仲間役が、ことしも五穀豊穣だったことを伝え
るために、ことしは鷲巣区、折地区が節頭歌を披露します。

■日　時　10月15日㊌　正午～
■場　所　荒尾市野原八幡宮
※長洲町役場前は午後２時30分時頃を予定しています。
問総務課（☎78-3113）

催　　　し

荒尾郷・野原八幡宮節頭行事

　使用済み農薬空容器の焼却・廃棄はできません

■回収日時　10月８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）

※住所、氏名、電話番号を記入したJA指定の
回収袋に入れて出して下さい。

※残液のある容器は回収できませんので必ず洗
浄し、ふたを外して出してください。

※プラボトルと紙袋は分別して下さい。
※回収袋はJAたまな長洲供給センターにて１枚
100円で販売しています。
問JAたまな長洲供給センター
  （☎78-6565）

　これまでのハートフルパス（障がい者等用駐車場）に加え、
９月から新たに「障がい者等優先駐車場（青色案内表示）」の
取り組みを始めました。
　歩行が困難などのためにハートフルパス（駐車場利用証）を
お持ちの方への優先スペースです。
　ハートフルパス利用者の方で、駐車時に広いスペースが必要
でない人は、できる限り障がい者など優先駐車場のご利用をお
願いします。皆さまの思いやり・譲り合いをお願いします。

問熊本県福祉のまちづくり室　（☎096-333-2202）

　

くらしの情報

■日　時　10月19日㊐　午前10時～午後３時
■場　所　玉名地域振興局
■内　容　・動物譲渡前講習会、譲渡会（※）
　　　　　・動物慰霊祭
　　　　　・図画作品の表彰、展示
　　　　　・長寿犬・障害を抱える動物の飼い主表彰・紹介
　　　　　・高齢犬・猫の介護教室
　　　　　・動物○×クイズ
　　　　　・お楽しみ抽選会
　　　　　・ペット健康相談
　　　　　・動物愛護関係のビデオ上映＆パネル展示
※　譲渡希望の人は必ず講習会を受講してください。

問住民環境課　環境対策推進係　（☎78-3122）
　熊本県玉名地域振興局（有明保健所）　（☎72-2184）

　日々の介護の悩みや介護に役立つさ
まざまな情報を共有し交換する交流の
場です。ぜひご参加ください。
※事前に電話で申し込みください。
■日　時　10月18日㊏
　　　　　午後１時30分～３時30分
■場　所　町中央公民館
■参加費　無料
　・問「家族の会」熊本県支部事務局
　　 　（☎096-223-0825）

　11月11日の「介護の日」にちなみ、介
護にまつわるさまざまなイベントを行い
ます。ぜひ気軽にご参加ください。
■日　時　11月２日㊐
　　　　　午後１時～４時30分
■場　所　市民会館崇城大学ホール
■内　容　笑いヨガやクイズ介護甲子園

　などの介護に関するイベント
問熊本県高齢者支援課
（☎096-333-2217）

■日　時　10月10日㊎
　　　　　午後0時30分　開場
■場　所　荒尾総合文化センター小ホール
■内　容　講演会

（演題）「みんなが心から幸せ
になれる社会とは」

　　　　　日本理化学工業（株）
　　　　　会長　大山泰弘氏
問公益社団法人熊本県精神保健福祉協会
（☎096-285-6884）

　東日本大震災復興支援企画として３年前
から実施しています。ぜひご参加ください。
■内　容　琥珀勾玉つくり
■日　時　11月22日㊏
　　　　　午前10時～午後0時30分
■場　所　県立装飾古墳館
■材料費　870円
■募集人数　先着100人
※定員になり次第締め切ります。
　・問県立装飾古墳館（☎36-2151）認知症の人と家族の会「つどい」

参加者募集

第52回熊本県精神保健福祉大会

県立装飾古墳館定期体験教室

介護の日inくまもと2014
～We♡介護　なんさま来なっせ～
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く　ら　し

農薬容器（産業廃棄物）を回収します 10月に長洲町中央公民館の改修工事を実施します

不動産の公売を行います

　使用済み農薬空容器の焼却・廃棄はできません

■回収日時　10月８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）

※住所、氏名、電話番号を記入したJA指定の
回収袋に入れて出してください。

※残液のある容器は回収できませんので必ず洗
浄し、ふたを外して出してください。

※プラボトルと紙袋は分別してください。
※回収袋はJAたまな長洲供給センターにて１枚
100円で販売しています。
問JAたまな長洲供給センター
  （☎78-6565）

　平成26年10月から長洲町中央公民館の改修工事を行います。
下記の期間中、各室の利用が出来ませんのでお知らせします。

■工事個所　玄関、教養文化室、視聴覚室、トレーニング室、
　　　　　　トイレなど
■利用制限
＜視聴覚室＞
　使用不可期間　10月15日㊌～10月19日㊐ 

＜トレーニング室＞
　使用不可期間　10月17日㊎～10月25日㊏

＜教養文化室＞  
　使用不可期間　10月27日㊊～10月28日㊋

問生涯学習課（☎78-0053）

　

　町では、税負担の公平性を確保するため、町税の滞納処
分として差し押さえた不動産の公売を予定しております。

■公売予定地
　長洲町大字永塩字東葛輪1595番地
　地目：田（但し現況は雑種地です）
　地積：854㎡
■公売保証金額および見積価格　未定
■公売日時　平成27年1月上旬
■公売場所　町役場内
■公売方法　入札方式（期間入札）

■公売までに準備するもの
　・買受適格証明書
　・公売保証金および買受代金（一括納付）

※農地の公売に参加するためには、買受適格証明書が必
要です。買受適格証明を受けるためには、期限までに
長洲町農業委員会に買受適格証明願を提出する必要
があります。
※期限を過ぎると公売に参加できなくなります。

農業委員会への必要書類提出期限　第１回　10月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　第２回　11月19日

■公売日当日必要なもの
　①買受適格証明書
　②公売保証金

　③身分証明書
　④印鑑
　⑤委任状（代理人が入札する場合）
　⑥法人登記簿（入札者が法人の場合）
■注意事項
　ア 公簿と現況が異なる場合は、現況を優先します。
　イ 滞納処分による公売のため、予告なく中止する場

合があります。
　ウ 土地改良区の賦課金などが滞納となっている土地を

買い受けた場合、買受者が未納金を支払う義務が生
じます。（土地改良法第42条、ただし賦課金が発生
しているかどうか執行機関では確認しません。）

　エ 隣地との境界確定、使用者または占有者等に対する
明け渡し要求については、執行機関は介入しません。

　オ 公売財産内の動産（家財道具など）の処理につい
ては、執行機関は関知しません。

　カ 土壌汚染など、専門的な調査は行っていません。
　キ 公売物件は、所有者の許可なく立ち入ることはで

きません。
　ク 執行機関は公売物件の瑕疵担保責任を負いません。
　ケ 所有権移転に伴い、公売保証金および買受代金の

他に公租公課など（登録免許税など）の納付義務
が生じます。

　気になる点は公売前にお問い合わせください。

問税務課　収納対策推進係　（☎78-3124）
　町農業委員会　（☎78-3272）※買受適格証明について

くらしの情報
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町防災行政無線の定時放送の時間が変わります。■変更時間　午後６時 → 午後５時　■変更期日　10月15日㊌～
問総務課　防災交通係　（☎78-3104）

防災無線を用いた伝達訓練を実施しますどこでもできる“地震訓練”
に参加しよう！

（単位：ｍｇ／ℓ）

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

27.5
6.5
8

1未満
不検出
0.5未満

8月20日
10:15

－
5.8～8.6
30以下
20以下
不検出
2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

27.0
7.7
2

1未満
0.001未満
0.01未満
0.002

0.005未満
0.5未満

8月20日
11:07

－
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

26.5
8.0
3
1
4

0.5未満
9

0.8未満

8月20日
10:40

－
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　

31.3
7.4
1
17

0.5未満

8月26日
18:32

－
5.9～9.0
40以下
25以下
5以下

協定基準

不二ライトメタル㈱　

34.7
7.2
2
2

0.5未満

8月26日
18:07

－
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

㈱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

28.0
7.7
3
2

0.5未満

8月20日
10:57

－
5.8～8.6
40以下
25以下
5以下

協定基準

くらしの情報

　県では、誰もがその時にいる場所で
参加できる地震対応訓練、「熊本シェ
イクアウト訓練」を実施します。地震
から身を守るためには、日頃からの備
えと、発生直後のとっさの行動が不可
欠です。皆さんぜひ参加してください。
■日時　11月５日㊌

午前10時15分～10時30分頃
※ＲＫＫラジオと熊本県防災情報
メールサービスを使って訓練の開
始をお知らせします。
■内容　参加者各自の事前学習

地震発生時の安全行動
　訓練内容など、詳しくは「熊本シェ
イクアウト」で検索してください

問熊本県危機管理防災課
　（☎096-333-2811）

　町では、津波防災の日（11月5日）に、防災無線を用いた情報伝達訓練を実
施します。これは、内閣府および気象庁が訓練用の緊急地震速報を「訓練」
とし発表し、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）に向け配信されます。町も
この訓練に参加し、国からの緊急情報を確実に伝えるため、次のとおり情報
伝達訓練を実施します。

■日時　11月5日㊌　午前10時ごろ
■内容　町内22カ所に設置している防災行政無線から放送が流れます

（上り４音チャイム）
「こちらは、防災長洲です。只今から訓練放送を行います」
＜緊急地震速報チャイム音＞
「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です」

（３回繰り返し）
「こちらは、防災長洲です。これで訓練放送を終わります」

（下り４音チャイム）
※Ｊアラート…地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を国から市町村へ、
人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステム

問総務課　防災交通係　（☎78-3104）

問住民環境課　環境対策推進係　(☎78-3122）

　丹波市や広島市で発生した大規模
な土砂災害をはじめ、全国各地で大
雨による被害が発生しています。 
　土砂災害から身を守るためには、
日頃の備えと早めの避難が大切で
す。家庭に配布され「長洲町防災
マップ」を目の届きやすい場所に置
き、日頃からご家族やご近所と話し
合い、自宅周辺の危険箇所や避難
所、避難経路などを今一度確認しま
しょう。また、町のホームページに
も掲載しており、確認できます。

長洲町ＨＰアドレス
http://www.town.nagasu.lg.jp/

防災マップ　ＨＰアドレス
http://www.town.nagasu.lg.jp/hmap/

問総務課　防災交通係　（☎78-3104）

　町では町内企業の工場排水に対して、年６回の水質検査を行っています。
今回は第３回目の測定結果を報告します。

平成26年度の水質検査の結果長洲町防災マップを確認し、
災害に注意しましょう！
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募　　　集

試　　　験
くらしの情報

　県では、出産・子育てなどによる就業ブランクの不安
を解消し、働きたいお母さんの再就職を応援するため、
再就職に役立つパソコン講習や再就職準備セミナー等
の講習会を開催します。（託児付き）
　受講資格や申込書様式などは、『熊本県しごと相談・
支援センター』のホームページに掲載しています。
■申込期限　11月20日㊍まで（必着）
■受 講 料　無料　※教材費自己負担
問熊本県しごと相談・支援センター　（☎096-351-0500）

　平成27年３月から滞在予定の外国人留学生（高校
生）をボランティアで受けていただくホストファミリー
を募集しています。
　異文化交流に興味がある人、地域国際交流の発展に
協力していただける人はご連絡ください。
■留学期間　約１年（３カ月でも可）
■費　　用　食費などのみ負担（学校関係費は（公財）

AFS日本協会が負担します）
問公益財団法人AFS日本協会
　玉名支部長　川口広昭　（☎78-6147）

　加齢や障がいのために何らかの支援が必要になって
も、その人らしく生きていくことを支えていくために今
たくさんの、そしてより良い介護の力が必要な時代に
なっています。その社会的なニーズに対応するために、
介護を仕事として志ざす人に、介護の基本的な考え方、
基礎的な知識・技術・実践力を身に着けて頂くことを目
的として開催します。
(この研修は平成24年度までホームヘルパー２級養成講
座とよばれていたものです。)

■定員　20人
■料金　10,000円(テキスト及び補助教材費)
■期間　11月22日㊏～平成27年２月21日㊏
　　　　　※別途希望者のみ介護実習あり。
　　　　　※週に3回程度の受講です。
■会場　特別養護老人ホーム　月華苑
■応募受付　平成26年10月6日㊊～
詳しくはお問い合わせください。
問月華苑　（☎69-2018）
　福祉保健介護課　介護保険係　（☎78-3144）

お母さんのための再就職実践コース受講者募集！

ホストファミリーになりませんか

介護職員初任者研修の受講生募集！

・手当（月約9.5万円やボーナス）を
貰いながら、自衛隊の高校で学ぶ！
・横浜修悠館高校に編入学し、卒業
資格を取得

＜推薦入試＞
■受験資格
　中卒（見込含）以上17歳未満の男子
　※学校長の推薦が必要
■受付期間　11月１日㊏～12月５日㊎
＜一般入試＞
■受験資格
　中卒（見込含）以上17歳未満の男子
■願書受付期間
　11月１日㊏～平成27年１月９日㊎
資料請求のみも受け付けています。
詳しくはお問い合わせください。

問防衛省自衛隊熊本地方協力本部
　玉名地域事務所　（☎72-4211）

●課長補佐（１名）

　高齢者の皆さん（おおむね65歳以上）に、本人の希望と能力に応じた仕
事を紹介しています。
■日時　毎週　月・水・金曜日　午前10時～午後4時
■場所　熊本県玉名地域振興局　有明保健所・総務福祉課内
問玉名地域振興局　（☎72-3240）

■価格　450円(税込み)　※納品後に代金と引き換え
■外観　表紙はレザーソフト
　　　　サイズは9.1㎝×15.0㎝
■申込期限　10月27日㊊
　・問　まちづくり課　企画調整係（☎78-3239）

陸上自衛隊高等工科学校受験案内 人事異動

熊本県高齢者無料職業紹介所

2015年度版県民手帳申し込み受け付け開始
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職位区分

課長補佐

氏　名

松林　智之

新

生涯学習課

旧

まちづくり課課付



相　　　談

選　　　挙

入　　　札

広告

2,561人
（前月比6人）被保険者数4,429人

（前月比△15人）被保険者数  921人
（前月比△3人）

認定者数

　 77,465円
（前月比1,327円）

 135,475円
（前月比△1,386円）

 25,054円
（前月比870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

※本人負担分を除いた費用を掲載しています。

医療費・介護費情報（平成26年 7月分）
あなたもシルバー人材センターへ登録しませんか

　現在、長洲町シルバー人材センターでは、170名ほど
の会員さんが活動されています。町内在住の60歳以上、
健康で働く意欲がある方は気軽に説明会へ参加してくだ
さい。詳しくは、事務局へお問い合わせ下さい。
　●草刈り機を使った除草のできる方を探しています。
　●女性の会員さんの登録推進中。

【入会説明会実施日】
■日　時　毎月、第１・第３水曜日　10時00分
■場　所　長洲町シルバー人材センター事務局

（☎78‒4642）

注）国民・厚生年金相談は、事前に電話での予約が必要です。

各種相談できます

家計管理相談

生活とこころの無料相談会

定例行政相談

無料法律相談

行政書士会街頭無料相談会

国民・厚生年金相談

10月15日㊌　午前10時～午後3時
10月31日㊎　午前10時～午後3時

10月  7日㊋　午後1時30分～4時30分
11月  4日㊋　午後1時30分～4時30分

10月22日㊌　午後2時～4時

10月  8日㊌　午前10時～午後3時

10月15日㊌　午前10～午後4時
10月16日㊍　午前10～午後4時

10月28日㊋　午前10時～午後3時

相　　談

役場２階相談室

すこやか館

町中央公民館

熊本地方・家庭裁判所玉名支部

熊本交通センター地下プラザコート

荒尾市役所

総務課　総務係　　　　　　　（☎78-3113）

総務課　総務係　　　　　　　（☎78-3113）

総務課　総務係　　　　　　　（☎78-3113）

熊本地方・家庭裁判所玉名支部　（☎72-3037）

熊本県行政書士会 　　  （☎096-385-7300）

日本年金機構玉名年金事務所　（☎74-1612）

日　　時 場　　所 問い合わせ

長洲町農業委員会委員一般選挙

工事（業務）名

長洲町役場庁舎太陽光発電設備設置工事

腹赤浄水場除鉄・除マンガン設備設置工事

落札業者名

信和建設㈱

理水化学㈱福岡支店

予定価格

23,489,000円

124,600,000円

落札金額

18,791,200円

99,680,000円

落札率

80.00%

80.00％

参加業者数

3

4

【一般競争入札】 入札日：8月19日

【指名競争入札】 入札日：8月29日
工事（業務）名

長洲玉名線道路改良工事に伴う下水道管渠移設工事

上沖洲・鷲巣線（鷲巣地内）道路改良工事

長洲町中央公民館改修工事

Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫改修工事

落札業者名

㈲平安建設

㈲西部建設

㈾栗原工務店

㈱山本組

予定価格

3,051,000円

4,858,000円

7,348,000円

7,832,000円

落札金額

2,959,200円

4,611,600円

7,128,000円

7,743,600円

落札率

96.99%

94.93%

97.01%

98.87%

参加業者数

6

7

6

6

　平成26年10月30日の任期満了に伴う長洲町農業委員
会委員一般選挙の選挙期日を次のとおり決定しましたの
で、お知らせします。
■選挙期日　10月26日㊐
■告 示 日　10月21日㊋
問長洲町選挙管理委員会（78-3113）

■日時　10月22日㊌　午後１時～４時
■場所　有明保健所　２階会議室
■内容　解雇や労働条件の変更その他労使間のトラブ
ルの自主解決が難しい場合に、話し合いによる解決をお
手伝いする「あっせん」について、相談や申請を受け付
けます。
問熊本県労働委員会事務局　（☎096-333-2753）

くらしの情報

労使紛争の解決のための「あっせん」の出張相談・
受付を行います
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