境

環境省は７月 21 日、特定外来生物であるヒアリが博

「学校や仕事など社会復帰しなければいけないと思っ

多港（福岡市）のコンテナヤードで、また７月 24 日に

ているが人と関わるのが怖い」
「ひきこもりのこの生活

平成 29 年度長与町総合教育会議の
開催について

は大分県中津市などの貨物コンテナ内より発見されたと

犬の放し飼いは、どんなにおとなしい犬でも、犬が苦

らないようにしましょう。もしも、アリに刺されたら、

手な方にとっては恐怖を与えることになります。散歩は、

ヒアリであれば、刺された時に熱い！と感じるような激

人にとっても犬にとっても大切なひと時です。散歩中の

しい痛みがあります。異変を感じた場合は、直ちに医療

糞は必ず持ち帰り、尿には水をかけておきましょう。
（ペッ

機関で受診してください。

トボトルを持参すると便利です）

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

とっても不幸を招くことになります。また、外飼いの飼
をかけています。猫の屋内飼育を心掛けてください。
●犬・猫を飼っている方

これから飼おうと思っている方へ

☎ 801-5820

９月 24 日㊐から９月 30 日㊏は
「結核予防週間」です
結核は昔の病気ではありません
１．どれくらいの患者さんがいますか？

長崎県では平成 27 年から 217人の方が発病していま

教育会議が設置されることになりました。総合教育会議

長与町生活相談支援センター ☎ 883-7760

申 問 西彼保健所地域保険課保健福祉班

☎ 856-5159

西彼保健所では、ひきこもりの方を抱えるご家族を対
象にご家族同士がご自身の体験や悩みを専門家のアドバ
イスを聴きながら語り合うことができる「家族のつどい」
を開催します。

・動物も高齢になると介護が必要になります。

す。県内の新規患者のうち、約５割が 80 歳以上、60

所 西彼保健所（１階小会議室）

・毎日の餌や健康管理に出費があります。

歳代、70 歳代を含めると約８割です。

・安易に繁殖させないでください（不妊去勢手術）。

２．結核はどんな病気ですか？

対 おおむね６か月以上、学校や仕事にいかず、自宅（家

庭）にひきこもっている方を抱えるご家族

せき

犬の放し飼い、猫の多頭飼いや餌やりについての苦

核患者の咳 などで、結核菌が飛び 散り、周りの人が 直

情が多く寄せられます。もう一度、犬や猫たちの飼

接吸い込むことで感染の恐れがあります。

い方、そして動物たちにとって

29年度

28年度

29年度

607.88

491

477

699.15

703.12

530

534

6

581.32

624.27

455

490

7

593.86

609.95

450

464

8

588.22

446

9

568.28

445

10

559.40

423

11

565.65

442

12

614.16

464

1

562.62

425

2

487.45

408

3

573.43

436
5,415

自分自身の健康を守ることはもちろん、家族や友人な

どへの感染を防ぐために早期発見・早期治療が重要です。
①咳が２週間以上続く・痰がでる（痰に血が混ざる）・体
がだるい・微熱などの症状が長引くときは、医療機関
で診察を受けましょう。

第 12 回健康まつり開催！！
問 健康保険課健康増進係

☎ 801-5820

時 10 月 22 日㊐ 10 時～ 15 時

所 健康センター、ふれあいセンター

内 ●血管年齢・骨密度・体組成・体力などの健康度測

定及び健康相談

②毎年実施される健康診断や人間ドックを積極的に活用
し、年に１回は健康診断を受けましょう。
③乳幼児は、結核に感染すると重症になりやすいので、
予防のために BCG 接種を受けましょう。

●食についての展示や試食、ピザ作りや親子クッキ
ングなどの体験
●絵本やおもちゃなどのお譲りやお遊びコーナーの開設

●焼き立てピザ、農産物、調理パンやおにぎりセット
などの販売

松本外科医院閉院のお知らせ
申 問 健康保険課健康増進係

☎ 801-5820

松本外科医院は、８月 31 日をもって閉院いたしまし
1,965

ゴミを出すときはきちんと分別をし、曜日と時間を守りましょう。
気温も高くなっていますので、悪臭や害虫の原因になる恐れが
あります。よろしくお願いいたします。
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４．定期健康診断、早めの受診を！

・ひきこもりの方を抱える家族同士の座談会

た。これに伴い、各種健康診査、予防接種についても
終了いたしましたので、今後ご検討をなさっている住民
の皆さまは、他の医療機関をご利用くださいますようお
願いします。

●高田小学校でのミニウォーキングコーナー
●その他、薬剤師による薬の相談や薬局体験、高田
保育所の園庭開放、子育て支援センターなどのコー
ナーもあります。ぜひご来場ください。
※詳しくは９月に世帯配布するチラシをご覧ください。
小さいお子さんをお連れのお父さん、お母さん、
おじいちゃん、おばあちゃん、いろんな世代で楽
しめるコーナーがたくさんあるよ♪

・内容につきましては、現在調整中です。
・会議の傍聴を希望される場合は、15 時 30 分から 15
時 50 分の間に会場入口前で受付を行います。
・会議の内容により、非公開となる場合があります。
・希望者が多数の場合は、会場の都合により傍聴をお断
りする場合があります。
・なるべく公共交通機関を利用してお越しください。

役場の一部窓口を、
第２・第４土曜日に開庁しています
問 各課へ

☎ 883-1111（代表）

一部窓口の開庁は、庁舎１階の住民福祉部 ( 住民環
境課、こども政策課、福祉課 )、健康保険部 ( 健康保険課、
介護保険課 ) です。
時 ９月９日㊏、10 月 14 日㊏

９時～ 12 時 30 分

９月 23 日㊏は祝日（秋 分の日）、10 月 28 日㊏は
長与町殉国者追悼式のため開庁しません。ご注意く
ださい。
※正面玄関をご利用ください。
利用時の注意点
・国の機関や県、他の市町村への照会や確認などが必要

な業務は、当日対応できません。また、内容によって
はお待ちいただいたり、受付できない場合もあります。

・取扱いできる業務の詳細は、事前（平日）に各課へご
確認いただきますようお願いいたします。

地元再発見

地元再発見

626.25

5

2,545.22

内 ・ひきこもり支援に関する情報提供

いない場合は、他の人に感染させる心配はありません。

4

7,019.79

発病することがあります。また、発病しても排菌（咳

このたび、
「平成 29 年度長与町総合教育会議」を次
のとおり開催します。
時 10 月２日㊊ 16 時～ 所 役場本庁舎４階会議室

カレンダー

カレンダー

28年度

・ひきこもりの方を抱える家族同士の座談会

です。

子育てランド

子育てランド

月別排出量（ｔ）

第２回 時 11 月 10 日㊎ 14 時～ 15 時 30 分
内 ・精神科医によるミニ講話

第３回 時 平成 30 年１月 12 日㊎ 10 時～ 11 時 30 分

たん

１日１人当たりの
排出量(ｇ)

・ひきこもりの方を抱える家族同士の座談会

て、感染後体内で休止していた結核菌が活動を始め、
や痰 とともに結核菌が空中に吐き出されること）して

平成 28 ～ 29 年度
一般家庭からのもやせるゴミ排出量

内 ・ひきこもり支援に関する情報提供

を共有し、連携して教育⾏政を推進していくためのもの

図書館だより

図書館だより

えられます。病気や加齢などによる免疫力の低下によっ

だきたいと思います。

月

３．
「感染」しても「発病」するとは限りません

感染しても、健康で体力があれば結核菌の増殖を抑

何が幸せなのかを考えていた

第１回 時 ９月８日㊎ 10 時～ 11 時 30 分

は、町⻑と教育委員会が教育の課題及び⽬指すべき姿

健康テラス

健康テラス

結核菌によって、主に肺に炎症を起こす病気です。結

する法律」が改正され、すべての地方公共団体に総合

スポーツ広場

スポーツ広場

・動物をただ飼うだけでは情操教育になりません。

平成 27 年４月に「地⽅教育⾏政の組織及び運営に関

相談先 ①長与町役場健康保険課健康増進係

平成 29 年度ひきこもり家族の
つどいのご案内

健

☎ 801-5781

暮らしの情報

暮らしの情報

い猫は近所で糞や尿をして、知らないうちに周りに迷惑

保

問 総務課行政係

町民が参加する
地域のチカラ

町民が参加する
地域のチカラ

可哀相だからと餌を与えるだけでは、結果として、野

はご相談ください。

②長与町社会福祉協議会

●猫について

良猫を増やすことになり人間と共生していく動物たちに

をどうにかしたいが何からはじめればいいかわからない」
「誰かに私の胸の内を話したい」などの内容でお困りの方

町のお仕事紹介

町のお仕事紹介

発表しました。あやしいアリがいたら、近づかない、触

情報通

情報通

くらし

●犬について

合計

12

ひきこもりで悩んでいる方またはご家族へ

ヒアリについて

犬・猫のマナーについて
～犬・猫について考えましょう～

長与川まつり

長与川まつり

環

平成 31 年 10 月から消費税の
軽減税率制度が実施されます

問 長崎税務署（長崎市松が枝町６番 26 号）

☎ 822-4231
（音声ガイダンスに従い「３」をプッシュ）
受付時間８時 30 分～ 17 時（土日祝日を除く）

消費税率 10％への引上げに伴い、
「酒類・外食を除く
飲食料品」と「定期購読契約が締結された週２回以上
発行される新聞」を８％に据え置く「軽減税率制度」が
実施されます。
詳しくは 国 税 庁 ホームページ（https://www.nta.
go.jp/）内の特設サイト、または最寄りの税 務署へお
問い合わせください。
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