消 費 者 注 意報

インターネット通信販売の詐欺的サイトにご注意！

年金だより

!

詐欺的サイトを見分けるポイント
URL が購入希望サイト
と異なる

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

○○ショップ当店は ×××× 年の創業。商品品質、
信用第一！全て 100％正規品保障！！
ホーム

商品一覧

﨤品﨤金について

お問い合わせ

在庫あり
50,000 円→10,000 円 80％OFF

支払い方法が銀行振込のみ
■支払い方法について
になっている
銀行振込
■送料・配送について
送料無料三日か五日で届けます

図書館だより

※長与町ホームページでも消費生活に関する情報を
お知らせしています。
町ホームページ→相談窓口→消費生活相談

地 域 密 着 型 サービスにつ いて

☎801-5886

長与町内各保育所・認定こども園のご案内
施

設

名 高田保育所 長与保育園

設 置 主 体

長与町立

めぐみ
保育園

のぞみ
保育園

わかば
保育園

道の尾
保育園

あじさい
保育園

ひかり
保育園

おおとり
保育園

上長与
こども園

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 学校法人
みのり会
みのり会
みのり会
みのり会
みのり会
野の花会
宝子会
髙月会
上長与学園

高田郷2047-3 嬉里郷675
岡郷3049-39 北陽台1-3-1 吉無田郷
吉無田郷
吉無田郷
三根郷53-100 嬉里郷1142-1 高田郷83-5
☎883-8855 ☎883-7747 1489-94
☎883-1040 ☎883-4906 ☎856-0970 1221-155
所 在 地 ☎856-2333 ☎883-2538 2030-10
（長与マルキョウ （道の尾駅付
（ふれあい
（長与町役場
☎883-8853 （堂崎公園内） （ヴューテラス ☎883-4035
☎883-3466 （長与
及び連絡先 センター付近） 付近）
（サニータウン内）
（長与
近）
北陽台内）
（長与駅付近） ニュータウン内）付近）
ニュータウン内）

定

員

90 人

150 人

160 人

70 人

150 人

120 人

90 人

50 人

60 人

51 人

対 象 年 齢 ３か月以上児 ５か月以上児 ５か月以上児 ５か月以上児 ５か月以上児 ５か月以上児 ３か月以上児 ３か月以上児 5 か月以上児 6 か月以上児
保 育 時 間

７時～ 19 時

※ 18 時～ 19 時は延長保育となります。（保護者の勤務形態などによって異なります）

※わかば保育園については、改修工事のため平成 30 年３月まで（予定）仮園舎で保育を行います。（仮園舎）嬉里郷 1096 番地 ASK ビル
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※サービス利用開始時点で町内に継続して1年以上在住していること。

●小規模多機能型居宅介護
（対象者：要支援１・２、要介護１～５の方）
通所（デイサービス）を中心に、必要に応じて訪問や
泊まり（ショートステイ）のサービスを組み合わせて利
用できます。
町内施設
かがやき
ぴーぷる長崎

（本川内郷2-3
（岡郷1657

℡883-5555）
℡885-7117）

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
（対象者：要支援２、要介護１～５の方）
認知症高齢者が共同生活をする住宅です。介護スタッフ
による食事・入浴などのサービスを受けられます。

町内施設
サポートピア葉山
（高田郷2179-1 ℡855-2871）
グループホーム どりーむ荘 （平木場郷517-5 ℡883-4100）
グループホーム ながよ
（嬉里郷592-1 ℡887-5810）
グループホーム のぞみの杜 （吉無田郷1578 ℡887-3333）
グループホーム みどりの岡 （岡郷1422-2 ℡813-4445）
グループホーム 夕陽の丘 （岡郷1669-1 ℡813-4385）
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
（特別養護老人ホーム）
（対象者：要介護３～５の方）
小規模な介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で
す。日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受け
られます。
町内施設
かがやき

（本川内郷2-3

カレンダー

カレンダー

その他
・保育の利用は、先着順ではありません。申込状況
や利用定 員、保育の必要性などにより、利用を
お待ちいただく場合がありますので、ご了承くだ
さい。
・すでに平成29年度の利用申込みをされており、空
き待ちなどで利用できていない方についても、新
たに平成30年度の利用申込みが必要です。

地域密着型サービスとは、介護が必要な高齢者の方
が、住み慣れた自宅や地域で、生活を継続しながら利用
できる介護サービスです。
町内にある地域密着型サービス施設は町民のみが利用
できます(※)。原則として他市町村の地域密着型サービス
を利用することはできません。
町では地域密着型の各施設で以下のサービスを受ける
ことができます。

地元再発見

地元再発見

保育所などの利用申込みができる方
小学校就学前のお子さんで、保護者のいずれもが「仕事をし
ている」
「出産の前後である」
「入院加療が必要である」など、
保育所などでの保育を必要とする場合に利用することができ
ます。
申込書類配布 申込書類はこども政策課で配布しています。
受付期間 12月１日㊎～28日㊍ ９時～12時、13時～17時
（土・日・祝日は除く）

問 こども政策課

883-1111（代表）

子育てランド

子育てランド

平成30年度保育所などの利用申込み受付のお知らせ

問 介護保険課

図書館だより

介護保険の
しくみ

困ったときは消費生活センターまたは長与町役場相談窓口へご相談ください。
局 番 な し☎188
☎824-0999
☎883 -1111

健康テラス

健康テラス

機械翻訳したような不自然
な日本語表現がある

連絡先に電話番号の記載がない
問い合わせ用の E メールアドレスがフリーメールアドレス

消 費 者 ホ ットラ イン
長 崎 県 消 費 生 活センター
長与町消費生活相談 窓口

スポーツ広場

スポーツ広場

会社概要
住所が番地まで
記載されていない
○○ショップ
住所：東京都〇〇区
連絡先 ○○＠abc.com

暮らしの情報

暮らしの情報

△△のロゴが刻印された上品な
商品価格が大幅に安い
デザインが人気の財布！
在庫あり
購入する
35,000 円→3,500 円 90％OFF

国民年金基金のご案内
自営業者などの国民年金加入者が、国民年金保険料に
上乗せして掛金を積立て、厚生年金並みの年金を受けるこ
とができる公的な年金制度です。掛金全額は社会保険料
控除が受けられ、所得税・住民税軽減などのメリットがあり
ます。
お問い合わせや資料請求は、直接『長崎県国民年金基
金』へご連絡ください。
◆加入対象者◆
・20～60歳未満の国民年金第1号被保険者で、保険料の
未納者・免除者などを除く。
・60～65歳未満で国民年金任意加入者。
問 長崎県国民年金基金 ℡0120-65-4192

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

購入する

●今年の１月１日から12月31日までに納付した国民年金保
険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会
保険料控除の対象です。
●国民年金保険料を９月30日までに納付された方は11月
上旬に、10月１日以降に今年初めて納付された方は来年
の２月上旬に、日本年金機構から「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が送付されます。年末調整や確
定申告の際には、この控除証明書（または領収証書）を
必ず添付してください。
●「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の照会や
再発行（１週間程度で送付されます）については、基礎
年金番号のわかる物をご準備のうえ、下記へご連絡くだ
さい。なお、再発行は長崎北年金事務所でも行っており
ますので、詳しくはお尋ねください。
《控除証明書専用ダイヤル》
☎0570-003-004（ナビダイヤル）

字体（フォント）に
通常使用されない
字体が混ざってい
る

人気ブランド□□のバッグで、
今期最も注目されている最新モデル！

「平成29年度社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書」
が発行されます

町のお仕事紹介

町のお仕事紹介

http://www.〇△×□-shop.com
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861-1354
801-5821

情報通

情報通

インターネットによる通信販売では「注文しても商品が届かない」
「海外からニセモノが届いた」
「連絡がとれない」
などのトラブルが多発しています。購入する場合は、詐欺的サイトかどうか見極めるようにしましょう。

問 日本年金機構長崎北年金事務所
役場健康保険課年金係

第 回
町民体育祭

第 回
町民体育祭
47

℡883-5555）

●地域密着型通所介護
（対象者：要介護１～５の方）
平成28年４月から小規模な通所介護が地域密着型サー
ビスに移行しました。定員が18人以下の小規模な通所介
護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、
機能訓練などを日帰りで行います。
町内施設については、介護保険課までお問い合わせくだ
さい。
※各施設において利用定員や条件などもありますので、利用を希望され
る場合は各施設もしくは担当のケアマネジャーにご相談ください。
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