
新政策推進課からのお知らせ

対馬市創業等支援事業補助金の希望者を募集します

問い合わせ しまづくり戦略本部　新政策推進課　☎0920（53）6111
　

　対馬市では、市内における地域資源の更なる活用と雇用の増加を目指して、創業を希望している方や
新たな分野への取り組みをされる方を支援するため「対馬市創業等支援事業補助金」を創設しました。
　この補助金を活用して、創業等を希望される方は下記により申し込みください。

○内　　容　１．地域経済循環創造事業（定額補助、上限5,000万円）
地域資源を活用する事業で地域の金融機関から相当額の融資があり、かつ新規の雇用
がある創業の初期投資に対する補助
２．新規ビジネス応援事業（補助率2／3、上限100万円）
　新規のビジネスを立ち上げる経費への補助
　ただし、新規雇用者の人件費が補助対象経費の1／3以上あること
３．6次産業化推進事業、４．農商工連携支援事業（上限100万円）
（1）新商品開発事業（補助率2／3、上限50万円）
　　　新商品、新サービス等の研究・開発の取り組みへの補助
（2）販路拡大事業（補助率2／3、上限50万円）
　（1）によって研究・開発した新商品、新サービス等、または生産者自らが生産し
　　た商品の販路拡大の取り組みへの補助
（3）施設整備事業（補助率1／2、上限100万円）
　　（1）の事業を実施した者が実施する施設整備・改修等への補助

５．対馬どぶろく特区活用支援事業（補助率2／3、上限100万円）
　対馬産お米を原料としたどぶろくを商品化する事業への補助

○応募条件　１．地域経済循環創造事業、２．新規ビジネス応援事業
　　市内に事業所等を有し、又は設けようとする法人・団体・個人等
３．6次産業化推進事業
　　市内に住所を有する農林漁業者・法人・農林漁業者等が組織する団体
４．農商工連携支援事業
　　市内に事業所等を有し、又は設けようとする法人・団体・個人等で次の者
　　①商工業者　②対馬農業協同組合　③市内各漁業協同組合　④対馬森林組合　
　　⑤対馬市商工会　⑥農林水産加工業者　⑦対馬観光物産協会　
５．対馬どぶろく特区活用支援事業
市内に住所を有し下記の①と②両方に該当する者で、酒類製造免許を取得している
者、又は取得しようとする者
　　①農業を営む者　②農家民宿、又は農家レストランを営んでいる者

○応募期間　平成27年7月1日（水）～7月31日（金）
　　　　　※地域経済循環創造事業補助金は、上記の期間に限らず相談・申請受付を行っています。

○応募方法　対馬市創業等支援事業補助金交付要綱で定める補助金交付申請書に添付書類を添えて、下
　　　　　　記の申込先に持参して応募してください。

○交付決定　審査会で審査のうえ決定します。※地域経済循環創造事業は国の決定による。

○申 込 先　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　しまづくり戦略本部　新政策推進課
　　　　　　　　　　　　 E-mail：shinseisaku@city.nagasaki-tsushima.lg.jp

※創業に関する相談は、上記の応募期間に限らず受け付けていますので、いつでもご相談ください。
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政策企画課からのお知らせ

対馬市総合戦略推進会議の公募委員を募集します！

問い合わせ 総合政策部　政策企画課　☎0920（53）6111
　

　今後の人口減少抑制のための取組みを網羅した“対馬市人口ビジョン”及び“対馬市総合戦略”を策定す
るため、市民公募委員を募集します。
　一緒に汗を流していただける市民皆様のご応募をお待ちしております。
○募 集 期 限　平成27年 6月25日（木）まで
○募 集 人 数　2名
○応 募 資 格　20歳以上で市内に居住又は通勤している方
○任　　　期　平成27年7月1日～平成29年3月迄
○会　　　議　平成27年度：2～3回程度の予定（報酬・交通費支給）
○応 募 方 法　申込書により提出願います（郵送・FAXでも可です）。
※申込書は、下記及び各振興部に設置しております。

総務課からのお知らせ

対馬市有線テレビ番組審議会の公募委員を募集します

問い合わせ 総務部　総務課　☎0920（53）6111
　

○募 集 人 員　1名
○委員の任務　有線テレビの自主放送番組基準に基づき、対馬市情報センターで放送する番組、施設の
　　　　　　　業務・管理運営について審議
○委員の任期　平成27年9月1日～平成29年8月31日
○応 募 資 格　・市内に住所を有し、現に居住する20歳以上の方
　　　　　　　・平日昼間に開催される委員会に出席可能な方
　　　　　　　・本市の他の審議会等の公募委員に2以上選任されていない方
　　　　　　　・行政機関の職員及び市議会議員ではない方
○応 募 方 法　総務部　総務課・各振興部並びに各行政サービスセンター及び対馬市ホームページ上に

用意してある所定の申込書に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・FAX・Eメールによ
り提出

○応　募　先　持参：総務部　総務課・各振興部地域振興課・各行政サービスセンター
　　　　　　　郵送：〒817-8510　対馬市厳原町国分1441　対馬市役所　総務部　総務課
　　　　　　　FAX：0920（53）6112　E-mail：tsushima@city.nagasaki-tsushima.lg.jp
○応 募 期 限　平成27年7月31日（金）まで
○選 考 方 法　対馬市審議会等の委員の公募に関する要綱第9条の規定に基づき選考
○報　酬　等　対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例により支給

「対馬市名誉市民 故永留久恵先生 追悼の会」のご案内

　4月17日に逝去されました対馬市名誉市民である故永留久恵先生の生前の功績をしのび哀悼の意を捧
げるため、名誉市民条例に基づく市公葬として「対馬市名誉市民故永留久恵先生追悼の会」を下記のと
おり執り行います。
　つきましては、市民の皆様へ謹んでご案内申し上げます。
　当日は、どなたも献花することができますので、時間までにご来場ください。
○日　　　時　　6月27日（土）14：00～
○場　　　所　　対馬市交流センター2階　イベントホール
○形　　　式　　無宗教による献花式
※なお、公葬ですので、ご供花・ご香典などの儀は堅く辞退申し上げます。
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市民協働・自然共生課からのお知らせ

「ツシマヤマネコ基金」への寄付状況をお知らせします

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課　☎0920（53）6111
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678,242円

47,946円

69,252円

46,898円

15,852円

1,322円

859,512円

184,722円

5,703円

7,535,065円

事　業　指　定　項　目　 件　数 金　　額

ツシマヤマネコの保護及び自然環境の保全に関する事業

動植物の調査・研究に関する事業

対馬市内の自然環境保護団体の活動推進に関する事業

対馬の自然環境を普及啓発する事業

その他目的達成のために市長が必要と認める事業

　　　　　　　　　　　　　　利　子

　　　　　　　　　　合　計

内　ツシマヤマネコ寄付金付自動販売機分

　　対馬野生生物保護センター募金箱等

平成26年度末　基金現在高

21件

20件

9件

8件

7件

65件

22件

1件

内山盆地の里やまねこ会、伊藤麻子、瓜生惠子、株式会社SNC
住友大阪セメント株式会社 社員有志、ツシマヤマネコ寄付金付き自動販売機分
対馬野生生物保護センター募金箱等、那須高原リゾート開発株式会社、原田正彦、藤原夕希子

お名前の公表を承諾された寄付者の皆様（平成26年度）　　　　　　　　　　　　　敬称略・50音順

申込・問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課　☎0920（53）6111
　

親子で環境スタディツアーIN水俣市を募集します
～「日本の環境首都」といわれる水俣市で環境保全対策を学ぼう～

○日　　時　平成27年8月20日（木）～22日（土）※2泊3日
○応募資格　市内の小学生（原則4年生以上）とその保護者（1名）
○募集人数　親子合わせて16名（8組）
　　　　　　※応募者多数の場合は抽選致します。
○募集期間　6月29日（月）～7月24日（金）
○参 加 費　子ども：無料　保護者：20,000円
○主なツアー内容（対馬空港集合・解散です）
　　　　　　１日目　飛行機で福岡空港へ移動し新幹線で熊本県水俣市へ→水俣病学習（資料館見学）
　　　　　　　　　　→環境学習（施設見学）コテージに宿泊　※夕食はBBQ
　　　　　　２日目　体験学習（うたせ船体験等）→アトラクション体験　湯の児「海と夕やけ」に宿泊
　　　　　　３日目　体験学習（ストラップ製作）→新幹線で博多駅へ移動し飛行機で対馬へ　※解散
　　　　　　※参加者はツアー終了後、アンケート・感想文を提出して頂きます。

　平成26年度は基金活用事業として、1事業を実施し、基金から充当しました。
　対馬の希少な植物種保全事業：300,000円（長崎県立諫早農業高等学校との種の保存に関する協定
書に係る共同研究負担金として）
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ネコの健康生活サポートキャンペーン価格改定のお知らせ

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課（対馬地区ネコ適正飼養推進協議会事務局）
☎0920（53）6111
　

　対馬市ネコ適正飼養条例に基づき、対馬市内でネコを飼養する場合は、動物病院におけるマイクロ
チップの埋込みおよび飼いネコの登録申請等が必要です。
　平成27年度より一部料金が改定されていますのでお知らせいたします。

後期高齢者医療の被保険者の皆様へ
「お口“いきいき”健康支援（口腔ケア）事業」実施中です

問い合わせ 保健部　保険課　　　　　　　　☎0920（58）1579
長崎県後期高齢者医療広域連合　☎095（816）3930

保険課からのお知らせ

　長崎県後期高齢者医療広域連合では、疾病予防や身体機能の向上を目的とした「お口“いきいき”健康
支援（口腔ケア）事業」を実施しています。
　お口の中の衛生、かむ力、飲み込む力といった口腔機能の向上は、食事をおいしく食べるだけでなく、
全身の健康や生活全体の活性化につながります。
　みなさんも、ぜひこの機会にお口の健康指導を受けてみませんか？

○対 象 者　後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方
　　　　　　（県外居住の方や医療機関等へ入院（所）中の方は除きます）
○申込方法　保健部保険課または広域連合に電話等で申し込みください。
○受診方法　広域連合から送付する受診券により長崎県歯科医師会加盟の歯科医院で、

3回を限度にお口の健康指導が受けられます。
○自己負担　無料
○申込期限　平成27年12月18日（金）まで



文化財課からのお知らせ

対馬民謡『正調しんき節』伴奏用CDを作成しました

問い合わせ 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341
　

問い合わせ 保健部　保険課　☎0920（58）1118

保険課からのお知らせ

65歳以上（第1号被保険者）で一定所得以上の方は
介護サービスを利用するときの自己負担が2割になります

一部の方の高額介護サービス費の利用者負担限度額が
引き上げられます

【2割負担となる方】
　本人の合計所得金額が160万円以上の方
　ただし、以下のいずれかに該当する方は１割負担のままとなります。
　　①市民税非課税者
　　②生活保護受給者
　　③「年金収入」＋「その他の合計所得金額」※1が単身で280万円未満
　　　65歳以上の方が2人以上いる世帯では346万円未満
　※１「その他の合計所得金額」とは給与収入や事業収入等から給与所得控除
　　　や必要経費等を控除した額のことです。
【負担割合証】
　利用者の負担割合を示す証明書が発行されます（要介護認定を受けている方のみ）。
　有効期間：1年間（8月1日～翌年7月31日）
　現在要介護認定をお持ちの方には7月中に郵送で配布します。

　同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」
の利用者負担段階区分（所得などに応じた区分）に「現役並み所得者（※）」が新設され、新しい限度額
が設定されます。

利用者負担段階区分

現在（平成27年7月まで）

限　度　額

○一般世帯 37,200円

○住民税非課税世帯 24,600円

15,000円
（個人）

○生活保護の受給者など 15,000円

・公的年金等の収入金額
と合計所得金額の合計
が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者

※「現役並み所得者」…同一世帯に課税所得145万
円以上の65歳以上の方がいて、世帯内の65歳
以上の方の収入の合計が単身で383万円以上、
2人以上で520万円以上の方

利用者負担段階区分 限　度　額

○現役並み所得者 44,400円

○一般 37,200円

平成27年
8月から

平成27年
8月から

◆利用者負担の上限（1か月）

改正後（平成27年8月から）

対馬島郷土芸能保存会
　永留 堯吉会長
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　対馬市教育委員会では、対馬島郷土芸能保存会からの要望を
受け、対馬で謡い継がれてきた民謡『正調しんき節』の伴奏用
CDを作成しました。
　地域の歴史や伝統文化に触れる学習素材として、市内の小中
学校に配布しています。　

（保存会永留会長談）幅広い世代に謡ってもらえるよう、
様々な音階の伴奏CDを作成していただきましたので、市
民の皆さまにも謡っていただきたいと思います。



観光交流商工課からのお知らせ

「宗義智公顕彰碑」の建立に向けたご支援のお願い

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　☎0920（53）6111
　

　今年は、宗義智公没後400年にあたります。対馬初代藩主として対馬のために生涯をささげた義智公
の功績を後世に伝え、そして、国内外に対馬の歴史文化を発信するシンボルとして「宗義智公顕彰碑」
の建立を計画しました。是非その意義をご理解いただきご支援いただきたいと思います。なお、設置の
概要は次のとおりです。
　・設置する顕彰碑：ブロンズ立像（像２ｍ、台座1.8ｍ）、衣装は束帯
　・設置予定場所：厳原町中心部の目立つところを選定中
　・設置総予算：約600万円

○ご寄付の方法について
　賛同いただける方は「趣意書」と「寄付申込書」を送付させていただきますので、下記の問合せ先ま
でご連絡ください。また、口座番号を記載していますので、直接お振り込みいただいても結構です。
　なお、5万円以上のご寄付をいただいた方につきましては、台座に設置する芳名板に刻印させていた
だきます。

○宗義智公
　対馬藩初代藩主で、秀吉の無謀な政策で時代が激動する最中、対馬藩の存立と経済基盤の確立を図る
ため尽力し、多くの苦難を乗り越え、当時の中央政権と結びつき、対馬の特殊性を活かした安定的な藩
政を構築するという偉大な功績を残しました。この義智公の生涯は、時代を超えて称えられるべきもの
であると考えます。

○宗義智公顕彰碑建立実行委員会　〒817-0022
　　　　　　　　　　　　　　　対馬市厳原町国分1441　観光交流商工課内
　　　　　　　　　　　　　　　☎0920（53）6111　FAX 0920（52）1214
　　　　　　　　　　　　　　　口座番号　十八銀行対馬支店　普通　1042525　
　　　　　　　　　　　　　　　朝鮮通信使対馬顕彰事業会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　小　島　武　博

のぼりのお店で利用できます

　ご存じですか？20％お得な「しまとく通貨」。
　1セット6,000円分の商品券を5,000円でお求めいただけます。
　宿泊施設・飲食店・お土産・レンタカーなど、対馬島内234店舗
（5/21現在）の加盟店で利用できます。島外に住民票があるご親戚・お
子さんの里帰りに、ご友人の島旅に、是非おすすめください。

○有効期限　購入から半年間

○購入場所　対馬空港・厳原港・比田勝港・対馬観光物産協会・ショッ
　　　　　　ピングセンターティアラなど
　　　　　　※お1人6セットまで購入できます。

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　☎0920（53）6111
しまとく通貨発行委員会　　　☎0570（039）402

夏の郷還りにおすすめください！「しまとく通貨」
さ と が え
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【市内に住民票のある方は対馬島内での購入はできません】



対馬市国民健康保険被保険者の人間ドック費用の一部を助成します

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
長崎県　対馬保健所　☎0920（52）0166
　

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116
　

　対馬市に人間ドックの検査結果報告書を提供してくださる方に、費用の一部を助成する制度を新設し
ました。
○対　象　者　40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で保険税の滞納がない世帯に属する方
○助 成 交 付　人間ドックの受診に要した費用の1／2、上限2万円
○申 請 期 間　平成27年6月1日（月）～平成28年3月31日（木）

※平成27年度受診分に限る（結果の写しが必要ですので、早めの受診をお勧めします）
○申 請 方 法　事前に健康増進課に助成金申請の予約をされ、受診後に国民健康保険人間ドック費用

助成金交付申請書兼請求書（様式第1号）に医療機関の領収書および結果報告書の写
しを添えて、最寄りの国民健康保険担当課窓口で申請してください。
申請の際は、振込先口座が確認できるもの、印鑑をご持参ください。
※助成を受けられる場合は、市が実施する特定健診・がん検診は受けることができません。

○医 療 機 関　対馬市内では、長崎県対馬病院・長崎県上対馬病院で受診可能です（この2病院に限
るものではありません）。

MERS（マーズ）に注意してください！

　現在、韓国でMERSが発生しています。MERSに対する特別な治療方法やワクチンはありませんが、
簡単には感染しないと言われています。正しい知識で予防することが大切です。
○症　　　　状　感染してから2～14日後に発熱や呼吸器症状（せき、息切れ等）を引き起こします。
○感 染 経 路　感染者との濃厚接触（接触感染・飛沫感染）
○予 防 対 策　手洗いやマスクの着用・咳やくしゃみなどの症状がある人との接触はできるだけ避ける。
○水 際 対 策　厳原港・比田勝港では、問診や体温確認（サーモグラフィ）を実施しています。
○疑わしい時は　MERS発生国から帰国後14日以内に発熱や咳などの症状が出たなど、感染の疑いが

ある場合は、直接医療機関に受診はせず、先ずは対馬保健所に連絡をお願いします。

※詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
　国立感染症研究所ホームページ　http://www.nih.go.jp/niid/ja/
　長崎県医療政策課ホームページ　http://www.pref.nagasaki.jp/section/iryo/

健康増進課からのお知らせ

「ヘルスメイト」新たに22名が仲間入りしました

　対馬市では、市民の皆さんの健康づくりをお手伝いしていただく食生活改善推進員（愛称：ヘルスメ
イト）養成講習会を平成26年度に開催しました。
　4月から新しく22名が仲間入りしました。どうぞよろしくお願いします。
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農林・しいたけ課からのお知らせ

猪・鹿でお困りの方へ

問い合わせ 農林水産部　農林・しいたけ課　☎0920（53）6111
　

問い合わせ 農林水産部　農林・しいたけ課　有害鳥獣対策室　☎0920（53）6111
　

　私たちがお住まいの地域にうかがい、問題解決に向けた取り組みをサポートします!!

被害が発生し早急に被害箇所を見てもらいたい方は…
平日の午後1時から午後5時までに連絡してください。

○連絡先　上県・上対馬……☎090（3070）2401

　　　　　峰・豊玉…………☎090（8919）2402

　　　　　美津島・厳原……☎090（8919）2403

○被害があって困っている
　被害場所を一緒に見て、どこから入って
きたのか、なぜ入られたのかなど、被害対
策について一緒に考えます!
○防護柵を張ったのに侵入される
　防護柵が適切に設置できているか点検し
ます!
○動物が畑を荒らすけど、何の動物か知りたい…
　センサーカメラを設置して撮影します!

○仲間（地域）で対策を考えたいなぁ…
　座談会を開催して、被害対策の講習や話し
あいの場をつくり、一緒に被害対策について
考えます!

森林を伐採する時、森林の土地の所有者になった時は必ず届出をしましょう

　森林を伐採するときには、市役所にある伐採届用紙に必要事項を記入し、伐採
を開始する90日～30日前までに提出するように森林法で定められています。
　また、平成24年度から新たに森林の土地の所有者になった場合、届出が義務付
けられています。売買や相続等により森林の土地を取得した方は、面積に関わら
ず届出をしてください。

環境政策課からのお知らせ

生ごみの分別収集にご協力をお願いします！

問い合わせ 市民生活部　環境政策課　☎0920（53）6111
　

　対馬市では、平成24年度から生ごみ等の分別収集の実証実験事業を行っております。今年度も協力
世帯数の増加に向けて、協力地区及び世帯の募集を随時行いますので、皆様のご協力をお願いいたします。
　また、平成27年3月25日に対馬市美津島町根緒地内に「対馬市生ごみ等堆肥化施設」が完成し、平
成27年度から稼働しております。
　平成27年度につきましては実証実験中のため、実証実験事業に登録後、生ごみ等堆肥化施設に生ご
み等を直接搬入する事業所等につきましては、手数料を免除いたします。
※詳しくは下記までお問い合わせください。

　私たちを地域で見かけた時は、気軽にお声をかけてください！

サポート内容
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平成27年度 家族介護実技研修会を開催します
『自分らしく　その人らしく…　思い出をつかった会話と介護』

こども未来課からのお知らせ

子育て世帯臨時特例給付金の申請は、もう済ませましたか？

問い合わせ 福祉事務所　こども未来課　☎0920（58）1119
　

子育て世帯臨時特例給付金とは…
　消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施されるも
のです。
　平成27年6月分の児童手当（特例給付を除く）を支給する市区町村に申請が必要です。
　申請は、児童手当の現況届の手続きとあわせて行います。

　支給要件

○支給対象者　平成27年6月分の児童手当を受給される方が対象です。
※特例給付を受給される方は対象になりません。
※上記以外の方で、DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童は、対馬市で申
　請を受け付けることが出来る場合がありますのでご相談ください。

○対 象 児 童　支給対象児童は平成27年６月分の児童手当の対象となる児童
○支　給　額　対象児童1人につき3,000円
○基　準　日　平成27年5月31日

　申請方法

○申　請　先　対馬市福祉事務所　こども未来課（豊玉町仁位380）
南福祉保健センター　　　　　　（厳原町国分1441）
美津島行政サービスセンター　　（美津島町雞知甲550-2）
峰行政サービスセンター　　　　（峰町三根451）
北福祉保健センター　　　　　　（上県町佐須奈甲567-3）
上対馬振興部　住民生活課　　　（上対馬町比田勝575-1）

○申 請 期 間　平成27年6月10日～平成27年12月10日
○提 出 書 類　申請書（児童手当の現況届とあわせて郵送しております）

※公務員の方は、基準日時点で住民票が対馬市にある方が対象です。勤務先から案内
　がありますのでそちらもご確認ください。

問い合わせ 対馬市地域包括支援センター（地域包括・医療対策課内） ☎0920（58）1117
　

地域包括・医療対策課からのお知らせ

　高齢者やその家族が、介護や支援を受けながら自宅で安心して生活するため、認知機能改善に有効と
される『ライフレビュー』の初歩的な手法についてご紹介します。
　皆様のご参加をお待ちしております。
○日　　時　平成27年6月27日（土）13：30～16：00
○会　　場　対馬市上対馬総合センター　2階研修室
○研修内容　①講演『人を理解すること　歴史を知ること』
　　　　　　　　医療法人昌生会　出口病院精神科医　竹内 隆氏
　　　　　　②実技『思い出の引き出しを開く鍵』
　　　　　　　　認知症疾患医療センター　作業療法士　宮川 由香氏
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問い合わせ 水道局　☎0920（52）0943
　

対馬市水道局指定給水装置工事事業者一覧　（平成27年5月1日現在）　

水道局からのお知らせ

水を大切にしましょう

　「水」は毎日の生活に欠くことが出来ない大切な「宝」です。
　快適で豊かな暮らしを支える水は一日として欠かすことは出来ません。
　蛇口をひねれば、必要な時に必要なだけ使える水道水ですが、水も限られた資源のひとつです。
　限りある水を有効に利用し、日々の暮らしをより豊かなものとするために、1人1人が大切に利用す
る習慣を身につけましょう。

給水装置に係る工事は対馬市指定給水装置工事事業者に相談しましょう

　こんな時は、対馬市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。工事などに必要な手続きも、皆さ
まに代わりすべて行います。
１．新築などで新しく水道を引くときや、増改築などにより蛇口を増やしたり、水道管を布設し直した
りするとき。

２．漏水など、敷地内の水道管を修繕するとき。
３．水道の口径を変更するとき。
４．家屋の取り壊しなどにより水道の使用をやめ、装置を取り外すとき。
※敷地内の水道管などの給水装置は、所有者の責任で管理いただいております。
　修繕費用についても所有者負担となりますので、ご了承ください。

　工事事業者名

㈲旭建設
阿比留  武
エレショップとだ
㈲扇設備
小島設備
㈱榮建設
秀大工業
タップスアビル
つばき電器
はちや管工店
ホマレ電業㈱
㈲ホリタ建設
㈲三重建設
㈲山工
㈲吉田設備

㈲クリーンかみしま
㈱シー･アイ･シー･みつしま
㈲修行設備
㈱早田組
㈲橘建設
対馬修理センター
㈲対馬ビルサービス
電工組
㈲西山設備
㈲畑島設備
㈱八興電設
㈱ライフ工業

　　　所　在　地

厳原町阿連390
厳原町久田596-5
厳原町宮谷80-2
厳原町久田54
厳原町小浦117-82
厳原町下原407-1
厳原町東里36-8
厳原町北里108-2
厳原町豆酘1985
厳原町豆酘1985
厳原町桟原40-2
厳原町下原459
厳原町桟原48-15
厳原町豆酘瀬232
厳原町中村594

美津島町久須保791
美津島町雞知甲738-1
美津島町雞知乙522-2
美津島町雞知乙481-9
美津島町今里164
美津島町大船越463-1
美津島町根緒468-80
美津島町雞知甲328
美津島町今里141
美津島町雞知甲1254
美津島町根緒63-2
美津島町大山749-6

 連  絡  先

（56）1211
（52）3086
（52）0079
（52）2179
（52）3283
（56）1141
（52）3515
（52）5858
（57）0796
（57）0457
（52）5514
（56）0037
（52）5501
（57）1143
（52）3034

（54）4188
（54）2141
（54）3214
（54）2063
（53）2200
（54）3422
（52）3524
（54）4021
（53）2207
（54）2254
（54）2657
（55）9595

厳 原 町 管 内

美 津 島 町 管 内

　工事事業者名

阿比留（初）建設
㈱梅野組
浦郷設備
田中設備
対馬水道設備
㈱中村建設
原野電気工事店
寶三商会
増野　福年
村瀬水道土木㈲
槌田住建

田中水道浄化槽設備
㈱中原建設
㈱兵頭
峰友建設㈲

㈱昭大建設
㈲シマイ
㈲誠進
㈱三槻組
㈲宮本設備

㈱大浦水道土木
片山プロパン商会
㈲坂田総合設備
立花興業所
立花冷熱サービス
対馬住宅設備㈱
畑島プロパン商会

　　　所　在　地

豊玉町嵯峨630
豊玉町曽626
豊玉町仁位1230
豊玉町仁位1230
豊玉町鑓川32-5
豊玉町仁位554-1
豊玉町唐洲325-18
豊玉町田886-1
豊玉町仁位1726
豊玉町仁位1234-4
豊玉町仁位659

峰町佐賀444
峰町吉田186-1
峰町佐賀478
峰町三根446-1

上県町飼所823
上県町佐護東里110-1
上県町飼所913
上県町犬ヶ浦317-2
上県町瀬田53

上対馬町古里440-2
上対馬町比田勝981-3
上対馬町浜久須432-1
上対馬町泉1634-5
上対馬町泉636-4
上対馬町大浦59-1
上対馬町比田勝888

 連  絡  先

（59）0401
（58）0370
（58）1150
（58）0440
（58）1245
（58）0515
（59）0076
（58）0845
（58）0073
（58）0206
（58）1257

（82）0037
（83）0611
（82）0032
（83）0224

（85）0238
（84）5700
（85）0145
（85）0208
（85）1036

（86）3051
（86）2012
（86）3404
（86）3173
（86）4107
（86）2721
（86）2148

豊 玉 町 管 内

峰 町 管 内

上 県 町 管 内

上対馬町管内

広報つしま17



要チェック！ 消費者トラブルに巻き込まれる前に

～消費者トラブルに関する事例やアドバイスをご紹介します～
対馬振興局別館 3階
☎0920（52）8322

2015.6 18

年金コーナー年金コーナー
国民年金保険料免除等の申請について

【問い合わせ】

　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1354

○日時　7月15日（水）13：30～17：00
　場所　美津島行政サービスセンター
　　　　別館会議室

○日時　7月16日（木）  9：00～17：00
　場所　対馬市役所　大会議室

★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 7月10日（金）まで

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」がありますので、住民登録をしている
市役所の国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
　平成27年度の免除等の受付は平成27年7月1日から開始され、平成27年7月分から平成28年6月分ま
での期間を対象として審査を行います。
　また、平成26年4月から法律が改正されて、2年1カ月
前の月分まで遡及して免除申請をすることができる様にな
りました。
　失業等により保険料を納付することが経済的に困難にな
ったものの、申請を忘れていたために未納期間を有してい
る方等は、一度、市役所の国民年金窓口または年金事務所
へご相談ください。

【相談事例】
　パソコンで無料のアダルト動画サイトの画像をクリックしたところ、突然「入会完了」と10万円の
料金を請求する画面が出た。サイトへ「入会するつもりはなかった」ので電話をしたところ「退会す
るなら10万円を払って欲しい」と言われた。サイトの指示に従ってコンビニへ行き、数万円のプリペ
イドカードを5枚購入した。購入したらサイトへ電話をかけるように言われたので電話をかけて、プリ
ペイドカードの発行番号を伝えた。

【消費者へアドバイス】
　覚えのない請求に連絡をして個人情報を教えないでください。プリペイドカードを購入させたり、
カード番号等を伝えるよう指示する業者は詐欺業者である可能性が高いです。プリペイドカード番号を
伝えてトラブルに気づいた場合には、購入した事を証明するレシート等を用意し、早急にプリペイドカ
ード発行会社に連絡してください。

プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者の手口にご注意！
～「購入したカードに記載された番号を教えて」に気を付けて！～

　後になって架空請求等により騙されたことに気づいても、一旦相手に渡した価値を取り
戻す事は非常に困難です。プリペイドカードの購入を指示した業者とは、トラブル発生後
に連絡が取れなくなることが多い為、業者と直接交渉して返金を求める事は困難となりま
す。不安に思った時は、1人で悩まず、対馬市消費生活相談所もしくは長崎県消費生活セン
ターに相談してください。

　対馬市消費生活相談所は6月22日から対馬市役所１階　観光交流商工課内に移転致します。
　なお電話番号は変更ございません。ご来所の際には事前にご連絡ください。

移転日：平成27年6月22日（月）  移転先：対馬市役所 １階　観光交流商工課内　☎0920（52）8322

《対馬市消費生活相談所移転のお知らせ》


