町内外からのお知らせ

入札結果（11 月分）
入札日：平成26年10月15日
【総務課】
●小型動力ポンプ付軽積載車購入
（築上町大字袈裟丸、松丸、弓の師 地内）
落札金額：13,534,000円
納
期：平成26年11月14日〜平成27年3月31日
落札業者：愛知ポンプ工業（株）北九州営業所

入札日：平成26年10月30日
【産業課】
●築上町鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業資材購入（第1期）
（築上町 地内）
落札金額：13,992,528円
納
期：平成26年11月14日〜平成27年1月5日
落札業者：福岡帝国金網工業（株）
●築上町鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業資材購入（第2期）
（築上町 地内）
落札金額：23,597,800円
納
期：平成26年11月14日〜平成27年1月5日
落札業者：ヒノマル（株）福岡支店

入札日：平成26年10月31日
【福祉課】
●八津田放課後児童クラブ室建築工事
（築上町大字宇留津311番地 地内）
落札金額：53,000,000円
工
期：平成26年11月14日〜平成27年3月25日
落札業者：松山建設（株）京築支店
●下城井放課後児童クラブ室建築工事
（築上町大字袈裟丸379番地 地内）
落札金額：66,800,000円
工
期：平成26年11月14日〜平成27年3月25日
落札業者：大洋建設（株）
【環境課】
●築上町一般廃棄物最終処分場第3期被覆施設増設工事
（築上町大字築城1784番地 地内）
落札金額：77,800,000円
工
期：平成26年11月14日〜平成27年3月25日
落札業者：（株）ウエダ

入札日：平成26年11月12日
【建設課】
●上ノ河内3号線外1安全施設設置工事
（築上町大字上ノ河内 地内）
落札金額：4,500,000円
工
期：平成26年11月18日〜平成27年3月9日
落札業者：日本道路総合施設（株）
●小原10号線道路補修工事
（築上町大字上り松 地内）
落札金額：1,345,000円
工
期：平成26年11月14日〜平成26年12月25日
落札業者：ワタナベ工業（有）椎田営業所
●下中村水路改修工事（築上町大字寒田 地内）
落札金額：2,430,000円
工
期：平成26年11月18日〜平成27年3月17日
落札業者：椋本建設
【学校教育課】
●下城井小学校屋外倉庫建替工事
（築上町大字袈裟丸379番地 地内）
落札金額：3,390,000円
工
期：平成26年11月20日〜平成27年1月19日
落札業者：岡田工務店

●椎田小学校給食用食器洗浄機購入
（築上町大字湊150番地 地内）
落札金額：1,920,000円
納
期：平成26年11月20日〜平成26年12月31日
落札業者：王子テック（株）
●築城小学校給食用食器消毒保管庫購入
（築上町大字上別府305番地 地内）
落札金額：942,000円
納
期：平成26年11月20日〜平成26年12月31日
落札業者：ホシザキ北九（株）
【生涯学習課】
●東八田学習等供用施設屋根防水工事
（築上町大字東八田591番地1 地内）
落札金額：3,100,000円
工
期：平成26年11月20日〜平成27年2月17日
落札業者：大栄（株）
●南別府地区学習等供用施設屋根防水工事
（築上町大字上別府166番地1 地内）
落札金額：4,000,000円
工
期：平成26年11月20日〜平成27年2月17日
落札業者：大栄（株）
●築城体育館外壁・屋根防水工事
（築上町大字安武1356番地6 地内）
落札金額：27,700,000円
工
期：平成26年11月20日〜平成27年2月17日
落札業者：（株）メイケン九州
●築城体育館外壁・屋根防水工事監理業務委託
（築上町大字安武1356番地6 地内）
落札金額：700,000円
履行期間：平成26年11月20日〜平成27年2月27日
落札業者：（株）エム・ビー・アイ

入札日：平成26年11月28日
【福祉課】
●八津田放課後児童クラブ室建築工事監理業務委託
（築上町大字宇留津311番地 地内）
落札金額：3,050,000円
履行期間：平成26年12月1日〜平成27年3月31日
落札業者：（有）杉設計
●下城井放課後児童クラブ室建築工事監理業務委託
（築上町大字袈裟丸379番地 地内）
落札金額：2,900,000円
履行期間：平成26年12月2日〜平成27年3月31日
落札業者：（株）アスク設計 椎田営業所
【生涯学習課】
●築上町中央公民館アスベスト除去工事
（築上町大字高塚756番地 地内）
落札金額：6,800,000円
工
期：平成26年12月8日〜平成27年3月7日
落札業者：（株）コンステック 福岡支店
【建設課】
●本庄３５号線道路災害復旧工事（築上町大字本庄 地内）
落札金額：4,790,000円
工
期：平成26年12月8日〜平成27年3月20日
落札業者：（有）渡辺造園土木
●東八田宇留津線外2不動産鑑定業務委託
（築上町大字東八田、築城 地内）
落札金額：390,000円
履行期間：平成26年12月2日〜平成26年12月31日
落札業者：ランド鑑定設計
【環境課】
●築上町一般廃棄物最終処分場第3期被覆施設増設工事監
理業務委託（築上町大字築城1784番地 地内）
落札金額：3,700,000円
履行期間：平成26年12月4日〜平成27年3月25日
落札業者：（株）エイト日本技術開発 九州支社
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太陽光発電設備を設置された方へ
土地や家屋の屋根等に設置された太陽光発電設備
は、固定資産税（※償却資産)の申告が必要となりま
す。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力
10kw未満で非事業用の太陽光発電設備は、申告の対
象外となります。
右の表をご参考に、所有されている太陽光発電設備
について申告が必要か否かの確認をしてください。

発電量10kw未満

発電量10kw以上

個人（住宅用）

課税対象外

課税対象

個人（事業用）

課税対象

課税対象

法人

課税対象

課税対象

※償却資産とは
製造や小売、農業などの事業または会社を営んでいる方が所有をし、その事業のために用いることができる構築物・
運送具・器具・備品などの事業用資産をいいます。 申告の対象となる場合は、毎年 1 月末までに償却資産の所有状況
を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課までお問合せください。
〜太陽光発電設備における固定資産税の特例について〜
○特例内容
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から３年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の
課税標準額となるべき価格を３分の２の額とします。
○特例対象設備
固定価格買取制度の認定を受け取得された再生可能エネルギー設備のうち、償却資産に該当する部分が対象となりま
す。
○取得期間
平成２４年５月２９日から平成２８年３月３１日までの間に新たに取得した資産
○提出書類
・経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の『認定通知書』の写し
・電気事業者との電力受給契約書（売電契約書）の写し
問い合わせ 税務課 資産税係（内線２１６）

行橋税務署からのお知らせ
○平成２６年分消費税課事業者の皆さまへ平成２６年分消費税及び地方消費税の確定申告の際はご注意ください！！
平成２６年４月１日より、消費税率が５％から８％に引きあげられました。この引きあげに伴い、消費税の確定申
告書を作成する必要があります。
なお、平成２６年４月以降に行われる取引の場合でも、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「消費税法
改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）をご覧ください。
○復興特別所得税の記載もれにご注意を！！
平成２５年分から平成４９年分まで、復興特別所得税（原則としてその年分の所得税額の２.１％）を所得税と併せ
て申告・納付することとなっています。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成する際は「復興特別所得税」の記載もれのないようにご注意ください。

２０１５年農林業センサスにご協力ください
農林水産省では、平成２７年２月１日現在で、
「２０１５年農林業センサス」を実施します。
この調査は、我が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにする最も基本的な調査です。
調査員が農林業関係者の方々を訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願い
しますので、ご多忙中恐れ入りますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
なお、調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されませんので、
安心してご提出ください。
調査基準日 ２月１日（日）
問い合わせ 総務課 情報政策係 （内線３３５）
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﹁くろかんくんライナー﹂の
運行を大河ドラマ﹁軍師官兵
衛﹂の放送終了及び諸事情に
より、当初の運行予定を繰り
上げ１月 日︵日︶をもって
終了します。
利用者の皆さまには大変ご
迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線１８２︶
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リサイクルプラザ体験学
習講座
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築上町下水道排水設備工
事責任技術者新規登録及
び更新登録

・紙ひものかご作り
日時 １月 日︵金︶
〜
持参するもの はさみ、木工
ボンド、ものさし︵ ㎝︶、
洗濯ばさみ 個、鉛筆
・紙すき
日時 １月 日︵金︶
〜
持参するもの エプロン、
古タオル１枚
・廃油石けん作り
日時 １月 日︵金︶
〜
９
持参するもの
軍手、エプロン
・エコクッキング
日時 １月 日︵金︶
〜
９
持参するもの エプロン︵今
月のメニューは﹃人参シリ
シリ﹄︶
・手仕事のうた︵不定期︶
持参するもの
着物の布、古布
参加費・材料費は実費とな
※
ります。
募集人数は各 人です。
※
申し込みは開催日の３日前
※
までにお願いします。
申込・問い合わせ
環境課 環境係
︵支所・内線１５２︶

13

：
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延塚奉行顕彰会感謝募金
のお礼

：

９
〜
場所
サン・スポーツランド
浜の宮テニスコート
椎田体育館︵小学生の部︶
参加資格 築上町に在住及び
通勤・通学する小学４年生
以上の方
募集人数
小学生の部
人
中学生の部
人
一般︵高校生以上の部︶
人
参加料 １人 １ ０００円
申込締切 ２月５日︵木︶
申込・問い合わせ
築上町体育協会事務局
︵火曜〜金曜日︶
︵５６︶００７５

：

：

築上町地域包括支援セン
ターからのお知らせ
〜認知症・介護相談会〜

築上町下水道排水設備工事
責任技術者新規登録及び更新
登録の申請を受け付けます。
責任技術者を登録していない
と、築上町下水道排水設備指
定工事店登録ができませんの
で、ご注意ください。
対象者
新規登録
福岡県下水道排水設備工事
責任技術者試験に合格した方
及び福岡県内の他の地方公共
団体で、すでに登録をされて
いる方
更新登録
築上町下水道排水設備工事
責任技術者登録者のうち、有
効期間が平成 年３月 日ま
でになっている方で、福岡県
下水道排水設備工事責任技術
者更新講習を受講した方
申請期間
１月 日︵木︶〜
１月 日︵金︶
〜
８
︵土日は除く︶
申請場所 下水道課
手数料
新規登録
３ ０００円︵１件︶
更新登録
２ ０００円︵１件︶
申請・問い合わせ
下水道課 下水道係
︵内線１１０︶
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築上町地域包括支援センター

30 30 15

カウントダウン花火

00

20 15

日頃、もの忘れや介護など
困っていることお気軽にご相
談ください。
日時 １月 日︵火︶
〜
場所 築城支所１階
第一会議室
︵福岡県認知症医療センター
スタッフ・相談員・包括職
員︶
電話予約必要
※
お急ぎの場合は、いつでも
※
ご相談ください。
申込・問い合わせ
00

日時 １月１日︵木︶
日付が変わったと同時に打
※
ち上げ開始
場所
浜の宮海岸・本庄の大楠
２箇所で行います。
※
問い合わせ
浜の宮海岸カウントダウン
花火 商(工課 商工観光係 )
︵支所・内線
１８０〜１８３︶
本庄の大楠カウントダウン
花火︵大楠会会長 白川︶
０９０ ５(２８１ ３)１０７
昨年 月に実施しました延
塚奉行顕彰会の感謝募金は、
町民の皆様のおかげで、総額
５５４ ２００円が集まりま
した︵平成 年 月 日現
在︶。
このお金は追善供養祭や顕
彰武道大会の開催・運営のた
めに有効に遣わせていただき
ました。心からお礼申しあげ
ます。ご協力ありがとうござ
いました。
問い合わせ
延塚奉行顕彰会事務局︵築
上町教育委員会生涯学習課
内︶︵支所・内線２６２︶
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旧藏内邸新春特別開館
日時 １月２日︵金︶
〜
通常の開館時間とは異なり
※
ますので、ご注意ください。
※月 日︵日︶〜１月４日
︵日︶までは休館。
１月２日︵金︶は特別開館
し、１月５日︵月︶より通
常開館になります。
問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線１８２︶
旧藏内邸︵５２︶２５３０
17

平成 年度築上町ソフト
テニス教室受講者募集

12

くろかんくんライナー運
行終了のお知らせ

26

!!
日時 ２月８日︵日︶〜３月
日︵日︶までの毎週日曜
日︵６回︶
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，15
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︵ 支所・内線１４３・１４４︶
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，

，
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現在、土・日曜日、祝日に
運行しています北九州空港〜
ＪＲ中津駅間シャトルバス
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﹁農﹂ある暮らしをしたい
と願う県民の声に応えて、県
下に急速に広がっている農業
体験農園と出会う場をつくり、
農業への関心を高めるため、
﹁ふくおか農業体験農園シン
ポジウム﹂を開催します。
このシンポジウムをきっか
けに農業はもちろんのこと農
業と関わりの深い農村の持つ
多面的機能や、農村維持活動、
さらには、水源のかん養、自
然環境の保全活動などについ
て考えてみませんか。
２月１日︵日︶
〜

氏名、お住まいの市町村名、
電話番号、ＦＡＸ番号、
メールアドレス︶を記入の
うえ、１月 日︵金︶まで
にＦＡＸ、Ｅメール、郵送
によりお申し込みください。
申込・問い合わせ
福岡県 農林水産部 食の安
全・地産地消課
０９２︵６４３︶３５７５

歳以上の方を対象とした
定時制高校入学特例措置

応募資格 高校入学資格があ
る満 歳︵平成 年４月１
日現在︶以上の方
願書配布場所・試験会場
志願先高校
申込期間
２月 日︵月︶〜
２月 日︵月︶
︵最終日は正午まで︶
試験日 ３月 日︵火︶、
３月 日︵水︶
問い合わせ
福岡県教育庁高校教育課
０９２︵６４３︶３９０４
または志願先高校

：

00 16

：

：
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TEL.0930-52-3828
no
MO RI

日時

○お知らせ
渡辺貞夫
明けましておめでとうございます。
クィンテット
2015inコマーレ
新年の営業は、
2015.1.30(金)
1/5（月）８時からです。
19:00 開 演
本年もよろしくお願いします。
18:30 開 場
全席指定 4,500円
○イベント
（当日5,000円）
・春の七草粥（無料配布）
※未就学児の入場不可
１／７（水）１０：００頃〜
12 月 28 日（日）
＊なくなり次第終了
年末年始の休館日 〜 １月 ４日（日）
チケット
発売中

『メタセの杜』
M

福岡県立高校定時制課程で
は、満 歳以上で希望する人
に対し、学力検査を行わず、
作文で入学者選抜を行う特例
措置を実施しています︵一部
学校を除く︶。これから勉強
を始めて、高校卒業資格を得
たいと考えている方の入学を
お待ちしています。

13

コマーレの催し物（大ホール）
Tel：５６１７７７

広告欄
広告欄

E TAS E

13 30

30

〜︶
︵受付
場所
福岡県立北九州勤労青少年
文化センター
北九州パレス 小ホール

納税は便利な口座振替で

20

23 16

11 10

27

あなたの預貯金口座から自動的に納
税する口座振替を利用すれば、納め忘
れもなく安心です。
手続き
金融機関の預貯金通帳とその通帳に
登録してある印鑑を持参のうえ、各金
融機関で申し込みをしてください。
取扱金融機関（本・支店）
・福岡銀行
・西日本シティ銀行
・福岡ひびき信用金庫
・九州労働金庫
・ゆうちょ銀行
・福岡京築農業協同組合

13

内容
・農業体験農園に関するパネ
ルディスカッション等
・県内の農業体験農園紹介
・各農業体験農園園主による
相談会等
定員 ２００名︵先着順受付
につき、定員になり次第締
切ます。︶
申込方法
必要事項︵参加される方の

問い合わせ 税務課 徴収係（内線 217）

23

税金は、納期内に納めましょう。

20

20

町県民税 第４期
今月の 国民健康保険税 第７期
納税 今月の町税納期限は、
２月２日（月）です。

﹁ふくおか農業体験農園
シンポジウム﹂の開催

町内外からのお知らせ

航空自衛隊築城基地第８航
平成 年度築城基地モニ
空団監理部基地渉外室﹁築
ター募集
城基地モニター応募係﹂
応募資格
︻Ｅメール︼と同様に①〜⑦
１、日本国籍を有し、基地周
の項目を記入のうえ
辺市町村の在住者で自衛隊
8wg-adm001@
及び防衛問題に関心があり、
inet.asdf.mod.go.jp
公正で建設的な意見ができ
まで送信してください。
る 歳以上の方
問い合わせ
２、次に該当しない方
築城基地︵５６︶１１５０
○国会議員及び地方公共団体
︵内線２０７︶
の議会の議員
平日 ８
〜
○常勤の国家公務員及び地方
公務員
１１０番通報の適切な
応募期間 １月 日︵金︶
利用
︵当日消印有効︶
〜１月 日は１１０番の
任期 平成 年４月１日〜平
日です〜
成 年３月 日までの１年
間
＊メイン標語
募集人数
名
﹁緊急時 あわてず
活動内容 基地行事等への参
あせらず １１０番﹂
加、基地モニター会議への
＊サブ標語
出席及びアンケート協力、
﹁１１０番は緊急電話
自衛隊及び築城基地の諸政
相談ごとは♯９１０﹂
○﹁１１０番﹂は、事件事故
策に対する意見、要望等の
の緊急通報専用電話です。
提出
急を要しない相談などによ
選考結果 採用者には３月末
る１１０番通報は、１分１
までに委嘱式案内状の送付
秒を争う緊急の事件事故へ
をもってお知らせします。
の対応を遅らせる原因とな
応募方法
ります
︻官製ハガキ︼
警察に対する相談・要望な
①住所 ②氏名 ふ(りがな )
どは、豊前警察署
③生年月日 ④性別
０９７９︵８２︶０１１０
⑤電話番号 ⑥職業
又は警察相談専用電話
⑦モニターを希望する理由
﹁♯９１１０﹂
をご記入のうえ、郵送し
てください。
︵ダイヤル式電話からは
〒８２９ー０１５１
０９２︵６４１︶９１１０
福岡県築上郡築上町西八田
へお願いします。︶

町内外からのお知らせ

コマーレ大ホール
参加費

記念講演

講演者

松野明美

さん
他２名

申込書・入場整理券を椎田体育館
事務局（５６００７５）に
用意しています！

開
場：12：30〜
記念式典開始：13：00〜
開会行事など：13：05〜
陽光学園おやまだ発表
：13：30〜13：45
ワークランドこすもす発表
：13：45〜14：00
記念講演開始：14：00〜
閉会予定
：15：30予定

10周年記念「鏡割り」や各教室発表・皆
さんの特技など楽しい祝賀会を企画して
います！

（入場整理券が必要です）

場所／文化会館

一人１,５００円
（26年度草刈５００円割引券有効）
場 所：中央公民館
受 付：１７：００〜
開会式：１７：３０〜

●10周年記念式典・記念講演●
（スマイルフェスタ・ふくおか事業）
入場無料どなたでも参加できます。
祝賀会●

●10周年記念

27

30

31

10

27

20

28

10

30

17

00

NPO法人しいだコミュニティ倶楽部からのお知らせ

しいコミ10周年だよ！全員集合！

１月24日（土）はみんなで10周年を祝いましょう！

●10周年記念 餅つき●
【武道館横 8:00〜11:00】

１俵の餅つきをして、紅白もちを袋につめます。その後
つきたてお餅をきなこやアンコもちにして食べます。
皆さん多数のご協力をお願いします。

14

平成27年１月

：

：

・実技２日目︵レッスン３︶
︵２３︶２２４５
２月６日︵金︶
〜
犬の飼い方相談室開催
・実技３日目︵レッスン４︶
２月 日︵金︶
日時 １月 日︵水︶
〜
〜
場所 京築保健福祉環境事務
場所 豊前総合庁舎
所︵保健所︶会議室
４階 大会議室
主な内容 陽性強化法による
内容 講義で犬の飼い方につ
しつけの初期段階を知って
いて理解を深めてもらい、
もらい、飼い主と犬との良
その後、飼い犬トラブルに
好な関係を築くためのお手
ついて個別に相談を受けま
伝いをします︵アテンショ
す。モデル犬によるしつけ
ン、リーダーウォーク等の
方のデモンストレーション
しつけ方︶
も行います。
対象者と募集人数
名程度︵混雑により
定
員
︵１︶定員 名︵うち、犬同
個別相談の時間が取れない
伴参加者４組︶。
場合もあります︶
︵２︶犬同伴で参加される方
問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
は、レッスン２〜４で実際
にしつけの体験をしてもら
務所︵京築保健所︶保健衛
います。
生課
︵３︶レッスン１を受講した
︵２３︶２２４５
方に限りレッスン２〜４を
受講できます。
︵レッスン２〜４のみの受講
はできません︶
注意事項 講義及び見学の場
合は犬の同伴はできません。
申込期間 １月 日︵火︶〜
１月 日︵金︶
定員になり次第締め切りま
※
す。なお、犬同伴希望者が
４組を超えた場合は抽選に
より決定します。
申込・問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
務所 保健衛生課
：

：

平成27年１月
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男
女
世帯数

30

：

15

30 14

前月比
ー ５
＋ ５
ー１０
＋３０

：

16

：

：

15

13

13

飲食店や給食施設などで
調理業務に従事している
調理師は、調理師業務従
事者届を出しましょう

30 23

30

16 13

31

00

：

30

１９,５９７人
９,４９３人
１０,１０４人
９,０２６世帯

口

人

届出期間
平成 年 月 日現在の状
況を、１月 日︵木︶まで
に福岡県のＨＰから電子申
請にて提出してください。
原則、電子申請による提出
※
ですが、インターネットの
環境がない場合のみ、所定
の用紙での届出も受け付け
ます。就業地を所管する保
健福祉︵環境︶事務所まで
郵送または持参してくださ
い。
届出・問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
務所 健康増進課 健康増
進係
︵〒８２４ー０００５
行橋市中央１丁目２ー１
行橋総合庁舎︶

30 30

30 13

30

15

15

30

12

15

日時 ︵講義１日、実技３日
の４日間のコースです。︶
・講義︵レッスン１︶
１月 日︵金︶
〜
講義には犬の同伴参加はで
※
きません。
・実技１日目︵レッスン２︶
１月 日︵金︶
〜
13

13

13

30

人の動き（11月末現在）

26

犬のしつけ方教室開催

町内外からのお知らせ

〜２０歳になったら国民年金〜

日本国内に居住している２０歳以上６０歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。２０歳になれば、一部
の人々（※）を除き、国民年金第１号の加入手続きをすることが必要です。
（※）厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人
【国民年金加入手続きとその流れ】
１．「国民年金被保険者資格取得届書」を提出してください
●２０歳の誕生月の前月に日本年金機構からお送りする「国民年金被保険者資格取得届書」に必要事項を明記し、
築上町役場住民課、築城支所総合管理課、もしくは小倉南年金事務所に提出してください。
●また、保険料の若年者納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。（学生納
付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。）
２．「年金手帳」が届きます
保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。
３．「国民年金保険料納付書」が届きます
●納付書で保険料を納めてください。（ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料。）
●保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。
また、口座振替やクレジット納付も可能です。詳しくは、小倉南年金事務所にお問い合わせください。
問い合わせ 住民課 住民係（内線２３２）
総合管理課 窓口係（支所・内線１２８）
小倉南年金事務所 ０９３（４７１）８８７３
：

：

：

町内外からのお知らせ

平成２６年度福岡県立小倉聴覚特別支援学校幼稚部入学者選考について
対象者
・聴覚に障害のある幼児。（両耳の聴力レベルがおおむね６０デジベル以上の者のうち、補聴器等の使用によって
も通常の話声を解することが不可能、または著しく困難な程度の者）
・平成２３年４月２日〜平成２４年４月１日までに生まれた者。（ただし平成２１年４月２日から平成２３年４月
１日までに生まれた者の編入学についても受け入れています）
・県外から受験を希望する者は、入学願書提出時までに出身都道府県教育委員会の依頼書を福岡県教育委員会に提
出し、その許可を受けてください。
募集定員
若干名
入学志願手続き 本校所定の入学願書に必要事項を記入し、募集期間内に本校に提出してください。
募集期間
２月２日（月）〜２月９日（月）
入学者選考
２月２０日（金）
問い合わせ
福岡県立小倉聴覚特別支援学校 ０９３（９２１）３６００

平成２７年度福岡県立北九州視覚特別支援学校幼稚部・高等部

幼児・生徒募集

募集期間 ２月２日（月）〜２月９日（月）
入学検査 幼稚部 ２月２０日（金）／ 高等部 ３月６日（金）
対象者
○幼稚部
平成２３年４月２日〜平成２４年４月１日に生まれた視覚に障害のある幼児
○高等部 専攻科 理療科
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格取得を目指す者で、高校を卒業している者または平成
２７年３月卒業見込者
＊視覚障害の程度については、つぎのいずれかの条件を満たしていれば入学できます。
①両眼の矯正視力が概ね０．３未満であること。
②視野狭窄など視力以外の高度な視機能障害があること。
（身体障害者手帳の有無は入学の条件には含まれませ
ん。）
問い合わせ 福岡県立北九州視覚特別支援学校 ０９３（６５１）５４１９／ＦＡＸ０９３（６５１）９０９５

福岡県介護保険広域連合介護保険嘱託員（豊築支部認定調査員）採用試験
勤務場所

福岡県介護保険広域連合 豊築支部
（豊前市大字八屋１７０２番地５）
勤務内容 介護保険に関する訪問調査等
（パソコン入力含む）
（所管区域：豊前市・吉富町・上毛町・築
上町）
応募資格
①介護支援専門員実務研修受講資格試験合格者・保
健師・看護師・准看護師・介護福祉士・社会福祉
士のいずれかの資格を有する者で、都道府県主催
の認定調査員新任研修を受講し、終了証明書をお
持ちの方
②家用車（二輪車を除く）による訪問活動が可能な
者
勤務時間 週２９時間以内とし、週４日勤務
（９：００〜１７：００）
報酬 月額２００，０００円
（健康保険・厚生年金・雇用保険・通勤手当あ
り）

受験手続

申込用紙は豊築支部１月６日（火）より豊
築支部で配布します。
受験手続 申込用紙に必要事項を記入し、資格者証等
の写しを添付のうえ、豊築支部窓口へ提出
してください。（郵送不可）
申込期間 １月１９日（月）〜１月２９日（木）
９：００〜１７：００(土・日曜日は除く)
○試験区分 認定調査員
採用人数 ２名
採用期間 ４月 １日（水）〜
３月３１日（木）
一次試験日 ２月８日（日）９：００〜
○試験区分 認定調査員育休代理
採用人数 １名
採用期間 ４月１日（水）〜９月１１日（金）
試験日時 ２月２２日（日）９：００〜
問い合わせ

福岡県介護保険広域連合 豊築支部
総務係０９７９（８４）１１１１
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場所 北九州国際会議場イベ
ントホール
○福岡会場
日時 １月 日︵木︶
〜
場所 天神ビル 階 号室
問い合わせ
グリーンイノベーション企
業支援センター
０９２︵６３１︶５４６１

00 29

：

：

平成27年１月

日︵土︶
〜
９
場所 そぴあしんぐう︵糟屋
郡新宮町大字上府１１２１
ー１︶
相談電話番号
０９２︵９６２︶０１１４
︵開設期間中の臨時電話︶
相談料 無料︵電話代、会場
までの交通費は自己負担に
なります︶
相談内容
子育て、非行、いじめ、ひ
きこもり、就労など子ども
や若者に関する悩みや相談
︵面接の事前予約０９２︵６
４３︶３３８８︶
問い合わせ
新社会推進部 青少年課
０９２︵６４３︶３３８８

アパレル工芸科

ハイテク中小企業合同説
明会・就職面談会のお知
らせ

住宅施工科

問い合わせ
保健師、助産師、看護師
福岡県ひとり親家庭等就業
及び准看護師の業務従事
・自立支援センター︵飯塚
者届について
ブランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０
標記届出は、保健師助産師
看護師法第 条の規定により、
２年ごとに届出を行うことが
平成 年度ポイント方式
義務付けられており、本年度
県営住宅入居者募集
が届出年度となっております。
届出義務者 保健師、助産師、
看護師及び准看護師の資格
を持って、平成 年 月
日現在に当該免許にかかる
業務に従事している者
提出期限 １月 日︵木︶
調査票について
業務従事者届出用紙は、福
岡県庁のホームページから
ダウンロードできます。
提出先 最寄りの保健所へ提
出してください。
問い合わせ
福岡県京築保健福祉環境事
務所 総務企画課 企画指
導係︵２３︶２３７９

17

福岡県立小倉高等技術専門校０９３（９６１）４００２

問い合わせ

２０名

10 00

２月１０日（火）

３０名

再就職・転職を希望
する方

11

募集期間

11 16

２月２０日（金）

２０名

左官科

30

00

選考日

新規高卒の方は高卒
程度以上の学力を有
５名程度
する方（30 歳以下）
１月５日（月）
〜

ＯＡ事務科

16

16

26

養育費の電話相談業務

00 20

募集人員

応募資格

名

30 17

福岡県内の企業に転・就職
を希望する方を対象に、環境
にやさしい最先端のものづく
りを行っている中小企業への
就職を支援する﹁ハイテク中
小企業就職面談会﹂を開催し
ます。
年齢不問、入場無料、入退
場も自由です。
○北九州会場
日時 １月 日︵火︶
〜

平成２７年度福岡県立小倉高等技術専門学校訓練生募集

科

募集住宅
県内に所在する県営住宅
︵募集対象団地、募集戸数等
詳細については募集案内書
をご覧ください。︶
募集案内書配布期間及び申込
受付期間
１月 日︵火︶〜
１月 日︵水︶
︵申込手数料は不要︶
募集案内書配布場所
県住宅供給公社、公社管理
事務所︵福岡・北九州・筑
後・筑豊︶、公社管理事務
所出張所︵行橋・大牟田・
直方・田川︶、県県営住宅
課、県内の各市︵区︶役所
及び町村役場
問い合わせ
福岡県住宅供給公社県営住
宅管理部 管理課
０９２︵７８１︶８０２９
または、県庁県営住宅課
０９２︵６４３︶３７３９

日︵金︶〜

親と子のなやみ相談窓口
の開設
１月

11

33

31

福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センターでは、母
子・父子家庭または離婚協議
中の方を対象に養育費の電話
相談業務を実施しています。
相談を希望する方は、ご連絡
ください。
受付時間
〜
平日の９

日時

16

：

00

：

15

26

21 13

豊前築上医師会看護高等
専門学校准看護師生徒募
集

00

12

00

試験日程
・二次募集
試験日 ２月 日︵土︶
願書受付 １月 日︵月︶〜
２月 日︵金︶
必着
※
試験科目 国語・作文・面接
募集定員 若干名
修業年限 ２年
受験資格
中学校卒業︵見込︶者およ
びそれ以上の学力を有する
者
奨学金制度 福岡県看護師等
修学制度
問い合わせ
豊前築上医師会看護高等専
修学校
０９７９︵８２︶０６０７

14

15

16

15

日時 ２月７日︵土︶
〜
場所 中津市民病院
２階講堂
演題 ﹁血液がんのお話﹂
講師 中津市民病院
内科部長 平瀬 伸尚氏
問い合わせ
中津市民病院 相談支援セ
ンター
０９７９︵２２︶６５２１

00

14

13 26

第 回中津市民病院健康
教室のご案内

町内外からのお知らせ

：

：

：

：

：

：

Sｐanky（スパンキー）
○レディース

：
○トリムＡ

：

泰之、３位

信男
留吉
敏子
信幸・浦岡
健治・網本
洋二・小森
ＡＣＥ（エース）

： ：

うさびっち

希望者は、相談日前日まで
ひとり親家庭等の就業
※
に福岡県ひとり親家庭等就
支援
業・自立支援センター飯塚
福岡県ひとり親家庭等就業
ブランチに予約してくだい。
・自立支援センターでは、町
︵先着順受付１日４人、一人
村在住の母子家庭の母、父子
当たりの相談時間は約 分
家庭の父︵いずれも児童扶養
です。︶
手当受給者︶を対象にハロー
予
約番号
ワークと連携して就業支援事
０９４８︵２１︶０３９０
〜
業を実施しています。事前に
︶
︵平日９
相談があった方のみ平日は対
象者が居住している役場等で、 不動産に関する無料
日曜日はクローバープラザ
相談所
︵春日市︶で行います。
〜
平 日 ９
〜
日曜日 ９
申込・問い合わせ
福岡県ひとり親家庭等就業
・自立支援センター︵飯塚
ブランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０
： ：

日︵水︶
〜

田原

伸子

３位

幸子

貞夫、２位

中嶋

ＲＩＲＥ（リール）、準優勝

尾崎

ミヤ子、３位

健一、準優勝
智規

優勝

和徳

小澤

泰三
ポケモンクラブ

弁護士による無料法律
相談

１月

●第１１回築上町近郊
ソフトバレーボール大会

30

00

00

上田
３位

●第５回部内卓球大会

S port( スポーツ )

17

15 00

健治、準優勝
誠司
Ｔ・Ｓ・Ｃ、準優勝

12

16

尾田

哲昭、２位

Aブロック
優勝 花田
Bブロック
優勝 室谷

母子・父子家庭又は離婚協
議中の方等を対象に弁護士が
養育費などの生活上の問題に
関する無料法律相談を実施し
ています。
相談日時

00

16 17

15

00

不動産に関するご相談・相
続・税金などについて、弁護
士・税理士・不動産相談員が
応じます。
事前申込は不要です。直接
会場へお越しください。
日時 ２月 日︵木︶
場所 行橋商工会議所
開設時間
〜
︵但し、受付は
まで︶
受付 当日受付
︵事前のご予約は必要ありま
せん︶
定員 相談者の定員数に制限
はありません
相談費用 無料
問い合わせ
︵公社︶福岡県宅地建物取引
業協会
０９２︵６３１︶１７１７
10

00 00

00 21

：

：

場所 直方総合庁舎 ２０１
会議室︵直方市日吉町９ー
１０︶

13

○Ａパート
優 勝 南
３ 位 石本
○Ｂパート
優 勝 有浦
３ 位 矢野
○ダブルス
優 勝 大森
準優勝 南
３ 位 宮沢
優勝

00 00

00

町内外からのお知らせ

●第４回築上町物産館メタセの杜杯パークゴルフ大会結果

町内外併せ６５名の方が参加しました！思い切り体を動かし
楽しくプレーしました。
○男子の部
優勝 吉元 三千穂、準優勝 奥村 則光、３位 山崎 博司
○女子の部
優勝 中村 ひろ子、準優勝 成吉 美代子、３位 溝口 直美

●メタセの杜パークゴルフ協会大会結果
第８回師走大会
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：

