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入札結果（12 月分）
入札日：平成26年12月15日
【建設課】
●交通安全施設設置工事その３（築上町大字 町内一円 地内）
落札金額：3,080,000円
工
期：平成26年12月24日〜平成27年3月30日
落札業者：九州交通安全（株）
●龍源頭首工災害復旧工事（築上町大字下深野 地内）
落札金額：2,850,000円
工
期：平成26年12月19日〜平成27年3月25日
落札業者：大和建設
●正光寺池災害復旧工事（築上町大字伝法寺 地内）
落札金額：8,390,000円
工
期：平成26年12月22日〜平成27年3月25日
落札業者：山内造園土木
●男池災害復旧工事（築上町大字下香楽 地内）
落札金額：15,950,000円
工
期：平成26年12月19日〜平成27年3月25日
落札業者：大和建設
【産業課】
●農業公園汚水排水ポンプ制御盤移送ポンプ設置工事
（築上町大字湊1308番地 地内）
落札金額：1,300,000円
工
期：平成26年12月18日〜平成27年2月25日
落札業者：宮西設備（株）
●農業公園トラクター購入（築上町大字湊1289番地 地内）
落札金額：656,000円
納
期：平成26年12月22日〜平成27年1月30日
落札業者：（株）福岡九州クボタ 豊前営業所
【学校教育課】
●西角田小学校外3校給水管切り回し工事
（築上町大字上ノ河内933番地外 地内）
落札金額：5,600,000円
工
期：平成26年12月22日〜平成27年3月23日
落札業者：平川ガス（有）
●町内小・中学校耐震点検（建築非構造部材）業務委託
（築上町大字宇留津322番地外 地内）
落札金額：480,000円
履行期間：平成26年12月17日〜平成27年2月16日
落札業者：（株）アスク設計 椎田営業所
【上水道課】
●築上町水道事業統合変更認可申請書作成業務委託
（築上町 地内）
落札金額：18,000,000円
履行期間：平成26年12月19日〜平成28年3月25日
落札業者：朝倉コンサルタント（株）行橋事務所
●築城中部地区水道老朽管布設替工事（16工区）
（築上町大字安武 地内）
落札金額：15,900,000円
工
期：平成26年12月19日〜平成27年3月10日
落札業者：（有）有永軌道工業

入札日：平成26年12月17日
【福祉課】
●築上町立保育所基本設計業務委託
（築上町大字越路1326番地 地内）
落札金額：6,290,000円
履行期間：平成26年12月18日〜平成27年3月25日
落札業者：（株）海渡設計

入札日：平成26年12月22日
【都市政策課】
●町営住宅東八田団地他１団地解体工事
（築上町大字東八田 地内）
落札金額：6,950,000円
工
期：平成26年12月26日〜平成27年3月20日
落札業者：川端興業（有）
●町営住宅南別府団地解体工事（築上町大字上別府 地内）
落札金額：7,195,000円
工
期：平成26年12月26日〜平成27年3月20日
落札業者：（有）平田産建
●町営住宅海老尻団地解体工事（築上町大字築城 地内）
落札金額：4,995,000円
工
期：平成26年12月26日〜平成27年3月20日
落札業者：（有）平田産建
７

平成27年２月

●町営住宅東八田団地他解体工事監理業務委託
（築上町大字東八田、築城、上別府 地内）
落札金額：900,000円
履行期間：平成26年12月26日〜平成27年3月20日
落札業者：（株）アスク設計 椎田営業所
●都市計画道路椎田大平線変更農政協議支援業務委託
（築上町大字小原 地内）
落札金額：2,100,000円
履行期間：平成26年12月26日〜平成27年3月20日
落札業者：玉野総合コンサルタント（株）福岡支店
【学校教育課】
●築城中学校現地測量業務委託
（築上町大字築城388番地 地内）
落札金額：1,500,000円
履行期間：平成26年12月24日〜平成27年2月23日
落札業者：築上測量設計
【生涯学習課】
●今津地区学習等供用施設ほか3施設太陽光発電システム
整備工事（築上町大字西八田836番地外 地内）
落札金額：16,600,000円
工
期：平成27年1月7日〜平成27年3月9日
落札業者：（資）中野電気商会
【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（5-9工区）
（築上町大字椎田 地内）
落札金額：10,750,000円
工
期：平成27年1月7日〜平成27年3月20日
落札業者：幸久建設
●椎田処理区管渠築造工事（5-10工区）
（築上町大字椎田 地内）
落札金額：10,970,000円
工
期：平成26年12月25日〜平成27年3月20日
落札業者：（有）大長
●下別府地内汚水（その12）管渠築造工事
（築上町大字下別府 地内）
落札金額：16,950,000円
工
期：平成27年1月7日〜平成27年3月20日
落札業者：（有）三矢建設
【産業課】
●鳥獣被害防止総合対策交付金事業資材購入
（築上町 地内）
落札金額：3,352,400円
納
期：平成27年1月7日〜平成27年2月25日
落札業者：ヒノマル（株）福岡支店
【建設課】
●下別府船迫線橋梁詳細設計業務委託
（築上町大字下別府、弓の師 地内）
落札金額：11,000,000円
履行期間：平成27年1月7日〜平成27年3月27日
落札業者：ＪＲ九州コンサルタンツ（株）
●椎田53号線道路舗装工事（築上町大字椎田 地内）
落札金額：1,890,000円
工
期：平成27年1月7日〜平成27年3月14日
落札業者：日豊建設（株）
●臼田7号線道路舗装工事（築上町大字椎田 地内）
落札金額：1,590,000円
工
期：平成27年1月7日〜平成27年2月22日
落札業者：日豊建設（株）
●宇留津10号線外2道路舗装工事（築上町大字宇留津 地内）
落札金額：10,150,000円
工
期：平成26年12月26日〜平成27年3月20日
落札業者：ワタナベ工業（有）椎田営業所
●町内一円道路維持工事その2（椎田地区）
（築上町大字 町内一円 地内）
落札金額：6,430,000円
工
期：平成26年12月26日〜平成27年3月31日
落札業者：田原建設
●町内一円道路維持工事その2（築城地区）
（築上町大字 町内一円 地内）
落札金額：3,399,000円
工
期：平成26年12月25日〜平成27年3月31日
落札業者：（有）鈴歩興業
●上別府築城線道路改良舗装工事（築上町大字上別府 地内）
落札金額：8,670,000円
工
期：平成27年1月7日〜平成27年3月20日
落札業者：吉田建設
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京築神楽
北九州公演開催

【日時】２月７日（土）１５：００〜１９：００
【場所】北九州芸術劇場中劇場（リバーウォーク北九州６階）

【出演団体・演目】
[第１部]１５：００〜
南原神楽講（苅田町）
演目：御福
櫟原神楽講（築上町）
演目：御先（〆切）
土屋神楽講（吉富町）
演目：大蛇退治
[第２部]１７：００〜
中村神楽保存会（豊前市） 演目：壱番神楽
今井神楽研修会（行橋市） 演目：綱御先
友枝神楽講（上毛町）
演目：岩戸
【定 員】７００名
【参加料】無料（事前申込不要）
○同日開催「京築フェスタ in リバーウォーク北九州」
【日時】２月７日（土）１０：００〜１６：００
※京築子ども神楽公演
１１：００〜１３：３０
【場所】リバーウォーク北九州１階エナジーコート

固定資産税税

第４期

今月の 国民健康保険税 第８期

納税

今月の町税納期限は、
３月２日（月）です。

税金は、納期内に納めましょう。
納税は便利な口座振替で

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

問い合わせ 税務課 徴収係（内線 217）

人の動き（12月末現在）
人

口

男
女
世帯数

１９,５５５人
９,４６９人
１０,０８６人
８,９９４世帯

前月比
ー４２
ー２４
ー１８
ー３２

【出店団体】
からあげ じろ吉（行橋市）、有限会社 豊前民芸
（豊前市）、道の駅 豊前おこしかけ（豊前市）、
苅田町特産品振興協議会（苅田町）、豊津物産直売所
「国府の郷」（みやこ町）、よってこ四季犀館（みや
こ町）、株式会社 和楽堂（吉富町）、東九州道中こ
うげ武楽里「さわやか市」（上毛町）、築上町物産館
「メタセの杜」（築上町）、農事組合法人 湊営農組
合（築上町）
【京築子ども神楽公演出演団体】
稲童神楽保存会（行橋市）、道場寺神楽講（行橋市)、
南原神楽講（苅田町）、吉富神楽（吉富町）、友枝神
楽講（上毛町）、小原神楽講（築上町）
問い合わせ

企画振興課

企画振興係（内線３６３）

「高齢者生きがい教室」受講生募集
〜楽しみながら生涯学習に参加しませんか？〜
閉じこもりがちな一人暮らし高齢者の社会的孤立感を解消するために、
生きがい教室を開講します。
対象者
築上町に在住し、おおむね６０歳以上の方
期 間
１年間（平成２７年４月〜平成２８年３月）
申込期間 ２月１６日（月）〜２月２７日（金）
８：３０〜１７：００（土日、祝日は除く）
※新規の申込み者を優先し、定員を超えた場合は抽選とし
ます。また、受講３年以上になる方は申込人数が定員を
超えなければ受講できます。
受講料
無料（材料費は自己負担となります。）
実施場所 自愛の家
内 容
それぞれの教室はすべて初級者向けです。
各教室の開講曜日と時間等は次のとおりです。
教室名

定

員

講座開催曜日・時間

陶芸教室

１教室

15名 第１・第３月曜日と次の日の火曜日
（13：00〜15：00）

表装教室

１教室

10名

第１〜第４火曜日
（9：30〜12：00）

フラダンス教室 １教室

15名

第１・第２火曜日
（13：00〜15：00）

書道教室
ヨーガ教室

１教室

20名 第１・第３水曜日
（９：30〜11：30）

２教室各15名

第１・第３木曜日（13：30〜15：30）
第２・第４木曜日（13：30〜15：30）

申込・問い合わせ：福祉課

高齢者福祉係（内線２５２）
８
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大正琴の演奏などが行われま
す。また、期間中境内には投
句箱を設置しています。俳句
を読まれてはいかがでしょう
か。
なお、スケジュールは天候
などにより変更になる場合が
あります。
問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線１８３︶

25

智恵の文殊大祭

日時 ２月 日︵水︶
２月 日︵木︶
〜
９
場所 不老山正光寺
︵伝法寺︶
内容
・文殊大祭祈願祈祷参拝
・武者行列
〜︶
︵ 日
・もちまき
・智恵餅や特産品の販売
問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線１８３︶

下日奈古智慧の文殊祭

日時 ２月 日︵水︶
〜
９
場所 下日奈古文化公園
内容 ぜんざいの無料配布
など
問い合わせ
商工課 商工観光係
︵支所・内線１８３︶
：
00 25

10

26

広島市大雨災害に
１７３ ４９１円の義援金

14

平成 年８月 日の豪雨に
より、甚大な被害を受けた広
島市に対して、義援金箱を設
置したところ、皆様からたく
さんの義援金をいただきまし
た。役場本庁、支所とあわせ
て、１７３ ４９１円となり
ました。
義援金は、広島市に送金し、
現地の義援金配分委員会によ
り被災者へ配分されます。皆
様のご支援、ご協力ありがと
うございました。
問い合わせ
総務課 行政係
︵内線３３３︶

学問の神様﹁菅原道真﹂ゆ
かりの綱敷天満宮で﹁しいだ
梅祭り﹂が開催されます。境
内には千本の梅が咲き誇りま
す。
期間 ２月 日︵火︶〜
３月８日︵日︶
イベント
・ 日、 日 天神市
︵出店、茶屋︶
・ 日 子ども神楽
︵豊前山内︶
・ 日 湯立て神楽
︵豊前山内︶
どんど焼き
・３月８日 獅子舞
その他
茶会、詩吟、琴・尺八・
15

しいだ梅祭り
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第７回築上町アグリロードレース大会参加者募集
日時
場所
種目

３月１５日（日）受付８：１０〜 ※雨天決行
アグリパーク周辺コース
・小学生男女別 ２ｋｍ
・中学生男子１年・女子 ３ｋｍ
５ｋｍ
・中学生男子２・３年
・一般・高校男女 ５ｋｍ
・一般・高校男子 １０ｋｍ
・一般高校女子 ５ｋｍ
・壮年男子（４０歳以上） ５ｋｍ
・ゆっくり走ろう（ウォーキングも可）５ｋｍ

山城登山ツアー

平成27年２月

申込期限

一般・壮年
１，０００円
高校生
７００円
小・中学生
５００円
ゆっくり走ろうの部 ５００円
（町内在住の方は無料）
２月１０日（火）１７：００まで

申込・問い合わせ
築上町体育協会事務局（火〜金）
（５６）００７５

さわだ しろぜ

〜寒田城攻め（上級コース）開催のお知らせ〜

昨年はＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」にも登場した
地元が誇る英雄“宇都宮鎮房”。その宇都宮鎮房が黒田
氏率いる武将たちと熾烈な争いを繰り広げた史跡を見学
します。
スケジュール
３月２２日（日）９：００ 築上町役場築城支所出発
（１５：００解散予定）※少雨決行
内 容
黒田氏がもともとあった城跡を修築し、城井谷を攻め
る拠点としたといわれる小川内城跡（城井谷絵図には
「茅切山」と表記）や『陰徳太平記』に「猿尾の陣」と
して登場する「猿尾の峯」など、宇都宮氏と黒田氏がか
つて熾烈な戦いを繰り広げた戦跡を探訪します。
講師 則松弘明先生（豊前宇都宮氏研究者）
高尾栄市
（生涯学習課課長補佐）
持参するもの 弁当・水筒

９

参加費用

※半日の登山ですので、体力に自信のある方の参加をお
願いします。また、動きやすい服装・靴でご参加くだ
さい。
受講料

５００円（当日徴収します。）
※参加者は全員、保険に加入します。
定 員 ４０名（電話による事前申込が必要）
申込締切日 ３月６日（金）締切日前に定員に達した場
合はその時点で締め切ります。
申込・問い合わせ
船迫窯跡公園
（５２）３７７１
※月曜日休館
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緑のふるさと協力隊
今年度の「緑のふるさと協力隊」として、築上町に派
遣された藤田伸平さんの任期がまもなく終了します。
活動を通じて得た自身の学びやまちづくりに対するア
イデアを報告し発表するため、報告会を開催します。ま
た、報告会修了後に、送別会を開催します。是非ご参加
ください。
開催日時 ２月２１日（土）
【報告会】15：30〜17：00（受付）15：00〜
【送別会】17：30〜19：30（受付）17：00〜

報告会

会
場 築上町中央公民館 大ホール
報告会の内容 活動報告・神楽披露 他
参 加 費【報告会】無料
【送別会】大人一人3,000円（高校生以下無料）
参加方法 産業課 農林水産係に電話で申込
申込期限 ２月１０日（火）
※送別会ではお酒を用意します。飲酒される方は、お車
でのご来場はご遠慮ください。
申込・問い合わせ 産業課 農林水産係（内線２７４）

13
：
00

12
：
00

『メタセの杜』
TEL.0930-52-3828

○イベント（店頭）
・白玉ぜんざい ２／８（日）１０：００〜
無料 先着２００名様
・焼き芋販売・みかん詰め放題
２／１５（日）８：００〜
焼き芋 １本 １００円
みかん １袋 ２００円
＊両イベントともなくなり次第、終了とさせ
ていただきます。
○マルシェ（テント前）
・三菱自動車車輌展示会
九州三菱自動車販売（株）行橋店
２／２１（土）〜２２（日）
１０：００〜１８：００

15
：
30

広告欄

八津田校区文化祭
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MO RI

13
：
00
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：
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日時

M

10
：
0026

２月 日︵日︶
〜
９
八津田小学校 講堂

広告欄

E TAS E

：
0020

：
3022
14
：
00

受付期間
２月 日 金( 〜) 日 金( )
︵土日は除く︶
８
〜
申込・問い合わせ
下水道課 下水道係
︵内線１１１︶

10

：
0020

リサイクルプラザ体験
学習講座

・紙ひものかご作り
日時 ２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
・ＥＭぼかしづくり
日時 ２月 日︵木︶
〜
持参するもの エプロン
・廃油石けん作り
日時 ２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 ２月 日︵金︶
〜
９
持参するもの
エプロン
︵ 今 月 の メ ニ ュ ー は﹃蒸 し 大
豆、大豆の鉄火味噌﹄︶
・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。
※
申込は開催日の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︶
30

芸能大会︵カラオケ・舞踊︶

27

場所
内容

，

，

輪投げ、福引ゲーム、作品
展示等
昼食︵カレーライス︶
問い合わせ
中央公民館 ５(６ ０)２５１

，

築上町下水道排水設備指定工
事店新規及び継続申請受付

築上町下水道排水設備指定
工事店の新規及び継続申請を
受け付けます。下水道排水設
備指定工事店の登録をした場
合は、農業集落排水事業の排
水設備工事もできますので、
農業集落排水設備指定工事店
に登録の必要はありません。
資格要件
・築上町に登録している排水
設備工事責任技術者を１人
以上専属雇用していること
・工事の施工に必要な設備及
び機材を有していること
・福岡県内に営業所があるこ
と
○新規
登録手数料
１ 件 １０ ０００円
保証金 ３００ ０００円
○更新
対象
すでに築上町に登録してお
り 、 有 効 期 間 が 平成 年 ３
月 日までの下水道排水設
備指定工事店
更新手数料
１件 ２ ０００円
31

：
30
17
：
00

13

27

コマーレの催し物（大ホール）
Tel：５６１７７７

築上町合併10周年記念・再編交付金事業
前福岡ソフトバンクホークス監督

秋山幸二トークショー
4月5日(日)

14:00開演
13:30開場

チケット（全自由席）
大
人1,500円(当日2,000円)
高校生以下 500円(当日 700円)
2月14日(土)チケット発売開始
《チケット発売場所》
コマーレ・中央公民館・ソピア・メタセの杜

10

平成27年２月

基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等社会適応が困難で、生活習慣等の指導・

開所時間
第１・第３火曜日
〜
問い合わせ

北九州サポートステーション

10
：
00

＜対象者＞

町内に住所を有するおおむね６５歳以上の、介護保険の認定を受けていない要援護高齢

者等（疾病等により、対象にならない場合があります）

０９３︵５１２︶１８７１

常生活に対する指導や支援を行い、要介護状態への進行を予防します。

次のいずれかに該当する世帯

＜事業目的＞

収入基準

短期宿泊事業

築上町男女共同参画ネッ
ト主催研修会﹁歌謡曲か
ら見える男女の関係﹂開
催 〜目 か ら ウ ロ コ の 新 発
見 〜

しています。このコーナーでは連載で、高齢者在宅福祉サービスを紹介しています。

す。まずはお電話でご相談く
ださい。
場所 豊前サテライト 豊前
市大字八屋１９２６番地
︵豊前地域職業訓練センター
２Ｆ︶

築上町では在宅での介護や介護予防のため、さまざまな高齢者在宅福祉サービスを実施

申込 事前に電話予約をお願
いします。なお、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
築上町地域包括支援セン
ター︵支所・内線１４３・
１４４︶
①生活保護法に基づく保護を
受けている
②地方税法の規定により町民
税が非課税とされている
③地方税法の規定により町民
税が減免されている
④世帯の収入が生活保護基準
額の１・５倍以下
貸与単価
修学資金︵月額︶
専門課程 ５３ ０００円、
その他課程等
３０ ０００円
入校支度金
１００ ０００円
貸付利息 なし
申請期限 ４月 日︵木︶
申請・問い合わせ
福祉課 社会福祉係
︵内線２４１︶

北九州若者サポートス
テーション豊前サテライ
トのご案内
若者サポートステーション
では、﹁仕事はしたいが自信
がない﹂﹁会話が苦手で﹂
﹁就職活動の仕方がわからな
い﹂といった悩みを抱える
ニートなどの若者を対象に、
個別相談・セミナー・就労体
験など、自立に向けた支援を
行っています。完全予約制な
ので待ち時間なしでカウンセ
リングを受けることができま

平成27年２月

その11

築上町高齢者在宅福祉サービス
築上町高齢者在宅福祉サービス

，

，

，

30

若年者専修学校等技能習
得資金貸与事業
専修学校等への修学資金を
貸与する制度です。詳しくは
お問い合わせください。
対象者 平成 年度に中学校
・高等学校を卒業する方及
び高等学校を中退した方
対象学校
１専修学校
︵１︶専門課程
︵修業年限１年以上２年未
満のものに限る︶
︵２︶高等課程
︵修業年限１年以上︶
修業年限２年以上の学科
※
については技能重視の学
科のみ
︵３︶一般課程
︵修業年限１年以上︶
２各種学校
︵修業年限１年以上︶
職業に必要な技術・技能
※
の習得を目的とした学科
に限る。
対象の学校が限られてい
※
ますので、お問い合わせ
ください。

11

高齢者福祉係（内線２５２）

福祉課

問い合わせ

社会福祉法人若杉会、社会福祉法人浄興寺灯明会、社会福祉法人豊勝会

＜保護施設＞

12
：
00

15
：
00

免除）

１日９１０円（生活保護世帯

＜利用料＞

馴染みのある歌謡曲を通し
て男女の関係を考え、お互い
の相互理解、円滑化を図るこ
とのできる楽しくて有意義な
研修会です。
日時 ２月 日︵日︶
〜
場所 築上町コミュニティセ
ンター︵ソピア︶
講師 公益財団法人 アジア
女性交流・研究フォーラム
主任研究員 神崎智子氏
︵築上町出身︶
参加料 無料
問い合わせ
人権課 人権係
︵支所・内線２７３︶

13
：
30 17

17
：
00

７日以内

＜利用期間＞

10
：
00 22

日頃、もの忘れや介護など
困っていることをお気軽にご
相談ください。
日時 ２月 日︵火︶
〜
場所 築城支所内１階
第一会議室
スタッフ 包括職員・福岡県
認知症医療センター﹁行橋
記念病院﹂の相談員

26

!!

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〜

町内外からのお知らせ

体調調整をしなければならない高齢者に対し、介護老人福祉施設等に一時的に保護し、日

申込・問い合わせ
福岡共同公文書館
０９２︵９１９︶６１６６

容、優遇を受けるための条件
などは、各金融機関によって
異なりますので、直接金融機
関へご確認ください。
﹁住まいの健康診断﹂は、
※
売却予定の中古住宅に対して、
住まいの専門家が建物検査を
行い、建物の状態を明らかに
するものです。
問い合わせ

住宅市場活性化協議会事務局

０９２︵７８１︶５１６９

http://www.fkjc.or.jp/news
/shindan/index.html

解雇・雇止め集中相談会

福岡県労働者支援事務所で
は電話や面談による労働相談
に対応するため、集中相談会
を実施します。職場で生じた
様々な問題について気軽に相
談ください。相談は無料、秘
密は厳守します。また、相談
内容により弁護士と連携した
相談を行います。
日時 ２月 日︵水︶〜
日︵木︶
〜
９
場所 福岡県北九州労働者支
援事務所︵北九州市小倉北
区城内７番８号 福岡県小
倉総合庁舎３階︶
問い合わせ
福岡県北九州労働者支援事
務所
０９３︵５６２︶３５１６

20
：
00

ご存知ですか？﹁すまい
給付金﹂

﹁住まいの健康診断書付
住宅﹂購入に係る住宅
ローン金利優遇！
﹁住まいの健康診断書付住
宅﹂をご購入の方は、住宅
ローンについて金利優遇が受
けられます。具体的な優遇内

：
00 26 25

送した﹁受診票﹂、自己負担
金５００円が必要です。受診
票が見あたらない場合は再発
行をしますので、お問い合わ
せください。
なお、生活習慣病︵糖尿病
や高血圧症など︶で治療中の
方は受診の対象となりません。
問い合わせ
福岡県後期高齢者医療広域
連合
０９２︵６５１︶３１１１
すまい給付金は、消費税率
引き上げによる住宅取得者の
負担を緩和するために創設さ
れた制度で、消費税率８％時
は収入額の目安が５１０万円
以 下 の 方 を 対 象 に 最大 万 円
給付されるものです。申請に
ついては、取得した住宅に入
居した後に可能となり、申請
期限は、住宅の引渡しを受け
てから１年以内となっていま
す。
入居後の申請をお忘れな
く！
問い合わせ
すまい給付金事務局
０ ５ ７ ０ ︵０ ６ ４ ︶１ ８ ６
︵９時〜 時土日祝日含む︶
ＰＨＳや一部のＩＰ電話か
らは
０４５︵３３０︶１９０４
30

http://sumai-kyufu.jp/

17

子育て講演会﹁非行防止
と家庭・地域のかかわり
について﹂

31

福岡共同公文書館公開講
座及び講演会
○公開講座
﹁大学と﹁地域﹂ー九州大学
の歴史を中心としてー﹂
講師 九州大学 大学文書館
教授 折田 悦郎氏
日時 ２月 日︵土︶
〜
〜︶
︵受付
場所 福岡共同公文書館
２階研修室
名︵事前申込要︶
定員
参加料 無料
○講演会
﹁防災気象情報とその利用﹂
講師 福岡管区気象台職員
日時 ２月 日︵土︶
〜
〜︶
︵受付
場所 福岡共同公文書館２階
研修室
名︵事前申込要︶
無料
定員
参加料

﹁在宅ホスピスを語る
会﹂開催
〜心 に 残 る 癒 し の 音 楽 と
在宅ホスピスのお話〜

大切な人を家で最期まで看
取った経験のある方のお話を
通して﹁家でホスピスが可能
であること﹂を知っていただ
ける会です。
日時 ３月４日︵水︶
〜
︵開場
︶
場所
京築保健福祉環境事務所
会議室

︵行橋市中央１丁目ー２ー１︶

内容
在宅で家族を看取られた方
や在宅医療を支援する医師、
看護師の話
音楽療法士による癒しの音
楽
名︵先着順︶
定員
申込締切 ２月 日︵金︶
申込・問い合わせ
京築保健福祉環境事務所
健康増進課 健康増進係
︵２３︶２６９０

20

凶悪事件が起こる等社会環
境が悪化している現代、青少
年の非行防止を含めた家庭教
育・地域防犯についての講演
です。
日時 ２月 日︵土︶
〜
場所 築上町コミュニティセ
ンター︵ソピア︶
講師
副田 茂喜氏
︵ＮＰＯ法人サンシャイン・
ネットワーク︶
問い合わせ
生涯学習課 社会教育係
︵支所・内線２６２︶

26

年に一度は健康診査を受
けましょう！

27
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福岡県後期高齢者医療制度
の被保険者を対象に、生活習
慣病の予防及び早期発見・治
療を目的に健康診査を実施し
て い ま す 。 平成 年 度 の 受 診
期限は平成 年３月 日です。
まだ受診していない方は、実
施医療機関等でお早めにご予
約のうえ、受診してください。
実施医療機関については、受
診票と一緒に一覧表をお送り
しています。
受診の時は、﹁被保険者証
︵保険証︶﹂と広域連合が郵
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13 00 14
：
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：
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80
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町内外からのお知らせ
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場所 福岡県行橋総合庁舎
４階大会議室
︵行橋市中央１丁目２ー１︶
内容
︵１︶講演
﹁自傷行為をする若者への
関わり方﹂福岡県立大学
人間社会学部
教授 小嶋 秀幹氏
︵２︶啓発劇
﹁ただそばにいてほしい﹂
〜自 傷 行 為 を す る 親 友 の
ために〜
福岡県立大学大学院生の
みなさん
対象 支援者、テーマに興味
のある方
申込締切 ２月 日︵金︶
要電話予約
※
申込・問い合わせ
京築保健福祉環境事務所
健康増進課 精神保健係
︵２３︶２９６６

養育費の電話相談業務

ランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０

社会復帰促進事業研修会

関する無料法律相談を実施し
ています。
相談日時 ２月 日︵水︶
〜
場所 宗像市役所 本館１階
第２相談室︵宗像市東郷１
丁目１ー１︶
希望者は、相談日前日まで
※
に福岡県ひとり親家庭等就
業・自立支援センター飯塚
ブランチに予約が必要です。
︵先着順受付１日４人、一人
当たりの相談時間は約３０
分です。︶
予約番号
０ ９ ４ ８ ︵２ １ ︶０ ３ ９ ０
〜
︵平日９
︶

ひとり親家庭等の就業支援

平成27年２月

精神障害者が地域であたり
まえの生活ができるために、
地域住民や支援者が精神障害
について正しい知識をもち、
障害者とともに安心して住み
やすい地域を築くため、私た
ちにできることは何か考えて
みませんか？
日時 ２月 日︵火︶
〜
場所 福岡県行橋総合庁舎
４階大会議室
︵行橋市中央１丁目２ー１︶
内容
講演
﹁精神障害者のあたりまえ
の生活の確立のために﹂
講師 西南女学院大学
准教授 今村浩司氏
対象 当事者及び御家族、
支援者、地域住民等
申込締切日 ２月９日︵月︶
要電話予約
※
申込・問い合わせ
京築保健福祉環境事務所
健康増進課 精神保健係
︵２３︶２９６６

弁護士による無料法律相談

福岡県ひとり親家庭等就
業・自立支援センターでは、
町村在住の母子家庭の母、父
子家庭の父︵いずれも児童扶
養手当受給者︶を対象にハ
ローワークと連携して就業支
援事業を実施しています。相
談については、平日は対象者
が居住している役場等で、日
曜日はクローバープラザ︵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
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☎0979-82-1511

豊前地区職業訓練協会

■対象者 ：表計算ソフト経験者
別途テキスト代1,000円必要
①【フォークリフト運転技能講習】
■費 用 ：受講料15,420円
■定 員 ：20名
■訓練期間：3月16日〜19日（月〜木）
別途テキスト代必要
③【職長・安全衛生責任者教育】
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会
■定 員 ：20名
■訓練期間：3月1日、3月8日（日）
（豊前市八屋1926番地）
※各講座とも定員になり次第締め切ります。
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会
■対象者 ：未資格者
（豊前市八屋1926番地）
■費 用 ：受講料 32,000円
訓練生の作品発表会
■対象者 ：企業の中堅社員
別途テキスト代1,620円必要
■日時 2月28日（土）9時〜17時
■定 員 ：30名
■費 用 ：受講料10,280円〜11,310円
3月 1日（日）9時〜15時
別途テキスト代必要
②【アーク溶接特別教育】
■場所 豊前地域職業訓練センター
■定 員 ：20名
（豊前市大字八屋1926番地）
■訓練期間：3月6日〜8日（金〜日）
④【アクセス基礎】
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会
■作品発表講座
（豊前市八屋1926番地）
表装、木工工芸、フラワーデザイン、
■訓練期間：2月28日〜3月28日（土）
■場 所 ：豊前地区職業訓練協会
■対象者 ：未資格者
かんたん洋裁、はがき絵
（豊前市大字八屋1926番地） ■入場料 無料
■費 用 ：受講料15,420円

職業訓練講座の開講
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九州・沖縄地区一斉境界
トラブル無料相談所開設

16
：
00

14
：
00 17

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

13

福岡法務局では、九州・沖
縄地区一斉に境界に関するト
ラブルについての無料相談所
を次のとおり開設します。
相談は無料で、法務局職員
及び土地家屋調査士がお受け
しますので、お気軽にご利用
ください。
日時 ２月 日︵日︶
〜
︵予約制︶
場所 福岡法務局北九州支局
４階会議室及び５階会議室
先着 名
※
申込期間
２月２日︵月︶〜
２月 日︵金︶
〜
平日８
申込・問い合わせ
福岡法務局北九州支局
０９３︵５６１︶３５４２

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
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
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若者の自殺リスクを高める
と考えられるリストカット等
の自傷行為は、若者が抱える
﹁こころの痛み﹂に対するＳ
ＯＳかもしれません。若者を
孤立させないために地域でで
きることは何なのか一緒に考
えてみませんか？
日時 ３月６日︵金︶
〜
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ゲートキーパーフォロー
アップ研修会

町内外からのお知らせ

