町内外からのお知らせ

築上町地域包括支援センター（福祉課・地域包括支援係）からのお知らせ
地域包括支援センターは、高齢者の方が住みなれた町
で安心してその人らしい生活が送れるように関係機関と
連携してご支援するところです。
≪仕事の内容≫
・相談業務
（最近もの忘れが多くなった・体の動きが悪く生活する
上で困っている・町のサービスや介護保険申請の支援
等）
・権利擁護業務
（成年後見制度、高齢者虐待・消費者被害の防止など）
・包括的・継続的ケアマネジメント業務
（高齢者の方が自立した生活を継続する為に、関係機関
と連携しネットワークを図り支援します。）
・介護予防ケアマネジメント業務
（要支援１・２の方や予防教室対象の方に適切なケアマ
ネジメントを行い、状態の悪化を予防します。）
≪場所≫
福祉課 地域包括支援係（役場・築城支所内１階）
≪職員≫
・社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師
・介護支援専門員・事務 ９名

〜認知症・介護相談会を始めます〜
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 １２月１６日（火）１３：３０〜１５：００
場所 役場築城支所内 １階 第一会議室
※要電話予約
申込・問い合わせ 築上町地域包括支援センター
（福祉課 地域包括支援係）
（支所・内線１４３・１４４）

年末年始のごみ・し尿収集
○一般家庭ごみ収集（椎田地区・築城地区）
・年末の収集 １２月３０日（火）まで収集します。
・年始の収集 平成２７年１月５日（月）から「通常
日程」で収集を行います。
※お休みは１２月３１日（水）〜平成２７年１月４日
（日）まで。
○し尿収集
（椎田地区）
・年末の収集 １２月３０日（火）午前中まで収集し
ます。
・年始の収集 平成２７年１月５日（月）から通常ど
おり収集します。

年末年始の休日窓口
証明書発行業務の
お知らせ

（築城地区）
・年末の収集

１２月３０日（火）午前中まで収集し
ます。
・年始の収集 平成２７年１月５日（月）から通常ど
おり収集します。
※お休みは１２月３１日（水）〜平成２７年１月４日
（日）までです。
※年内に収集を希望する方は、１２月２５日（木）ま
でに各地区のし尿収集業者に必ず連絡してくださ
い。
連絡先 （椎田地区） 豊州公益社 （５６）０３０９
（築城地区） 築城共栄社 （５２）０３２２
問い合わせ 環境課 環境係（支所・内線151・152）

年末年始の町内施設のお休み

・役 場…………………………………１２月２７日（土）〜１月４日（日）
・中央公民館……………………………１２月２９日（月）〜１月３日（土）
・コミュニティセンター（ソピア）…１２月２９日（月）〜１月３日（土）
土日・祭日の午前中に
・児童館…………………………………１２月２８日（日）〜１月４日（日）
住民票及び印鑑登録証明
・コマーレ、築上町図書館……………１２月２８日（日）〜１月４日（日）
書の発行を行う休日窓口
・船迫窯跡公園…………………………１２月２８日（日）〜１月５日（月）
証明書発行業務は、年末
・歴史民俗資料館………………………１２月２８日（日）〜１月７日（水）
は１２月２３日（火）ま
・町内体育施設…………………………１２月２９日（月）〜１月３日（土）
で行います。年始は１月
・自愛の家………………………………１２月２７日（土）〜１月４日（日）
１０日（土）から行います。 ・旧藏内邸………………………………１２月２８日（日）〜１月４日（日）
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平成26年12月１日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

大切なお知らせです！
これまで、公的年金 を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成２６年１２月以降は、年金額が
児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

など

＜参考：児童扶養手当の月額＞ （平成２６年４月〜）
・子ども1人の場合
全部支給：４１,０２０円
一部支給：４１,０１０円〜９,６８０円（所得に応じて決定されます）
・子ども2人以上の加算額
２人目：５,０００円、３人目以降1人につき：３,０００円
※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、お住まいの市区町村へご相談ください。

新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。

支給開始日
◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を
受給できなかった方のうち、平成２６年１２月１日に支給要件を満たしている方が、平成２７年３月までに申請した
場合は、平成２６年１２月分の手当から受給できます。
◆平成２６年１２月〜平成２７年３月分の手当は、平成２７年４月に支払われます。

問い合わせ

福祉課

子育て支援係（内線２４２）

〜築上町国民健康保険からのお知らせ〜
平成27年
70歳未満の高額療養費
１月診療分から 自己負担限度額が下記のとおり細分化されます
【高額療養費制度とは】
医療費の支払いが同じ月
内、同じ医療機関等で自己
負担限度額を超えた場合、
その超えた金額が申請に
よって高額療養費として保
険者から払い戻されます。
また、医療機関の窓口で
の支払いを高額療養費の自
己負担限度額までにとどめ
ることができる証書「限度
額適用認定証」があります
ので、御希望の方は手続き
をお願いします。

平成26年12月 平成27年１月
以前の区分
以前の区分
旧ただし書所得
９０１万円超
上位所得者 旧ただし書所得
６００万円〜
９０１万円
旧ただし書所得
２１０〜
一般所得者 ６００万円
旧ただし書所得
２１０万円以下
低所得者
住民税非課税

自己負担限度額（月額）

多数該当
（４回目以降）

２５２,６００円＋（総医療費−
８４２,０００円）╳１％

１４０,１００円

１６７,４００円＋（総医療費−
５５８,０００円）╳１％

９３,０００円

８０,１００円＋（総医療費−
２６７,０００円）╳１％

４４,４００円

５７,６００円

４４,４００円

３５,４００円

２４,６００円

※「多数該当」とは、過去１２ヶ月の間に、１つの世帯で高額療養費の支給が４回以上
ある場合、４回目以降のもの。
※「旧ただし書所得」は、基礎控除後の総所得額。

○「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方へ

８月以降申請により既に上記の認定証をお持ちの方には、平成２７年１月からの新しい区分判定を行った後、送付し
ますので、再度申請の必要はございません。
12
問い合わせ 住民課 保険係（内線２３６）
平成26年12月

町内外からのお知らせ

製造事業所の皆様へ

統計調査にご協力ください

平成２６年工業統計調査を１２月３１日現在で行います。
工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な調査
です。
調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。
１２月から来年１月にかけて、知事が任命した調査員が調査票を持ってお伺いしますので、
調査票へのご回答をお願いします。
なお、調査内容は統計を作成するためのみに使用するもので、その他の目的には一切使用
しません。
工業統計キャラクター
調査基準日 １２月３１日（水）
こうちゃん
問い合わせ 総務課 情報政策係（内線３３５）

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 平成２７年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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２０１５年新年の挨拶会

男
女
世帯数

１９,６０２人
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第 回延塚奉行顕彰武道
大会及び第１７９回忌延
塚奉行追善供養祭
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・第 回延塚奉行顕彰武道大
会
月 日︵日︶
日時
開会式 ８
〜
場所 剣道の部 椎田体育館
柔道の部 武道館
・第１７９回忌延塚奉行追善
供養祭
月 日︵日︶
日時
〜
場所 延塚記念館
問い合わせ
生涯学習課 社会教育係
︵支所・内線２６２︶

人の動き（10月末現在）
人

２０１５年の輝かしい新年
を迎えるにあたり、地域の発
展と振興を願って新年の挨拶
会を開催します。
対象者 町内在住の 歳以上
の方
日時 平成 年１月５日 月( )
〜
場所 中央公民館
参加費用 一人３ ０００円
月 日︵金︶
申込期限
申込・問い合わせ
新年の挨拶会実行委員会
事務局
総務課 人事秘書係
︵内線３１１・３１２︶

11

年度築上町成人式

27

平成
開催

対象者 平成６︵１９９４︶
年４月２日から平成７︵１
９９５︶年４月１日までに
生まれた方
町外にお住まいの方で、築
※
上町の成人式に参加を希望
される方は生涯学習課社会
教育係にご連絡ください。
日時 平成 年１月 日 日( )
受付
〜
〜
開会
場所 築上町コミュニティセ
ンター︵ソピア︶
問い合わせ
生涯学習課 社会教育係
︵支所・内線２６２︶
13 13
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築上町臨時職員募集
○職種 学校給食調理補助員
・募集人数 １名
・業務内容 学校給食の調理補助等
・応募資格 昭和２５年４月２日以降に生まれた方
・雇用期間 平成２７年１月５日（月）から平成２７
年３月３１日（火）まで
・勤務日数 月に２１日程度
・勤務地
築上町立築城小学校
・賃 金
７７５円（時給）
13

平成26年12月

・加入保険
・申込期間

社会保険、雇用保険
１２月２日（火）〜１２月１０日（水）
（土・日曜日、祝日を除く８：３０〜
１７：００）
・提出書類 雇用申込書、履歴書
※募集要項・雇用申込書、履歴書用紙については、総務
課人事秘書係及び総合管理課に備えつけています。
申込・問い合わせ 学校教育課 学校教育係
（支所・内線２５０〜２５３）

農業委員会委員選挙人名簿
は﹁農業委員会等に関する法
律﹂により、有権者からの申
請に基づき、毎年１月１日現
在の選挙資格を調査し、調製
することになっています。こ
の名簿は平成 年３月 日か
ら平成 年３月 日までに行
われる農業委員会に関する全
ての選挙に使用されます。
現在の農業委員の任期は平
成 年１月９日までです。平
成 年 月には農業委員会委
員選挙が行われることとなり
ますが、今回の選挙人名簿登
載申請書は、来年度の選挙か
ら該当することになります。
月はじめに自治会を通じて、
農家の皆さんのお手元に選挙
人名簿登載申請書をお届けし
ますので、記載例を参考に記
入してください。
申請書は平成 年１月９日
︵金︶までに築上町役場 築
城支所 農業委員会又は築上
町役場 本庁 産業課まで提
出してください。
なお、 月中に申請書が届
かない場合は農業委員会事務
局までご連絡ください。
選挙資格︵次の条件を全て満
たしていること︶
①平成 年１月１日現在で築
上町に住所を有する者
②平成７年４月１日までに生

旧藏内邸イベント情報
・二代西頭哲三郎人形作品展
﹁城井宇都宮鎮房公像﹂
月４日︵木︶〜
期間
月 日︵金︶
正午まで
・新春特別開館
日時
平成 年１月２日︵金︶
〜
当日は
から赤幡神楽
※
の奉納を行います。
12

所得税、地方税法上では、
障害者控除︵または特別障害
者控除︶となるには、身体障
害者手帳等の交付を受けてい
ることが必要です。 しかし、
歳以上の方で次の状態に該
当する方は、町長の認定を受
けることにより、障害者控除
対象者︵または特別障害者控
除対象者︶となります。
ただし認定できない場合が
ありますのでご了承ください。
︵なお、控除対象となるに
は毎年の申請が必要です。︶
○対象となる状態
・身体障害者手帳の交付を受
けている方と同等の障害程
度であること。
・療育手帳の交付を受けてい
る方と同等の障害の程度で
あること。︵認知症老人を
含みます︶
・常に就床を要し、６ヶ月以
上臥床し、食事、排泄など
日常生活に支障をきたす状
態にあること。
○認定申請
・手続き場所：本庁福祉課
高齢者福祉係
・持参するもの：印鑑・介護
保険被保険者証︵認定のあ
る方︶
65

問い合わせ
まれた者
商工課 商工観光係
③
以上の農地につき耕作
︵支所・内線１８１︶
の業務を営む者及びその同
居の親族又はその配偶者、
及び農業生産法人の組合員、 老齢者の障害者控除対象
社員又は株主で、いずれも
者の認定について
年間の耕作従事日数がおお
むね 日以上の者
問い合わせ
築上町農業委員会事務局
︵支所・内線
２８０・２８１︶

年末の交通安全県民運動
月 日︵木︶〜 月
日︵水︶
31

重点目標
・飲酒運転の撲滅
・子どもと高齢者の交通事故
防止
問い合わせ
総務課 行政係
︵内線３３３︶

12

31

介護認定のない方は調査や
※
医師の診断書が必要です。
既に身体障害者手帳等を持
※
っている方は、この申請の
必要はありません。
問い合わせ
福祉課 高齢者福祉係
︵内線２５１・２５２︶
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※チケット残りわずか
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農業委員会委員選挙人名
簿登載申請書についての
お知らせ

町内外からのお知らせ

平成26年12月
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【チケット】全席指定 4,500円（当日5,000円）
※お１人４枚までご購入頂けます。
※未就学児の入場不可。
《チケット先行発売》発売場所／コマーレ

《一般発売》12月８日（月）
発売場所／コマーレ・中央公民館・ソピア・メタセの杜

12月7日（日）９時〜

12月5日（金）チケット発売開始

12月20日(土) 14:30開会/14:00開場

村田雄浩トークショー

宇都宮鎮房 役

【チケット】1,000円（来場者の方には当日プレゼントあり）
神楽舞などの後、トークショーをお楽しみください。
トークショーのお相手は、NHK北九州放送局キャスター笠井
美穂さんです。

○国際交流館
和小物、絵、つまみ細工展
さくら（荒木 智美）
１２／５（金）〜７（日）１０：００〜１６：００
○イベント
・メタセの杜９周年祭
１２／９（火） ９：００〜１４：００
＊野菜・出荷者店頭販売予定（詳細は店頭にて）
・鉢物（シクラメン他）店頭販売
１２／２０（土）〜２３（火）
・お正月用品店頭販売
１２／２７（土）〜３１（水）
＜年末年始の営業について＞
１２／３１（水）１６：００まで営業
１／１（木）〜４（日）正月休み
１／５（月）〜通常通り

1月30日(金)19:00開演/18:30開場
TEL.0930-52-3828

リサイクルプラザ体験学
習講座
集します。
ター︵ソピア︶
開設期間
︵５２︶００６６
平成 年１月 日︵月︶〜
平成 年３月 日︵月︶ま
築上町下水道排水設備工
での毎月第１・第３月曜日
事責任技術者新規登録及
︵３月は第５週目も実施︶
び更新登録
時間
︻講座Ｉ︼
〜
築上町下水道排水設備工事
︻講座Ⅱ︼
〜
責任技術者新規登録及び更新
講座内容
登録の申請を受け付けます。
︻講座
やさしいインター
責任技術者を登録していない
Ｉ
︼
ネット・電子メール︵全６
と、築上町下水道排水設備指
回︶
定工事店登録ができませんの
インターネットと電子メー
で、ご注意ください。
ルを身近な道具として活用
対象者
する方法を学びます。
新規登録 福岡県下水道排水
︻講座Ⅱ︼やさしいデジカメ
設備工事責任技術者試験に
入門︵全６回︶
合格した方及び福岡県内の
デジカメで撮った写真をパ
他の地方公共団体で、すで
ソコンで活用するための基
に登録をされている方
礎を学習します。
更新登録 築上町下水道排水
設備工事責任技術者登録者
場所 築上町コミュニティセ
ンター︵ソピア︶
のうち、有効期間が平成
視聴覚教室
年３月 日までになってい
る方で、福岡県下水道排水
定員 各講座 名︵応募者が
名に満たない場合は取り
設備工事責任技術者更新講
やめることがあります。︶
習を受講した方
受講者は申込順に決定し、 申請期間
定員に達し次第締切ます。
平成 年１月 日︵木︶〜
但し、現在、町民大学又
１月 日︵金︶
〜
は築城人権センターのパソ
８
︵土日は除く︶
コン講座を受講していない
方を優先します。
申請場所 下水道課
手数料
申込期限
まで
新規登録 ３ ０００円
月 日︵金︶
に、築上町コミュニティセ
︵１件︶
ンターへ直接申し込んでく
更新登録 ２ ０００円
ださい。
︵１件︶
申込には認印が必要です。
申請・問い合わせ
※
申込・問い合わせ
下水道課 下水道係
築上町コミュニティセン
︵内線１１０︶

平成26年12月

・紙ひものかご作り
月 日︵金︶
日時
〜
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
・廃油石けん作り
月 日︵金︶
日時
９
〜
持参するもの 軍手、エプロ
ン
・エコクッキング
月 日︵金︶
日時
９
〜
持参するもの エプロン︵今
月のメニューは﹃残り野菜
シチュー﹄︶
・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︶

築上町コミュニティセン
ター︵ソピア︶では、町内に
お住まいの方又はお勤めの方
でパソコン初心者︵文字入力
程度ができる方︶を対象とし
たパソコン講座の受講生を募
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ソピア﹁パソコン講座﹂
受講生募集

町内外からのお知らせ

27

納税

今月の町税期限は、12 月
25 日（木）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

問い合わせ 税務課 徴収係（内線 217）

10

ハガキに、保険料を納めて
※
いない期間と金額を記載し
ています。
平成 年９月 日時点の状
※
況で作成しています。
すでに納めた期間や免除等
※
が承認された期間が未納と
表示されている場合があり
ますので、あらかじめご了
承ください。
平成 年４月以降に免除申
※
請された方で、平成 年６
月以前の期間について半額
免除、４分の３免除、４分
の１免除が承認された方は、
今回のお知らせをお送りし
ていない場合があります。
問い合わせ
小倉南年金事務所
０９３︵４７１︶８８７３

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
：
30

かのぼって免除等を申請でき
るようになりました。
２年１ヶ月前までにさかの
※
ぼって免除等の申請ができ
ますが、免除等の申請が遅
れると、万一、障害を負っ
たり死亡した際に、障害年
金や遺族年金を受けられな
い恐れがあります。免除等
の申請は速やかにお願いし
ます。
また、過去分の免除等の
申請は、申請が遅れると申
請できる期間が短くなりま
すので、通知書等で確認し
ていただき、速やかに申請
してください。
○国民年金保険料の未納期間
のお知らせ
保険料を納めていない期間
がある方にお知らせをお送り
しています。
・お送りするもの︵ 月３日
発送︶
国民年金未納保険料納付勧
奨通知書︵催告状︶

固定資産税 第３期

今月の 国民健康保険税 第６期

10 12
：
30

笑顔でふれあいワーク
ショップ﹃ちょっと早い
クリスマス﹄

障がいのある人同士や障が
いのある人とない人が、交流
するための集まりです。おし
ゃべりや料理、ゲームなどで、
みんなと一緒に楽しみません
か。
月６日︵土︶
日時
〜
場所 保健センターチアフル
ついき
対象 障がいの有無に関わら
ず、たくさんの人と出会っ
て話したい方
参加費 ５００円
︵食事材料代・傷害保険料︶
送迎 社会福祉協議会バスや
ワゴン車にて送迎します。
内容 ゲーム・レクリエーシ
ョン・会食など盛りだくさ
ん！
主催 笑顔でふれあいワーク
ショップ実行委員会
申込・問い合わせ
築上町社会福祉協議会
︵５６︶２２２３

○保険料の免除等申請できる
期間の拡大
今年度から、過去に経済的
理由で保険料を納められずに
未納となっている場合、保険
料の納付期限から２年経過し
ていない期間については、さ

国民年金からのお知らせ

町内外からのお知らせ

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

26

26

10

25

その９

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しています。このコーナーでは、
高齢者在宅福祉サービスを紹介しています。
軽度生活支援事業
〈事業目的〉家周りの軽微な手入れなど、軽易な日常生活の援助を行うことで、自立した生活が継続できるよう支援、ま
た、要介護状態への進行を防止します。
〈対象者〉おおむね６５歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯で、介護保険の認定を受けていない方（要介護認定で
「自立（非該当）」と判定された方）。ただし、次のサービス内容にあるサービスで、介護保険制度にないサービスに
ついては、介護保険で認定の場合でも対象になります。
〈サービス内容〉
１．利用回数に制限があるサービス
２．必要に応じて利用回数を調整するサービス
１回当りの
サービス
（１）外出時の援助
利用回数
利用枚数
（２）食事・食材の確保
寝具類等大物の洗濯・日干し・洗
４枚
年１回
（３）朗読、代筆等の多少目の不自由な方に対するサービス
濯物の搬出入
〈利用料〉１回 １時間未満
４枚
年１回
家周りの 庭木の枝等の伐採
１回 １００円（生活保護受給者世帯 免除）
軽微な 草取り
４枚
年３回
サービスにおける経費は、原則、利用者の全額
手入れ 屋外の片付け
４枚
年１回
負担
家屋内の整理・整頓
１枚
月２回
※現在、この事業は「築上町社会福祉協議会」に委託して
軽微な修繕
８枚
年１回
います。
※生活に支障をきたす部分の解消に限ります。例えば、草 問い合わせ 福祉課 高齢者福祉係（内線２５２）
取りは庭全体ではなく、物干し場まで等となります。
16

平成26年12月

平成 年度つばさふれあ
いコンサート
です。︵携帯電話・ＰＨＳ
は利用可。ＩＰ電話は利用
不可︶

行橋県税事務所休日開庁
のお知らせ
県税の納付のほか、納税相
談等もできます。
日時・ 月７日︵日︶
８
〜
・ 月 日︵日︶
８
〜
場所 行橋県税事務所
︵行橋市中央１丁目２ー１︶
問い合わせ
行橋県税事務所 収税課
︵２３︶２２５８

ふくおか農林漁業新規就
業セミナー・就業相談会

支援課後継人材育成室
０９２︵６４３︶３４９５

ご存じですか﹁児童の権
利に関する条例﹂
﹁児童の権利に関する条約﹂
は、１９８９年の国際連合総
会で採択され、１９９４年の
わが国での発効から 年目を
迎えました。この条例は、
歳未満のすべての子どもの権
利や自由を尊重し、子どもに
対する保護と援助を図り、そ
の健やかな成長や幸せのため
につくられたものです。
条約の主な内容
・子どもは教育を受けること
や遊ぶことが認められるべ
きです。
・子どもは自由に考え、信じ
ることが認められるべきで
す。
・家庭環境に恵まれない子ど
もに保護と援助が与えられ
るべきです。
・子どもは、あらゆる差別や
暴力、虐待などの不当な扱
いから守られるべきです。
問い合わせ
18

福岡県新社会推進部青少年課

０９２︵６４３︶３３８７

以前、林業の仕事をしてい
たが、ご自身が林退共へ加入
していたか分からない方につ
いてもお調べします。
また、罹災された共済契約
者及び被共済者の皆さまに対
し、各種手続︵共済手帳の紛
失、退職金の請求等︶の必要
が生じた場合はできうる限り
の範囲において速やかに対応
したいと考えていますので、
最寄の支部又は本部へお問い
合わせ、ご相談ください。
問い合わせ
独立行政法人勤労者退職金
共済機構 林業退職金共済
事業本部
０３︵６７３１︶２８８７

http://www.rintaikyo.
taisyokukin.go.jp

個人情報保護法に関する
説明会

豊築更生保護サポートセ
ンター開所

月５日に豊築更生保護サ
ポートセンターが開所しまし
た。開所日には企画調整保護
司が駐在しています。
主な目的
・保護司会の事務所として活
用
・保護司の処遇活動︵面接な
ど︶を支援
・犯罪や非行予防活動の拠点
・関係団体や協力雇用主と連
携
開所日時
月〜金曜日の
〜
︵土・日曜日、祝日、年末年
始、研修日は休み︶
場所 豊前市大字荒堀５２３
番地１︵旧豊築休日急患セ
ンター︶
電話
０９７９︵６４︶６６２２

養育費の電話相談業務

平成26年12月

11
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：
00

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
ランチ︶
０９４８︵２１︶０３９０

16
：
00

林業退職金共済制度︵林
退共︶からのお知らせ

福岡県では、消費者庁との
共催で説明会を開催します。
日時
平成 年１月 日︵金︶
〜
場所 アクロス福岡
参加無料
※
定員 ７５０名
月１日︵月︶〜
申込期間
平成 年１月 日︵木︶
︵消印有効︶
申込・問い合わせ
福岡県総務部県民情報
広報課
０９２︵６４３︶３１０４

http://www.pref.fukuoka.lg
.jp
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林業の仕事をしていたこと
がありませんか？林退共制度
に加入していたが、退職金を
まだ受け取っていない方を探
しています。

12
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農林漁業を始めてみたい人、
農林漁業事業体への就業を希
望する人を対象に、就業セミ
ナー・就業相談会が開催され
ます。
︵参加無料、申込不要︶
日時
平成 年１月 日︵土︶
〜
︵受付
〜
︶
場所 ＪＲ博多シティ 階会
議室︵福岡市博多区博多駅
中央街︶
内容 就業情報の提供及び個
別相談
︵農業法人等への就職面接会
ではありません。︶
問い合わせ
福岡県農林水産部経営技術

27
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月 日︵土︶
日時
〜
︵開場
〜︶
場所 行橋市民会館
演奏 航空自衛隊 西部航空
音楽隊
吹奏楽曲
︻第１部︼吹奏楽曲
︻第２部︼クリスマス特集
入場料 無料
ただし、入場整理券が必要
※
です。入場整理券は、基地
渉外室及び企画振興課で受
け取ることができます。
︵数に限りがあります︶
問い合わせ
航空自衛隊築城基地
渉外室広報班
︵５６︶１１５０
︵内線２０７︶

福岡法務局と福岡県人権擁
護委員連合会では、人権週間
中の 月６日︵土︶午前９時
から午後５時まで、県内一斉
無料電話相談を行います。家
庭内のもめごとや隣近所との
トラブル、いじめや差別など、
悩みや困りごと等の相談を電
話で受け付けます。
人権擁護委員、法務局職員
が無料で相談に応じ、秘密は
固く守られます。
０１２０︵３０７︶４０５

電話番号は、フリー ダ イ ヤ ル

12

12 12
：
：
30 14 30

13
：
12 00 27
：
30 16
：
16 30 10
：
00
10

26

14 12
：
13 00 13
：
30 16
：
00

人権週間 県内一斉無料
電話相談について

町内外からのお知らせ

職場や地域で活躍したい。
社会のために役に立ちたい。
そんな高齢者の皆さんを後押
しするため、仕事・ボランテ
ィア合同説明会を開催します。
企業との面談ブースのほか、
専門相談員が皆さんのご希望
を丁寧にお伺いする相談ブー
スも用意しています。是非、
ご参加ください。
月 日︵水︶
日時
〜
場所
北九州市商工貿易会館﹁多
目的ホール﹂︵北九州市小
倉北区古船場町１ー３５︶
参加無料
※
なお、福岡県 歳現役応援
※
センター北九州オフィスで
は、毎日︵土日祝日、年末
年始を除く︶相談を受け付
けています。併せてご活用
ください。
問い合わせ
福岡県 歳現役応援 セ ン タ ー

北九州オフィス
０９３︵５１３︶８１８８

ひとり親家庭等の就業支援

た方のみ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

就業支援講習会
講習内容
パソコン基礎〜応用
平日６日間︵延べ 時間︶
においてパソコンのマウス操
作に始まりワード・エクセル
の基礎からパワーポイントを
使ってのプレゼンテーション
を学び就労に結びつける。
受講資格 県内︵福岡市、北
九州市を除く︶にお住まい
の母子家庭の母、父子家庭
の父、またはかつて母子家
庭だった寡婦で、就職ある
いは転職を希望している方。
期間
平成 年１月 日︵月︶〜
１月 日︵金︶
この間の毎 月・水・金曜
日で実施
平日６日間
〜
９
︵延べ 時間︶
場所
宗像市役所 会議室

16 17
：：
00 00

︵宗像市東郷１丁目１番１号︶

30

名
定員
︵書類選考、開講人数に満た

ない場合は中止︶
受講料 無料︵但し、テキス
ト代１ ０００円程度は自
己負担︶
託児 有︵事前予約制、託児
対象年齢は１歳から就学前
の子どもまで︶
月 日︵金︶
申込締切日
必着
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
12

19

﹁国の教育ローン﹂︵日本
政策金融公庫︶のご案内

司法書士が電話で労働トラ
ブルに関する相談に応じます。
月 日︵土︶
日時
〜
内容 労働相談全般︵賃金・
残業代・解雇等︶、借金問
題等
相談電話番号
０１２０︵６１０︶２８２
︵フリーダイヤル︶
問い合わせ
司法書士︵増田︶
０９４０︵３５︶７１２５

全国一斉労働トラブル
１１０番

，

高校、大学等への入学時・
在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。お
子さま一人につき３５０万円
以内を、固定金利︵年２・３
５％︵平成 年９月 日現在

︶で利用でき、在学期間内は
今冬における節電へのご
利息のみのご返済とすること
協力のお願い
ができます。
詳しくは、﹁国の教育ロー
当社の今冬の受給見直しや、
ン﹂で検索していただくか、
国からの節電協力要請を踏ま
お問い合わせください。
え、お客様におかれましては、
問い合わせ
ご不便とご迷惑をお掛けし、
教育ローンコールセンター
誠に申し訳ございませんが、
０５７０ー００８６５６
次の内容で引き続き節電への
︵ナビダイヤル︶
ご協力をお願いします。
０３︵５３２１︶８６５６
○お願いの内容
お客様の生活・健康や生
産・経済活動に支障のない範
九州ブロックポリテック
囲で可能な限り、節電にご協
ビジョン２０１５開催
力いください。
九州内の職業能力開発大学
○節電にご協力いただきたい
校等で行っている﹃ものづく
期間・時間帯
り﹄に関する実践的な教育訓
月１日︵月︶〜平成
期間
練や研究開発の成果を企業や
年３月 日︵火︶の平日
大学・高校及び地域等の皆さ
︵年末年始 月 日︵月︶
まに公開することを目的とし
〜平成 年１月２日︵金︶
て、九州ブロックポリテック
を除く︶
ビジョンを開催します。
時間帯 ８時〜 時
日時
平成 年２月 日︵金︶・
犬の飼い方について
日︵土︶
場所 九州職業能力開発大学
校︵北九州市小倉南区志井
１６６５ー１︶
内容 記念講演﹁日本の燃料
電池自動車の現状と将来﹂、
研究発表会、ロボット競技
会、機械加工コンテスト
問い合わせ
厚生労働省所管 九州職業
能力開発大学校
０９３︵９６３︶８３５３

12

27

29

犬を放して飼ったり、散歩
をさせたりしている人はいま
せんか？犬の放し飼いは事故
が起きる場合もあるため、条
例で禁止されています。また、
犬の散歩時にフンの後始末を
しないことや、犬の毛を抜い
てそのままにしているとの苦
情が寄せられています。
犬のフンや毛は、必ず持ち
帰るようにしてください。マ
ナーを守って、住みよい町作
りにご協力をお願いします。
問い合わせ
環境課 環境係
︵支所・内線１５２︶
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70

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、事前に相談があっ
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高齢者のためのしごと・
ボランティア合同説明会

町内外からのお知らせ
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平成26年12月

町内外からのお知らせ

入札結果（10 月分）

入札日：平成26年10月8日

【上水道課】
●平成26年度築城中部地区水道老朽管布設替工事詳細設
計業務委託
（築上町大字広末、赤幡、安武、船迫、別府 地内）
落札金額：6,000,000円
履行期間：平成26年10月17日〜平成27年2月27日
落札業者：（株）三水コンサルタント 西部支社
●築城中部地区水道老朽管布設替工事（13工区）
（築上町大字広末 地内）
落札金額：22,400,000円
工
期：平成26年10月14日〜平成27年1月13日
落札業者：橋本建設（株）
●築城中部地区水道老朽管布設替工事（14工区）
（築上町大字築城 地内）
落札金額：19,800,000円
工
期：平成26年10月15日〜平成27年1月13日
落札業者：和建設工業
●築城中部地区水道老朽管布設替工事（15工区）
（築上町大字安武 地内）
落札金額：21,250,000円
工
期：平成26年10月17日〜平成27年1月14日
落札業者：吉元組
●築城中部地区水道老朽管布設替工事（17工区）
（築上町大字安武 地内）
落札金額：23,600,000円
工
期：平成26年10月17日〜平成27年1月14日
落札業者：（有）柏木電気商会
【建設課】
●西八田漁港機能保全計画策定業務委託
（築上町大字西八田 地内）
落札金額：9,550,000円
履行期間：平成26年10月14日〜平成27年3月23日
落札業者：（株）パスコ 福岡支店
●安武37号線道路舗装工事
（築上町大字安武 地内）
落札金額：12,700,000円
工
期：平成26年10月16日〜平成27年1月20日
落札業者：亀の甲建設
●安武86号線道路改良舗装工事
（築上町大字安武 地内）
落札金額：20,400,000円
工
期：平成26年10月15日〜平成27年3月20日
落札業者：大正建設
●本庄6号線道路改良舗装工事
（築上町大字本庄 地内）
落札金額：17,500,000円
工
期：平成26年10月14日〜平成27年3月20日
落札業者：（株）清水工業
●築城10号線外2線道路改良舗装工事
（築上町大字築城 地内）
落札金額：10,950,000円
工
期：平成26年10月14日〜平成27年2月27日
落札業者：山根組
【生涯学習課】
●国史跡船迫窯跡 堂がえり2号窯跡覆屋建物屋根改修工事
（築上町大字船迫 地内）
落札金額：2,780,000円
工
期：平成26年10月10日〜平成27年2月27日
落札業者：岡田工務店
【下水道課】
●下水道管路埋設工事（64工区）
（築上町大字坂本 地内）
落札金額：18,400,000円
工
期：平成26年10月17日〜平成27年2月27日
落札業者：竹豊建設
●中継ポンプ施設工事（その4）
（築上町大字水原、奈古、岩丸 地内）
落札金額：14,900,000円
工
期：平成26年10月17日〜平成27年2月27日
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落札業者：よしはらエンジニアリング（株）豊前営業所
【環境課】
●築上町液肥製造施設新設工事に伴う概算要求資料作成支
援業務委託（築上町大字湊1310番地 地内）
落札金額：5,400,000円
履行期間：平成26年10月14日〜平成27年1月30日
落札業者：（株）技術開発コンサルタント

入札日：平成26年10月15日

【商工課】
●旧蔵内邸休憩所新築工事
（築上町大字上深野373番地1 地内）
落札金額：7,890,000円
工
期：平成26年10月20日〜平成27年3月20日
落札業者：政時組
●旧蔵内邸休憩所新築工事監理業務委託
（築上町大字上深野373番地1 地内）
落札金額：800,000円
履行期間：平成26年10月20日〜平成27年3月27日
落札業者：（株）アスク設計 椎田営業所

入札日：平成26年10月30日

【建設課】
●高塚56号線道路改良舗装工事
（築上町大字高塚 地内）
落札金額：17,850,000円
工
期：平成26年11月5日〜平成27年3月20日
落札業者：宮野建設（株）
●高塚82、83号線道路改良舗装工事
（築上町大字高塚 地内）
落札金額：18,900,000円
工
期：平成26年11月6日〜平成27年3月20日
落札業者：有永建設（株）
●西八田28、67号線道路改良舗装工事
（築上町大字西八田 地内）
落札金額：16,910,000円
工
期：平成26年11月6日〜平成27年3月20日
落札業者：（有）成吉組
●寒田線道路改良舗装工事（築上町大字寒田 地内）
落札金額：12,450,000円
工
期：平成26年11月10日〜平成27年3月20日
落札業者：畦津建設（有）
【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（5-2工区）
（築上町大字臼田 地内）
落札金額：20,000,000円
工
期：平成26年11月7日〜平成27年2月27日
落札業者：田原産業
●椎田処理区管渠築造工事（5-3工区）
（築上町大字湊 地内）
落札金額：17,370,000円
工
期：平成26年11月6日〜平成27年3月5日
落札業者：（有）豊進工建
●椎田処理区管渠築造工事（5-6工区）
（築上町大字臼田 地内）
落札金額：15,330,000円
工
期：平成26年11月4日〜平成27年2月16日
落札業者：垣根建設
●椎田処理区管渠築造工事（5-8工区）
（築上町大字椎田 地内）
落札金額：15,920,000円
工
期：平成26年11月5日〜平成27年2月23日
落札業者：豊栄建設
●築城地内汚水（その33）管渠築造工事
（築上町大字築城 地内）
落札金額：14,470,000円
工
期：平成26年11月5日〜平成27年2月23日
落札業者：（有）椎野組

