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主な内容

P4
P34

地域資源の循環利用

第2有機液肥製造施設完成！
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農業に活用する地域資源の循環利用

築上町第２有機液肥製造施設完成！

施設管理

▶環境課

主な施設

豊かな自然
安心な未来を守る

■施設概要
▶ 所在地
築上町大字湊1310番地
▶ 建設工事費
890,127,360円
防衛施設周辺民生安定施設整備
事業補助金を活用
▶ 処理能力
19.52kI/日
▶ 敷地面積
8,572.06㎡

築上町では︑し尿・浄化槽汚
泥を原料に﹁有機液肥﹂を製造
し︑農産物の栽培に利用するこ
とで地域資源の循環利用に取り
組んできました︒このたび︑既
存の有機液肥製造施設横に新た
に﹁築上町第２有機液肥製造施
設﹂が完成し︑今後︑町内全体
のし尿等のさらなる有効活用お
よび処理経費節減を図っていく
こととなります︒
農産物の安定的生産や農家の
皆さんの収入向上︑安全な築上
町産の食材を用いた食育活動な
ど︑さまざまな取り組みの推進
が期待されます︒

▲11月27日の落成式には、来賓、工事関係者など
約50名が臨席。式典、テープカット、施設見学
が行われました

管理棟、原料貯留槽、成熟槽、液肥貯留槽、液肥受槽、脱臭ファン室
土壌脱臭装置、車庫、機械棟、トラックスケール

配置図

環境係（支所内線155） 有機液肥利用

▶産業課

資源循環係（本庁内線273）
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あなたの未来、あなたの声で

築上町長選挙

■選挙期日

■告示日（立候補受付）

1月28日(日)

1月23日(火)
▶時間

午前7時〜午後7時

▶場所

午前8時30分〜午後5時
築上町役場

▶立候補できる人

■投票できる人
満18歳以上（平成12年1月29日までに生まれた人）

本庁

第2会議室（2階）

日本国民で満25歳以上の方

■立候補予定者説明会

で、平成29年10月22日までに築上町に転入手続き

▶日時

をし、築上町の住民基本台帳に引き続き3か月以上

▶場所

登録されている人

1月10日（水）午前10時〜
築上町役場

本庁

職員研修室（地下）

■期日前投票日

1月24日(水)〜27日(土)

▶時間
▶場所

私たちの願いを町政に反映させ
るもっとも身近な選挙です。

午前8時30分〜午後8時
築上町役場

本庁

職員研修室（地下）

＊投票の際には、「投票所入場券（はがき）」裏面の

期日前投票宣誓書を事前に記入の上、ご持参ください。

＊「投票所入場券（はがき）」が無くても、投票要件を
満たしていれば投票できます。

築上町選挙管理委員会（本庁内線335・330）

「延塚奉行顕彰会」感謝募金
ご協力ありがとうございました。
昨年10月に、各自治会にお願いしました「延塚奉
行顕彰会」感謝募金は、皆さまのご協力により総額
523,300円（平成29年12月4日現在）が集まりま
した。延塚奉行追善供養祭や顕彰武道大会の開催・
運営のために有効に使わせていただきました。ご協
力、まことにありがとうございました。
延塚奉行顕彰会事務局
（生涯学習課

５
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支所内線261）

◇延塚奉行
天保7（1836）年、天候
不良による麦の不作や
米価高騰などがあり、
▲綱敷天満宮参道横に建つ顕彰碑
築城郡は年貢減免を要求
しましたが、受け入れられませんでした。筋奉行であった延
塚卯右衛門（延塚奉行）は根付料（種籾や田植えの貸付金）
の返済を独断で免除して困窮する農民を救済し、その責任を
取って役宅で切腹しました。奉行の遺徳に感謝したものは三
歳の童子にいたったと伝えられています。

一緒に働きませんか？

平成30年度

築上町一般職非常勤職員募集

◇各課共通内容
■応募資格

昭和 28 年 4 月 2 日以降に生まれた方

■提出書類

雇用申込書、履歴書（下記の担当課にご提出ください）

■申込期間

1 月 9 日（火）〜31 日（水） 8:30〜17:00（土・日、祝日除く）

＊募集要項、各種様式は、本庁総務課人事秘書係、築城支所総合管理課管理係に備えています。

■任用期間
◇財政課
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

☎0930-56-0300（本庁内線 341・342）

軽作業員（1 名）
月 16 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町役場 財政課・本庁舎 ほか
町有地内草刈り業務等の軽作業
月額 145,080 円
社会保険、雇用保険、災害補償保険
▶ 普通自動車運転免許を有する方
▶ 刈払機取扱作業者安全衛生教育の有資格者優遇

◇産業課
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

平成 30 年 4 月 1 日〜平成 31 年 3 月 31 日

◇商工課
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

☎0930-56-0300（本庁内線 273）

（支所内線 182）
☎0930-52-0001

企業誘致専門員（1 名）
月 17 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 商工課
企業誘致業務（企業訪問、企業適地等の情報発信）
月額 206,850 円
社会保険、雇用保険
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 営業経験のある方優遇
▶ 普通自動車運転免許を有する方

液肥センター作業員（6 名）
週 5 日 原則として 9:30 〜 17:00
築上町有機液肥製造施設・築上町第 2 有機液肥製造施設
施設管理・液肥運搬散布
月額 198,900 円
社会保険、雇用保険
▶ 普通運転免許
（マニュアル車）を有する方
▶ 中型車
（8ｔ未満）の運転資格がある方

◇住民課（保健センターチアフルついき）

☎0930-52-0001（支所内線 710）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

一般事務補助（1 名）
月 15 日 原則として 8:30 〜 17:00
保健センターチアフルついき ( 住民課 健康増進係 )
健診関係事務全般（受付業務・データ入力等）
および保健事業関係事務補助
賃 金 月額 113,930 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 ▶ パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

看護師Ｂ（1 名）
月 15 日 原則として 8:30 〜 17:00
保健センターチアフルついき ( 住民課 健康増進係 )
健康サロン（介護予防事業）現地指導、成老人訪問、
各種健診業務、健診等データ入力 ほか
賃 金 月額 145,310 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 ▶ 看護師または准看護師免許を有する方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

看護師Ａ（2 名）
月 17 日 原則として 8:30 〜 17:00
保健センターチアフルついき ( 住民課 健康増進係 )
乳幼児健診、予防接種、総合健診事業補助業務、
健康サロン、各種健診業務、健診等データ入力 ほか
賃 金 月額 164,690 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 ▶ 看護師または准看護師免許を有する方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方
看護師Ｃ（3 名）
月 8 日 原則として 8:30 〜 17:00
保健センターチアフルついき ( 住民課 健康増進係 )
健康サロン（介護予防事業）現地指導、成老人訪問、
各種健診業務補助
賃 金 時給 1,250 円
加入保険 無
応募資格 ▶ 看護師または准看護師免許を有する方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方
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◇福祉課

☎0930-52-0001（支所内線 143）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

主任介護支援専門員（1 名）
月 17 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 福祉課 地域包括支援係
主任介護支援専門員業務・総合相談業務、
ケアマネジメント・介護予防業務
賃 金 月額 237,150 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 ▶ 介護支援専門員の資格を有する方
▶ 主任介護支援専門員研修を修了した方
▶ 普通自動車運転免許を有する方
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

社会福祉士（2 名）
月 17 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 福祉課 地域包括支援係
社会福祉士業務、マネジメント業務、総合相談業務 ほか
月額 237,150 円
社会保険、雇用保険
▶ 介護支援専門員および社会福祉士の資格を有する方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

◇福祉課

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

介護支援専門員（2 名）
週５日 原則として 9:00 〜 16:00
築上町役場 築城支所 福祉課 地域包括支援係
要支援者のケアマネジメント業務
月額 216,670 円
社会保険、雇用保険
▶ 介護支援専門員の資格を有する方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

一般事務補助（1 名）
月 16 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 福祉課 地域包括支援係
介護予防給付および総合事業にかかる事務、
庶務関係事務ほか
賃 金 日額 7,600 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方

☎0930-56-0300（本庁内線 241・242）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

保育士（1 名）
月 15 日 原則として 8:30 〜 17:15
町内公立保育所
保育業務
時給 990 円
加入保険 社会保険、雇用保険
保育士資格のある方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

保育士（18 名）
月 11 日 原則として 8:30 〜 17:15
町内公立保育所
保育業務
時給 990 円
加入保険 無
保育士資格のある方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

保育士（20 名）
月 20 日 原則として 7:00 〜 19:00 のうち 7.5 時間
町内公立保育所
保育業務
月額 180,380 円 加入保険 社会保険、雇用保険
保育士資格のある方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

保育所給食調理員（2 名）
月 20 日 原則として 8:30 〜 17:00
町内公立保育所
給食調理業務
月額 159,250 円 加入保険 社会保険、雇用保険
調理師等資格保持者および給食調理経験者優遇

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

保育所給食調理員（2 名）
月 12 日 原則として 8:30 〜 17:15
町内公立保育所
給食調理業務
時給 930 円
加入保険 雇用保険
調理師等資格保持者および給食調理経験者優遇

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

保育所給食調理員（2 名）
月 11 日 原則として 8:30 〜 17:15
町内公立保育所
給食調理業務
時給 930 円
加入保険 無
調理師等資格保持者および給食調理経験者優遇

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

築上町清掃センター作業員（1 名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00
清掃センター（リサイクル施設）
リサイクル施設の機械等の運転管理、業務管理
月額 179,890 円
社会保険、雇用保険
▶ 普通自動車運転免許を有する方
▶ フォークリフト運転免許を有する方
▶ 車輌系機械運転
（整地・解体）経験のある方優遇

◇環境課

☎0930-52-0001（支所内線 150・155）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

築上町清掃センター作業員（1 名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00
清掃センター（ＲＤＦ施設）
ＲＤＦ施設の機械等の運転管理、業務管理
月額 179,890 円
社会保険、雇用保険
▶ 普通自動車運転免許を有する方
▶ フォークリフト運転免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

築上町不法投棄監視業務等作業員（1 名）
月 10 日 原則として 8:30 〜 17:00
町内一円
町内不法投棄巡視、回収および町有地の草刈等
月額 72,080 円
普通自動車運転免許（マニュアル車）を有する方
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◇築上町教育委員会

生涯学習課

☎0930-52-0001（支所内線 260・264）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

文化財整理作業員（2 名）
月 15 日 原則として 8:30 〜 17:00 ＊土日勤務あり
船迫窯跡公園
土器の実測、トレース ほか
日額 7,210 円
雇用保険
土器などの実測ができる方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

旧藏内邸案内員（3 名）
月 15 日 原則として 8:30 〜 17:00
旧藏内邸
旧藏内邸一般公開に関する業務
（受付、案内、館内の清掃等）
賃 金 日額 7,210 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

図書館業務員（2 名）
月 17 日 原則として 9:00 〜 17:30 ＊土日勤務あり
図書館
図書館業務
月額 129,120 円
社会保険、雇用保険
普通自動車運転免許を有する方

◇総合管理課

地域活動指導員（1 名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00 ＊土日勤務あり
築上町役場 築城支所 生涯学習課
子ども会、育成会、通学合宿等の企画・立案および指導、
ボランティア活動を推進する地域活動指導 ほか
賃 金 月額 179,890 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 ▶ パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方優遇
▶ 普通自動車運転免許を有する方
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

施設管理運営事務（1 名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00 ＊土日勤務あり
築上町コミュニティセンター「ソピア」
コミュニティセンターの各種イベント等の使用
に伴う受付事務および管理に伴う予算執行事務
処理、文化振興事業等の庶務
賃 金 月額 143,330 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 ▶ パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

☎0930-52-0001（支所内線 120・130）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

登記事務員（1 名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00
築上町役場 築城支所 総合管理課
登記事務
月額 179,890 円
社会保険、雇用保険
▶ 登記事務に精通された方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

出納員（1 名）
週 5 日 原則として 9:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 総合管理課
公金取扱い事務
月額 159,410 円
社会保険、雇用保険
▶ 現金取扱業務の経験がある方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方

◇上水道課

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

測量・登記事務員（1 名）
月 16 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 総合管理課
測量補助および登記事務
月額 152,520 円
社会保険、雇用保険
▶ 測量および登記事務の経験がある方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

☎0930-52-0001（支所内線 173）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

一般事務補助（1 名）
週 5 日 原則として 9:30 〜 17:00
築上町役場 築城支所 上水道課
上水道係事務補助
（窓口業務対応および職員の事務補助） ほか
賃 金 月額 143,330 円
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方
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◇築上町教育委員会

学校教育課

☎0930-52-0001（支所内線 253・251）

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金

講師［小学校］
（若干名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 16:00
築上町内小学校
小学校の常勤講師
月額 215,370 円〜 256,320 円
（経験年数、勤務形態による）
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 小学校教員免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金

講師［中学校：国語］
（若干名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 16:00
築上町内中学校
中学校（国語）の常勤講師
月額 215,370 円〜 256,320 円
（経験年数、勤務形態による）
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 中学校教員免許（国語）を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金

講師［中学校：社会］
（若干名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 16:00
築上町内中学校
中学校（社会）の常勤講師
月額 215,370 円〜 256,320 円
（経験年数、勤務形態による）
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 中学校教員免許（社会）を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

講師［特別支援］
（若干名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 16:00
築上町内小・中学校
特別支援を要する児童生徒の教育支援
月額 195,650 円
社会保険、雇用保険
教員免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

適応指導教室指導員（１名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00
適応指導教室「あおぞら教室」
不登校児童生徒の教育指導
月額 179,890 円
社会保険、雇用保険
▶ 教員免許を有する方
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

学校給食調理補助員（9 名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 15:45 ＊8 月雇用なし
築上町内小・中学校
学校給食調理
月額 143,330 円
社会保険、雇用保険 ＊８月社会保険無し
調理師免許保持者優遇

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容

学校用務員兼給食調理補助員（7 名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 15:45
築上町内小・中学校
学校施設内の除草・清掃・管理等および学校給
食調理員の代替業務
賃 金 月額 143,330 円
加入保険 社会保険、雇用保険
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職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
応募資格

講師［小学校：専科］
（若干名）
週 5 日 原則として 1 日 3.5 時間程度
築上町内小学校
小学校の非常勤講師
時給 2,500 円
小学校教員免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金

講師［中学校：理科］
（若干名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 16:00
築上町内中学校
中学校（理科）の常勤講師
月額 215,370 円〜 256,320 円
（経験年数、勤務形態による）
加入保険 社会保険、雇用保険
応募資格 中学校教員免許（理科）を有する方
職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

講師［英語］
（2 名）
週 4 日 原則として 8:15 〜 16:45
築上町内小学校
小学校児童英語指導
月額 182,690 円
社会保険、雇用保険
中学校教員免許（英語）および小学校教員免許
（英検 2 級以上）を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

学校事務員（2 名）
週 5 日 原則として 8:15 〜 15:45
築上町内小・中学校
学校事務
月額 143,330 円
社会保険、雇用保険
▶ パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶ 普通自動車運転免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

学校図書司書（2 名）
週 5 日 原則として 8:30 〜 16:00
町内小中学校を巡回
学校図書の管理、学校図書室の運営等
月額 179,890 円
社会保険、雇用保険
▶ 司書の資格を有する方
▶パソコン操作
（エクセル・ワード）ができる方
▶普通自動車運転免許を有する方

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金

学校給食調理補助員［隔日勤務］
（4 名）
月 11 日程度 原則として 8:15 〜 15:45 ＊8 月雇用なし
築上町内小・中学校
学校給食調理補助
時給 980 円

職 種
勤務日数等
勤務場所
業務内容
賃 金
加入保険
応募資格

学校連携推進員（2 名）
週 3 日 原則として 8:30 〜 17:00
築上町教育委員会 学校教育課
学校運営協議会に関するコーディネーター業務
時給 1,000 円
社会保険、雇用保険
普通自動車運転免許を有する方

新成人のみなさんへ

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歳になると、
一部の方（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方）を除き、国
民年金第１号の加入手続きが必要です。
■国民年金の加入手続きと流れ
①「国民年金被保険者資格取得届書」を提出。
20歳の誕生月の前月に日本年金機構から送付され
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。
②「年金手帳」が届きます。
保険料の納付確認や将来年金を受け取る際に必要
ですので、大切に保管してください。
住民課 住民係（本庁内線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

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。（保険料はご
自身の誕生日前日が含まれる月分から）
保険料は、金融機関、コンビニエンスストア、電
子納付のほか口座振替やクレジット納付も可能で
す。

納付が困難な場合は・・・
「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」
など保険料の支払いを免除・猶予する制度があり
ます。年金加入の手続きと併せて申請してくださ
い。（学生納付特例制度の申請をする場合は、学
生証等による証明が必要）

行橋税務署からのお知らせ
◇申告に関する質問や必要書類の確認はお電話で
自宅で申告書を作成していた
ら、ちょっと分からないこと
があるんだけど、どこに聞け
ばいいかな？
申告に関するご質問や必要な書
類の確認などは、お電話で問い
合わせることができます。

行橋税務署☎（23）0580では、自動音声で申告
について各種内容をご案内しています。

◇確定申告で医療費控除を受ける方へ
平成29年分の確定申告から、医療費控除の領収書
の提出が不要となる代わりに「医療費控除に関する
明細書」の添付が必要となりました。平成31年分申
告までは領収書の添付または提示によることもでき
ます。
なお、記入内容確認のため税務署から領収書の提
示または提出を求められる場合がありますので、領
収書（医療費通知に係るものを除く）は確定申告期
限等から5年間保管するようにしましょう。

◇税務署に申告書等を提出する方へ
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導
入に伴い、平成28年分以降の申告書には、ご本人や
扶養親族等の「マイナンバー」の記載が必要です。
また、申告書を提出する際には、申告者ご本人の
「本人確認書類」の提示または写しの添付が必要で
す。本人確認書類とは、「個人番号(マイナン
バー）確認書類」と「身元確認書類」の2つです。
個人番号確認書類
マイナンバーカード（表面）▶個人番号通知カード

▶

身元確認書類
マイナンバーカード（裏面）▶運転免許証
▶健康保険証
▶パスポート など
▶

行橋税務署

☎（23）0580
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水道管の「凍結対策」をお願いします。
水道管は、気温がマイナス3℃を下回ると凍結や破

①保温材（保温チューブや
毛布など）を巻く

裂の恐れがあります。平成28年の大寒波の際には、
各家庭の水道管が凍結により破裂し想定外の漏水が
発生したため、大規模な断水が起こりました。

メーターより宅地側の漏水に伴う修理代および水

②保温材が濡れないよう
ビニールテープで下か
ら巻き上げる

道使用料はお客様負担となります。今年も厳しい寒
波が予想されますので、お早めに水道管の点検、凍
結防止対策へのご協力をお願いします。

■凍結防止のため、事前の準備をおすすめします。
▶ 屋外に露出している水道管を保温材で保護する

▶
▶

おやすみ前に、蛇口から水を少しずつ出しておく
温水器や給湯器などから水を抜いておく
飲用や手洗い用の水を確保しておく

宅地内の水道管や給水装置はお
客様の財産です。普段からメー
ターや止水栓の位置を確認する
など、いざという時のために備
えておきましょう！

第2回

をかぶせて「ぬるま湯」でゆっくり溶かしてください。
（熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがあります）

■強烈な寒波の予報が出たら、前日に対策を！
▶

凍結した場合は、自然に溶けるのを待つか、タオルなど

◇水道使用者の名義を変更する場合
水道使用者の転出や死亡などにより、名義を変更
する場合は、「水道使用者の変更届」をご提出く
ださい。現在の名義については、毎月検針時に投
函している「ご使用水量等のお知らせ」をご確認
ください。
上水道課

上水道係（支所内線171）

築上町出逢い支援事業

は〜るよ恋・恋♡ミニゲームでめぐり合い！
ミニゲームを通して素敵な出逢いに巡り合えるチャンス♪
日
場

時

▶

所

▶

対象者

▶

参加費
申込方法

申込期限
問合せ

▶
▶

2月25日(日)10:00〜16:30（受付 9:30〜）
1部 コミュニティセンターソピア（築上町大字築城253番地1）
2部 ふれあい工房（築上町大字上別府38番地）
築上町に興味がある25〜45歳の未婚の男女・各15名

2,500円

「参加申込書」に必要事項を記入のうえ、下記までお申し込みください。
＊申込書は、町ホームページからダウンロード、または下記で配布
＊応募者多数の場合は、抽選となります。

▶
▶

2月2日(金)必着

〒829-0392 築上郡築上町大字椎田891-2
築上町役場

企画振興課

☎ 0930（56）0300
E-mail
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地域創生推進係

FAX 0930（56）1405

chiiki＠town.chikujo.lg.jp

緊急時 あわてず あせらず 110番
1月10日は「110番の日」

消防団の勇姿をぜひこの機会に！
平成30年築上町消防出初式

◇110番は緊急電話 相談ごとは「＃9110」
110番は事件・事故の緊急通報専用電話です。急
を要しない相談などは、1分1秒を争う緊急事態へ
の対応を遅らせることに。相談ごとは＃9110をご
利用ください。

■日

時

1月13日(土)

■場

所

▶ 椎田グラウンド（式典）

式典 10:00〜

▶ 浜宮大橋付近（祝賀放水）

＊雨天時は、中央公民館で開催し、祝賀放水は
中止となります。

◇警察官の質問には、落ち着いて、はっきりと
地番が分からないときは、交差点・バス停・店
舗・電柱番号・信号機番号などを知らせましょう。
また、運転中の携帯電話等での通報は大変危険です。
安全な場所に停車してから通報しましょう。
◇直ちに現場に駆けつけます
110番の電話を受け付けながら、別の警察官が警
察署やパトカー・白バイなどに無線で指令を行って
います。安心して警察官の質問に答えてください。
豊前警察署

☎0979（82）0110

祝賀放水 11:00〜

総務課

行政係（本庁内線330）

下水道排水設備工事
責任技術者登録の申請受付
築上町下水道排水設備工事責任技術者の新規登録

「犬のしつけ方教室」開催

および更新登録の申請を受け付けます。責任技術者

陽性強化法によるしつけの初期段階（アテンショ

として登録をしていないと、築上町下水道排水設備

ン、リーダーウォーク等のしつけ方）を知ってもら

指定工事店登録ができませんのでご注意下さい。

す。犬の飼育の有無に関わらず、どなたでも参加で

■対象者

い、犬との良好な関係を築くためのお手伝いをしま
きます。
■日

■場
■定

時

所
員

1月30日、2月6・13・20日の火曜日

13:30〜15:00 ＊1月30日のみ16:00まで
（講義1日、実技3日の全4回コース）
京築保健福祉環境事務所（行橋市）
30名

＊先着順

（うち、犬同伴参加者4組

■申込期間 1月4日(木)〜12日(金)

＊抽選）

■その他

▶ 犬同伴で参加される方は、実技で実際にしつけ

の体験をしてもらいます。(講義の同伴は不可)

▶ 参加する犬は、狂犬病予防注射および混合ワク

チンを接種している健康な犬に限ります。
京築保健福祉環境事務所
保健衛生係

保健衛生課

☎（23）2245

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

した方および県内の他の地方公共団体ですでに登録
をしている方
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、有効期限が平成30年3月31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15日(月)〜31日(水)

■申請場所

築上町役場

■手数料

8:30〜17:00
▶ 新規登録
▶ 更新登録

下水道課

＊土・日を除く

下水道課

3,000円/件
2,000円/件

下水道係（本庁内線112）
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お買い物環境に関する
アンケートにご協力をお願いします。

共に支え合い 安心して いきいきと暮らせるまちづくり

買い物支援などの「高齢者福祉施策」を検討する
にあたり、現状を把握するためアンケートを実施し
ます。
調査結果は、集計後に町ホームページや広報紙で
お知らせします。

5年先、10年先、住みやすい築上町にするために、
困っていること、やりたいこと、日ごろ思っている
ことなどを話しませんか？ どなたでもお気軽にご
参加ください。

■対象者
■調査期間
■調査方法

65歳以上の方のみで構成された世帯
1月10日(水)〜2月6日(火)
郵送

福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）

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
■一次試験

2月4日(日)

■試験会場

福岡県介護保険広域連合

■受験資格

9:00〜

＊二次試験日は、一次試験合格者に通知
豊築支部

（豊前市大字八屋1702-5）

介護支援専門員実務研修受講資格試験合

格者、および保健師、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、自家用車（二輪車を除

■職務内容
■勤務場所
■採用人数
■採用期間
酬

■報

く）での訪問活動が可能な方
＊パソコン入力含む

福岡県介護保険広域連合
1名

＊予定

豊築支部

4月1日〜平成31年3月31日
＊勤務成績により更新可
月額200,000円

＊別途活動費支給
手当あり

1月5日(金)から豊築支部で配布する申込
用紙に必要事項を記入し、資格者証等を
持参のうえ、豊築支部へ提出

■受付期間

時
所

■日
■場

1月22日(月) 13:30〜 ＊申込不要
椎田社会福祉センター自愛の家

福祉課

＊郵送不可

1月15日(月)〜25日(木)
9:00〜17:00

＊土・日曜日を除く

福岡県介護保険広域連合
☎0979（84）1111
13
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豊築支部

総務係

高齢者福祉係（本庁内線252）

くらし・しごと・家計
無料出張相談会

困りごと相談室

福岡県が開設している、生活に困っている人の経
済的自立を支援する相談窓口「福岡県自立相談支援
事務所(くらし・しごと・家計 困りごと相談室)」が無
料出張相談会を開催します。町内在住で、生活に不
安や悩みを抱えている方、まずはご相談ください。
■日 時 1月19日(金) 13:30〜15:30
■場 所 築上町役場 本庁１階 住民相談室
＊予約優先です。なるべく事前にご連絡ください。
くらし・しごと・家計 困りごと相談室 ☎（26）7705
高齢者在宅福祉サービス

介護保険要介護認定に関わる訪問調査等

＊健康保険・厚生年金・雇用保険・通勤
■受験手続

第4回「住民交流会」開催

在宅介護支援事業（紙おむつ等給付券サービス）
在宅の要援護高齢者で紙おむつを必要とする方に、
紙おむつ等給付券を支給します。
■対象者（町内在住で、下記のすべてに該当する方）
▶ 65歳以上の方
▶ 介護保険で「要介護」と認定され、医師の意見
書で一定基準以上の方
▶ 市町村民税非課税の方（生活保護世帯は除く）
＊医療機関への入院、施設等入所の場合は対象外
■給付額等（紙おむつ等給付券）
6,000円/月（対象者が非課税かつ非課税世帯）
3,000円/月（対象者が非課税かつ課税世帯）
■利用店舗 指定された町内店舗
■申請時に必要なもの
▶ 申請者の印鑑 ▶ 介護保険証
福祉課

高齢者福祉係（本庁内線254）

仕事にも暮らしにも
「伝わる文章講座」開催

今回はシフォンケーキ♪
「お菓子作り教室」受講生募集

「伝えたいことが伝わらない」「文章の表現がワ

■日

時

1月27日(土) 13:00〜16:00

ンパターン」と感じたことはありませんか？築上町

■場

所

築上町コミュニティセンター（ソピア）

男女共同参画ネット子育て部会では、基礎から文章

■対象者

町内に在住または勤務している方

の書き方を学ぶ講座を2回連続で開催します。手紙

■講座内容

シフォンケーキ

や文章表現が上手くなりたい方、文章に関わる仕事

■受講料

800円（材料費）

に関心がある方などぜひご参加ください。

■定

員

■申込期限
時

■日

12名（先着順）

次回は
春の和菓子
です♪

1月24日(水)

1月28日(日)、2月4日(日)
10:00〜12:00 ＊参加無料・託児あり

築上町コミュニティセンター（ソピア）
☎（52）0066

■場

所

チアフルついき

■講

師

有村 千裕さん（西南学院大学就職活動講師）

■定

員

20名（先着順）

ソフトテニス、しませんか？
「築上町ソフトテニス教室」受講者募集

1月24日(水)

■申込期限
人権課

※火曜日は休館

男女共同参画係（支所内線272）

平成30年度
「築城基地モニター」募集

時

■日

2月4日〜3月11日の毎週日曜日（6回）
9:00〜12:00

所

■場

▶ サン・スポーツランド浜の宮テニスコート

（中学生・一般）
▶ 築上町椎田体育館（小学生・初心者）

■応募資格
日本国籍を有し、基地周辺市町村在住で、自衛隊

■対象者

町内在住または通勤・通学する方

および基地問題に関心がある20歳以上の方

■参加費

1,000円/人

＊議員・公務員は応募できません

■申込期限

2月1日(木)

■募集人数

10名

■委嘱期間

平成30年4月〜平成31年3月

■活動内容
▶ 基地行事および研修等への参加（10回程度）
▶ 基地モニター会議出席、アンケートへの協力
▶ 築城基地等の諸政策に対する意見・要望の提出

■応募方法
築城基地ホームページから「応募用紙」をダウンロード
し、必要事項を記入のうえ下記まで郵送で応募
■申込先
〒829-0151 福岡県築上郡築上町西八田番地不詳
航空自衛隊築城基地広報班「築城基地モニター応募係」
■募集期間

1月4日(木)〜31日(水)

航空自衛隊築城基地

広報班

＊当日消印有効

☎（56）1150

＊ＦＡＸ可

体育協会事務局（火〜金曜日）☎（56）0075

平成29年度県営住宅入居者募集（ポイント式）
■募集住宅

県内に所在する県営住宅

■募集案内書配布および申込受付期間
1月10日(水)〜18日(木) ＊申込み手数料不要
■募集案内書配布場所
福岡県住宅供給公社県営住宅管理部、公社管理事
務所・出張所、県営住宅課、県民情報コーナー、
県内の各市（区）役所および町村役場など
福岡県住宅供給公社県営住宅管理部管理課
☎092（781）8029
14
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介護のお仕事復帰セミナー

２次募集

准看護師生徒

出願期限
▼第１回 ２月 日㈬
▼第２回 ３月 日㈫
放送大学福岡学習センター
☎０９２︵５８５︶３０３３

放送大学は︑テレビ・ラジオ・イ
ンターネットを利用して自宅で学べ
る通信制大学です︒心理学・福祉・
経済・歴史・文学・情報・自然科学
など︑約３百の幅広い授業科目があ
り︑一科目から学べます︒資料を無
料進呈します︒お気軽に問い合わせ
ください︒

放送大学に入学しませんか？

24

歳現役応援センター

17

福岡県

豊前築上医師会看護高等専修学校

10

﹁行政書士﹂市民相談会
遺言︑相続︑成年後見等の相談に
行政書士が応じます︒予約不要です︒

職場や地域で活躍したい高齢者を
対象に︑しごと・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︑専門相談員
による相談ブースも用意しています︒

試験日 ２月 日㈯
願書受付期間 １月 日㈪
〜２月９日㈮ ＊必着
受験資格 中学校卒業︵見込︶者お
よびそれ以上の学力を有
する方
科目 国語・作文・面接
定員
名
修業年限 ２年
奨学金制度 有り

日時 ２月 ・ ・ 日の土曜日
時〜 時
場所 ウィズゆくはし︵行橋市︶他
内容 介護技術の復習や施設見等
対象者 介護福祉士または介護関係
研修課程修了者で︑介護分
野に就業していない方
定員
名
参加費 無料
申込期限 ２月３日㈯
福岡県社会福祉協議会
人材・情報課
☎０９２︵５８４︶３３１０
☎０９７９︵８２︶０６０７
小倉高等技術専門校﹁訓練生募集﹂

13

20

日時 １月 日㈬
時〜 時
場所 行橋市役所 ３階
福岡県行政書士会
☎０９２︵６４１︶２５０１

練センター﹂です︒

14

日時 ２月９日㈮
時〜 時 分
場所 北九州市立商工貿易会館
対象者 概ね 歳以上の方
参加費 無料 ＊申込不要
福岡県 歳現役応援センター
北九州オフィス
☎０９３︵５１３︶８１８８
豊前地区﹁職業訓練講座﹂

30

▼いずれも会場は﹁豊前地域職業訓

30

プレミアム商品券の﹁有効期限﹂
築上町商工会プレミアム商品券
︵大型券・通常券︶の有効期限は︑
平成 年１月 日㈰です︒有効期限
を過ぎると使用できなくなりますの
でご注意ください︒なお︑返品や交
換は一切行いませんのでご了承くだ
さい︒
築上町商工会
☎︵５６︶０３５３
福祉のしごと就職フェア
日時 ２月３日㈯
時〜 時
場所 クローバープラザ︵春日市︶
対象者 社会福祉施設・事業所への
就職希望者︵資格・経験不要︶

就活応援セミナー・就職面談会

求職相談 など
生後３か月〜就学前まで
＊事前予約

15

◇ガス溶接技能講習
期間 ２月３日㈯・４日㈰
対象者 未資格者
受講料 ７︐２００円 ︵別途テキスト代︶
定員
名
◇デジカメと画像処理講座
期間 ２月６日〜 日の火・木曜日
対象者 ＰＣの基本操作ができる方
受講料 ８︐２２０円 ︵別途テキスト代︶
定員
名
豊前地区職業訓練協会
☎０９７９︵８２︶１５１１

22

訓練期間 ４月〜翌年３月
募集期間 １月４日㈭〜２月 日㈬
選考日 ２月 日㈬
対象者
▼ＯＡ事務科
平成 年度に高等学校を卒業する
方︑または高等学校卒業程度の学
力を有する 〜 歳の方
▼左官科
平成 年度に中学校・高等学校を
卒業する方︑または離転職者
▼住宅施工科︑アパレル工芸科
離転職者︵新規学卒者は除く︶
定員 各科５〜 名
授業料 無料︵別途教材費︶
福岡県立小倉高等技術専門校
☎０９３︵９６１︶４００２

平成30年1月

内容
託児

福岡県社会福祉協議会人材・情報課

☎０９２︵５８４︶３３１０
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入札結果（11 月分）
入札日：平成29年11月8日
【建設課】
●下別府船迫線道路改良舗装工事（第二工区）
（築上町大字下別府、船迫 地内）
・落札金額：32,900,000円
・工
期：平成29年11月16日〜平成30年3月30日
・落札業者：隆和組 有限会社
●双子池取水施設等改修工事（築上町大字安武 地内）
・落札金額：2,720,000円
・工
期：平成29年11月10日〜平成30年2月28日
・落札業者：大洋建設 株式会社
●石堂4号線外1道路改良舗装工事
（築上町大字上り松、石堂 地内）
・落札金額：17,150,000円
・工
期：平成29年11月10日〜平成30年3月30日
・落札業者：大浜建設工業 株式会社
●臼田13、14号線道路改良舗装工事
（築上町大字臼田 地内）
・落札金額：16,500,000円
・工
期：平成29年11月16日〜平成30年3月23日
・落札業者：田原産業
【学校教育課】
●八津田小学校屋上防水補修工事
（築上町大字宇留津322番地 地内）
・落札金額：1,410,000円
・工
期：平成29年11月9日〜平成29年12月25日
・落札業者：有限会社 コバヤシ 築上支店
●椎田中学校屋上防水補修工事
（築上町大字高塚158番地2 地内）
・落札金額：2,270,000円
・工
期：平成29年11月9日〜平成29年12月25日
・落札業者：有限会社 コバヤシ 築上支店
入札日：平成29年11月17日
【福祉課】
●築上町立そらいろ保育園備品購入（保育室備品）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：6,147,000円
・納
期：平成29年11月24日〜平成30年3月20日
・落札業者：有限会社 ニッポウ文具事務機 築上町営業所
●築上町立そらいろ保育園備品購入（遊具等）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：5,820,000円
・納
期：平成29年11月27日〜平成30年3月20日
・落札業者：株式会社 徳野
●築上町立そらいろ保育園備品購入（スチール家具等）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：4,655,000円
・納
期：平成29年11月21日〜平成30年3月20日
・落札業者：植田商店
●築上町立そらいろ保育園備品購入（事務系備品）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：3,919,700円
・納
期：平成29年11月27日〜平成30年3月20日
・落札業者：イチヤ

●築上町立そらいろ保育園備品購入（ランチスペース備品）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：4,100,000円
・納
期：平成29年11月28日〜平成30年3月20日
・落札業者：王子テック 株式会社
●築上町立そらいろ保育園備品購入（電気機械等）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：2,735,000円
・納
期：平成29年11月22日〜平成30年3月20日
・落札業者：株式会社 かじや
●築上町立そらいろ保育園備品購入（厨房備品）
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：1,128,000円
・納
期：平成29年11月28日〜平成30年3月20日
・落札業者：ホシザキ北九 株式会社
●公立保育所通園バス購入
（築上町大字越路1326番地1 地内）
・落札金額：3,344,650円
・納
期：平成29年11月24日〜平成30年3月28日
・落札業者：福岡日産自動車 株式会社 行橋店
●低公害公用車購入（その２）
（築上町大字椎田891番地2 地内）
・落札金額：978,988円
・納
期：平成29年11月24日〜平成30年2月21日
・落札業者：有限会社 竹本モータース
【学校教育課】
●築上町立下城井小学校受変電設備更新工事
（築上町大字袈裟丸379番地 地内）
・落札金額：9,990,000円
・工
期：平成29年11月27日〜平成30年2月28日
・落札業者：有限会社 柏木電気商会
【生涯学習課】
●椎田学習等供用施設火災受信機及び感知器修繕
（築上町大字椎田1646番地 地内）
・落札金額：1,687,000円
・工
期：平成29年11月28日〜平成30年2月23日
・落札業者：第一警備保障 株式会社
入札日：平成29年11月27日
【下水道課】
●椎田処理区管渠築造工事（8−8工区）
（築上町大字湊 地内）
・落札金額：14,610,000円
・工
期：平成29年12月4日〜平成30年3月11日
・落札業者：有限会社 豊進工建
【総務課】
●築上町パソコン調達
（築上町大字椎田891番地2 地内）
・落札金額：1,200,000円
・納
期：平成29年11月28日〜平成30年1月11日
・落札業者：有限会社 ニッポウ文具事務機 築上町営業所
【建設課】
●日奈古54号線不動産鑑定業務委託
（築上町大字日奈古 地内）
・落札金額：383,000円
・履行期間：平成29年12月1日〜平成30年1月19日
・落札業者：ランド鑑定設計
16
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1月18日(木)〜3月27日(火)

展示期間中、手
作り“ひなあられ”
と煎茶の有料サー
ビス(300円)も行
います。
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お詫びと訂正
広報ちくじょう12月号で年末年始の休館日に誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。
■旧藏内邸 12月27日(水)〜1月4日(木)まで休館
■船迫窯跡公園 12月28日(木)〜1月4日(木)まで休館

＊通常料金で入館可

間

期

つつけたり︒多くは漁者農夫にして︑宿
屋茶屋もあり︒是も小倉の御領にて︑駅
の宿なり︒宿の出口に細き川あり︒﹂
当時の椎田宿は百五十軒程の商店や人
家がある賑やかな宿場町だったようで︑
﹁宿の出口に細き川﹂とあるのは真如寺
川のことです︒続きを見ます︒
﹁川を渡れば湊村︑塩浜なり︒人家百
軒計︵ばかり︶︑多くは漁者なり﹂
当時︑真如寺川に架かる椎田橋はまだ
なく︑川を渡ると︑下流の街道沿いに
家々が建ち並び︑湊の街道沿いの町並へ
とつながっていました︒現在は椎田小の
横の川沿いは広い道路ができ︑また国道
十号線で街道が分断されて︑当時の面影
は薄れてしまいました︒かつては椎田橋
付近に廻船問屋の船が係留され︑荷物の
積み下ろしが行われていました︒また造
酒屋や醤油屋もあり︑河口の川辺に船着
場が整備され︑遠くは関西方面まで酒・
醤油・薪炭類をはじめ様々な物資が運び
出され︑当時高価な砂糖等が仕入れら
れ︑物流の要衝でした︒なお︑平七が言
う塩浜︵海水製塩を行う︶は湊の郊外
︵金富神社以南︶から有安にかけて広
がっていました︒
一人の旅人が書いた紀行文から中津街
道﹁椎田宿﹂﹁湊﹂の往時の様子が偲ば
れます︒ ︵文化財保護係 馬場克幸︶

さげもんまで、多彩な雛飾りをお楽しみください。

先着100名様に「無料」で
“ぜんざい”のおもてなし♪
（なくなり次第終了）

豪華な段飾りから、和紙人形、押絵、木目込み、

1月21日(日) 10:00〜12:00
旧藏内邸・貴船神社

●“ひなづくし”雛人形3,000体〜西岡コレクション

☎（52）2530
問 旧藏内邸
時 9:30〜16:30

時
所

日
場

＊通常料金で入館可

3月6日(火)まで

間

期

〜上深野自治会と共催〜

旧藏内邸となりの貴船神社と参道などが平成29年
2月9日付で国指定名勝旧藏内氏庭園に追加指定され
ました。庭園や、周辺の景色を見学しながら、温か
いぜんざいで心も体もあたためてみませんか？
明治〜大正時代、商店の年末の挨拶で配られた
広告チラシ“引き札”。当時の世相を表した大胆な
図柄と華麗な色彩は見る者の目を引き付けます。
恵比寿様など、お正月にふさわしい縁起の良い図
柄を描いた引き札の世界をお楽しみください。

●あたたかい
“ぜんざい”と貴船神社の“どんど焼き”

●企画展「竹内コレクション“引き札”の世界展」

料 一般（高校生以上）300円/小中学生100円
休 毎週水曜日

旧藏内邸からのお知らせ

第七十七回
紀行文に見る中津街道椎田宿
﹁二口川︵城井川︶を歩にて渡る︒水
深うして道筋よりは渡られず︒二丁︵二
一八㍍︶計︵ばかり︶川下に浅瀬のある
所より︑からうじて渡りて︑十丁︵約一
㎞︶計行けば︑椎田川︵岩丸川︶︑石橋
を渡せり︒橋を渡れば椎田なり︒﹂
これは︑尾張︵名古屋︶の呉服問屋の
隠居﹁菱屋平七﹂が享和二年︵一八〇
二︶に四ヶ月かけて北部九州を旅した日
記﹁筑紫紀行﹂の一節です︒平七は同年
三月に名古屋を発ち︑大坂から室積︵山
口県光市︶までは船で︑以降は陸路を歩
いて九州に入り︑中津街道を宇佐まで南
下し︑耶馬渓・英彦山・小石原・佐賀を
経て長崎まで旅しました︒
冒頭の文章はちょうど平七が中津街道
椎田宿に差し掛かった辺りの記述で︑旧
暦四月二十一日︵現在の六月上旬︶のこ
とです︒今は城井川河口には車や人が通
る二口橋と日豊本線の鉄橋が架かってい
ますが︑当時は橋がなく︑浅瀬を探して
川の中を歩いて渡っていました︒季節は
初夏にあたり︑ここまで歩いて出た汗も
川の水で冷やされて幾分か涼やかな気分
になったことでしょう︒
さて城井川を渡り︑岩丸川に架かる石
橋︵現在の西之橋か︶を渡った平七は中
津街道椎田宿に到着しました︒
﹁人家百五十軒計︵ばかり︶海辺に立
この奥が城井川。当時は橋が
なく川の中を歩いて渡った。

旧中津街道と二口の道標

本年も“おもてなしの心”を第一に、皆さまのご来館を心よりお待ちしています。

認知症になっても住み慣れ
た地域で安心して暮らしたい︑

月号・

月号の

暮らしてほしい …
︑その願い
を実現するための町の取り組
みについて

関心の高さ︑浮き彫りに
映画上映会では︑認知症のド
キュメンタリー映画﹁徘徊 ママ
リン 歳の夏﹂を３５０人超の方
が鑑賞しました︒参加者アンケー
トには多くの感想が寄せられ︑認
知症や介護への関心の高さがうか
がえました︒

や地域の見守りがあれば大丈夫﹂
﹁自治会でも支援できる仕組みづ
くりを﹂といった前向きな意見も
あり︑今後に期待する思いも感じ
られました︒
上映会後の実行委員会では︑
﹁介護に悩む人たちの交流の場と
して介護者の集いを開催してはど
うか﹂﹁町内の介護事業所が協力
して新たな取り組みができない
か﹂などの意見が出ました︒今後︑
行政と地域がともに取り組み︑少
しずつ形にしていければと思いま
す︒この記事に関するご意見・ご
感想を︑地域包括支援センターま
でお寄せください︒

●認知症になってもサービスを利用しながら今と変わらない生活
ができると思いますか？

きは﹁医療介護職﹂に頼りたいと
いう回答が最も多いという結果で
した︒また﹁サービスを利用しな
がら今までと変わらない生活がで
きると思うか﹂という問いについ
ては︑﹁あまり思わない﹂﹁全く
思わない﹂を合わせると７割を超
えるという結果でした︒
これらのことから︑認知症に
なったときは﹁医療機関﹂﹁家
族﹂﹁医療介護職﹂のサポートが
求められますが︑今までと変わら
ない生活を続けることは難しいと
感じている方が多いということが
分かりました︒
一方で﹁認知症になっても家族

●家族が認知症になったとき、誰に頼りたいですか？ [ 複数回答 ]

結果から見えるもの

●認知症が心配になったとき、どこに相談しますか？ [ 複数回答 ]

認知症になったときの相談先と
しては﹁医療機関﹂が最も多く︑
自分が認知症になったときは﹁家
族﹂に︑家族が認知症になったと

15％

日にコマー

5％
3％

２回シリーズでご紹介しまし
月

59％
3％

た︒
今回は︑

レで開催された﹁認知症への
理解を深めるための映画上映
会﹂参加者へのアンケート結
果から︑地域で安心して暮ら
していくために︑これから何

1％

58％

24％

そう思う
あまり思わない
全く思わない

55％
3％
7％

69％

25％
20％
14％
13％

手伝い
ごみ出し
買い物
食事差し入れ
見守り
その他
何もできない

56％
7％
15％

家族
親類
近所の人
医療介護職
その他

75％
家族
親類
近所の人
医療介護職
その他

6％

11

をする必要があるのか考えて
いきましょう︒

【回答者 :220 人】

暮らすために。〈第3回目〉

23

57％
35％
30％
医療機関
介護事業所
行政
その他

10
11

87

自分や家族、 隣人が
認知症になったら ・ ・ ・
あなたならどうしますか？

映画上映会参加者への
アンケート結果

認知症になっても、
築上町で安心して

福祉課 地域包括支援センター（支所内線144）

●自分が認知症になったとき、誰に頼りたいですか？ [ 複数回答 ]

●近所の人が認知症になったら、何ができると思いますか？ [ 複数回答 ]
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リサイクルプラザ 体験学習講座
環境課（支所内線 152）

オレンジカフェきづき

■ 紙ひものかご作り
日

時

▶

持ち物

▶

1月12日(金)、19日(金)
10:00〜15:30
はさみ・木工ボンド・鉛筆
・洗濯ばさみ（30個）
・ものさし（30㎝）

■ 裂織（募集人員：2名）
日

時

▶

1月9日(火)、10日(水)
23日(火)、24日(水)
10:00〜16:00

持ち物

▶

毛糸

時

▶

1月30日(火)

持ち物

▶

高齢者福祉係（本庁内線 252）

認知症の方やご家族、介護をされている方
地域の皆さん誰もが集える「オレンジカフェきづき」
築上町農業公園管理棟（アグリパーク）で
毎週木曜日 10：00 〜 15：00 オープン中。

イベントのお知らせ
●初春お抹茶をいただきましょう
今年の目標、やってみたいことなど、楽しくおしゃ
べりしませんか♪
日 時 1月11日(木)13:00〜14:30
定 員 15名程度（要予約）
参加費 300円（お菓子代）

■ 紙すき
日

福祉課

9:00〜12:00
エプロン・古タオル（1枚）

注意事項
●参加費・材料費は実費となります。
●私物の持ち込みはご遠慮ください。
●開催日の３日前までにお申込みください。

●「もの忘れ」について話そう
「最近もの忘れが気になる…」、「認知症になると
どうなるの？」など、気軽に話してみませんか？
日 時 1月18日(木)13:30〜14:30
定 員 15名程度（要予約）
＊この日以外でも常時相談を受け付けています。

●小物づくり（布で作るブローチ）
今月の納税
・町県民税（第 4 期）
・国民健康保険税（第 7 期）
納期限 1 月 31 日（水）

税金は納期限内に納めましょう。
納税は便利な口座振替をご利用ください。
税務課

徴収係（本庁内線 218）

人の動き
前月比

11 月末現在
人口
男
女

世帯

18,714
9,093
9,621
8,872

人
人
人
世帯

− 37

＋ 14
− 23

・築上町文化会館コマーレ
・築上町図書館

・築上町コミュニティセンター（ソピア）
19
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1月25日(木)13:00〜14:30
15名程度（要予約）
150円
裁縫セット

●お出かけ(買い物支援）イベント
〜メタセの杜でお買い物や自然を楽しみましょう〜
日 時 1月25日(木)10:00〜12:00
対象者 自家用車をお持ちでない方
定 員 8名（要予約）

− 23

施設の休館日（毎週火曜日）

・築上町中央公民館

日 時
定 員
参加費
持ち物

◆自宅まで、バスでの送迎を行います。
利用日の２日前正午までに、ご予約ください。
オレンジカフェ着 10:00 13:00
オレンジカフェ発 13:05 15:00

子育てにっこり
す

等を補助しま

育料
私立幼稚園保
学校教育課

学校教育係（支所内線 253）

多子世帯の経済的負担軽減のため、第3子以降の

私立幼稚園の保育料等（教材費・給食費・施設料除
く）から「私立幼稚園就園奨励費補助金」を引いた
差額分を補助します。

■対象要件（町内在住で次のすべてに該当する方）
▶

同一世帯内の第3子以降の園児

学校」

支援
小倉聴覚特別
「
度
年
0
3
成
平
者募集
幼稚部 入学

（満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児）

▶

私立幼稚園に入園している園児

▶

保護者が満22歳以下の子どもを3人以上扶養し

福岡県立小倉聴覚特別支援学校
☎ 093（921）3600
FAX093（931）9904

（町内・町外問いません）

ていること（15歳以上の子どもがいる場合、学
校に在学している者に限る）

▶

所得税・市町村民税の申告をしていること

■申請方法

申請書・必要書類を学校教育課へ提出

■申請時期

1月22日(月)〜2月9日(金)

＊申請書は学校教育課に備えています。
＊土・日、祝日除く

用品費の
学児童生徒学
入
新
の
費
助
就学援
。
始まりました
入学前支給が
学校教育課

▶ 県内在住のH26.4.2〜H27.4.1生まれの幼児

（H24.4.2〜H26.4.1生まれの方の編入学も可）
▶ 両耳聴力が概ね60dB以上で、補聴器装着で

も通常の話し声の聴き取りが著しく困難な方
■募集期間

1月30日(火)〜2月6日(火)

■選考日

2月16日(金)

学校」
視覚特別支援
州
九
北
「
度
年
平成30
集
部 入学者募
幼稚部・高等
福岡県立北九州視覚特別支援学校
☎ 093（651）5419
FAX093（651）9095

学校教育係（支所内線 256）

■対象者
下記の①〜③のいずれかに該当し、平成30年度に
小学校または中学校に入学する新１年生
①町民税の課税が免除されている家庭
②児童扶養手当を受給している家庭
③その他、経済的な理由で援助が必要な家庭
＊各家庭の状況に異なりますので、詳しくは、お
問合せください。
■支給時期

平成30年3月上旬〜中旬

■申請方法

申請書を学校教育課へ提出
＊申請書はお子さんが在学している学校
または学校教育課に備えています。

■申込期間

■対象者

1月22日(月)〜2月16日(金)

■対象者
▶ 両眼の矯正視力が概ね0.3未満、または視力以外の

高度視機能障がいがある方
▶ 幼稚部：H26.4.2〜H27.4.1生まれ
▶ 高等部（専攻科・理療科）：あんまマッサージ指

圧・はり・きゅう師の国家資格取得を目指す方
で、高校卒業または平成30年3月卒業見込者
■募集期間
1月30日(火)〜2月6日(火)
■入学選考日
▶ 幼稚部：2月16日(金)
▶ 高等部：3月5日(月)
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築上町児童館からのお知らせ

☎（57）4300
電話予約受付時間 10:00〜17:00

子育て支援センター
●子育て講演会「親と子どものコミュニケーション」
日 時 ▶ 1 月 19 日（金） 10:30 〜 11:30
場 所 ▶ 築城社会福祉センター
講 師 ▶ 渡邉 未絵さん（言語聴覚士）
対象者 ▶ 未就学児親子（要予約）
申込期限 ▶ 1 月 16 日（火）

●粘土で干支を作ろう

日 時 ▶ 1 月 22 日（月） 10:30 〜 11:30
場 所 ▶ 築城社会福祉センター
講 師 ▶ 畦津 恵子さん
対象者 ▶ 未就学児親子 10 組（要予約）
材料費 ▶ 300 円
申込期限 ▶ 1 月 16 日（火）

●スマイルクッキング

日 時 ▶ 1 月 25 日（木） 10:00 〜 12:00
場 所 ▶ チアフルついき
対象者 ▶ 未就学児の保護者 10 名（要予約）
持ち物 ▶ 米 1 合、エプロン、バンダナ
申込期限 ▶ 1 月 17 日（水）
＊託児が必要な方、アレルギー等のある方
は予約の際にお知らせください。

●子育て講演会「赤ちゃんの発達を促す運動と遊び」
日 時 ▶ 2 月 1 日（木） 10:30 〜 11:30
場 所 ▶ 築城社会福祉センター
講 師 ▶ 中島 千鶴子さん（作業療法士）
対象者 ▶ 生後 3、4 か月健診後〜 7、8 か月健診前
のお子さんと保護者 10 組（要予約）
持ち物 ▶ バスタオル
申込期限 ▶ 1 月 24 日（水）

わくわくチャレンジ教室
●遊びの広場
日 時 ▶ 1 月 8 日（月・祝）13:00 〜 15:30
場 所 ▶ 児童館 工作室
材料費 ▶ 粘土細工 50 〜 150 円 / 回
折り紙で凧も作れるよ！

ひとり親サポートセンター
飯塚ブランチからのお知らせ

☎0948（21）0390

平日 9:00 〜 17:00
＊第 1・3 土曜日、毎週日曜日は 16:00 まで
＊祝日・年末年始は休み

各種相談
●養育費に関する電話相談
受付時間 ▶ 9:00 〜 17:00（平日）
●ひとり親家庭出張相談会
日 時 ▶ 1 月 24 日（水）13:00 〜 15:00
場 所 ▶ 役場本庁 住民相談室
●無料弁護士相談（先着４名・要予約）
日 時 ▶ 2 月 21 日（水）13:00 〜 15:00
場 所 ▶ 宗像市役所
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す

口を開設しま

み相談窓
親と子のなや

福岡県人づくり・県民生活部私学振興・
青少年育成局 青少年育成課
☎092（643）3388

子育て、非行、いじめ、ひきこもり、就労、経済
的な問題などの悩みに関する相談を、面接または電
話にて無料でお受けします。
■相談日時

1月12日(金)・13日(土)
９:30〜16:30
■電話相談番号
☎092（592）0374 ＊期間中の臨時電話
■面接相談場所
クローバープラザ（春日市）＊事前予約可

ッズワールド

うキ
あつまれ！ちくじょ
世界とつながろう♪
ター
トリップ in ウィン
椎田人権センター

☎（56）3116

外国人講師、海外での活動経験のある日本人講師
をお招きし、世界中の国々の生活や文化・遊びを通
してみんなで世界につい
てより深く考え、世界と
つながるきっかけ作りを
目指した体験型学習会を
開催します。
椎田人権センターで一日
世界旅行を体験しよう！
■日 時 2月3日(土) 10:00〜13:00 ＊軽食あり
■場 所 椎田人権センター
■対象者 町内の小学校に通う児童
■内 容
韓国ってどんな国？韓国の旧正月を体験しよう
〜韓国の旧正月の過ごし方のお話＆体験〜
■講 師 李 銀玉（イ ウノ）さん
■定 員 15名（先着順）
■参加費 200円（保険料含む）
■申込期限 1月10日(水)〜24日(水)

予防が大切

インフルエンザ流行の季節です！
インフルエンザウイルスは、感染した人の咳やくしゃみなどの飛沫か
ら入り込んだり、ウイルスが付着した手で触った場所に別の人が接触す
ることで感染する場合などがあります。インフルエンザにかからないた
めには、日ごろからの予防が重要です。

◇お部屋はあたたかく、湿度を保って

住民課 健康増進係
保健センターチアフルついき
☎（５２）０００１
（支所内線711・712）

◇咳エチケットと、手洗い・うがい

インフルエンザは寒くて乾燥しているところが

▶ 咳やくしゃみが出そうなときは、顔をそらす、

大好きです。

ティッシュで鼻・口を覆うなどしましょう。

▶ 室温は

20 度以下にならないようにしましょう。

▶ マスクを着用しましょう。

▶ 湿度は

50 〜 60％に保ちましょう。

▶ 手洗い・うがいで、ウイルスを洗い流しましょう。

マスクは正しく着けてね♪
▶鼻と口の両方を覆う
▶ゴムひもを耳にかける
▶隙間がないように覆う

◇栄養と休養で抵抗力をアップ！
▶ バランスの取れた栄養摂取を心がけましょう。
▶ 十分な休養をとるようにしましょう。

手洗いで予防

ノロウイルス等による感染性胃腸炎
◇どんな病気なの？
▶

感染から発症までの潜伏期間は24〜48時間

▶ 主な症状

・吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、微熱が1〜2日続く。

◇予防方法
▶

・帰宅後、食事前、トイレの後、汚物処理・おむ
つ交換をした後などはしっかり手洗いをしま

・感染しても軽い風邪のような症状の場合もある。
・乳幼児や高齢者は、嘔吐物を吸い込むことによ
る肺炎や窒息にも注意が必要。

◇感染経路は？
▶

食品からの感染

・感染した人が調理することでウイルスに汚染さ
れた食品を摂取した場合

・ウイルスが蓄積した二枚貝などを、過熱が不十
分なまま食べた場合

▶

人からの感染

・患者の便、嘔吐物などからの二次感染

・家庭や施設内などでの飛沫等による感染

手洗い・うがいをしましょう！

しょう。

▶

嘔吐など汚物の処理はきっちりと！

・使い捨てのエプロンや手袋などを着用しましょう。
・汚物は使い捨ての紙や布で拭き取りましょう。
・ノロウイルスに効果のある塩素消毒剤などでウ
イルスを除去し、その後しっかり水拭きをしま

しょう。

・ふき取った汚物や使い捨て用品などは、すぐに
ビニール袋などに密封して捨てましょう。
石けんは、 手の脂など
の汚れを落として、
ウイルスをはがれやすく
してくれるよ♪
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たくさんの尊いいのち、支えていく

ご協力ください

400ml 献血

病気やけがの治療のため、輸血や血液製剤を必要と

■日

時
所

する人たちが数多くいます。福岡県内でも1日に約

■場

700人分の輸血用血液が必要な状況です。たくさんの

■対象者

尊いいのちを支える「献血」にご協力をお願いします。
献血カードの「献血方法別の次回献血可能日」をご

1月23日(火)

10:00〜12:00

チアフルついき

17〜69歳の男性と18〜69歳の女性のうち、体重が
50kg以上で健康な方（65歳以上は、60〜64歳の
間に献血経験がある方に限る）

確認のうえお越しください。

《椎田・葛城校区の食進さんお勧め簡単レシピ》

白身魚のアクアパッツァ
材料（5人分）
白身魚（切り身）・・・・・5切れ
塩・・・・・・・・・・・小さじ1
プチトマト・・・・・・・1パック
玉ねぎ・・・・・・・・・・100ｇ
あさり（缶詰でもＯＫ）・・250ｇ
にんにく・・・・・・・・・1かけ
白ワイン・・・・・・大さじ 2〜3
水・・・・・・・・・・・・80ml
パセリ・・・・・・・・・・・少々
塩こしょう・・・・・・・・・少々
オリーブオイル・・・大さじ 1〜2

広告欄
なんとなくダルい…「血管力」低下の黄色信号！？ 1回

血管年齢

測って ¥100
みませんか？

血流量・基礎代謝率・血管年齢

などがわかります。

血液サラサラ、全身スッキリを実感できる
漢方の試飲を実施中！飲んで「血管力」UP⬆
私たちは子宝相談・皮膚の
悩み・ストレスによる不調
などのご相談もお受けして
います。

大田薬品

築上郡築上町東築城302

☎0930-52-1922
大田薬品またはそらいろや 検索 ⬅
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作り方
① 白身魚に塩をふって５分置き、キッチンペーパ
ーでふく。
② プチトマトはヘタを除いて半分に切る。玉ねぎ
は薄切りにする。
③ あさりは海水くらいの塩水に浸けて砂抜きをし、
すり洗いをする。
④ にんにくは皮をむいて薄切りにする。パセリは
茎と葉に分けて、葉をみじん切りにする。
⑤ フライパンにオリーブオイルとにんにく、パセ
リの茎を入れて火にかける。香りが出たらにん
にくとパセリの茎を隅によけて、①の魚を皮目
から焼く。中火で両面、色よく焼く。
⑥ ⑤のフライパンの隙間にあさりを置き、玉ねぎ
を入れる。魚の上に②のプチトマトを並べる。
⑦ 白ワインと水をまわしかけ、蓋をして沸騰した
ら弱火で5分蒸す。
⑧ 塩こしょうで味を調える。器に盛ってパセリを
ちらす。

漫画 君たちはどう生きるか

太宰治の辞書

吉野源三郎（著）羽賀翔一（イラスト）

北村 薫（著）

時代を超えた名著が、原作の良さをそのま
まに、マンガの形で、今に蘇りました。初
めて読む人はもちろん、何度か読んだこと
のある人も、一度手にとって、人生を見つ
め直すきっかけにしてほしい一冊です。

本から本へ、《私》の探求はとどまるところを
知らない。太宰が愛用した辞書は何だったのか
と遠方にも足を延ばす。そのゆくたてに耳を傾
けてくれる噺家。そう、やはり「円紫さんのお
かげで、本の旅が続けられる」のだ…。

やもじろうとはりきち

さよなら、スパイダーマン

降矢 なな（著）

アナベル・ピッチャー（著）中野 怜奈（訳）

築上町図書館 ☎（56）5171
開館時間 9:00〜17:30
★1月の休館日…1〜3・9・16・23・30日★
日

月

火

7

8

9 10 11 12 13

1

2

水

3

木

4

金

5

土

6

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ブックスタートボランティア

募集！

赤ちゃんのときから大の仲良し。でも、い
つからかやもじろうは「はりきちと一緒だ
とつまらない」と感じはじめるようになり
…。たがいの違いが見えてきてもなお、変
わらない幼なじみの友情を描いた、降矢な
な、待望のオリジナル絵本 。

テロによる家族の死というテーマを十歳
の少年の視点から描いた、ブランフォ ー
ド・ボウズ賞受賞作。
小学校高学年〜。

ブックスタートは、4 か月児健診の際
に町内在住のすべての赤ちゃんと保護者
にメッセージを伝えながら絵本を手渡す
運動です。町ではブックスタートボラン
ティアとして活動していただける方を募
集しています。
次回のブックスタート：
1 月 16 日
2月6日

広告欄

の借り入れや新規購入で、皆さんのお手元にお届
けします。

お望みの本は築上町図書館で♪

「リクエスト・予約サービス」
を、ぜひご利用ください。
リクエストカードは、
築上町図書館に備え
ています。

30

︻お問い合わせ︼ コマーレ ☎︵５６︶１７７７

エストをいただいた本は、県内の公立図書館から

年も変わらぬご愛顧︑お願い致します︒

を行っています。若干時間はかかりますが、リク

平成

築上町図書館では「リクエスト・予約サービス」

１月６日︵土︶入場整理券配布開始

読みたい本があるときは・・・
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S port( スポーツ )
第11回

築上町子ども会マラソン大会（11月19日）

男子の部
優

中原 聡哉
弓野 健

勝

準優勝
３

位

第12回

吉村 夏輝

（東高塚）

村上 正成

（東八田）

位

3 年生

北代 銀信

（椎田西）

女子の部
優

2 年生

畦津 南朋

勝

準優勝
３

1 年生

（椎田東）

（湊町）

吉田 琥太郎

5 年生

大塚 晄

久保山 龍信

（今津）

上野 紫稀

（臼田双葉）

（小原・真如寺）

金見 舜

（東高塚）

柴田 尚人

松田 航明

（椎田中町）

（金富）

（上築城）

（宇留津）

（東高塚）

（椎田西）

吉村 勇作

大崎 悠希

1 年生

2 年生

3 年生

4 年生

5 年生

6 年生

柴田 美優

松田 日菜子

白川 かんな

田邊 比菜乃

小森 紗蘭

近藤 スミレ

鱒渕 彩陽

里見 日菜子
（西角田）

橘 春花

（西角田）

宮本 実來

（宇留津）

金子 結衣

（西角田）

中原 咲月

（上築城）

（椎田中）
（西角田）

橘 裕里奈

上田 智大

篠田 樹

（宇留津）

（小原・真如寺）

（椎田西）

中原 右響

6 年生

（金富）

（新開）

（西角田）

畦津 陽南

（椎田南）

（椎田西）

白川 杏朱

小森 凜果

（西角田）

蛭﨑 羽未

（小原・真如寺）

西田 琴美

（西角田）

（上築城）

（西角田）

（小原・真如寺）

築上町近郊バドミントン大会
男子Ａ

男子Ｂ

男子Ｃ

女子Ａ

女子Ｂ

女子Ｃ

原田 聡志
中村 厚太

渡辺 大智
渡邉 皐生

松藤 渚紗
宮尾 華帆

薬丸 若奈
阪田 茉優

青木 彩花
橋本 果菜美

準優勝

安東 拓也
田陸

城戸 亮弥
白石 歩夢

３

古門 風雅
古賀 万裕

古門 凌雅
中川 卓也

斎藤 由美
下田 順子

川上 李吏
石田 詠愛

優

勝

位

豊島 優翔
西郷 龍信

久本 楓
船木 璃育

第2回師走大会結果

女子

勝

鬼塚 省二

中村 ひろ子

準優勝

緒方 欽治

永江 ユリ子

石飛 誠

伊藤 泰彦

優
３

位

西園 絵里菜
長瀬 理紗

大見 啓子
樽本 美保

木下 仁
磯部 蓮

上野 紗夜
小林 由佳

喜代原 佑花
志谷 紗羽

上田 梨々夏
内丸 恵理

第4回市町村対抗「福岡駅伝」大会（11月19日）
▶

男子

中江 浪絵
梅田 芳枝

伊東 大輝
伊藤 尚

築上町メタセの杜パークゴルフ協会
▶

4 年生

総合の部
20位/築上町

▶

町村の部
7位/築上町（4年連続入賞！）

第24回葛城グランドゴルフ大会（11月18日）
優

勝

準優勝
３

位

団体

個人

越路Ａ

田中 博（越路Ｂ）

奈古Ａ
水原Ａ

内藤 寿美（坂本Ａ）
内藤 慎吾（越路Ａ）

築上町卓球部 第5回部内大会（12月3日）
A パート

▶優勝 越路Ａ
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優

勝

上田 泰三

準優勝

間所 俊明

３

位

南 健治

B パート

ダブルス

上田 泰三
南 健治
宮澤 洋二
中嶋 伸子
中嶋 伸子
浦岡 信男
野見山 雄児
吉元 千代美
有浦 健一

平成

年度

町政懇談会

Ａ現在ジョイフル側にお願いして
いるのは﹁日奈古グラウンド〜県
道〜広域農道〜椎田ＩＣ﹂という
ルートです︒原料の運搬は大型ト
ラックを使用し︑進入道路が整備
されればトレーラーを利用したい
との話があり︑進入道路が完成す

Ｑジョイフルの配送センターが建
設されているが︑配送ルートはど
のようになる予定か？安全面や騒
音など心配なところがある︒

Ａ商工課に専任職員を配置し町内
の企業誘致用地への働きかけを行
っています︒企業が来れば雇用が
生まれ︑税収も見込めるため︑今
後もＰＲに力を入れていきます︒

Ｑ企業誘致に取り組んでいると思
うが︑今後の方向性が知りたい︒

企業誘致

いれば補助対象となりますので︑
危険空き家等がある場合は︑環境
課に連絡してください︒

昨年６月から７月にかけて︑町内９か所︵校区単位︶
で開催された町政懇談会︒町の施策や財政状況について
の報告︑さまざまな質疑が行われました︒会場で寄せら
れた質問・意見から︑主なものを抜粋してご紹介します︒

空き家・空き地
Ｑ古民家に住みたい人の優遇措置
について知りたい︒
Ａ平成 年から空き家バンク制度
を開始しています︑平成 年度か
らは︑空き家バンクの利用者に次
の４つの支援を行い︑空き家バン
クの利用促進を図っています︒
①改修費用の１／２を補助︵上限
万円︶ ②空き家の家財整理費
用として一律５万円を補助 ③契
約時の仲介業者手数料を補助 ④
契約成立の場合︑奨励金として空
き家の所有者に５万円を支給︒
29

Ａ危険空き家については︑個人の
所有物であるため︑環境課が所有
者に連絡をとり指導・注意をして
います︒また︑空き家の解体費用
の一部を補助する制度もあり︑建
築士による調査で基準を満たして

ればトレーラーが通ることになる
と思います︒店舗への配送は︑小
型から中型のトラックで行うと聞
いてます︒交通の安全については︑
協議の都度︑お願いしているとこ
ろです︒

す︒今後︑各校がコミュニティ・
スクールの活動として取り組むと
いうことになれば︑従事者の届出
および腕章等備品の配布について
検討します︒併せて︑事故発生時
の対応については次のとおりです︒
▼児童・生徒の交通事故等
速や
…
かに学校に連絡をお願いします︒
▼従事者の事故等
今後︑ボラン
…
ティア保険等の加入について検討
します︒

教育
Ｑ小中一貫校について︑築上町で
はどのように進めているのか？

Ａ各校の特色ある取り組みなどを
広報紙で紹介し︑コミュニティ・
スクールについて周知を図りたい
と考えています︒学校︑地域︑家
庭が一体となって子育てをすると
いうのがコミュニティ・スクール
の目標です︒

Ａ商工会等が主体的に実施すると
なれば︑町として手伝いはできる
と思います︒この提案があったこ
とを商工会にも伝えます︒

Ｑ町に何万という人が訪れる航空
祭︒築城駅から基地までを素通り
されてしまうのはもったいないの
で︑駅周辺を歩行者天国にしてイ
ベントをするなどしてはどうか？

商工観光

Ｑコミュニティ・スクールの広報
について︑どのような報告が必要
で︑どのように行っていくのか？

Ａ小学校については︑ 人未満に
ならなければ統合しないという方
針です︒小中一貫校にすると小学
校の統合は避けられず︑地域の歴
史的な問題や皆さんの意見等を踏
まえて考えていく必要があります︒
今後︑児童数が減れば︑どのよう
な体制が最良かということを本格
的に考えていく必要も出てきます︒
時間的余裕を持ち︑学校のあり方
を考えていきたいと思います︒

Ａ通学児童・生徒の安全見守りに
ついては︑現時点では地域の方に
自主的に活動していただいていま

Ｑ本年４月からコミュニティ・ス
クール制度が発足した︒その取り
組みの一つとして︑通学の安全を
図る地域ボランティアの活用があ
ります︒個人が自主的に通学ボラ
ンティア活動を行う上で︑町への
届出︑腕章等備品の配布︑事故発
生時の対応等について知りたい︒

10

29
25

Ｑ地域に空き家が増えつつある︒
空き家の管理はどのように行って
いくのか？

65
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庁舎建設
Ｑ庁舎の建設について︵ＪＡ椎田支
所の場所に建設するとの案があった
が︶町の事情でＪＡ側との話し合い
を断念したのか？
ＡＪＡと協議を重ねてきましたが︑
双方の事情により合意できず用地取
得を断念しました︒現庁舎敷地内で
新庁舎を建設する方向で計画してい
ます︒
Ｑ本庁の建設について﹁一棟集約﹂
を考えているようだが︑築城支所の
建物はまだ新しく︑環境も良い︒課
を分散して配置し︑新庁舎の規模を
小さくすれば︑予算を抑えられるの
ではないか？
Ａ築城支所の利活用方法等を検討す
るなかで参考とします︒

鳥獣対策
Ｑシカ・イノシシ被害が多い︒町の
鳥獣害対策の方針は？
Ａ本町の鳥獣害対策は︑国の鳥獣被
害防止総合対策事業を活用し︑平成
年度から本格的に取り組んできま
した︒内容としては︑農作物の被害
を軽減するための侵入防止柵の設置︑
狩猟で仕留めた場合に１頭あたり８
千円の報奨金の交付をするなどです︒
また︑鳥獣被害対策実施隊に年間を
通して捕獲を依頼し︑地元の方にも
狩猟免許の取得をお願いしています︒

道路・河川
Ｑ河川に草がどんどん生えている︒
環境︑水害問題にも繋がり︑何らか
の対策をお願いしたい︒
Ａ可能なものは︑浚渫等︑予算の範
囲内で対応し︑県の河川については
県に要望を行っています︒県として
は︑優先順位をつけて対応している
という状況です︒

Ａ避難情報は早めに出すということ
で研修を受けています︒避難情報を
出す際には︑避難所を確保し︑体制
が整ってから出すというのが前提条
件となります︒７月の九州北部豪雨
では︑北九州市では避難指示が出さ
れましたが︑当町では︑警報は出て
いましたが雨は降っておらず︑城井
川の水も濁っていなかったため︑避
難指示までは出しておりません︒状
況を見ながら︑細心の注意を払って
対応したいと考えています︒

まちづくり
Ｑ公民館のない地区に公民館を建て
て欲しい︒
Ａ公民館などの学習等供用施設を建
てる際は︑用地取得費用および建設
費の１／２が地元負担となります︒
用地の確保など︑地元の皆さんと話
し合いながら進めていく必要があり
ます︒

基地対策

﹁基地対策特別委員会﹂で︑防衛省
へ防音地区見直しの要望を行ってい
ますが︑実現していないのが現状で
す︒また︑見直しの検討が行われた
宮崎県新田原基地周辺では︑騒音レ
ベルが高い戦闘機の飛行回数減少な
どから﹁防音区域半減﹂との見直し
案が国から示されました︒この事例
から︑今後の要望方法についても検
討する必要があります︒

多くの皆さまのご参加︑
まことにありがとうござい
ました︒貴重なご意見は︑
今後の町政運営に活かして
いきたいと考えています︒

平成30年1月

防災

Ｑ防音区域について︑同じ自治会内
でも分断された地域がある︒不公平
感を解消するためにも区域を見直し
てほしい︒
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Ｑ新庁舎は町のシンボル︒地元の木
材を使うなど︑町の産業を活かした
建設方法はいかがか？
Ａ基本は鉄筋になりますが︑内装に
京築ヒノキ等の地元の素材を多く活
用できるよう︑設計段階で考慮して
いきます︒

Ｑ城井川が氾濫した場合の対策を教
えてほしい︒

Ａ八津田地区自治会で構成する﹁八
津田地区基地対策委員会﹂や議会の

企画振興課 企画振興係（本庁内線363）

25

まちの

活躍
びと

自 治会長会研修で被災地視察
11月6・7日、自治会長35名が熊本地震の被災町

村を視察しました。

最初に訪問した益城町では、庁舎が被災し行政機

能が停止した経験から、住民と行政が一体となり災
害に強いまちづくりに取り組んでいることなどが紹
介され、災害発生時の行政対応や地域連携などにつ

振 り返ればすばらしい出会い

生涯スポーツ功労者表彰

いて質疑が行われました。続いての南阿蘇村黒川地
区では、東海大学生ボランティア「阿蘇の灯（あか
り）」メンバーの案内で、崩壊した阿蘇大橋や全壊

10月6日、東京都で開催された生涯スポーツ功労

した学生寮跡地などを視察。「誰がどこに住んでい

臣表彰を受賞しました。県バレーボール協会副会長

頃からの地域のつながりが減災対策になる」と説明

ールの指導に携わり、社会人チームも結成するなど

参加者から「実体験に基づく話で、地域防災活動

者表彰式で、野村一成さん（上築城）が文部科学大

るのか把握していたことが早期救出に繋がった。日

を務める野村さんは、中学校教諭時代からバレーボ

がありました。

生涯スポーツの普及振興に尽力。今回の受賞に「初

の参考になった」との感想が聞かれました。

めは乗り気ではなかった部活動の指導も、振り返れ
ばすばらしい出会いや経験にあふれていた。今でも
教え子との交流は続き、人生とは本当に分からない
もの。皆さんのおかげです」と喜びを話しました。

広告欄

湊 北・湊南自治会

合同防災訓練

12月11日、湊北・湊南自治会合同の防災訓練

（火災）が行われました。有田湊南公民館長（防火
管理者）による火災予防の安全対策や火災発生時の
行動などの説明に続き、避難訓練を実施。火災発生
の合図で金富神社の広場に集まり、全員の安全確認
を行った後、蛭﨑湊北自治会長のあいさつで訓練を
終了しました。

火を扱うことが多い季節。一人ひとりの心がけ、

見学随時OK!
男・女会員募集中！
入会金無料
ベストボディ・ジャパン
長崎大会
ケイチクジム
横山 侑 選手
6位入賞
住所：築上町有安505-3
☎ （56）5704
営業時間：9:30〜22:15
休日：日曜日・祝日

トータルフィットネス・ワークアウトジム

地域の絆を大切に、火災防止につとめていきましょ
う。
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KATSUYAKUBITO

旧 藏内氏庭園の池で

悠々と泳ぐ姿、楽しんで

11月23日、昨年の7月に続き、末廣産業(株)の末

廣良徳さん（田川市）から旧藏内氏庭園の池に錦鯉
が寄贈されました。

この日、末廣さんは義父にあたる安部湊南自治会

長らとともに、黒白紋様の「白写り」約20匹と体

長80センチ以上にまるまると太った「紅白」3匹を
放流。「池が大きく、鯉が映えます。これから寒く

長 年にわたり町文化活動へ貢献

特別文化功労者表彰

なり色や模様が鮮やかになる季節。来場者に楽しん
でもらいたい」と話しました。

ご寄贈いただきありがとうございました。

11月17日、福岡市で開催された福岡県文化団体

連合会創立25周年記念式典で、築上町文化協会会
長の大丸

司さん（上築城）が特別文化功労者表彰

を受賞しました。

大丸さんは教職を退職後、築城公民館の詩吟教室

に通い始めました。ちょうどその頃、築城支部会長
が退任したことから、周囲からの推薦もあり大丸さ
んが会長を引き受けることに。以降20年以上にわ
たり町文化協会の発展に尽力してきました。

今回の受賞に「皆さんのおかげです。文化活動と

は何も特別なことではありません。日々の生活の姿
を披露して見る人を和ませる、そんな温かい町民文
化祭をこれからも作っていきたい」と話しました。

広告欄
店 頭

ETASE

築上町物産館『メタセの杜』
☎ 0930(52)3828

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

「春の七草がゆ」ふるまい
▶1月7日(日)

10:00〜 ＊なくなり次第終了

みかん詰め放題

▶1月13日(土)・14日(日)

10:00〜 ＊なくなり次第終了

キクイモ試食販売
▶1月20日(土)

10:00〜 ＊なくなり次第終了

焼きいも販売
▶1

月の土・日を中心に販売 ＊日にちは店頭でお知らせ

♦
♦
♦

国際交流館 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

「絵と季節の和小物・つまみ細工展」さくら（荒木 智美）
▶1月27日(土)・28日(日)

10:00〜16:00

明けましておめでとうございます。
新年の営業は、1月5日（金）8時から
です。本年もよろしくお願い致します。
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筑前琵琶

の調べ

11月18日、船迫窯跡公園の古代復元工房建物で

M

no
MORI

♦
♦
♦

船 迫の山に響く

窯跡コンサート2017が開催されました。

開園から13回目となる今年は「激動の明治維新

―西郷隆盛と白虎隊を語る」と題した筑前琵琶の演

奏が行われ、参加者は150年近く前に起きた悲劇に
思いを馳せながら、夕暮れの野外コンサートを楽し
みました。

KATSUYAKUBITO

お めでとうございます！

全国中学生人権作文コンテスト

12月11・19日に全国中学生人権作文コンテスト

入賞者への賞状授与式が行われ、以下の方が行橋人
権擁護委員協議会奨励賞を受賞しました。
▶

▶

▶

築城特別支援学校

３年 田中 宏紀さん

築城中学校

３年 森 彩夏さん

椎田中学校

３年 有田 千裕さん

題名

「努力することの大切さ」

題名

「『高齢者問題』を考える」

題名

「貧しさによる負の連鎖」

地 域の身近な相談相手

民生委員児童委員へ感謝状

長年の地域福祉増進の功績により、民生委員児童

委員の﨑平公子さん（上り松）、平塚隆子さん（山
添）、安部洋子さん（峯原）に県知事から社会福祉
功労者への感謝状が贈られました。３名は、12年

以上にわたり地域の方が安心して暮らせるよう、生
活や子育ての相談や支援を行ってきました。

悩みごとはひとりで抱えず、お気軽にお住まいの

地区の委員にご相談ください。

また、10年以上継続しての全国中学生人権作文

コンテストへの出展など長年にわたる啓発活動の功
績から、築城中学校に法務省人権擁護局、全国人権
擁護委員連合会から感謝状が贈られました。

中 津街道沿いの歴史を学ぶ
11月25日、船迫窯跡公園で「中津街道と築上町

の近代」ギャラリートークが開催されました。小倉
藩や中津街道など豊前近世史を精力的に研究してい
る川本英紀さんが、数多くの史料を読み込んだ成果
をユーモラスに分かりやすく解説。約40名の参加

者は身近な場所の歴史に、興味深く聞き入りました。

人 権週間啓発行事

「拉致問題を考えるみんなの集い」

12月10日、コマーレで第69回人権週間啓発行事

が開催されました。町内小中学生の人権作品表彰式
では、緊張の面持ちの子どもたちへ温かい拍手が贈
られました。第2部ではアニメ映画「めぐみ」の上

映に続き、拉致被害者家族連絡会事務局次長の飯塚
耕一郎さんが講演。自身の母親が拉致被害者である
ことを初めて知ったときのことや、被害者を救う活
動を始めるまでの葛藤などについて語り、「実の母
を『母ちゃん』と素直に呼べない苦しさ、これが人
権侵害の実態。被害者を救うためには強い意志表示

投稿のひろば

が必要」と署名への協力を呼びかけました。

★そば打ち体験教室
日

時

1月20日（土）、2月17日（土）

場

所

小原農事集落センター

会

費

10：00〜15：00

持ち物

1,100円（試食あり）

鳥養

エプロン、手拭タオル、三角巾、パック
☎090（6917）5744
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Chikujo calendar
１

祝

行事予定表1月分（1月1日〜2月4日）
17

元日

ソピア （11:00 〜 12:00）

2

年始休日相談医

3

年始休日相談医

4

補聴器相談

小林整形外科医院（豊前市）
片山医院（築上町）

☎0979-82-2438
☎52-0505

自愛の家（10:00 〜 11:00）

築上町成人式
休日相談医

口腔ガン専門医診療
豊築休日急患センター
祝

☎0979-82-8820

21

休日相談医

20

宮崎リハビリテーション医院（築上町）☎56-1035
豊築休日急患センター

23

☎0979-82-8820

築上町長選挙告示日
献血

24

チアフルついき（10:00 〜 12:00）

補聴器相談

自愛の家（11:00 〜 12:00）
ソピア （9:30 〜 10:30）

社協心配ごと相談

自愛の家（9:30 〜 15:00）

休日相談医

ひとり親家庭相談

本庁

住民相談室（13:00 〜 15:00）

清田整形外科医院（豊前市）

☎0979-82-3127

1 歳児すくすく教室【H29 年 1 月生まれ】チアフルついき

大川病院（豊前市）

☎0979-82-2203

不燃性粗大ごみ収集【築城地区】

補聴器相談

自愛の家（13:00 〜 14:00）
ソピア （10:00 〜 11:00）
自愛の家（9:30 〜 15:00）

こころの健康相談日 チアフルついき（13:00 〜 17:00）※要予約
ひとり親家庭相談

25
26
27
28

築上町長選挙投票日
休日相談医

苅田町三原文化会館（13:00 〜 15:00）

11

16

３歳児健診【H26 年 10 月・11 月生】チアフルついき

成人の日

社協心配ごと相談

15

19

22

コマーレ（13:00〜）

梶原内科泌尿器科クリニック（豊前市）☎0979-82-2456

13
14

18

自愛の家（9:30 〜 15:00）

口腔ガン専門医診療

7

12

ソピア（10:00 〜 15:00）

社協心配ごと相談

5
6

10

行政相談

☎0979-82-2371

ソピア （13:30 〜 14:30）

9

自愛の家（13:00 〜 14:00）

年始休日相談医
渡辺整形外科（豊前市）

8

補聴器相談

いまとみクリニック（吉富町）

☎0979-24-8688

29
消防出初式

椎田グラウンド（10:00〜）

休日相談医
古賀整形外科内科医院（築上町）

☎56-1730

豊前病院（豊前市）

☎0979-82-2309

弁護士相談

椎田人権センター（13:30 〜 15:30）

認知症・介護相談
離乳食教室

支所

第一会議室（13:30 〜 15:00）

チアフルついき（10:00 〜 11:00）※要予約

乳児健診 【3・4 ヵ月児：Ｈ29.8.6 〜 H29.9.16 生、
7・8 ヵ月児：Ｈ29.5 月生】チアフルついき

ちくじょう子ども食堂
築上町社会福祉センター「自愛の家」で
毎月第2・第4金曜日（16:00〜19:00）オープン
夕食は17:30からです。
親子連れや地域の皆さん、どなたでも大歓迎です。
子ども一人でもOK！一緒に食卓を囲みましょう♪
今月は…

1月12日(金)・26日(金)

30
31

社協心配ごと相談

自愛の家（9:30 〜 15:00）

2月１
2
3
4

休日相談医
くろつち整形外科クリニック（豊前市）☎0979-82-2551
三浦眼科クリニック（豊前市）

☎0979-64-7600

口腔ガン専門医診療
豊築休日急患センター

☎0979-82-8820

✚ 豊築休日急患センター（豊前市八屋17764）
☎ 0979-82-8820

診療：日・祝日、8/13〜15（お盆）、12/31〜1/3（年末年始）

内 科 9:00〜22:00
小児科 9:00〜22:00
歯 科 9:00〜17:30

＊休日相談医は「行事予定表」でご確認ください。
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今年度から、町内の全小中学校で導入された
「コミュニティ・スクール」。

地域とともにある学校づくりを目指して

各学校に「学校運営協議会」を設置し、学校・
家庭・地域が連携して子どもたちの成長を支え
ます。

今月は、
「椎田小学校」の取り組みを

コミュニティ ・ スクール
だより No.3

ご紹介します。
椎田小学校コミュニティ・ス
クールでは︑子どもたちが地域
との関わりを通して︑郷土を愛
する豊かな心を持った﹁椎田っ
子﹂に育つよう︑次の４つに重
点的に取り組んでいます︒
▼ 子育てフォーラム ︵講演会︶
▼ 通学合宿 ︵地域とのふれあい︶
▼ しゃべり場 ︵地域の人との交流︶
▼ 善行表彰 ︵地域での見守り︶
昨年 月︑﹁しゃべり場﹂が
開催されました︒これまでＰＴ
Ａの主催で授業参観に行われて
きた取り組みを︑今年度はコミ
ュニティ・スクールの取り組み
として土曜授業で実施︒自治会
長︑公民館長に呼びかけを依頼
して︑６年生児童と同じ数の地
域の皆さんが参加しました︒
第一部では︑﹁将来なりたい
ものは？﹂﹁小さい頃の夢は叶
11

▲「しゃべり場」の様子。自分の話、伝わっ
ているかな？表情は真剣そのもの

った？﹂など︑ のお題で子ども
と大人が交互に語りました︒一対
一のトークにお互い緊張の面持ち
でしたが︑次第に笑顔も見られる
ようになりました︒
第二部では︑より身近な交流と
して︑地域別に集まり︑地図を見
ながら自己紹介をしました︒﹁近
所やね﹂﹁○○さんの子どもか
ね？﹂など︑新しい発見がたくさ
ん︒子どもたちにとって地域がと
ても身近なものに感じられたよう
です︒
子どもたちの良いところを見つ
けようという大人のまなざしで︑
地域に見守られているという子ど
もたちの自覚を育み︑コミュニテ
ィ・スクールの取り組みが少しず
つ実を結んでいけるよう︑これか
ら地道なチャレンジが続きます︒
12

▲地域別の記念撮影。ご近所どうし、お互
いの顔が分かるよい機会となりました

椎田小学校
学校運営協議会 会長

いけだ としゆき

ありた くにひろ

有田 邦宏

さん

地域全体で子どもを見守り育てていく、そし
て地域を活性化するというコミュニティ・ス
クールの目的を達成するためには、「地域力」
が欠かせません。「地域力」を高めていくため
にも、家庭や学校の課題を地域と共有していく
ことがとても大切だと思います。そのためには、
無理なく活動を続けられる組織づくりがこれか
らの重要な課題です。
家庭、地域、学校それぞれが役割を担い、地
道にコミュニティ・スクールの取り組みを続け
ていけば、すばらしい成果が期待できるのでは
ないかと思っています。
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椎田小学校
校長

池田 敏之

さん

椎田小では、地域の大人が子どもたちの良いと
ころに目を向ける「善行表彰」など、20年以上
にわたりコミュニティ・スクールの前身となる取
り組みを続けてきました。しかし、形骸化してい
る部分もあり、まずは地域の大人と子どもがお互
い顔を合わせるところからの再出発です。
「地域の大人が子どもたちと一緒に学ぶ機会が
あっても面白いかもしれない」など、新しいアイ
デアも浮かんできます。本当の意味でコミュニ
ティ・スクールが根付くまで、この地域の実態に
合った、椎田小独自の面白い取り組みを根気よく
進めていきたいと思っています。

豊前海一粒かき

自然薯 築上粘りっ娘

１０４品目のお礼の品から︑一部をご紹介します︒
特別寒仕込み 新福みそ

︵株︶アートリテイリング
山芋の赤ちゃん﹁ムカゴ﹂
から自然の山で３〜４年か
けて培った﹁築上粘りっ娘﹂︒
すりおろして食せば自然の
風味と強い粘り︑煮っころ
がしでほっくりと︑根の先
まで余すことなくいただけ
ます︒掘りたてをお届けし
ます︒

▶掘り上げるのはひと苦労
一本ものの自然薯

築上町畜養殖部会
お礼の品で一番人気！プ
リプリと身が詰まった﹁豊
前海一粒かき﹂はリピータ
ーも多く︑﹁今年も楽しみ
にしています﹂とのお声を
いただいています︒栄養豊
かな豊前海の恵みを受けた︑
海の香りと濃厚な味わいが
自慢です︒

「ふるさとチョイス」

安部味噌製造所
創業 年以上︑３代目が
昔ながらの製法で仕込んだ
﹁福みそ﹂︒原材料は︑地
元産夢つくし︑新大豆︑天
日塩の３つだけ︒米麹の割
合を多くし︑甘めの味に仕
上げました︒発酵の進み具
合や風味の変化をお楽しみ
ください︒

お申し込みがとても便利に

▲発酵止めをしていない
おみそは希少

ふるさと納税とは？

企画振興課 企画振興係
☎0930(56)0300

60

インターネットのサイト
﹁ふるさとチョイス﹂﹁楽
天市場﹂からクレジット決
済がご利用いただけます︒
これまでどおり︑申請書の
郵送・ＦＡＸ︑メール︑納
付書や口座振込での寄附金
の納付も可能です︒

▲楽天市場

▲ふるさと
チョイス

年末年始、帰省される皆さまへ
築上町へお越しの皆さまへ
築上町の魅力を多くの方に

﹁ふるさと築上町を応援し
たい﹂という皆さまの思いを
寄附という形でお寄せいただ
くもので︑寄附額の一部が︑
住民税や所得税から控除され
るというメリットもあります︒
お礼として︑築上町から記念
品を贈呈します︒

ふるさとチョイス 築上町

▲漁港から直接発送！
築上町の冬の味覚

掲載数No.１のふるさと納税総合
サイト。築上町のすべての記念品
は、ぜひここでご覧ください。

築上町
ふるさと納税
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今年も町のこと
たくさん紹介
していきます♪

おかえりなさい、町のスター！

大相撲力士 松鳳山関
11 月 27 日、築上町に
松鳳山関が帰ってきたよ！

No.7

お知らせ
メタセの杜で
握手会・
サイン会♪

ぼくの活動をＨＰで紹介して
いるのでのぞいてみてね♪
築上町ＨＰの
バナーを
クリック

さくらがわ り あ

櫻川 璃愛ちゃん

いのうえ ふうあ

井上 笑愛ちゃん

たけお こはる

竹尾 小春ちゃん

これからも、みんなで
松鳳山関を応援しよう！！

メールでの掲載申込方法

総務課 情報電算係

（本庁内線334）

kouhou@town.chikujo.lg.jp

えぐち ま お

おがわ かんな

江口 眞央ちゃん

小川 栞奈ちゃん

やまぐち ももか

おく め い こ

山口 桃花ちゃん

あさの ゆうと

浅野 佑斗ちゃん
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奥 芽衣子ちゃん

みやもと れ い

宮本 怜弦ちゃん

たはら ゆうせい

田原 悠聖ちゃん

みたて お と

見立 桜都ちゃん

よこやま あいり

横山 愛莉ちゃん

●メールでの申し込みは、
件名を「１歳写真」とし、本文に
①お子さんの名前（ふりがな）
②保護者の名前
③ご住所 ④電話番号
をご記入のうえ、写真データを送信
してください。

ながはまじん

長濱 仁ちゃん

ありよし り ひ と

有吉 璃陽斗ちゃん

まちの

企業紹介

No.4
知っているようで知らない⁉
まちの企業を見てみよう!!

広報ちくじょう1月号

すべての人に
やさしい工場を目指して

No.158

▲従業員の8割が町内から就業
する地元密着企業

製造業編

野崎機器工業株式会社

▲工場内は正確で丁寧な作業の
ため配置や掲示に工夫

所在地

築上町大字坂本511-1

代表者
従業員
設 立

代表取締役社長
67人
昭和57年

Interview

インタビュー

築上町の URL
http://www.town.chikujo.jp/
master@town.chikujo.lg.jp

坂本に6棟の工場を構える野崎機器工業(株)。洗面台
などの排水金具の組立てや、プラスチック・アクリル
製品の樹脂加工などの事業を展開しています。
野崎社長が、当時まだ少なかった障がい者雇用に昭
和35年から取り組んでいた父親の会社にいた頃、バリ
アフリーの概念が浸透していない時代だったこともあ
り、車椅子の方を雇用できないという出来事がありま
した。「それならば、誰もが働きやすい職場を」と、
昭和57年に椎田工場を設立。以降35年にわたり障が
いのある方の雇用に積極的に取り組んできました。
「頑張ろうという気持ちのある人に活躍の場を提供
してきました。今後も障がい者の体験実習や職場見学、
中・高生のインターンシップなども積極的に受け入れ
たい」と話す野崎社長をはじめ従業員一同、すべての
人にやさしい職場づくりを目指しています。

取締役事業部長

野崎 裕司 さん
勤続 24 年の野崎さんは、
経理、総務、工場管理など
全体の統括を担当。休日は
卓球クラブチームで汗を流すスポーツマンです。
「難しいけれどやりがいを感じる」という新規
事業開拓では、少ない枠に選ばれるよう資料やプ
レゼンの準備などに日々努力しています。工場内
を歩きながら笑顔で気さくに声をかける姿から、
職場のあたたかい雰囲気が伝わってきました。
「雇用の確保がとても難しい課題。新規事業も展
開しながら、その課題もクリアしていきたい」と
話してくれました。

商工課

今回は、下岩丸サロン をご紹介します。

発行：築上町役場 総務課 情報電算係
☎（56）0300（本庁内線 334）
印刷：平和印刷工業社

現在のメンバーは20名。男女ともに楽しく参
加しています。昨年10月には作業療法士の指導
で介護予防教室（筋トレ・ストレッチ）に取り組
みました。まずは、自分の心拍数を確認してから
運動を実施。計算が大変でしたが、脳トレにもな
りました。
11月には、認知症予防に効果のある「コグニ
ラダー」に取り組みました。サロンの他にも、秋
には「ミニ文化祭」を実施しています。
下岩丸にお住まいで、会話を
楽しみたい、体操をしたいとい
う方は、ぜひ会場を覗いてみて
くださいね！
一緒に
「健康寿命」
延ばしましょう♪

の ざき こ う じ

野崎 倖嗣

●日時

●場所

企業立地係（支所内線181）

お

い で

！

ふ れ あ い

毎月第1水曜日
9:30〜11:30
＊祭日などで変更する
場合があります。
下岩丸公民館

よ

健 康 サ
No.3

ロ
ン

▲介護予防教室。筋トレやスト ▲頭も体も使う「コグニラダー」
レッチに取り組みました

住民課

健康増進係（支所内線712）

