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●市の人口/総人口 27,522人(＋1)【男 12,877人(－5)・女 14,645人(＋6)】　世帯数 11,656戸(＋10)　［H24.1月1日現在］市の動き
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確定申告相談日程のお知らせ確定申告相談日程のお知らせ確定申告相談日程のお知らせ確定申告相談日程のお知らせ
会場は市役所３階大会議室です会場は市役所３階大会議室です会場は市役所３階大会議室です

確定申告相談受付 日程表確定申告相談受付 日程表

　平成23年分確定申告の相談受付を下記の日程で行います。代理の方による申告もできますので、
申告の必要のある方は平成２4年３月１５日までに適正な申告を行ってください。

※会場の混雑を避けるため、地区ごとに指定日を設けております。指定日に都合のつかない方は、他の地区の
　指定日でもかまいませんのでご都合の良い日におこしください。
※２月上旬に受付日時を指定した「申告案内ハガキ」が届いた方は、指定日時を目安におこしください。
　税務署より確定申告書が送られてきた方には「申告案内ハガキ」は送っておりませんので、日程表を目安に
　申告を行ってください。

受付時間 午前8時30分～午前11時30分、午後１時～午後４時

受付会場 豊前市役所　３階大会議室

持ってくるもの
・印鑑
・前年中の収入と経費のわかる書類（給与や年金の源泉徴収票、帳簿など）
・生命保険料・地震保険料の払込証明書、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳など障害を証明するもの
・その他各種控除を受ける方は、それらの証明書または領収書（医療費控除、住宅ローン控除など）
・申告者名義の通帳

注意すること
・国民健康保険に加入している方は、所得がない場合でも申告してください。
・税務署から申告書が送られてきた方は、できるだけ自分で記入して税務署に送付してください。
・市役所で申告する場合は、税務署から送られてきた申告書を持参してください。

指定地区

岩 屋 地 区

角 田 地 区

合 河 地 区

角 田 地 区

合河・大村地区

八 屋 地 区

八 屋 地 区

八 屋 地 区

宇 島 地 区

宇 島 地 区

三 毛 門 地 区

2月16日(木)

2月17日(金)

2月18日(土)

2月19日(日)

2月２0日(月)

2月２1日(火)

2月28日(火)

2月２2日(水)

2月２3日(木)

2月２4日(金)

2月25日(土)

2月26日(日)

2月27日(月)

2月29日(水)

３月1日(木)

指定地区

三 毛 門 地 区

三 毛 門 地 区

横 武 地 区

山 田 地 区

横武・山田地区

黒 土 地 区

全  地  区

黒 土 地 区

黒土・千束地区

千 束 地 区

3月2日(金)

3月3日(土)

3月4日(日)

3月5日(月)

3月6日(火)

3月7日(水)

3月14日(水)

千 束 地 区3月15日(木)

3月8日(木)

3月9日(金)

3月10日(土)

3月11日(日)

3月12日(月)

3月13日(火)
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確定申告期間中は、申告会場が大変混雑することが予想されます。
また内容によっては、税務署へ行っていただくことがあります。

税務課　市民税係　０９７９-８２-１１１１（内線１１９２・１１９３）問合せ先

受付期間 ２月１６日（木）～ ３月１５日（木）、 土日閉庁

受付時間 午前９時～午前１２時、午後１時～午後４時

問合せ先 行橋税務署　個人課税部門　０９３０-２３-０５８２

※所得税の還付を受けるための申告については、行橋税務署で1月から
　受け付けています。

○確定申告をされるみなさまへ

譲渡所得（土地収用、不動産売買、株式譲渡）のある方につきましては、内容によっては、税務署に
行っていただくことがあります。

○譲渡所得を申告される方へ

青色申告（収支内訳書を含む）、特定増改築等住宅借入金等特別控除、認定長期優良住宅新築等
特別税額控除、住宅特定改修特別税額控除、住宅耐震改修特別控除、山林所得につきましては、税
務署での申告をお願いします。
また市での申告相談にて、税務署判断が必要となる申告（譲渡、営業、不動産、株式、住宅ローン
等）につきましては、税務署での申告をしていただく場合があります。

○申告相談について

確定申告書を作成できる方は、自分で確定申告書を作成し、直接税務署へ送付することができます。
また国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、申告書が作成でき大変便利です。

○その他

農業所得・営業所得・不動産所得を申告される場合には、必要経費の領収書等を、集計してきてくだ
さい。（集計をされていない方は確定申告の受付ができない場合がありますのでご注意ください。）

○農業所得・営業所得・不動産所得を申告される方へ

医療費控除を受けられる場合には、領収書等を、医療を受けた人ごとに病院・薬局別にまとめてそれ
ぞれ集計してきてください。また、医療費に対して、生命保険・高額医療費等で補てんされた金額が
ある方は、その金額の分かるものを持参してください。（集計をされていない方は確定申告の受付
ができない場合がありますのでご注意ください。）

○医療費控除を受けられる方へ

○行橋税務署での確定申告受付期間

市役所では、2月16日～3月15日（日程表　参照）まで申告を受け付けていますが、
3月16日以降は受付できませんので、ご注意ください。
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〒828-0066  豊前市大字大村1524大村小学校 ☎ － －

〒828-0075  豊前市大字下川底32番地合岩中学校 ☎ － －

PTA主催のバザー開催♪

大村
小学校
大村
小学校

生徒が伸び伸びと過ごせる楽しい学校♪

合岩
中学校
合岩
中学校

　毎年恒例になっているＰＴＡ主催のバザーは、子
ども達はもちろん地域の皆様も楽しみにしている
一大イベントです。ＰＴＡの世帯数は１１世帯しかあ
りませんが、余剰品の品数は、人数の多い学校にも
負けないくらいたくさん集まります。それは、１１月
の時期に開催されることがわかっているので、地域
の皆さんが少しずつためておいてくださるからで
す。又、どこのバザーよりも値段が安いことで、大村
小のバザーは定評があります。

　一人一人活躍する場が多い授業、学力向上につながる読書、体力と根気強さを培うなわとび運動（４４年の伝統）、リズム感と
気合いでたたく大村子ども太鼓、コミュニケーションの力を養う縦割り活動・・・特色ある取り組みをしている大村小学校に、ぜひ
来てみませんか！

　保護者自慢のカレーや味ご飯・鉄板焼きそばはもちろ
ん、地域の方自慢のおこわや漬け物・手作り菓子等々、たく
さんの種類の食べ物が提供されるのです。今回、約１５０
食分用意していたのが売り切れ状態になり、後から来た方
には申し訳なかったほどです。大村小学校には、地域の大
応援団がついています。

子ども達も

おいしいカレーや

焼きそばに大満足♪
子ども達も

おいしいカレーや

焼きそばに大満足♪

子ども達も

おいしいカレーや

焼きそばに大満足♪

子ども達も

おいしいカレーや

焼きそばに大満足♪

ソーラン節での

　男子による組体操!!ソーラン節での

　男子による組体操!!ソーラン節での

　男子による組体操!!ソーラン節での

　男子による組体操!!

読書感想も意見発表も原稿を

　　　暗記して当日に臨みます!!読書感想も意見発表も原稿を

　　　暗記して当日に臨みます!!読書感想も意見発表も原稿を

　　　暗記して当日に臨みます!!読書感想も意見発表も原稿を

　　　暗記して当日に臨みます!!

３年生による
自作の

ミュージカル!!

３年生による
自作の

ミュージカル!!

３年生による
自作の

ミュージカル!!

３年生による
自作の

ミュージカル!!

ＲＫＢテレビ
「探検九州」の取材が入り、高田課長来校!!

ＲＫＢテレビ
「探検九州」の取材が入り、高田課長来校!!

ＲＫＢテレビ
「探検九州」の取材が入り、高田課長来校!!

ＲＫＢテレビ
「探検九州」の取材が入り、高田課長来校!!

余剰品のコーナーも

　　　　　　　大盛況!!余剰品のコーナーも

　　　　　　　大盛況!!余剰品のコーナーも

　　　　　　　大盛況!!余剰品のコーナーも

　　　　　　　大盛況!!

　本校は海抜１４３ｍにあり、豊前市でも最も標高の高い、寒冷な
地域にありますが、心の温もりに包まれた学校です。
　体育大会や文化発表会は、小規模校ゆえに生徒一人一人にいく
つもの役割が求められ、全員の努力と協力がなければ成り立ちま
せん。しかし、だからこそ、生徒一人一人が光り輝く姿を見せてくれ
るのです。

　２か月に１回のペースで行われる生徒集会では、全員に発表する場を設定しています。ま
ず、本校で積極的に進めている読書活動の一環である、学校での朝読書の時間や家庭で読
んだ本の感想を交えて紹介する活動があります。また、学校行事や社会の出来事、日頃の生
活を振り返って自分の思いや考えを述べる意見発表の場があります。このことを通して、生
徒一人一人の心を全校生徒と職員とで理解し合い、互いの絆がますます深められています。

体育大会

生徒集会

文化発表
会

親子ふれあいレクレーション

　本校が目指している学力向上と心
身の健康は、こうした異年齢の生徒間
交流により、一人一人の生徒に心の穏

やかさを育み、どんな
ときも安心して過ごす
ことのできる教育環境
づくりに効果をもたら
しているのです。
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豊前市内の３校(大村小学校、合岩小学校、合岩中学校)の小規模特認校
（通学区域が豊前市内全域）での特色を紹介いたします。
学校見学等は、各学校に直接問い合わせてください。
申込みは「小規模特認校入学・転入学申請書」を豊前市教育委員会に提
出してください。合岩中学校においては、平成24年度転入学生徒が対
象です。

豊前市教育委員会　教育課　学校教育係問合せ先 － － 内線

合岩小学校 〒828-0074  豊前市大字下河内81－9 ☎ － －

ようこそ合岩小学校へ!!＜小規模特認校制度で１年生が転入＞

合岩
小学校
合岩
小学校 nyu!

　9"dh,!nyu!

　9"dh,!nyu!

　9"dh,!nyu!

　9"dh,!

welcome!!welcome!!
welcome!!
welcome!! 　始業式の日には、さっそく心優しい１年生が手作りの歓迎

会を開きお迎えです。はじめは緊張していましたが、そこは
子ども、すぐに溶け込んで合岩小学校１年生の仲間入りで
す。今は学校にも慣れ、友達と仲よく元気に勉強や運動を頑
張っています。
　合岩小学校での一番の楽しみを聞いてみると虫採りだそ
うです。生き物が大好きで、色々な生き物を飼ってみたいそ
うです。合岩小学校では、夏になると中庭の水銀灯にカブト
ムシが飛んできます。朝、水銀灯の下を探すと、カブトムシや
クワガタに出会えるかもしれませんね。今年の夏が今から楽
しみです。四季折々の自然を全身で受け止め、優しく伸び伸
びと合岩小学校で学んでほしいものです。

　さて、保護者の皆様には、転校するにあたって何かと面倒なのではないかと思われている方も多いのではない
でしょうか。しかし、そこは同じ市内からの転校、教科書や学習道具もそのままでよいのです。また、学習内容も引
き続き同じですので、子どもにとってもそれほど負担はありません。どうぞ、学校見学にお越しください。そして、
子どもの学習環境を肌で感じてみてください。

　豊かな自然、少人数だからこそ
できるきめ細かな学習指導、地域
資源を取り入れた学習、緑に囲ま
れた広々としたきれいな学校。ど
れをとっても我が子の教育環境に
合っていると、３学期より、小規模
特認校制度を利用して、市内の小
学校から１年生が転入してきまし
た。
　３学期は、全校児童５１名、１年
生８名でのスタートとなりました。
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まちづくり通信まちづくり通信

子ども会議（１２月１０日）子ども会議（１２月１０日）

【合岩小学校】 【合岩小学校】 【合岩小学校】 ■求菩提山など地域の誇りを伝える■求菩提山など地域の誇りを伝える■求菩提山など地域の誇りを伝える
【千束小学校】【千束小学校】【千束小学校】■ごみの減量についての取り組みを小学校から校区へ

　・地域での取り組みにまで発展させる
■ごみの減量についての取り組みを小学校から校区へ
　・地域での取り組みにまで発展させる
■ごみの減量についての取り組みを小学校から校区へ
　・地域での取り組みにまで発展させる

【角田小学校】【角田小学校】【角田小学校】■学校を通して角田の環境を知りたい
　・バードウォッチング、海岸清掃、どんど焼きなど
■学校を通して角田の環境を知りたい
　・バードウォッチング、海岸清掃、どんど焼きなど
■学校を通して角田の環境を知りたい
　・バードウォッチング、海岸清掃、どんど焼きなど

【横武小学校】【横武小学校】【横武小学校】■人や自然にやさしい豊前市になるには
　・点字ブロック、ごみ問題、自然を守る
■人や自然にやさしい豊前市になるには
　・点字ブロック、ごみ問題、自然を守る
■人や自然にやさしい豊前市になるには
　・点字ブロック、ごみ問題、自然を守る

【三毛門小学校】【三毛門小学校】【三毛門小学校】■にぎやかな豊前市になるため
　・観光ＰＲ、伝統行事を増やす
■にぎやかな豊前市になるため
　・観光ＰＲ、伝統行事を増やす
■にぎやかな豊前市になるため
　・観光ＰＲ、伝統行事を増やす

◎あったらいいな、こんな豊前市　豊前市のよさを見つけよう◎あったらいいな、こんな豊前市　豊前市のよさを見つけよう◎あったらいいな、こんな豊前市　豊前市のよさを見つけよう

高校生ワークショップ（青豊高校）高校生ワークショップ（青豊高校）

Ｓｔｅｐ ａｎｄ ｇｏ　よいところをさらに進化させる
オシャンティな街づくり　いいところをもっとアピールしよう
Ｓｔｅｐ ａｎｄ ｇｏ　よいところをさらに進化させる
オシャンティな街づくり　いいところをもっとアピールしよう
Ｓｔｅｐ ａｎｄ ｇｏ　よいところをさらに進化させる
オシャンティな街づくり　いいところをもっとアピールしよう

◎第1回（12月7日） 豊前のいいとこいっしょに考えよう◎第1回（12月7日） 豊前のいいとこいっしょに考えよう◎第1回（12月7日） 豊前のいいとこいっしょに考えよう

【５つの公約】 ・いろんな人に優しい町にします
　　　　　　・イベントをたくさんします
　　　　　　・町の活性化を図ります
　　　　　　・安心安全な町にします
　　　　　　・特産物の支援をします

【５つの公約】 ・いろんな人に優しい町にします
　　　　　　・イベントをたくさんします
　　　　　　・町の活性化を図ります
　　　　　　・安心安全な町にします
　　　　　　・特産物の支援をします

【５つの公約】 ・いろんな人に優しい町にします
　　　　　　・イベントをたくさんします
　　　　　　・町の活性化を図ります
　　　　　　・安心安全な町にします
　　　　　　・特産物の支援をします

◎第2回（12月14日） 市長になったらどんなまちをつくりたいか◎第2回（12月14日） 市長になったらどんなまちをつくりたいか◎第2回（12月14日） 市長になったらどんなまちをつくりたいか

豊前市が第５次総合計画策定のために現在取り組んでいることについてお知らせします。
今回の策定にあたってはいろいろな世代の方の声をじかに聞くことに重点を置いています。

市民ワークショップ、高校生ワークショップ、子ども会議をとおして感じたことは、みんな豊前市のことが大好きだとい
うことです。自然が多く暮らしやすくていいところだ、こうしたらもっと良くなると思うということを真剣に考えてくれま
した。頼もしく思うと同時に、何としてでも皆さんの思いを計画に反映させなければという気持ちでいっぱいです。

今後も市の取り組みについて見守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

市民ワークショップ市民ワークショップ

これからの豊前市がどんなまちになったらよいか市の
将来像について考えました。
これからの豊前市がどんなまちになったらよいか市の
将来像について考えました。
これからの豊前市がどんなまちになったらよいか市の
将来像について考えました。

◎第1回（11月1日） 目指すべき豊前市の姿◎第1回（11月1日） 目指すべき豊前市の姿◎第1回（11月1日） 目指すべき豊前市の姿

良いところ、悪いところからまちづくりの課題とチャンス
について考えました。
良いところ、悪いところからまちづくりの課題とチャンス
について考えました。
良いところ、悪いところからまちづくりの課題とチャンス
について考えました。

将来像、課題等を踏まえこれからの取り組みについて
話し合いました。
将来像、課題等を踏まえこれからの取り組みについて
話し合いました。
将来像、課題等を踏まえこれからの取り組みについて
話し合いました。

◎第2回（11月15日） 豊前市の良いところ、悪いところ◎第2回（11月15日） 豊前市の良いところ、悪いところ◎第2回（11月15日） 豊前市の良いところ、悪いところ

◎第3回（11月29日） みんなでできることを考えよう◎第3回（11月29日） みんなでできることを考えよう◎第3回（11月29日） みんなでできることを考えよう



世帯ごとの被保険者証
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すこやか医療

平成20年度より40歳以上75歳未満の被保険者に対し、メタボリックシンドロームの把握と内臓脂肪型肥
満の改善・予防のための特定健診の実施が医療保険者に義務付けられました。この度、平成22年度にお
ける集計(国への報告)が完了しましたので、実施計画との比較及び概況についてお知らせいたします。

実施計画では平成24年度までの５ヵ年計画を策定していますが、
平成22年度までの実施計画との比較については次のとおりです。

医療に関するお問い合わせは…市民健康課　医療保険係 まで
●国民健康保険・公費医療に関すること　（⑤番窓口）　内線1207・1291
●後期高齢者医療に関すること　　 　　（④番窓口）　内線1204・1208

国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
き
は
14
日
以
内
に
！

会
社
の
保
険
証
が
で
き
た
ら
喪
失
の
手
続
き
を
！

●一人に一枚ずつ交付されます。

●70歳以上の方に交付していた『高齢受給者証』はなくなり、被保険者証と一体型になります。

大きさはクレジットカードのサイズ(縦54ミリ、横86ミリ)となります。素材は紙です。

平成24年１月以降、新規加入される方や、内容に変更のある方は、その時点から変わります。
限度額認定証、減額認定証、特定疾病療養受療証は従来どおりです。

＋

世帯ごとの被保険者証 個人ごとの高齢受給者証

被保険者証　個人ごとのカード

被保険者証 兼 高齢受給者証
（※負担割合が表示されます）

目標値

50％

45％

40％

平成22年度

平成21年度

平成20年度

実施率(実績)

24％

20％

24％

達成率

48％

44％

60％

平成24年度の
受診申込みは

２月から受付します!!
是非、お早めに!!
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ごみの収集日や分別の仕方など、わからない事がありましたら生活
環境課までお問い合せください。
【生活環境課廃棄物対策係　TEL0979-82-1111　内線1153】

2月のごみ収集日
区　　　分 　　収 集 地 区 収　集　日

可 燃 ご み
（燃えるごみ）

プラスチック製
容器包装

カン・ペットボトル

・生ごみ・貝殻・革類・プラスチック類
・ふとん・木製家具類・じゅうたん

八屋・宇島・赤熊
青豊・大村地区

八屋・宇島・赤熊
青豊・大村地区

八屋・宇島・赤熊
青豊・大村地区

その他の地区

その他の地区

その他の地区

毎週火・金曜日

毎週月・木曜日

毎週木曜日

毎週水曜日

ビン

古　　　　紙
紙製容器包装
古　　　　布

毎週金曜日

市　内　全　域

不 燃 ご み
（燃えないごみ）

上町・本町・上町団地

角　　　　田

毎週月曜日

毎週火曜日

合　　　　河

神明・元町・日の出・周防

千　　　　束

下町・住吉・明神
前川・大村

山　　　　田

岩　　　　屋

 横　　　　武

 教校・昭和・赤熊
青豊・戸津田

三毛門(中・下・出屋・西)
三毛門団地・沓川・久松

三毛門(上・東)・恒富・小犬丸
市丸・清水町・三楽・六郎・森久

二葉・ 中央・東八幡町

黒　　　　土

＊電気製品
（家電５品目及びパソコンを除く）
＊ガラス
＊陶器     ＊金属製家具類
＊刃物類
＊有害ごみ（蛍光灯・電球）
＊日用不燃雑物
＊カンやビンのふた

6日

7日

8日

9日

１0日

１3日

１4日

１5日

17日

20日

21日

22日

23日

24日

※通常、土・日・祝日の可燃ごみ収集は行いません。

※ごみは決められたステーション以外には出さないでください。
　　ごみを不法投棄すると法律で処罰されます。

※カン・ビン・ペットボトル・不燃物（小物）を出す場合は、
　 無色透明な袋に入れて出してください。（他市町村のごみ袋は不可）

※陶器・ガラス類と金属類は別の無色透明な袋で出してください。

近所で野焼きをして困っているという苦
情（においや煙で窓を開けられない、洗濯
物が干せない、健康への危惧など）が生
活環境課に多く寄せられています。ごみを
屋外で燃やすことは法律で禁止されてい
ます。警察の取締りも強化されており、場
合によっては違反者に対し罰則が科せら
れることもあります。
一部認められる軽微な焼却（田んぼのあ
ぜ草や伐採した
枝など）であって
も時間帯、風向
きなどを考慮し、
周辺の方々への
配慮を十分行っ
てください。

個人の敷地内における、動物（猫やイタチ
等）の死骸についての回収依頼がよせら
れています。私有地については、対応でき
ませんので、近くのごみステーションまで
出していただけば、市で回収いたしますの
で、よろしくお願い致します。

お買い物にはマイバックを
持参しましょう。

ごみはきちんと分別し、収集
日の朝8時30分までに決め
られたステーションに出して
ください。
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保健だより
☎82-1111（健康係）まで

■時　　間　13：20～14：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■持ってくる物　母子健康手帳、問診票
★対象児にはハガキ又は封書でお知らせします。
＊４ヶ月児健診では、市から本のプレゼントがあります
　（ブックスタート）。

乳幼児健診
2月 対 象 児
7日（火）
21日（火）

28日（火）1歳
6ヶ月児

７ヶ月児
４ヶ月児 満４ヶ月児 身体計測、診察

離乳食相談等

内 容

身体計測、小児科
歯科診察等

満７ヶ月児
平成22年

6月・7月生まれ

■時　　間　11：00～12：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター（調理実習室）
■対　　象　生後5ヶ月以上の乳児とその保護者
★参加希望の方は健康係までお申込ください。
★試食ができますので、お子さん用の
　エプロンをお持ちください。

離乳食教室参加者募集

♪参加者募集のお知らせ♪

糖尿病教室
血糖値やヘモグロビンA1cが高いと言われたことは
ありませんか？治療中の方もぜひご参加ください。
■日　　時　３月8日（木）　9：00～12：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　・尿検査、血圧測定
　　　　　　・健診結果から今の自分の体を知る
　　　　　　・自分はどれだけ食べたらいいの？

おなかの赤ちゃんのために、そして健康なマタニティー
ライフを送るために、一緒に楽しく勉強してみませんか？
■日　　時　3月10日（土）　1３：30～16：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■対　　象　妊娠中の方とその家族
■内　　容　沐浴指導、尿検査、妊婦体験、
　　　　　　 講話「妊娠中の過ごし方･食事について」、
　　　　　　　 試食
■持ってくる物　母子健康手帳、上履き
■定　　員　先着10組
★参加ご希望の方は3月8日（木）までに健康係
　までお申込ください。

パパママ学級参加者募集

日　程 対　  象　  者
5、6ヶ月児とその保護者

7ヶ月以上の乳児とその保護者
2月1日(水)、3月7日(水)
2月21日(火)

じぶんみがき塾
　一緒に調理実習をしながら「食」について考え
ましょう。あなたのご参加お待ちしています。
■日　　時　2月9日（木）
　　　　　　9：30～13：00（受付9時から）
■場　　所　豊前市総合福祉センター（2F 調理実習室）
■内　　容　・尿検査、血圧測定
　　　　　　・調理実習をします。
■対　　象　食事に関心のある方
■材 料 費  １人　３００円
■持ってくる物　米1合、エプロン、三角巾又は大きめのハンカチ
★参加ご希望の方は健康係までお申込ください。

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン
予防接種について

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン
予防接種について

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン
予防接種について

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン
予防接種について

4月から平成24年度の特定健診・がん検診が始まり
ます。今回からハガキでのお申込みになっており
ますので、今月号の市報と同時配布のチラシにつ
いているハガキにご記入の上、投函してください。

特定健診・がん検診について特定健診・がん検診について特定健診・がん検診について特定健診・がん検診について
平成24年度平成24年度平成24年度

対象の方(下記参照)は、大腸がん検診(便中の血液
の有無の検査)を無料で受けることができますの
で、ぜひハガキにてお申込みください。（日程など
同時配布のチラシをご覧ください）

大腸がん検診無料のお知らせ大腸がん検診無料のお知らせ大腸がん検診無料のお知らせ大腸がん検診無料のお知らせ
平成24年度平成24年度平成24年度

■対　　象　豊前市に住民票がある下記の生年月日の方
　・昭和46年4月2日～昭和47年4月1日生まれ
　・昭和41年4月2日～昭和42年4月1日生まれ
　・昭和36年4月2日～昭和37年4月1日生まれ
　・昭和31年4月2日～昭和32年4月1日生まれ
　・昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生まれ
　※保険の種類は関係ありません。（国保・社保など）

平成23年度、上記予防接種料金の助成を実施しています。平
成24年度も今年度と同様に予防接種料金の助成を行います。
対象者は下記の通りです。任意接種のため、保護者の判断で
接種を希望された方のみが対象となります。（助成を受ける場
合は同意書（捺印）が必要となります）詳しくは健康係にお問
い合わせください。
◎子宮頸がんワクチン：平成24年度において13～16歳となる女子
　※ただし、17歳となる女子(現在高校1年生相当H7年4月2日～H8年4月
　　1日生まれ)について、平成23年度中（H24年3月31日まで）に接種を
　　受けている場合は対象となります。
◎ヒブワクチン：生後2ヶ月以上5歳未満の子
◎小児用肺炎球菌ワクチン：生後2ヶ月以上5歳未満の子★参加ご希望の方は3月1日（木）までにお申込ください。



2012 2月号11 広報豊前 2012 2月号11 広報豊前 2012 2月号11 広報豊前

HEALTH2012
FEB

このコーナーについてのお問い合わせ、各種申込は
市民健康課　健康係 （豊前市総合福祉センター内）市民健康課　健康係 （豊前市総合福祉センター内）
このコーナーについてのお問い合わせ、各種申込は
市民健康課　健康係 （豊前市総合福祉センター内）

★予約が必要です。3月9日(金)までにお申込
ください。

★基本的な接種方法★
1期初回：6～28日の間隔で2回接種
1期追加：1期初回終了後、おおむね1年おいて1回接種
2期：9歳～13歳未満で1回接種

このこの

健康相談

■日　　時　2月２4日（金）　10：00～11：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　尿検査、血圧測定、生活栄養相談
■持ってくる物　印鑑
★都合の悪い方は、豊前市総合
　福祉センター窓口にて随時
　(平日8：30～17：00)交付
　しています。印鑑をお持ち
　ください。

妊婦健康相談・母子手帳交付

■日　　時　2月１日（水）、21日（火）
　　　　　　10：00～11：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　保健師・栄養士による育児相談、
　　　　　　離乳食等の相談、身体計測等
■持ってくる物　母子健康手帳　　　　　　　　

乳幼児相談

市民健康相談
■日　　時　2月２4日（金）　10：00～11：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　尿検査(尿中塩分測定できます)、
　　　　　　血圧測定、生活栄養相談、
　　　　　　体脂肪測定（希望者）
■持ってくる物　健康手帳

この予防接種を受けた後、６日間は
他の予防接種は受けられません。

(ジフテリア･百日咳・破傷風)

三種混合

■実施期間　3月5日（月）～10日（土）
■対 象 児　１期初回：生後３ヶ月～12ヶ月
                     　　　　 （20日～56日間隔で３回接種）
　　　　　　１期追加：初回（３回）終了後、
　　　　　　　　　　 １年～１年半後（１回接種）

生後90ヶ月(７歳半)未満まで接種可能
■実施場所　市内指定医院
■持ってくる物　母子健康手帳・体温計・筆記用具
★予約が必要です。2月２4日(金)までに健康
係までお申込ください。

この予防接種を受けた後、27日間は
他の予防接種は受けられません。BCG

■実 施 日 　２月7日（火）、３月6日（火）
              　 14：30～15：00
■対 象 児　生後3～6ヶ月未満
              　 （6ヶ月を越えると接種できません。）
■実施場所　豊前市総合福祉センター
■持ってくる物　母子健康手帳・体温計・筆記用具
★予約の必要はありません。
★接種は1回のみです。

予防接種
■実施期間　３月19日(月)～3月24日(土)
■対 象 児　1期：3歳、4歳　　　
　　　　　　2期：9歳～12歳
　　　　　　※特例対象者：平成7年6月1日～平成19年4月1日
　　　　　　　　　　　　　　　生まれの方で、1期・2期の接種（合計
　　　　　　　　　　　　　　　 4回）が終わっていない方。
■実施場所　市内指定医院
■持ってくる物　母子健康手帳・体温計・筆記用具

この予防接種を受けた後、６日間は
他の予防接種は受けられません。日本脳炎

対象者が拡大されました。（平成7年6月1日～平
成19年4月1日生まれの方も接種できるようにな
りました）
平成7年6月1日～平成19年4月1日生まれの方で、1期・2期
の接種（合計4回）が終わっていない方は、接種ができますの
で、母子健康手帳で接種歴を確認した上で、健康係にご予約く
ださい。（♪お電話の際は、母子健康手帳をご準備ください。）

この予防接種を受けた後、27日間は
他の予防接種は受けられません。MR（麻疹・風疹）

■実施期間　2月20日（月）～25日（土）
■対 象 児
　第1期：生後12ヶ月～24ヶ月未満
　　　　（2歳を越えると接種できません。）
　第2期：Ｈ17年４月２日～Ｈ18年4月1日生
　第3期：Ｈ10年４月２日～Ｈ11年4月1日生
　第4期：Ｈ5年４月２日～Ｈ6年4月1日生
第2、3、4期の方で、H23年4月以降に接種された方
は、接種の必要はありません。
■実施場所　市内指定医院
■持ってくる物　母子健康手帳・体温計・筆記用具
★予約が必要です。2月10日(金)までに健康係
までお申込ください。



三つ穴山へ、秘密の探検

New Book

ペール・オーロフ エンクイスト/著【あすなろ書房】
６歳のミーナとその妹、いとこたち4人と犬一匹
はおじいちゃんと一緒に、三つの洞窟のある三
つ穴山へ探検に出かけます。けれど、もうすぐ
山頂、というところでおじいちゃんが転落。絶
体絶命のアクシデントが発生します。山に生息
する野生の動物たちや密猟者とも出くわしま
す。果たしてどうなる！？

February
201220122012

新着の棚から
（児童書）

■開館時間／午前10時から午後6時
メール librarybuzen@piano.ocn.ne.jp

82・6500☎豊前市立図書館

○（宗教）いのちの言葉　３・１１後の日本へ／ダライ・ラマ１４世 
○（歴史）聯合艦隊司令長官山本五十六／半藤一利 
○（人物）「がんばらない」を生きる／鎌田實
○（社会）ネットいじめはなぜ「痛い」のか／原清治
○（社会）箸の考古学（ものが語る歴史）／高倉洋彰 
○（理科）宇宙のダークエネルギー／土居守
○（理科）サバンナの動物親子に学ぶ／羽仁進
○（家庭）年収１００万円の豊かな節約生活術／山崎寿人 
○（芸術）白土三平伝  カムイ伝の真実／毛利甚八 
○（芸術）蝶々にエノケン  私が出会った巨星たち／中山千夏 
○（文学）向田邦子の陽射し／太田光
○（文学）あのフェアウェイへ／川上健一 
○（文学）ヴァニティ／唯川恵
○（文学）かわいそうだね？／綿矢りさ 

○（文学）キャベツ炒めに捧ぐ／井上荒野 
○（文学）ギンギラ★落語ボーイ／三遊亭白鳥  
○（文学）ドルチェ／誉田哲也 
○（文学）ヒア・カムズ・ザ・サン／有川浩
○（文学）甘樫丘に立つ／井利儀一 
○（文学）舟を編む／三浦しをん  
○（文学）神様２０１１／川上弘美 
○（文学）未踏の野を過ぎて／渡辺京二 
○（文学）親の家を片づけながら／リディア・フレム 
○（児童）なぜ？どうして？社会のお話／橋本五郎 
○（児童）小さなよっつの雪だるま／長谷川集平  
○（児童）あやかしファンタジア／斉藤洋
○（絵本）空の絵本／長田弘
○（絵本）おやすみをいうまえに／エリシャ・クーパー

図書館には現在、大きな活字で印刷さ
れた「大活字本」が36タイトルあり、一
部は図書館車にも載せています。４月ま
でに新たに、鬼平シリーズなど53タイ
トルを受け入れて、充実を図ることとし
ました。また、朗読ＣＤも86タイトル受
け入れることとしましたので、あわせて
ご利用ください。

大活字本が増えます

図書館では個人全集（選集）の収集に
努めています。このたび、新たに太宰治
（文学）、佐原真（考古学）、山口昌男（文
化人類学）、一休（宗教）、福沢諭吉（思
想）、五来重（宗教・民俗学）の全集を受
け入れました。調査・研究などに是非、
ご利用ください。

個人全集が
　充実しました

年末に各書店から年間のランキングが発表されました。その中からＴＳＵＴＡＹＡ
のランキングを紹介します。○印は図書館にあるかまたは発注中の本です。
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

心を整える。/長谷部誠○
謎解きはディナーのあとで/東川篤哉○
樫木式カーヴィーダンスで即やせる！/樫木裕実
樫木式カーヴィーダンスで部分やせ！/樫木裕実
9割がバイトでも最高のスタッフに育つ ディズニーの教え方/福島文二郎○
人生がときめく片づけの魔法/近藤麻理恵○
麒麟の翼/東野圭吾○
マスカレード・ホテル/東野圭吾○
超訳ニーチェの言葉/ニーチェ○
くじけないで/柴田トヨ○

ＴＳＵＴＡＹＡ 年間ランキング

ハンセン病で強制隔離された元患者の詩や小説などを集めた「ハンセン病文学全
集」（皓星社・全10巻）が笹川記念保健協力財団より寄贈されました。文学として記
録として後世に遺すべき全集です。ご利用ください。

2月は図書館員が選んだ「心温ま
る本」を展示、提供します。絵本を
中心に児童書、一般書から選びま
すので、手にとってください。

ハンセン病文学全集が寄贈されました
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2月のお休みカレンダー

★1日は館内整理のため、休館です。

3 4

5 6 7 8 9

1 2

10 11

日 月 火 水 木 金 土

12 13 14 15 16 17 18

19

26

20 21 22

29

23 24

27 28

25

BUZEN

LIBRARY

図書館３階の会議室、
小会議室は皆様の利用

が可能です（有料)。利用には事前のお申し込みが必要です。
大会議室は約50名、小会議室は10～15名での利用が可能で
す。スクリーン、投影機器もあります。詳しくは図書館２階カウ
ンターまたは教育課文化芸術係へお問い合わせください。
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豊前市景観計画に基づく景観変更行為の
届出についてのお知らせ 外観の色彩について

　平成２４年４月１日より豊前市の景観計画区域が市内全域に拡大されます。
本計画では、豊前市を、地形や歴史文化、人々の営みなどの特性に応じて４つの地域（景域）に区分しました。
①山と谷筋の景域　②田園と海の景域　③住宅・商業市街地の景域　④工業市街地の景域
　建築物、工作物の建築、改築、修繕など景観の変更行為を行う際に、この景域によって外観の色彩にも
制限がかかります。（一般的に建築物について延床面積1,000㎡以上、高さ10m以上のもの。工作物につ
いて高さ10ｍ以上のものについて。）
　JIS日本工業規格の標準である「マンセル表色系」による色相、明度、彩度といった数値による尺度を使
い、地域の景観を阻害しないような色合いにしなければなりません。

今後建築や改築など景観の変更行為を行う計画をお持ちの方は、下記の数値を参考にしてください。
なお、変更を届け出る際に、数値(マンセル値）を明示する必要があります。

マンセル表色系とは…豊前市景観計画では、JIS（日本工業規格）などにも採用されている国際的な色彩の尺度である「マンセル表色
系」を採用しています。
「マンセル表色系」では、色彩を「色相」「明度」「彩度」の３つの尺度を組み合わせて表します。

●色相は、色合いを表します。10種の基本色、赤（R）、橙（YR）、黄（Y）、黄緑（GY）、緑（G）、青緑（BG）、青（B）、青紫（PB）、紫（P）、赤紫（RP）
　を表し、さらにそれを10等分します。10色相のアルファベットとそれぞれの段階の数字によって、5R や5Y などのように表記します。

●明度は、明るさの度合いを0から10までの数値で表します。暗い色ほど数値が小さく、明るい色ほど数値が大きくなり、10に近くなります。
●彩度は、鮮やかさの度合いを数値で表します。色味のない鈍い色ほど数値が小さく、黒、グレー、白などの無彩色の彩度は0になります。
●マンセル値…色彩の3属性を組み合わせて表記する記号で、下記のように読みます。

5YR 6 / 4 ５ワイアール　６　の　４
（色相） （明度） （彩度）

山と谷筋

山と谷筋

景　域 部　位 色　相
7.5R～2.5Y
無彩色(N)

上記以外の色相
2.5～7.5BG
無彩色(N)

上記以外の色相
有彩色
無彩色(N)
有彩色
無彩色(N)
有彩色
無彩色(N)
有彩色
無彩色(N)
全て

全て

田園と海

外壁基調色

屋　根

外壁基調色

外壁基調色

屋　根

屋　根

住宅・商業
市街地、
工業市街地

田園と海、住宅・商業市街地、
工業市街地

建
築
物

工
作
物

明　度
7.5以下
7.5以下
7.5以下
7.5以下
7.5以下
5.0以下
―
―

7.5以下
7.5以下
―
―
―
―

7.5以下

―

彩　度
4.0以下
―

2.0以下
4.0以下
―

2.0以下
4.0以下
―

4.0以下
―

6.0以下
―

4.0以下
―

4.0以下

4.0以下

特に、求菩提地区（大字産家、大字鳥井畑）については景観形成重点地区に指定しており、基準が異なります。

部　位 色　相
0.1R～５Y
上記以外
0.1R～5R 

5YR～10Y

上記以外

屋　根

景観形成重点地区（求菩提地区）
明　度
6.０未満
6.０未満
9.０未満
9.０以上
9.０未満
6.０以上
6.０未満

彩　度
6.０以下
4.０以下
3.０以下
4.０以下
5.０以下
3.０以下
4.０以下

外壁基調色

建 築 物
（面積10㎡
以上のもの）

0.1R～5R

上記以外

5YR～10Y

9.０未満
9.０以上
9.０未満
6.０以上

3.０以下
4.０以下
5.０以下
3.０以下

工　作　物
（高さ５ｍ以上、面積10㎡以上のもの）

－
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2月は「軽自動車税の重点滞納整理月間」です。2月は「軽自動車税の重点滞納整理月間」です。
市税・使用料等の納め忘れはありませんか？

督促状や催告書は放置をしないで下さい。督促状や催告書は放置をしないで下さい。督促状や催告書は放置をしないで下さい。
　納期限後一定期間を過ぎると、本税または本料金に併せて督促料及び延滞金を納付してい
ただくことになります。納付が困難な方や分割納付を希望される方はご相談ください。督促状
や催告書等による催告にもかかわらず連絡や納付がない場合は、預貯金・給与・不動産などの
財産を調査し、差押を実施することがあります。

納付は便利な口座振替で納付は便利な口座振替で納付は便利な口座振替で

２月の納期限は２月の納期限は２月の納期限は

　市役所や金融機関の窓口で納付されている方で、お忙しい方・ご不在がちの方には、「口座振替」による納付をお
勧めします。
　口座振替は、金融機関の預貯金口座から、税金や各種料金を納期ごとに振替納付する方法で、使用する預貯金
通帳と届出印鑑があれば、市役所や金融機関の窓口で簡単に手続きができます。

どうしても納められない場合はすぐに相談をどうしても納められない場合はすぐに相談をどうしても納められない場合はすぐに相談を
〔問合せ先〕豊前市役所

市税関係…（納税相談）税務課収納対策係（内線1194・1195）
（市県民税・国民健康保険税）税務課市民税係（内線1192・1193）
（軽自動車税・口座振替）税務課市民税係（内線1196・1197）
（固定資産税）税務課固定資産税係（内線1198・1199・1280）

後期高齢者医療関係…市民健康課医療保険係（内線1204）
上水道料金・下水道使用料関係…豊前市水道お客様センター（直通64-6555）
下水道受益者負担金関係…上下水道課下水道業務係（内線1254）
市営住宅関係…建設課住宅建築係（内線1134）
保育料関係…福祉課子育て支援係（内線1236・1237）

☎82-1111

市税・使用料等の納期限内納付をお願いいたします。

国民健康保険税（第8期）・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

納期限：２9日（水）
固定資産税（第4期）　　 納期限：２9日（水）
後期高齢者医療保険料（第8期） 納期限：２9日（水）
上水道料金・下水道使用料（１２月分） 納期限：１６日（木）
市営住宅使用料（２月分） 納期限：２7日（月）
保育料（２月分） 納期限：２9日（水）

　市議会の様子を知る最もよい方法です。
多数の方の傍聴をお待ちしています！！  
議会に関する情報については、豊前市公式
ホームページ「市議会の動き」にも掲載して
いますのでご覧ください。

日　時 会　議
本会議
休会
本会議
本会議
本会議
常任委員会

開会、会期の決定、議案上程、提案理由説明
議案審査等
一般質問
一般質問
一般質問

２月７日（火）
２月８日～１３日
２月１４日（火）
２月１５日（水）
２月１６日（木）
２月１７日（金）

常任委員会
常任委員会
常任委員会
予備日
本会議 委員長報告、質疑、討論、採決

２月２０日（月）
２月２１日（火）
２月２２日（水）
２月２３日（木）
２月２４日（金）

議会日程表（予定）

※議会日程については、変更になる場合がありますのでご了承ください

TEL 0979-82-1111
(内線 1311,1312)

豊前市議会事務局

備　考

タイヤロックされた車タイヤロックされた車タイヤロックされた車





















東東日日本本大大震震災災東日本大東東東東東東東東東東東日日日日日日日日日日本本本本本本本本本大大大大大大大大大震震震震震震震震震震災災災災災災災災災災災
義義義義義義義義義援援援援援援援援援金金金金金金金金ににににににににつつつつつつついいいいいいいてててててててて
東日本大震災
義援金について

◆義援金額一覧

１８，５８２，４４９円

12月中に市民の皆様・企業・
団体等から寄せられた義援金 ３５１，３４５円

合計 １８，９３３，７９４円

11月３0日までに寄せられた
義援金

＜12月中に義援金をお寄せいただいた方々＞
敬称略・順不同　●団体・法人分のみ掲載しています。
豊前幼稚園ＰＴＡ、がんばれ日本チャリティーライブ、山田小学校児
童一同、豊前エコクラブ（㈱ワカヤマ、ケーキハウス四季）、三毛門婦
人の会、スキンケアサロンＬｉｎｅ 豊前店・行橋店、マスダホームリビ
ングセンター

　東日本大震災及び福島原発事故による被災者・避難
者のための義援金について、現在も市役所ロビーに募金
箱を設置し、総務課において受付を行っております。
　１２月中にお寄せいただいた義援金につきまして、下記
のとおり報告いたします。
　これまでの皆様のご厚意に深く感謝申し上げますとと
もに、今後とも被災・避難された方々へ、引き続き皆様の
ご支援ご協力を賜りますようお願いいたします。

入場料　1,000円　前売900円　高校生以下無料　全席自由

京築神楽伝統文化会館
（豊前市立多目的文化交流センター）豊前市大字八屋 1776-2

主　催 ●京築連帯アメニティ都市圏推進会議（行橋市・豊前市・苅田町・みやこ町・吉富町
　　　　 上毛町・築上町・福岡県）、神楽の里づくり推進協議会
後　援 ●九州旅客鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社、スターコーンFM

◎開場：12時
◎開演：13時～

出演団体　南原神楽講（苅田町）
檪原神楽講（築上町）

問合せ・予約 京築神楽伝統文化会館  TEL：０９７９-５３-９５３５

262

豊 前 市 食 育 推 進 計 画

＊お知らせ ＊
毎月19日は豊前市食育の日です。
家族みんなで旬のものを食べよう！
『早寝　早起き　朝ごはん』

ワン

ポイント
イ
ワン

イン

〈2月の旬の食材〉

「大根」
食
育Vol.17

今月の旬の食材は「大根」です。
○大根はアブラナ科ダイコン属の植物で、原産地は
　地中海沿岸といわれ、日本には弥生時代に伝わっ
　たそうです。また、春の七草のひとつ”すずしろ”は
　大根のことです。
○一般的な大根はほとんどが「青首大根」という種類
　のものですが、全国各地には古くからの地大根が
　多数あり、有名なものでは「桜島大根」、「聖護院大
　根」などがあります。
○大根には、でんぷん分解酵素であるジアスターゼ
　が多く含まれており、消化を助け、胃酸過多や胃も
　たれ、胸やけ等に効果があるそうです。また、葉の
　部分にはβカロチンやビタミンC・E、カリウム、カル
　シウムが含まれています。

SHOKUIKU
CORNER

保存の際は、葉の部分から水分が失われていくので、
葉を切り落とした後、分けて保存しましょう。葉は炒
め物や味噌汁の具にするとおいしくいただけます。

9:00～13:00 参加費無料

2012

●参加申込・問合せ
　豊前市食育推進会議事務局　農林水産課農業振興係
　☎0979-82-1111  FAX0979-83-2560

【プログラム（２階視聴覚室）】

【その他】

□１０：００～ 開会行事
□１０：３０～ 記念講演
□１２：００～ 閉会行事

センター内では、各ブースによるイベント、
食育ブースでのパネル展示、地元産の食
材を使った試食会、料理レシピ配布などを
行います。また、参加のみなさんに記念品
を配布します。

●●参加申込・問合せ●参●参加申加申込込 問合問合せせ

料理研究家・栄養士・山際生活デザイン研究所 主宰
1947年、北九州市生まれ。
1967年、料理研究家として活動をはじめ、
1983年に山際生活デザイン研究所を設立

【講師】

山際 千津枝
●プロフィール

Yamagiwa Chizue

料理研究家として幅広く活躍すると同時に、その仕事は食品
関連会社顧問、メニュー開発、執筆、講演、公的機関の委員、
テレビ・ラジオのコメンテータと多岐にわたっています。生活
感にあふれる話題とユーモアやウィットにとんだ話し方には
定評があります。

２月は寒いですが立春に合わせ、
温かみのある春らしい字を書きま
した。
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御礼、贈答用にもご利用ください。
発行元：プロジェクトボダイ


	1[1-1]
	2[2-2]
	3[3-3]
	4[4-4]
	5[5-5]
	6[6-6]
	7[7-7]
	8[8-8]
	9[9-9]
	10[10-10]
	11[11-11]
	12[12-12]*
	13[13-13]
	14[14-14]
	15[15-15]
	16[16-16]
	17[17-17]
	18[18-18]
	19[19-19]
	20[20-20]
	21[21-21]
	22[22-22]
	23[23-23]
	24[24-24]
	25[25-25]
	26[26-26]
	27[27-27]
	28[28-28]

