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持ち帰ろう、豊前の美味い飯
テイクアウト(お持ち帰り)・デリバリー(宅配)サービスの飲食店紹介

＃豊前エール飯

登録店舗はこちら
豊前市ホームページ

テイクアウト実施店

お弁当・お食事メニュー

（豊前商工会議所）

（豊前飲食店協力会）

チラシは市役所においています。
市の動き ［R2.5月1日現在］

［前月比］

［前月比］

［前月比］

［前月比］

◆人口 25,168人（−21） ◆男 11,900人（−16） ◆女 13,268人（−5） ◆世帯 11,772戸（＋14）

［URL］http://www.city.buzen.lg.jp ［E-mail］info@city.buzen.fukuoka.jp

特別定額給付金（対象者１人につき１０万円の給付）に関するお知らせ
特別定額給付金は、国の
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
において、家計の支援措置とし
て支給されるものです。
５月１５日以降、順次、市より世帯主あてに申請書などを郵送しております。特別定額給付金の給付を
受けるためには、申請が必要になります。

申請期限は、令和２年8月１９日
（水）
です。
（当日消印有効）
〇給付対象者など

給付対象者：令和２年４月２７日において豊前市の住民基本台帳に記録されている方
申請者：住民基本台帳上の世帯主
給付額：給付対象者（世帯員）１人につき１０万円
給付方法：申請者（世帯主）の銀行口座への振込み（世帯全員の分を世帯主の口座に振り込みます。）

〇申請方法

世帯主あてに郵送されました申請書に、必要事項を記入し、申請者（世帯主）の本人確認書類の写し及び振
込先口座確認書類の写しを添付のうえ、同封の返信用封筒（切手不要）で返送してください。
＊新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、郵送申請方式又はオンライン申請方式としていま
す。
＊オンライン申請方式は、申請者（世帯主）が、マイナンバーカードをお持ちの場合に限ります。

〈お問合せ〉 豊前市役所 特別定額給付金プロジェクト係

☎82-1111

新型コロナウイルス感染症に感染した豊前市国民健康保険
加入者に対する傷病手当金の支給について

豊前市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑
われた場合に、
その療養のため労務に服することができなかった期間について、
申請により傷病手当金を支給します。

〇対象者

以下の要件のすべてを満たす人です。

①給与等の支払いを受けている豊前市国民健康保険の加入者。
②新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服
することができないこと。
③療養のため労務に服することができなかったことにより、給与等の全部又は一部の支払いが受けられないこと。

〇支給額
（直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額）× 2/3 × 日数（支給対象となる日数※1）
※1 支給対象となる日数とは、労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服す
ることができない期間のうち、就労を予定していた日数です。

（注）給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります。

〇適用期間
令和2年1月1日から9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間

（ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで）

〇申請等について
申請等の手続きに関して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の点にご理解とご協力をお願いします。
※申請手続きに関するご相談やお問い合わせは、必ずお電話でお願いします。

〈お問合せ〉 市民課 医療保険係

☎82-1111
（内線1293・1208）
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新型コロナウイルスにかかわる主な支援のご案内※詳しくは各課へお問合せください。
市税の徴収猶予

その他の支援制度は豊前市ホームページ
にご紹介しています。
また、ページ掲載の内容以外でご不明な点
があれば、下記までご連絡ください。

【お問合せ】
豊前市 新型コロナウイルス総合相談窓口
☎82−1111（内線1149・1175）

新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る
収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴

収の猶予を受けることができるようになりました。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

猶予期間内における分割納付なども可能です。

【お問合せ】
税務課 収納対策係（内線1194・1195）

国民年金保険料の免除等

水道料金及び下水道使用料の支払い猶予

新型コロナウイルスの影響により、国民年金保

新型コロナウイルスの影響により収入が減少し

険料の納付が困難となった場合の特例免除の
制度があります。

【お問合せ】
市民課 総合窓口係（内線1203・1205）

ているなど、一時的に水道料金及び下水道使用
料の支払いが困難なお客様を対象として、支払

いの猶予を行います。

【お問合せ】
上下水道課 業務係（内線1253）

国民健康保険税の減免および徴収猶予

市営住宅使用料の支払猶予

新型コロナウイルスの影響により収入が減少した被保

新型コロナウイルスの影響により、収入が減少

険者等について、その被保険者の属する世帯に係る保

しているなど一時的に市営住宅使用料の支払

し、一時的に納付することが困難な方については、分

います。

険税を減免できる場合があります。また、収入が減少
割納付や徴収猶予が認められる場合があります。

【お問合せ】税務課 市民税係（内線1192）
税務課 収納対策係（内線1194）

いが困難な方を対象として支払いの猶予を行な

【お問合せ】
都市住宅課 住宅係（内線1276・1277）

子育て世帯への臨時特別給付金

介護保険料の減免や徴収猶予等

令和２年４月分（３月分を含む）
の児童手当（特例

新型コロナウイルスの影響により世帯の生計を

き１万円を支給します。

被保険者の介護保険料の減免や分割納付、徴

給付を除く）の受給者の方に対し、児童１人につ
原則、申請は不要ですが、公務員の方は令和２年

９月30日までに申請が必要になります。

【お問合せ】
福祉課 子育て支援係（内線1236・1237）

主とする者の収入が著しく減少した場合、第１号
収猶予が認められる制度があります。

【お問合せ】
健康長寿推進課

介護保険係（内線1240）

＊窓口に来庁される方へのお願い＊
来庁される際は、
咳エチケットや手洗いの徹底など、
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご協力をお願いします。
通常、
午前９時30分から午後３時30分までが来庁される方が多い時間帯です。
特に月曜日は混雑が予想されますので、
避けてご来庁ください。
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保健だより

このコーナーについてのお問い合わせは
健康長寿推進課 健康増進係（豊前市総合福祉センター内）

☎82-1111まで

新型コロナウイルス感染症について

４月７日の緊急事態宣言以降、感染拡大の防止を図りつつ、医療提供体制を確保するため、外出自
粛や休業要請等、様々なお願いをしてきました。ご不便をおかけしましたが、多くの市民の皆さまに
ご理解、ご協力いただき、皆さまの思いと行動が、緊急事態宣言解除という結果につながりました。
ありがとうございます。
宣言は解除されましたが、これで終わりではありません。新型コロナウイルスと向き合いながら、
社会経済レベルをあげていく、元の生活に戻っていくための新しいスタートです。これからも気を
しっかりと引き締めて、自分と家族、大切な人、社会を守るための行動をとっていきましょう。

〜緊急事態宣言解除に伴う福岡県の対応（皆さまへのお願い）〜
（1）外出の自粛
「人との接触を８割減らす」
ことを意識し、不要不急の外出を控える。
これまでクラスターが発生している施設、
「三つの密（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場
所、間近で会話や発声をする密接場所）」のある場所への外出を控える。

（２）感染拡大防止の３つの基本を守る
感染防止の３つの基本である
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い」などを行い、感染拡大
を予防する。
人との間隔はできるだけ２ｍ
（最低１ｍ）空ける
遊びに行く際は屋内より屋外を選ぶ
会話をする際は、可能な限り真正面を避ける
外出は少人数で空いた時間に行う
外出時、屋内にいる際や会話をする際は、症状がなくてもマスクを着用する
家に帰ったらまず手や顔を洗う
（できる限りすぐに着替えたり、
シャワーを浴びたりする）
手洗いは３０秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う
（手指消毒薬の使用も可）
咳エチケット
（咳やくしゃみをする際にマスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、
鼻や口をおさえる）
を徹底する
食事は対面ではなく横並びで行う
※ご高齢の方や糖尿病・心臓病などの持病がある方など重症化リスクの高い方と会う際には、体調
管理をより厳重にする

新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う各種保健事業について
6月以降の事業につきましても、
国や県の動向や、
新型コロナウイルス感染症の発生状況に応じて検討してい
くこととしています。
事業を中止する場合は対象者の方や、
事前にお申込みしていただいている方へは個別にご
連絡を差し上げます。今後の事業実施状況については、豊前市ホームページを随時更新していますのでご確認
ください。
また、
最新の事業実施状況は健康長寿推進課健康増進係へ直接お問い合わせください。
状況は、
日々変化しますので、
詳しくは厚生労働省や福岡県・豊前市のホームページ等をご覧ください。
健康に関する相談は、お電話にて個別に対応して
おりますので、お気軽にご相談ください。
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R２年５月に相談・受診の目安が改訂されました

せきや熱などかぜの症状が出た
もしかして新型コロナ？
高齢者・糖尿病・心臓病などの
持病がある方、妊娠中の方で
比較的軽いかぜの症状がある場合

息苦しさ、強いだるさ、
高熱などの強い症状の
いずれかがある場合

せきや熱など
比較的軽いかぜの
症状が続く場合

ま ず は 電話で相談

◎京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

☎０９３０−２３−３９３５

★夜間休日の連絡先：☎092-471-0264
◎または、かかりつけ医や近くの医療機関（診療時間内）
≪保健所の場合≫

≪地域の診療所などの場合≫

新型コロナウイルス感染症が疑われる方

新型コロナウイルス感染症が疑われる方

帰国者・接触者外来

地域外来・検査センター

PCR検査の依頼

PCR検査の依頼

保健環境研究所

民間検査機関

医療機関への受診方法について
いきなりの病院受診はやめましょう。

事前にかかりつけ医等に電話し、症状を伝えてから受診しましょう

1．
体調が悪くなったのはいつからですか？（
月
日から）
2．
発熱（
℃
月
日から） 3．せき（たんが出る・たんは出ない）
4．
倦怠感
5．食欲不振
6．呼吸困難（息切れ、
息が荒い等）
7．
のどの痛み 8．頭痛
9．下痢
10．吐き気
11．おう吐
12．腹痛
13．筋肉痛
14．嗅覚・味覚異常
15．その他（
）
◎症状はひどくなっていますか？（
はい
・
いいえ
）
受診時は、マスクの着用をしましょう。手洗いや咳エチケット
（咳やくしゃみをする際にマスクや
ティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、鼻や口をおさえる）
の徹底をお願いします。
医療機関の玄関に受診時の注意が示されています。
（車内待機をお願いすることがあります。）
感染拡大防止のため、複数の医療機関を受診することはお控えください。
お車での受診の方は、医療機関到着後、再度車内から医療機関にお電話をお願いします。
◎状況は、日々変化しますので、詳しくは厚生労働省や福岡県・豊前市のホームページ等をご覧ください。
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豊前市では、産後のお母さんやお子さんのために市が委託する産婦人科でショートステイ
（宿泊）
し、
お母さん
と赤ちゃんのケアや授乳・育児指導を受けることができる産後ケア事業を実施します。
「産後手伝ってくれる方がいない」
「少し気分が沈みがち…」
「赤ちゃんのお世話がうまくできるか心配…」
など、
産後のお母さんの悩みや不安をサポートします！

利用できる方
豊前市に住民票がある産後６か月未満のお母さんとお子さんで、
ご家族などから産後の十分な支援が受けら
れない方（医療行為が必要な方を除く）のうち下記のいずれかに該当する方。
（１）産後の心身に不調がある方
（２）強い育児不安がある方
（３）出産退院時、産科医療機関等から支援が必要であると意見書が提出された方
サービス内容
産院等を退院後、
下記の産婦人科でショートステイ
（宿泊）
をして、
以下のような支援を受けることができます。
お母さんの休息、体調管理
乳児の発育等に関する相談

乳房ケアについて
授乳、沐浴の相談 指導
帰宅後の育児についての相談
など

自己負担額
世帯区分

利用者負担額

世帯の市民税所得割額が
１３３，
０００円以上

（１日あたり）
５，
０００円/人

世帯の市民税所得割額が
１３３，
０００円未満

（１日あたり）
２，
５００円/人

市民税非課税世帯
生活保護世帯

無料

利用日数
原則として７日以内
（ただし必要と認められた場合は
必要最小限の日数の延長が可能
です。
）

※午前１０時から翌午前１０時まで、
昼食・夕食・朝食付きを１日とします。
※多胎児の場合は、
別途多胎加算がありますので、
健康増進係までお問い合わせください。

利用の流れ
① 申請 健康増進係
（総合福祉センター内）
へ申請してください。
＜申請時に必要なもの＞ ❶豊前市産後ケア事業利用申請書・同意書
❷母子健康手帳
❸印鑑
❹当該年の世帯の課税状況がわかる書類
② 通知送付

妊娠9か月
（32週）
から
申請ができます！

健康増進係から申請者あてに
「利用承認通知書」
を郵送で送ります。

③ 利用開始 「利用承認通知書」
に記載されている日程でショートステイのご利用ができます。
実施している産婦人科施設
施設名

住

所

電話番号

内田産婦人科医院

行橋市西宮市5-1-10

☎0930-23-0155

しんもと産婦人科

行橋市行事7-7-2

☎0930-22-0818

立野レディースクリニック

行橋市中央1-12-12

☎0930-22-0715

《お問合せ》健康長寿推進課 健康増進係（豊前市総合福祉センター内） ☎82-1111まで
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市長の部屋

か

﹁コロナ禍で始まる
新たな日常﹂

で︑６︑７月に
月はボトム︵ 底 ︶

%から

％に回復できるかも︒8月以降に ％

この危 機をどう迎え撃つの
前 市として︑

と１００％︑
コロナ以前の経 済 環 境に戻

万 円を 支 給 ︒
こ

産 規 模 ︑平 常になるのではないか︒﹂との
見通しを︑電話で話してくれました︒

ではなくて︑業 界によって
﹁ 元に戻る﹂

％ 規 模の経 済 状 況がつづく 可 能 性

が 出 て く る か も し れ ま せ ん ︒ ％ でも

は

れに続 き 第 2 弾として幅 広い業 種に広

万円 ︑時 間 短 縮に

をした事 業 者などを 対 象に休 業 協 力 金

止のための休 業 要 請に応 じて営 業 自 粛

市は 緊 急 事 態 宣 言 直 後 ︑感 染 拡 大 防

るとは考えにくい︒ ％がこれからの生

まで戻れば︑と 期 待している︒が︑そのあ

80

か︑
まだまだ試されています︒

豊前市長 後藤元秀

40

やっていける﹁ 新たな日 常 ﹂が始まる︑と

を

80

所などが主導したテイクアウト
﹁♯豊前

考えていかねばならないでしょう︒

生
生涯現役 豊
豊前
前の
の人
人

髙尾博文 さん︵

︶

生まれも育ちも豊前市という髙尾博文

さん︒長 年 勤めた豊 前 市 役 所を退 職した

警 戒 都 道 府 県 ﹂の指 定 を 受 けた 福 岡 県

﹁特定
けて出されていた緊急事態宣言で

財 政 支 出について﹁ 使 うと きには 使 う ﹂

教育長給与５％カットを４月から実施︒

化 推 進の立 場 から ︑市 長 給 与の

す︒

こ れ ば か り は 国 が ︑に か か る と こ ろ で

日 から 分

散 登 校の 開 始 と な り ましたが ︑本 格 的

市 内の 小 中 学 校 は ︑５ 月

県とも ども 解 除と

日 ︑他の

だけでなく︑併せて節 減 ︑健 全 化を 目 指

は５ 月
ステイホーム︑営
なりました︒とはいえ︑

さなけれ ばアフタ ーコロナ時 代 を 勝 ち

現 在も︑宝 福 寺 山つつじ 保 存 会の会 長

を 務め︑宝 福 寺 山つつじ 公 園の管 理を 地

域の皆さんと一緒に行っています︒

毎年４月中旬から５月上旬まで楽しめる

宝福寺のツツジについて︑﹁きれいなツツジ

を沢山の人に見て︑楽しんでほしい︒﹂
と語

た登山では︑
１２７もの山を制覇︒登山の

業自粛の要請が緩められるだけです︒終

必 要です︒
この原 稿をしたためながら気

おかげか︑夫 婦 共に足 腰 が丈 夫という 髙

また ︑７年 前から 妻の和 子さんと 始め

る髙尾さん︒

いずれにしても︑
コロナ感 染による 病

になるところです︒新たな日常の義務教

尾さんは︑﹁どんな山にも︑
その山だけの顔

に 授 業 がコロナ前に 戻 るのには 日 数 が
気だけでなく︑経済打撃でも生命を奪わ

育 体 制についても ︑コロナ禍 を 機に﹁ 子

抜けません︒

れる よ うな 状 況 をつくら ないよ うにし

供たちが生 まれてよかった ﹂﹁ 他 所に 負
市内の各種業界では︑先の読めない不

備えなければなりません︒
これからもコロナの猛 威が︑生 命や身

なければなりません︒どちらの生命も大

ていません︒あらゆる 手を 使って命を 守

いら立ちが尽きぬと 存 じます︒自 動
安︑

は︑
なるにはどうすべきか︒
コロナが見て
います︒

ました︒

していきたい︒﹂
と︑頼もしいお言葉を頂き

﹁今後も身体が動く限り︑地域の活動を

た︒

ます︒﹂
と︑登山の楽しさを教えてくれまし

がある︒
ゆっくり自分たちのペースで登り

体 ︑暮 らし だけでな く 社 会 経 済 を 破 滅

切さに変わりありませんから︒

り 経 済 を 回 復 さ せな けれ ば ︑明 日 は あ

車部品メーカーのある社長は
﹁３︑
４︑
５

けない教育環境がある﹂豊前市にするに

に 追い込み 続 けている 事 態 は 解 消 され

口に立つことができただけ︒第２波にも

18

を支えてきました︒

新たな ︑という 意 味では﹁ 学 校の9 月

大 阪の知 事が前 向きにとらえて発 言し

後は︑老 人 会の役 員や︑区 長として︑地 域

財 政 面で厳しい豊 前 市 は ︑財 政 健 全

ています︒注視していかねばなりません︒

入 学 ︑始 業 ﹂が注 目されています︒東 京 ︑
％と

エール飯﹂
なども広まっています︒

80

83

60
80

げて
﹁ 頑 張ろう！ぶぜん！ 応 援 金 ﹂ 万

10

円︵ 休 業 加 算 5 万 円 ︶を 施 行 ︒商工 会 議

10
10

新 型コロナウイルスの感 染 拡 大 を 受

20

ようやく日常を取り戻す入
息ではなく︑

38

り ま せん ︒財 政 面で大 変 苦 境にあ る豊

6月号

2020
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毎年６月２３日から２９日までの１週間は「男女共同参画週間」です。

令和２年度のキャッチフレーズは、

「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」
「ワクワク・ライフ・バランス」です。
です。
すべての人が性別にかかわらず、
自分らしい充実した人生を実現する。そのために、個人は人生の時間の
使い方を考えること、そして家族、地域、社会は、その生き方を後押ししていくことが求められています。
男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく自らの個性と能力を十分に発揮
できる社会を実現するためには、一人ひとりの取組みが必要です。
この機会に男女共同参画について少し
考えてみませんか？

○「男女共同参画社会」
って？
「男性とはこうあるべき、女性とはこうあるべき」
といった考え方に行動を制限されることなく、男女が
ともに個性と能力を活かし、あらゆる分野において生き生きと活躍し、利益や責任を分かち合うことの
できる社会です。
豊前市では
「男女がともに輝くまち ぶぜん」
の実現に向け、様々な施策に取り組んでいます。

○「男女共同参画」は女性だけのもの？
「男女共同参画」
は、男性にとっても生きがいのある社会を目指す上で重要な課題です。例えば、
この
ような経験はありませんか。
毎日残業が多く、仕事と生活のバランスが取りにくい。
育児休業の取得を言い出しにくい職場の雰囲気があった。
男女共同参画社会を実現するためには、性別による役割分担意識の解消や、長時間労働の抑制など
の働き方の見直しによって、男性にとっても地域や家庭へ参画しやすい環境づくりが求められます。
仕事は暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に家事・育児、近隣との付き合いな
どの生活も暮らしに欠かすことのできないものであり、
その充実があってこそ、人生の生きがいや喜び
は倍増します。

〇家庭で、職場で、地域で…
家事・育児・介護の負担が一人に偏っていませんか？
弱音を吐くことができずに、一人で責任をしょい込んでいませんか？
意思決定の場にはいろいろな人が関わり、多様な意見が活かされている
でしょうか？
仕事・家庭・地域との関わり方…、
自分を少し見つめなおしてみませんか？

弁護士による無料電話相談（１日だけの開設です。）

「女性の権利１１０番」 日時

令和２年６月２４日（水） １０：００〜１６：００ ハートピアぶぜん

女性に対する暴力を中心とする家庭・職場・社会での女性差別などの問題や、
女性の権利一般に関する相談です。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、予定が変更となる場合がございます。

〈相談電話〉☎８２−０５１９

【お問合せ】 人権男女共同参画室 男女共同参画係

☎82-1111（内線1509）
広報豊前

2020
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女性委員の登録を募集しています！あなたの経験や能力を市政に活かしてください！
豊前市では女性委員の登用比率の目標値を３０％と設定していますが、平成３１年４月１日現在の登用比率は
23.1％で、福岡県内６０市町村中４６位と、
まだまだ参画が進んでいません。多くの方に登録をしていただき、一緒
に活動したいと思いますのでよろしくお願いします。
○登録するとどうなるの…
地方自治法（第202条の３）
に基づく審議会等→（例えば、環境審議会・廃棄物減量等推進審議会・防災会
議・男女共同参画審議会・人権のまちづくり推進審議会・都市計画審議会…等）
の委員候補となります。
審議会等の委員改選にあたり、担当課からお声がかかった場合はぜひお引き受けください。
政策の立案・決定の場に女性も参画することが、多様な視点を反映したよりよい地域社会づくりにつながり
ます！
また、登録していただいた方には、研修や講座、講演会のご案内等をさせていただきます。楽しく参加して、
学びを自分の暮らしや地域に活かしてみませんか。
また、講演会の企画から実施まで、実行委員として関わっ
てみませんか？一緒に作り上げる楽しみもありますよ。
○登録できる分野は
男女共同参画・人権・環境・教育・防災・福祉・医療健康・商工業振興・都市計画・政治倫理・企画管理・まちづ
くり・文化芸術・地域活動・スポーツなどです。
登録申請書は、豊前市役所人権男女共同参画室、
ハートピアぶぜんにあります。
また豊前市ホームページから
もダウンロードできます。興味をお持ちの方！お気軽にお問い合わせください。
〈お問合せ〉人権男女共同参画室

男女共同参画係

☎ 82−1111（内線1509）

豊前市役所の女性の役職登用（係長以上）状況は、令和2年4月現在、部長１名（25.0％）、課長５名（29.4％）、
課長補佐1名（9.1％）、係長20名（34.5％）で、全体で見ると30.0％です。管理職（部長・課長・課長補佐）では
21.9％となっており、女性の役職比率は近隣の市町と比較して高くなっています。

相談窓口をご利用ください。DV相談体制も拡充されています。
苦しい気持ちを誰かに話すことで、つらさがやわらぐこともあります。 お気軽にご相談ください。

豊前市が設置している相談窓口

「こころの相談」 相談日

毎週木曜日の１０時〜１６時（祝日はお休み）ハートピアぶぜん １階相談室

セクハラやＤＶ、子育て、介護、仕事、健康、家族のことなど、
みなさんが抱えている様々な悩みに女性の相談員が応じ
ます。相談者の立場にたって助言などを行い、必要な場合には関係機関と連携して適切に対応します。相談は無料で、秘
密は厳守します。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、電話での相談のみとさせていただく場合があります。

〈相談電話〉☎８２−０５１９

「女性相談」

相談日

月・火・水曜日の１０時〜１６時（祝日はお休み）

親しい間柄にある人からの身体的・精神的暴力、
セクハラ、夫婦や親子間の悩みなど…、女性が抱えるさまざまな悩み
に専門の女性相談員が対応します。
相談は無料で、秘密は厳守します。
※祝日の振り替え調整などにより、曜日が変更になる場合があります。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、電話
での相談のみとさせていただく場合があります。

〈相談電話〉☎８２−１１１１
（内線１５２３） 人権男女共同参画室 男女共同参画係内

新設された相談窓口
新型コロナウイルス感染拡大の影響による外出自粛、休業などが行われる中、生活不安・ストレスにより、DVや虐待の
増加が懸念されています。
お悩みの方は、一人で抱え込まず、
ぜひご相談ください。

DV相談＋
（プラス）（「DV相談＋（プラス）」ホームページ参照）
つ な ぐ

は や く

☎０１２０−２７９−８８９
（２４時間対応）
チャット、
メールによる相談もできます。
チャット／１２：００〜２２：００ メール／２４時間受付

DV相談ナビダイヤル
☎０５７０−０−５５２１０

※DV相談ナビダイヤルは相談機関案内サービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に自動転送されます。
そのため、
ご相談は各機関の相談受付時間内に限ります。
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6月のごみ収集日

ごみの収集日や分別の仕方がわからない場合は、生活環境課までお問合せください。
【生活環境課環境対策係 TEL0979-82-1111 内線1153】

不燃ごみ・紙製容器包装・古紙・古布 回収日程表
地区
角 田
山 田
八 屋

大
宇

村
島

三毛門

収集日

9日
16日
8日
15日
22日
25日
15日
11日
22日
23日
24日

黒
千
横
合
岩

土
束
武
河
屋

26日
12日
19日
10日
17日

地区詳細
全域
全域
上町・本町・上町団地
下町・住吉・明神・前川
教校
二葉・中央・東八幡町
全域
神明・元町・日の出・周防
昭和・赤熊・青豊・戸津田
三毛門（中・下・出屋・西・三毛門団地）
沓川・三毛門六区（久松）
三毛門一区（上・東）
・三毛門六区（恒富）
・
小犬丸・市丸・清水町・三楽・六郎・森久
全域
全域
全域
全域
全域

新型コロナウイルス感染症にかかわる
家庭ごみの出し方について
新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方などが
いるご家庭で、鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを出す場合
は、次のことを心がけ、感染症の拡大防止対策へのご協力をお願いします。

●ごみに直接触れない ●ごみ袋はしっかりしばって封をする
●ごみを出した後は手を洗う
ごみの捨て方

①ごみ箱にごみ袋をかぶせます。
いっぱいになる前に早めに②
のとおりごみ袋をしばって封
をしましょう。

②マスク等のごみに直接
触れることがないよう
しっかりしばります。

③ごみを捨てた後は石鹸を
使って、流水で手をよく
洗いましょう。

※万一、ごみが袋の外に触れた場合は、
二重にごみ袋に入れてください。

出典：環境省

注）
お手持ちのビニール袋などに入れ、袋の口を縛って密閉してから、豊前市指定の
『燃えるごみ用』の袋に入れて封をしたうえで、可燃ごみの日に出してください。

ごみの収集について

ごみの収集及び処理は、市民のみなさまの生活を維持するために必要不可欠な業
務です。新型コロナウイルスの感染拡大時においても、継続して収集作業を行う予
定です。ただし、今後の状況によっては通常の収集形態や品目等に変更がでる場合
も想定されますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、収集形態や品目等の
変更については、広報等でお知らせします。
注）
必ず、収集日の朝８時３０分までに決められたステーションにお出しください。
自分が出したごみには責任をもちましょう。

収集地区名 八屋・宇島・大村
左記以外の地区
赤熊・青豊 地区
曜日
日

̶

̶

月

プラスチック製
容器包装

可燃ごみ

火

可燃ごみ

プラスチック製
容器包装

カン・ペットボトル

水
木

ビン

可燃ごみ

金

可燃ごみ

ビン

土

̶

̶

18日
プラスチック製容器包装
ワンポイントアドバイス・
・
・その4
Q1 プラスチックの文具類は、

A
Q2

A
Q3

A

プラスチック製容器包装になるの？
文具類は、製品として販売されたもので、
プラスチック製容器包装ではありません。
使い終わったものは、
「可燃ごみ」
として
処理してください。

家電製品などに同梱されている説明書
を入れた袋はプラスチック製容器包装
になるの？
説明書は商品の一部と考えられることから、
説明書を入れた袋は商品の容器にあたる
ため、対象となります。
雨天時の新聞配達に用いられる新聞を
入れる雨よけ用のプラスチック製の袋は
プラスチック製容器包装になるの？
新聞も商品であり、商品を入れてある
プラスチック製の袋は容器なので、
対象となります。

収集日の8時30分までに決められたス
テーションへ出してください。
ごみの収集日は、ごみ収集カレンダーをご
覧ください。
ごみの分別は、
「 資源とごみのガイドブッ
ク」
をご覧ください。
土、日曜日のごみの収集・し尿汲み取り
は、お休みになります。
【ごみ焼却場の受入れお問い合わせ】
豊前市外二町清掃センター TEL 82-2192
通常のごみ受入れ時間 ８
：
３０〜１６
：
３０

【し尿汲取りのお問い合わせ】
豊前清掃社

TEL 83−2634

FAX 82−3749

業務時間外は、留守番電話での受付もしております。
※お休み中は、留守番電話で対応してます。緊急時は、ご連絡ください。
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豊前市立図書館 ☎ 82・6500
■開館時間／午前10時から午後6時 BUZEN

メール librarybuzen@piano.ocn.ne.jp LIBRARY

2020 June

New Books

6月のお休みカレンダー
日

月

火

1

2

水
3

木
4

金
5

土
6

(教 養) 本屋を守れ:読書とは国力/藤原 正彦
(人 生）わたしの人生は、わたしのモノ/小島 貴子
(人 生）女の子の人生で覚えていてほしいこと
/西原理恵子

7

8

9

10

11

12

13

(宗 教）空海人生お遍路/名取芳彦

14

15

16

17

18

19

20

(歴 史）百年戦争:中世ヨーロッパ最後の戦い/佐藤猛

21

22

23

24

25

26

27

(歴 史）椿井文書:日本最大級の偽文書/馬部隆弘
(人 物）神さまとぼく:山下俊彦伝/梅沢正邦

28

29

30

26日（金）は、館内整理日のため、休館いたします。

新型コロナウイルス
感染拡大防止による
臨時休館延長について（御礼）
政府の緊急事態宣言発令に伴い、5月17日（日）ま
で臨時休館の期間を延長させていただきました。利
用者の皆さまには、ご不便をおかけいたしましたが、
ご理解、ご協力、誠にありがとうございました。
なお、今後につきましても、引き続き状況に応じての
開館となりますので、来館される前にホームページ
（ h t t p : / / l i b r a r y - b u z e n . j p / ）またはお電 話
（0979-82-6500）で開館状況をご確認ください。

(紀 行）南極に立った樺太アイヌ:白瀬南極探検隊秘話
/佐藤忠悦
(社 会）ファシズムはどこからやってくるか
/ジェイソン・スタンリー
(教 育）教育は何を評価してきたのか/本田由紀
(福 祉）介護保険サービスのしくみ
/デイリー法学選書編修委員会
(文 化）日本文化の核心:「ジャパン・スタイル」を読み解く
/松岡正剛
(健 康）大丈夫!何とかなります毛細血管は若返る
/根来秀行
(生 物）植物はなぜ毒があるのか/田中修・丹治邦和
(技 術）1000年後のロボットと人間/石黒浩
(料 理）アガワ家の危ない食卓/阿川佐和子
(料 理）死にたいけどトッポッキは食べたい/ペク・セヒ
(鉄 道）台湾一周!!途中下車、美味しい旅/光瀬憲子
(造 園）心地よい庭づくりQ&A/平井孝幸
(音 楽）ページをめくるとジャズが聞こえる/村井 康司
(美 術）
「無言館」の庭から/窪島誠一郎
(芸 術）未来へ:原爆の図丸木美術館学芸員作業日誌
2011-2016

/岡村 幸宣

(語 学）ぼくは翻訳についてこう考えています/柴田元幸

図書館の講座、催し中止のおしらせ

以下の講座、催しは新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため中止とさせていただきます。
『初級古文書講座』 日時：6月13日(土)・27日(土)13：00〜
『おはなしよちよち』 日時：6月13日（土）11：00〜
『おおきなかぶのへや』 日時：6月19日（金）11：00〜
『おはなしわくわく』 日時：6月27日（土）11：00〜
『上映会』 日時：6月20日（土）11：00〜

図書館の一部サービス停止について

以下のサービスは新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止とさせていただきます。
・新聞、
雑誌の閲覧
・閲覧用パソコン及びAV機器の利用
・OPAC
（検索機）
の利用
・レファレンスサービス
（調べもののお手伝い）

※レファレンス申請用紙で申し込みいただければ、後日、文書で回答いたします。

11
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(小 説）大親分!:アウトレイジな懲りない面々/北野武
(小 説）レイモンさん:函館ソーセージマイスター
/植松三十里
(小 説）神隠しの少女:日暮左近事件帖/藤井邦夫
(小 説）けものたちは故郷をめざす/安部公房
(小 説）希望のゆくえ/寺地はるな
(小 説）礼儀正しい空き巣の死/樋口有介
(小 説）ダーク・ブルー/真保裕一
(小 説）流人道中記上・下/浅田次郎
(小 説）クスノキの番人/東野圭吾
(小 説）チンギス紀7/北方謙三
(小 説）アウターライズ/赤松利市
(小 説）よその島/井上荒野
(文 学）松下竜一の児童文学/中野 隆之
(文 学）やすらぎの刻(とき)?道?第5巻/倉本聰
(文 学）沢木耕太郎セッションズ
〈訊いて、聴く〉1・2
/沢木耕太郎
(文 学）夜明けのM/林真理子
(外 文）探偵コナン・ドイル/ブラッドリー・ハーパー
(外 文）レイトショー 上・下/マイクル・コナリー

「現況届（児童関係）」
について
【受付期間】
６月3日
（水）〜６月30日
（火）

【児童手当】受給中の人は、現況届を提出する必要があります。この現況届は、引き続き手当を
受けられるかどうかを確認するものです。現況届を提出しないと、
６月分以降の児童手当を受けら
れなくなります。
対象者には郵送で通知しますので、必ず期間内に手続きを行ってください。
必要書類

●児童手当現況届
（世帯につき１枚・要押印）
●受給者の健康保険証
（社会保険の方）
●別居監護申立書
（支給対象児童と保護者の住民票が別の方）
●別居児童の住民票
（世帯全員）
※支給対象児童と住民票が別
（市外在住）
の場合に必要です。

【保育所（認定こども園）】入所者の保護者は、現況届を提出する必要があります。この現況
届は、引き続き教育・保育認定を受けられるかどうかを確認するものです。現況届を提出しない
と、入所を取り消す場合がございます。
対象者には郵送で通知しますので、必ず期間内に手続きを行ってください。
必要書類

●現況届
（世帯につき１枚・要押印）
●令和2年度入所調書
※就労等、保育を必要とすることを証明する書類
（同居の保護者
（基本的に父母）
の分）
教育認定
（1号）
の方、本年4月以降に新規入所された方は提出不要です。

【放課後児童クラブ】利用者の保護者は、現況届を提出する必要があります。この現況届は、
引き続きクラブ利用が可能かどうかを確認するものです。現況届を提出しないと、利用を取り消
す場合がございます。
対象者には郵送で通知しますので、必ず期間内に手続きを行ってください。
必要書類

●現況届
（世帯につき１枚・要押印）
●令和2年度入所調書
※就労等、保育を必要とすることを証明する書類
（同居の保護者
（基本的に父母）
の分）
きょうだいの支給認定現況届
（保育所等）
により、既に提出している方は不要です。

【お問合せ】福祉課 子育て支援係 ℡82-1111（内線1236・1237）
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12

■住所／豊前市大字千束78-2 ■電話・FAX／0979-82-2881
■E-mail／takenoko@city.buzen.lg.jp
■ホームページ／http://www.city.buzen.lg.jp/kosodate/shien/index.html
■開館時間／月〜土 9：30〜16：00

豊前市地域子育て
支援センター

※活動中は自由に利用できない場合があります。下記カレンダーでご確認ください。

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

12

13

ぴよマタルーム
（０ヶ月〜８ヶ月・妊婦さん）
ふれあいあそび
10:30〜11:30

読み聞かせ
（30分程度）
10:30〜11:00（午前）
13:30〜14:00（午後）
8

9

10

11

わくわく広場
出前紙芝居
よちすくルーム
平池公園
（９ヶ月〜１歳１１ヶ月） （0歳〜就学前）
4ヶ月児健診
新聞紙であそぼう
11:00〜
新聞紙あそび
（総合福祉センター）
10:30〜11:30
※雨天の場合は「たけのこ」で 10:30〜11:30
15

16

17

18

19

「たけのこ」に
お気軽に遊びに
来てください！

７ヶ月児健診
（総合福祉センター）
22

23

29

30

受 付 は活 動時 間 の
3 0 分 前からです！

20

24

25

26

27

ちびっこルーム
（2歳〜就学前）
新聞紙あそび
10:30〜11：30

わくわく広場
（0歳〜就学前）
お誕生日会＆七夕作り
10:30〜11:30

読み聞かせ講座
（0歳〜就学前）
10:30〜

新型コロナウィルス感染拡大防止
の為、
各イベント予約6組とさせて
いただきます。
また、
イベントが中止
になる場合があります。ご了承ください。
では一時保育を随時受け付けています。
一時保育について ※「たけのこ」
詳しくはお電話でお問い合わせください。

歯っぴい情報 41

虫歯の予防

（食べ方の改善ポイント）
甘いものを控えているはずなのに、虫歯になってしまう。 それは甘いものの＜食べ方＞に問題
があるのかもしれません。
飲食後お口の中では、細菌の生み出す酸や飲食物の酸により歯の成分が溶け出し
（脱灰）、そ
の後、時間をかけて唾液が成分を歯に戻していきます
（再石灰化）。 溶かす力が戻す力を上回る
状態が長く続くと、虫歯になります。
この時、甘いものの＜量＞以上に、食べる＜頻度や時間＞が問題になります。 甘い物や酸性の
物を全く食べてはいけないわけではありませんが、ひっきりなしに甘い物がお口の中にあると、
唾液が歯を修復する時間が取れなくなります。 間食を減らしたり、食べた後に口をゆすいだりす
ることが虫歯の予防に効果的です。
まつもと歯科医院院長
松本 研一

豊前市役所 市民課 医療保険係 ☎82-1111
（内線1295）
13
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令 和２年 度後期高齢者医療の保険料がきまりました。
被保険者
（加入者）
の皆さんへ
「令和２年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」
を７月中旬にお送りします。

◆保険料の算出方法
保険料は、平成31年中
（令和元年中）
の所得をもとに令和2年4月１日現在の世帯（75歳になる人、県外からの
転入者などはその時点）
で計算します。
●保険料の決まり方（計算方法）

被保険者（加入者）の
皆さんが負担する保険料

医療費総額

支援金約4割
(現役世代の負担）

被保険者
均等割額

約1割

病 院 などに支 払 う 自 己 負 担 額

医療給付費

保険料

=

+

公費（税金）約5割
国：県：市町村=４：１：１

５5，
687円

所得割額
+

※総所得金額等
−33万円
（基礎控除額）

×

所得割率
10.77％

均等割…被保険者全員に負担していただくもの
所得割…被保険者の所得に応じて負担していただくもの

保険料は、均等割と所得割の合計となります
【 年額64万円が上限です 】

（※）総所得金額等とは、前年中の
「公的年金等収入
合計額で、各種控除前の金額です。

公的年金等控除」、
「給与収入

給与所得控除」、
「事業収入

必要経費」等の

◆保険料の軽減措置
●均等割額の軽減
軽減割合
（均等割額の年額）

対象者の所得要件
（
「同一世帯内の被保険者及び
世帯主の軽減対象所得金額」
の合計額）

本則

平成31年度
（令和元年度）

令和２年度

均等
割額

56,085円

55,687円

8.5割

7.75割 ※¹

33万円
（基礎控除額）
以下
うち、世帯の被保険者全員の
年金収入が80万円以下で、
その他各種所得なし

7割

（8,412円）

8割

（11,217円）

【３３万円
（基礎控除額）
＋２8.5万円×被保険者数】円以下

５割

【３３万円
（基礎控除額）
＋52万円×被保険者数】円以下

２割

5割

（12,529円）

7割 ※²

（8,412円）

7割

（16,706円）

5割

（28,042円）

（27,843円）

2割

2割

（44,868円）

令和3年度

8.5割軽減

（44,549円）

５割
２割

令和2年度の均等割額の軽減基準は上の表のとおりです。軽減を受けるための申請は必要ありません。

※¹ 特例措置が見直され、
これまで8.5割軽減となっていた人は、
7.75割軽減に変わります。
※² 特例措置が見直され、
これまで８割軽減となっていた人は、
本則7割軽減に変わります。
●被用者保険※³の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの健康保険の被扶養者だった人は、加入後2年間に限り、
均等割額が５割軽減され、
所得割額はかかりません。
軽減を受けるためには申請が必要です。
なお、
「均等割額の軽減」
の表で7.75割軽減、
7割軽減に該当する場合は、
そちらの軽減が優先されます。
※³ 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合をいいます。
国民健康保険、国民健康保険組合は当てはまりません。

保険料の徴収方法に関するお問合せ先
市民課 医療保険係
☎82-1111（内線1204・1208）
保険料の算定に関するお問合せ先 後期高齢者医療制度コールセンター ☎092（651）3111
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集
講座・教室

相

談

ついき

★P

募

国道10号線

築城駅から
徒歩2分
駐車場も
あります。

人権にかかわる弁護士相談

腸活

﹁緑化講習会﹂受講者募集

17

税務職員︵高等学校卒業程度︶募集

12

令和２年度
■受験資格

相談は無料で秘密厳守されます︒
■日時 ６月 日︵火︶ 時〜 時
■場所 豊前市総合福祉センター２階相談室
■定員 先着６名
︵定員になり次第︑締め切ります︒︶
※事前予約が必要です︒
月〜金曜日︵祝日を除く︶ ９時〜 時
■予約締切 6月 日︵金︶まで
■予約・問合せ 豊前市人権センター
︵豊前市役所人権男女共同参画室内︶

16

１‑１１１︵内線１５０７︶

ローソン
さん

〒

①令和２年４月１日において高等学校又は
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
して３年を経過していない者及び令和３年
卒業する見込みの者

豊前市外二町清掃施設組合

☎

大田薬品

酵素断食の目的はやせることではありません。
目的は健康になることです！

３月 まで に 高 等 学 校 又 は 中 等 教 育 学 校 を

■講習項目 庭木の剪定と管理
■日時 ７月４日︵土︶ 時 分〜 時
■会場 行橋市研修センター
■参加費 無料
■募集人員
名︵先着︶
■申込︵前日までに電話またはＦＡＸ︶
福岡県緑化センター︵月曜日休館︶
☎０９４３ ‑ １‑１９３
ＦＡＸ０９４３ ‑ １‑５５８
令和２年度

リサイクル講座受講生募集
■講座
ボタンやビーズをくっつけてバッジ作り
■開催日 ７月 日︵金︶ 時〜 時
■持ち物 ハサミ・裁縫道具・ファスナー・
ボタン・ビーズ等
■募集人数
名
■申込期間 ６月８日︵月︶
〜 日︵火︶
■申込 豊前市外二町清掃センター
☎ ２‑１９２
︵受付時間 ８時 分〜 時 分︶

☎0930-52-1922 営 8:30 休 日・祝
クレジットカード、ペイペイなどご利用いただけます。

酵素断食しませんか？

慢性的な不調や痛み、
女性特有のお悩み、
ストレスによる
不調など、
お気軽に
ご相談ください。

プチ断食〜1週間以上の断食まで
生活に合わせたムリのない断食をご提案します。

16

12

第２５９回 求菩提笑い講開催
キラーストレス﹁コロナ撃退爆笑﹂

求菩提笑い講開催
6月21日
（日）大富神社

72

30

②人事院が ①に掲げる者に準ずると認める者

６月 日︵月︶９時〜７月１日︵水︶

■試験日
１次試験 ９月６日︵日︶
２次試験
月 日︵水︶
〜 日︵金︶
のうち指定する日
■インターネット申込受付期間
■申し込みについての問合せ
人事院人材局試験課
☎ ３‑５８１ ５‑３１１
■その他試験に関する問合せ
福岡国税局 人事第二課 試験研修係
☎ ０９２ ４‑１１ ０‑０３１︵内線２４３２︶

令和２年度
介護支援専門員実務研修受講試験

17

ダイニング
108

25

72

希望の鐘を鳴らしつつコロナウイルス
吹き飛ばそう
■日時 ６月 日︵第３日曜日︶
時〜 時
■場所 大富神社
■参加料 ５００円︵茶菓付︶
■申込期限 ６月 日︵水︶まで
■申込・問合せ
求菩提笑い講 ☎ ０‑１２３

6月号

2020
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15

82

14

贈答品・結納品

30

30

30

23

酵素断食アドバイザーがいるお店

い
空 かな
が
腹
お
ない
つらく

82

初盆返礼品

13

10

16

14

11

10

１７

82

22

03

■試験日
月 日︵日︶
■試験会場 ①福岡大学
②九州国際大学
■ 申込書配布 ６月１日︵月︶〜７月３日︵金︶
各市町村介護保険担当課などで配布
■申込期限 ６月４日︵木︶〜７月３日︵金︶
■問合せ
︵公社︶福岡県介護支援専門員協会
☎０９２ ４‑３１ ４‑５９０

10

10

10

12

21

12

こちらに掲載の内容は、新型コロナウイルス感染拡大防止等の為、
中止又は延期となる可能性があります。事前にお問い合わせください。

情 報 の ひろば

30

やまぼうしからのお知らせ

10

28

16

6月号

2020

広報豊前

■場所 豊前地域職業訓練センター
■予約受付 小倉南年金事務所
☎０９３ ４‑７１ ８‑８７３

17

12

■時間 平日の８時 分〜 時 分
︵土・日・祝日・年末年始を除く︶
■予約受付 ﹁ねんき んダ イ ヤル﹂
☎０５７０ ‑ １‑１６５

50

イベント

15

17

15

年金事務所の出張相談︵完全予約制︶

第 回目 求菩提わらべの会
﹁心と体の健康法﹂

○﹁常設展示﹂ ・
・
・服・小物
■日時 ６月７日︵日︶までの金・土・日
時〜 時
期 間 限 定 で 玄 関 外 廊 下 に 席 を 設 け︑
飲み物など提供します︒
○﹁昼間隆志 陶展﹂
■日時 ６月 日︵金︶
〜６月 日︵日︶
■作家在廊日 期間中の日曜日
店 内 喫 茶 室で使 用の金・銀・銅を使 用
した人気の陶器や︑日常使いにもプレゼ
ントにもお勧 めのア イテムが皆 様 をお
待ちしています︒
■問合せ 手仕事村やまぼうし
︵豊前市鳥井畑３３７ ２‑︶
末永 ☎０９０ ５‑５５９ ５‑４００

不登校や非行、発達障害などに関する相談をお受け
します。
■日 時 毎週水曜日(祝日を除く) 10時〜16時
■場 所 豊前市市民会館２階
豊前市教育相談室 ☎84-0354※電話予約制

民 話の朗 読︑童 謡 合 唱︑紙 芝 居 笑い︑
全員参加の楽しい集いです︒
■日時 ６月３日︵水︶ 時〜 時 分
■場所 赤熊昭和町会館
■参加料 ５００円︵茶菓付︶
■申込期限 ６月１日︵月︶まで
■申込・問合せ
求菩提笑い講 ☎ ０‑１２３
30

教育相談

13

82

■日 時 6月30日(火)(定例相談)
１３時３０分〜１５時３０分
■場 所 豊前市総合福祉センター
■相談員 豊前市障害者相談員
※定例相談以外でも相談を受け付けています。
すずの家☎83-1139
みらい☎33-8350

30

豊前地域職業訓練センターで年金事
務所の出張相談を実施しています︒
■受付・相談内容
各種年金の請求
年金の見込み額 (歳以上の方が対象 )
死亡等による失権手続き
未(支給年金の請求等 )
年金制度全般 諸通知の内容確認等
■出張相談日︵毎月第４木曜日︶
７月 日︵木︶
６月 日︵木︶︑
時〜 時︑ 時〜 時 分

22

障害者相談

25

行政書士市民相談会︵無料︶

補聴器相談

15 30

16

問い合わせについては下記までご連絡ください。
総務課 総務係 ☎82-1111
（内線1336・1338）

05

※当分の間
電話による相談のみとさせていただきます。
セクハラやDV、子育て、介護、仕事、健康、家族のこと
などの相談をお受けします。
■日 時 6月4日、11日、18日、25日
10時〜16時
■相談員 女性相談員
☎82-0519(相談専用)

■日時 ６月 日︵水︶ 時〜 時
■場所 行橋市役所5階
３０１・３０２会議室
■相談内容 遺言︑相続︑成年後見等
予約不要︒直接来場ください︒
※
■問合せ 福岡県行政書士会
☎０９２ ６‑４１ ２‑５０１

相談員による相談については中止します。

13

こ こ ろ の 相 談（ 毎 週 木 曜 日 ）

10

街角の年金相談センター中津
完(全予約制︶

行政相談

12

24

〜気軽にご利用ください〜

社会保険労務士等が年金事務所と同
様に︑国 民 年 金や厚 生 年 金 保 険の受 給
に関するご相談や手続きを無料で行い
ま す ︒福 岡 県 にお 住 まいの方 もぜひご
利用ください︒
■場所 中津市役所 別棟２階

無料相談日程

10

■日 時 6月8日(月)、9日(火)、15日(月)
10時〜12時
■場 所 豊前市総合福祉センター
福祉課障害者福祉係 ☎82-1111

情 報 の ひろば
こちらに掲載の内容は、新型コロナウイルス感染拡大防止等の為、
中止又は延期となる可能性があります。事前にお問い合わせください。

「豊前市観光まちづくり
企画提案事業補助金」のお知らせ
観光まちづくりを推進していくため、観光誘客や、市民と市外在住者との交流機会を生み出すような創意工
夫に溢れた事業を自ら企画・実行しようとする方々に向けて、その活動をサポートする補助金を交付します！
１．対象者

豊前市内に活動拠点を有し、代表者や活動・経理体制等が明確である団体等を対象とします。

２．対象事業

地域住民の自助努力を基本とし、豊前市の観光まちづくり推進に高い効果が期待でき、かつ年度内に終了
する事業を対象とします。
ただし、交付は事業内容に関わらず1団体につき1回限りとなります。

３．補助金額

補助金額の上限は10万円（補助率10分の10）で、その範囲内で所要額を交付します。なお、当該事業にそ
の他の補助金や寄附金、売上金等の収入がある場合は、当該収入を控除した額が補助の対象となります。

４．対象経費

人件費や広告費、消耗品等、当該事業実施に直接関わり、かつ領収書等により確認できる経費が対象とな
ります。

５．申請の流れ 豊前市公式ホームページより申請書類（指定様式）をダウンロードして、必要事項をご記入後、9月4日
（金）までに豊前市役所商工観光課に提出してください。
その後、第三者により構成された選定組織による審査を経て交付団体を決定したのち、10月下旬までに書
面により通知します。
６．問合せ

商工観光課 観光振興係

☎ 82-1111（内線1173・1174）

職業訓練講座の開講
※各講座とも
豊前地区職業訓練協会
定員になり次第締め切ります。 ☎0979-82-1511

◆訓練実施場所：各講座とも豊前地域職業訓練センター（豊前市大字八屋１９２６番地）

①【アーク溶接特別教育】

■訓練期間：7月1日〜3日（水〜金）
■費
用：受講料15,700円 別途テキスト代1,100円
■定
員：20名

イベントの中止について

②【フォークリフト運転技能講習】

●枝川内あじさい祭り
【問合せ】岩屋活性化センター
☎88-2002

③【介護支援専門員（ケアマネ）】

●第30回豊前市ホタル祭り
【問合せ】豊前市ホタルと自然を守る会
中嶋☎090-8405-0051

■訓練期間：7月7日〜10日（火〜金）
■費
用：受講料20,900円又は33,000円 別途テキスト代1,650円
■定
員：30名
■訓練期間：7月1日〜9月23日（毎週水曜）
■費
用：受講料26,180円 別途テキスト代必要
■定
員：30名

④【商業簿記3級】

■訓練期間：8月5日〜11月11日（毎週水曜）
■費
用：受講料31,420円 別途テキスト代必要
■定
員：20名

夜間の納税・税金相談
夜間納税窓口を開設しています。
また、事情により納付が困難な人のご相談もお受けしています。
日

時

6月18日(木）
17時〜20時

場

所

市役所税務課収納対策係
（1階 7番窓口）

取扱税目

市県民税、固定資産税、軽自動車税、
法人市民税、国民健康保険税

納付書

お持ちの方はご持参ください。
※再発行もできます。

■問合せ

税務課 収納対策係

☎82-1111(内線1194・1195)

6月納期限のお知らせ
市県民税･特徴(R2年5月分) 6月１0日(水)
市県民税･普徴(1期)
6月30日(火)
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新型コロナウイルス
拡大防止のため

広報豊前
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青少年育成に関する
事業の中止について
●東松島復興体験学習（例年8月）
概要）市内在住の小学生対象の事業で、友好都
市を結んでいる宮城県東松島市を訪れ、東日本
大震災からの復興を体験学習するもの。

【問合せ】学校教育課 学校教育係
☎82-1111
（内線1216・1217）
●豊前市海外ホームステイ事業（例年10月末）
概要）市内在住中学生対象の事業で、米国ハワ
イ州でのホームステイ研修を行うもの。

【問合せ】総合政策課 総合政策係
☎82-1111
（内線1339・1391）

梅雨を迎えるにあたってのお知らせ
●ため池・井堰等の管理者の皆様へ

梅雨を迎えるにあたり、台風や集中豪雨による水路の氾濫により家屋の浸水や田畑の

冠水が度々起きています。

そこで、被害を未然に防止するためにも、台風や集中豪雨が予想される時は、下記の項

目について事前に点検して頂きますようお願いいたします。何卒、
ご協力の程よろしくお願
い申し上げます。

◎災害が予想される時の点検事項

①ため池の余水吐及び井堰の洪水吐の機能確保
②ため池流域内の危険な流木や排水路内の障害となる異物の撤去
③洪水の流入のおそれのある用水路の取水口の閉鎖
④用水路の取水のための“からと”等の撤去

※ただし、大雨等による増水時にため池や井堰等の点検や応急措置等を行うことは、大変危険を伴いますので、近寄らないでください。

【問合せ先】 建設課

農林土木係

☎８２−１１１１
（内線１１３７）

●崩壊箇所等を発見した場合は、速やかにご連絡ください。
大雨や長雨等で地盤が緩んだ場合、土砂災害や河川・水路の護岸の崩壊等が考えられます。

降雨後、崩壊箇所等を発見した場合は、速やかに市役所建設課までご連絡ください。

また各区長さんにおかれましては、降雨後のパトロールのご協力を出来る範囲で構いませんの
でお願い致します。

その際安全には、細心の注意を払っていただき、
くれぐれも怪我の無いようにお願い致します。

【連絡先】 建設課

建設土木係・農林土木係

☎８２−１１１１
（内線１１３１・１１３７）

道路にはみ出している樹木は剪定など管理を！

最近、
樹木の枝の張り出しや倒木により、
車や歩行者の通行障害になっていることによる苦情が多く寄せられています。
これら
を要因に事故が発生した場合には、
当該樹木の所有者に損害賠償を求められることがあります。普段の管理はもとより、
強風や
大雨の後には、
特に注意されるようお願いします。
自宅に庭木などがある場合には、
定期的な剪定などのご協力をお願いします。

●庭木は、道路にはみ出すことで歩道や狭い道路がますます狭くなり、通行の支障になります。
●山林の樹木は、道路にはみ出ていることで車高の高い車が当たり、大変危険です。
枯れている木は、倒木の危険があります。
●竹やぶは、雪や雨が降ると道路にはみ出ることで通行の支障になり危険です。
（現況がそうでなくても、そのおそれがある場合は早めに対応するよう心がけましょう。）

道路・水路などに隣接して、塀やフェンスなどの
工作物を設置する際は「境界立会い」を！！
官民境界
市道及び法定外公共物（里道・水路）
は地域住民の方々が利用するための大切な施設です。
「境界立会い」をすることは、
「市民の財産」である市道及び法定外公共物（里道・水路）の管理を行うための
重要な行為とともに、皆様の財産管理にも役に立ちます。
そのため、市道及び法定外公共物（里道・水路）
の「境界確定」をする際は、
「境界明示申請」をお願いします。
「境界立会い」を行う場合、
「土地家屋調査士」や「測量士」等の有資格者による「測量」を行い、
その結果を
民地
官地
もとに、市と利害関係者とで確認を行います。
また、道路・水路占用（道路下の管埋設や、水路上部の蓋掛等）
を伴う場合は、道路・水路占用許可申請書の提出が必要となります。

※境界確定は、財産の所有者を市が保証する行為ではありません。

【連絡先】 建設課

維持対策係 ☎82-1111（内線1134・1135）
広報豊前

2020

6月号
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防災ラジオの受け取りは済んでいますか？
４月より運用を開始した防災ラジオですが、配布対象となる世帯及び企業・事業所で受け取りが済んでいな

い場合は、平日８時３０分から１７時００分まで豊前市役所２階総務課で無償配布（貸与）
しております。
配布対象

豊前市に住所を有し、
かつ、居住している世帯
豊前市内の企業・事業所

配布台数

１世帯に１台
１企業・１事業所に１台

必要なもの

世帯：身分証明書（免許証や保険証など）、認め印
企業・事業所：代表者印

※申請書は豊前市ホームページよりダウンロード可能です。

【防災ラジオの概要】

屋外の防災行政無線と同じ内容を放送します。
豊前市からの放送を受信すると、
自動的に放送がはじまります。
最新の放送が１件自動録音されます。
録音内容を確認する場合は、聞き直しスイッチを押してください。

（新規の放送が録音されると、中央上部の照明が赤く点滅しますが、
聞き直しスイッチを押して、録音内容を確認すると点滅が解除されます。）
災害時等の緊急放送は、
自動的に最大音量となります。
ＡＭ／ＦＭラジオとしてもお使いいただけます。

これからの季節は、
大雨・台風に注意！
“いざという時のため”事前の準備と適切な行動を・
・
・
・
知る・学ぶ

災害は、
「いつ」
「どこで」おこるかわかりません。
平時から、
防災意識を高めて、
万全の準備をお願いします。

〇自分の住んでいる地域が、
どのような災害の危険があるのかを確認しておきましょう。
〇緊急避難場所・指定避難所を確認しておきましょう。
〇災害情報の入手方法や避難方法等を確認しておきましょう。

「豊前市防災マップ」を活用しましょう。
○平成２８年３月に防災マップを全戸配布しています。
災害に備えての基礎知識や事前準備など防災情報が記載されています。
「防災マップ」を身近なところに置き、
いざという時に確認しましょう。
※「防災マップ」をお持ちでない方は市役所までお越しください。

考え・行動する

災害の種類や規模に応じて、
また、現在住まれている場所、
その時の状況によりとるべき行動が変わります。

〇気象情報や周囲の状況を確認し、
危険が迫る前の段階で自主避難を検討しましょう！
〇集中豪雨や長雨では、
急な河川の増水や土砂災害の危険が一気に高まります。
特に屋外への避難が難しい場合は、
屋内の２階（水害時）や屋内の山際より遠い場所
（土砂災害時）に避難するなど最善の安全行動をとりましょう。
○避難する際は、
高齢者や子どもに声掛けして、
地域で助け合いましょう！
○緊急の場合や危機が迫った場合、
どのような避難行動をとるかは、
住民の皆さんに
ゆだねられる場合も少なくありません。
焦らず
落ち着いて 行動ができるよう、
いつか自分もという気持ちをもちましょう。

避難所の開設

大型台風の接近や大雨等が予想される場合には、事前に市内１１地区の
公民館及び中央公民館、青豊高校多目的集会所、市役所を開放しています。
その後、
災害の規模に応じて、
小・中学校の体育館を随時開設します。
また、
地震や火災
などの予測が難しい災害では、
その規模・その時の状況に応じて避難所を開設します。
〇自主避難の際には、簡単な食べ物・飲み物を準備しましょう。

【お問合せ】総務課 防災安全係
19

広報豊前

2020

6月号

☎８２−１１１１（内線1334・1335）

定住促進住宅
２戸１改修住宅入居者募集
２戸（２ＤＫ）
の住宅を１戸（２ＬＤＫ＋Ｓ）
にまとめることで、
多人数家族に対応できる住宅にしました。お風呂・流し
台・洗面台・便器などを一新。和室２間をこの地域特産の
京築ひのきを使ったフローリングに仕上げています。居住
面積は、
７９．
６６㎡
（２４坪）現行の２ＤＫ
（３９．
８３㎡）
３ＤＫ
（５３．
８４㎡）
に比べ、
４８％〜１００％アップ。市営住宅の中
で一番広い住宅となっています。

先着順です。希望者は、お早めにご相談ください。
家

賃

35,000円

対象となる新婚世帯は、助成金の交付申請書の提出日において、婚
姻届の提出日から1年以内の方で、次の要件すべてに該当する方です。
平成24年4月1日以降に新たに市内の民間賃貸住宅の契約をし、
入居した方であること。※公営住宅の入居者は対象になりませ
ん。

子育て割引（１８歳以下）
１名時 −3,000 円 2名時 −4,000 円 3名時 −5,000 円

32,000 円

31,000 円

30,000 円

募集住宅

定住促進住宅１棟５０３号
（１棟５階）
２LDK＋S（７９．６６㎡）
豊前松江駅徒歩１２分

募集要件

５０歳以下の夫婦とその家族。
但し、豊前市職員及び定住促進住宅入居者はのぞく。

お問合せ

都市住宅課 住宅係
☎８２−１１１１（内線１２７６・１２７７）

農家のみなさんへ

農地の適正管理をおねがいします
〜あなたの農地は大丈夫？〜

●『田んぼ（畑）に雑草が伸びている！』毎年、農業委員
会へ苦情が寄せられます。農地が荒れると、害虫の発
生・花粉の飛散・景観の悪化…等々、周辺農地の耕作
者や住民に迷惑をかけます。ごみの不法投棄を招い
たり、借り手が見付からなくなる等、所有者にとっても
不利益となります。
定期的な草刈を行うなど、農地の適正管理にご協力
お願いします！
●トラクター等農耕車両から落ちた泥や土のかたまり
は、速やかに除去・清掃をお願いします…道路に落ち
た泥は交通の妨げになり、交通事故の原因となる場
合もあり危険です。ご理解のうえご協力お願いします！

豊前市農業委員会事務局
☎82―1111
（内線１１５１・１１５２）

農業用廃ビニール等の一斉回収について
回収日

対象地区

６月２5日（木）

角田・山田・八屋・千束・大村・黒土

６月２6日（金）

三毛門・宇島・横武・合河・岩屋

◆回収時間
いずれも午前９時３０分から午後２時まで
◆回収場所
才尾カントリーにて重量を測定のうえ、回収いたします。
◆注意事項
・塩化ビニールとポリビニールは必ず区別してください。
・梱包の際、肥料袋やハウスバンド、針金などの異物が混入し
ないよう気をつけてください。
・泥土の付着は、なるべく落としてください。
・梱包は、長さ５０〜１００センチ、幅３０〜５０センチにして、２
〜３ヶ所結束してください。
・肥料袋は中を軽く水洗いし、匂いの残らないようにしてくだ
さい（回収できない場合があります）。
・肥料袋・畦シート・育苗箱などは、それぞれひとまとめにして
異物が混入しないよう気をつけてください。
○回収料金は１０㎏あたり６００円ですが、補助がありますの
で、実質負担は１０㎏あたり２００円です。
○豊前市内に住民票がある農業者の方が対象ですので、市外
の方は持ち込まないようお願いします。
※ご印鑑を忘れずにお持ちください。

◆問い合わせ先
農林水産課農業振興係 ☎８２-1111（内線１１４６）
ＪＡ福岡京築豊前アグリセンター ☎８２-８７２３
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夜間・休日の救急診療（相談） 地域おこし協力隊通信
豊築休日急患センター

ん
藤井 靖久 さ

☎ 82-8820

日・祝

●内 科／９時〜22時(受付21時30分まで)
●小児科／９時〜22時(受付21時30分まで)
●歯 科／９時〜17時30分

今年の４月より大西地区にあるジビエセンター
にて活動させていただいております藤井と申し

九州歯科大口腔外科医
（口腔がん専門医）
診察予定日
6月7日、
21日

ます。豊前市の現状を知り、ジビエに関する知
識と技術を深められるよう取り組み始め、ひと

新行橋病院

月が経ちました。
この間、新型コロナウイルスの
影響により、活動拠点であるジビエセンターの

☎ 0930-24-8899

売り上げは約１／４程度まで落ち込んでしまっています。

●外科系／9時〜12時、
14時〜17時、
18時〜
※救急の場合は365日24時間体制で診療します。

まだ食べたことのない方も、
ヘルシーで美味しいジビエをぜひお楽しみく

中津市立小児救急センター

これから豊前市で頑張っていきたいと思いますので、
よろしくお願いいた

ださい。
します。

☎ 26-0020

●平日／19時〜22時(受付21時30分まで)
●休日(土・日・休日)／9時〜22時(受付21時30分まで)

豊前ジビエセンターのオススメ商品

中津市民病院小児救急電話相談

ふれあい市場や豊前おこしかけ、
うみてらす等で販売中！
◇鹿肉・猪肉のブロック・スライス

☎ 22-6535

◇ジビエウインナー・フランク
（豊前とうがらし入／無）

毎日22時〜翌朝8時30分までの時間帯で、
お子さんの急な病気などで心配な時はご連絡ください。

◇ボロニアソーセージ
店頭販売はしておりませんが、
ペット用鹿ジャーキーも好評です。

福岡県救急電話相談・医療機関案内

24時間受付
＃を押して

〈商品のお求め・お問合せ〉
豊前ジビエセンター
営 9：00〜17：00 ⃞
休 土・日・祝日
⃞
豊前市大字大西８５４−１
TEL/FAX ０９７９−５３−９７７７
E-mail buzengibier@titan.ocn.ne.jp

年中無休

救急車の利用や最寄りの医療機関に
ついてアドバイスします。

救急車？病院？迷ったら

7119 または 092-471-0099

議会をパソコンや携帯電話等で
視聴しましょう
市議会の様子を知る最もよい機会です。
本会議については、
インターネット中継をしております。
議会に関する情報については、豊前市公式ホームページ
「豊前市議会」
に掲載しておりますのでご覧ください。

☆豊前市議会事務局☆ TEL 0979-82-1111（内線1311・1312）

6月議会日程表（予定）※10時より開催予定ですが、変更になる場合があります。
日

時

会

6月 3日（水）
6月4日（木）〜9日（火）

議

本会議

備

考

開会、会期の決定、議案上程、提案理由説明

休会

議案審査

6月10日（水）

本会議

一般質問

6月11日（木）

本会議

一般質問

6月12日（金）

本会議

一般質問

6月15日（月）

委員会

6月１6日（火）

委員会

6月17日（水）

委員会

6月18日（木）

委員会

6月19日（金）

休会

6月22日（月）

本会議
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「議会を傍聴する会」
からのお知らせ
議会を傍聴してみて、市政は
動いていることを実感します。一
人でも多くの市民が議会に関心
をもつことが大切だと思います。
※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、変更となる場合が
あります。

○6月議会をぜひ、
一緒に傍聴してみませんか
日時／6月議会
一般質問の初日
１０：００〜
集合場所／市役所１階ロビー
集合時間／９：５０

○「議会を傍聴する会」定例会
予備日
委員長報告、質疑、討論、採決

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、議会の傍聴を中止する場合があります。また、
議会日程については変更になる場合がありますので、議会事務局にお問い合わせください。
21

Vol.32

日 時／毎月第２火曜日
１３：３０〜１４：３０
場 所／ハートピアぶぜん
２階講習室４
参加費／無料

お問合せ：宮川 ☎82-8649

発行／豊前市役所総合政策課総合政策係 〒８２８ ８-５０１ 福岡県豊前市大字吉木９５５番地 ０９７９︵８２︶１１１１ 印刷／築上印刷︵有︶この広報誌は︑再生紙を利用しています︒
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国勢調査 調査員募集

全国一斉による国勢調査が、令和２年１０月１日を基準日に実施されます。

国勢調査は、
日本国内にふだん住まれているすべての人
（外国人を含む）
が対象世帯となる最も重要な統計
調査の一つであり、本市では約１万１千世帯が対象となり、
１３０人の調査員が必要となります。統計調査員は
初めての方、
また経験者を問わず大歓迎です。是非、市民の皆様のご協力とご連絡をお待ちしております。
※調査担当地区、担当調査区数についてはご希望に添えない場合があります。

対象者

報

●原則として２０歳以上の方で、以下の期間中に最後ま
で調査事務を遂行できる方
●警察、選挙に直接関係のない方
●調査で知り得た情報など、個人情報を保護できる方
●暴力団員又は暴力団密接関係者でない方

主な仕事
●調査員事務の説明会参加
（目的や方法等を確認します）
●担当する調査区の世帯に対し調査票の配布・回収
（未提出者への督促を含む）
●調査票の内容確認、
その他

調査期間
●８月中旬頃〜１０月下旬頃を予定しています。

応募方法・期限
●電話にて、住所・氏名・性別・生年月日・電話番号をお知
らせください。
●期限：６月３０日
（火）
まで
※定員に達しましたら終了いたします。
【連絡先】

総合政策課 企画管理係（市役所２階 22番の窓口）

☎０９７９−８２−１１１１
（内線１３４３・１３４４）

新型コロナウイルス感染症対策として、市では５月１６日から除菌効果
のある微酸性次亜塩素酸水の無料配布を行っています。手指やドアノ

﹁広報豊前﹂
が
無料アプリで毎月
スマホに届きます︒
はこちらから

●国の基準に沿った報酬が支払われます。
１調査区を担当した場合
３０，
０００円〜４０，
０００円程度
２調査区を担当した場合
５０，
０００円〜８０，
０００円程度
（交通費、電話代を含みます）
※担当する調査区の世帯数により金額は増減します。

微酸性次亜塩素酸水の無料配布について
ブ、家具などの除菌にお使いいただけます。
坂本 優奈さん
［青豊高校３年］

新型コロナウイルスが
一刻も早く終息する
ように願いを込めて
書きました

有料広告募集中！

ダウンロード

酬

○広報誌広告
1枠(縦60mm×横85mm)
5,000円/1回
2枠(縦60mm×横175mm) 10,000円/1回
○公式ホームページバナー広告
5,000円/1ヶ月
■申込・問合せ

総合政策課総合政策係
☎82-1111(内線1339)

広報ぶぜんについて

諸事情により、
ご自宅に広報「豊前」が届かない方は、恐れ
入りますが、最寄りの市施設（市役所、地区公民館等）
にて
入手してください。
（ご自宅への配布につきましては、行政区・隣組に加入することにより
配布されます。）

配 布 日 時：平日９時〜16時
（当面の間）
配 布 場 所：市役所正面玄関前
配布対象者：市民及び市内事業所
配 布 上 限：１家庭1ℓ、
１事業所２ℓ
使 用 期 限：約２週間〜概ね1ヵ月
必要な方は、きれいに洗浄したペットボトルなどの
容器を持参してください。
できるだけ多くの方に配布するため１日１回までと
させていただきます。

【お問合せ】総務課 人事秘書係

微酸性次亜塩素酸水生成装置

☎82−1111
（内線1333）

