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駐車場

8月4日（土） 18：00～22：008月4日（土） 18：00～22：008月4日（土） 18：00～22：00
荒天の場合は、8月6日（月）に延期（18：00～22：00）荒天の場合は、8月6日（月）に延期（18：00～22：00）荒天の場合は、8月6日（月）に延期（18：00～22：00）

①日鐵住金建材（教校）駐車場
②マルショク駐車場

③八屋中学校駐車場
④宇島漁港臨時駐車場

下記の駐車場は、各企業のご協力によりお借りして
おりますので、マナーを守ってご利用ください。

花火大会交通規制

九州電力発電所

駐車禁止
駐車禁止規制区域

車両進入
禁止区域

←帰る経路

←帰る
経路

帰
る
経
路
↓

至 北九州方面
①日鐵建材①日鐵建材①日鐵建材

③八屋中学校③八屋中学校③八屋中学校

②マルショク②マルショク②マルショク
宇島小学校

至 中津方面

④宇島漁港④宇島漁港④宇島漁港
車両進入禁止

車両進入禁止

宇島駅

打上げ場所打上げ場所打上げ場所

←帰る経路

花火大会終了後　　踏切は通行できませんので、
お車でお越しの方は、「帰る経路」でお帰り下さい。

大会本部

立入禁止区域

交通規制は当日変更になる
場合がありますので、
誘導看板に従って下さい。

第51回第51回第51回 豊前名物豊前名物豊前名物

主催 ： 豊前中央通り商店街振興組合主催 ： 豊前中央通り商店街振興組合主催 ： 豊前中央通り商店街振興組合
共催 ： 豊前商工会議所青年部、豊前商工会議所女性会、豊前市ＴＭＯ、楡志会共催 ： 豊前商工会議所青年部、豊前商工会議所女性会、豊前市ＴＭＯ、楡志会共催 ： 豊前商工会議所青年部、豊前商工会議所女性会、豊前市ＴＭＯ、楡志会

日時

場所

B A

A B シャトルバス乗降場所

土曜夜市&ビックリ夏祭り土曜夜市土曜夜市&ビックリ夏祭り土曜夜市&ビックリ夏祭り土曜夜市&ビックリ夏祭り土曜夜市土曜夜市&ビックリ夏祭り土曜夜市&ビックリ夏祭り
豊前の夏の名物「土曜夜市」。今年も「みなと祭り花火大会」と同日開催です。
お得な飲食用チケット（1,500円分→1,000円）前売り販売中！数に限りがありますのでお早めに！
豊前の夏の名物「土曜夜市」。今年も「みなと祭り花火大会」と同日開催です。
お得な飲食用チケット（1,500円分→1,000円）前売り販売中！数に限りがありますのでお早めに！
豊前の夏の名物「土曜夜市」。今年も「みなと祭り花火大会」と同日開催です。
お得な飲食用チケット（1,500円分→1,000円）前売り販売中！数に限りがありますのでお早めに！

※豊前商工会議所青年部まで（電話：0979-83-2333）※豊前商工会議所青年部まで（電話：0979-83-2333）※豊前商工会議所青年部まで（電話：0979-83-2333）

8月4日（土） 17：00～21：008月4日（土） 17：00～21：008月4日（土） 17：00～21：00
中央さくら通り～駅前ふれあい通りの歩行者天国中央さくら通り～駅前ふれあい通りの歩行者天国中央さくら通り～駅前ふれあい通りの歩行者天国

豊前中央通り商店街振興組合　
電話 0979-83-2122（佐藤酒店）
豊前中央通り商店街振興組合　
電話 0979-83-2122（佐藤酒店）
豊前中央通り商店街振興組合　
電話 0979-83-2122（佐藤酒店）問合せ問合せ問合せ

←帰る経路
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開催日 8月4日（土）開催日 8月4日（土）開催日 8月4日（土）

第60回 第60回 豊前市豊前市第60回 第60回 豊前市豊前市第60回 豊前市

みなと祭りみなと祭りみなと祭りみなと祭り

ご協力お願い致します。

1．

2.

3 .

4 .
5 .

※ 荒天の場合は、8月6日（月）に延期します。※ 荒天の場合は、8月6日（月）に延期します。※ 荒天の場合は、8月6日（月）に延期します。
宇島港入港の船舶・漁船は、花火大会の時間帯（午後7時30分から午後9時30分まで）は保安距離
内の「航行・停泊」が規制されます。
花火大会の当日は交通規制（午後6時00分から午後10時00分まで）を行います。警察・交通指導
員の指示に従って通行してください。
会場付近には、駐車場が少ないため、公共交通機関又は相乗りなどでお越しいただくなど協力をお
願い致します。（宇島漁港臨時駐車場から会場付近まで無料シャトルバスを運行します）
花火の不発や火薬等を見つけた場合には、すぐに主催者・警察等にお知らせください。
迷子・ケガなどの場合は、主催者に届け出てください。

3,000発3,000発3,000発3,000発3,000発

行事日程表行事日程表行事日程表
みなと祭り祈願式典 午前10：00～
 　　宇島神社
水難救助殉職者慰霊祭 午前10：40～
 　　宇島神社
船舶行進・豊漁祭 午前11：20～
 　　宇島港周辺

●式典関係

～
社

辺
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平成２３年
ふるさと納税（豊前市応援寄附金）寄附状況

平成２３年
ふるさと納税（豊前市応援寄附金）寄附状況

平成２３年
ふるさと納税（豊前市応援寄附金）寄附状況

寄附をいただいた方
・ 村田　清作　さま（静岡県御殿場市）
・ 戸成　正憲　さま（福岡県築上郡）
・ 大邊　一三　さま（神奈川県綾瀬市）
・ 中野　栄二　さま（神奈川県横浜市）　　　
・ 森重　透　　さま（東京都府中市）     ふるさと豊前市、お元気で。
・ 湯沢　勝信　さま（東京都中央区）
・ 大名　幸一　さま（広島県三原市）
・ 末吉　俊幸　さま（埼玉県吉川市）     豊前市民の医療・福祉が充実されるよう
　　　　　　　　　　　　　　　　  また、市の自然環境保全を願っております。
・ 福島　穆　　さま（東京都多摩市）
・ 夕田　宜功　さま（福岡県行橋市）
・ 千葉　肇　　さま（神奈川県横浜市）  市長がんばってください。
・ 加藤　敬明　さま（愛知県名古屋市）　　　
・ JA福岡豊築豊前地区女性部　さま（福岡県豊前市）
・ 非公表　　　２８名
※寄附者のお名前、住所地は申請書に基づき、ご本人の了承を得て公表しています。

　計画停電につきましては実施しないことが原則ですが、気温の急激な上昇や想定外の事態により、節
電を行ってもなお電力需給のひっ迫が解消されず、実施せざるを得ない状況になった場合には実施を
決定することとしています。
　市民の皆様には、万が一の際の計画停電に備えていただくとともに、市民生活及び経済活動に支障
を生じない範囲での節電・省エネのご協力をお願いいたします。

・平成２４年７月２日（月）～９月７日（金）の平日　（ ８月１３日（月）～１５日（水）を除く。）
・午前８時３０分～午後９時までの時間帯
※実施される場合の停電時間は、１日１回２時間程度です。

平成23年中に皆様からいただいた寄附金につきましては、市予算に計上し、一旦「ふるさとづくり応援基金」
に積み立てた後、平成24年度の事業の中でご指定の事業の財源として使わせていただきます。未来へと続
くふるさと納税制度を、まちづくりの重要な手段の一つとして考えておりますので、ふるさとの未来のために、
なお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ふるさと納税寄附金総額
１，４９０，０００円

６．その他市長が特に
　必要と認める事業

5．教育又は文化振興
　に関する事業

4．観光の振興又は
　交流に関する事業

3．医療又は福祉の
　充実に関する事業

2．自然環境の保全に
　関する事業

1．産業の振興に
　関する事業 ４０，０００

２００，０００

３４０，０００

４０，０００

４０，０００

８３０，０００

事業の種類 寄附額（円）寄附
件数

3

11

7

3

3

21

計画停電について

■実施予定期間

実施の可能性がある場合、前日午後６時頃までに、翌日の計画停電実施の予定について九州電力から公表。
当日、電力需給のひっ迫が解消されず、計画停電が必要な場合、実施予定の２時間前までに九州電力から計画
停電実施の公表。

■実施までの手順

■実施される際に準備しておいた方がよいもの
･熱中症防止のための水分補給やポンプの停止等により水道が使用不可能となる場合に備えて、
 飲料水、ドリンク類、保冷剤（氷）の準備、水のくみ置き。
・停電時はテレビ等の使用ができないため、携帯ラジオや乾電池、
 携帯電話の準備、充電等の確認。

九州電力（株）
「行橋営業所（コールセンター）」
「臨時受付センター」

☎０１２０－９８６－１０３（終日・２４時間）
☎０１２０－１８７－３３３（平日９時～２０時）

問合せ



対象者（新婚世帯）対象者（新婚世帯）対象者（新婚世帯）

a newly 
　married 
　　couple

対象となる新婚世帯は、豊前市に定住する意思を持ち、家賃の助成を受けるための交付申請書の提出日に
おいて、婚姻（再婚を含む）の届出の日から1年以内の世帯で、次の要件全てに該当する世帯です。
対象となる新婚世帯は、豊前市に定住する意思を持ち、家賃の助成を受けるための交付申請書の提出日に
おいて、婚姻（再婚を含む）の届出の日から1年以内の世帯で、次の要件全てに該当する世帯です。
対象となる新婚世帯は、豊前市に定住する意思を持ち、家賃の助成を受けるための交付申請書の提出日に
おいて、婚姻（再婚を含む）の届出の日から1年以内の世帯で、次の要件全てに該当する世帯です。
①住所を有する新婚家庭で、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となりません。
②年齢が申請日現在で夫婦いずれも満40歳以下であること。
③夫婦ともに助成を受けようとする民間賃貸住宅の所在地に住民登録をしていること。
④本市及び従前の居住地において市税等の滞納が無いこと。
⑤入居後、3年以上居住する予定であること。
⑥その他市長が必要と認めること。

社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、借主（契約者）が会社名義等の本人以外の住宅、及び親族（二親等内の血族・姻族）
の所有又は居住する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く自己の居住の用に供する賃貸住宅
社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、借主（契約者）が会社名義等の本人以外の住宅、及び親族（二親等内の血族・姻族）
の所有又は居住する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く自己の居住の用に供する賃貸住宅
社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、借主（契約者）が会社名義等の本人以外の住宅、及び親族（二親等内の血族・姻族）
の所有又は居住する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く自己の居住の用に供する賃貸住宅

＊民間賃貸住宅とは

月額1万円を最高3年間助成します。ただし*実質家賃負担額が1万
円に満たない場合はその額とします。（千円未満端数切捨て）
月額1万円を最高3年間助成します。ただし*実質家賃負担額が1万
円に満たない場合はその額とします。（千円未満端数切捨て）
月額1万円を最高3年間助成します。ただし*実質家賃負担額が1万
円に満たない場合はその額とします。（千円未満端数切捨て）

随時受付中です。（予算の範囲内で先着順となります。）随時受付中です。（予算の範囲内で先着順となります。）随時受付中です。（予算の範囲内で先着順となります。）

※助成金の交付は、申請のあった翌月分からを、翌年4月にまとめて交付します。

※申請書類は総合政策係に準備していますが、
　豊前市ホームページでもご確認いただけます。

＊実質家賃負担額とは

問合せ問合せ問合せ

助成金の額助成金の額助成金の額

申請受付申請受付申請受付

家賃  －  住宅手当等（住宅手当、管理費、共益費、駐車場使用料等）

豊前市に豊前市に 住もう!住もう!総合政策課 総合政策係
☎８２－１１１１(内線 1339）

(株)サイネックス北九州支店　☎０９３－４５１－２０８５・広告の掲載について
総合政策課　☎８２－１１１１(内線１３３９、１３４３)・「暮らしの便利帳」について
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まちづくり通信まちづくり通信
vol.6vol.6

　7月4日(水）、(株)サイネックスと豊前市との「暮らしの便利帳」協定書
調印式が執り行われました。
　「暮らしの便利帳」とは、市の各種手続きをはじめ防災情報、医療情報、
観光情報などの行政情報を盛り込んだ冊子です。
　豊前市が情報を提供し、（株）サイネックスが印刷・製本と広告募集を行
う官民協働事業で、広告の掲載で費用を賄います。
　1万3千部を作成し、発行は12月頃を予定しています。全戸配布とともに、今後の転入者へ配布し、市民の皆さんの生活
に役立つ情報をお届けします。

問合せ

8月から(株)サイネックスが「暮らしの便利帳」に掲載する広告を募るため市内事業所(団体や商店
など)を訪問します。あらかじめご了承ください。広告について

「豊前市暮らしの便利帳」の発行に係る協定書調印式



総 務課交通防災係からのお知らせ

豊 前市消防団に新たに女性消防団員が加わりました。

　豊前市では、災害から市民の生命や財産を守るため、迅速かつ確実な防災情報伝達基盤のあり方
を見直し、平成２４年度市内全域に防災行政無線の整備を行います。
　これまでは、災害等危険性がある場合、各公民館や集会所などに設置されているサイレンを鳴らす
ほか、市の広報車、消防団などによる呼びかけにより市民の皆様に情報伝達を行ってきました。
　このような整備では、東日本大震災のような災害が起こった場合、市民の皆さんに対し瞬時に情報
を伝達することが出来ません。
　防災行政無線は、災害時に市民に対して
防災や避難に関する情報を屋外拡声子局
（スピーカー）や戸別受信機を通して、直接
音声放送などで情報伝達を行う設備です。
　屋外拡声子局設置周辺の方々には、音量
でご迷惑をお掛けしますが、市民への防災
情報伝達には欠かせない設備になりますの
で、ご理解とご協力をお願いいたします。

　本市では、以前より女性消防団員の募集を行っており、このたび２名の女性消防団員が入団しました。
　女性の持つソフトな面をいかした、被災者へのケア、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指
導、住宅用火災警報器の普及促進等また、今後は消火
活動や後方支援、操法訓練にも参加していきます。地
域に貢献したいという彼女達の活躍が期待されます。
　今後も女性消防団員を募集いたしますので、消防団
活動を通じて地域に貢献したい方、やる気のある方は
市役所総務課交通防災係または、お近くの消防団まで
ご連絡ください。

　本市では、以前より女性消防団員の募集を行っており、このたび２名の女性消防団員が入団しました。
　女性の持つソフトな面をいかした、被災者へのケア、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指
導、住宅用火災警報器の普及促進等また、今後は消火
活動や後方支援、操法訓練にも参加していきます。地
域に貢献したいという彼女達の活躍が期待されます。
　今後も女性消防団員を募集いたしますので、消防団
活動を通じて地域に貢献したい方、やる気のある方は
市役所総務課交通防災係または、お近くの消防団まで
ご連絡ください。

　本市では、以前より女性消防団員の募集を行っており、このたび２名の女性消防団員が入団しました。
　女性の持つソフトな面をいかした、被災者へのケア、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指
導、住宅用火災警報器の普及促進等また、今後は消火
活動や後方支援、操法訓練にも参加していきます。地
域に貢献したいという彼女達の活躍が期待されます。
　今後も女性消防団員を募集いたしますので、消防団
活動を通じて地域に貢献したい方、やる気のある方は
市役所総務課交通防災係または、お近くの消防団まで
ご連絡ください。

豊前市防災行政無線・拡声子局（スピーカー）設置予定箇所

※地区によって設置箇所が変更になる場合があります。

地区
岩屋
岩屋
岩屋
岩屋
岩屋
岩屋
岩屋
合河
合河
合河
合河
合河
合河
合河
横武
横武
横武
横武
横武
角田
角田

大河内原集会所
岩屋活性化センター
枝川内集会所
戸符集会所
卜仙の郷
求菩提資料館
小谷
大木集会所
合河公民館
大稗集会所
松尾川内集会所
夫婦木集会所
轟集会所
天和集会所
下大西集会所
横武公民館
青畑集会所
挾間集会所
如法寺駐車場
竹ノ下集会所
中村集会所

設置場所（名称） 地区
角田
角田
角田
角田
角田
角田
千束
千束
千束
千束
千束
黒土
黒土
黒土
黒土
黒土
黒土
宇島
宇島
山田
山田

角田駐在所
松江消防車庫
角田公民館
馬場集会所
旧畑小学校
畑冷泉
市役所
豊前消防署（消防本部）
千束中学校
千束公民館
上塔田集会所
小石原集会所
堀立集会所
高田集会所
黒土公民館
鬼ノ木集会所
上小路集会所
宇島漁港
宇島公民館
道の駅「豊前おこしかけ」
迫集会所

設置場所（名称） 地区
山田
山田
山田
山田
三毛門
三毛門
三毛門
三毛門
三毛門
三毛門
三毛門
八屋
八屋
八屋
八屋
八屋
八屋
八屋
八屋
八屋

山田公民館
梶屋集会所
内尾集会所
上鳥越集会所
出屋集会所
三毛門団地
三毛門公民館
久松集会所
沓川集会所
市丸消防車庫
清水町集会所
横屋橋
豊前市浄化センター
中央公民館
明神公民館
上町団地
市民体育館
八屋公民館
大村公民館
多目的文化交流センター

設置場所（名称）

太田 有香さん 長谷川 由衣さん
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屋外拡声子局 戸別受信機
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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わせください。
【生活環境課廃棄物対策係　TEL0979-82-1111　内線1153】

8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。
※夏期（７月～９月）の祝日は、各地区の該当収集品目のみ収集します。

※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。

【ごみ収集】

【し尿汲取り日程】
平常通り収集します。

お盆前の申し込み受付は８月８日（水）まで
です。連休前は、大変混雑しますので出来る
だけ早めの申し込みをお願いします。

生ごみを出す場合は、水気をし
っかり切るようにして下さい。ま
た、袋を二重にしたり、新聞紙で
包むなどして、直接指定袋には
入れないようにしましょう。

８／６（月）

～１０（金）
平常通り収集

８／１１（土） 午前中のみ収集

８／１２（日）

８／１３（月）

～１５（水）

休み

お盆休み

８／１６（木） 平常通り収集

（株）豊前清掃社 TEL 83－2634
FAX 82－3749

ごみは当日の朝８時30分まで
に出しましょう。

●

自分が出したごみには責任を
持ちましょう。

●

お買い物には、マイバッグを持
参しましょう。

●
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すこやか医療

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
！

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
●国民健康保険に関すること
●後期高齢者医療・公費医療に関すること

（⑤番窓口） 内線1207・1291
（④番窓口） 内線1204・1208

医療費が高額になる方へ医療費が高額になる方へ医療費が高額になる方へ医療費が高額になる方へ

ひとり親家庭等医療・重度障害者医療を受けている方へひとり親家庭等医療・重度障害者医療を受けている方へひとり親家庭等医療・重度障害者医療を受けている方へひとり親家庭等医療・重度障害者医療を受けている方へ

医療機関の窓口で支払う医療費が高額になる場合、医療機関の窓口に『限度額適用認定証』また
は『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示すると、支払いが高額療養費の自己負担限度額ま
でですみます。また、非課税世帯の方は、食事代も減額されます。申請した月からの認定になりま
すので、該当される方は申請して認定証の交付を受けてください。

今お持ちの医療証の有効期限は、平成24年9月30日までです。更新手続きの案内をお送りして
いますので期間内に手続きをしてください。手続きが遅れると、10月以降の医療証は交付できま
せん。詳しくはお送りしている案内をご覧ください。

○豊前市国民健康保険に加入している70歳未満の方で、平成24年度住民税（市民税）が課税されている
　世帯の方。世帯主および加入者が課税されている場合です。
注）国民健康保険税の滞納がある場合は交付できません。

特定健診・がん検診を受けましょう特定健診・がん検診を受けましょう特定健診・がん検診を受けましょう特定健診・がん検診を受けましょう特定健診・がん検診を受けましょう

『限度額適用認定証』の交付を受けられる方

○豊前市国民健康保険に加入している75歳未満の方で、平成24年度住民税（市民税）が課税されてい
　ない世帯の方。世帯主および加入者全員が非課税の場合です。
○平成23年8月1日～平成24年7月31日までの間に９０日以上入院している方は、入院期間が確認でき
　るもの（入院時の領収書、病院の証明など）を一緒にお持ちください。食事代がさらに減額される場合
　があります。
注）国民健康保険税の滞納がある場合は「標準負担額減額認定証」（食事代の減額）のみの交付となります。

『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けられる方

■手続きに必要なもの
■申請受付開始日
■申請窓口

国民健康保険証・認印
8月1日（水）～
市役所1階 ⑤番窓口

・・・・・
・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■手続きに必要なもの

・・・・・

・・・・・

・・・・・

○受給資格更新申請書（お送りした案内に同封しています）
○受給している方の健康保険証（ひとり親医療を受けている方は子供さんの分も必要です）
○障害者手帳（障害者医療を受けている方のみ）
○養育費等に関する申告書（ひとり親医療を受けている方のみ）
○認印
○その他、案内に書いている必要書類

■受付期間 8月1日(水)　～　8月31日(金)　　8時30分～17時
※土日は除く。ただし8月26日（日）は手続きできますので、ご利用ください。

■受付窓口 市役所1階　④番窓口
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　特定健診は、豊前市国民健康保険に加入されている40～74歳の
方が対象です。
総合福祉センターで受ける事が出来る集団健診と、特定健診実施機
関で9月1日から受ける事が出来る個別健診とがあります。
　集団健診では、同時にがん検診（別料金）も受ける事が出来ます。
　がん検診は、 国民健康保険に加入していない方でも受けられます。

　糖尿病や高血圧などの生活習慣病の多くは、かなり進行していても自覚症状がないことから、特定健診など
の検査を受けていないと早期に気づくことができません。 
その結果、気づいた時には高額な治療費が必要になってしまいます。 
　たとえば、糖尿病を発症し、腎症などのさまざまな合併症を併発した場合、人工透析では年間約５００万円
かかります。また高血圧から心筋梗塞や脳卒中などを発症し、手術となった場合、約４００万円の医療費が必
要となってしまいます。 
　このような事態にならない為にも特定健診を受診して、病気を早い段階で発見し、生活習慣病を改善するこ
とで、病気の進行を予防しましょう！！

　豊前市の昨年（平成23年度）の特
定健診の受診率は、24.4％となって
おり、平成24年度までに国が示した
65％を達成しなければ、保険者への
ペナルティなどが考えられます。
　つまり、このことは国保加入者の皆
さんの国民健康保険税の増額といっ
た形で返ってくる可能性が大きくなり
ます！！
　特定健診は、料金が500円かかり
ますが、通常7,000円ほどかかる検
査項目を受ける事ができます。豊前市
の特定健診にかかる予算は、脳梗塞
や心筋梗塞の場合の治療費の2～3
人分なのです！重い病気にかかり、自
分の負担も大きくならないようにま
ずは特定健診を受けてみませんか？

特定健診･がん検診を受けましょう特定健診･がん検診を受けましょう特定健診･がん検診を受けましょう特定健診･がん検診を受けましょう特定健診･がん検診を受けましょう

問合せ・申込は、市民健康課健康係　☎８２－１１１１まで

豊前市国民健康保険に加入されている４０歳～７０歳の方へ、お願いです

※健診内容・時間など、詳しくは特定健診のご案内(『市報２月号』の折込チラシ)、又は、８月上旬に対象者の方に
　郵送する特定健診のご案内をご覧ください。

豊前市の今年度
（Ｈ24年）4月～5月までに特定健診を
受診された方の地区別の受診率です。
まだまだ、多くの方が未受診です。

生活習慣病予防と健康づくりのため、
年に一回の健診をお忘れなく。

今すぐ予約を・・・・!!

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

16.216.216.2 12.212.212.2 9.99.99.9 10.310.310.3 11.711.711.7 14.114.114.1 8.48.48.4 16.716.716.7 18.218.218.2 23.023.023.0

角田角田角田 山田山田山田 八屋八屋八屋 宇島宇島宇島 三毛門三毛門三毛門 黒土黒土黒土 千束千束千束 横武横武横武 合河合河合河 岩屋岩屋岩屋

未受診者
受診者
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保健だより
☎82-1111（健康係）まで

乳幼児相談

健康相談

市民健康相談
■日　　時　8月31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、
　　　　　　体脂肪測定（希望者のみ）
■持ってくる物　健康手帳

■日　　時　8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・看護師による育児相談、
　　　　　　離乳食の相談、身体測定等
■持ってくる物　母子健康手帳　　　　　　　　

■時　　間　11：00～12：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター（調理実習室）
★参加希望の方は健康係までお申込みください。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
8月 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

1日(水)
21日(火)

♪参加者募集のお知らせ♪♪参加者募集のお知らせ♪♪参加者募集のお知らせ♪♪参加者募集のお知らせ♪

■受付時間　13：20～１４：00(4ヶ月・7ヶ月)
　　　　　　13：10～１４：00(１歳６ヶ月)
■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）。

■日　　時　8月31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。

妊婦健康相談・母子手帳交付

乳幼児健診
8月 対 象 児
7日（火）
21日（火）

28日（火）1歳6ヶ月健診

7ヶ月児健診
４ヶ月児健診 満４ヶ月児 身体計測、診察

離乳食相談

内 容

身体計測、小児科
歯科診察等

満７ヶ月児
平成22年12月・

平成23年1月生まれの方

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　9月6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？
★参加希望の方は、8月31日(金)までにお申込みください。

健康サポート塾参加者募集
エアロバイク(自転車)やストレッチ体操による健康づ
くり。あなたも参加してみませんか？
■対 象 者　40～64歳の方
■場　　所　豊前市総合福祉センター1階　健康増進室
■日　　程　10月5日(金)からの6ヶ月コースで実施
　　　　　　　(毎週金曜日)(18：00～20：00)
■内　　容　講師による講演、筋トレ、エアロバイクなどの個人
　　　　　　　　 に合わせたプログラムや、年間2回の血液検査等
■料　　金　保険料2,000円　
■定　　員　15名　※人数が集まり次第締め切ります。

個別健康教室
糖尿病、脂質異常症、高血圧の3コースから、保健師や栄養士が一人ひと
りの健康状態に合わせて一対一であなたの健康をサポートします。生
活習慣を予防し、これからも健康に過ごすためにぜひご参加ください。
■対 象 者　特定健診や職場での健康診断で、血圧・糖代謝・脂質
　　　　　　　　  の検査項目で保健指導判定値の方(40～64歳の方)
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■内　　容　9月からの6ヶ月間、日程を調整しなが
　　　　　　　ら血液検査や、保健師、栄養士による個
　　　　　　　別指導、計量実習等を5回実施
■料　　金　計量実習時のみ材料費300円
■定　　員　各コース先着5名

パパママ教室参加者募集
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　9月8日（土）　1３：30～16：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター
■対　　象　妊娠中の女性とその家族
■内　　容　沐浴指導、尿検査、妊婦体験、試食
■持ってくる物　母子健康手帳、上履き
■定　　員　先着10組
★９月６日（木）までに予約が必要です。

親子ふれあい料理教室

■日　　時　8月25日（土）　9：00～13：00
■場　　所　豊前市総合福祉センター(調理実習室)
■対　　象　小・中学生とその家族
★先着12組（定員になり次第締め切ります）
■参 加 費 　１人 ２００円
■持ってくる物　エプロン・三角巾または大きめのハンカチ
★参加ご希望の方は8月20日（月）までに健康係まで
　お申込みください。

料理を自分で作ることの楽しさ、食品を選べる知識などを身
につけることを目標に、親子で参加できる教室を開催します。
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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）
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）
このこの

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　9月3日（月）～8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。8月24日(金)までに健康
係までお申込みください。

予防接種

※ご予約いただいた方に問診票･尿検査のスピッツ・
　大腸がん検診検査セットを事前に郵送します。健
　診の2週間前までにお申込みください。

特定健診 ・がん検診

子宮がん・乳がん検診

★すべての健診が予約制です。

【対象者・料金】
◎特定健診（500円）  定員　100名
　豊前市国民健康保険加入者で40～74歳の方
◎胸部（300円）・大腸がん検診（500円）
　豊前市に住民票のある40歳以上の方
　(昭和48年3月31日以前に生まれた方)
◎胃がん検診（1,000円）  定員　午前60名
　豊前市に住民票のある40～74歳までの方
　(昭和13年4月1日～昭和48年3月31日生まれの方)
◎前立腺がん検診(800円)
　豊前市に住民票のある50歳以上の男性
　(昭和38年3月31日以前に生まれた方)
【持ってくる物】
問診票・国民健康保険証（特定健診を予約された方）・料金・
大腸がん検査容器（申込みされた方）・めがね（必要な方）・
朝一番の尿(特定健診を予約された方)

※8月24日（金）午前中の乳がん検診は定員に達しました。

★予約が必要です。健康係までお申込みください。
　ご予約いただいた方には、事前に問診表を郵送します。

★定員になり次第締め切ります。

■持ってくる物　問診表・料金・めがね(必要な方)

9月15日(土)
9月21日(金)

9：00～１１：00
9：00～11：00

総合福祉センター

日　程 時　間 場　所

子宮頚がん予防ワクチン(HPVワクチン)

■対 象 者　子宮がん検診
　　　　　　（20歳以上の女性で偶数年生まれの方）
　　　　　　例)昭和２、４、６…年生まれ
　　　　　　乳がん検診
　　　　　　（40歳以上の女性で偶数年生まれの方）
　　　　　　例)昭和２、４、６…年生まれ
★奇数年生まれの方で昨年受診していない方も受けることができます。
■料　　金　子宮がん検診（600円）
　　　　　　乳がん検診
　　　　　　40歳代：2,000円（視触診＋マンモグラフィ2方向）
　　　　　　50歳以上：1,400円(視触診＋マンモグラフィ1方向）

■日　　程(子宮がん、乳がんともに)
BCG 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。

■実 施 日 　8月7日(火)、9月4日(火)
              　 14:30～15:00
■対 象 児　生後３～5ヶ月児
　　　　　　　 ※生後6ヶ月を超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。
場　所時　間

総合福祉センター9：00～11：00
山田公民館13：30～14：30
市民会館9：00～11：00
合河公民館13：30～14：30

日　程
8月24日
(金)

8月29日
(水)

三毛門公民館9：00～11：00
総合福祉センター13：30～14：30

9月13日
(木)

総合福祉センター9：00～11：00
13：30～14：30

9月29日
(土)

締め切り

8月10日

8月17日

9月3日

※乳がん検診は豊胸手術をされている方、ペースペーカー、脳内
　シャントカテーテル、植え込み型留置カテーテルを入れている
　方、授乳中の方は受診できません。
※妊娠中の方で子宮がん検診を希望される方は、医療機関での
　検診をおすすめします。
■定　　員　子宮がん：各会場80名　乳がん：各会場60名

■助成期間　平成24年4月1日～平成25年3月31日まで
■助成方法　上記助成期間内に実施医療機関で接種した際、
　　　　　　　 　医療機関窓口での自己負担を無料とします。
■対 象 者　中学1年生～高校1年生の女子（平成8年
　　　　　　　4月2日～平成12年4月1日生まれ）
★ただし、17歳となる女子（平成7年4月2日～平成8年4月1日生ま
　れ）について、平成２3度中（平成24年3月31日まで）に1回でも接
　種を受けている場合は平成24年度も助成対象となります。
※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。
■接種回数　合計3回
■予約方法　希望される医療機関に直接予約してください
■持っていく物　母子健康手帳、同意書(署名・印鑑)をお持ち
　　　　　　　になり、保護者同伴で行かれてください。
★同意書は健康係（総合福祉センタ－内）もしくは医療機関にあります。



わが母の記

New Book

井上　靖/著【講談社】
枯葉ほどの軽さの肉体、歩んできた長い人
生を端から少しずつ消しゴムで消していく
母。老婆の母の姿を愛惜をこめて綴る３部
作。２０１２年４月公開の同名映画の原作。

August
201220122012

－新着の棚から－

■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

○(書評）愉快な本と立派な本／丸谷才一・編
○(哲学）10年後も食える人1年後すら食えない人／和田秀樹
○(歴史）百姓たちの幕末維新／渡辺尚志
○(歴史）英国大使の御庭番／濱野義弘
○(商業）仕事の9割は世間話／高城幸司
○(教育）わが子が育てづらいと感じたときに読む本／南山みどり
○(生物）巨大津波は生態系をどう変えたか／永幡嘉之
○(医学）大往生したけりゃ医療とかかわるな／中村仁一
○(趣味）ＮＯＴＥＳ／尾崎豊
○(小説）霧雨／葉室麟
○(小説）太陽は動かない／吉田修一
○(児童・政治・社会）裁判のしくみ絵事典／村和男監修
○(児童・数学）算数がメチャとくいになれる本／秋山仁
○(児童・生物）ビジュアル版生きている！？恐竜の世界①～⑥
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8月のお休みカレンダー
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BUZEN

LIBRARY

クレプスリー伝説①～④
ダレン・シャン/作【小学館】
若き日のラーテン少年は、ある事件をきっか
けに殺人をおこす。そしてバンパイアと出会
い闇の世界に足をふみいれることに。「ダレ
ン・シャン」のキャラクター、ラーテン・クレプ
スリーの数奇な人生を描く。

8月の図書館講座
○「郷土史・地域資料講座」

会議室のご利用案内

講師：尾座本 雅光さん

～子どもたちの長い長い夏休み、図書館ですごしてみませんか？～どもたちの長

休み
すごしてみませんか？

のお知らせ
い長い夏休み 図書館ですす

の特別企画
子どども

休休休休休夏

★参加申込、お問い合わせは、豊前市立図書館 ☎８２－６５００

①８月１２日（日）
図書館3階ボランティア共同室

１０：３０～１２：００

②８月２６日（日）
①で出てきた場所に実際行ってみましょう

１０：３０

○「本の探検」
８月１９日（日）１０：３０受付
１１：００～１２：００
・親(保護者）と子どもさん20組（記念品あります）
・図書館の本を探しましょう

◇問合せ・申込は図書館まで（☎８２-６５００）
　当日の受付もできます

図書館3階の会議室は一般のご利用が可能です。

・小会議室：10～15名程度
・大会議室：50～60名程度

利用は有料となっています。事前申込が必要です。
詳しくは1階カウンターにお尋ねください。
（ホームページにも詳しく掲載しています）

　豊前市立図書館では、夏休み特別企画を準備し、ち
びっ子の来館をお待ちしています。
なお、各講座は定員になり次第締め切ります。

児童書

８月９日（木） １０：１０～１０：５０
講師：一般社団法人京築手話協会　ひがしさん
・手話を覚えると、図書館でも静かにお話できるよ！

小学生の手話入門（小学生、定員１０名）

８月９日（木） １１：００～１１：５０
講師：MECむつみさん
・夏休みの１日、英語に触れてみませんか？

１day えいごレッスン（小３～６年、定員１０名）

８月30日(木) １3：3０～１4：３０
講師：豊前の宝来軒の大将さん
・蝶々のこと、どこまで知っているかな？

蝶のはなしを聞いてみよう（小・中・高校生、定員２０名）

８月２５日(土) １１：００～１１：３０ 図書館職員によるおはなし会です！
おはなし会（どなたでも参加できます）

８月２５日(土) １４：３０～１５：００奏者：ベルみゅうずのみなさん
ハンドベルのしらべ（どなたでも参加できます）

休 特特特特休休休休夏夏
豊前市立図書館

宝来軒の大将の蝶コレクションを１Fカウンター前に展示しています。
※展示期間は８月２3日(木)～８月30日(木)まで
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●所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予と
　なる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
●保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、
　障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
※保険料の免除制度には、退職（失業）による特例があります。

保険料免除制度があります！
国民年金

全額免除制度
保険料の全額（１４，９８０円）が免除

全額免除となる所得「めやす」

全額免除された期間は、全額納付したときに比べ、年金額が１／２として計算されます。

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円

※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
※平成２１年３月までは年金額は１／３で平成２１年４月から引き上げられました。

一部免除（一部納付）制度

保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

一部納付となる所得「めやす」
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
◎４分の３免除
◎半額免除
◎４分の１免除

７８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
１１８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等
１５８万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

→
→
→　

※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
(注)一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効（未納と同じ）となるため、将来の老齢基
　　礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合があります
　　のでご注意ください。

さらに、３０歳未満の方には、「若年者納付猶予制度」がありますのでお問い合わせください。

■申請時に必要なもの

申請やお問い合わせは、市民健康課戸籍年金係　☎８２－１１１１（内線１２０３・１２０５）まで

／ ○国民年金手帳 または基礎年金番号通知書
○退職（失業）した方が申請を行うときは、退職（失業）したことを確認できる書類
　（雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等の写し）を添付してください。
○認め印（代理申請の場合）

一部免除は３種類です。それぞれの納付額（平成２４年度）と年金額の計算は次の
とおりです。

◎４分の３免除
◎半額免除
◎４分の１免除

（保険料額　３，７５０円）
（保険料額　７，４９０円）
（保険料額 １１，２４０円） 

→
→
→

年金額５／８ （平成２１年３月までは１／２）
年金額６／８ （　　　　　〃　　　　２／３）　
年金額７／８ （　　　　　〃　　　　５／６）　
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市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と
住宅等使用料の納め忘れはありませんか？
市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と
住宅等使用料の納め忘れはありませんか？
市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と
住宅等使用料の納め忘れはありませんか？
市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と
住宅等使用料の納め忘れはありませんか？
市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と
住宅等使用料の納め忘れはありませんか？
～市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と住宅等使用料の納期内納付をお願いします～～市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と住宅等使用料の納期内納付をお願いします～～市税・国保税・後期高齢者保険料・保育料と住宅等使用料の納期内納付をお願いします～
　納期限を過ぎても、まだ、納付されてない方は、お早めに納付してください。
　市税や各種料金の担当課では、督促状や催告書等による催告にもかかわらず連絡もない等、納付に誠意
がみられない方に対して、預貯金・給与・不動産・自動車などの財産調査の強化を行い、差押えを行います。

　税金・料金は、本来定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
　市は、「納期内の自主納付」を推進しています。住民福祉サービスの維持向上や
活力あるまちづくりのため、納期限を守りましょう。

◇納期限内の自主納付を◇納期限内の自主納付を◇納期限内の自主納付を

◇納期限に納付がないと延滞金が発生します。（地方税法第326条他）◇納期限に納付がないと延滞金が発生します。（地方税法第326条他）◇納期限に納付がないと延滞金が発生します。（地方税法第326条他）

　市では、受益と負担の公平性を保つため、滞納
の状態が長く続くと財産調査を行います。勤務
先や取引先などに照会を行い、給与や預貯金、
不動産、その他の財産の差押えといった滞納処
分や裁判所への支払請求などで解決を図ること
になります。
　特別な理由もなく長期間滞納を続ける住民が、
行政サービスを受けるといった不公平を解消し、
公正・公平な行政を進めるため、滞納処分や民事
請求など法的措置を強化します。
　また、平成２１年度から福岡県との連携による
共同滞納整理が行われており、誠意がみられない
滞納者は福岡県へ引き継がれ、県職員による直接
徴収や滞納処分がなされています。

　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。

◇滞納をそのまま放置すると◇滞納をそのまま放置すると◇滞納をそのまま放置すると

◇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

８月２９日（水）～８月３１日（金）　１７時～２０時
豊前市役所　☎８２－１１１１

市税関係…税務課
◎時間外納付・相談窓口のご案内◎時間外納付・相談窓口のご案内◎時間外納付・相談窓口のご案内
開設日時

問合せ先

開設窓口

（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】

◎市県民税（第２期） 納期限：３１日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎国民健康保険税（第２期） 納期限：３１日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎後期高齢者医療保険料（第２期） 納期限：３１日（金）・・・・・・・・・・・・・
◎上水道料金・下水道使用料（６月分） 納期限：１７日（金）・・・・・・・・・・・
◎市営住宅使用料（８月分） 納期限：２７日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎保育料（８月分） 納期限：３１日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夜間でなければ納付や相談することができない方のために、市税・国民健康
保険税等の納付・相談窓口を開設しますので、ご利用ください。

豊前市役所 ☎８２－１１１１

（納税相談）税務課収納対策係【内線１１９４・１１９５】

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】

（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】

問合せ先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
市税関係

納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて、年14.6％が
加算されます。（ただし最初の1ヶ月間は、年７．３％）

【延滞金】

納期限内に納付がない場合、次の手順で滞納整理を行います

納付期限後20日以内に督促状を発送します。

例：預金、給与、土地、家、車等

差押財産を売却（公売）し、現金化します。

滞納税が無くなるまで、滞納処分を行います。

主に文書で、自主納付をお願いします。
※「催告なしに差押」を行う場合もあります。

預金、給与、年金など財産を調査し、場合によっては
家宅捜索を行います。

納期限

督促

催告

財産調査

差押

公売・換価

税充当

滞
納
整
理
の
流
れ

市税・使用料等の納期限内
納付にご協力ください。

８月の納期限は

納期限内に
納付が困難な場合は、
早めの納付相談を！



19 広報豊前 2012 8月号

平成２４年度 採用試験案内

■
■
第1次試験日・会場
受 付 期 間

９月１６日（日）　八屋中学校
８月１日（水） ～ ８月１５日（水）(土・日を除く８時３０分 ～ １７時)
郵送の場合は、８月１５日（水）の消印のあるものまで受け付けます。

■
■
■
■
■

第１次試験日
試 験 会 場
受 付 期 間
採用予定人員
受 験 資 格

10月14日(日)
八屋中学校
８月13日(月)～９月３日(月)
消防吏員15名程度
昭和59年４月２日～平成７年４月１日までに生まれた人

※申込書は上記のほか、東部分署(上毛町）、西部分署(築上町）、京都分署(みやこ町豊津）、勝山出張所(みやこ町勝山）、
　広域圏事務局(行橋市役所７階）に用意しています。また、消防本部ホームページからもダウンロードできます。

豊前市では、職務経験を有した方を対象とした採用試験を実施しています。
Ⅰターン･Ｊターン･Ｕターンを希望している方等で職務経験を有している方を待っております！

豊前市役所総務課人事秘書係　☎８２－１１１１（内線１３３３）○案内及び受験申込書請求・問合せ

京築広域圏消防本部総務課　☎８２－０１１９○案内及び受験申込書請求・問合せ

■
■
■
■
■
■

第１次試験日
試 験 会 場
受 付 期 間
採用予定人員
受 験 資 格
仕 事 内 容

９月16日(日)
八屋中学校
８月１日(水)～８月15日(水)
機械運転員　１名　※採用予定人員は変更になる場合があります。
昭和58年４月２日～平成７年４月１日までに生まれた人
ごみ処理場の機械運転等の業務

※申込書は、清掃センター(ごみ処理場)、豊前市役所、吉富町役場、上毛町役場に用意しています。

豊前市外二町清掃施設組合　清掃センター(ごみ処理場)　☎８２－２１９２○案内及び受験申込書請求・問合せ

※一般事務Ｃにおける「民間企業等における職務経験」とは、会社員、自営業者等として６ヶ月以上継続して就業してい
　たことをいいます。ただし、公務員としての職務経験や大学等に在学中のアルバイトは該当しません。職務経験が複数
　ある場合は、通算することができますが、同一期間内では主たる職歴（１つ）に限ります。
※申込書は市役所総務課に用意しています。

（注)採用予定人員は変更になる場合があります。

昭和４８年４月２日～昭和５９年４月１日までに生まれた人で、民間企業等
における職務経験を５年以上（平成24年7月末 現在）有する人一 般 事 務 C １　名

土 木 技 術Ｂ １　名

昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、建設会社あるいは土木会社等に
土木技術職として５年以上（平成24年7月末現在）の勤務経験を有し、か
つ建設業法に規定する一級土木施工管理技師の資格を有する人（平成
25年3月末までの取得見込を含む。）
＊受験申込書提出の際、上記資格証の写しを添付してください。

一 般 事 務 A １　名 昭和５９年４月２日～平成３年４月１日までに生まれた人

試験区分 採用予定人員 受　験　資　格



















豊 前 市 食 育 推 進 計 画

＊お知らせ ＊

【食育HP】http://www.city.buzen.lg.jp/nogyo/syokuiku.html

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

ポイントワン

イン

〈８月の旬の食材〉

「もも」

今月の旬の食材は「もも」です。
○ももはバラ科桃属で、中国が原産とされており、日本
　で食用として栽培が始まったのは江戸時代からとさ
　れています。
○ももには疲労回復に即効性のある果糖だけでなくペク
　チンなど食物繊維が沢山含まれており便秘予防に効果
　があります。また、ナトリウム（塩分）を排泄する役割が
　あり、高血圧に効果があるカリウムも含まれています。
○選ぶ際のポイントは、全体にはっきりした紅色で色付
　いており、その色付いている部分に白い斑点がでて
　いることです。
○未熟でまだ硬い場合は、常温で保管し熟させましょう。
　日持ちしないので、早めに食べるようにしましょう。

SHOKUIKU
CORNER

冷やしすぎると味が落ちるので、食べる前に
１～２時間程度冷蔵庫で冷やすとよいです。ま
た、生食に適さない物はコンポートやジャムや
ピューレにするとよいです。

食
育Vol.23

21日（土） 2日（日）7月 9月
求菩提資料館
夏休みの自由研究に！
参加賞つきワークシートも準備しています。

■問合せ　求菩提資料館☎88-3203
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夏休み　ミニ企画展

期 間

場 所

入館無料

 

豊前市総合福祉センター2階視聴覚室（豊前市役所となり）

☆午前10:00～12：00

（全4回）
9
2012.

27/ 10 4・ /・10 11/ ・10 18/
☆毎週木曜日

【講　師】NPO法人GGPジェンダー・地球市民企画
【定　員】１６名（全日程参加できる方優先）
【対　象】0～6歳（就学前）の子どもを育てている
　　　　ママ、パパ
【託　児】あり
　　　　（制限がありますので申込み時にご相談ください）
【参加費】無料（託児費とも）

【申込み】8月1日（水）～ （下記まで）

主催:豊前市教育委員会 教育課社会教育係・豊前市青少年育成市民会議

申込み・問合せ先

豊前市教育委員会 教育課社会教育係
☎0979（82）1111（内線1223）
豊前市青少年育成市民会議
☎0979（82）1111（内線1225）

暑くなってきたので、いつもと
違う墨を使って涼しさを表現
しました。

表紙の題字
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Shodo-bu
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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
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