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健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線123）

５月12日は「民生委員・児童委員の日」です

町の掲示板
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　福岡県は、男女共同参画社会づくりを推進する
女性リーダーを育成するため、11月８日から14日
までデンマークを訪問し、女性の起業や自立支援
などを行う団体の視察、交流を実施します。この
たび、参加する団員の募集を行います。

▼日　時　11 月８日（日）～ 14 日（土）
　　　　　※事前・事後研修有り。

▼ 応募資格　県内に居住し、平成 27 年４月１日
現在 20 歳以上 65 歳以下の女性で、団体や企業
で男女共同参画などに関する活動を積極的に行
なっており、帰国後も活動を期待できる人。た
だし、公務員や学生、過去同種の海外派遣事業
に公的な経費により参加した人は除きます。

▼募集人員　20 人（書類選考と面接選考有り）

▼海外研修費用　28 万円程度

▼募集期間　５月７日（木）～６月 12 日（金）

▼問合せ先　福岡県男女共同参画推進課　
　　　　　　☎ 643-3391

まちづくり課
☎932-1153（ダイヤルイン）☎932-1151（内線344）

平成27年度　福岡県女性海外研修事業
「女性研修の翼」団員募集 　民生委員・児童委員は、地域住民の皆さんが安

全に安心して生活していく上で、なくなてはなら
ない重要な活動を担っています。

▼民生委員・児童委員とは　
　民生委員は、各市町村に置かれるボランティア
で、住民の皆さんの最も身近な相談相手です。常
に住民の皆さんの立場に立ち、親身になって相談
に応じ、必要な支援を行い、社会福祉の増進に努
めています。また、子どもたちを見守り、子育て
の不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援など
を行う児童委員も兼ねています。

▼活動内容
　民生委員・児童委員は、医療や介護の悩み、妊
娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活
上の心配ごとなど、さまざまな相談に応じていま
す。さらに、相談内容に応じて関係機関へのつな
ぎ役となったり、高齢者や障がいのある人の見守
りや援助、子どもたちへの声かけなどを行なった
りもしています。

子ども教育課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線245）

小・中学生の就学援助申請受付について

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線123）

平成27年度　高齢者学級開校式

　就学援助は、経済的な理由によって就学が困難
な児童生徒の保護者に、学用品費・給食費などの
一部を援助する制度です。
　前年所得などによって審査を行い、認定された
場合は４月から１年間援助を受けることができま
す。
　就学援助費の支給は８月末、12月末、３月末の
年３回行います。
※５月下旬に小・中学校より全児童生徒にお知ら
せのプリントを配布します。申請を希望される場
合は、役場　子ども教育課へお越しください。
※これまでに援助を受けた世帯も、毎年申請をし
ないと、就学援助を受けることができませんので
ご注意ください。

▼対　象　生活保護（教育扶助）に準ずる程度で
経済的に困っている世帯
※生活保護（教育扶助）を受けている世帯は対象
になりません。

▼受付期間　６月 1日（月）～６月 19日（金）
※土・日曜日を除く

▼受付時間　８時 30分から 17時 15 分まで
　６月 17日（水）は夜間役場のため午後８時まで

▼持参品　印鑑（認印）、校納金振替口座の通帳

▼提出書類　就学援助申請書（子ども教育課窓口
で記入）所得証明書（平成 27 年１月２日以降
に須恵町に転入した世帯のみで 18 歳以上の人
全員分）
　遺族年金・障害年金の証書など（該当者のみ）

　高齢者学級は、老人クラブが中心となって、
町内にお住まいの65歳以上の高齢者が、生き生
きと過ごせるように研修会を開催しています。
お気軽にご参加ください。

▼日　時　５月15日（金）10時

▼場　所　アザレアホール須恵

　須恵町に登録している軽自動車にかかる税金の
納税通知書は、６月初旬に発送されます。銀行、
郵便局などの金融機関、指定のコンビニエンスス
トアでも納税できます。

▼納期限　６月 30 日（火）
　平成28年度から、納税通知書の発送は５月初
旬、納期限は５月31日に変更します。

▼問合せ先　税務課

　自動車税の納税通知書は、５月初旬に発送され
ます。銀行、郵便局などの金融機関、指定のコン
ビニエンスストアでも納税できるほか、パソコン
や携帯電話からクレジットカードによる納税も可
能です。

▼納期限　６月１日（月）

▼問合せ先　福岡県東福岡県税事務所
　　　　　　☎ 641-0236

税務課
☎932-1495（ダイヤルイン）☎932-1151（内線132・135）

軽自動車税の納税通知書について

自動車税の納税通知書について

　最近、下水道排水の管内に、布やビニールなど
の異物が詰まるという事故が発生しています。ま
た、新聞紙や野菜くず、脱脂綿、油類などの混入
も確認されています。
　トイレや台所、風呂場、洗濯場などの排水口、
敷地内のため桝から物を流すと、詰まりの原因と
なり、下水道管が破損する恐れがあります。
　下水道管の適正なご利用にご協力をお願いいた
します。

上下水道課
☎932-1445（ダイヤルイン）☎932-1151（内線235）

下水管の適正な利用について

　４月 12 日（日）、福岡県知事選挙および福岡県議会議員一般選挙投開票が行われました。
　当日の有権者数および投開票結果は、表のとおりです。（候補者氏名および党派名は届出順位）

福岡県知事選挙および福岡県議会議員一般選挙　投開票結果
須恵町投票率
福岡県知事選挙４２．３２％
県議会議員選挙４２．１８％

町
の
人
口

人　口

世帯数

２万7487人（＋57）
男性：１万3449人（＋30)　女性：１万4038人（＋27）

１万797戸（＋40）
平成27年３月31日現在（　）＝前月比

５月の納税
固定資産税・１期分

●投票結果

●開票結果（福岡県知事選挙） ●開票結果（福岡県議会議員選挙）

　　区分
投票区 選挙の種類 当日有権者数 投票者数 投票率

（％）男 女 計 男 女 計

第１投票区
福岡県知事選挙

2,670 2,779 5,449
1,048 1,216 2,264 41.55

県議会議員選挙 1,046 1,212 2,258 41.44

第 2 投票区
福岡県知事選挙

3,201 3,472 6,673
1,266 1,461 2,727 40.87

県議会議員選挙 1,263 1,454 2,717 40.72

第 3 投票区
福岡県知事選挙

2,965 3,081 6,046
1,242 1,364 2,606 43.10

県議会議員選挙 1,235 1,361 2,596 42.94

第 4 投票区
福岡県知事選挙

1,539 1,709 3,248
647 820 1,467 45.17

県議会議員選挙 645 818 1,463 45.04

合　計
福岡県知事選挙

10,375 11,041 21,416
4,203 4,861 9,064 42.32

県議会議員選挙 4,189 4,845 9,034 42.18

届出順位 候補者名 党　名 得票数
１ おがわ　洋 無所属 7,417
2 後藤とみかず 無所属 1,406

届出順位 候補者名 党　名 得票数
１ もり　はじめ 無所属 383
2 世利まさのり 福岡県農政連 1,211
3 西尾こうじ 公明党 2,174
4 小池くにひろ 無所属 1,012
5 吉松もとあき 自由民主党 4,085

有効投票　8,823 票、無効投票　241票、持ち帰り・不受理・その他　0票

有効投票　8,865票、無効投票　169票、持ち帰り・不受理・その他　0票




