国民健康保険税・７期分
後期高齢者医療保険料・６期分

人

口

世帯数

２万7378人（＋32）
男性：１万3411人（＋８）

１万740戸（－８）
平成26年10月31日現在（

女性：１万3967人（＋24）

）＝前月比

総務課

子ども教育課

まちづくり課

☎ 932-1493（ダイヤルイン）☎ 932-1151（内線152）

☎ 932-1152（ダイヤルイン）☎ 932-1151（内線315）

☎ 932-1459（ダイヤルイン）☎ 932-1151（内線241）

☎ 932-1153（ダイヤルイン）☎ 932-1151（内線346）

配食サービス事業者募集

平成27年度臨時職員登録者募集

小・中学校の指定学校変更申請について

平成26年工業統計調査

町内の小・中学校に就学する学校の区域は、住
民登録をしている住所（行政区）で決められてい

○従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に平
成 26 年 12 月 31 日時点で行われます。

ます。
受付期間

職員の補充が必要になったときは選考の上、こ
の登録者の中から採用します。
※登録されても登録者全員に雇用があるとは限り

ます。しかし、特別な理由などで変更を希望する
場合は、申請により学校を変更することができま
す。

○工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかに
することを目的とする政府の重要な調査で、統
計法に基づく報告義務がある基幹統計調査で

ませんので、ご了承ください。
※平成26年度に登録している人で引き続き登録す
る人も、改めて登録が必要です。
対象者 高校卒業程度の学力を有する人
職種および賃金

来年４月から変更を希望する人は、以下の要領
で必ず期間内に申請してください。特に、来年４
月に新小学１年生・新中学１年生になる人は、新
入学などの準備もありますので期間を厳守してく
ださい。この結果は、来年２月中旬までにご自宅
に郵送で通知します。なお、変更が認められない
場合もあります。
また、来年新小学１年生・新中学１年生を迎え
る保護者あてに１月中旬に入学通知書を送付する
予定です。１月末になっても手元に届かない場合
はご連絡ください。
受付期間 平成 27 年１月 13 日
（火）
～ 21 日
（水）
（印鑑をご持参ください）
受付時間 ８時 30 分～ 17 時 15 分（土日祝日
を除く、１月 21 日（水）は 20 時まで受付）
申込先 子ども教育課

す。
○調査結果は中小企業施策や地域振興など、国お
よび地域行政施策のための基礎資料として利活
用されます。
○調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の
目的以外（税の資料など）に使用することは絶
対にありません。
○調査の趣旨・必要性をご理解いただき調査票へ
のご回答をお願いいたします。

保健師（要資格）

8,200 円／日

保育士・幼稚園教諭
（各職種とも要資格）

6,700 円／日

栄養士（要資格）

7,000 円／日

勤務時間 原則８時 30 分～ 17 時 15 分
有効期限 平成 28 年３月 31 日まで
申込方法 総務課備え付けの臨時職員登録申請
書を総務課に提出してください。
受付時間 平日８時 30 分～ 17 時 15 分

経済産業省・福岡県・須恵町

※ただし、年末年始を除きます。

健康福祉課
☎ 932-1493（ダイヤルイン）☎ 932-1151（内線137）

☎ 932-1153（ダイヤルイン）☎ 932-1151（内線344）

バス停の名称が変更になりました
12月１日からコミュニティバスのバス停の名称
が変更になりました。

期 間 平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日
参加申込 ８人までの１グループで作業をします。代表者が申込みをしてください。少人数または個
人で参加の場合は、他のグループとの共同作業になります。申込み多数の場合は、抽選とすることが

ありますのでご了承ください。
※新規参加の団体または個人を優先します。
※申込み時に参加者名簿を提出されない場合は、他の団体を優先することがあります。
受付期間 12 月８日（月）～ 平成 27 年１月 23 日（金）
８時 30 分～ 17 時（日祝日および 12 月 27 日から平成 27 年１月４日を除く）
申込および問合せ先 自然食普及センター（地域活性化センター１階）☎ 933-1709

東幼稚園→城山東
中園子ども広場→中園

▼

・城山～一番田線
・佐谷～上須恵線
・新原～川子線

みそづくりグループ募集
▼ ▼

まちづくり課

新原工業団地入口→泰平病院・永寿苑前

▼

▼
▼

▼

Sue Towns Magazine

工業統計キャラクター
コウちゃん

▼

5,800 円／日

▼ ▼

▼

手づくりのたこであればだれでも参加できます。
新春の大空に手づくりのたこを揚げて、家族みん
なで楽しみませんか。
日 時 平成 27 年１月 18 日（日）
９時開始（８時 30 分受付）
※雨天の時は25日（日）に延期
場 所 運動公園若杉の森多目的グラウンド
部 門
・小学生１・２・３年生の部（町内の小学生限定）
・小学生４・５・６年生の部（同上）
・一般の部（上記以外のすべての人）
・大凧の部（同上）
申込期限 平成 27 年１月９日（金）
※当日参加も受け付けますが、この場合は参加賞
が品切れする場合がありますのでご了承くださ
い。
申込方法 アザレアホール須恵に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入の上、郵送や窓口など
で申込みしてください。
問合せ先 社会教育課

一般事務・図書館事務
・給食調理員

▼ ▼ ▼

ファミリーカイトフェスタ参加者募集

金

▼

☎ 934-0030

賃

▼

▼
▼ ▼
▼

社会教育課

募集職種

▼

一時的に事務量が増大したときなどに速やかに
対応するため、臨時職員登録制を実施しています。

▼ ▼

志免町･宇美町･須恵町合同で高齢者等向け弁当
を手渡しで配達する配食サービス事業者を募集し

▼

健康福祉課

12月15日（月）～
平成27年１月16日（金）
受付時間 午前：９時～12時
午後：13時～16時
有効期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日
申請方法 健康福祉課窓口で配布する指定様式
を３部提出してください。
提 出 先 健康福祉課 福祉係
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町の人口

町の 掲示板

12月の納税

Sue Towns Magazine
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