
　問…問い合わせ先　

問 住民課　☎ 932-1467（ダイヤルイン）
　　　　　 ☎ 932-1151（内線116）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下
の説明会を中止します。
対象となる説明会
◦70歳到達予定者のための医療制度説明会
◦後期高齢者医療説明会
▶ 日にち　9月25日（金）
▶ 対象者
 70歳到達予定者のための医療制度説明会
 （国民健康保険加入者のみ）
  昭和25年9月2日〜昭和25年10月1日生まれの人
 後期高齢者医療説明会
 昭和20年10月1日〜昭和20年10月31日生まれの人

高齢者を対象とした
医療制度説明会を中止します

問 税務課　☎ 932-1495（ダイヤルイン）
　　　　　 ☎ 932-1151（内線139）

9月1日から「PayPay」「LINE Pay」で
町税などが納付できます

　町税、料金などの新たな納付方法として、スマー
トフォンアプリを利用した決済サービス「PayPay」、

「LINE Pay」を導入しました。
　納付書に印字されているコンビニ収納用バー
コードを読み取ることで、窓口や店頭に赴くこと
なく、いつでも、どこでも納税ができます。

▼ 	納付可能な税金・料金
・町県民税(普通徴収) ・固定資産税
・軽自動車税(種別割) ・国民健康保険税(普通徴収)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)
・幼稚園給食費 ・保育所利用料
・保育所給食費
・上下水道料金（11月1日（日）開始予定）

▼ 	注意事項
・ 事前に「PayPay」、「LINE Pay」アプリへの登録を

行い、金額のチャージが必要です。
・ 領収書は発行されません。納付確認はアプリの

取引履歴などをご確認してください。
・ 決済手数料はかかりません。ただし、パケット

代などの通信料がかかります。
・ 納付期限が過ぎたもの、金額を訂正

したもの、金額が30万円を超えるも
の、バーコードがないもの、または、
傷や汚れによりバーコードが読み取
れないものは、ご利用できません。

・ アプリの操作方法や納付によるポイ
ント付与については、各アプリのホー
ムページなどをご確認ください。

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

　令和2年度戦没者追悼式を、町と遺族会の合同主
催で、次のとおり行います。
▶ 日　時　９月30日（水）　10時30分〜
▶ 場　所　アザレアホール須恵
※ 今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

参列は遺族会のみといたします。

戦没者追悼式のお知らせ

問 子ども教育課　☎ 687-1594（ダイヤルイン）
　　　　　　　 　☎ 932-1151（内線274）

　令和3年度に、新小学1年生になるお子さんを対
象とした就学時健康診断を行います。対象者には
後日通知をお送りします。
　この健康診断では、眼科・歯科・内科などの健康
診断を行い、疾病などが見つかった場合は必要な
治療を勧め、学校での集団生活に備えていただく
ことを主な目的としています。
　受診の際は、必ず保護者または代理の人が付き
添ってください。また、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、マスクの着用や、会場では静かに
お待ちいただきますようご協力お願いいたします。
▶ 日　時　  10月27日（火）14時〜
▶ 場　所　アザレアホール須恵
※ 令和3年度に町外へ転出予定の人も、須恵町で受

診してください。

就学時健康診断のお知らせ

問 まちづくり課　☎ 932-1153（ダイヤルイン）
　 　　　　　　　☎ 932-1151（内線342）

　須恵町コミュニティバスでは、料金減免身分証
明として「須恵町コミュニティバス料金減免証明
証」を発行しています。証明証の発行を必要とする
人は、申請してください。
▶ 対象者　①65歳以上の人　②障がいがある人
▶ 申請先　須恵町役場 3階 まちづくり課
▶ 持ってくるもの
 ①の対象者は、介護保険被保険者証
 ②の対象者は、障がい者手帳など
※ この証明証は、「介護保険被保険者証」「身体障害者

手帳など」の代わりになるものです。バスご利用
の際、「介護保険被保険者証」「身体障害者手帳」を
今まで通り提示いただいても減免いたします。

コミュニティバスの減免証明証を
発行しています

LINE Pay

PayPay
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　問…問い合わせ先　

問 子ども教育課　☎ 932-1459（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線152）

　町立保育園・認定こども園で勤務する会計年度任用職員（非常勤の公務員）を募集します。
　詳しくは下表のとおりです。また、採用にあたっては随時、面接を行います。

募集職種 条　件 1日勤務時間 勤務日数 給　与 勤務場所

保
育
士

クラス担任 保育士資格・幼稚園
教諭免許を有する人

または
保育士資格を有する人

7時間45分 月21日程度 月額193,132円〜

町立保育園
または

認定こども園

フルタイム 7時間45分 月21日程度 月額164,194円〜

パート 7時間45分以内※ 要相談※ 時給    1,008円

調
理
員

フルタイム 調理師免許を有する人 7時間45分 月21日程度 月額157,304円

パート 調理師免許の有無は
問わない 7時間45分以内※ 要相談※ 時給       951円

※ 勤務形態に応じて、社会保険ならびに雇用保険（週20時間以上の勤務かつ月額88,000円以上となった場合）
へ加入、または雇用保険のみ加入する場合があります。

▶ 各種手当　通勤手当、期末手当（賞与）など有り
▶ 提出書類　① 須恵町会計年度任用職員履歴書　② 該当する職種の資格証（免許証）の写し
▶ 提 出 先　子ども教育課 1階4番窓口

町立の保育園・認定こども園で働く保育士・調理員を募集します

問 子ども教育課　☎ 687-1594（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線273）

　法令に基づいて設置された第二地区（糟屋地区）教科用図書採択協議会において、令和3年度から中学校で使用
される教科書が選定されました。
　須恵町では、同協議会の選定結果を受け、7月28日（火）の教育委員会にて選定結果どおりの教科書を採択しました。
　令和3年度から須恵町内中学校で使用される教科書は次のとおりです。
　なお、令和3年度に須恵町内小学校で使用される教科書の変更はありません。
選定された図書は以下の場所で閲覧ができます。
▶ 場　　所　須恵町役場2階 子ども教育課 （職員へお声掛けください）
▶ 閲覧期限　10月30日（金）まで　土日祝日を除く10時〜15時
▶ 令和3年度から使用する中学校教科書

令和3年度から中学校で使用される教科書が決まりました

教科名 教科用図書名 発行者名

国　語 現代の国語 ㈱三省堂

書　写 中学書写 教育出版㈱

社会（地理） 新しい社会　地理 東京書籍㈱

社会（歴史） 新しい社会　歴史 東京書籍㈱

社会（公民） 中学社会　公民
ともに生きる 教育出版㈱

社会（地図） 中学校社会科地図 ㈱帝国書院

数　学 新しい数学 東京書籍㈱

理　科 理科の世界 大日本図書㈱

教科名 教科用図書名 発行者名

音楽（一般） 中学生の音楽 ㈱教育芸術社

音楽（器楽） 中学生の器楽 ㈱教育芸術社

美　術 美術 光村図書出版㈱

保健体育 新しい保健体育 東京書籍㈱

技　術 技術・家庭　技術分野
テクノロジーに希望をのせて 開隆堂出版㈱

家　庭 技術・家庭　家庭分野
生活の土台自立と共生 開隆堂出版㈱

外国語（英語） NEW HORIZON
English Course 東京書籍㈱

道　徳 新・中学生の道徳
明日への扉 ㈱学研教育みらい
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