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　下水道は、住民の安全で快適な
生活を確保し、河川、海などの水質
汚濁防止のために必要不可欠な生
活環境基盤施設です。この度、多々
良川流域関連 6 町、福岡県下水道
管理センター、多々良川流域下水道
促進協議会では、次のとおり下水道
展を開催し下水処理場を一般公開し
ます。

【推進標語】
　未来へと ぼくらがつなぐ 下水道
▶日時
　9 月 9 日（日）
　9 時 30 分～12 時 30 分
※風雨が強いときには、中止になる

ことがあります。
▶場所
　多々良川浄化センター
　（粕屋町大字江辻 705）
▶内容
　下水処理場施設見学、下水道ビ

デオ上映、おたのしみコーナー
（ボールすくい、アメ玉すくい、風
船配布、ポップコーン、スタンプ
ラリー）

※数に限りがあります。
※コーナーの内容は変更になること

があります。
問 上下水道課 下水道管理係
　☎ 934-2224

2018 下水道展 開催

　総務省統計局・福岡県・宇美町
では、10 月1日を基準日として、5
年に一度行われる住宅・土地統計調
査を実施します。この調査は、住生
活に関する最も基本的で重要な調
査で、全国約 370 万世帯（宇美町
では約 1000 世帯）が対象です。
　8 月下旬以降、調査員が対象地
域の確認を行い、対象となった世帯
へは、9 月中旬ごろに調査書類を配
布します。調査の趣旨をご理解いた
だき、ご協力をお願いします。
問 政策経営課 政策推進係
　☎ 934-2247

お知らせ
umi

news

住宅・土地統計調査に
ご協力お願いします

　学芸員と森林インストラクターの
解説付きで四王寺山の秋と大野城
跡を満喫します。（お昼に豚汁とお
にぎりのふるまいあり）
▶日時
　10 月 20 日（土）
　9 時 30 分～13 時
※少雨決行。荒天の場合、県民の

森センターで講演会・クラフトな
どを開催。

▶集合場所　県民の森管理事務所
▶行程（コース）
⃝Ａコース（祈りの地と博多湾を望

む絶景コース）
　3.5㎞
　（八ツ波礎石群→毘沙門堂→大城

自然の宝道展望台→広目天礎石
群など）

⃝Ｂコース（岩屋城合戦コース）
　1.6㎞
　（尾花礎石群→鏡ヶ池→馬攻め→

岩屋城→太宰府口城門跡など）
⃝Ｃコース（城跡を楽しむコース）
　4.0㎞
　（八ツ波礎石群→クロガネ岩城門跡

→百間石垣→北石垣城門跡など）
⃝Ｄコース（自然を楽しみながら歩

く山道コース）
　2.0㎞
　（増長天礎石群→焼米ヶ原→遠見

所→村上礎石群など）
▶参加費　無料
▶定員　100 人（先着順・要事前申込）
▶申込方法
　電話・申込フォーム・FAX にて、

住所・氏名・年齢・電話番号およ
び FAX 番号・希望コースをお知
らせください。

　（希望に添えない場合があります）
　［申込フォーム］
　http://shioujikenminnomori.

org/application/
▶申込期間
　10 月 2 日（火）～12 日（水）
　受付時間 9 時～17 時
　（定員になり次第締切）
申・問 四王寺県民の森管理事務所
　☎ 932-7373 ＦＡＸ 932-7340

「大野城（四王寺山）
ウォーキング」参加者募集
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　6 月18 日付けで宇美須恵都市計
画用途地域が次のとおり変更されま
した。詳細は下記問い合わせ窓口お
よび町ホームページにてご確認くだ
さい。

①平和 1 丁目地区

②都市計画道路粕屋宇美線の沿道区域

問 建設・都市計画課 都市計画係
　☎ 934-3006
　HP https://www.town.umi.
　lg.jp/9/6372.html
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宇美須恵都市計画
用途地域の変更について

変更前 変更後

用途地域 準工業地域 第一種
住居地域

建ぺい／
容積率

60 ／
200

60 ／
200

変更前 変更後

用途地域 第一種中高層
住居専用地域

第一種
住居地域

建ぺい／
容積率

60 ／
200

60 ／
200

　町立小学校で、外国人児童生徒
の学校生活における相談・コミュニ
ケーションの支援・通訳をしていた
だける方を急募しています。
　日数、時間は相談に応じます。（例：
週 1回、2 時間程度）
▶場所
　町立小学校
▶交通費・謝金
　町内在住の方 1回 1,000 円
　町外在住の方 1回 1,700 円
申・問 学校教育課 学校教育係
　☎ 934-2245

スクールサポーター（中国語・
日本語の言語サポート）急募！
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▲優しく語りかけるmon さん

　子育てシンガー mon さんを講師に迎え「うまれてきてくれてあり
がとう」と題して、７月 8 日（日）、中央公民館大ホールで、講演会
が開催されました。
　ADHD（注意欠陥多動性障害）の経験や体外受精の体験などから、
ご自身が感じる日々の幸せや親の愛情について、また、「担任の先生と
の出会いで今の自分がある。大人の持っている力を子どもたちに注い
でほしい」と語り、涙あり、笑いありの講演となりました。さらに、
講演会の中で mon さん
の歌も披露され、澄んだ
声と心のこもった歌声に、
会場がやさしい雰囲気に
包まれました。
　参加者からは「同じ障
がいをもっているが、講
演を聞いて『うまれてき
てよかった』という想い
が溢れてきました」「毎日
を大切に過ごそうと思い
ました」といった感想が
寄せられました。

宇美町人権問題啓発講演会が開催されました

▲たくさんの方に声をかけ街頭啓発を行いました

　町では、7 月の「同和問題啓発強調
月間」、「社会を明るくする運動強調月
間」、「青少年の非行・被害防止全国強
調月間」の３つの強調月間を「宇美町人
権問題啓発強調月間」と定めています。
　7 月 4 日（水）、ＪＲ宇美駅周辺・町
内スーパー1か所で街頭啓発を行い、
人権を尊重する地域社会づくりについ
て呼びかけました。

宇美町人権問題
街頭啓発が行われました

　危険物取扱者の資格は、一定数以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タ
ンク、タンクローリーなどの施設で必要です。

▶日時
　10 月 28 日（日）10 時（福岡・筑豊地区）
※北九州・筑後地区は 11 月 4 日（日）実施
▶会場
　西南学院大学（福岡地区）
▶試験種目
　全種類
▶受付期間
　【書面申請】8 月 28 日（火）～ 9 月 10 日（月）
　【電子申請】8 月 25 日（土）～９月７日（金）
▶受講料
　甲種 6,500 円・乙種 4,500 円・丙種 3,600 円
▶願書

8 月 16 日（木）（予定）より消防本部、南部消防署、
中部消防署、西出張所に用意しています。

▶受験願書の提出先・問い合わせ先
　消防試験研究センター　☎ 282-2421

▶日時
　10 月 13 日（土）9 時～ 17 時
▶会場
　粕屋南部消防本部　4 階研修室
▶講習科目　
　乙種第四類
▶受講料
　一般 … 6,000 円（テキスト・例題集含む）
　防災協会会員 … 5,000 円（テキスト・例題集含む）
▶受付
　消防本部予防課危険物係　　　　
　8 月 16 日（木）（予定）～ 10 月 5 日（金）
※平日のみ（17 時まで）
※電話での申し込み受付は行っていません。
※定員 60 人になり次第締め切ります。
▶問い合わせ先
　予防課危険物係　☎ 935-1167

粕屋南部消防組合消防本部（志免町大字田富 170 番地）☎ 935-1167　HP http://www.kasuyananbu-shobo.jp/　問い合わせ
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