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好評
発売中！
好評
発売中！

広告主を募集広告主を募集広告主を募集 広報紙とホームページ
　市では、平成18年10月から市の広報紙とホームページに有料広告を掲載しています。
あなたも広告を出してみませんか。

●広告の規格と掲載料（この他にも 1/3 ページ、1/2 ページ、１ページの規格があります）
規格

１号
  広告

縦  5.9㎝
横  12㎝

1枠当たり
20,000円 白黒1色

白黒1色1枠当たり
36,000円

縦  5.9㎝
横  24㎝

２号
  広告

広告の大きさ 料金（1枠1号につき） 色数

規　格 料金（1枠1カ月につき）

＊1年間に12号以上掲載を希望する場合は10％、6号以上掲載を希望す
る場合は5％を掲載料から割り引き

●締め切りは掲載希望号の2カ月前

市では今後、
印刷物などにも有料広告を

掲載し、歳入の確保に
努めていく予定です。

みなさまの理解と協力を
お願いします。

天地　縦　　50ピクセル
左右　横　 160ピクセル
データ容量　20キロバイト以内
形式　Jpeg、Gif形式のいずれかでALT

属性テキストデータ、全角20文
字以下

トップページ
15,000円
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　秘書政策課広報報道担当☎（36）1055

令和元年5月15日号むなかたタウンプレス❺

由がなければ、辞職不可
定▶地島・大島以外の投票所＝Ａ、Ｂ各２人
▶地島・大島投票所＝各２人
●採用＝抽選で決定＊７月初旬、本人に通知
●報酬▶Ａ、Ｂ＝各5,350 円▶地島・大島投票
所＝9,050 円＊報酬は指定の口座に後日振込
〆 ５ 月31 日（ 金 ）申 ① 住 所 ② 氏 名（ふ り
がな）③生年月日④電話番号⑤希望する従
事時間（「Ａ・Ｂいずれも可」「Ａのみ」「Ｂの
み」のいずれかを明記）⑥所属政党名（所属
政党がない場合は「無所属」）を明記して、 
市選挙管理委員会▶ハガキ＝〒811-3492 ／
住所不要＊申込締切日必着▶Ｆ（37）1242
問市選挙管理委員会（総務課内） ☎（36）1375

省エネに取り組むエコファミリーに
参加しませんか

　県では、エコファミリーを募集中。電気使用
量削減や省エネ家電の買い替えなどの取り組み
結果を報告すると、内容に応じてエコチケット
（最大6,000 円）が当たります。
＊登録＝県 HP「ふくおかエコライフ応援サイト」
か窓口で問い合わせを問環境課 ☎（36）1421

「宗像市子どもまつり」
出店、出演参加団体募集説明会

　宗像ユリックスで 11 月３日 （日・祝） に開催す
る 「第18 回宗像市子どもまつり」 で、子どもたち
にさまざまな体験や舞台発表、食品・物品バザー、
情報提供をする団体へ、募集説明会を実施。
期６月１日（土）10:00 ＊説明会は事前申込不要
所市役所北館・103 会議室対同まつりに出店、
出演する団体＊募集要項・申込書類＝窓口、各コ
ミセン、宗像ユリックス、メイトム宗像で入手可
問子ども育成課 ☎（36）1214

職員募集（商工観光課）
【日々任用職員】
●任用期間＝７月１日（月） 〜令和２年３月31
日（火）●勤務時間＝週20 時間未満
【短時間任用職員】●任用期間＝①７月16 日
（火） 〜９月13 日（金）②８月１日（木） 〜９月
30 日（月）●勤務時間＝週35 時間
【共通事項】●内容＝データ処理・電話対応、
プレミアム付商品券に関する対応など
〆５月31 日（金）
申 問商工観光課☎（36）0037
＊詳細は、市 HP→「市政情報」
→「人事・職員採用」で確認を

生ごみ堆肥化講座
【基礎講座】期 所 申６月２日（日） ／赤間コミセ
ン ☎（39）7051 ＊ダンボールコンポストセッ
トをプレゼント（年間１世帯１セット限り）
【フォロー講座】期 所 申
①６月６日（木） ／河東コミセン ☎（35）1837
②６月19 日（水） ／吉武コミセン ☎（32）5904
③６月25 日（火） ／南郷コミセン ☎（36）3465
④６月27 日( 木） ／赤間西コミセン ☎（38）9506
⑤６月30 日（日） ／赤間コミセン ☎（39）7051
＊基材をプレゼント（年間１世帯１基限り）
託①、④託児あり＊託児申込締切日＝①５月30 日
（木）④６月20 日（木）＊いずれも環境課へ申込を
【ダンボールコンポストのつどい】
　堆肥化のさまざまな相談を受付＊事前申込不要
期 所６月12日（水）河東コミセン ☎（35）1837
＊講座はいずれも 10:00 〜 11:30
（フォロー講座③のみ 14:00 〜 15:30）
問環境課 ☎（36）1421

市議会定例会日程 （予定）
期 ▶市議会本会議／６月３日（月） 〜同６日
（木）、同26 日（水）▶総務常任委員会／６月13
日（木）▶社会常任委員会／６月14 日（金）
▶建設産業常任委員会／６月17 日（月）
▶予算委員会／①６月19日（水）②６月20日
（木）▶予備日（本会議） ／６月７日（金）
▶予備日（委員会） ／同21 日（金）
問議事調査課 ☎（36）1119

パブリック・コメント結果報告
宗像市自殺対策推進計画 （案）

　２月12 日〜３月13 日に実施し、３件の意見が
提出されました。貴重な意見を踏まえて再度検討
した結果、原案通りとしました。＊意見の回答な
ど詳細は市 HPで確認可問健康課 ☎（36）1187

就学援助・高等学校等奨学金
制度申請受付開始

【集中申請受付期間】
期６月10 日（月） 〜同19 日（水）8:30 〜 17:00
＊土・日曜日を除く
所市役所本館３階・301 会議室＊同13 日（木）
のみ 19:00 まで（警備員室入口から入場を）
●集中申請受付期間での申請分のみ４月にさか
のぼって認定

＊同期間以降は申請月の翌月から認定。教育政
策課（本館３階）で受付
●同制度の詳細（申請に必要な書類など）は教育
政策課か市 HPで確認可＊必ず確認して申請を
問教育政策課 ☎（36）5099

平成31年度市民税・県民税
納税通知書を発送

　税額は、前年の１月１日から 12 月31 日まで
の所得金額と控除金額を元に計算されます。納
税通知書が届いたら内容を確認してください。
●給与特別徴収（給与天引き）の人
　＝５月15 日（水）発送
●普通徴収（年金天引きを含む）の人＝６月７日
（金）発送問税務課市民税係 ☎（36）7350

平成 31 年度 （30年分） 市民税・県民
税に係る所得・課税証明書の発行

期６月７日（金）発行開始
所▶市役所本館・１階９番窓口
▶コンビニエンスストア（マルチコピー機設置
店舗）＊コンビニでの発行はマイナンバーカー
ドが必要。発行できる店舗など詳細は市 HPで
確認可＊収入情報がない人は発行不可
問税務課固定資産税係 ☎（36）7351

おわびと訂正
　市広報紙５月１日号７ページ「ひよこだよ
り」の中で、城山中子育てサロン｢つたやんのお
へや｣の日程に誤りがありました。おわびして
訂正します。〈正〉５月23 日（木）〈誤〉５月27
（月）問子ども育成課 ☎（36）1214

参議院議員通常選挙投票立会人募集
期７月21 日（日）（見込み）
▶Ａ＝7:00 〜 13:30 ▶Ｂ＝13:30 〜 20:00
＊地島・大島投票所は、繰上投票のため７月19
日（金）（見込み）7:00 〜 18:00
所市内各投票区の投票所（全22 カ所）
●内容＝▶投票所の開閉や、投票手続き全般に
立ち会う▶投票管理者の決定について意見を述
べる▶投票録に署名する▶投票管理者と一緒に
投票箱を開票所に届ける（Ｂの人）
●応募要件＝各投票区の選挙人名簿に登録され
ている人で、健康状態に問題のない人
＊投票立会人になった場合、病気など正当な理

お知らせ

募  集

【豊かな人権感覚を培おう！】平成30年度 小・中学生作成の人権標語を毎号紹介します。人権は、「人が生存と自由を確保し、幸福を追求する権利」。
みなさん、人権を考えてみませんか。（５〜７ページ）問人権対策課 ☎（36）1270
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情報ステーション 電話以外での申込は、次の①〜④を明記してください。
①催し名・コースなど②〒番号・住所③氏名④電話番号

申込方法
応募事項

詳細は各問い合わせ先へ


