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３月分の人の動き

人口（前年同月との比較）

出生 転入
転出

人152
人274死亡

人8
人14

令和２年3月末日現在 平成31年3月末日現在

人　口

男　性6,638

女　性6,944

世帯数6,468

人

人 6,763

7,075

6,476 世帯

人

人

世帯

13,582 人 13,838 人

町税や保険料などの納付が困難な人はご相談を
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少しているな
ど、生活に困窮し、納期限内の納付が困難な人は、各担当へ相談し
てください。
■町税（住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税）
　税務課 納税係（☎２２３局３５３５）
■介護保険料
　福祉課 高齢者支援係（☎２２３局３５３６）
■後期高齢者医療保険料
　住民課 保険年金係（☎２２３局３５３２）
■保育料
　健康・こども課 子育て支援係（☎２２３局３５３７）
■町営住宅使用料
　環境住宅課 住宅係（☎２２３局３５４０）
■上下水道料
　北九州市上下水道料金センター（☎５８２局３６１０）
　井戸水使用者の下水道使用料は、
　都市整備課 下水道係（☎２２３局３５４９）

確定申告の振替納税に関するお知らせ
　所得税と消費税の申告期限・納付期限が４月 16 日木に延長され
たことに伴い、振替納税の口座振替日が変更となります。
◦所得税と復興特別所得税：令和２年５月 15 日金
◦消費税と地方消費税：令和２年５月 19 日火
※ 振替納税による口座引落しができなかった場合は、４月 17 日金

から延滞税がかかることになります。詳しくは、若松税務署に確
認してください。

※ 所得税の延納制度を利用の場合、延納分の納付期限と口座振替日
は、６月１日月のまま、変更はありません。

▽ �問い合わせ　若松税務署（☎７６１局２５３６）

生活に役立つ情報カレンダーをご利用ください
　広報あしやの 15 日号（8 月は 20 日号、1 月は 10 日号）に折り
込んでいる、翌月の「行事表」をリニューアルしました。
　今号に折り込んでいる 5 月の情報カレンダーからカラーになり、
見やすくなっています。ごみの収集日の予定や変更、さまざまなイ
ベントの情報収集に活用してください。
※図書館の休館日は、1 日号のとしょかん通信に掲載します。

▽ �問い合わせ　広報情報係（☎２２３局３５６９）

Happy BirthdayHappy Birthday４月

中
なかにし

西��壱
いちのすけ

之介ちゃん
（高浜町）
平成 30 年
４月 28 日生まれ

笑顔が素敵ないっちゃん。
これからも周りの沢山の
人を笑顔にしてね！！

新型コロナウイルス
感染防止に努めましょう

①換気の悪い密閉空間
②�多数が集まる密集場所
③�間近で会話や発声を
する密接場面

　日頃の生活の中で３つの「密」
が重ならないよう工夫しましょう。

▽ �問い合わせ　芦屋町新型コロナウイ
ルス感染症対策本部　健康・こども課
健康づくり係（☎２２３局３５３３）

日 月 火 水 木 金 土
１ ２

�

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
憲法記念日
��

みどりの日 こどもの日 振替休日 ��母子健康手帳交付
9:30～ 12:00
健康・こども課

10 11 12 13 14 15 16
� �補聴器相談

15:00～ 16:00 役場４階
1歳 6カ月児健康診査
中央公民館

行政相談�
13:00～ 16:00中央公民館

あいさつ運動 マイナンバーカード休日
窓口開設�8:30～ 12:00
中央公民館講座
10:00～ 12:00

17 18 19 20 21 22 23
母子健康手帳交付
9:30～ 12:00
健康・こども課

開園25周年記念特別展
春季後期��芦屋釜の里
【～6月21日】
4カ月・10カ月児健康診査
中央公民館

防災無線の訓練放送 2歳児歯科相談
中央公民館

土曜学び合いルーム
9:00 ～11:00
芦屋釜の里特別展ギャラ
リートーク
10:30～ 11:30芦屋釜の里
ギャラリーあしやワーク
ショップ
13:00 ～15:00中央公民館

24 25 26 27 28 29 30
芦屋中学校体育大会 補聴器相談

15:00～ 16:00 役場４階

31
化石探検　芦屋歴史の里

芦屋釜の里は
開園 25周年っちゃ！

月

情報カレンダー情報カレンダー
岡湊神社のなんじゃもんじゃ

令和２年令和２年

固定資産税・
軽自動車税の納付月です納税 ボートレース芦屋

開催日➡
ボートレース芦屋
場外のみの発売日➡

健

健
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せ
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芦屋町役場代表
� ☎２２３－０８８１

　詳しい内容は、担当部署に問い合わ
せてください

町民会館� ☎２２３ー０７３１
総合体育館� ☎２２２ー０１８１

庶務係 芦屋釜の里� ☎２２３ー５８８１ボランティア活動センター
住民係 中央公民館� ☎２２２ー１６８１ � ☎２２１ー１０１１
高齢者支援係 文化協会（中央公民館内） 芦屋中央病院�☎２２２ー２９３１
障がい者・生活支援係 芦屋町図書館�☎２２３ー３６７７芦屋町子育て支援センターたんぽぽ�
健康づくり係 芦屋歴史の里�☎２２２ー２５５５ � ☎２２１ー２５６７
学校教育係 体育協会� ☎２２２ー０１８８芦屋町社会福祉協議会
社会教育係 観光協会� ☎２２１ー１００１ � ☎２２２ー２８６６
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今月のごみ収集日今月のごみ収集日

▼▼問い合わせ　環境・公園係 問い合わせ　環境・公園係 ☎２２３－３５３８☎２２３－３５３８
●�ごみ（粗大ごみを除く）は、収集日当日の午前７時～８時に決められたごみ
ステーションへ出しましょう。

●�粗大ごみは、土日祝日を除く、収集日の２日前までに粗大ごみ受付センター
　（☎２８１局５３８０）へ申し込んでください。

収集日変更などのおしらせ

地区別スケジュール
プラ容器 燃えるごみ 燃えないごみ �ビン・カン �粗大ごみ����

し尿

月１回 月2回

粟屋
大城
浜口町
緑ヶ丘

  7 日木
21 日木  水 ・土 18 日月 14 日木

28 日木 11 日月

 1 日金
（環整）

8 日金
22 日金

（環整）

祇園町
高浜町
船頭町
正門町
中ノ浜

（8 〜 13）

14 日木
28 日木  火・金 13 日水   7 日木

21 日木 25 日月

中ノ浜
（1 〜 7）

西浜町

  7 日木
18 日月  火・金 14 日木   7 日木

21 日木 11 日月

白浜町
幸町

  7 日木
18 日月  火・金 28 日木   7 日木

21 日木 11 日月

山鹿
大君

11 日月
25 日月  火・金 21 日木 14 日木

28 日木 11 日月

 1 日金
（太洋社）

11 日月
22 日金

（太洋社）

江川台
花美坂

11 日月
25 日月  水 ・土 21 日木 14 日木

28 日木 11 日月

田屋
正津ヶ浜
柏原
丸の内
はまゆう

11 日月
25 日月  水 ・土   7 日木 14 日木

28 日木 18 日月

ビン・カン類プラスチック 燃えないごみ燃えるごみ 粗大ごみ

● ５月４日月（みどりの日）
　　　 【プラスチック容器】＝７日木
　　　 西浜町、中ノ浜（１〜７）、白浜町、幸町
　　　【粗大ごみ】＝ 11 日月
　　　 西浜町、中ノ浜（１〜７）、白浜町、幸町
　　　【燃えないごみ】＝ 13 日水
　　　 祇園町、高浜町、船頭町、正門町、中ノ浜

（８〜 13）
● ５月５日火（こどもの日）と６日水（振替休日）
　　　【燃えるごみ】＝休み
　　　全地区
●ごみの減量化にご協力を！
※�新聞紙、雑誌、ダンボール、布類などは、子ども
会などで実施の廃品回収に出しましょう。ごみ ご

み

ご
み

ごみ

ごみ ご
み

ご
み

ごみ

プラスチック

燃えないごみ

燃えるごみ

●�掲載の催しは、新型コロナウイルス感染症の拡大状
況などによって、変更・中止となる場合があります。

●�感染症予防のポイント
　◦�こまめな手洗い（１回30秒以上）と咳

せき

エチケットを
行うことが重要です。

　◦�換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に
集団で集まることを避けましょう。

健

粗大ごみ

企画展「吉田家の男達　吉田磯吉と吉田敬太郎信念の政治家」
芦屋歴史の里【～5月17日】
開園25周年記念特別展
「茶の湯釜の美～住友コレクションの名品と復興芦屋釜」
春季前期���芦屋釜の里【～5月17日】

歴

釜

庶

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

●�さくらコンサート（教）【～４日】
　芦屋釜の里

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
●母子健康手帳交付（健）
　9：30 〜 12：00 健康・こども課

●小中学校始業式（教）
●３歳児健康診査（健）
　中央公民館

●行政相談（総）
　13：00 〜 16：00  中央公民館

●中学校入学式（教） ●小学校入学式（教）

12 13 14 15 16 17 18
●ハローＢａｂｙ教室（健）
　９：15 〜 12：30  中央公民館

●あいさつ運動（教）
●�補聴器相談（福）
　15：00 〜 16：00　役場４階

●あいさつ運動（教）
●�開園 25周年記念特別展（春季
前期）�「茶の湯釜の美～住友コレ
クションの名品と復興芦屋釜～」
（教）【～５月17日】　芦屋釜の里

●�マイナンバーカード休日窓口開設
　（住）８：30 〜 12：00
●ギャラリートーク（教）
　芦屋釜の里

19 20 21 22 23 24 25
●ポールウォーキング講座（教）
　9：00 〜 11：00  芦屋海浜公園

●母子健康手帳交付（健）
　9：30 〜 12：00 健康・こども課

●４か月児・10か月児健康診査（健）
　中央公民館
●法律相談（総）
　13：30 〜 16：00   役場４階

●健康講演会（健）
　13：30 〜 15：30 中央公民館

●�歴史探訪バスツアー「博多旧市
街地と住吉神社」（教） 

●春の図書館まつり（教）
　【～ 5月 6日】

26 27 28 29 30
●子ども読書の日おはなし会（教）●補聴器相談（福）

　15：00 〜 16：00  役場４階
昭和の日

● 29 日水（昭和の日）の燃えるごみの収集は休み
　対象地区⇒�粟屋・大城・浜口町・緑ヶ丘・江川台・花美坂・田屋・正津ケ

浜・柏原・丸の内・はまゆう
●ごみの減量化にご協力を！
※ ペットボトル・紙パック・食品トレイは、スーパーなどに設置の拠点回収ボ

ックスを利用しましょう。
※ 新聞紙、雑誌、ダンボール、布類などは、子ども会などで実施の廃品回収に

出しましょう。
※生ごみは、燃えるごみとして出さずに、ダンボールコンポストなどを活用し、堆肥
　に変えましょう。 （購入補助あり）
● 粗大ごみを出す場合は、必ず土曜日、日曜日、祝日を除く収集日の２日前ま

でに、粗大ごみ受付センター（☎２８１局５３８０）へ申し込んでください。
以後は受け付けません。

今月のごみ収集日と地区割 収集日当日の午前７時から午前８時までに決められたごみステーションに出してください（粗大ごみは除く）
プラスチック 燃えるごみ 燃えないごみ ビン・カン 粗大ごみ し尿（月１回）し尿（月２回）

粟屋、大城、浜口町、緑ヶ丘 02 日木・16 日木 水 ・土 20 日月 29 日木・23 日木 13 日月

21 日水
（環整）

23 日金
20 日月

（環整）

祇園町、高浜町、正門町、船頭町、中ノ浜（8 〜13） 09 日木・23 日木 火 ・金 26 日月 22 日木・16 日木 27 日月

中ノ浜（1 〜 7）、西浜町 06 日月・20 日月 火・金 9 日木 22 日木・16 日木 26 日月

白浜町、幸町 06 日月・20 日月 火・金 23 日木 22 日木・16 日木 26 日月

山鹿、大君 13 日月・27 日月 火・金 16 日木 29 日木・23 日木 13 日月
21 日水

（太洋社）

10 日金
23 日木

（太洋社）
江川台、花美坂 13 日月・27 日月 水 ・土 16 日木 29 日木・23 日木 13 日月

田屋、正津ヶ浜、柏原、丸の内、はまゆう 13 日月・27 日月 水 ・土 2 日木 29 日木・23 日木 20 日月

４４月の行事表月の行事表
令和２令和２年年

●�企画展「吉田家の男達　吉田磯吉と吉田敬太郎　信念の政治家」（教）
【～５月 17 日】芦屋歴史の里

６日月、13 日月
20 日月、23 日木、27 日月

芦屋町図書館休館日

４月はお休みです

土曜学び合いルーム
（中央・芦屋東・山鹿公民館）

マークの説明

ボートレース芦屋
開催日➡

ボートレース芦屋
場外のみの発売日➡

問い合わせ

　行事の詳しい内容は、（　）
内の担当部署に問い合わせて
ください。
（総） 総務課
（住） 住民課
（福） 福祉課
（健） 健康・こども課
（環） 環境住宅課
（産） 産業観光課
（教） 教育委員会
（観） 観光協会
（体） 体育協会
（文） 文化協会（中央公民館内）

納期限内納付に
ご協力ください

納　税

ボ ー ト レ ー ス 芦 屋　☎２２３ー０５８１
芦屋子育て支援センター　☎２２１ー２５６７
ボランティア活動センター　☎２２１ー１０１１
マリンテラスあしや　☎２２３ー１０８１
芦 屋 中 央 病 院　☎２２２ー２９３１
芦屋中央病院健診センター　☎２２２ー２９３２
芦屋町社会福祉協議会　☎２２２ー２８６６
芦 屋 町 体 育 協 会　☎２２２ー０１８８
芦 屋 町 観 光 協 会　☎２２１ー１００１

役 場　☎２２３－０８８１（代）
町 民 会 館　☎２２３ー０７３１
中央公民館　☎２２２ー１６８１
図 書 館　☎２２３ー３６７７
山鹿公民館　☎２２３ー１８９２
芦屋東公民館　☎２２２ー１９８１
総合体育館　☎２２２ー０１８１
芦屋歴史の里　☎２２２ー２５５５
芦屋釜の里　☎２２３ー５８８１

今月の行事表

３つの密を

避けましょう


