
平成２４年３月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２４年３月２７日（火）１４時～ 

場 所 市役所３階庁議室 

１．開  会 

２．市からのお知らせ 

⑴ 平成２４年４月１日付け人事異動について［総務課］・・・・・・・・・・・・・・・・P.1 

⑵ 鹿島市スポーツ合宿誘致の取り組みについて［企画課・生涯学習課］・・・・・・・・・ 

⑶ 佐賀県住宅リフォーム助成事業及び鹿島市住宅リフォーム助成事業の実施について 

［まちなみ建設課］・・・・・・P.2 

⑷ 子どもの医療費助成事業の改正について［福祉事務所］・・・・・・・・・・・・・・・P.4 

⑸ ホテルオークラ（福岡）での鹿島フェア開催について［産業部］・・・・・・・・・・・P.6 

３．行事予定（本日の市や団体からのお知らせ内容を除く） 

・３月２４日（土）～４月 ４日（水）旭ヶ岡公園桜まつり 旭ヶ岡公園 

・４月 ６日（金）平成２４年度始業式 市内小中学校 

・４月 ８日（日）消防団入退団式 市民会館 ９時３０分～ 

・４月１１日（水）平成２４年度入学式 市内小中学校 

・４月１５日（日）消防団新入団員および班長以上訓練 祐徳グラウンド ７時３０分～ 

・４月２１日（土）秦 万里子コンサート エイブルホール １８時３０分～ 

４．団体等からのお知らせ 

 ・かしま市民立学修大学からのお知らせ 

 

 

５．記者との意見交換 

 

６．閉  会 

■平成２４年４月定例記者会見 

 と き ４月１７日（火）１１時～ 

 ところ 市役所３階庁議室 

問合せ・連絡先 総務部企画課 

℡６３－２１０１ 三ヶ島、川原 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 総務部　総務課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１１３

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

syokuin2@city.saga-kashima.lg.jp

総務部　総務課　職員係

田代　章

１．異動規模　８５人（H２３は、８７人）

２．昇任者数　４人

３．特　　徴　組織の見直しの第一段階として管理職を抑制

平成２４年４月１日付　鹿島市職員人事異動

アピールポイント 機能的な組織体制の第一段階として新たな体制で臨みます。

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 建設環境部　まちなみ建設課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-3415

件　　名

説　　明





別添資料

0954-63-2313

kensetsu5@city.saga-kashima.lg.jp

建設環境部 まちなみ建設課 施設管理係

江島裕臣

　県助成事業は平成２３年度に設立した「佐賀県住宅リフォーム支援基
金」を活用し、平成２５年度までの３ヵ年間を事業期間としており、平成２
４年度の予算総額は１０億円を計上、うち３，８００万円が鹿島市に配分
される予定。

　市助成は平成２４年当初予算において、１，５００万円を計上、制度内
容は今年度と特に変更はなく、県助成との併用も可能である。
　ただし、太陽光発電設置費補助については、同制度より切り離し、環境
下水道課で予算計上（６００万円／１０万円上限・約６０件分）、市内業者
要件を無くし、広く普及を図る。

　受付開始は、４月中旬（詳しくは４月１日号「広報かしま」に掲載）を予定
しており、県・市助成ともに予算枠が無くなれば受付終了する予定。

佐賀県住宅リフォーム助成事業及び鹿島市住宅リフォーム助成事業
の実施について

アピールポイント

　同制度は、県内及び市内の経済活性化と住宅の質の向上を図るた
め、リフォーム工事を行う市民に対し、その経費の一部を助成するもので
ある。
　平成２３年度より制度を開始し、その実績（別紙参照）は市助成が３９１
件、県助成は１４８件にのぼり当初の予想を超える盛況ぶりで、市助成
は昨年１１月１７日、県助成は昨年１２月１９日をもって予算を消化し、受
付を終了したところである。同制度継続に対する市民や事業者の期待は
大きく、さらなる地域経済の活性化と住宅の質の向上のためにも、平成２
４年度も引続き実施するものである。

あり なし



住宅リフォーム助成事業　集計表／市・県

鹿島市緊急経済対策 住宅改修事業費補助金（市） 佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業費補助金（県）

業種別
申請
件数

業者数
(実数)

総工事費 申請額累計 業種別
申請
件数

業者数
(実数)

総工事費 申請額累計

大工 63 26 58,875,468 6,313,000 大工 26 13 56,505,958 5,653,000

建設 29 13 42,753,562 3,381,000 建設 14 9 58,081,199 3,324,000

電気 73 11 156,953,277 7,927,000 電気 31 9 37,070,899 4,962,000

設備 57 9 55,414,525 6,473,000 設備 20 6 28,160,773 4,060,000

リフォーム 86 12 72,622,716 8,216,000 リフォーム 37 11 49,458,932 6,213,000

建具 19 10 11,647,444 1,739,000 建具 10 6 13,939,016 1,676,000

塗装 22 9 17,506,315 2,200,000 塗装 10 6 10,180,243 1,444,000

畳 38 7 6,147,698 2,771,000 畳 0 0 0 0

瓦 4 1 6,670,110 385,000 瓦 0 0 0 0

合計 391 98 428,591,115 39,405,000 合計 148 60 253,397,020 27,332,000

内市外施工 20 18 45,303,248 3,871,000

平成24年3月22日現在



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

亀井

名称を「子どもの医療費助成事業」に変更し、制度の内容も佐賀県全体
的に改正されます。

■０歳から就学前までの子どもの通院・入院費については、医療費の一
部を医療機関の窓口で支払うと、直接手続きができることになります。
　ひと月１医療機関　通院は上限５００円を２回まで支払う。
　　　　　　　　　　　　　入院は上限１０００円を支払う。

■小学生は、通院・入院費まで拡大します。
■中学生は、入院費について助成します。
小学生・中学生ともに医療機関で医療を受けた領収書等を添付し、市福
祉事務所の窓口で申請すれば助成が受けられます。

子どもの医療費助成の改正について

アピールポイント

・子どもの医療費助成が、０歳児～就学前まで、通院・入院費が助成対
象に改正されます。
・小学生の医療費が通院・入院費まで拡大します。
・中学生は入院費について助成の対象とします。

部課名 市民部福祉事務所

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１１９

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２８

fukushi2@city.saga-kashima.lg.jp

市民部福祉事務所社会福祉係

あり なし



● 次のように制度が変わります
（現行：平成24年3月31日受診分まで　⇒　　改正後：平成24年4月1日受診分から）

1 事業の名称の変更になります。

2 医療機関の窓口での支払方法が変わります。
○　小学校就学前の乳幼児の医療費助成

★ この制度を将来にわたり安定的に継続させるため一部負担額が見直されます。

★ 受給資格申請
○　小学校就学前の子どもの医療費助成は受給資格証の交付申請が必要です。
○　３歳以上から就学前の新たな申請は、子どもの名前が載った健康保健証、印鑑が必要です。
○ ０歳から３歳までは、受給資格証の更新をし、後日交付いたします。

★ 所得の制限はありません

3 小学生・中学生の医療費助成

※ 対象者 市内に住所がある子ども
対象となる医療費

0歳～就学前の入院、通院　　・　　小学生の入院、通院　・　中学生の入院
申請から助成まで
①　0歳から就学前児童は医療機関で一部負担金をお支払いください
②　小学生（入院、通院）から中学生（入院）は医療機関から証明をもらうか、領収書を添付し
　　　福祉事務所に備え付けの申請書に必要事項を記入し、提出下さい。
③　入院時の食事療養費は、助成対象外です。
④　申請期間は医療費を支払ってから　1年以内です。

詳しくは；　福祉事務所　社会福祉係☎（６３）２１１９へお尋ね下さい

子どもの医療費助成事業の改正のお知らせ 

就学前のお子さんの保護者が、医療機関の窓口で一部負担額だけ支払えば済むように医療

費の支払い方法が  4月より改正されます。また、小学生の通院の医療費の助成も新たに

実施します。 

（現行）乳幼児医療助成事業 （改正後）子どもの医療費助成事業 

（現行） 

■ ３歳未満 

  窓口定額一部払方式 
（医療機関窓口で一部負担金のみの支払） 

■ ３歳以上就学前 

  窓口全額支払還付方式 
（医療機関窓口で一度支払、福祉事務所へ申請） 

（改正後） 

■ ０歳～就学前の子ども 

 医療機関の窓口で定額一部払い助成 
（福祉事務所へ申請する必要がなくなります） 

（現行） 

■ ３歳未満 

通院：上限 ３００円 入院：上限 ３００円 

■３歳以上就学前の入院と通院 

（改正後） 

■ ひと月・１医療機関につき 

 通院：上限 ５００円を ２回まで 

 窓口で精算額が５００円に満たない場合    

 は、その額で１回とみなします。 

■ 入院：上限１，０００円 

（改正後） 

■ 小学生は入院と通院の医療費を助成し、福祉事務所窓口で申請 （翌月25日払い） 

■ 中学生は入院医療費を、福祉事務所窓口で申請 （翌月25日払い） 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

山﨑　公和

『ホテルオークラ福岡・鹿島フェア』
期　間　平成２４年４月１日～４月３０日
内　容
①鹿島産ランチコースをメニューに設定
・１階メインレストラン「バロン　オークラ　ワインダイニング」鹿島産ランチ
コース　３，１５０円
　※食材に鹿島の野菜や果物、豚肉などを使用します。
　※市職員、JA職員が共同で育てた野菜も使用します。

②鹿島市内の６酒蔵の銘酒（日本酒）をお酒メニューに設定
・２階和食処「山里」
　大吟醸　鍋島（富久千代酒造）
　純米大吟醸　光武（光武酒造場）
　純米吟醸　肥前蔵心（矢野酒造）、幸姫（幸姫酒造）、能古見（馬場酒造
場）、肥前浜宿（峰松酒造場）、鍋島（富久千代酒造）

③その他
・スポットイベントとして酒蔵が出張し酒講座などを検討中。

ホテルオークラ（福岡）での鹿島フェア開催について

アピールポイント

鹿島市には、おいしい農畜産物や水産物が豊富にあります。また、豊か
な地下水と良質の米を使った日本酒造りが盛んで、各種鑑評会やコン
クールで多くの賞を受賞しています。
このようなすばらしい食材やを多くの方に知ってもらうために、消費圏で
ある福岡で鹿島フェアを行います。
４月からの１ヵ月間、ホテルオークラ福岡において、鹿島産ランチコース
と鹿島の６酒蔵の銘酒をお出しします。

部課名 産業部

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－３４１１

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２３１３

sangyou@city.saga-kashima.lg.jp

産業部　農商工連携推進室

あり なし



 

 

 

 鹿島市定例記者会見 
H24.３.27 

 

日 時：平成２４年 5 月 12 日（土）～19 日（土） 

場 所：エイブル全館  エイブルホール、1 階エントランス、2 階交流プラザ、3 階生活工房 A 

主 催：かしま市民立楽修大学 

今年も、“エイブル祭り”においてフリーマーケットを開催します。 
【と  き】平成２４年５月１３日(日)１０時～１６時 ＊小雨決行、荒天の場合は中止します。 

【と こ ろ】エイブル駐車場 

      ＊先着順で 1 団体１区画。区画が埋まり次第、締め切らせていただきます。 

【申込方法】エイブルに設置している申込用紙に、必要事項をご記入の上、楽修大学（エイブル２階） 

      にお持ちいただくか、FAX でお申し込みください。なお、申込用紙は楽修大学ホームペー 

      ジからダウンロードできます。 アドレス http://www.kashima-gakushu.com/ 

【問合せ先】かしま市民立楽修大学 TEL：0954-63-2138 FAX：0954-63-3424 

日 時：平成２４年 4 月 21 日（土） 
   開場 18:00  開演 18:30 

場 所：エイブルホール 

主 催：かしま市民立楽修大学 

料 金：一 般 2000 円   高校生以下 1500 円  ※楽修大学生各 500 円引き 

【問合せ先】かしま市民立楽修大学 TEL：0954-63-2138 FAX：0954-63-3424 

～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～ 
日 時：平成２４年６月 1 日（金） 
   開場 18:30  開演 19:00 

場 所：エイブルホール  

主 催：かしま市民立楽修大学 

料 金：前売 一 般 2000 円  高校生以下 1500 円 

    当日 一 般 2500 円  高校生以下 2000 円 

     ※楽修大学生各 500 円引き 

     ※かしま市民立楽修大学事業のため一般の公演 

      料金より低く設定されています。 

チケット／平成２４年４月 14 日（土）発売開始 

【問合せ先】かしま市民立楽修大学 TEL：0954-63-2138 FAX：0954-63-3424 



 

H２４.４月～５月床の間コーナー 

中尾
な か お

 蔦一
つ た い ち

 展 
のお知らせ 

 

4 月・5 月の床の間コーナーは、３５歳の若さで亡くなった日本画家の中尾蔦一さんの作品をご紹

介します。 

◆展示期間  平成２４年４月１日（日）～５月３０日（水）     

◆場   所  鹿島市生涯学習センター・エイブル ２階  床の間コーナー 

中尾蔦一さんは、明治３４年古枝村に生まれ、鹿島尋常高等小学

校準教員を経て、東京美術学校（現東京芸術大学）日本画科を大正

１５年に卒業。同年に開催された聖徳太子奉讃美術展覧会に入選し、

その賞として故久爾宮殿下より御紋章付香盒を賜っています。また、

昭和３年にはその作品が東京冨山房発行の中学校教科書国文の教

材として掲載されるなど、将来を期待されていました。 

昭和４年、病のため帰郷。鹿島高等女学校の教諭心得となり、そ

の傍ら、拝石・拝泉・光林などと号して画業を積みましたが、昭和

１２年９月に３５歳の若さで亡くなりました。 

代表的な作品は日本青年館、祐徳稲荷神社、鹿島市立西部中学校、

古枝小学校等に寄贈され、今も校長室などに飾られています。 

今回は、蔦一さんのご遺族所蔵品の中から、掛け軸や蔦一さんの

絵が掲載された教科書、実際に使用した画材なども展示しますので、是非足をお運びくださいます

よう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

                   

 

【問合せ先】かしま市民立楽修大学（エイブル２階事務局）担当：織田・小野原 

TEL：0954-63-2138  FAX：0954-63-3424 

 

 


