
　３月８日、毎年恒例のみんなの集いが、市民会館とそ

の周辺で行われました。

　市内のいろいろな分野で活動する団体の発表や作品展

示、青空市場など多くの市民で賑わいました。

　また、今年は『ハウステンボス歌劇団』の素敵なステー

ジ（写真）が披露され、会場は大きな歓声に包まれました。

みんなの集い

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

平成２７年２月２８日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯９－人４０－世帯１０,７５１人３０,７６６

世帯７－人１５－世帯　５,３２７人１４,１９０鹿　　島

世帯１－人１２－世帯　１,１６０人  ３,６６９能　古　見

世帯３＋人３＋世帯　１,０３７人  ３,２１７古　　枝

世帯２＋人３－世帯　１,０５６人  ３,０６３浜

世帯３－人６－世帯　１,２１５人  ３,６０４北　鹿　島

世帯３－人７－世帯　　　９５６人  ３,０２３七　　浦

人１４－人１４,５０２男

人２６－人１６,２６４女
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№１０５６

写真

　４月１２日（日）は佐賀県議会議員選挙、２６日（日）は鹿

島市議会議員選挙の投票日です。

　これらの選挙は、私たちの意見を市政に反映させるため

の大切な選挙ですので、投票には忘れずに出かけましょう。

（８ページに関連記事があります）
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投票に行きましょう！
～　統一地方選挙　～
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建はじめに

　平成２６年度は鹿島市にとりま

して『節目の年』でございました。

旭ヶ岡公園の『夜桜電飾１００周

年』や『鹿島市制施行６０周年』

などの記念事業につきましては、

市民の皆様をはじめ、これらの事

業に携わって頂きました多くの

方々のご協力により大盛況となっ

たことはご承知の通りでございま

す。

　さて、自治体が抱える課題につ

いて考えますと、全国的な傾向と

して、自治体の約７割は人口５万

人未満の自治体であり、こうした

自治体は、『急激な人口の減少』、

『一次産業の担い手の高齢化と耕

作放棄地の拡大』、『若者の流出』

という課題に直面しております。

　一方、三大都市圏などの都市部

では『高齢者人口の急増による医

療、介護等のサービス量の不足』、

『生活保護世帯増加に伴う財政圧

迫』、『交通、エネルギー等のイン

フラの高コスト化』、『保育施設の

不足』などが課題となっています。

　このように、地方と都市部の自

治体では抱える課題の本質が全く

異なっており、地域の特性、文化、

歴史、人口規模に即した『独自の

戦略』への転換が求められており

ます。

　地方と都市部で課題の本質が違

うということは、それぞれが目指

す『都市像』や求められる行政

サービス、それに伴う事業にも違

いがあるということだと思います。

また、地方都市が目指すものには、

特性や特色がなければならないと

考えており、それが鹿島市の現状

に合っていなければなりません。

　そのためには、鹿島市における

課題の特性を整理することが重要

であり、鹿島市に効果をもたらす

政策をどのように展開していくか、

期待できる効果は何があるか、

しっかり見極め、鹿島市の将来像

やまちづくりの基本的な方向性を

見出していかなければならない時

期にあると思っております。

　平成２４年６月、地域における

中核都市としての復活を目指して、

『鹿島ニューディール構想』を市

民の皆さんに提示いたしました。

その中でも、優先的に取り組んだ

『鹿島市シビックセンター再整備

構想』では、中心市街地での公的

施設再整備として市民交流プラザ

『かたらい』を平成２６年度に設

置したところでございます。

　このような状況の中、地域にお

ける人口減少に歯止めをかけるた

めに、国は『地方創生』に大きく

舵を切ったところです。まずは、

連続性のあるものとして挙げられ

ている消費喚起などを目的とした

『地域住民生活等緊急支援のため

の交付金』に取り組み、『プレミ

アム商品券』をはじめ、しごとの

創出に向けた事業を積極的に取り

組んでいきたいと考えております。

　また、地域の実情に応じた子ど

も・子育て支援を充実させること

も重要であります。子育て支援を

行う拠点づくり、質の高い幼児期

の学校教育・保育の総合的な提供、

放課後児童クラブなどがこれに当

たりますが、地方創生先行型とし

て考えておりますのは、『利用者

支援事業従事者育成』や『放課後

児童クラブの時間外委託事業』な

どであります。

　各家庭に必要な保育サービス情

報を提供し子育てプラン作成を支

援する利用者支援事業は、広範囲

にわたる保育サービスの知識が必

要であり、従事する人材を雇用し、

将来的には子育て全般に関する相

談窓口を市民交流プラザ内にござ

います子育て支援センターで土日

も相談できる体制を整備し、市民

の利便性の向上を図ろうと考えて

おります。放課後児童クラブにつ

いては、専用施設以外を利用して

いる点で時間延長が困難であった

ことを少しでも解消するために、

１８時以降の利用希望者を市民交

流プラザなどに集結し、運営委託

をする新たな取り組みも考えてい

るところです。

　このように、これからのまちづ

くりはいかに人口減少に歯止めを

かけるかということを柱に、子育

て支援の充実や豊富な知識と経験

を有されている高齢者の方が敬愛

され、生きがいをもって健康で安

心した生活を送ることができるよ

うな体制づくりを考えていかなけ

ればならないと思っております。

建第六次鹿島市総合計画および地

　方創生の取り組みについて

　平成２８年度を開始年度とする

第六次総合計画については、平成

　市議会３月定例会の冒頭、 口市長が平成２７年度の施政方

針を述べましたので、要約してお知らせします。

平成２７年度施政方針を発表

　　平成２７年度
　　　　　　施政方針を発表
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２６、２７年度の２カ年をかけて

策定業務を進めております。

　今年度は、市民アンケートや意

見交換会などを実施し、市民の皆

様の意見を伺いながら、庁内の策

定委員会で検討を進めてまいりま

した。

　現在、各専門部会の提案を集約

した段階であり、今後この素案を

ベースに審査を重ね、平成２７年

度の早い時期に庁内成案を作成す

る予定であります。その後、審議

会でのご審議を経て市議会に提案

いたす運びとなります。

　国においては、平成２６年１１

月に『まち・ひと・しごと創生

法』が成立し、これに基づき、平

成２６年１２月に国の『まち・ひ

と・しごと創生総合戦略』が策定

されました。

　これを受けて、本市においても、

国・県の総合戦略を勘案しながら

『鹿島市まち・ひと・しごと創生

総合戦略』を、平成２７年度中に

定めることになっております。

　総合計画は、市の最上位計画で

あり、５カ年の施策の基本的な方

向性を示すものであります。一方、

総合戦略は、人口減少の克服と地

方創生に特化した個別具体的な施

策を示すものであり、いわゆる

『アクションプラン』であると捉

えております。

　本市は、第六次総合計画と、総

合戦略の策定の時期が重なったこ

とで、基本的な方向性を合わせな

がら策定作業を進めることが可能

でありますので、一貫性を持ちつ

つ、相乗効果が生まれるような計

画づくりを進めてまいります。

建市民会館整備計画について

　市民会館の整備につきましては、

昨年度、設置しました『鹿島市民

会館建設研究会』から、鹿島市民

会館を中心とした中川エリア全体

の整備についての研究結果を報告

書としてご提出いただいたことか

ら本格的な検討を始め、今年度に

入り、研究会委員代表者や建築専

門者等で組織する『鹿島市民会館

建設検討委員会』を新たに設置し、

中川エリア整備計画の全般にわた

りご協議いただいております。

　間もなく、検討委員会から、中

川エリアのグランドデザイン（全

体構想）による各種公共施設の配

置計画、および市民会館建設へ向

けた具体的な構想をご提言いただ

くことになっております。

　これを受け、鹿島市では、新し

い市民会館の建設場所、ホールの

座席数など建物の規模や機能、ま

た、市庁舎やエイブルなど既存施

設との連携をはじめ総合的な検討

を行い、必要な財源なども考慮し

ながら、基本設計などの具体的作

業に取り組みたいと考えておりま

す。

　市民会館については、市民の皆

様の期待も高い施設でもあります

ので、今年は、市民会館の建て替

えについて一定の方向性を見出し

たいと考えております。

建新世紀センター（仮称）の建設に

　ついて

　佐賀県の現地機関の再編計画に

合わせ、鹿島市の防災･防疫等の

非常時における危機管理体制を強

化するため、県と市の協力連携に

より一体的な対応ができる施設と

なるよう建設の準備を進めてま

いったところでございます。

　現在は、すでに解体を終えてお

ります福祉会館跡地に新世紀セン

ター（仮称）を新築するための実施

設計の最終段階に差し掛かってお

り、また、佐賀県との協議も進ん

でおり、いよいよ平成２７年度に

は建設工事を行い、平成２８年４

月には、佐賀県と鹿島市の合同庁

舎としての供用開始を目指してお

ります。

　この施設の１、２階には、鹿島

市の施設として、災害対策本部機

能、備蓄倉庫、水道課、下水道課、

消防団の詰所、車庫などを配置し、

３、４階には、佐賀県の杵藤農林

事務所、農業改良普及センターが

入居する計画でございます。

　特に、２階には災害発生時にお

ける佐賀県と鹿島市の合同災害対

策本部を設置できる整備を行うこ

となど、全国的にもモデル的な施

設となると思っております。

建道の駅鹿島について

　平成６年に佐賀県内第１号の登

録を受けました『道の駅鹿島』は、

平成２６年度で２０年の節目を迎

えました。一昨年の全国大会開催

に続いて、昨年６月には九州大会

を鹿島市で開催し、その中で九

州・沖縄の当時１２３駅の中で最

も優秀な道の駅として『最優秀

賞』を受賞いたしました。

　ま た、平 成２２年３月 に リ

ニューアルオープンをしました

『千菜市』のレジ通過者が昨年の

１２月３０日に１００万人の大台

を突破するなど、『道の駅鹿島』

に関して明るい話題が続いた年で

ありました。

　さらに『道の駅鹿島』は、今年

１月に国土交通省が地方創生の拠

点とする先駆的な取組をモデル箇

所として選定し、関係機関が連携

の上、計画段階から総合的に支援

する『重点道の駅』に九州の中で

３つの１つとして選ばれました。

　今後は、自治体・関係機関によ

る協議会を設け、複数の関係機関

の制度と連携して活用し、干潟体

験・干潟環境教室を道の駅を中心

として実施し、観光交流人口拡大

につなげようとする提案を具体化

していくことになります。

このほかにも、

●防災情報伝達システムの整備

●鹿島酒蔵ツーリズム

などについて述べました。

平成２７年度施政方針を発表
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　平成２７年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成２７年度一般会計当初予算額は１４８億３,５００万円で、昨年度の肉付予算

（６月補正後）と比較して８億８,０２８万円（６.３％）の増となっています。人件費や

公債費などの固定的な経費（経常的経費）を極力圧縮し、将来への負担を考慮しながら、

第五次鹿島市総合計画にかかげる『みんなが住みやすく、暮らしやすいまち』の実現

に向け、『定住促進』『子育て支援』などを中心とした政策的事業や、『肥前鹿島駅周辺

整備』や『新世紀センター（仮称）建設』などの投資的事業に取り組み、地域における

中核都市としての活力を盛り上げる施策を展開していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

　　　　 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

増　　減平成２６年度予算額平成２７年度予算額会　計　区　分

９.２％１２億４,６００万円【骨格予算】　１３５億８,９００万円
１４８億３,５００万円一　般　会　計

６.３％８億８,０２８万円【肉付予算】　１３９億５,４７２万円

１９.３％２億　 ４０３万円１０億５,９６４万円１２億６,３６７万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

０.０％０万円６１万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

１２.０％４億９,６３３万円４１億３,３３８万円４６億２,９７１万円国 民 健 康 保 険

△３.３％△１,３００万円３億９,４５１万円３億８,１５１万円後 期 高 齢 者 医 療

△１.０％△５９３万円５億９,６４１万円５億９,０４８万円収 益 的 収 入

水 道 事 業

企
業
会
計

０.４％２５０万円５億７,２７３万円５億７,５２３万円収 益 的 支 出

△１８.１％△１,２００万円６,６２１万円５,４２１万円資 本 的 収 入

△１.０％△３７６万円３億６,４９５万円３億６,１１９万円資 本 的 支 出

当初
予算

平成２７年度　鹿島市

建各会計の当初予算額

当初予算の概要をお知らせします

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。



広報かしま　Ｈ２７(２０１５).4.15

建平成２７年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします

農林水産業の振興

１１億５,８０２万円

８％

毅農地多面的機能支払交付金事業　　１億１，９３６万円

毅中山間地域等直接支払推進事業　　１億　　５０８万円

毅農商工連携事業　　　　　　　　　　　　　９９４万円

毅強い農業づくり交付金事業　　　　２億９，０１６万円

毅有明海海底耕耘支援事業　　　　　　　２，００２万円

土木、建設事業

１３億１,９０３万円

９％

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　１億３，８７８万円

毅社会資本整備総合交付金事業（道路）　１億６，１３３万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　　　５，６４９万円

毅中木庭ダム周辺整備事業　　　　　　　５，４７０万円

毅緊急経済対策住宅改修事業　　　　　　１，０００万円

商工観光、企業誘致、
　雇用対策

３億３,０８４万円

２％

毅企業育成対策事業　　　　　　　　　　　　６８０万円

毅祐徳門前商店街活性化事業　　　　　　　　４６７万円

毅観光客誘致対策　　　　　　　　　　　１，１４１万円

毅酒蔵ツーリズム推進事業　　　　　  　　　３４８万円

毅干潟展望館指定管理委託料　　　　　　　　８００万円

衛生、健康対策

９億１,０６０万円

６％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　　  　８３３万円

毅不妊治療助成事業　　　　　　　　　　　　２５０万円

毅麻しん・風しん・水痘予防接種事業　　１，６３６万円

毅有明海環境保全事業　　　　　　　　　　　　５６５万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　２億４，５０９万円

議会、総務、消防
経費

３９億１,７９９万円

２６％

毅新世紀センター（仮称）建設事業　１１億７，８００万円

毅防災情報伝達システム整備事業　　８億７，４５０万円

毅公会計システム構築事業　　　　　　　１，２５２万円

毅公共施設等総合管理計画策定事業　　　　　６２１万円

毅公共施設予約システム事業　　　　　　　　　　２６万円

借入金の返済
（公債費）

９億５,４７７万円

６％

　平成２７年度の一般会計借入金残高は１０６億円となる見込み

であり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政対策

債（４５億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は６１億円程度

となります。さらに、この６１億円の返済にも、約６割の交付

税措置が見込まれます。

学校教育、生涯学習

１４億４,５３１万円

１０％

毅小中学校耐震補強・大規模改造事業　２億４，６１６万円

毅蟻尾山公園整備事業　　　　　　　　　３，１２２万円

毅エイブル・市民図書館指定管理委託料　１億５，３１０万円

毅伝統的建造物群保存地区対策事業　　　８，３５４万円

毅給食センター調理等委託事業　　　　　６，４８０万円

福祉事業の推進

４７億４,５８６万円

３２％

毅臨時福祉給付金等給付事業　　　　　　４，７２６万円

毅生活困窮者自立支援事業　　　　　　　１，５００万円

毅市民交流プラザ事業　　　　　　　　　４，８４６万円

毅保育所運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９億３，４７９万円

毅ひとり親家庭児童配食サービス事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４万円 など

など

など

など

など

など

など
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災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災 害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害 ににににににににににににににににににににににににににににに 備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備 えええええええええええええええええええええええええええええ災 害 に 備 え てててててててててててててててててててててててててててててて

　平成２７年度より国の指針に基づき次のように避難勧告等を発令します。

　市民の皆さんにはそれぞれ記載している行動をお願いします。

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

胸自然災害（洪水・土砂災害など）時の避難勧告等の発令内容が変わります

防　災　特　集

発令対象の河川に隣接する集落発 令 範 囲

避難判断水位に到達した場合　など
主な発令の
タイミング

・いつでも避難（屋内退避を含む）を開始できるように準備し、ニュースなどの情報に十分注意する

・自宅にいるのが不安な人は、区長さんや市などと相談して安全な建物に避難する　など
発令を受け
て の 行 動

発令対象の河川に隣接する集落発 令 範 囲

氾濫危険判断水位に到達した場合　など
主な発令の
タイミング

・緊急避難場所へ避難する
・または、自宅の２階や近所の建物など、
　安全と思える場所に避難する

発令を受け
て の 行 動

発令対象の河川に隣接する集落発 令 範 囲

河川の水位が堤防を越えた場合や堤防が
決壊した場合　など

主な発令の
タイミング

・緊急避難場所へ避難する
・または、自宅の２階や近所の建物など、
　安全と思える場所に避難する

発令を受け
て の 行 動

○○川に関する避難準備情報

○○川に関する避難勧告 ○○川に関する避難指示

市内全域発 令 範 囲

大雨注意報が発表され翌日明け方に大雨が降り土砂災害が発生する可能性が大きい場合　など
主な発令の
タイミン グ

・いつでも避難（屋内退避を含む）を開始できるように準備し、ニュースなどの情報に十分注意する

・自宅にいるのが不安な人は、区長さんや市などと相談して安全な建物に避難する　など
発令を受けて
の 行 動

発令基準に該当する地区発 令 範 囲

土砂災害警戒情報が発表された場合　
など

主な発令の
タイミング

・緊急避難場所へ避難する
・または、自宅の崖とは反対側の２階な
　ど、安全と思える場所に避難する

発令を受け
て の 行 動

発令基準に該当する地区発 令 範 囲

土砂災害が発生した場合　など
主な発令の
タイミング

・緊急避難場所へ避難する
・または、自宅の崖とは反対側の２階な
　ど、安全と思える場所に避難する

発令を受け
て の 行 動

土砂災害に関する避難準備情報

土砂災害に関する避難勧告 土砂災害に関する避難指示

発令基準に該当する集落発 令 範 囲

高潮警報が発表された場合　など
主な発令の
タイミング

・緊急避難場所へ避難する
・または、自宅の２階など安全と思える
　場所に避難する

発令を受け
て の 行 動

発令基準に該当する集落発 令 範 囲

潮位が堤防の高さを超えた場合　など
主な発令の
タイミング

・緊急避難場所へ避難する
・または、自宅の２階など安全と思える
　場所に避難する

発令を受け
て の 行 動

高潮に関する避難勧告 高潮に関する避難指示
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　災害時には、以下のように情報を伝達します。

　被害を最小にとどめるには、正確でかつ新しい情報の入手が必要になります。

胸市では市民の皆さんへ速やかに情報を提供します

胸『防災ネットあんあん』を活用しましょう
　佐賀県『防災ネットあんあん』を使って、鹿島市内の防災情報を配信しています。

　『防災ネットあんあん』とは、皆さんが安全・安心を確保するための一助として、携帯電話などのメール機能を使っ

た各種防災情報などを配信する防災・安全・安心情報配信システムで、利用するには登録が必要です。

　配信している情報は、『市の対応体制』『市道の通行止』『避難勧告等発令』など、皆さんに身近な防災情報です。

利用登録の方法

・携帯電話などに登録サイト（http://esam.jp）のアドレ

　スを直接入力するか、下のＱＲコードを読み取るこ

　とでアクセスし、ガイダンスに従って登録します

・パソコンやスマートフォンからも、同様に『一括登

　録』画面からメールアドレスの入力と欲しい情報を

　選択して、登録することができます

　　　簡単アクセス（QRコード）閣

注意点

　携帯電話などで迷惑メール対策を設定している人は、

『esam.jp』からのメールを受信できるよう変更してくだ

さい。機種によっては迷惑メール対策の『おすすめ設定』

により受信できないようになっている場合があります。

　また、Gmailなどのメール受信ソフトによっては、登録

するための返信メール本文中にURL『http://～』が記載

されているため、迷惑メール扱いとなる場合があります。

この場合は受信メールの『迷惑メール』フォルダや『す

べてのメール』フォルダを検索して、確認してください。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
東部中学校で避難訓練を行いました　－　野畠地区　－

　２月２８日、昨年１２月に改築した東部中学校を会場に、野畠

地区の皆さんで避難訓練を行いました。

　この日は、西葉断層を震源とした地震を想定した避難訓練と、

杵藤消防署からの応急手当などの研修会、東部中学校内に建てら

れた備蓄倉庫などの防災施設の見学会が行われました。参加した

皆さんは訓練に真剣に取り組まれ、消防署からの研修会では簡易

担架の作り方などを実際に体験され、大変有意義なものになりま

した。

防　災　特　集
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投票に行きましょう

統統統統統統統統統統統統統統一一一一一一一一一一一一一一地地地地地地地地地地地地地地方方方方方方方方方方方方方方選選選選選選選選選選選選選選統一地方選挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙　投投投投投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票票票票票にににににににににににににに行行行行行行行行行行行行行行ききききききききききききききままままままままままままままししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょうううううううううううううう投票に行きましょう！！！！！！！！！！！！！！！
４月１２日（日）佐賀県議会議員選挙・４月２６日（日）鹿島市議会議員選挙

期日前投票期間投開票日（執行日）立候補受付日（告示日）選　挙　名

４月４日（土）～１１日（土）４月１２日（日）４月３日（金）佐賀県議会議員選挙

４月２０日（月）～２５日（土）４月２６日（日）４月１９日（日）鹿島市議会議員選挙

怯投票の案内

　時　　間　７時～２０時

　と　こ　ろ　入場券に記載された投票所（市内１４投票所）

怯期日前投票の案内

　投票日に仕事や旅行などで、投票所へ行けない人のために

『期日前投票』制度がありますので、ご利用ください。

　時　　間　８時３０分～２０時

　と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷しています。期日

　　前投票を利用する人は、事前に記入していただくと便利で

　　す。

怯開票の案内

　開票作業は、のごみふれあい楽習館で行います。

　開始時間　２０時４０分（予定）

怯開票速報の案内

　開票状況は、鹿島市ホームページで随時速報しますので、ご

覧ください。

　開票速報　それぞれ３０分毎の各候補者の得票数を発表します

　　　　　　・県議会議員選挙は２２時から

　　　　　　・市議会議員選挙は２１時３０分から

不在者投票の手続きはお早めに

①不在者投票指定病院・老人ホームなどに入院・

　入所している人は、その施設内で不在者投票

　ができます。入院・入所している病院・施設

　にお尋ねください。

②出張などで選挙期間中は市外に滞在している

　人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票

　ができます。ただし、投票用紙等の請求手続

　きが必要ですので、早めに鹿島市選挙管理委

　員会事務局までお問い合わせください。

③身体に重度の障がいのある人や要介護認定５

　の人などは、郵便による不在者投票ができま

　す。ただし、あらかじめ『郵便等投票証明書』

　の交付を受けておく必要があります。早めに

　鹿島市選挙管理委員会事務局までお問い合わ

　せください。

投開票速報は鹿島市ホームページで

http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

　この選挙は、私たちの意見を県政や市政に反映させるための大切な選挙です。

　投票には忘れずに出かけましょう。

 　選挙管理委員会　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

噛投票用紙には、候補者一人の

　氏名をはっきりと書きましょう！
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情報掲示板ワイド

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人には、５月中旬に納税通知書を送付します

ので、内容を確認して納期内に納めましょう。

　また、身障者等（身体障害者または精神障害者）の移動のために所有している

軽自動車には、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。

　期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、期限内に手続きを済ませましょう。

軽自動車税の納期限
納付書の納付は６月１日（月）
（口座振替日は５月２９日（金））

軽自動車税の納期限と減免申請
お
知
ら
せ

身障者等の減免申請について

対　象　車　煙身障者等本人が所有する軽自動車

　　　　　煙身体障害者が１８歳未満の場合または精神

　　　　　　障害者の場合は、生計を同じくする人が

　　　　　　所有する軽自動車

　　　　　※普通自動車の減免（県）を受けていない場

　　　　　　合に限り、対象車の減免が受けられます。

受付期間　４月１日（水）～５月２５日（月）

と　こ　ろ　税務課窓口

　

恭今年初めて申請する人

持　参　品　胸車検証（軽自動車届出書）胸印鑑（認印可）

　　　　　胸身体障害者手帳や療育手帳等胸運転免許証

恭昨年（平成２６年度に）減免を受けた人

　　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必

　要はありません。ただし、昨年申請した車両を廃車等

　し、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

　第六次鹿島市総合計画審議会委員
鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定委員

募集締切　４月２２日（水）　※必着

募集人員　５人程度（委員総数は２０人以内）

※応募多数の場合は、市で選考させていただきますの

　でご了承ください

募集条件

毅市内在住で、まちづくりに熱意や関心のある人

毅月１～２回程度の会議に必ず出席できる人

任　　期　５月中旬～１１月末（予定）

報　　酬　日額５,０００円

応募方法　

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで郵

送・FAX・Eメールまたはご持参ください

 

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３－１

　鹿島市役所企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

　姉０９５４（６３）２１２９

　死soukei@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先

募
　
集

　鹿島市では、市の将来像を描く『第六次鹿島市総合計画』と、定住促進策や人口減対策な

どを打ち出す『鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略』を平成２７年度に策定します。

　これらの計画の策定には、各種団体選出委員と一般公募の委員とで構成される『審議会・

委員会』を組織して検討を進めます。

　そこで、市民の皆さんのご意見とアイデアを盛り込んだ計画策定となるよう『一般公募委

員』を募集します。今回は、定住促進のための雇用対策や子育て支援策などが大きなテーマ

になりますので、特に若い人や女性の皆さんに積極的に参加していただきたいと考えています。

　鹿島のまちづくりをともに考えていただく人の参加をお待ちしております。
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恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　潤市内の土地または家屋の借地・借家人

　潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法

　　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

　委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるも

　のなどを持参し、税務課窓口に申請してください。

　そ　の　他

　　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事

　項証明書を求めることもできます。

恭固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、また

委任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の

価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～６月３０日

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）を

　　　　　　持参し、税務課窓口に申請してください。

　　　　　　代理人は合わせて委任状が必要です。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます
お
知
ら
せ

鹿島市ふるさと創生事業奨励金を活用しませんか？

　市のまちづくりや交流事業に対する奨励金です。

　市の発展や活性化のためにご活用ください。

対象事業

　鹿島の自然・歴史・文化・産業などを活かした地域

　づくり事業

募集要件

　・実施主体は市内の団体・個人（ただし法人は除く）

　・平成２８年３月末までに終了する事業であること

交　付　額

　原則、対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法

　市役所３階企画財政課、または市ホームページにあ

ります申請書に必要事項を記入し、企画財政課へご提

出ください。

選考方法

　書類審査の上、選考します。

　（内容によっては面接を実施します。）

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

募
　
集

情報掲示板ワイド

野山へ入る人はご注意を！　～　イノシシなどの一斉捕獲を行います　～

　４月から市内全域で有害鳥獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業被害の増加と里地近辺への出没

を受けて行われるものです。

　万が一の事故を防止するため、山菜採りやハイキングなどで野山へ入るときは、次の点に注意してください。

胸色で自分の居場所をアピールしましょう　　薄暗い場所や遠くからでもすぐ見分けがつく服装をしましょう。

胸音で自分の居場所をアピールしましょう　　ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなどしましょう。

胸罠には触れないようにしましょう　　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは
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あなたの『地方創生』企画募集！

申請締切　４月１０日（金）期限厳守

募集要件

毅地域の活性化を目的とした事業

毅平成２８年３月末までに終了する事業

毅新規事業（既存事業に新たな取り組みをする場合は対象）

毅モノの整備を伴わない事業

　（事業実施に不可欠な場合は１／２まで対象）

助　成　額

　県予算の範囲内で原則、金額の上限、下限はありま

せんが、事業費の１割は事業者負担となります

申請方法　

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで提出

してください

注　　意

　県で急きょ決定された事業のため、締め切りまでの

期間が短いことをご了承ください

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

募
　
集

　全国各地で『地方創生』に向けた取り組みが動いていますが、佐賀県でも『地方創生』に向けた事業を募集します。

　『農業体験イベントや農産物ブランド化プロジェクト』『まちあるきMAPの作成や観光情報発信』『伝承芸能の新

たな公演実施』など、地域の活性化を目的とした事業に、県から一定の助成があります。ぜひご活用ください。

利用開始　４月１日（水）

と　こ　ろ　国道４４４号線を大村方面へ進み、中木庭ダムの

　　　　　先のやまびこ広場（下段）

設置遊具　複合遊具２基・ロープウェイ・ぶらんこ・

　　　　　ネットクライミング・幼児用遊具・

　　　　　ぶらさがりや脇腹伸ばしなどの健康遊具

駐　車　場　やまびこ広場（上段）駐車場を利用ください

 　都市建設課土木管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

中木庭ダム湖畔公園やまびこ広場に
遊具ができました

お
知
ら
せ

　中木庭ダム湖畔公園やまびこ広場に、幼児や保護者も一緒に楽しめる遊具を設置しました。複合遊具やロープ

ウェイ、ネットクライミングなど体を動かして楽しめるものから、幼児向けのかわいい遊具や、健康遊具までそ

ろっています。

　また、中木庭ダム湖畔は、春には桜、初夏にはあじさい、秋には紅葉と、季節ごとに楽しめるようになっていま

す。中木庭ダム周辺を一望しながら、安心してゆっくり楽しめるやまびこ広場に、ご家族やご友人と一緒に皆さん

遊びに来てみませんか。

　やまびこ広場には他にも、休憩所・トイレ・
　お食事処（水曜日休み）があります
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情報掲示板ワイド

　市では、庁舎内（１階市民ホール）に広告付地図情報板を

設置し有料広告事業を行っています。

　地図情報板には、市内事業者などの広告をはじめ、庁舎案

内図・市内の主要公共施設を掲載しています。作成から設置、

広告の募集や営業は次の事業者に委託していますので、直接

申し込みください。

申　込　先　【広告代理店】　表示灯（株）福岡支社

　　　　　　　　　　　緯０９２（７６１）２６１１

募集期限　４月１５日（水）

 　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

広告付地図情報板への有料広告募集中
募
　
集

企業名および写真掲載場所

隔隔

　保護者が交代制などの変則勤務で、早朝や深夜に居宅外で就労しているため、食事の提供が困難なひとり親家庭の

児童を対象に、栄養バランスのとれたお弁当を配達するサービスを始めます。

　サービスの利用を希望する人はご相談ください。

～　ひとり親家庭の皆さんへ　～

児童への配食サービスを始めます！

お
知
ら
せ

対　　象　ひとり親家庭の中学生以下の児童

利用可能日　月曜日～土曜日のうち週２～３回程度

配達時間　１６時～１８時

利用者負担　一律　４００円／１食

配達方法　事業者から利用者への対面配達（留守宅への配達不可）

注　意　点　

潤利用申し込みには勤務時間などを証明する書類の提

　出が必要です

潤保護者以外の成人の同居など世帯状況によって利用

　できない場合もあります

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、平成２７年４月分から次のよう

に改定されます。

 　福祉事務所　　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　児童扶養手当…社会福祉係、　その他の手当…障がい福祉係

詳しくは

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定
お
知
ら
せ

手　当　額　（　月　額　）
手　当　名

改定後（平成２７年４月分～）改　定　前

４２,０００円４１,０２０円全部支給
児童扶養手当

９,９１０円～４１,９９０円９,６８０円～４１,０１０円一部支給

５１,１００円４９,９００円１級
特別児童扶養手当

３４,０３０円３３,２３０円２級

２６,６２０円２６,０００円特別障害者手当

１４,４８０円１４,１４０円障害児福祉手当

１４,４８０円１４,１４０円経過的福祉手当
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対象者　①妊娠を予定または希望する女性

　　　　　（将来に備えて接種を希望する小学生以上の女性を含む）

　　　　②妊婦の同居者（夫など）

　　※ただし、次の人は除きます。

　　　　・風しんにかかったことがある人

　　　　・風しんの予防接種を受けたことがある人

　　　　　（抗体価が低い人は対象となります。）

期　間　平成２９年３月末まで

※対象者が変更になることがありますので、必ずお問い合わ

　せのうえ、申請してください。

　風しんは春先から初夏にかけて流行します。妊娠初期の妊婦が風しんにかかると先天性風疹症候群の赤ちゃんを

産む可能性があると言われています。

　これを予防するため、対象者は事前申請により無料で予防接種を受けることができます。（１人１回のみ）

風しんとは
　発症すると発疹や発熱、リンパ節の腫れなどの症

状が出ます。感染経路としては、飛沫（唾液のしぶ

き）などです。

　妊婦（特に妊娠初期）が感染すると、胎児が風しん

ウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、精神や

身体の発達の遅れなどの障害をもった赤ちゃんが産

まれる可能性があります。（先天性風疹症候群）

風しんの予防接種費用を助成します
お
知
ら
せ

 　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

健康保険の切替手続きはお済みですか？
お
知
ら
せ

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からそ

の他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変

更になった日から２週間以内に市に届出をする必要が

あります。自動的に切り替わることはありませんので、

健康保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうか

の確認をお願いします。

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

　※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる

　　場合もありますが、その場合も交付を受けたらす

　　ぐ届け出るようにしてください

届　出　先　市民課窓口

届け出が遅れると・・・

　国民健康保険税が課税されたままになり、本来支払う

必要がない保険税を支払っていただくことになります。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

４月１日から市の組織の一部が変わります
怯組織変更

（旧）農商工連携推進室（産業部内）

（新）産業支援課（産業部内）　

　毅地域産業係・・・・産業間の連携、新たな産業の創出

　　　　　　　　　に関する業務

　毅産業戦略係・・・・国内外の流通、産・学・公の連携に

　　　　　　　　　関する業務

怯組織新設

（新）ラムサール条約推進室　

　　（環境下水道課内）

　登録区域の保全管理、環境教育の啓発、湿地および

海域保全、鳥類および底生生物などの調査研究など

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

閣
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潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳し

　いことは、気軽にお問い

　合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７ 

詳しくは

交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

　市では防災行政無線のデジタル化を計画し、平成

２７年度に整備をする予定ですが、その際に市役所の

屋上により遠くまで聞こえるスピーカーの導入を考え

ています。

　そのスピーカーの性能を確認するため、試験放送を

行います。市役所周辺にお住まいの皆さんには、ご迷

惑をおかけしますが防災体制強化のため、ご理解とご

協力をお願いします。

と　　き　４月１６日（木）１３時～１５時

試験内容　試験テスト内容を１０回程度放送

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

市役所に新たに設置するスピーカーの試験放送を行います
と　き：４月１６日（木）１３時～１５時

『人間ドック』『脳ドック』検診の費用を
一部助成します

対象者（次の条件をすべて満たす人）

毅昭和２０年４月２日～昭和６０年４月１日生まれの人

毅平成２７年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　している人

毅国保税の滞納がない人

毅脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月１７日までに市保健センターへ電話

　でお申し込みください。

　審査後助成の可否を後日連絡します。

助　成　額　２０,０００円

定　　員　２００人

受診医療機関

　胸織田病院（市内）　　胸志田病院（市内）

　胸新武雄病院（武雄市）

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があった

　場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

　などで助成対象者を決定します。

注意事項

　同一年度に特定健診を受けた人は、人間ドック・脳

　ドック検診費用の助成を受けることができません。

 　保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

お
知
ら
せ

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気などの早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を一部助成します。
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保険料免除等と年金給付の関係

　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料

の納付が免除または猶予される制度があり、次の３種類があります。

　平成２６年４月１日からは、申請時点の２年１カ月前の月分まで免除を申請できるようになりました。

※１月から６月までに申請される場合は、前々年所得が基準となります。

怯保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け

　取ることができない場合があります。保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。

　申請の受付は市民課で行っています。印鑑・年金手帳をご持参ください。なお、所得要件確認のため税務申告が

　なされていることが条件となります。

怯離職者、震災・風水害等の被災者の人は所得に関係なく該当する場合があります。離職者で、申請する年度また

　は前年度に退職（失業）の事実がある場合、雇用保険受給資格者証、離職票等の写しが必要です。

　※障害年金や生活保護を受けている人は「法定免除」となります。

怯将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、上記申請により免除または猶予された期間について、１０年以内で

　あれば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた翌年度から起算して３年度目以降は加算金がつきますので、早めに追納してください。

※一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

国民年金保険料の納付が困難なときは？　　　　　

　国民年金保険料免除制度があります

お
知
ら
せ

未　　納
若年者納付猶予
学生納付特例

一部納付全額免除納　　付年金給付との関係

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
８分の５～８分の７
反映されます

２分の1
反映されます

反映されます
年金額に反映さ

れるか？

①全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得

が一定額以下の場合には、申請に

より保険料の納付が全額免除また

は一部納付になります。

②若年者納付猶予申請

３０歳未満の人で本人・配偶者の

前年所得が一定額以下の場合には、

申請により保険料の納付が猶予さ

れます。

③学生納付特例申請

学生の方が本人の前年所得が一定

額以下の場合には、申請により保

険料の納付が猶予されます。在学

証明書または学生証の写しの提出

が必要です。
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情報掲示板ワイド

　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議では、『食農学習』の推進を図るため、ふるさと先生の派

遣を希望される団体などを募集します。

出張講座内容　潤作物の栽培方法（コメ・さつまいも・野菜・花など）

　　　　　潤地元農産物を使った料理づくり（郷土料理・パン・ピザ・みそ・まんじゅうなど）

　　　　　潤その他農業に関する内容（お茶の入れ方・フラワーアレンジメントなど）

派遣する団体　保育園（所）・幼稚園、小・中・高等学校、ＰＴＡ（保護者会）、消費者グループなど

経　　費　ふるさと先生の派遣にかかる経費（謝金、旅費）は、藤津地区推進会議で負担します。

　　　　　（ふるさと先生の派遣は、１回あたり２時間程度、１～２人を目安としています。）

　　　　　ただし、実習などで使用する材料費等は派遣受け入れ先（依頼者）が負担してください。

募集期間　４月１日（水）～２４日（金）

 　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議

　　　　　煙鹿島農林事務所農政課　緯０９５４（６３）５１１２　姉０９５４（６２）５１５９

　　　　　煙藤津農業改良普及センター　緯０９５４（６２）５２２１　姉０９５４（６２）４１８１

　　　　　煙市産業支援課　　　　緯０９５４（６３）３４１１　姉０９５４（６３）２３１３

詳しくは

ご利用ください ふるさと先生の派遣募集
お
知
ら
せ

　活力ある地域づくりと宝くじの普及宣伝を目的とした『宝く

じ助成金』を活用して、平成２６年度に祐徳門前商店街の屋外

放送設備を整備しました。

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年以

　　　　　上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援事業

　　　　　の助成を受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精

申請期限　治療を終了した日の属する年度内

　　　　　（２～３月に終了する場合は事前にお問い

　　　　　合わせください）

助　成　額　医療機関に支払った額（入院費、食事代、

　　　　　文書料は除く）の１０分の７に相当する額

　　　　　から佐賀県または、それ以外から受けた不

　　　　　妊治療費助成金を差し引いた額

（限　度）　１回につき１０万円まで（通算５年、６回まで）

 　保健センター

　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申請・問合せ先

不妊治療費の一部を助成します
お
知
ら
せ

　市では不妊治療費の一部を助成します。

　なお、佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、承認決定通知を受けてから、市に申請してください。
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情報掲示板ワイド

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に

１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行いましょう。

　また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡

ください。

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　４月１日から注射料金が２,５００円から２,６００円に改定されま

したので、ご注意ください。

　潤登録済の場合・・・３,１５０円（注射料金２,６００円＋注射済証５５０円）

　潤新規の場合・・・・・６,１５０円（上の料金＋登録手数料３,０００円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・毛色・名前・

　　生年月日・性別を確認します。

注　意　点

　潤中尾公民館での注射は、今年度から中止します

　潤どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

時間ところとき

９:００～９:５０

１０:２０～１１:３０

古枝公民館

市民会館

４／１２
（日）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１２:００～１３:３０

七浦公民館

浜公民館

市民会館

４／１７
（金）

９:３０～１０:２０

１３:３０～１４:２０

古枝公民館

北鹿島公民館

４／２０
（月）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１３:３０～１４:３０

貝瀬公民館

中浅浦公民館

のごみふれあい楽習館

４／２１
（火）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１１:３０～１２:００

飯田公民館

小宮道公民館

中町公民館

４／２２
（水）

９:００～９:４０

１０:００～１０:４０

１３:３０～１４:００

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

４／２５
（土）

対　象　者

　市内の個人住宅または併用住宅（併用住宅の場合は、

自己の居住する部分に限る）で、以下のすべての項目

に該当すること

　①市税の滞納がないこと

　②補助申請書の提出後、市職員の現地確認後に着工

　　し、平成２８年３月３１日までに完了すること

対象工事

　①市内の既存または新築の住宅であること

　　また、屋根などへの設置に適したもので、低圧配

　　電線と逆潮流有りで連結していること

　②太陽電池の最大出力が１０ＫＷ未満であること

　　（増設の場合は合計して１０ＫＷ未満であること）

　③補助対象経費が１ＫＷ当たり６５万円以下であること

　④設置工事は県内の業者が行うこと

補助金額

　設置する太陽電池の最大出力（ＫＷ）に２万円を乗じ

た額（ただし、上限６万円）

申請に必要な書類

　①住民票（世帯全員記載）の写し

　②市税完納証明

　③工事見積書（図面などを含む）の写し

　④施工前の写真

　⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

太陽光発電設備設置事業費補助金について
お
知
ら
せ

　平成２７年度の申請を受け付けています。補助を希望する人は着工前に申請してください。

　予算がなくなり次第終了しますので、希望する人はお早めに申請をお願いします。
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　ご協力により２,３６４人に受診していただきました。

　受診者の年代・男女別に見ると、どの年代でも男性より女

性が受診率が高く、若い年代ほど受診率が低い傾向でした。

　健診結果に応じて、メタボリックシ

ンドロームのリスクが出てきた人は、

特定保健指導（積極的支援・動機付け

支援）を、医師・保健師・管理栄養士

などから無料で受けることができま

す。

　特定健診の結果、保健指導が必要と

なられた人はぜひご利用ください。

対　象　者　平成２７年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も、特定健診を受けることができます。

健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

健診期間　５月１日（金）～１１月３０日（月）

自己負担　１,０００円

持　参　品　『国保保険証』と『受診券』『受診票』（４月下旬にお送りします。）

※受診票は、必ず事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　平成２７年度受診率目標値は５５％です。約３,２００人の受診が必要となります。

 　保険健康課国保係（エイブル１階　保健センター内）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

特定健診を受けましょう

７５歳以上の人および今年度７５歳を迎える人（昭和１５年４月～昭和１６年３月生まれ）は、健診時

期が１０月～１１月になります。（後期高齢者健診または国保特定健診）

健診時期が近づきましたら、受診票等をお送りします。

特定
健診

平成２７年度 鹿島市国保の特定健診

平成　２　６　年度の特定健診受診状況

平成　２　７　年度の特定健診受診率目標値

特定健診・特定保健指導を受けると

　メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

　メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。無理のない計画を立て

　　て実践するので、生活習慣の改善もできます。

　メリット③　継続した健康管理ができる

　　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。そのため継続的に健康状態

　　を把握できます。

　メリット④　医療費を節約できる

　　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。結果として国民医療費の削減にな

　　り、保険料の抑制にもつながります。

［平成２７年３月速報値］
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介　護　保　険

『介護マーク』ができました
　県では『介護マーク』を作成し、見守りやサポートが必要な人に無償で配布し

ています。誰もが笑顔で暮らせる社会を目指すために、皆さんのご理解とご協力

をお願いします。

　認知症の人は、外見や行動からは介護が必要な人であ

ることが分かりにくく、付き添いの介護者が精神的な負

担を感じることがあります。そのため、介護中であるこ

とを周囲の人に知らせる『介護マーク』が考案されました。

恭『介護マーク』とは何ですか？

恭どういう使い方をするのですか？

恭『介護マーク』はどこでもらえますか？

 　杵藤地区介護保険事務所　緯０９５４（６９）８２２２

　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

　　　　　市地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

鞄公共のトイレでの付き添いのとき

鞄男性介護者が女性用下着を購入するとき

鞄診療室への入室に付き添いが必要なとき　など

　『さりげない形で、介護中であることを周囲に知ってもらいたいとき』に名札型の介護マークを身に

つけてご使用ください。

　見守りやサポートが必要な人に、市役所などで名札型の『介護マーク』を無償配布しています。

対　　象　認知症その他の要介護者（障がい者を含む）を介護している家族や介護者など

配布窓口　地域包括支援センター（市役所１階保険健康課長寿社会係）

　　　　　佐賀県長寿社会課

配布方法　『配布窓口』で配布を受け付け、介護が必要な人の状況（住所・

　　　　　氏名・要介護の状況など）を確認のうえお渡しします

栢ポスター掲示やチラシの配布など、『介護マーク』の普及に協力いただける事

　業所を募集しています。

　　ご協力いただいた事業所は『介護マーク普及協力事業所』として、県のホー

　ムページで紹介されます。
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潤エイブル倶楽部会員、入会要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも
いつでも入会できます！
年　会　費　１,０００円
　　　　　（高校生以下５００円）
入会特典　「えいぶる事業」でチケット
　　　　　代金の割引、先行予約など
　　　　　が受けられます。
　　　　　（入会月から１３カ月間有効）
 
　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
　緯０９５４（６３）２１３８
　姉０９５４（６３）３４２４
　http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

～油彩・水彩・版画などの小品展～

　今回は、日展会友で、

東光会常任審査員でも

ある、金子剛さんの作

品を展示します。

　油絵、水彩画、版画

などジャンルにとらわ

れない、多才な金子さ

んをご紹介します。

［前期展示：油絵、水彩画、スケッチ］

ご本人によるギャラリートーク開催

　と　　き　４月１２日（日）１０時～

　と　こ　ろ　エイブル２階　音楽スタジオ

展　　示　　６月２８日（日）まで

①新企画！おはなし会と

　ぬいぐるみのおとまり会

と　き　５月２日（土）

　　　　１４時～１４時３０分

ところ　図書館おはなしの部屋

募集開始　４月１８日（土）

定　員　１５人（先着）

②一日図書館職員体験

と　き　５月１６日（土）

　煙小学１～３年生　９時～１１時３０分

　煙小学４～６年生　１３時３０分～１６時

募集期間　４月１０日（金）～２４日（金）

募集人数　１２人（当選者に連絡）

エイブルからのお知らせなど

第１３回　エイブル祭り　開催！
５月 １６ 日（土）～ ２４ 日（日）

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

６月５日～７月３日
［毎週金曜日］
１０時～１２時

田栗　節子さん１５人
パソコン教室

（ワード入門）

無　料
エイブル２階

和室
６月上旬開講予定

ジョリン・ヨネシゲさん

大城　サカエさん
２０人

小学生対象無料講座
ジョリン先生＆大城先生
のハワイアン工作教室

会　員　  ５００円
一　般 １,０００円
材料費  　５００円

エイブル２階

調理実習室

４月２３日（木）

１０時～１３時
平野　小百合さん１５人

きゃらパン＆

おやつ作り教室

公
開
講
座

エイブルにおいでよ！　エイブルに行こうよ！
　作品展示と、ホールでの上演がいっぱい！ぜひ遊びに来てください。

５月１６日（土）オープニングセレモニー

　『はっぴぃ竃かむかむ』による『にわか』が上演されます

５月１７日（日）エイブルマルシェ

　エイブル駐車場で、手作り雑貨や野菜、食べ物のお店がいっぱい！

　『ボーイスカウト体験』でダッチオーブン料理も作ります！

５月２３日（土）エイブルキッズデー

　『宇宙科学館』と『塩田工業高校』のご協力で『子ども科学教室』を開催！

　エイブルカレー、かき氷、お菓子もあります。

と　　き　５月１６日（土）～２４日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール、エントランス、交流プラザ、生活工房　など

③としょかんビンゴ　

いろんな本を借りてビンゴカードを制覇しよう！プレゼントあり！

と　き　５月２日（土）～６日（振休）（申込不要）

ところ　図書館

対　象　３歳～小学生

持参品　図書館カード  　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

寓東光展最高賞作品

平成２７年度

えいぶる事業

金子　 剛 　展
たかし

床の間
コーナー子ども読書週間のイベント市　民

図書館

『エイブルの木　４月号』記事のお詫びと訂正

　１面で『狂犬病予防注射集団接種』の日付を４月１２日（土）・１７日（日）とお伝

えしましたが、１２日（日）・１７日（金）の誤りでした。お詫びして訂正します。
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“On the fence” 

今月のキーフレーズ

№１１２

この表現は、「決心がつかない」「まだ決まらない」という意味で使わ

れます。
ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（サ　ム）その映画どう思った？

（タミー）なんともいえないなぁ。登場人物は良

　　　　　かったけど話の展開が遅くて。

Sam:
Tammy:

What did you think of the movie?
I'm on the fence. The characters were 
good, but the plot was slow.

新校舎で新学期

東部中学校

校学 だ よ り

No.２１５ 　昨年１２月新教室棟が完成し、新

校舎での生活が始まりました。ここ

数年生徒は、旧校舎、仮設校舎、新

校舎と引っ越ししながらの学校生活

を経験してきました。今年の新入生

からは、初めから卒業まで新校舎の

東部中で過ごすことになります。

　昨年度は、新校舎に入るために

『STEP　UP！！　勉 強・あ い さ

つ・掃除』をスローガンに、新校舎

で過ごす生徒としてふさわしい生活

ができるように、自分自身をステッ

プアップしようと、みんなでいろい

ろなことに頑張ってきました。その

成果があって新校舎での生活にス

ムーズに入ることができました。

　新しい校舎は、これまでより明る

く、廊下が広くなっています。また

旧校舎が２棟で風通しが悪かったの

に対し、新校舎は１棟で風通しや日

当たりがとてもよくなりました。四

季を通して過ごしやすい設計で設備

も整っています。また災害時の避難

施設としての機能があり、太陽光発

電、備蓄倉庫やシャワー室などが設

けてあります。

　新年度も職員、生徒一丸となって

新しい校舎、新しい学年、新しい学

期、新しい仲間で、新しい東部中の

校風を築くために頑張っていきたい

と思います。

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Pehea   oe ? :ご機嫌いかがですか　　　　　　
ペヘア オエ

 Maikai   no   au  :元気です
マイカイ ノ アウ

（タミー）まだ決まらないわ。今夜、中華料理が

　　　　　いいか韓国料理がいいか。

（サ　ム）僕は中華料理のほうがいいなぁ。

Tammy:

Sam:

I'm on the fence. I don't know if I want 
Chinese food or Korean food tonight.
I prefer Chinese food.
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

多数の大学が鹿島で強化合宿！
スポーツ資源を活かしたまちづくり

胸明治大学・・・・２月９日～１４日の６日間　３８人

胸大東文化大学・・２月１６日～２３日の８日間　１９人

胸国士舘大学・・・３月６日～１１日の６日間　３０人

胸順天堂大学・・・３月１２日～１８日の７日間　２５人

恭合宿の実績

恭陸上教室、交流会を開催しました

　今年も４団体１１２人が鹿島で合宿を行いました。

　蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室などで子どもたちと交流を行いました。

明治大学練習風明治大学練習風景景（（中木庭ダム周辺中木庭ダム周辺））

大東文化大学・・・交流会（明朗幼稚園）

　明朗幼稚園の園児らとかけっこリレーや縄跳び

などを通した交流を行いました。また、一緒に食

事をして楽しい思い出作りができました。

明治大学・・・陸上教室

　市内小中学生をはじめ杵藤地区の小中学生を対

象にした陸上教室がありました。大学の選手らと

の距離走では、子供たちは付いて行くのに必死で、

練習の厳しさを体験しました。

国士舘大学・・・交流会（カトリック幼稚園）

　カトリック幼稚園の園児とドッジボールやいす

取りゲームをして楽しみました。帰るときに、選

手たちから離れない園児がたくさんいました。

順天堂大学・・・陸上教室

　西部中陸上部を対象に陸上教室を開催していた

だきました。体幹トレーニングや競歩リレーなど

で楽しい練習をさせてくださいました。
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恭たくさんの激励金・激励品をいただきました

　今回の大学合宿に対して、企業や市民の皆さまから、たくさんの激励金・激励

品をいただきました。誠にありがとうございました。

激励金（順不同）

　煙株式会社有明清掃社　様煙株式会社アルナ薬局　様煙有限会社江頭建設　様

　煙鹿島印刷株式会社　様煙鹿島機械工業株式会社　様煙鹿島金融協会　様

　煙有限会社鹿島防災具店　様煙株式会社鹿島プロパン　様煙株式会社九電工鹿島営業所　様

　煙株式会社栗山組　様煙佐賀西信用組合　様煙スカイタワーホテル　様

　煙髙木建設株式会社　様煙株式会社武田商事　様煙ダスキン鹿島　様煙株式会社ダック　様

　煙東亜工機株式会社　様煙中尾建設株式会社　様煙中島建設株式会社　様

　煙中島商事株式会社　様煙馬場組　様煙株式会社ひぜん　様煙肥前通運株式会社　様

　煙有限会社双葉建設　様煙株式会社宮園電工　様煙松尾建設株式会社　様煙緑木　様

　煙森鉄工株式会社　様煙盛永建設株式会社　様煙祐愛会織田病院　様煙祐信堂薬局　様

　煙祐徳自動車株式会社　様煙祐徳バス株式会社　様煙祐徳薬品工業株式会社　様

　煙有限会社善基商事　様煙株式会社パックス・トーア　様

激励品（順不同）

　煙佐賀県農業協同組合　様煙株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

　煙佐賀県有明海漁業協同組合　様

寓合宿をした大学生も多く参加した
１０km公認レース

寓スポーツ合宿の各大学に激励品として、オ
　レンジジュースや鹿島産の農林水産物が贈
　られました。これらの激励品は、選手たち
　の食事のときに提供されました。

　公認鹿島祐徳ロードレースには、今年も合宿をされた大学生が多数出走さ

れました。

　温かいご声援、励ましをありがとうございました。

　　　　　　　　　　 　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習課文化・スポーツ係内）

　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

恭公認鹿島祐徳ロードレース大会へ参加

２月８・１１・２２日に花取、

万才、笹原、七曲のため池で草

刈り作業が関係集落の皆さん

のご協力により行われました。

これらのため池は、昭和５７

年に国営多良岳パイロット事

業で造成された施設です。

毎年２月に行われる草刈り作

業により、適切な維持管理が

なされています。これにより

水質が保全され、大雨時の洪

水調節機能や山林火災時の初

期消火にも活かされています。

（多良岳地区施設管理体制整

備推進協議会　事務局　農林水

産課）

善行紹介

３月１１日、鹿島地区交通安

全協会から、未来ある子供を

交通事故から守る一環として、

鹿島警察署管内小学校の新１

年生に、交通ルールの基礎を

楽しく学べるこうつうあんぜ

んぬりえ“とびださないえほ

ん”をいただきました。

また、佐賀県交通安全協会か

らもパトカーをデザインした

反射材をいただきました。

ありがとうございました。

善行紹介
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 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　地球温暖化対策で最初にするべきことは、まず『温暖化の進行状況

が深刻である』ことを直視することから始まります。

　世界の平均気温は１００年間で０.７４度上昇したと伝えられてい

ます。また、直近の５０年間の気温上昇は１００年前に比べて２倍

の上昇率になっています。

怯なぜでしょうか？

　５０年ほど前から石油を使い、大量生産・大量消費のツケが回って

きている証拠です。

怯身近な温暖化対策

　これから夏にかけてのお薦めは、家庭でできるグリーンカーテンです。

　グリーンカーテンとは、窓の外にゴーヤーやアサガオなど、つる性植物をネットなどに絡ませて、カーテンのよ

うにしたもののことで、次のようなメリットが考えられます。

　①二酸化炭素吸収

　②酸素排出

　③涼しくなる

　④実のなる植物を植えたら収穫も期待できます

　まさに一石四鳥。今年の夏はグリーンカーテンを作ってみませんか？

　春になって、これまで眠ってい

たいろんな動物や虫たちが動き出

し、木々や草花も芽生えていく季

節です。人も、なんだか『わくわ

く』する気分になります。

　また４月は、学校でも入学、社

会でも入社など新しい世界へ飛び

出していく時期でもあります。小

学１年生のランドセルが動いてい

るような後ろ姿に『ほほえまし

さ』を感じます。新しい世界に何

があるのか希望に胸をふくらます

とともにちょっぴり不安を抱えな

がらの新たな旅立ちではないで

しょうか。さまざまな人たちとの

新しい出会いに、新鮮さを感じた

り、戸惑いを感じたり、新しい発

見もあるかもわかりません。その

ようなふれあいの中で友達がたく

さんできたら楽しい学校生活が

待っていると思います。友達は、

財産ではないでしょうか。

　新しい人間関係がスタートする

にあたっては、共感できることや

否定したいことなどさまざまに発

生するかもしれません。楽しいで

きごとばかりではないかもしれま

せん。そのような中に『みんな

違っていい』と相手を認め合うこ

とから心の通った友達関係・人間

関係が育まれると思います。

　このことは、新入社員として新

たに社会人になる人にも言えるこ

とではないでしょうか。職場には、

これまでの異なった生活環境や経

験などから、さまざまな価値観や

考え方の先輩たちがいると思いま

す。しかし、仕事を成し遂げると

いう目標は同じはずです。

　試行錯誤しながらも自分なりの

考えをしっかりと持ち、まわりの

人と協働、共感、共生、連携して

いく姿勢が、これからの人生を豊

かにしてくれるのではないでしょ

うか。

春になって
～新しい出会いに～

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

温暖化対策・人権の輪

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

寓毎年取り組まれている市民図書館の
　グリーンカーテン
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　転勤や進学などに伴い、住所の異

動が多い年度始めの土曜日・日曜日

も手続きを受け付けます。

と　　き　４月４日（土）、５日（日）

　　　　　８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　次の手続きを受け付けます。

潤転入・転出などの住所異動届

　これに伴う、国民健康保険および

　介護保険の手続き

潤出生・死亡・婚姻などの戸籍に関

　する届け出

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

 

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円（１３０㎡未満住宅）

　７人槽　４１４,０００円（１３０㎡以上住宅）

　１０人層　５４８,０００円（二世帯住宅）

申請期間　４月１日（水）から補助

　　　　　予定数終了まで（先着順）

そ　の　他　工事開始日は国の補助金

　　　　　決定後となります。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

おお知知ららせせ
ご利用ください

市民課窓口　休日開庁

詳しくは

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは

 

　市民交流プラザ『かたらい』では、

次の日程で全館（子育て支援セン

ターを含む３・４階の全フロア）清掃

を予定しています。このため、休館

日となりますのでご了承ください。

年間休館日（予定）　

５月３日（祝）、８月１６日（日）、

１２月２７日（日）、平成２８年２月７日（日）

※毎月『公共施設の休館日』（３０ペー

　ジ）にも掲載します

 

　市民交流プラザ『かたらい』管理室

　緯０９５４（６３）３０３０

 

怯藤津清掃社から有明清掃社に変更

　小舟津（線路南側）、伏原、中浅浦、

　下浅浦

怯藤津清掃社から鹿島清掃社に変更

　奥山、竹ノ木庭、平仁田開拓、

　七開、西塩屋、矢答

※これ以外の地区は変更ありません

潤㈲藤津清掃社　緯（６３）４０６４

潤㈱有明清掃社　緯（６２）４３２４

潤㈲鹿島清掃社　緯（６３）３９９４

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

と　　き　８月７日（金）・８日（土）

主なイベント

　潤土曜夜市

　潤こどもおどり

※６月は『歌オーディション』の開催を

　予定しています。ぜひ参加ください。

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

市民交流プラザ『かたらい』
休館日のご案内

詳しくは

４月から一部の地区で
し尿汲取り業者が変わります

詳しくは

鹿島おどりの
日程決定！

詳しくは

 

　春うららの季節になりました。土

づくりや農作業は、ぜひセンターに

ご用命ください。

建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ（EM入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にEM菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を『袋詰め』やトラック

『バラ積み』で販売しています。

建各種作業の注文をお受けします

　『農作業各種』、『庭木の剪定』、『家

事』、『網戸、襖の張り替え』、『はが

き書き』など気軽にご相談ください。

建刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月１６日（木）８時３０分～

　当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

建会員を常時募集しています

　毎日受け付けています。

対　　象　６０歳以上または来年3月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　４月１６日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯０９５４（６３）０９７０

 

開山期間　５月２日（土）～９月２６日（土）

　ゴールデンウィークおよび土曜日・

　祝前日の宿泊など

　※夏休み期間中は木・金・土・日・お盆の宿泊可

宿泊料金　

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　　２,２００円～７,３５０円

予約受付開始　４月１日（水）９時～

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

奥平谷キャンプ場
予約受付開始

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

平成２７年２月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

いちご２ケース（JA青森へ特産品提供）３,０００円２月２３日接　遇

（４月からの累計　３１９,１５７円）３,０００円合　計

市長交際費の支出状況

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８
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　皆さんの医療保険制度を支えるた

め、ご理解をお願いします。

対　　象　佐賀支部に加入されてる

　　　　　被保険者（水色の保険証）

変更時期　４月分（５月納付分）から

※任意継続被保険者は５月分（５月

　納付分）から

変更内容　

健康保険料率　１０.１６％　→　１０.２１％

介護保険料率　１.７２％　→　１.５８％

※４０歳から６４歳の人は介護保険料が

　加わります

 　全国健康保険協会

　　　　　（協会けんぽ）佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２７）０６１２

 

 

　市内のほかの学校にたくさんの友

だちを作って、鹿島では体験できな

い沖縄での研修に隊員として参加し

てみませんか。また、そんな子ども

たちと一緒に、感動の夏を迎えたい

スタッフも募集します。

と　　き　８月２１日（金）～２４日（月）

と　こ　ろ　沖縄県（事前研修は市内）

隊員資格　市内の小学４年生～

　　　　　　　　　　　中学3年生

隊員定員　４５人(応募者多数の場合抽選）

スタッフ業務　隊員の指導・支援など（若干名）

※応募方法などは、小中学校へ配布

　する募集チラシでお知らせします。

 　鹿島ドリームシップ実行委員会

　　　　　　（市生涯学習課内）

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

募集締切　５月１１日（月）

潤体験談＆説明会

と　　き　４月１９日（日）１４時～１６時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

※詳しくはホームページをご覧ください。

　http://www.jica.go.jp

 　ＪＩＣＡ九州ボランティア班

　　　　　緯０９３（６７１）８２０５

協会けんぽ加入者へ
健康保険料率が変わります

詳しくは

募募 集集
鹿島ドリームシップ
隊員・スタッフ募集

詳しくは

ＪＩＣＡ　『青年海外協力隊』
『シニア海外ボランティア』募集

詳しくは

 

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

　地域のお兄さんお姉さんとして、

『わんぱくスクール』の催しやイベ

ントを企画し、子どもたちのお世話

や指導をしています。みんなで楽し

く活動して、思い出をたくさん作り

ませんか？

　初めてでも大歓迎！いつでも入会

できますので、皆さんも一緒にジュ

ニアリーダーとして活動しましょう。

入会資格　中学１年生～高校３年生

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

対　象　者　求職者

※機械加工技術科は概ね４０歳未満

入　所　日　７月１日（水）

訓練期間　６カ月

受　講　料　無料

申　込　先　ハローワーク鹿島

応募期間　４月２７日（月）～６月２日（火）

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

　春の風を感じつつ、さわやかに汗

をかいてリフレッシュしましょう。

介護をしている人、興味がある人な

ど、どなたでも参加できます。

と　　き　４月１０日（金）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※雨天時はエイブル２階和室

集　　合　エイブルロビー

内　　容　散策、レクリエーション

参　加　費　無料（申込不要）

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

鹿島市ジュニアリーダー
大募集！

詳しくは

平成２７年７月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

 快互 のつどい
かいご

詳しくは

 

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円（入場無料）

講師・内容

噛４月２日（木）

　第２８回総会（終了後講演）

　演題　『鹿島という地名について』

　講師　迎昭典さん（史談会元会長）

噛５月７日（木）　

　演題　『石碑から見た鹿島の歴史』

　講師　江島美央さん（市生涯学習課）

噛６月４日（木）　

　現地研修　蓮厳院、祐徳神社と

　　　　　　博物館、浜地区の史跡

※詳しい日程は５月の例会でお知ら

　せします

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

　国家資格「保育士」の受験対策講

座を開講します。

　なお、保育士国家試験の申込手続

は、別に必要です。

と　　き　次の各日曜日

※講義内容によって終了時間が異なる場合があります

※講義科目と日程は、一部変更になる場合があります

と　こ　ろ　佐賀県社会福祉士会館

　　　　　（佐賀市八戸溝１丁目１５番３号）

受　講　料　２０,０００円（テキスト代込）

定　　員　８０人程度

申込締切　５月７日（木）（先着順）

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

講講座座・・教教室室
鹿島史談会

鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

平成２７年度
保育士受験対策講座

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・募集・講座

１３時３０分～１６時３０分９時３０分～１２時３０分

保育原理児童家庭福祉５月１０日

子どもの食と栄養子どもの保健５月２４日

社会的養護・教育原理保育の心理学６月７日

保育実習理論社会福祉６月２１日

定員募集訓練科

１５機 械 ・ CAD 技 術 科

１２機 械 加 工 技 術 科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

１８電 気 設 備 施 工 科

１８住宅リフォーム技術科

２４建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科
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　運動不足で運動を習慣づけたい人、

家でもできる簡単なストレッチを教

えてほしい人など、いつまでも元気

で若々しく過ごすために、皆と一緒

に楽しく体を動かしましょう！

と　　き　４月７日～６月３０日

　　　　　毎週火曜日（５月１９・２６日を除く）

　　　　　１０時～１１時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

内　　容　ストレッチ、エクササイズなど

参　加　費　５００円/回（初回無料体験あり）

持　参　品　飲み物、タオル

※申し込み不要（見学自由）、どなた

　でも参加できます

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　『立つ』『歩く』などの動きをコン

トロールする骨、関節、筋肉などの

運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候

群）、略して『ロコモ』と言います。

放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。

　これを機会に運動しませんか？

と　　き　４月１０日～６月２６日

　　　　　毎週金曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　林業体育館（古枝）

対　　象　概ね４０歳以上

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

参　加　費　無料

 

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

介護予防運動教室
（運動サークル）のご案内

詳しくは

健康づくり教室参加者募集
～ロコトレでロコモ予防～

申込・問合せ先

 

　趣味づくり健康づくり教室では、

毎年エイブル祭りに参加し、日ごろ

の稽古の成果を発表しています。

と　　き　６月１０日（水）から

　　　　　毎月第２・第４水曜日

　　　　　１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

対象・定員　２０人（６０歳以上）

講　　師　藤間松娘（武藤恭子）さん

受　講　料　無料

期　　間　２年間

募集締切　６月３日（水）

 　社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

　動きやすい服装でご参加ください。

と　　き　５月９日（土）１０時～１２時

と　こ　ろ　しおさい館（太良町）

内　　容　応急・救命手当てについて

参　加　費　無料

 　日赤鹿島市地区

　　　　　（社会福祉協議会内）

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

日本舞踊教室生徒募集

詳しくは

『災害時に活かせる赤十字
救急法講習会』参加者募集

詳しくは

 

　気功教室を始めてから２０年目に

入ります。免疫力を高め、自然治癒

力を増強するために一緒に気功をし

てみませんか。

と　　き　４月７日（火）～９月２９日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

参　加　費　３,０００円（６カ月分）

 　事務担当　一ノ瀬

　　　　　緯０９５４（６２）５３５９

 

 

　各分野のベテラン担当者がお待ち

しています。（秘密は厳守します）

と　　き　４月６日（月）１０時～１５時

と　こ　ろ　佐賀商工ビル７階D会議室

　　　　　（佐賀市）ほか

相談内容　不動産に関する価格、

　　　　　取引、法律など

 　佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　　緯０９５２（２８）３７７７

気功教室　生徒募集

詳しくは

相相 談談
不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

詳しくは

情報掲示板　愚　教室・相談

受験資格　・昭和６０年４月２日～平成６年４月１日生まれの人

　　　　　・平成６年４月２日以降生まれで、大学を卒業または平成２８年３月ま

　　　　　　でに卒業見込みか、人事院がそれと同等の資格があると認める人

申込期間　インターネットで申し込みください

　　　　　４月１日（水）９時～１３日（月）※受信有効

試　験　日　６月７日（日）　※７月に２次試験があります

※国税庁ホームページもご覧ください　http://www.nta.go.jp

 　武雄税務署総務課　緯０９５４（２７）７０５１詳しくは

平成２７年度　国税専門官を募集します

国保・後期高齢者医療『はり・きゅう助成制度』の助成額などが変わりました

怯変更の内容

助　成　額　１回８７０円　→　１回９００円

助成回数（後期高齢者医療の人）

　　　　　年間２４回　　→　年間３６回

変更時期　４月１日

※年度途中に後期高齢者医療に加入した場合の助成

　回数は『加入した月から当該年度末（３月）までの月

　数×３回』となります

※助成を受けるには、市保険健康課で交付する『は

　り・きゅう受診券』が必要です

怯更新手続き

　後期高齢者（７５歳以上の市民）を対象とした受診

券（オレンジ色）の有効期限が３月３１日のため、４月

１日以降は新しい受診券（水色）が必要となります。

発券開始　４月１日（水）から

申請窓口　市役所１階　保険健康課

必要なもの　後期高齢者医療の保険証

※受診券の再発行はできませんので、紛失にはご注意ください。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは
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怯予防接種

怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

４月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年９月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１６日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２５年９月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

３０日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２６年１２月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２２日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

・予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
・『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

麻しん・風しん
１歳になったらすぐ、麻しんワクチンを接種しましょう！

対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成２１年４月２日～平成２２年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

接種期限　第２期は平成２８年３月３１日までです

日本脳炎
対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　　２期：９歳～１３歳未満の子ども

接種回数　１期初回　２回接種

　　　　　１期追加　１回接種

　　　　　２期　　　１回接種

水痘（水ぼうそう）
対象者　生後１歳～３歳未満の子ども

接種回数　煙初回　１回接種

　　　　煙追加　１回接種

子宮頸がん予防ワクチン
　対　象　者　平成１１年４月２日～平成１６年４月１日に

　　　　　　生まれた女子（全３回接種）

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種は、積極的にはお

　勧めしていません。詳しくは、保健センターまで。

　平成１７～２１年度の間に接種できなかった人へ

　次の対象者は、不足分の接種を受けることができます。

（母子健康手帳で確認）

特例対象者　平成７年４月２日～平成１９年４月１日生まれ

接種期間　２０歳未満

ポリオ
対　象　者　生後3カ月から７歳６カ月未満の子ども

接種回数

胸不活化ワクチンは、初回接種３回、追加接種１回、

　合計４回の接種となります。

胸生ワクチンを１回接種している人は、初回接種２回、

　追加接種１回、合計３回の不活化ワクチンの接種が必

　要です。

胸生ワクチンを２回接種した人は、不活化ワクチンの接

　種は不要です。

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　１１歳～１３歳未満の子ども
　　　　（小学校６年生には通知します）

接種回数　１回

四種混合［ポリオ＋三種混合］
　ポリオと三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）を

合わせたワクチンです。

対象者　生後３カ月から７歳６カ月未満で、ポリオと

　　　　三種混合のどちらも未接種の子ども

接種回数　煙１期初回　３回接種

　　　　煙１期追加　１回接種

ＢＣＧ
対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

接種回数　１回

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３カ月から７歳６カ月未満の子ども

接種回数　煙１期初回　３回接種

　　　　煙１期追加　１回接種

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
対　象　者　生後２カ月～５歳未満

接種回数　接種開始年齢で回数が異なります
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母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦

１１・・８８・１５・２・１５・２２２日日（水）（水）
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体測定・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は５月２０日（水）です

１１５５日（水日（水））
離乳食教離乳食教室室

　夜間の小児救急医療が毎日行われています。対象年齢は１５歳以下となっています。

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

　　　　　　　　武雄市武雄町大字昭和３００　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（４月）

　　　　　　　　※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内または

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください。

　　　　　　　　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日

　　　　　　　　鹿島時間外こどもクリニック（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）　緯０９５４（６３）１８３８

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（４２）１２１１嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック７日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院１４日（火）

０９５４（６３）９２３４鹿島市　久保山中村医院２１日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院２８日（火）

怯夜間の小児救急医療

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

２カ月児相２カ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談
対象　平成２７年２月生まれ

２２３３日（木日（木））
２回目フッ２回目フッ化化物塗布物塗布

受付　１３：４５～１４：００
内容　歯科診察・フッ化物塗布
対象　平成２５年４月生まれ
　　　　　（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして、ご来場ください。

３３００日（木日（木））

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日および祝日）

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等
対象　【前期】５・６カ月児の保護者
　　　【後期】８～１０カ月児の保護者

【前期【前期】】１４１４日（火日（火））
【後期【後期】】２８２８日（火日（火））

育 児 相育 児 相 談談

子育てサークル 子育てひろば　『わ・わ・わ　ぽっと』

開館時間　火曜日、祝日および年末年始を除く
　　　　　１０時～１７時
と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階
　　　　　子育て支援センター
対　　象　就学前児と保護者

※兄弟児が小学生の場合は、利用できます

公式フェイスブックを開設しました！
https://www.facebook.com/wawawapot

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合せ先　子育て支援センター（市民交流プラザかたらい４階）　緯０９５４（６３）０８７４

のびのびサークル　『春を楽しもう♪』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

２０日（月）市民交流プラザかたらい４階
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『みんなともだち竃』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２７日（月）市民交流プラザかたらい４階
　　　　１０時～１２時

※予約の必要はありません

気軽にご相談ください気軽にご相談ください。。

受付受付　休館日を除休館日を除くく
　　　１０１０～～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　市民交流プラ市民交流プラザザ『かたらい』４『かたらい』４階階
　　　子育て支援セ子育て支援センンターター
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４月

 卯月 
うづき

～５日（日）　旭ヶ岡公園桜まつり　　　　　旭ヶ岡公園

５日（日）　消防団辞令交付式・新入団員および班長以上幹部訓練

　　林業体育館　ほか　９時～

６日（月）　平成２７年度始業式（市内小中学校）

９日（木）　平成２７年度入学式（市内小中学校）

１８日（土）～５月６日（振休）　春の祐徳植木市

　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社駐車場

２３日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

　　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１１４（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

広報かしま原稿締切日

６月号５月号
４月２８日４月２日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階

　９日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２３日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　２日（木）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　８日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚住宅設計無料相談　旧池田家（南舟津）

　１１日（土）　１０時～１２時

愚土地・建物に関する無料相談　市民会館３階第１会議室

　２８日（火）　１３時３０分～１６時３０分

愚消費生活相談　市役所３階第３会議室

　６・１３・２０・２７日（月）、３・１０・１７・２４日（金）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１５日（水）　　９時３０分～１２時　市民会館２階第５会議室

　要予約　福祉事務所　緯（６３）２１１９

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２８日（火）　　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０

愚ことばの相談　福祉事務所相談室　要予約

　１６日（木）　　１３時３０分～１６時００分

　福祉事務所　緯（６３）２１１９

愚厚生年金・国民年金相談　市役所５階第６会議室

　７・２１日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約

　市民課　緯（６３）２１１７

愚行政・人権・心配ごと相談　市民交流プラザかたらい３階

　８・２２日（水）　１０時～１２時、　１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

愚福祉介護電話相談　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

　月曜日～金曜日　９時～１７時

マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６

　４日（土）
　５日（日）
１１日（土）
１２日（日）
１８日（土）
１９日（日）
２５日（土）
２６日（日）
２９日（祝）

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。
建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間　杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２９ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５５日（日）

ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１２日（日）

アルナ浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１９日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２６日（日）

北鹿島薬局中村医院　緯（６３）９２３４２９日（祝）

４・１１・１８・２５日（土）、
５・１２・１９・２６日（日）、２９日（祝）
※一部休日開庁あり（２５ページ参照）

市役所
保健センター

休館日はありません
※平成２８年３月までの休館予定日
　を２５ページに記載しています

市民交流プラザ
（かたらい）

７・１４・２１・２８日（火）、
２９日（祝）

子育て支援センター
（かたらい４階）

６・１３・２０・２７日（月）、
３０日（木）

市民図書館

６・１３・２０・２７日（月）、
３０日（木）

生涯学習センター
（エイブル）

７・１４・２１・２８日（火）陸上競技場・体育館

１日（水）、３０日（木）、
６・１３・２０・２７日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）


