
平成２４年２月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成２４年２月１５日（水）１１時～ 

場 所 市役所３階庁議室 

１．開  会 

２．市からのお知らせ 

⑴ 明治大学、大東文化大学が市内で初合宿［企画課・生涯学習課］・・・・・・・・・・P.1 

⑵ 第６１回公認鹿島祐徳ロードレース大会の開催について［企画課・生涯学習課］・・・P.2 

⑶ 市民政策提案の採否結果（平成２３年１０月～１２月受付分）［企画課］・・・・・・ P.4 

⑷「ハウスキャンプ（通学合宿）」の開催について［生涯学習課］・・・・・・・・・・・ P.6 

⑸ 家庭用ＬＥＤ電球等購入補助の受付は３月９日（金）まで・・・・・・・・・・・・ P.8 

⑹ 第２６回鹿島市みんなの集いの開催について［生涯学習課］・・・・・・・・・・・・P.9 

⑺「新入生のための交通安全フェスタＩＮ鹿島」の開催について［総務課］・・・・・・  P.11 

⑻ 鹿島市は『海の森』づくりに取り組んでいます［農林水産課］・・・・・・・・・・・P.12 

３．行事予定（本日の市や団体からのお知らせ内容を除く） 

・２月２７日（月）第５回まちづくり懇話会 １４時～市役所５階大会議室 

・３月 ４日（日）鹿島市消防団春期訓練 市内６ヵ所 

・３月 ９日（金）市内中学校卒業式 

・３月１６日（金）市内小学校卒業式 

・３月２３日（金）市内小中学校修了式 

・３月２４日（土）～４月４日（水）旭ヶ岡公園桜まつり 

４．団体等からのお知らせ 

⑴ 鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会からのお知らせ…酒蔵手形の販売について ほか 

⑵ 鹿島市地場産業振興協議会からのお知らせ…鹿島ブランド認定品について 

 ⑶ ＮＰＯ法人食彩かしまからのお知らせ…設立記念講演会のお知らせ 

 ⑷ 鹿島桜樹保存会からのお知らせ…植樹祭の開催について 

 ⑸ かしま市民立楽修大学からのお知らせ…エイブル事業のお知らせほか 

 

５．記者との意見交換 

 

６．閉  会 

■平成２４年３月議会前記者会見 

 と き ２月２３日（木）１０時～ 

 ところ 市役所３階庁議室 

■平成２４年３月定例記者会見 

 と き ３月２７日（火）１４時～ 

 ところ 市役所３階庁議室 

 内 容 人事異動についてほか 

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 企画課、生涯学習課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１０１

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

企画課

川原逸生

■合宿日程
①明治大学競走部（男子）２７人
　合宿期間　２月２１日（火）～２月２６日（日）
②大東文化大学陸上競技部
　（男子）３１人　合宿期間　２月２０日（月）～２月２７日（月）
　（女子）１２人　合宿期間　２月２４日（金）～３月３日（土）
※明治大学は中木庭ダム周辺で、大東文化大学はクロスカントリーコー
スでそれぞれ強化合宿を行います。
■歓迎式典
　各合宿初日１６時頃から祐徳稲荷神社で歓迎式典を行います。（飛行
機到着等により時間が前後します。）
　①市長歓迎の言葉　②激励品贈呈式　③必勝祈願
■陸上教室（市内小中高生対象）の開催
①明治大学陸上教室　　　　２月２３日（木）１６時～　蟻尾山公園
②大東文化大学陸上教室　２月２７日（月）１６時～　蟻尾山公園
■県内高校との合同練習
①大東文化大学と白石高校　２月２１日（火）　白石高校
②明治大学と鳥栖工業高校　２月２５日（土）　中木庭ダム周辺
■その他
最新の情報は市ホームページ、合宿のもようはフェイスブックに掲載しま
す。

【スポーツ合宿誘致】　明治大学、大東文化大学が市内で初合宿

アピールポイント

・県内で初めて、関東学生陸上競技連盟（関東学連）に加盟する大学が
合宿します。（明治大学、大東文化大学）
・市内小中高生を対象にした陸上教室や住民との交流を行います。
・鹿島祐徳ロードレース大会の招待選手とともに多くの合宿参加者が出
場します。

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

川原逸生

■招待選手を励ます会

日　時　２月２５日（土）　１８時３０分～

場　所　清　　川

出席者
大会関係者・招待選手のほか、関東学連青葉会長、明治大学西監督、
大東文化大学奈良監督、東洋大学酒井監督が出席予定

記念講演
　　演　題「箱根駅伝を通してリーダーのあり方」
　　講　師　明治大学西監督

招待選手　別紙参照

第６１回公認鹿島祐徳ロードレースの開催について（スポーツ合宿関連）

アピールポイント
・前年（第６０回記念大会）より２００人多い参加者となる見込み。
・関東学連から招待選手など４５人が出場予定。
・大会前日には「招待選手を励ます会」を開催

部課名 企画課・生涯学習課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１０１

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

企画課

あり なし





本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

三ヶ島正和

■提案の状況（平成２３年１０月以降随時受付中）
　・平成２３年１０月…７件（集中受付期間として募集）
　・平成２３年１１月…１件
　・平成２３年１２月…１件
　・平成２４年　１月～現在…０件
■審査等の流れ
　提案内容を所管する課が作成した意見書を基に部長会議で３回審査、
平成２４年２月８日開催の庁議を経て、提案者に結果を通知
■採否結果
　・一部採用　２件
　①子どもたちに鹿島の良さを伝えるため、先生に対する研修会・情報
提供の実施、市を紹介するコーナー（スペース）の検討（受付番号６番）
　②市民栄誉賞を設けなくても現行の表彰規則により対応できるものと
し、すでに１名について特別表彰の授与を決定。（受付番号１０番）

　・検討素材として活用　７件
　

市民政策提案の採否結果（平成２３年１０月～１２月受付分）

アピールポイント
平成２３年１０月から始めた市民政策提案制度を利用して１２月までに９
件の政策が提案されたので、審査を行い採否結果を平成２４年２月１０
日付けで提案者に通知しました。

部課名 総務部企画課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１０１

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

toukei1@city.saga-kashima.lg.jp

総務部企画課

あり なし





本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

峰松正典

青少年が日常の生活を離れ、異なる学年・学校の仲間と共同生活をす
ることで、自立心や社会性を育てる。また、地域を愛し、地域とともに育
つ実践的な行動を起こす青少年を育成することを目的とする。
具体的には・・・
・ 共同生活を送ることを通して生活する技能や自立心を高める。
・ 自分を見つめなおしたり、人とのよりよいかかわりあい方、あるいは家
庭や家族の大切さに気づいたりする機会とし、そのことにより協調性を
育む。
・ 様々な方に関わっていただくことにより子どもたちと地域の方々との結
びつきを強める。また、地域の方々の青少年育成への関心を高める。

日時：平成24年2月23日（木）～25日（土）
場所：のごみふれあい楽習館
主催：鹿島市教育委員会・財団法人　田澤記念館
該当者：市内小学生　３８人
内容：通学合宿・体験学習

「ハウスキャンプ（通学合宿）」の開催について

アピールポイント

近年、青年団の人手不足により、ハウスキャンプは行われていなかった
が、青年教育に力を入れている、㈶田澤記念館との共催により、今年度
復活。対象を市内全小学校に広げ、事業を行うこととなった。市内全小
学校を対象としたのは、初の試み。このハウスキャンプは、体験に力を
入れており、2日目の夜は、宇宙科学博物館による天文教室、３日目は、
アメリカパンでのパン作り体験と、体験学習が目白押しである。スタッフ
も、青年団を初め、ユースカレッジなどのボランティアが多数集まり、少
年教育と、青年教育を同時に行う予定である。

部課名 生涯学習課

報道機関　各位

報道資料 平成24年2月15日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１２５

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

生涯学習課

あり なし





○受付場所　鹿島市役所２階　環境下水道課

○受付枠　第１次および第２次を合わせ１０００件

○補助金交付申請期限　平成２４年３月９日（金）まで（期日厳守）

本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

市では、地球温暖化防止対策、省エネルギー対策の一環として、家庭用
ＬＥＤ電球・照明器具の購入者に対して補助を行っています。
・第１次受付期間（終了）…平成２３年１０月１１日から１２月９日まで

・第２次受付期間（受付中）…平成２４年２月６日（月）～３月９日（金）
※閉庁日を除く　　⇒受付時に予約券を配付します。

０９５４－６３－３４１６

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

kankyou04@city.saga-kashima.lg.jp

建設環境部　環境下水道課

○補助上限　購入金額の半額補助（１００円未満切り捨て）
　　　　　　　　 補助上限額は５，０００円で１世帯１回限り

※第１次および第２次の受付期間中に予約券の交付を受けた人は３月
９日までに補助金交付申請を行う必要があります。

○補助対象　予約券を受領後、平成２４年２月６日（月）から３月９日（金）
までに市内で家庭用ＬＥＤ電球・照明器具を購入し、同一世帯の購入金
額が２，０００円以上となった人が補助金交付申請を行った場合

環境係主査　宮崎八州雄

家庭用ＬＥＤ電球等購入補助の受付は３月９日（金）まで

アピールポイント

部課名 建設環境部環境下水道課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

あり なし



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 生涯学習課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－２１２５

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２１２９

shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

生涯学習課社会教育係

係長　峰松正典

と　き　　　３月１１日（日）　１０時～１５時１０分
ところ 　　鹿島市民会館
内　容　　９時３０分  　  →●受付開始、青空市場、展示
        　 １０時～　　　   →●開会セレモニー
        　 １０時３０分～　→●医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「消化器癌の早期診断の重要性と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最新の外科治療」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　医学博士　佐藤建さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（織田病院医師）
　　　　　　　　　　　　　　 　 ●ステージ発表
　　　　　１３時３０分～　→●記念公演
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「今時代が求めているもの」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     講師　三遊亭歌之介師匠
その他　　入場整理券５００円が必要です。
　　　　　　　（市役所２階生涯学習課及びエイブルで購入できます。）

第26回鹿島市みんなの集いの開催について

アピールポイント

  市内でいろいろな分野で活動する団体の活動発表や作品展示・即売、
青空市場等を行います。昨年度は、大会直前に起きた東日本大震災の
ために急きょ中止致しました。今回は「元気な鹿島」を多くの市民の皆さ
んに堪能していただきたいと期待しています。講師には、昨年度公演予
定だった落語家の三遊亭歌之介師匠にお出でいただくことになっていま
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 産業部農林水産課

報道機関　各位

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

０９５４－６３－３４１３

件　　名

説　　明





別添資料

０９５４－６３－２３１３

rinmu2@city.saga-kashima.lg.jp

産業部 農林水産課

髙本将行

◎　平成２４年３月２４日（土曜日）　午前９時３０分　から　午後１４時３０分　まで
◎　雨天の場合の開会式は、鹿島市古枝の林業体育館で実施します。
◎　集合は鹿島市役所前に午前８時５０分までに、軍手・タオル・雨具・植栽用
　　のくわを持参の上で集まり、シャトルバスで中木庭ダムへ移動します。
◎　当日は、中木庭ダム湖畔公園内のやまびこ広場を中心として、開会式や植
　　樹活動を、佐賀県が開催するグリーンフェスタと共催して行います。
◎　開会式では、鹿島市立西部中学校のブラスバンド部による楽器演奏を始め、
　　毎年、鹿島市内の旭ヶ岡公園に、桜の苗木を植樹する活動を続けている、
　　「鹿島市桜樹保存会」の緑化功労者表彰や、地元鹿島市能古見緑の少年団
　　の団員による、海を豊かにする森の働きの説明などが予定されています。
◎　また、植樹活動終了後は、能古見地区振興会による「だご汁」の無料ふるま
　　いが用意されています。
◎　さらには、開催地でもある中木庭区のご協力で、伝統芸能のたぬき踊りや、
　　もちまき等のイベントが数多く行われます。

鹿島市は『海の森』づくりに取り組んでいます！！

アピールポイント
有明海まで眺望がひらけている、中木庭ダム湖畔公園で、春の日差しと
能古見渓谷を渡る風につつまれて、将来大きな緑の森となる苗木を植樹
します。

あり なし
























