
平成３１年３月 鹿島市定例記者会見 

日 時 平成３１年３月１３日（水）１０時００分～ 

場 所 市役所 ３階 庁議室 

 

１．開  会 

 

２．市長の発言 

  ・質疑応答 

３．市からのお知らせ 

・産業支援課からのお知らせ（資料 2-1） 

 （「九州探検隊」アンバサダー認定式について） 

・保険健康課からのお知らせ（資料 2-2） 

 （鹿島市子育て総合相談センター開設について） 

 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・鹿島酒蔵ツーリズム２０１９事務局からのお知らせ（資料 3-1） 

  ・鹿島ガタリンピック実行委員会事務局からのお知らせ（資料 3-2） 

  ・「ありがとう市民会館 さよならコンサート実行委員会」からのお知らせ（資料 3-3） 

 

 

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

６．閉  会 

 

 

 

次回は４月定例記者会見 

４月１６日（火）１０時００分～ 

市役所 ３階 庁議室 

問合せ・連絡先 総務部企画財政課 

℡ 0954-63-2114  松丸、峰松 

資料 １ 







  

  

 

 

 

行ってみよう！見てみよう！鹿島の仕事の現場をのぞいてみよう！ 

日  時  平成３１年３月１６日（土）９：３０～１５：３０（雨天決行） 

集合時間  ９時１５分   集合場所  鹿島市役所前 正面玄関 

行 き 先  市内の事業所など５ヶ所を見学予定（順不同） 

 

 

 

 

 

 

参 加 者  鹿島市内の小学４年生～中学３年生 

※小学生は、必ず保護者と一緒に参加をお願いします。 

低学年や高校生の、きょうだいの参加も歓迎します。 

参 加 費  無料 ※参加者には昼食（お弁当）を準備します。 

募集定員  ４０名 ※申込者多数の場合は、抽選となります。 

申  込  下の参加申込書を、３月８日（金）までに 

担任の先生に渡してください。 

問合せ先  鹿島市役所 産業支援課 ☎０９５４－６３－３４１１ 

き り と り 線 

「かしま仕事めぐりツアー」参加申込書 【締切り：３/８(金)】 

※参加児童生徒が 2名以上の場合は、用紙をコピーしてください。 

● 住所 佐賀県 鹿島市 （                                     ） 

① 参加児童生徒 氏名（             ） ・ （      ）小・中学校 ・（   ）年 

② 参加児童生徒 氏名（             ） ・ （      ）小・中学校 ・（   ）年 

● 参加保護者 氏名（                ○印 ） 

● 連絡先 （自宅☎               ） ／ （携帯等📱               ） 

  岩永トマト農園 （農水大臣賞受賞、カラフルミニトマトを生産しています） 

トレーニングファーム （新たに農業に取り組みたい人のための、研修施設です) 

  光武酒造場・峰松酒造場 （肥前浜宿で、美味しい日本酒をつくっています） 

  農協みかん選果場 （鹿島のミカンやイチゴが、全国に運ばれていきます） 

旭九州(株) （トヨタの高級ブランド、「レクサス」のシートカバーをつくっています） 

お ま ち 

し て ま す 





◆設置場所   保険健康課（鹿島市保健センター内）  

◆時  間   ８時３０分～１７時１５分  

◆開設時期   平成３１年 ４月  

◆対象者    妊産婦及び乳幼児並びにその保護者  

 

お気軽にご相談ください！ 

 

身近に相談できる人がいない・・  

赤ちゃんの夜泣きがひどくて  

きついです・・・。  

孤独を感じてしまう・・。  

イライラする・・。  

妊娠期からの切れ目ない支援を充実させます 

        

平成３１年３月１３日 

鹿 島 市 

 
妊娠・出産・子育てに関する総合相談窓口 

「鹿島市子育て総合相談センター」を開設します！ 
～子育てに「やさしいまち」を目指して・・～ 

 

 鹿島市では、妊娠期から子育て期までのさまざまな悩みや質問にお答えし、必要に応じて「支援

プランの策定」や、地域の保健医療又は福祉に関する機関との連携・連絡調整を行い、母子保健

施策と子育て支援施策との一体的な提供を行います。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

〇多様化するニーズ 

妊婦の幅広い年齢、経済不安や育児負担感に対する支援家庭の増加  

〇目指す目標  

早期の相談支援体制の構築  

身近な相談場所とコーディネートによる支援の場の提供  



１．関係機関及び人的ネットワークの構築 

●関係機関が連携して支援● 

２．乳幼児カルテ電子化・情報システムによる部署間の情報共有 

●佐賀県初の試み● 

３．産前・産後サポート事業／産後ケア事業 

■産前・産後サポート事業 

◆母子手帳アプリでの情報発信 

◆助産師による退院後の産後ケア 

◆子育てカレンダー作成準備 

■産後ケア事業 

◆母親の身体的ケア・保健指導 

◆母親の心理的ケア 

◆適切な授乳ができるためのケア 

◆育児の手技についての具体的な指導や相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

鹿島市保険健康課 予防係：田中・土井 

TEL：0954-63-3373 FAX：0954-63-2135 

 

定例的には、毎月、月末に福祉課・保健センタ

ー・教育総務課など、その時に関係する関係機

関が集まり、養育支援会議を行い、要支援者

の健診結果、家庭環境などについて、部署間で

情報共有を行い、支援プランの精査、支援方針

の決定や関係機関の協力体制等の協議を行っ

ていきます。 

手書きの乳幼児健診カル

テを電子化することによっ

て、関係部署と共有化が

可能となり、必要な支援や

サービスの提供がスムー

ズに行うことができる。 

地域包括支援センターシ

ステムを活用することで、

相談記録日報の共有化も

可能となり、相談体制の強

化・支援の向上を図ること

ができる。 

産前・産後サポート事業や産後ケア事

業を通して、 

  「身体的」、「心理的」なケアや 

  保健指導を十分に行い、 

  「子育てしやすい環境づくり」の 

  お手伝いをします！ 























内容 地元発酵食品の試食・試飲販売、地元農海産物の販売、高校生ショップなど

問合先 産業支援課 電話 ０９５４－６３－３４１１

№5

日時 ３月２３日（土）・２４日（日） 場所 中心市街地

件名 発酵まつりと鹿島おまつり市

内容 全国の酒と鹿島の地酒の飲み比べ、合同蔵開き、郷土芸能など多彩なイベント開催

問合先 肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会 電話 ０９５４－６９－８００４

№4

日時 ３月２３（土）・２４（日） 場所 肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

件名 肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり

内容 委員会審査報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№3

日時 ３月２２日（金）１０：００～ 場所 議場

件名 市議会３月定例会閉会

内容 市内の７小学校とも午前中

問合先 電話

№2

日時 ３月１５日（金） 場所 市内の７小学校

件名 市内小学校　卒業式

内容

問合先 議会事務局 電話 ０９５４－６３－２１０４

№1

日時 ３月１４日・１５日・１８日 場所 議場

件名 ３月市議会定例会　一般質問

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（3月）
１/３ 枚



内容

問合先 電話

№10

日時 場所

件名

内容 佐賀県三大桜の名所、夜桜ボンボリ、露店　など

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№9

日時 ３月２７日（水）～４月７日（日） 場所 旭ヶ岡公園

件名 旭ヶ岡公園桜まつり

内容 鹿島高等学校吹奏部による演奏

問合先 鹿島高等学校赤門学舎 電話 ０９５４－６２－４１３６

№8

日時 ３月２４日（日）１４：００～ 場所 市民会館ホール

件名 第１１回赤門コンサート

内容 地酒販売、太鼓演奏、クラッシックカーの展示など

問合先 ＹＯＵ-ＴＯＫＵ庵 電話 ０８０－１５３２－３２４０

№7

日時 ３月２３日（土）・２４日（日） 場所 祐徳門前

件名 祐徳門前春まつり

内容 新酒の試飲・販売、日本酒ＢＡＲ、スタンプラリーなど

問合先 鹿島市観光協会 電話 ０９５４－６２－３９４２

№6

日時 ３月２３日（土）・２４日（日） 場所 肥前浜宿など

件名 鹿島酒蔵ツーリズム®２０１９

報道資料
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内容 キャンプ期間中の安全祈願

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№5

日時 ４月２６（金）１１：００～ 場所 奥平谷キャンプ場

件名 奥平谷キャンプ場　山開き式

内容 鹿島市干潟交流館オープン式典、干潟体験シーズン開始「潟開き」

問合先 商工観光課 電話 ０９５４－６３－３４１２

№4

日時 ４月１３（土）１０：００～ 場所 道の駅鹿島

件名 鹿島市干潟交流館オープニングセレモニー

内容 小学校：１０：３０～　　　中学校：８：５０～

問合先 市教育委員会 電話 ０９５４－６３－２１０３

№3

日時 ４月１１日（木）　 場所 市内小中学校

件名 市内小学校・中学校入学式

内容 講師：樋口久俊（鹿島市長）　　　資料代：２００円

問合先 鹿島史談会事務局　杉谷 電話 ０９５４－６３－２４８７

№2

日時 ４月１０日（水）１４：００～ 場所 田澤記念館

件名 鹿島史談会　鹿島の歴史講座「改元をめぐるトリビア」

内容

問合先 総務課　防災係 電話 ０９５４－６３－２１１２

№1

日時 ４月６日（土）　９：００～ 場所 林業体育館

件名 消防団辞令交付式及び入退団式

報道資料

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

主な行事予定（4月）
３/３ 枚


