
令和４年８月 鹿島市定例記者会見 

日 時 令和４年８月１０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 

・商工観光課からのお知らせ（資料 2-1） 

・福祉課からのお知らせ（資料 2-2） 

・議会事務局からのお知らせ（資料 2-3） 

 

４．団体等からのお知らせ 

  ・鹿島市民立生涯学習・文化振興財団からのお知らせ（資料 3） 

   映画「ゆうやけ子どもクラブ！」鹿島上映会のお知らせ 

 

 

５．行事のお知らせ 

  ・別紙参照 

 

 

６．閉  会 

 

 
次回は 

◆９月議会前記者会見 

 ８月３０日（火）１０時００分～ 

 新世紀センター２階会議室 

◆９月定例記者会見 

 ９月１４日（水）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 

広報 ICT係  中島 ℡ 

0954-63-2114   

資料 １ 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

「かしまを元気に！まるごと応援券」を市民全員に発行します！

中尾 勝徳

➢ 発行対象者：令和4年6月15日時点で鹿島市に住民登録がある方

➢ 発送方法：8月から世帯全員分をまとめて、世帯主宛に郵送開始

➢ 加盟店舗：別紙チラシ参照（7月8日現在:319店舗）
　　　　　　 8月8日現在、320店舗が加盟表明
　           ※今後も随時、加盟店舗を募集中

➢ 利用期間：令和4年8月27日㈯から12月31日㈯まで

➢ 利用方法：加盟店舗で、1枚1,000円の商品券として利用可能

 ※ 地元事業者へ配慮し、応援券1冊：5枚×1,000円券のうち、
　　3枚は大型店及び一部チェーン店等で利用不可

概 要

　コロナ禍や原油・物価高騰等の影響により冷え込む消費を喚起
し、地域経済の活性化を図るとともに、市民生活を支援するため、
市内店舗等で利用できる商品券1冊5,000円分(1,000円券×5枚)を市
民全員へ発行します。
　また、子育て世帯や高齢者に対する物価高騰対策として、18歳以
下(平成16年4月2日以降生まれ)及び75歳以上(昭和23年4月1日以前
生まれ)の市民には、商品券1冊5,000円分を追加で発行します。

部課名 産業部 商工観光課

報道機関　各位

報道資料 令和4年8月10日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-3412

件　　名

説　　明





別添資料

0954-63-2313

rousei@city.saga-kashima.lg.jp

産業部 商工観光課

あり なし
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「かしまを元気に！まるごと応援券」キャンペーン

コロナ禍や原油高騰の影響により冷え込む消費を喚起し、地域経済の活性化を図るとともに、
市民生活を支援するため、市内店舗等で利用できる商品券１冊5,000円分(1,000円券×5枚)を
市民全員(27,984人)へ発行します。

また、子育て世帯や高齢者に対する物価高騰対策として、18歳以下(平成16年4月2日
以降生まれ:4,540人)及び75歳以上(昭和23年4月1日以前生まれ:5,171人)の市民には、
商品券１冊5,000円分を追加発行します。

商品券５枚のうち
⇒２枚は加盟店全店
で利用可能

商品券５枚のうち
⇒３枚は一部大型店
やチェーン店等で
利用不可

まるごと応援券の概要

➢ 利用期間：令和 4 年 8 月 27 日㈯ ～ 12 月 31 日㈯ ※換金は令和５年１月１９日㈭まで

➢ 利用店舗：鹿島商工会議所で取扱加盟店舗を募集 ※8月8日時点：320店舗が加盟
➢ 利用方法：商品券1冊1,000円券×５枚のうち３枚は、一部大型店やチェーン店等で利用できません
➢ 発行方法：令和 4 年 8 月から、世帯主様宛に世帯員全員分の商品券を発送します

【問合せ先】
応援券の利用に関すること：鹿島商工会議所 ☎0954-63-3231
応援券の発行に関すること：鹿島市 商工観光課 ☎0954-63-3412

商品券イメージ

商品券イメージ



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 市民部　福祉課

報道機関　各位

報道資料 令和4年8月10日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料

0954-63-0874

件　　名

別添資料

0954-63-0874

shien@city.saga-kashima.lg.jp

市民部福祉課(子育て支援センター)

・子育て支援センターを身近な相談窓口として活用してもらい、不安な妊
娠期をみんなで支えていきたい。

永田　祐司

マタニティ相談（ほっこり）について、　　ミニコンサートのお知らせ

説　　明





・2ヶ月に１回マタニティ相談（ほっこり）を開催
・日時：奇数月の第二土曜日13時30分から15時
・場所：資料１　開催場所のとおり（かたらい等）
・対象者：妊婦、子育て中の保護者

●「活動内容」
・初めて妊娠された方の不安や悩みを、先輩ママと共有。
・リュックサックに10㎏の重りを入れて、パパの妊婦体験。
・世界に一つだけのおもちゃ作りなど

●「ミニコンサート」と妊婦さんに伝えたいQ＆A
・日時：9月10日（土）１３時３０分～15時
・場所：かたらい4階多目的室
・ピアニストの野田章子先生をお迎えし、お腹の赤ちゃんやママやパパに
癒しのひと時をプレゼント。後半では、妊婦さんに伝えたいQ＆Aを実体
験をもとにしたお話を計画しています。

＊新型コロナウイルス感染状況などにより変更する場合は、Facebook等
でお知らせします。

アピールポイント

あり なし
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  資料１ 

支援センターを身近な相談窓口として、妊娠したママを  

みんなでサポートします！！ 

 

  こんなことをします  

 

 

日時 内容 場所 

9月 10日（土） 

13:30～15:00 

ミニコンサート 4階多目的室 

11月 12日（土） 

13:30～15:00 

赤ちゃんのおもちゃを作ろう 3階かたらい和室 

1月 14日（土） 

13:30～15:0 

パパ集まれ、妊婦体験をしよう 子育て支援センター 

3月 11日（土） 

13:30～15:00 

赤ちゃんのおもちゃを作ろう 3階かたらい和室 

 

定員 5名    参加費 無料 

問い合わせ 子育て支援センター ☎ 0954-63-0874 

 

※新型コロナウイルス感染の状況などにより変更する場合があります。参加 される方は、

感染予防対策へのご協力をお願いします。中止する場合は Facebookでお知らせします。 

 



資料 2  

 

 

 

 

演奏は野田
の だ

章子
しょうこ

先生です。優しい音色の調べにのって、 

お腹の赤ちゃんに素敵な曲を、日頃忙しいパパやママに 

癒しを‼ 
 

曲目：トルコ行進曲、エリーゼのために、愛の夢 ほか                           

場所：かたらい４階「多目的室」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊おなかの赤ちゃんはもちろん、赤ちゃんのおにいちゃん・おねえちゃん 

の参加も OK。会場にキッズスペースを準備しまーす。 

 

 

 

 

 

定員：20人程度（要予約）   参加費：無料 
 

問い合わせ：鹿島市子育て支援センター TEL：0954-63-0874 
 

※新型コロナウイルス感染の状況などにより変更する場合があります。 

参加される方は、感染予防対策へのご協力をお願いします。 

中止する場合は Facebook等でお知らせします。 

9月 10日（土）午後 13:30～14:30 

ミニコンサート ～ピアノ演奏～ 



本件に関する問合せ先

所属

氏名

TEL

FAX

Mail

部課名 議会事務局

報道資料 令和4年8月10日

佐賀県鹿島市 定例記者会見資料
報道機関　各位

件　　名 「鹿島市議会と高校生との意見交換会」　の開催について

アピールポイント

　選挙年齢の１８歳への引き下げや成年年齢の１８歳への引き下げな
ど、高校生が在学中に主権者や成人となることを受け、高校生に議会の
仕組みや議員の活動、議員の果たす役割などについて関心を持っても
らう機会を設けるとともに、議会としても高校生の視点で鹿島市の魅力
や課題について質問や意見を述べてもらい、今後の議会活動等に活か
していきたいとの思いから市議会議員と高校生の意見交換会を開催しま
す。

説　　明





１．開催日時　　令和４年８月１９日（金）　　　午後２時００分
　
２．開催場所　　鹿島市議会全員協議会室（鹿島市庁舎４階）
　
３．参加者　　 　佐賀県立鹿島高等学校　２年生　１７名
　　　　　　　　　　鹿島市議会議員　１６名

４．意見交換会のテーマ
　　令和４年度鹿島高校「鹿島さいこうプロジェクト」における第２学年の
　探究学習に掲げる「国際関連」、「医療福祉」、「環境・生活」、「社会
　文化」、「科学技術」、「地域経済」、「食」の７つの分野で鹿島市の課題
　や解決提案に関わるテーマ

５．その他
　　自由討議、議場見学も予定

gikai@city.saga-kashima.lg.jp

別添資料

議会事務局

樋口貴司

０９５４－６３－２１０４

０９５４－６３－２３１４

あり なし
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鹿島市議会 高校生との意見交換会 開催要領 

 

１ 趣旨 

選挙年齢の１８歳への引き下げ(公職選挙法等の一部改正 平成２８年６月１９日

施行)や成年年齢の１８歳への引き下げ(民法の一部改正 令和４年４月１日施行)な

ど、高校生が在学中に主権者や成人となることを受け、最も身近な基礎自治体（地方

自治法第２条第３項に規定する市町村）の議会の仕組みや議員の活動、議員の果たす

役割などについて関心を持ってもらいたい。 

  また、あわせて高校生の視点で鹿島市の魅力や課題について質問や意見を述べても

らい、今後の議会活動等に活かしていきたい。 

 

２ 開催日時  

 【意見交換会】 

令和４年８月１９日（金）午後２時～午後４時 

 【議場見学】 

  意見交換会終了後１５分程度 

 

３ 開催場所 

  鹿島市議会全員協議会室（鹿島市庁舎４階） 

 

４ 参加者 

  佐賀県立鹿島高校生徒２年生２１名(最大) 及び関係教職員 

  鹿島市議会議員１６名 

 

５ 意見交換会のテーマ 

  令和４年度鹿島高等学校「鹿島さいこうプロジェクト」における第２学年の探究学 

習に掲げる「国際関連」、「医療福祉」、「環境・生活」、「社会文化」、「科学技術」、「地

域経済」、「食」の７つの分野で鹿島市の課題や解決提案に関わるテーマ 

   



鹿島市議会 高校生との意見交換会 次第（案） 

 

令和４年８月１９日（金）午後２時     

鹿島市議会全員協議会室（鹿島市庁舎４階） 

 

１ 開会 

 

２ 市議会議長あいさつ 

 

３ 来賓あいさつ（鹿島市長） 

 

４ 意見交換会 

 

 テーマごとの説明 

分  野 テ ー マ 説明員（生徒氏名） 

①社会文化（普通科） 鹿島市を活性化させよう！    

②医療福祉（普通科） 一人暮らしの高齢者が住みやす

い街づくり 

   

③環境生活（普通科） 鹿島のプラごみをつかおう！    

④科学技術（普通科） ＡＩで鹿島市に農業革命を！！    

⑤国際関連（普通科） 外国人労働者雇用状況について    

⑥地域経済（商業科） ドローンで繋ぐ「地域経済」    

⑦食（食品調理科） 地域の特産物を活かしたお店を

提案しよう 

   

 

  意見交換 

 

 

 

 

 

５ 議場見学（記念撮影） 

 

６ 閉会（副議長あいさつ） 

 










