
　３月２４日、「肥前浜宿花と酒（咲け）まつり」に合わせ

て、鹿島市特別表彰式を浜町の酒蔵通りで行いました。

　表彰式では、昨年9月に世界最大級のワイン品評会

「インターナショナル・ワイン・チャレンジ２０１１」の

日本酒部門で世界最高賞の「チャンピオン・サケ」を

獲得された富久千代酒造有限会社様に特別表彰を贈り

ました。

鹿島市特別表彰式　富久千代酒造有限会社　様

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２４年２月２９日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯８＋人８＋世帯１０,６１０人３１,４９３

世帯３＋人９＋世帯　５,２２９人１４,３６９鹿　　島

世帯０人３＋世帯　１,１５８人  ３,８３５能　古　見

世帯１－人６－世帯　　　９７９人  ３,１９３古　　枝

世帯４＋人２－世帯　１,０５９人  ３,２０３浜

世帯０人５＋世帯　１,２１０人  ３,６９９北　鹿　島

世帯２＋人１－世帯　　　９７５人  ３,１９４七　　浦

人３＋人１４,７６９男

人５＋人１６,７２４女
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№１０２０

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）
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建はじめに

　さて、市長就任以来２度目とな

る予算編成に臨み、改めて市民の

皆さん、ここにご参集の議員の皆

さんからお寄せいただきました、

これまでのご理解とご協力に対し

まして、心より感謝申し上げると

ともに、皆さんからの大きな期待

と責任の重さに、改めて身の引き

締まる思いでございます。

　この１年を振り返りますと、昨

年３月に発生いたしました東日本

大震災とそれに伴う原子力発電所

事故からの復旧や復興、そしてエ

ネルギー問題や防災対策をはじめ、

「ＴＰＰ」や「社会保障と税の一

体改革」など、盛り沢山のテーマ

に議論が集中した１年でございま

した。

　しかし、いずれの問題にしても

多くの関係者の納得を得なければ

ならないものや時間のかかる課題

が多く、現状では、先行きは不透

明だと言わざるを得ません。

　最近の「社会保障と税の一体改

革」におきましては、年金・医療・

介護などの社会保障費が毎年１兆

円ずつ増え続け、それを支える現

役世代の減少と高齢者の増加が進

むことにより、現在では、現役世

代３人で高齢者１人を支えている

状況ですが、このままであれば、

５０年後の将来には、１.３人で１人

を支えることになると言われてお

ります。

　人口減少と高齢化の問題は、社

会保障費だけにとどまらず、これ

からの産業や交通、防災、地域コ

ミュニティなど我々の生活に多大

な影響を及ぼすことになりますの

で、改めて、最優先で取り組まな

ければならない課題であると考え

ているところでございます。

　そういう考え方のもとに、昨年

４月から取り組んでおります「第

五次鹿島市総合計画」におきまし

ても、計画の中心に据え、少しで

も人口の減少に歯止めをかけるた

め、市民の皆さんのご意見をお伺

いしながら、「みんなですすめる

まちづくり」を展開し、「住みやす

さ」そして「暮らしやすさ」の視

点に立った施策を総合的、かつ、

積極的に展開していきたいと考え

ております。そして、皆さんに

「鹿島に住んでよかった、住みた

い」と実感いただけるよう、総合

計画に掲げる都市像「みんなが住

みやすく、暮らしやすいまち」鹿

島を目指して、市民の皆さんと共

に歩んでいきたいと、このように

思うところでございます。

建新たな施策の展開

　ここで、総合計画の施策の基本

的な考え方の柱の一つであります

「医・職・住の充実」に関し、新

年度の主な施策の展開について申

し上げます。

　まずは、施策の目玉の一つでご

ざいます「雇用促進住宅古枝宿舎」

の購入から申し上げます。

　雇用促進住宅に関しましては、

平成２０年に当時の独立行政法人　

雇用・能力開発機構から鹿島市へ

の譲渡が打診され、検討を重ねて

まいりました。

　その結果、この住宅を定住促進

に効果のあるものとして位置付け、

今後活用していくために譲渡を受

けることにした次第でございます。

　このことに関しましては、近い

うちに、皆さんにお示しできるか

と思いますが、昨年から策定作業

を進めております新たな「鹿島市

住生活基本計画」におきまして、

定住促進の柱の一つとして盛り込

み、有効に活用してまいりたいと

考えております。

　また、地域経済の活性化と住ま

いの安全・安心の確保や質の向上

を目的とした「住宅リフォーム助

成制度」については、県に先行す

る形で昨年４月から取り組んでま

いりました。この制度により、利

用者の住環境の向上にはもちろん

のこと、地域経済の活性化にも寄

与しているところであり、今後も

十分な効果が期待できることから、

　市議会３月定例会の冒頭、樋口市長が平成２４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　２　４　年度施政方針を発表

　　平成２４年度
　　　　　　施政方針を発表
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制度を継続してまいりたいと考え

ております。

　次に、医療の面では、これまで

３歳未満のお子さんに限って、医

療機関の窓口で手続きすれば医療

費助成が受けられる、いわゆる

「現物給付」による医療費助成を

行ってまいりましたが、この手続

きを、４月１日からは小学校入学

前のお子さんまで拡大いたします。

　さらに、小学生につきましては、

市に対して医療費助成の申請がで

きる範囲を、これまでは「入院費」

だけに限っておりましたが、「通

院」に係る医療費も加えて対象と

いたします。

　そして、福祉の面では、民間保

育所の園舎が老朽化しており、そ

のような保育所について施設整備

を支援しますので、さきほどの医

療費助成と合わせ、子育て世代に

とって、子育てに関する安心感と

経済的負担軽減につながり、さら

には、このことが少子化に歯止め

をかける一助になればと期待をい

たしているところでございます。

　次に、産業の活性化では、基幹

産業である第一次産業の再生を、

重要な課題の一つとして認識をい

たしております。農業においては、

高品質で均質な作物を生産し、出

荷する努力は当然求められること

であり、これまでも関係者の協力

のもとにさまざまな取り組みがな

されてきていることは皆さんご承

知のことだと思います。

　これから大切になってくること

は、一層厳しい競争が予想される

なかで、加工や流通販売段階での

差別化へ向けての取り組みであり、

どのようにして特長を前面に出し、

安全・安心という評価を獲得する

戦略を進めるかという点において

は、まだまだ十分に取り組める余

地があると感じております。

　こういったことを念頭に置き、

戦略を持った販売強化と市場開拓

の取り組みとして、まずは、一大

消費地である「福岡市」での鹿島

フェアの催しをはじめとする、Ｐ

Ｒ活動や料理人との情報交換、あ

るいは農業、観光、食などについ

て多角的な視点からアドバイスを

いただく仕組みづくり、さらには、

新たな加工品開発による農商工連

携、六次産業化の推進を図ってま

いりたいと考えております。

　また、「九州大学」や「佐賀大学」

と共同で進めております産業分野

での研究開発につきましては、こ

れまでのところ順調に進んでおり、

徐々に成果があがっておりますの

で、しかるべき時に皆さんにお示

ししたいと考えております。

建伊能忠敬佐賀測量２００年記念

　事業について

　次に、「伊能忠敬佐賀測量２００年

記念事業」の取り組みについて申

し上げます。

　本市では、先人が残したふるさ

との歴史や伝統文化を掘り起し見

つめ直して、すばらしさを再発

見・再認識し、守り育て、市民の

皆さんが誇りを持てる、このよう

な「まちづくり」を目指しており

ます。

　今年は、全国を実測して正確な

日本地図の完成に大きく貢献した

「伊能忠敬」が、鹿島をはじめ佐

賀の地を測量してから、ちょうど

２００年という節目の年にあたりま

す。

　ところで、伊能忠敬の旧宅は、

千葉県佐原、現在の香取市にあり

ますが、その香取市の一部はかつ

て鹿島鍋島藩の領地であったとこ

ろで、初代藩主「鍋島 忠茂 公」の
ただしげ

墓所もございます。

　このように、鹿島市と香取市に

は深い歴史的な縁がありますので、

香取市と連携して、今年の秋に

「伊能忠敬佐賀測量２００年」をテー

マとした記念事業に取り組んでま

いります。

　さらに、現在、佐賀県や県内自

治体へも連携を呼びかけておりま

して、一部の市町においては、そ

の趣旨にご賛同いただき、それぞ

れの特性を活かした取り組みが行

われる予定と聞いております。

　記念事業に関する情報発信を積

極的に行いつつ、既存のイベント

とも連携を図りながら、できるだ

け長期間にわたり開催して、その

期間において、多くの人に鹿島市

を訪れていただき、地域の活性化

にもつながっていくような魅力あ

るイベントにしてまいりたいと準

備を進めているところでございま

す。

　このほかにも

煙スポーツ合宿誘致

煙海苔の状況

煙人材育成のための人事評価制度

　の構築

煙市民連携型まちづくり事業

煙災害対策　　　など

について述べました。

平成　２　４　年度施政方針を発表
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　平成２４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２４年度一般会計当初予算額は１２３億７,３００万円で、昨年度の当初予算と比較して

３億６,８００万円（３.１％）の増となりました。

　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

考慮しながらも、平成２３年度にスタートした第５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

どの政策的事業や、まちづくりのための投資的事業など、市民のニーズにマッチした

サービスを提供していきます。

　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。

　　　　 　財政課財政係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

小・中学校耐震補強事業
継続的に、耐震化事業に取り組んでいます

子どもの医療費助成事業
助成対象範囲を拡大します

（小学生の通院分を新たに対象）

増　　減平成２３年度予算額平成２４年度予算額会　計　区　分

３.１％３億６,８００万円　１２０億　　５００万円１２３億７,３００万円一　般　会　計

１０.２％１億　　１８９万円　１０億　　　　６８万円１１億　　２５７万円公 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

１.２％４,６９７万円４１億　　６７９万円４１億５,６４６万円国 民 健 康 保 険

６.７％２,３２９万円３億４,５９６万円３億６,９２５万円後 期 高 齢 者 医 療

当初
予算

平成２４年度　鹿島市

建予算の概要

当初予算の概要をお知らせします
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建平成２４年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

議会、総務、消防

経費

１９億６,０３８万円

１６％

毅防災行政無線デジタル化事業　　　　　３，０００万円

毅防災基盤整備事業　　　　　　　　　　２，４３５万円

毅庁舎空調改修事業　　　　　　　　１億　　９６１万円

毅市民会館指定管理事業　　　　　　　　　　８２１万円

毅市民連携型まちづくり事業　　　　　　　　　１００万円 など

福祉事業の推進

４６億　　４７２万円

３７％

毅保育所整備事業　　　　　　　　　２億６，２４２万円

毅放課後児童対策事業　　　　　　　　　　　　３，３３８万円

毅保育所運営費（法人立）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９億３，４１７万円

毅子どもの医療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６９８万円

毅老人福祉センター整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９０万円 など

当初予算の概要をお知らせします

衛生、健康対策

８億３,８１９万円

７％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　　  　８３５万円

毅働く世代の大腸がん検診推進事業　　　　  １７２万円

毅子宮頸がん等ワクチン接種助成事業　　１，７１６万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業　　　　　　３，１６９万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　１億７，７０４万円 など

農林水産業の振興

６億６,５４０万円

６％

・中山間地域等直接支払交付金事業   １億      ２２９万円

・中山間地域総合整備事業　　　　　　　２，３８０万円

・地域農業水利施設ストックマネジメント事業   ３，３５１万円

・森林整備加速化・林業再生事業　　　　５，０７１万円

・漁村再生交付金事業　　　　　　　　　４，０９７万円 など

農林水産業の振興

６億６,２６５万円

５％

毅中山間地域等直接支払交付金事業   １億      ３６５万円

毅中山間地域総合整備事業　　　　　　　５，７６６万円

毅基幹水利施設ストックマネジメント事業   ２，４２６万円

毅農商工連携推進事業　　　　　　　　　１，６７５万円

毅漁港施設改修事業　　　　　　　　　　　　５３９万円 など

商工観光、企業誘致、

　雇用対策

３億 ４,５２２万円

３％

毅誘致企業助成措置事業　　　　　　　　３，１８６万円

毅中心商店街活性化対策事業　　　　　　　　６０８万円

毅商業・商店街振興事業　　　　  　　　　　６７０万円

毅商店街空き店舗等活用事業　　　　  　　　１００万円

毅かしま観光推進組織強化事業　　　　　　　５４９万円 など

学校教育、生涯学習

１２億９,１５７万円

１０％

毅日韓小学校友好交流事業　  　　　　　　　１２０万円

毅小中学校備品整備事業　　　　　　　　　　９５０万円

毅小中学校耐震補強・大規模改造事業　　１億６，９１１万円

毅伝統的建造物群保存事業　　　　　１億１，５５０万円

毅エイブル・図書館指定管理事業　　１億４，４７４万円 など

土木、建設事業

１３億９,８１９万円

１１％

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　　　６，９４０万円

毅社会資本整備総合交付金事業（舗装等）　   ２億６，９４０万円

毅定住促進対策事業　　　　　　　    　　８，２６８万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　　　２，０１５万円

毅市営住宅改修事業　　　　　　　　　　３，５００万円 など

借入金の返済

（公債費）

１２億１,９８７万円

１０％

　平成２４年度の一般会計借入金残高は８６億円へ減少する見込

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（４０億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は４６億円程

度となります。さらに、この４６億円の返済にも、約６割の交

付税措置が見込まれます。



6 Ｈ２４(２０１２).4.1　広報かしま

後 期 高 齢 者 医 療 制 度
平成２４年度・平成２５年度の保険料率改定のお知らせ
　後期高齢者医療制度は、法律により２年ごとに保険料率を改定することになっています。

　今回の改定では、一人当たりの医療費の増加などにより、保険料率が大幅に上昇する見込みとなりました。

　そのため、保険料率の上昇抑制の財源として県財政安定化基金などを活用し、保険料率の大幅な上昇は抑えてい

ますが、一人当たりの平均保険料額は前回の平成２２年度・２３年度と比べ５.３６％の上昇となりました。

　被保険者の皆さんには、ご負担をおかけしますが、皆さんから納めていただく保険料が大切な財源となりますの

で、ご理解をお願いします。

上昇額

（率）

平成２４年度・２５年度

保険料（年額）

平成２２年度・２３年度

保険料（年額）

２,１００円

（４.４３％）
４９,５００円４７,４００円均等割額

０.８％　　　　　　９.６％　　　　　　８.８％所得割率

２,８７５円

（５.３６％）
５６,４６７円５３,５９２円

一人当たりの平均保険料

(軽減適用後）

１　保険料の計算方法（平成２４年度・２５年度）

　保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる

「所得割額」を合計した額となり、対象となる被保険者の人全員に納めていただきます。

所得割額
被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額×９.６％

被保険者均等割額
１人当たり

４９,５００円

年間保険料
（限度額５０万円）

＝ ＋

保険料率の比較

２　所得の低い人などへの保険料の軽減

　（１）被保険者均等割額

軽減割合軽減後の額（年額）世帯の所得状況（総所得金額等）

 ９割軽減 ４,９００円
「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が

年金収入８０万円以下の世帯

８.５割軽減７,４００円「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯 

５割軽減２４,７００円
「基礎控除（３３万円）+２４．５万円×世帯の被保険者数（被保

険者である世帯主は除く）」を超えない世帯 

２割軽減 ３９,６００円
「基礎控除（３３万円）+３５万円×世帯の被保険者数」を超え

ない世帯

　（２）所得割額

　所得割額を負担する人のうち、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金額等）が５８万円以下の人（年

金収入のみの場合の例としては、年金収入１５３万円から２１１万円までの被保険者）は、５割軽減されます。
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増加額平成２４年度保険料（年額）平成２３年度保険料（年額）

１,７００円
　３９,６００円

　（２割軽減）

３７,９００円

（２割軽減）
均等割額

夫 １,９００円
　２２,５００円

　（５割軽減）

２０,６００円

（５割軽減）
所得割率

３,６００円　６２,１００円５８,５００円合　　計

１,７００円
　３９,６００円

　（２割軽減）

３７,９００円

（２割軽減）
均等割額

妻 　　　　０円　　　　　　０円　　　　　０円所得割率

１,７００円　３９,６００円３７,９００円合　　計

３,４００円　７９,２００円７５,８００円均等割額
世

帯

合

計

１,９００円　２２,５００円２０,６００円所得割率

５,３００円１０１,７００円９６,４００円合　　計

保険料額の例示

４　保険料の納め方

　（１）年金の受給額が年額１８万円以上の人は、次のいずれかの方法で、保険料をお支払いいただきます

　　①２ヵ月ごとに支給される年金からのお支払い（年金天引）

　　　※ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は、口座振替

　　　　または納付書でお支払いいただきます

　　②年金天引を中止して口座振替によるお支払い

　　　※年金天引を中止する手続きが保険健康課窓口で必要です

　　　　（別途、口座振替の手続きが金融機関窓口で必要です）

　　　※世帯主、配偶者などの口座からのお支払いに変更された場合、これらの人の社会保険料控除となることに

　　　　よって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります

　（２）年金の受給額が年額１８万円未満の人は、口座振替または納付書で、保険料をお支払いいただきます

　後期高齢者医療制度の被保険者である夫婦二人世帯（夫が世帯主）で夫の年金収入２００万円、妻の年金収入が

８０万円の場合

　　 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

３　被用者保険の被扶養者であった人の軽減

　後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険の被扶養者であった人は、被保険者均等割のみが賦課され、

これが９割軽減（年額４,９００円）となります。
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佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業の
申請を受け付けます

　県内の業者によって住宅のリフォーム工事を行う際、

予算の範囲内において、経費の一部を補助金として交

付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅を含む）

施工業者　県内個人事業者または県内に本店を有する

　　　　　法人

対象工事　右表のとおり

　　　　　※太陽光発電設置工事は対象外です

申請方法　市役所２階まちなみ建設課や市のホーム　

　　　　　ページで配布する専用の「申請書」に必要

　　　　　事項を記入し、必要書類を添えてまちなみ

　　　　　建設課に提出してください

申請受付　平成２４年４月１１日から随時受付

　　　　　（予算の範囲内で先着順）

そ　の　他　①補助は、１住宅につき１回限り

　　　　　②平成２５年３月２９日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること

耐震改修　耐震改修工事

エコハウス　高効率給湯器（エコキュートなど）、二重窓

　　　　　などの設置工事

Ｕ　Ｄ　化　手すり設置（３ヵ所以上）、段差解消、

　　　　　浴室改修などの工事

県産木材利用　県産木材１逢以上使用した工事

三世代同居　三世代同居住宅の増築工事で増築面積が　

　　　　　１０愛を超える工事

一般リフォーム　下水道接続、浄化槽設置、畳替え、模様　

　　　　　替えなどの工事

 　まちなみ建設課施設管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

お
知
ら
せ

補助率（額）要件（工事項目）内　　容

　工事費の

　１５％

県内の事業者で

５０万円以上の工事

住宅リフォームの

ための工事に対し

助成（上限２０万円）

１０万円　耐震改修
住宅リフォーム工

事の内容に対し、

加算助成

（工事項目で単価設定）

（上限２０万円）

３～５万円　エコハウス

１～５万円　ＵＤ※化

５万円　県産木材利用

５万円　三世代同居

※ ＵＤ ＝ Universal Design の略
ユーディー ユニバーサルデザイン

　　　　誰もが利用することができる設計（デザイン）のことです

情報掲示板ワイド

鹿島市緊急経済対策
住宅改修事業費補助金の申請を受け付けます

　市内の業者によって住宅のリフォーム工事を行う際、

予算の範囲内において、経費の一部を補助金として交

付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅含む）

施工業者　市内個人事業者または市内に本店を有する

　　　　　法人

上　限　額　区分ごとに１０万円

対象工事　右表のとおり

申請方法　市役所２階まちなみ建設課や市のホーム　

　　　　　ページで配布する専用の「申請書」に必要

　　　　　事項を記入し、必要書類を添えてまちなみ

　　　　　建設課に提出してください

申請受付　平成２４年４月１１日から随時受付

　　　　　（予算の範囲内で先着順）

そ　の　他　①補助は、１区分につき１回限り

　　　　　②平成２５年３月２９日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること

 　まちなみ建設課施設管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

お
知
ら
せ

補助率（額）内　　容区　　分謂

工事費１万円以上

工事費の５０％

段差解消、手すり設置などＵＤ化①

下水道接続、浄化槽設置家庭排水処理②

耐震改修工事耐震改修③

エコキュート、二重窓設置エコハウス④

県産材木１逢以上使用県産木材利用⑤

１０愛以上の増築工事三世代同居⑥

上記以外のリフォーム一般リフォーム⑦

※①～⑥は併用ができます（最大６０万円補助）

※⑦は①～⑥のいずれにも該当しない場合です
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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、または外国人登録

　をしている人です

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

鹿島市暴力団排除条例が４月１日から
施行されました

お
知
ら
せ

　市をはじめ、市民と事業者が一体となった暴力団排除の取り組みを推進するため、「鹿島市暴力団排除条例」を

制定しました。

 　総務課行政係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

基本理念
　胸暴力団が市民生活と社会経済活動に不当な影響を与える存在と認識する

　胸「暴力団を恐れないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」「暴力

　　団事務所を開設させないこと」を基本とする

　胸市、市民および事業者は、警察、佐賀県、他の市町、佐賀県暴力追放運動推進センターなどと相互に連携・

　　協力しながら暴力団排除を推進する

市民、事業者の責務
　胸市民は、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努める

　胸市民は、暴力団を利用し、利益供与をしてはならない（事業者は、佐賀県の条例で利益供与が禁止されています）

　胸事業者は、事業によって暴力団を利することとならないようにする

　胸市が実施する暴力団の排除のための施策に協力する

　胸暴力団の情報を、警察、佐賀県暴力追放運動推進センター、市などに提供する

市の施策
市は、関係機関などと連携協力して、主に次のような施策を推進します

　胸市の公共工事などの入札と下請契約における排除措置

　胸市が管理する施設での使用制限、使用取消などの措置

　胸広報啓発、教育上の措置、市民や学校に対する情報提供などの必要な支援

情報掲示板ワイド
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お
知
ら
せ

野山に入るときはご注意を！
－イノシシの一斉捕獲を実施します－

お
知
ら
せ

　４月から市内全域で、有害鳥獣（イノシシ）捕獲が行

われます。これは近年の農業被害の増加と里地近辺へ

の出没をうけて実施されるものです。

　万が一の事故を防止するため、

山菜取りやハイキングなどで野

山へ入られるときは次の点に注

意してください。

色で自分の居場所をアピールしましょう！

　岳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

音で自分の居場所をアピールしましょう！

　岳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

ワナには触れないようにしましょう！

　岳もし触って作動した場合、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

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

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

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ることがあり

ます。また、３ヵ月以上届け出が遅れた場合、条例に

基づき『２,０００円～１００,０００円の過料』が課せられます。

（遅れた期間によって金額が異なります。）

時間ところとき時間ところとき

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

５／１１
（金）

１０:００～１０:３０

１０:５０～１１:２０

１３:３０～１４:２０

中尾公民館

古枝公民館

北鹿島公民館

４／１８
（水）

９:３０～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:１０

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

５／１２
（土）

９:３０～１０:２０

１０:４０～１１:１０

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

４／１９
（木）

９:００～１０:００

１０:３０～１２:００

古枝公民館

市民会館

５／１３
（日）

１０:００～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:００

飯田公民館

小宮道公民館

中町公民館

４／２０
（金）

　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。

　注射日程は、右表のとおりです。

手　数　料

　潤登録済の場合・・・３,０５０円

　潤新規の場合・・・・・６,０５０円

　おつりが出ないようご協力ください

※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

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド
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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５月３１日（木）

（口座振替日は５月３１日（木））

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２日（月）～５月２４日（木）

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）　胸身体障害者手帳や療育手帳など　胸運転免許証　胸印鑑（認印可）

恭昨年（平成２３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

　平成２４年４月１日から、鹿島市内に住所がある小学生および中学生の医療費助成事業が改正になりました。

小・中学生の医療費助成事業が
４月診療分から変わります

お
知
ら
せ

助成方法助成内容

医療機関窓口で、一部負担金（３割）を支払い、

福祉事務所へ申請してください

（１人１ヵ月５００円の自己負担のため、その分を差

　し引き助成します）

入院・通院の保険診療の一部負担金

（歯科・調剤も含む。ただし、食事療養費は除く）
小学生

入院の保険診療の一部負担金

（歯科・調剤も含む。ただし、食事療養費は除く）
中学生

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

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

恭固定資産税縦覧帳簿の縦覧

　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～７月２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
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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。

　※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。

情報掲示板ワイド
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　高額な外来受診を受けたとき、これまではひと月の

窓口負担が限度額を超える場合でも、いったん医療機

関などの窓口へお支払いいただいた後で、限度額を超

えた分を「高額療養費」としてお返ししていました。

　平成２４年４月１日からは、医療機関などの窓口で

「限度額適用認定証（認定証）」などを提示すれば、医

療機関ごとのお支払いが限度額を超える場合、その超

える分を支払う必要がなくなります。

　認定証を提示しなかった場合は、これまでどおり高

額療養費としてお返しします。

　国保、後期高齢者医療の認定証は、保険健康課国保

係で発行しています。詳しくは、ご加入の医療保険者

へお問い合わせください。

医療機関などの窓口で必要なもの

　７０歳未満の人、７０歳以上の非課税世帯等の人

　　限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額

　　認定証

　上記以外の人

　　被保険者証（７０歳以上７５歳未満の人は高齢受給者証）

　　を提示してください

　　認定証は必要ありません

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

高額な外来診療を受ける皆さんへ
お
知
ら
せ

　平成２４年４月１日から、「限度額適用認定証」などを提示すれば、ひと月の医療機関の窓口でのお支払いが一定

金額で済むようになります。

情報掲示板ワイド

『人間ドック』『脳ドック』検診の費用を
一部助成します

　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。

対象者（次の条件をすべて満たす人）

毅昭和１７年４月２日～昭和５７年４月１日生まれの人

毅国保税の滞納がない人

毅平成２４年４月１日現在で、１年を超えて鹿島市国民

　健康保険に加入している人

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２日から４月２０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

受診医療機関

　胸織田病院（市内）　　胸志田病院（市内）

　胸納富病院（市内）　　胸新武雄病院（武雄市）

助　成　額　２０,０００円

定　　員　１００人

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

 　鹿島市保健センター　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

お
知
ら
せ

鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業
補助金のお知らせ

　地場産品の新規開拓・販路拡大のため県外等で物産

展などに出展する場合、その経費の補助を受けること

ができます。

補助対象者

　地場産品等の製造・販売を行う事業者が３者以上で

　構成する団体とし、他の市補助事業の適用を受けて

　いないこと

補助対象出展等

　佐賀県外での見本市・商談会などへの出展、佐賀県

　外での商談会などの開催および県内での全国規模の

　イベントなどへの出展で市長が認めるもの

　※ここで言う地場産品等とは、鹿島市の技術、伝統、

　　人材等をはじめとする地域資源を活用し、市内で

　　製造される商品をいいます

　※補助金を受ける場合は、出展等の１ヵ月前までに

　　市長に申請書を提出する必要があります

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

お
知
ら
せ
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　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、

鹿島市小規模契約希望者登録申請が必要です。

※現在、登録申請している人も、有効期限が切れます

　ので、２年に一度の更新申請をお願いします

対象工事　少額で軽易な工事等（契約額５０万円未満）

申請業種

　大工工事、ガラス・サッシ工事、畳工事、木製建具、

　家具関係工事、内装工事、塗装工事、左官工事、

　板金工事、電気工事、その他

申請できる人

　①市内に住所を有している人または主たる事業所を

　　置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出し

　　ていない人

　②市に納めなければならない税金について完納して

　　いる人

有効期間

　平成２４年６月１日～平成２６年５月３１日（２年間有効）

入手方法

　４月２日（月）から市役所３階企画課で配布。または、

　市ＨＰの『入札契約関連』⇒『小規模契約希望者登録

　申請』からダウンロードしてください

受付期間

　４月９日（月）～５月２５日（金）（土･日･祝日を除く）

　６月以降、随時受付を行います

 　企画課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

　　　　　ホームページhttp://www.city.kashima.saga.jp/

詳しくは

～市発注の工事・修繕を受注希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模契約希望者登録申請』を受け付けます

お
知
ら
せ

　市では、公用車・駐車場などに加え、庁舎内に広告

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予定で、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。

広告代理店　表示灯（株）福岡支店

　　　　　緯０９２（７６１）２６１１

広告募集　４月中旬まで（６月に設置予定）

 　財政課管材係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは

　

広告付地図情報板への有料広告募集中
募
　
集

隔企業名および

　写真掲載場所

情報掲示板ワイド

鹿島市地場産業振興協議会会員募集

　鹿島市地場産業振興協議会では、地場産品などの市
内外の市場における、新規開拓販路拡大への取り組み
や地場産品認定制度を設け販売促進を図るなど地場産
業振興のため活動しています。この活動に賛同してい
ただける会員を募集します。
要　　件　①市内で地場産品に関する事業を営んでいる
　　　　　　法人および個人事業主
　　　　　　（「事業を営んでいる」とは、地場産品の
　　　　　　生産、流通、販売に携わっている方たち）
　　　　　②将来、市内で地場産品に関する事業を営
　　　　　　もうとする法人および個人事業主
　　　　　③当協議会の活動に賛同する方は、賛助会
　　　　　　員となることができます
申込方法　所定の「入会申込書」に記入の上、事務局
　　　　　へ提出し、会費を納付して下さい
　会　費　年間　5,000円

会員特典　①市外、県外で開催される物産展について、
　　　　　　市より情報提供が受けられます
　　　　　②上記物産展などに出展される場合、補助
　　　　　　金の交付を受けられる場合があります
　　　　　③当協議会が主催する場合の物産展に出店
　　　　　　することができます
　　　　　　特に、鹿島市特産品まつりに出店できる
　　　　　　のは、原則、会員に限ります
　　　　　④新規地場産品開発に対する補助金の交付
　　　　　　を受けることができます

 　同協議会事務局（市商工観光課内）
　　　　　緯０９５４（６３）３４１２
詳しくは

募
　
集

※画像はイメージです
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情報掲示板ワイド

　市では、今後の鹿島市住宅施策の基本方針となる

「鹿島市住生活基本計画」の策定を現在行っています。

　そこで、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に

基づき、市民の皆さんの意見を参考とさせていただく

ため、本日から意見を募集します。

意見をできる者

　市民、市内への通勤・通学者、市内に事務所などを

　有する法人・団体

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　胸計画（案）の概要

　　市のホームページに掲載しています

　　また、市役所２階まちなみ建設課でも配布や閲覧

　　ができます

意見の記載・提出方法

　胸記載の仕方については、形式などは問いません　

　　ただし、住所、氏名（法人・団体は、所在地、名

　　称、代表者）を明記してください

　胸提出方法は、まちなみ建設課へ直接提出するか、

　　ＦＡＸ、郵便、電子メールで送付してください

意見募集期限　５月１日（火）まで

 

　鹿島市役所　まちなみ建設課　施設管理係

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　緯０９５４（６３）３４１５　姉０９５４（６３）２１２９

　糸toshi@city.saga-kashima.lg.jp

　ホームページ http://www.city.kashima.saga.jp/

問合せ・提出先

鹿島市住生活基本計画（案）に関する意見を
募集します

募
　
　
集

　市では、市民の皆さんから意見を聞き、行政運営の

参考とするために平成２３年１０月から月１回のペースで

まちづくり懇話会を開催しています。この懇話会に出

席いただける常任委員（公募市民）を募集します。

　懇話会は原則公開ですので、市民の皆さんも気軽に

傍聴できます。

募集期間　４月２日（月）～１３日（金）

公募人数　１人

応募資格　①市内に住所を有する２０歳以上の人

　　　　　　（平成２４年４月１日現在）

　　　　　②任期期間の平日午後に開催する懇話会に

　　　　　　出席できる人（月１回２時間程度）

報　　酬　日額　２,０００円

任　　期　4月下旬～平成２５年３月

応募方法　市ホームページまたは市役所３階企画課に

　　　　　備え付けの申込書に必要事項を記入の上、

　　　　　提出してください（郵送・持参・FAX・メール可）

 

　鹿島市役所　企画課　情報統計係

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　緯０９５４（６３）２１０１　姉０９５４（６３）２１２９

　糸kouhou@city.saga-kashima.lg.jp

　ホームページ http://www.city.kashima.saga.jp/

申込・問合せ先

まちづくり懇話会
常任委員（公募市民）を募集します

募
　
　
集

　市では、鹿島市地域防災計画の見直しを現在行って

います。

　そこで、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に

基づき、市民の皆さんの意見を参考とさせていただく

ため、次により意見を募集します。

意見をできる者

　市民、市内への通勤・通学者、市内に事務所などを

　有する法人・団体

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　胸計画計画見直しの概要、新旧対照表、計画（改正素案）

　　市のホームページに掲載しています

　　また、市役所３階総務課でも配布や閲覧ができます

意見の記載・提出方法

　胸記載の仕方については、形式などは問いません　

　　ただし、住所、氏名（法人・団体は、所在地、名

　　称、代表者）を明記してください

　胸提出方法は、総務課へ直接提出するか、ＦＡＸ、

　　郵便、電子メールで送付してください

意見募集期限　４月１９日（木）まで

 

　鹿島市役所　総務課　消防交通係

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　緯０９５４（６３）２１１３　姉０９５４（６３）２１２９

　糸soumuka@city.saga-kashima.lg.jp

　ホームページ http://www.city.kashima.saga.jp/

問合せ・提出先

鹿島市地域防災計画の見直しに関する意見を
募集します

募
　
　
集
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　市では、雇用および就業機会の創出を図るため、国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでいます。

　今回、市が直接雇用する日日雇用職員を下記のとおり募集します。

申込方法　就業を希望する人は、市総務課または市のホームページ「各種案内・募集」で配布する専用の申込書を

　　　　　総務課職員係(市役所3階)に提出してください

　　　　　※業務内容や申込締切日等の詳細は、市のホームページをご覧いただくか、

　　　　　　下記の各募集先またはハローワークにお問合せください

 　市総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３　または　ハローワーク鹿島　緯０９５４（６２）４１６８詳しくは

募集先および

問合せ先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

保険健康課

緯０９５４（６３）２１２０

４月

１１日
介護保険の各種申請受付など

６ヵ月以内

（更新あり）

１人地域相談体制強化事業

農商連携推進室

緯０９５４（６３）３４１１

５月

１日

農産物や特産品の流通戦略づくりと販路

拡大や新規開拓の活動など
１人かしま流通戦略推進事業

商工観光課

緯０９５４（６３）３４１２

観光素材の発掘、旅行商品の企画立案

および旅行代理店への営業活動など
１人かしま観光営業強化事業

体験メニューや地域の素材を活用した旅行商

品の企画造成および受け入れ体制整備など
１人

かしま観光推進組織強

化事業

教育総務課

緯０９５４（６３）２１０３

４月

１６日

教育や福祉に関する知識を活用した、

児童生徒への支援など

４ヵ月以内

６人
スクールソーシャル

ワーカー活用事業

特別の支援を要する児童生徒に対する

支援業務など
９人

特別支援教育等支援員

事業

教員の補助、児童生徒への支援など４人学習支援員事業

ホームページの作成や指導、その他情報

機器に関する支援など

６ヵ月以内

（更新あり）
１人情報教育支援員事業

生涯学習課

緯０９５４（６３）２１２５

５月

１日

運動広場等の樹木選定、体育施設および

周辺の清掃、事務補助など
６ヵ月以内２人

運動広場および

蟻尾山公園等管理事業

恭市が直接雇用する事業

採　用　情　報

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します
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恭市の委託先が募集する事業

　市が直接雇用する事業のほか、下記の委託事業もあります。就業を希望する人はハローワークまたは下記の問合

せ先に申し込んでください。

募集先および

問合先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

ＪＡさがみどり地区園芸部園芸課

緯０９５４（６２）２１４５

４月

中旬

農作業支援および各種研修・資格取得など

（農業経験は問いません）

１１ヵ月以内

２人鹿島アグリヘルパー事業

嘉瀬の浦ファーム

緯０９５４（６７）７５８０
緯０８０（５２５２）４２３７

農作業支援および各種研修・資格取得など

（農業経験は問いません）
１人鹿島アグリ研修事業

シティーコム

緯０９５４（６８）００８０

インターネットを利用した、商店街・

地域活性化の発信事業業務など

１２ヵ月以内

１人
商店街の魅力形成と

発信事業

肥前浜宿水とまちなみの会

緯０９５４（６９）８００４

４月

上旬

町並み紹介（ガイド等）や店舗での接客・

販売およびイベント運営業務など
７人

肥前浜宿まちおこし

運営事業

採　用　情　報

鹿島・藤津地区衛生施設組合の職員を募集します

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます

　①鹿島・藤津地区衛生施設組合　事務局で交付します

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　「請求された人の住所、氏名」を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は３９０円）

　　切手を貼った宛先および郵便番号を明記した返信

　　用封筒　（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）　

　　を同封して、

　　〒８４９－１３０４

　　佐賀県鹿島市大字中村６４１番地１

　　鹿島・藤津地区衛生施設組合　事務局へ請求してください

受付期間

　４月２日（月）～４月２７日（金）（当日消印有効）

　※持参の場合は８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　き　５月１３日（日）９時３０分集合

　ところ　鹿島・藤津地区衛生施設組合２階会議室

第二次試験

　作文および面接（日程などは第一次試験合格者に通知します）

採用年月日

　平成２４年７月１日

 　鹿島・藤津地区衛生施設組合　事務局

　　　　　　　緯０９５４（６２）２６５４

申込・問合せ先

職　務　内　容採用人数受　験　資　格試験の程度試験区分

一般行政の業務、
し尿処理の運転
管理業務に従事

１人

昭和５７年４月２日から平成６年４月１日まで

に生まれた人で、平成２４年４月１日現在、構

成団体（鹿島市・嬉野市・太良町）に住民登録を

し、引き続き居住している人

教養試験【高卒程度】一般事務
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　ご協力により２,７０５人に受診していただきま

した。結果はグラフのとおりです。

　健診結果によって、メタボリックシンドローム

の予防や生活習慣の改善に役立つ情報を提供され

たり、専門家からの支援を受けることができるよ

うになります。（特定保健指導）

　また、精密検査を受けるよう促されることもあ

ります。

※現在、生活習慣病で受診中

（服薬治療中）の人も特定健診

を受けることができます。

対　象　者　平成２４年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

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（火）～１２月２５日（火）

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、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。

　この特定健診事業には、国から３つの目標値が定められています。

　目標値の達成状況によって、鹿島市国保が後期高齢者医療に支払う支援金の額に影響します。

［平成２４年２月速報値］

 　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

鹿島市在住の後期高齢者の健診（　７　５　歳以上の人） 
　健診時期は１０月～１２月を予定していますので、詳しくは広報かしま９月号でお知らせします。

特定
健診

平成２４年度 鹿島市国保の特定健診

支援金が最大で１０％（４,０００万円程度）

減ります。
平成２４年度 目標値

★健診受診率・・・・・６５％

☆保健指導実施率・・・４５％

☆メタボリック減少率・１０％ 支援金が最大で１０％（４,０００万円程度）

増えます。国保財政に大きな影響

達成

できると

できないと

平成　２　３　年度の特定健診受診状況

特 定 健 診 受 診 率 と 目 標 値
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閉じこもりを予防しましょう

　閉じこもり自体は病気ではありませんが、閉じこもりが続くと、活動量が少なく

なり、廃用症候群を招く危険性が高まります。廃用症候群とは、「体や頭を使わな

いことで起こるさまざまな機能低下」のことで、次のような症状が現れます。 

　これらの症状によって外出する自信や意欲を失うと、さらに活動が減り、ますます全身の機能が低下し、寝たき

りや認知症などの介護が必要な状態につながりやすくなります。こうした悪循環に陥らないために、散歩に出かけ

たり、地域の催しに参加したり、外出する機会をもつようにしましょう。

介　護　保　険

運動機能低下

筋力が低下したり、関節が動き

にくくなり、転びやすくなります

心臓や肺の機能低下

立ちくらみや息切れが起きやすく

なります

消化機能低下

食欲が落ちて低栄養になったり、

便秘になりやすくなります

知的機能低下

物忘れなど知的にも衰えてきます

 　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

春 の 交 通 安 全 県 民 運 動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

　４月６日（金）から１５日（日）までの１０日間、「春の交

通安全県民運動」が実施されます。新年度を迎え、新

入学児童など、未来を担うかけがえのない子どもたち

も交通社会にデビューします。

　ドライバーや自転車を利用される皆さん、さらに安

全を確かめ、歩行者に十分注意し、子どもや高齢者を

交通事故から守りましょう。

 　総務課消防交通係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは
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潤かしま市民立楽修大学入学要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年　会　費　１,０００円／年

　　　　　（高校生以下５００円）

入学特典　「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。

　　　　　（入学月から１年間有効）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

HP　http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

に行ってみよう

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。

 　かしま市民立楽修大学　緯０９５４（６３）２１３８詳しくはエイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

中尾　 蔦一 　展
つ た い ち

床　の　間
コーナー

　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

中尾蔦一さんをご紹介します。

　中尾さんは、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、現在の東京芸術大学を卒業。

　聖徳太子 奉讃 美術展覧会では御紋章付
ほうさん

 香盒 を賜り
こうごう

ました。今回は、遺族所蔵作品の中から展示します。

　どうぞご来場ください。※途中作品入れ替えあり

期　　間　４月１日（日）～５月３０日（水）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

詳しくは

図書館カード更新制がはじまります市　民
図書館

　住所や電話番号などの登録情報を２年おきに確認するため、４月か

ら「図書館カード更新制」を始めます。有効期限（カード登録者の誕

生日）が近づきましたら、下記のものをご持参の上、カウンターまで

お越しください。

　胸図書館カード　　　胸現住所を確認できる公的証明書

　※鹿島市近隣以外にお住まいで、市内に通勤・通学されている人は

　　保険証、学生証などもあわせてご持参ください。

　詳しくはカウンターで配布しているチラシ、ホームページなどを

ご覧いただくか、下記までお尋ねください。

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３

　　　　　ＨＰ　http://www.library.city.kashima.saga.jp/

詳しくは

エイブルからのお知らせなど

第 １０ 回　エイブル祭り
第２回

えいぶる事業

　楽修大学生、エイブル利用者の生涯学習の成果発表。

　詳細は「エイブルの木５月号」などでお知らせします。

と　　き　５月１２日（土）～５月１９日（土）

　　　　　※１３日（日）はフリーマーケット、エイサーあり。１４日（月）は１７時まで開館

と　こ　ろ　市生涯学習センター　エイブル全館

 　かしま市民立楽修大学　緯０９５４（６３）２１３８詳しくは

藤原 道山 ×
どうざん

 ＳＩＮＳＫＥ 　「ボレロ」２０１２
し　ん　す　け

～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～

第３回

えいぶる事業

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３階

研修室

４月３日～９月１１日

［月２回・火曜日］　２０時～２１時３０分
大川内　千代さん２０人３B体操教室②

エイブル２階

音楽スタジオ

５月２日～１０月１７日

［月２回・水曜日］　１０時～１２時
高橋　 伽宗 さん

かしゅう

２０人詩吟教室（ 神伽流 ）②
しんかりゅう

市民会館１階

第４会議室
5月開講予定原田　涼さん１５人

アコースティック

ギター教室

と　　き　６月１日（金）

　　　　　１８時３０分開場　１９時開演

と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】

チケット　4月１４日（土）から発売

料　　金（楽大生は各500円引き）

　前売り　一　　般　２,０００円

　　　　　高校生以下　１,５００円

　当　日　一　　般　２,５００円

　　　　　高校生以下　２,０００円

※無料託児あり（要予約）　申込締切　５月２５日（金）

 　かしま市民立楽修大学　

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

詳しくは
秦　万里子コンサート

４月２１日（日）１８時３０分～ エイブルホール

チケット発売中！
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“get under ○ skin” 

今月のキーフレーズ

№７６

悩ませる、苦しめるという表現です。

（○にはmy・your・her・hisが入ります）
ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（シェーン）あ～マットには悩まされるわ。

　　　　　彼とてもイライラしてるの！

（レイチェル）あなた、彼と話すべきよ。

（シェーン）明日、そうするわ。

Shane:

Rachel:
Shane:

AHH! Matt gets under my skin, he's so 
irritating!
Maybe you should talk to him.
Tomorrow, I will!

感謝のつどい

北鹿島小学校

校学 だ よ り

No.1７９ 　２月９日（木）北鹿島小学校では今

年１年間体験活動でお世話になった

支援者を迎えて「感謝のつどい」を

行いました。

　「体験活動支援会議」の３０団体な

どの皆さんに、多くの活動を支援し

ていた感謝の気持ちを表すとともに、

各学年のテーマにそった体験活動を

紹介するのが目的です。

　児童会長のあいさつ、参加してく

ださった方の紹介、各学年の体験活

動報告、手作りプレゼントの贈呈、

北鹿島振興協議会会長　吉田一男様

の話が主な内容でした。

　活動報告では、取り組んだ内容が

分かりやすくなるようにプレゼン

テーションをしました。

　自分たちをいつも温かく見守って

くださっている地域における農業・

漁業・商業・ＮＰＯや行政に関わる

「人・もの・自然」に感謝の気持ち

が届くことを願って毎年開催してい

ます。御多用な中に団体代表２４人に

参加していただきました。

参加していただいた方の感想

・体験活動報告は分かりやすかった

　です。

・心が温まる気持ちがしました。

・地域の皆様と協力しながら、活動支

　援することで、子どもの成長に寄与

　することができ感謝しています。

・北小の子どもは、地域のつながり

　に恵まれており、このような絆を

　大切に生きてほしいです。
寓多くの皆様方の参加に感謝！

（レイチェル）私かなり頭にきてるの！

　　　　　近ごろママには悩まされるわ。

（シェーン）どうして？

（レイチェル）部屋を掃除しなさいって小言ばっかり言うのよ。

Rachel:

Shane:
Rachel:

I'm so mad! My mom has been getting 
under my skin lately.
What for?
She keeps nagging me to clean my room.

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Aloha  :こんにちは、さようなら　　　　　
アロハ

 E  
エ

 Komo  
コモ

 Mai  :ようこそ、入って
マイ
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

明治大学、大東文化大学が鹿島で強化合宿！
～陸上教室など 開催～

スポーツ資源を活かしたまちづくり

胸今年の箱根駅伝総合３位の「明治大学競走部」２９人（２月２１日～２月２６日）

胸３年ぶりの箱根駅伝本選出場を目指す「大東文化大学陸上競技部」３１人（２月２０日～２月２７日）

胸創部２年目の「大東文化大学女子陸上競技部」１３人（２月２４日～３月３日）
が、鹿島市陸上競技場、クロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などで強化

合宿を行いました。

　歓迎式を行った祐徳稲荷神社や神楽舞、「米やみかん、のりがこんなに美味

しいものだとは知らなかった」との感想が寄せられた鹿島の特産物などは、選

手にとって良い思い出となったことと思います。

　ご支援いただいた企業、団体等の皆さまに感謝申し上げます。

　期間中は、市内小中高生を対象とした陸上教室も開催されました。

　（２月２４日明治大学・２月２７日大東文化大学）

　箱根駅伝ランナーと一緒に走ったり、関東学生陸上競技連盟の青葉会長などの話を聞く子どもたちの目はいきい

きと輝いていて、貴重な体験になったことと思います。

　また、第６１回公認鹿島祐徳ロードレース（２月２６日開催）では、今年１月の

箱根駅伝優勝の東洋大学、合宿中の明治大学、大東文化大学をはじめ県内外

から昨年より約２００人多い１,５１５人の選手が出場しました。沿道で声援を送っ

ていただいた方、大会運営にご協力いただいた方、ありがとうございました。

寓ハーフマラソンの部大会歴代２位の好タイムで

　優勝した大東文化大学１年の市田孝選手

寓右から関東学連青葉会長、明治大学西監督、

　東洋大学酒井監督、大東文化大学奈良監督、

　外園女子部監督

 　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは 寓元気よくスタートする子どもたち
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題 受賞者紹介

３月１９日

小柳誠五さんご家族のユリ経営

が「第２１回花の国づくり共励会

花き技術・経営コンクール」で

最高賞である農林水産大臣賞を

受賞されました。（県内初）

受賞おめでとうございます。

農林水産大臣賞を受賞

２月１１日・１２日に花取、笹原、

七曲、万才のため池で伐採と、

桜の苗木の植栽が関係集落の

皆さんのご協力により行われ

ました。これらは農業用ため

池ですが、水質保全により、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）

３月１３日

株式会社キタック　様

田澤記念館活動事業に対する

ご寄付ありがとうございます。

善行紹介

　３月２４日、２５日の２日間、鹿島市で初となる「酒蔵ツーリズム」を開催しまし

た。会場となった市内６つの酒蔵では、酒蔵手形を片手にスタンプラリーを楽し

む人、各蔵の新酒を味わう人など多くの観光客で賑わいました。

　また、当日は酒蔵ツーリズムのほかに、肥前浜宿では「花と酒（咲け）まつり」、

矢野酒造では「発酵まつり」、中木庭ダム周辺では「グリーンフェスタin鹿島」、

ＪＲ肥前鹿島駅から肥前浜駅までのＪＲウォーキングが開催されるなど市内全体

がお祭りムードで大変な賑わいをみせました。

寓スタンプラリーを楽しむ人たち 寓たくさんの人たちが利用した循環バス

第１回鹿島酒蔵ツーリズムを開催しました

まちなか博物館が開催されました

　３月１０日～３１日に市内の中心商店街一

帯で、まちなか博物館が開催されました。

期間中多くの人たちが、パンフレット片

手に、それぞれ見どころの異なる２６か所

の博物館を見学されていました。

恭花と酒（咲け）まつり

　第１０回目の開催となった今回は、鹿島

日本酒検定や酒スイーツ販売など新たな

企画も数多く登場しました。

恭発酵まつり

　テレビで紹介された料理や発酵研究会

自慢の発酵食品を求めて、たくさんの人が

来場されました。（写真右） 寓大人気の「牡蠣の大吟醸酒粕シチュー」

寓鹿島日本酒検定に挑戦する人たち

寓伝承芸能も披露されました
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No.９５

　人権の問題は、同和問題をはじ

めとして、子ども、高齢者、女性、

障がい者の問題など数多くありま

すが、それぞれの問題の解決のた

めには、関係のある制度等の理解

も必要です。しかし現実には、情

報が入りにくい人も多く、確実な

情報の提供は、人権問題での課題

の一つになっています。　

　次の調査は、県内にある「高齢

者虐待防止ネットワークさが」が、

平成２１年に実施した実態調査の

一部です。

『高齢者虐待防止・養護者支援

法』が施行されたのを知っていま

したか？

①よく知っている　　　（８％）

②ある程度知っている　（３７％）

③ほとんど知らない　　（３７％）

④まったく知らない　　（１４％）

⑤不明　　　　　　　　（４％）

となっています。

　この法律は、高齢者の虐待防止

の基本に関わるものですが、実態

調査の対象となった、要支援・要

介護の高齢者がいる家族でも法

の認知度は低く、法律などの情報

は理解が深まりにくいという実態

をよく表しています。

　このような課題もありますが、

近年の人権意識の高まりを背景に

して、身近な情報源であるテレビ

や新聞、雑誌などでは、わかりや

すい形で人権に関する情報をたく

さん提供してくれています。市で

も、広報かしまなどで虐待防止な

どの高齢者問題を含め他の人権問

題に関する情報を提供しています。

　また、人権に関する各種の相談

も定期的に実施しています。

　人権を守る一つの手立てとして、

身近な情報を利用し、家族で、地

域で、人権を守るための情報を共

有し、支え合っていくことが大切

ではないでしょうか。

人権問題と情報
～まずは身近な情報の利用を～

噛ご意見などをお寄せください　同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

このごみどの袋・人権の輪

もえないごみ袋の種類は

胸カン類　　胸びん類　　胸もえないごみその他

の３種類があります。

※袋に入らないものは粗大ごみとして「ステッカー」を貼って出してください

もえないごみその他の袋に入れるもの主な品目

茶碗などの陶磁器類

茶碗 ガラス・コップ 花瓶

台所用品類

なべ フライパン スプーン・フォーク

刃物類

包丁 カミソリ

小型家電製品

ラジカセ 炊飯器 掃除機

※ワレモノや刃物などは、厚紙に包んで「ワレモノ」「キケン」など、わかるように書いてください

※電気製品やおもちゃなどで、中に電池が入っているものは必ず電池を抜いてください

※傘は多少袋から出て構いませんが、できるだけ奥まで入れて袋の口をしっかり結んでください

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは
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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１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

 

　クレーン車作業・鯉のぼりやつり

針などが電線にかかった場合は、感

電事故や停電の原因になり大変危険

です。

　自分で取らず、必ず九州電力へご

連絡ください。

 　九州電力（株）武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

 

　４月は未成年者飲酒防止強調月間

です。未成年者の飲酒は、からだや

心の発達が盛んな時期に悪影響を与

えます。

 　佐賀税務署　酒類指導官

　　　　　緯０９５２（３２）７５１１

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

よく見て確認、電線注意！

詳しくは

お酒は二十歳になってから

詳しくは

 

　下水道認可区域以外で、４月２日

から来年３月３１日までに浄化槽を設

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２日（月）から補助

　　　　　予定数終了まで（先着順）

そ　の　他　８ページの住宅改修事業

　　　　　費補助金（家庭排水処理）

　　　　　と併用できる場合があり

　　　　　ます

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　後期高齢者（７５歳以上の市民）を対

象としたはり・きゅう助成制度の受

診券（水色）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

（桃色）が必要となります。

発券開始　４月１日（日）から

　　　　　※４月１日は午前中のみ

申請窓口　保険健康課（１階）

必要なもの　後期高齢者医療の保険証

注　意　点　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

家庭用浄化槽補助金
申請について

詳しくは

後期高齢者はり・きゅう
受診券の更新手続き

詳しくは

 

　国民健康保険には、長年会社など

に勤められ、年金の受給権がある人

を対象とする『退職者医療制度』が

あります。次の該当条件をすべて満

たす人は６５歳になられるまでの間、

退職者医療制度で医療を受けること

になります。

　該当する人は、市民課へ年金証書

と国民健康保険証をお持ちいただき

手続きをお願いします。

【退職者医療制度の該当条件】

毅国民健康保険に加入されている人

毅厚生年金や各種共済年金の加入期

　間が通算２０年以上、または４０歳以

　降に１０年以上ある人

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

　介護をしているご家族などで、介

護に悩んでいる人、時には日ごろの

思いや悩みを話してみませんか？

と　　き

　９月までの第２金曜日１０時～１２時

　４月１３日・５月１１日・６月８日

　７月１３日・８月１０日・９月１４日

（時間内は出入り自由です）

と　こ　ろ　エイブル２階　和室

参　加　費　無料（申込不要）

 　鹿島市地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

定年退職後に国民健康保険
へ加入される皆さんへ

詳しくは

「介護のつどい」を
開催します

詳しくは

 　企画課秘書係　緯０９５４（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

鹿島商工会議所新年祝賀会３,０００円２月７日祝　儀

鹿島青年会議所所信表明会５,０００円２月１７日会　費

名刺台紙２００円２月２日その他

名刺印刷代５,２５０円２月１４日その他

ＰＲ用鹿島錦名刺入れ・ペンケース６４,５００円２月２９日その他

７７,９５０円合　計

平成２４年２月分の市長交際費を公表します

情報掲示板　愚　お知らせ
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開山期間　

　５月３日（祝）～９月２９日（土）

　ゴールデンウィークおよび土曜日・

　祝前日の宿泊のみ

　※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～１４,７００円

予約受付開始　４月２日（月）９時～

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ堆肥はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

を発酵させて堆肥にしたものを使い

やすい袋詰めやトラック「バラ積み」

で格安にて販売しています。

建各種作業の注文や火災報知機の取

り付けをお受けします

　「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、いろいろな作業について

気軽にご相談、注文ください。

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１９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。

建会員を募集しています

　お友達お誘い合わせ、ご参加くだ

さい。

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１９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

奥平谷キャンプ場
予約受付開始

詳しくは

鹿島市シルバー人材センター

農作業、畑作業お受けします

詳しくは

 

　ことじ保育園では毎月子育てサー

クルを行っています。芝生の運動場

や安全な保育室で子どもたちや保育

士と一緒に楽しく体験をしません

か？

と　　き　毎週水曜日　１０時～１１時３０分

　　　　　※行事などにより回数が変

　　　　　　更になる場合があります

　　　　　※４月は１８・２５日に開催

と　こ　ろ　ことじ保育園

内　　容　絵本の読み聞かせ、親子遊び、

　　　　　ベビーマッサージなど

対　象　者　０歳～２歳の赤ちゃんと保護者

参　加　費　無料

 　ことじ保育園

　　　　　緯０９５４（６３）１３３５

 

 

　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（４月・５月）

　　　　　竜王崎古墳群ほか（６月）

資　料　代　２００円（入場無料）

　　　　　※４月５日は資料代不要

講師・内容

噛４月５日（木）

　第２５回総会

　記念講演　鹿島藩日記から見た我家

　　　　　　の祖先について

　講師　西岡内科クリニック

　　　　院長　西岡紘一郎さん

噛５月１０日（木）　

　演題　祐徳軌道と嬉野電車

　講師　森四朗さん（当会理事）

噛６月７日（木）　

　現地研修　杵島山麓の史蹟めぐり

　　　　　　１３時市役所前出発（定員２２人）

　　　　　　竜王崎古墳群、杵島山

　　　　　　歌垣須古城址

　現地案内　堤幸宏さん（白石町）

 　鹿島史談会事務局　松永

　　　　　緯０９５４（６３）３６６５

みんな遊びにおいで竃
子育てサークル『さくらんぼ』

詳しくは

講講習習会会・・講講座座
鹿島史談会

鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

 

　『教材は持ってるけど・・・』『家

族は教えてくれない・・・』『いろん

な情報を知りたい』という人、ぜひ

受講してみませんか。

と　　き　４月１０日（火）～２６日（木）

　　　　　毎週火・木曜日（いずれか１回）

　　　　　①１０時～１２時

　　　　　②１３時３０分～１５時３０分

　※ご希望の曜日・時間をお選びください

と　こ　ろ　情報交流センターあすとプラザ

　　　　　旧東亜工機事務所ビル（横田）

内　　容　

　インターネットとは、情報検索、

　情報の印刷など

定　　員　各時間帯８人

参　加　費　４,０００円　教材費５００円

そ　の　他　ご自分のパソコンを持ち

　　　　　込みできます

 　ＮＰＯ法人フロンティア

　　　　　緯０９５４（６３）４５７１

 

　失業中の人を対象に行います。

訓練内容　ワード、エクセル、パワーポイント、

　　　　　ホームページ作成

訓練期間　４月２５日（水）～

　　　　　　　　　７月２５日（水）

　　　　　（土・日・祝日を除く）

　　　　　９時４０分～１６時２０分

定　　員　１５人

実施場所　チェスパソコン教室

募集締切　４月２日（月）

受　講　料　無料

　　　　　　（教材費７,０７５円と職場見学

　　　　　交通費２,０４０円は自己負担）

申　込　先　ハローワーク鹿島

　　　　　緯０９５４（６２）４１６８

 　チェスパソコン教室

　　　　　（NPO潮高満川内：嬉野市役所塩田庁舎前）

　　　　　緯０９５４（６６）４００６

インターネットを
はじめよう

申　込　先

ビジネスＩＴ基礎科
受講者募集

詳しくは

不動産の価格、取引、法律など

不動産鑑定士による

　　　不動産の無料相談会
と　　き　４月６日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　アイスクエアビル（佐賀市）

　　　　　唐津市役所、鳥栖市役所

 　（社）佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　緯０９５２（２８）３７７７

詳しくは

鹿島市メールマガジン配信中

配信登録をお願いします

　 　市ホームページで！

 　 

詳しくは

鹿島市メールマガジン 検索

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会
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　国家資格「保育士」の受験対策講

座を開講します。

※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

　　　　　午前９時３０分～１２時３０分

　　　　　午後１３時３０分～１６時３０分

※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　１９,９４０円（テキスト代を含む）

定　　員　１００人程度

申込締切　５月１１日（金）（先着順）

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

 

 

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として書道教室・ペン習字教室・

生け花教室を開催しています。

　詳しくは各集会所へお問い合わせ

ください。

・書道教室

と　き　毎月第１・３金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）２１３０

・ペン習字教室

と　き　毎月第２・４金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４４７７

・生け花教室

と　き　毎月第２火曜日

講　師　吉田　和子さん

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４４７７

平成２４年度
保育士受験対策講座

詳しくは

募募 集集
書道・ペン習字・生け花
教室の受講者募集

 

　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２２日（水）～２５日（土）

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

定　　員　６５人(応募者多数の場合抽選）

スタッフ業務　子どもたちの指導・支援など

そ　の　他　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

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力を高め、自然治癒力を増強す

る気功をやってみませんか。

と　　き　４月３日（火）～９月２５日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　３,０００円（６ヵ月分）

 　宮﨑

　　　　　緯０９５４（６２）５０５５

 

　背筋を伸ばして元気になる社交ダ

ンスを始めてみませんか。

　高齢者、初心者歓迎します。現在、

６０歳代から８０歳代までの男女で楽し

くレッスンしています。

と　　き　毎週木曜日１４時～１７時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　２,０００円／月

指　導　者　 塘 　勲さん
つつみ

そ　の　他　服装は動きやすいもの

 　百寿ダンスクラブ　田中

　　　　　緯０９０（８７６２）１４８０

第２８回鹿島ドリームシップ
隊員・スタッフ募集

詳しくは

気功教室
生徒募集

詳しくは

社交ダンス
会員募集

詳しくは

 

 

　佐賀県弁護士会では、良い遺言の

日（４月１５日）に遺言や相続、成年後

見の問題に関して、無料相談会を開

催します。佐賀県弁護士会所属の弁

護士が、一人ひとりのご相談をお受

けします。お気軽にご相談ください。

※相談は予約制となりますので、相談

　会前日までに、下記の鹿島地区担当

　弁護士の事務所にご連絡ください

と　　き　４月１５日（日）１３時～１６時

と　こ　ろ　わかくす法律事務所　鹿島オフィス

 　わかくす法律事務所　鹿島オフィス

　　　　　弁護士　江越　正嘉　　

　　　　　緯０９５４（６９）８１６２

 

 

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

 

職務内容　土地改良事業に関する業務全般

応募資格　市内在住者

　　　　　４０歳から５０歳程度の人

　　　　　普通自動車免許所有者

応募期間　４月２日（月）～４月２７日（金）

選考方法　面接

 　鹿島市土地改良区

　　　　　緯０９５４（６３）２８５３

相相 談談
遺言・相続・成年後見

無料相談会

詳しくは

試試験験・・採採用用
平成２４年度
自衛官採用試験

詳しくは

鹿島市土地改良区
臨時職員募集

詳しくは

一次試験受　付受験資格募集種目

５月１２日

　　１３日

４月２７日

まで

２０歳以上

２６歳未満

一般幹部

候　補　生

受付後に

連絡します

年間を通じて

行っています

１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（男子）

情報掲示板　愚　講習会・募集・相談・試験

午　後午　前

保育原理児童福祉５月２０日

小児栄養社会福祉６月３日

養護原理・教育原理発達心理学・精神保健６月１７日

保育実習の筆記小児保健７月１日
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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）

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯０９５４（６３）３３７３４月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０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、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１２日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２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）

２６日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３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 

２５日（水）

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。

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者　生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者に通知）

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

　　　　煙１期１・２・３回は、２０～５６日の間隔で受けます。

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、

　　　　　１年～１年６ヵ月の間に接種します。

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成１８年４月２日～平成１９年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

　　　

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　小学校６年生（対象者には通知しています）

　平成１７～２１年度の間に接種機会を逃した人への接種

時期が緩和されました。

　下記の対象者で、接種勧奨の差し控えによって接種

ができていない人は、不足分の接種を受けることがで

きるようになりましたので、母子健康手帳をご確認く

ださい（接種回数：１期３回・２期１回）。

　接種を希望する人は医療機関で接種できます。ご不

明な場合は保健センターまでお問い合わせください。

特例対象者　平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれ

接種期間　２０歳未満まで（２０歳誕生日の前々日まで）

日本脳炎予防接種
対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満　接種回数３回

　　　　　２期：９歳～１３歳未満　接種回数１回

ポ　リ　オ
対象者　生後３ヵ月～７歳６ヵ月未満までに合計２回の接

　　　　種が済んでいない子ども。都合がつかない場合は

　　　　他地区の日程でも接種できます。

と　き

ところ　エイブル1階保健センター

受付時間　１３時３０分～１４時１５分　診察開始１４時

持参品　母子健康手帳、予診票（必ず記入してください）

注意事項　次の場合は、必ず主治医にご相談の上、お越しください

　　　　煙１週間以内の発熱　　煙１年以内のけいれん

　　　　煙麻しんや風しん、おたふくかぜ、水痘にかかり、

　　　　　治癒後４週間以内

　　　　煙子どもの体調や予防接種について心配がある場合

　　　　煙下痢をしている時はポリオの予防接種はできません

と　き対　象　地　区

４月２０日（金）能古見地区・浜地区

４月２４日（火）大字高津原地区・七浦地区

５月１０日（木）大字納富分地区・大字重ノ木地区

５月３０日（水）古枝地区・北鹿島地区

任意予防接種費用
助成のお知らせ

　下記のワクチン接種を希望する対象者への費用助成の

期間が延長されることになりました。これらは法に基づ

かない任意予防接種のため、保護者の理解と同意が必要で

す。希望する場合は、よく検討してから接種してください。

助　　成　平成２５年３月３１日まで

接種費用　無料

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン

　対象者　生後2ヵ月～5歳未満（接種開始年齢で回数が異なります）

　接種場所　県内の実施医療機関での個別接種

子宮頚がん予防ワクチン

　対象者　平成８年4月2日～平成１１年4月1日に生まれた女子（全３回）

　　　　　※平成７年4月2日～平成８年4月1日に生まれた女子で、

　　　　　　平成２４年３月３１日までに本事業における接種を１回でも

　　　　　　受けている場合には、残りの回数分は対象となります

　接種場所　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関での個別接種

中学１年生と高校３年生に相当する年齢の人は

麻しん風しん予防接種を受けましょう

　平成２５年３月までに中学１年生と高校３年生に相

当する年齢の人は、麻しん風しんの予防接種を無料で

受けることができます。（毎年度対象者には通知済）

建平成２４年度の対象者

第　３　期　平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれ

第　４　期　平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ

接種期間　平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日

　　　　　できるだけ４月～６月の間で体調の良い

　　　　　ときに接種しましょう

接種回数　麻しん風しん混合ワクチンを１回

接種費用　無料(接種期間を過ぎた場合は有料）

接種場所　佐賀県内子どもの予防接種実施医療機関

※事前に問い合わせの上、予約・受診してください
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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

４４・・１１１１・１８・２・１８・２５５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８日（火）です

４４日（水日（水））

離乳食教離乳食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等

対象　５・６ヵ月児の保護者

１７日（火１７日（火））

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）０８７４

子育てひろば　会場受付１１時～１５時

対　象　就学前児と保護者　だだし、「鹿島」は

　　　　１歳未満の赤ちゃんとその保護者

　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（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院３日（火）

０９５４（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院１０日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院１７日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院２４日（火）

怯夜間の小児救急医療

　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（休日および１月１日～３日）

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ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談

対象　２カ月児と保護者

１１８８日（水日（水））

のびのび・よちよち合同サークル
　　　　　　　　　　　　　１０時～１２時

１３日（金）　エイブル　『みんな友達竃』

２０日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪でつながろう竃』

ところ子育てひろば名と　き

北鹿島農村婦人の家北鹿島１０日（火）

七浦漁村センター七　浦１７日（火）

古 枝 公 民 館古　枝２４日（火）

胸のびのびサークル
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

胸よちよちサークル
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

※４月の子育てひろば「鹿島（赤ちゃんひろば）」
　は、休みます
　使どこのひろばにも参加できます

育 児 相育 児 相 談談
月～月～金金（休館日（休館日をを除除く）く）

気軽にご相談くださ気軽にご相談くださいい
受付受付　９～９～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　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

１（日）～４（水）　旭ヶ岡公園桜まつり　　　　　旭ヶ岡公園

６日（金）　平成２４年度始業式（市内小中学校）

８日（日）　消防団入退団式

　　市民会館　９時３０分～

１１日（水）　平成２４年度入学式（市内小中学校）

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　８時～

２１日（土）　秦　万里子コンサート

　　　　　　　　　　　エイブルホール　１８時３０分～

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１０１（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.kashima.saga.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

５月２日４月２日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　１２日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２６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　市民会館２階和室

　５日（木）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　４日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚消費生活相談　市民会館１階サロン

　２・９・１６・２３日（月）、６・１３・２０・２７日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１８日（水）　　９時３０分～１２時　老人福祉センター相談室

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

愚ことばの相談　福祉事務所相談室

　２６日（木）　　１３時３０分～１６時３０分

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　３・１７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　老人福祉センター相談室

　１１・２５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

（４月分）

７・１４・２１・２８日（土）
１・８・１５・２２・２９日（日）
３０日（振休）
※一部休日開庁あり（２５ページ参照）

市役所
保健センター

２・９・１６・２３日（月）
２６日（木）

市民図書館

２・９・１６・２３日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

３・１０・１７・２４日（火）
陸上競技場
市民球場・社会体育館

在宅当番医・当番薬局
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

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７８日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１５日（日）

祐信堂薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２２日（日）

北鹿島薬局中村医院　緯（６３）９２３４２９日（日）

西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０３０日（振休）

家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
荒木建設　　　　　　緯（６５）２１２６
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
松本設備　　　　　　緯（６３）１８４１
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

　１日（日）
　７日（土）
　８日（日）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）
２９日（日）
３０日（振休）


