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　１１月８日、地方自治や社

会福祉、教育文化体育、産業

振興の分野で市政に功労の

あった人たちに対する鹿島市

表彰式が市庁舎大会議室で行

われ、１０人が受賞されました。

市政功労者
表彰

長年にわたり鹿島市嘱託員として、

地方自治の発展と住民福祉の向上

に貢献

市 自　治 南川　功　さん

－鹿島市表彰受賞者の紹介－

長年にわたり鹿島市嘱託員として、

地方自治の発展と住民福祉の向上

に貢献

市 自　治 中村　孝利　さん

長年にわたり鹿島市議会議員とし

て、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献

市 自　治 光武　学　さん

長年にわたり鹿島市議会議員とし

て、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献

市 自　治 松本　末治　さん

長年にわたり民生委員・児童委員

として、地域福祉の向上に貢献

馬場　やな子　さん市 社会福祉

長年にわたり鹿島市体育指導委員

および体育協会役員として、市民

スポーツの普及振興に貢献

市 教育文化体育 野中　由美子　さん

長年にわたり鹿島市スポーツ推進

委員として、市民スポーツの普及

振興に貢献

市 教育文化体育 峰松　寛　さん

長年にわたり鹿島市スポーツ推進

委員として、市民スポーツの普及

振興に貢献

市 教育文化体育 小池　美紀　さん

市 産業振興 高田　靖幸　さん

長年にわたり農業協同組合および

森林組合の役員として、地域農林

業の振興に貢献

市 産業振興 中島　武滿　さん

長年にわたり鹿島市土地改良区役

員として、地域農業の振興に貢献

１０年以上にわたり統計調査員として従事し、正確に調査員として

の役割を果たされた。また、長年にわたり各種統計調査に尽力

総務大臣表彰　
　折敷瀨　傳　さん

厚生労働大臣表彰　
　進藤　せつ子　さん

毎月勤労統計調査の統計調査員として従事し、正確に調査員とし

ての役割を果たされた。

令和元年度統計功績者表彰令和元年度統計功績者表彰

５年以上にわたり統計調査員として積極的に従事し、各種統計調査に尽力　林田　静子　さん　　馬郡　百春　さん

令和元年度佐賀県統計功労者知事表彰令和元年度佐賀県統計功労者知事表彰

１１月１４日、表彰式が

県庁で行われました。

統計調査員
表彰
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第５９回全国中学校水泳競技大会

１００ｍ平泳ぎ第７位

教 感謝状 森田　敏正　さん

子どもの読書を推進する活動に取り組まれ、

その優れた実践は、学校の名誉を高めた

教 学校教育 鹿島市立明倫小学校

　１０月２３日、市の教育に

関する分野に功績のあった人

たちに対する市教育委員会表

彰式が、市庁舎大会議室で行

われ、１０人・３団体が受賞

されました。

市の教育に
関する貢献を
たたえて

浜小学校および西部中学校の学校

歯科医として児童生徒の健康増進

に貢献

教 学校保健 木原　昭裕　さん

－市教育委員会表彰－
受賞者の紹介

市民体育大会のマスゲーム「面浮立」の基礎を

築き上げるとともに、指導者として振付の指導

に尽力し、体育スポーツの振興発展に貢献

教 社会体育スポーツ 西山　嘉代子　さん

鹿島市文化連盟の企画運営に尽力され、特

に５０周年記念誌作成や記念行事等の指揮

にあたり、鹿島市の芸術文化の向上に貢献

教 芸術文化 松尾　英樹　さん

児童の登下校見守りに取り組まれ、安全の確保

に尽力、通学路の防犯および交通安全に貢献

教 学校安全 鹿島小学校防犯ボランティア

鹿島市社会同和教育地域推進員として鹿島市

の社会同和教育の啓発に貢献

教 社会教育 故　千々岩　博敏　さん

第７４回国民体育大会レスリング

競技少年男子９２kg級第５位

教 感謝状 芹川　力亜　さん

第７４回国民体育大会ボーリング

競技少年女子団体第４位

教 感謝状 中島　望結　さん

第６０回全九州高等学校レスリン

グ競技大会男子８０kg級第２位

教 感謝状 北村　勇気　さん

第７３回全九州高等学校ウエイトリ

フティング競技大会５５kg級第１位

教 感謝状 嶋江　大悟　さん

第１回全国高校ｅスポーツ選手権大会

ロケットリーグ部門優勝

教 感謝状 鹿島高校ｅスポーツチーム

浜小学校の学校医として児童生徒

の健康増進に貢献

薬師寺　浩之　さん教 学校保健
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（標準的なもの）

１週間の正規の労働時間
３８時間４５分

１日の正規の労働時間
７時間４５分

開始時刻
８時３０分

終了時刻
１７時１５分

休憩時間
１２時～１３時

（２）年次有給休暇の取得状況（平成 30 年１月１日～平成 30 年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）
７,８９６日

総取得日数（Ｂ）
２,０８７日

全対象職員数（Ｃ）
２０８人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）
１０.０日

消化率（Ｂ）/（Ａ）
２６.４％

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した者および休業等の事由がある職員を除きます。

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況
時間外・休日勤務

総時間数

３０,９９３時間

※総時間数には振替時間を含みます。

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

１３.２時間

２．職員の人事評価の状況

評価対象職員

（２）勤務成績の評定（平成 31 年４月１日現在）
全職員

評価者 課長、部長、副市長
評価方法 勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

勤務評定の活用方法 普通昇給の決定

（１）人事評価制度の概要（平成 31 年４月１日現在）
評価の目的 職員の能力開発および人材育成に活用する

評価者

被評価者
部長級
課長級

部長級および課長級以外の職員

第１次評価者
副市長

部長級、教育長
課長級

第２次評価者
－

副市長
部長級、教育長

評価期間 ４月１日から１２月３１日まで
被評価者の範囲 すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）

評価方法 能力評価および目標評価の結果を基に、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価
人事評価の活用方法 人事管理の一部に活用

評価内容 能力評価および目標評価

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

受験者数
24人
0人
2人
1人
1人

22人
6人
0人

56人

最終合格者数
4人
0人
1人
0人
1人
1人
2人
0人
9人

区分
一般事務Ａ
土木Ｂ
土木Ｃ
建築Ｄ
保健師Ｅ

社会人経験者
土木Ａ（追加募集）
建築Ｂ（追加募集）

合計

（１）職員の競争試験の状況

男性
6人
0人
2人
3人

11人

女性
1人
1人
1人
2人
5人

区分
定年退職
勧奨退職
その他

再任用後の離職
合計

計
7人
1人
3人
5人

16人

（３）職員の退職の状況

１．職員の任免および職員数に関する状況

男性 女性 計
3人 1人 4人
2人 0人 2人
0人 0人 0人
0人 1人 1人

競争試験
男性 女性 計
1人 0人 1人
1人 0人 1人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

選考
男性 女性 計
7人 1人 8人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

再任用
区分

一般事務
土木
建築
保健師

5人 2人 7人 2人 0人 2人 7人 1人 8人合計

職
種

（２）職員の採用の状況（平成 31 年４月１日付）

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人その他

平成３０年度　市の人事行政の運営等を公表します

（４）育児休業および部分休業の取得状況
区分

平成30年度に新たに取得した職員

男性職員

０
０

女性職員

３
５平成29年度以前から引き続き取得している職員

※ほかの休業制度による取得はありません。
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有給・無給休暇の種類 付与日数・期間等
有給①公民権行使のための休暇 必要と認める期間
有給②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭するための休暇 必要と認める期間
有給③骨髄提供のための休暇 必要と認める期間
有給④結婚休暇 ７日
有給⑤妊産婦のつわり休暇 ７日の範囲内で必要と認める期間

有給⑥妊産婦の健康診査等のための休暇
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、10月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

有給⑦出産休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4 週間）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間
有給⑧生後満１歳に達しない子を育てるための休暇 １日２回（１回につき 45 分）
有給⑨妻の出産に伴う休暇 ３日の範囲内で必要と認める期間
有給⑩出産の際、子を養育するための休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間
有給⑪子の看護のための休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑫短期の介護休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑬生理休暇 ２日の範囲内で必要とする期間
有給⑭忌引 死亡者の区分に応じ１日から 10 日の範囲内
有給⑮夏季休暇 ３日の範囲内の期間
有給⑯災害または交通機関の事故等による休暇 必要と認める期間
有給⑰ボランティア休暇 １年に５日の範囲内で必要と認める期間

（５）特別休暇の状況

４．職員の分限および懲戒処分の状況

戒告 減給 停職

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 1人 0人

処分の種類
免職 合計

0人 0人

0人 0人

0人 1人

0人 1人 0人 0人 1人

処分事由

法律または条例、規則若し
くは規程に違反した場合

職務上の義務に違反または
職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

合計

（２）懲戒処分者数

５．職員の服務の状況
（１）公益法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

許可件数
０

営利企業等の従事内容
営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

（２）営利企業等の従事許可の状況

派遣先法人 人数
1人鹿島市社会福祉協議会

０自ら営利を目的とする私企業を営む場合

2報酬を得て事業または事務に従事する場合

６．職員の退職管理の状況
平成 30 年度退職者（11 人）の再就職状況

人数
4人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

4人再任用職員

0人嘱託職員等

5人退職者のうち市役所以外へ再就職した者

1人民間企業等

3人国および他の地方公共団体

※

1人その他　法人等

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

７．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数
92人

健康診断の種類

定期健康診断

（１）健康診断の実績

基本検診

88人胸部Ｘ線

23人胃検診

8人肝炎ウイルス検診

人間ドック 150人
婦人（子宮がん）検診 11人
婦人（乳がん）検診 6人

ＶＤＴ健診 47人

申請件数
0

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

0
不認定件数

０
1通勤災害 1 ０

事業名称
職員互助会福利厚生事業

（３）福利厚生事業
決算額

6,516千円

公費負担額
1,982千円

実施主体
鹿島市職員互助会

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　該当なし

（５）不利益処分に関する審査請求の状況
　　該当なし

1人鹿島市シルバー人材センター

（１）分限処分者数

処分事由

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合

降任 免職 休職
0人

0人 0人 2人
0人
0人
0人

処分の種類
降給 合計

0人
0人 2人

0人
0人
0人

0人
0人 0人 2人

0人
0人 2人

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

合計
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８．職員の研修の状況
受講者数
1,141人

区分
職場研修 市主催研修

研修内容
メンタルヘルス研修、働き方改革研修、財務会計研修、パソコン研修など

61人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、市町監督者研修など

77人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、全国市町村国際文化研修所、民間等主催実務研修など

7人その他 杵藤地区広域市町村圏組合主催研修など

職場外研修

1,286人合計

９．市の給与・定員管理等について

（１）総括
①人件費の状況（一般会計決算）

14,538,795千円

住民基本台帳人口
（平成 31年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

平成30年度

区分

352,803千円

実質収支

2,191,917千円

人件費Ｂ

15.5％

人件費率
Ｂ/Ａ

15.1％

（参考）平成 29 年度
の人件費率

29,174人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

平成30年度

区分

202人

職員数Ａ
給料

給与費区分
830,381千円

職員手当 131,741千円
期末・勤勉手当 325,679千円

給与費計Ｂ

1,287,801千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,375千円

（注）１．職員手当には、退職手当は含みません。　２．職員数は、平成 30 年４月１日現在の人数です。

区分

42.8歳

平均年齢 平均給料月額
405,074円
347,244円

平均給与月額

326,214円

鹿島市

43.4歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

329,433円

国

411,123円一般行政職

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成 31 年４月１日現在）

（注）１．『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　２．『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はすべての諸手当

　　　　込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定して算出したものです。

区分

大学卒
高校卒

鹿島市

182,300円
149,600円一般行政職

②職員の初任給の状況（平成 31 年４月１日現在）
国

180,700円
148,600円

区分

大学卒
高校卒

10年

254,100円
ー一般行政職

③職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（平成 31 年４月１日現在）
15年

290,600円
261,100円

20年

349,214円
304,400円

区分

職員数
構成比

職務内容

１級

定型的な職務

または比較的

高度の知識、

経験を必要と

する職員の職

務

２級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

３級 ４級

1. 高度の知識

または経験を

必要とする主

任の職務

2. 係長または

主査の職務

５級

課長補佐

の職務

６級 ７級

主任の職務 課長の職務 部長の職務

16 人
8.6％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（平成 31 年４月１日現在）

12 人
6.4％

47 人
25.1％

63 人
33.6％

25 人
13.4％

19 人
10.2％

5 人
2.7％

　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、国や他の地方公共団体、民間企業等

との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や

住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもとに、市議会の議決を経て定められます。
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（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（平成 30 年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　914千円
勤勉手当　628千円

支給割合
期末手当　 2.6月分
勤勉手当　1.85月分

加算措置の状況

役職加算　5～15％

国

－
－

支給割合

同左

加算措置の状況
役職加算　 5～20％
管理職加算　10～25％

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全職種に
　係る平均支給額です。

③特殊勤務手当（平成 30 年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

74千円
支給職員１人当たりの平均支給年額 6千円
職員全体に占める手当支給職員の割合 4.8％

手当の種類（数） 3種類

⑤その他手当（平成 31 年４月１日現在）

手当名

扶養手当

国の制度
との比較
（相違点）

同じ

支給実績
（平成 30年度）

30,035千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（平成 30年度）

250千円
住居手当 同じ 10,602千円 279千円

管理職手当 （役職区分） 14,688千円 564千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分） 8,764千円 69千円

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

（５）特別職の報酬等の状況（平成31 年４月１日現在）
給料月額等区分

市　長　786,000円
副市長　635,000円
教育長　596,000円

給　料

議　長　420,000円
副議長　354,000円
議　員　334,000円

報　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
平成30年度支給割合　3.35月分
加算措置の状況　役職加算15％

期末手当

市長・副市長・教育長とも一般職と同じ通勤手当

退職手当

市　長　給料月額×在職月数×50/100
副市長　給料月額×在職月数×33/100
教育長　給料月額×在職月数×20/100
　　　　※いずれも任期毎に支給

②退職手当（平成 31 年４月１日現在）
区分 鹿島市 国

支給率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

同左

定年前早期退職特例措置
3～45％加算2～20％加算

その他の
加算措置

１人当たり
平均支給額

－19,442千円

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　平均支給額です。

④超過勤務手当（時間外勤務手当）

区分

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

29年度

支給実績

70,722千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
354千円

30年度 67,534千円 306千円

（６）職員数の状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部門
職員数（人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数です。

　　２．[　] 内は、条例定数の合計です。

平成 30 年 平成 31 年
対前年
増減数

4

55

15

2

21

14

22

32

15

4

58

15

2

20

13

19

32

16

0

3

0

0

△1

△1

△3

0

1

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生

小 計 180 179 △1
教 育 22 22 0
小 計 22 22 0

水 道

下 水 道

そ の 他

10

9

15

10

10

13

0

1

△2

小 計 34 33 △1

合 計
236

［312］

234

［312］

一
般
行
政

特
別

行
政

公
営
企
業

　
　
等
会
計

△2
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興不具合時の問合せ興
ネット鹿島　緯０９５４（６３）１８６２

　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

災害災害 に備えてに備えて

　近年、気候変動の影響などにより想定を上回る災害の発生や、これまで災害が発生しないと

思われてきた地域でも災害の発生が懸念されるようになりました。

　ひとたび災害が発生したときには、国や県、市の対応（公助）だけでは限界があるため、自

分の身を自分の努力によって守る（自助）とともに、地域や近隣の人が互いに協力し合って防

災活動に取り組む（共助）ことが重要です。災害に備えて、日ごろから各家庭でも備蓄品や避

難経路について確認するとともに、地域でもお互いに協力し合う体制を確認しておきましょう。

　災害時、市からのお知らせは各家庭に設置している告知放送受信機を通じて行いますので、

取扱方法をご確認ください。

猿猿猿猿猿猿　災害時の自助・共助・公助　猿猿猿猿猿猿

通常時（アダプタ接続、電池あり）は点灯します。電池消耗時、電池なしの場合点滅します。

緊急放送（災害時等の緊急連絡）受信中に点滅します。音量は調節できません。（最大音量）

一般放送（事務連絡等）受信中に点灯します。音量は調節できます。

ＦＭラジオの選局を行います。スイッチを２秒押し続けると、ラジオ受信を終了します。

再生中の録音メッセージ数を点滅表示します。ＦＭラジオ受信時はチャンネルを表示します。

録音されたメッセージを確認できます。未再生の録音メッセージがある場合、点灯します。

左に回すと音量が小さく、右に回すと音量が大きくなります。

①電源灯（緑色）・・・・

②緊急放送灯（赤色）・・

③一般放送灯（黄色）・・

④ＦＭラジオ選局スイッチ・・

⑤多機能表示灯（緑色）・・

⑥告知再生スイッチ（緑色）・・

⑦音量調整ボリューム・・

①点滅時は電池切れのため、新しい電池と交換し

　てください。単３アルカリ４個

①消灯時はコンセントが抜けているか、または故

　障の可能性があります。確認してください。

③点滅時は故障のため、ご連絡ください。

⑤再生中の録音メッセージ数を点滅表示します。

　また、ＦＭラジオ受信のチャンネルを表示します。

　ラジオを聴かないときは、ラジオボタンを２秒以

　上長押ししてください。

⑥過去の放送５回分を録音しています。未再生分が

　あるときは点灯します。

告知放送受信機　取扱説明①①

④　⑤　⑥④　⑤　⑥

②②

③③

⑦⑦



９広報かしま　Ｒ1（2019）.12.1

煙煙煙煙煙煙

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

　噛年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状（電報も含む）を出すこと　※答礼のための自筆によるものを除く

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは

法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 -選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

さんさん

　ファミリーサポートセンター（子育て支援センター内）　緯０９５４（６３）０８７４詳しくは

　ファミリーサポートセンターとは、子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と、子育て

の手伝いができる人（援助会員）を会員として組織し、子育ての助け合いを行う事業です。

子どもの一時預かり・送迎などのお手伝いをします！

ファミリーサポートセンター
子どもの一時預かり・送迎などのお手伝いをします！

ファミリーサポートセンター

平　日 800 円／時間 700 円／時間 800 円／時間

土・日・祝日 900 円／時間 800 円／時間 900 円／時間

《利用料》 ７時～９時 ９時～ 17 時 17 時～ 21 時 栢ファミリーサポートセンターの利用には、会員登録
　が必要です。子どもの一時的な預かりなどの援助が
　必要な人、援助を引き受けていただける人は、ぜひ
　会員登録をお願いします。（登録料・年会費なし）

事前打合せ＆サポート事前打合せ＆サポート

報酬の授受（直接）報酬の授受（直接）

依頼会員
（Ａさん）

援助会員
（Ｂさん）

報
告
書
提
出

報
告
書
提
出

サ
ポ
ー
ト
依
頼

サ
ポ
ー
ト
依
頼

援
助
会
員
の
紹
介

援
助
会
員
の
紹
介

サ
ポ
ー
ト
申
込

サ
ポ
ー
ト
申
込

ファミリーサポートセンター
アドバイザー

交流会交流会
はい、わかりました！

研修会開催

○月○日○時に、

子どもを預かって

欲しいのですが。

１

３

Ａさんのお子さんを預

かってもらえませんか？
２

Ｂさんが預かることが

できます。事前に打合

せをお願いします。

４

５

６

怯利用について

　対　　象　生後おおむね４か月から

　　　　　　　　　　　小学６年生まで

　活動範囲　市内全域

　申　　込　原則として利用の３日前まで

　※急な対応が必要な場合はご相談ください

怯援助活動の内容

　煙保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり

　煙保育施設等までの送迎（学習塾・習い事には利用できません）

　煙学校の放課後、放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり

　煙買い物等外出の際の子どもの預かり

　煙冠婚葬祭・通院など、やむを得ない場合の預かり

　煙その他、必要と認める場合の預かり・送迎
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情報掲示板ワイド

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

お
知
ら
せ

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務

胸杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

胸市民交流プラザかたらい

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（日）～１月３日（金）

胸子育て支援センター　12 月 29 日（日）～１月３日（金）

胸産業活性化施設（海道しるべ）

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（日）～１月３日（金）

胸市陸上競技場　　　　12 月 28 日（土）～１月３日（金）

胸市民球場　　　　　　12 月１日（日）～２月 29日（土）

　※芝の養生のため

胸蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　　12 月 27 日（金）～２月 29 日（土）

　※年末年始および芝の養生のため

胸各地区公民館　　　　12 月 28 日（土）～１月５日（日）

胸市内各体育館　　　　12 月 28 日（土）～１月３日（金）

胸北公園　　　　　　　年中無休

胸し尿汲み取り　　　　12 月 29 日（日）～１月３日（金）

　※緊急の汲み取りは、12月 25 日（水）までに担当の業者までご連絡ください。

胸ゴミ収集　　　　　　１月１日（祝）～１月５日（日）

　※12月 30日（月）・31日（火）は、可燃ごみとプラスチック・ビニール類のみ収集します。

胸生ごみ収集バケツ　　12 月 28 日（土）～１月８日（水）

　※対象地区は大字納富分です。12月 26 日（木）・27日（金）に生ごみ
　　バケツ（青色）ごと回収し、１月８日（水）に設置します。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休み

の期間中（12 月 28 日～１月５日）も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書

　　　　　※印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］12 月 27 日（金）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課緯（６３）２１１７に電

　　　　　話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません。

　［交付時間］８時 30 分～ 20 時

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、就学に必要な経費の一部を援助する制度を設けています。

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活が苦しく、学用品費や給食

　　　　　費などの負担が困難な保護者

内　　容　毅学用品費、通学用品費　毅校外活動費、修学旅行費

　　　　　毅医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　毅給食費　毅新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員会教育総務課で行っています。

　　　　　印鑑、収入がわかる書類等（世帯全員分）が必要です。

申請期間　令和２年１月 14 日（火）～２月５日（水）※既に就学援助の認定を受けている場合は申請不要

対　　象　就学援助制度の対象者で、令和２年４月に市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品　①印鑑　②世帯全員分のマイナンバー（個人番号）がわかるもの　③保護者名義の通帳の写し

　　　　　④世帯全員分の所得情報取得に係る同意書　⑤児童扶養手当などの証書（受給している場合）

　　　　　※所得証明書（有料）を提出する場合は②④不要です

～令和２年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～～令和２年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～

　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先
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　福祉課と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために無利

子の修学資金貸付申込を受け付けています。どうぞご利用ください。

お
知
ら
せ

ご利用ください『修学資金』

教育支援

費

35,000以内高校
社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

緯（６２）２４４７

煙貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

煙貸付総額200万円を

　超える場合20年以内

60,000以内

65,000以内

高専・短大

大学

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

12,000高校

福祉課

（市役所１階）

緯（６３）２１１９

12 月 13 日（金）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

煙市内に１年以上在住

煙学業成績優良な人

煙中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との併用不可

市奨学

資金

母子父子

寡婦福祉

資金

27,000以内高校（公立）

45,000以内

67,500～79,500以内短大
煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

高校（私立） ９年

67,500～81,000以内大学 18年

27,000～79,500以内専門学校等 ９年

63,100以内小学校

79,500以内

150,000以内

中学校

高校（公立）母子父子

寡婦福祉

資金

５年

煙母子・父子家庭世帯

煙前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

370,000～580,000以内

150,000～580,000以内

大学・短大

専門学校等

煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

福祉課

（市役所１階）

緯（６３）２１１９

就学支援

費
500,000以内

高校・高専

大学・短大

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

緯（６２）２４４７

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金利用優先10年以内

就
学
支
援
資
金（
入
学
時
の
み
）

貸付額（円）学校区分 償還期間貸付の種類 資格 申込先・問合先 締切

貸　付　内　容

補足説明　煙資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　煙貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもあります。詳しくはお問い合わせください。

　　　　　煙貸付けには条件がありますので、申込者全員が、貸付けを受けられるとは限りません。

　　　　　煙母子父子寡婦福祉資金の上記貸付額は、自宅通学の場合です。自宅外通学についてはお問い合わせください。

　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは

　スポーツライフ・鹿島では、１年間の家族の健康と安全を祈願して、のんびり歩く新春ウォーキングを開催しま

す。終了後にビンゴゲームや汁粉のサービスがあります。ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ

新春！三社参りウォーキング参加者募集

と　　き　令和２年１月５日（日）※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前８時 20 分集合

コ　ー　ス　市内神社を３カ所巡る

　　　　　※約 10km（約３時間）

申込期限　令和２年１月４日（土）

　　　　　※17 時までに電話でお申込みください

参　加　費　１人 300 円（保険料を含む）

　　　　　（スポーツライフ・鹿島会員は 200 円）

　　　　　※当日受付でお支払いください
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　市民課　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　鹿島市に住民登録がある人にマイナンバー（個人番号）をお知らせする通知カード（紙のカード）を送付してい

ますが、配達時に不在で郵便局での保管期間を経過した場合や転居などの理由で宛先不明となった場合は、市役所

に返戻されています。これらの通知カードは、市民課で受け取ることができますが、受取期限を経過した通知カー

ドは廃棄することになりますので、早めに市民課までお越しください。

お
知
ら
せ

受取期限を経過した通知カードについて

怯受け取りに必要なもの

　煙本人・同一世帯員が来庁する場合

　　　来庁する人の本人確認書類

　煙代理人が来庁する場合

　　　委任する人の本人確認書類、

　　　委任状、代理人の本人確認書類

怯本人確認書類

　煙１点確認書類（官公署が発行した顔写真つきの書類）

　　運転免許証、住民基本台帳カード、

　　パスポート、身体障害者手帳、療育手帳など

　煙２点確認書類（１点確認書類がない場合は次のうち２点必要）

　　健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、

　　年金手帳、社員証、学生証など

通知カード（紙のカード） 平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日までに市民課に返戻されたもの 令和２年３月31日（火）

カードの種類 対　象 受取期限

　郵便局から市に返戻され、１年間を経過した
通知カードは、順次廃棄しますので、速やかに
お受け取りください。

　水道課　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

　寒さが厳しくなる冬季（１２月～２月）は、水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。市販されている

保温材や厚手の布などを水道管へ巻き、直接冷気を受けないようにして、凍結予防をお願いします。

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

怯水道管が凍結し水が出ない場合には

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口

を開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中

の気温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つ

ことでも解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂する

　ことがありますのでご注意ください。

怯水道管が破裂した場合には

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業

者へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道

課窓口での貸し出し、または各地区の区長、公民館

に配布している器具をご利用ください。

　元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて

水が飛び散らないようにしてください。

　人権・同和対策課

　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

　国際連合総会で『世界人権宣言』が採択されたことを記念して、１２月１０日が『人権デー』に制定され、日本

では４日から１０日までを『人権週間』として定めています。この機会に、互いが今一度、人権について考え、人

がお互いに人を大切にする『思いやりある明るい社会』を築きましょう。

お
知
ら
せ

１２月４日～１０日は『人権週間です』

　市では、次の６人の人権擁護委員が毎月１回、市民

交流プラザかたらいで相談を受け付けています。

　また、人権全般で困ったことがあったら人権・同和

対策課までご連絡ください。

怯人権擁護委員の皆さん

　山田さち子さん（浜）　　　植松幸代さん（七浦）

　廣瀬正紹さん（能古見）　　小野原トシミさん（古枝）

　関　正和さん（鹿島）　　　宮津彰子さん（北鹿島）

栢『人権作文・標語・ポスター』展示について

　市内小中学校の優秀作品をエイブルエントランスホールに展示します。
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犬の飼い方マナー犬の飼い方マナー
興散歩のときはリードを付けましょう興

　リードを付けずに散歩をすると、他人に危害を加え

たり、フンが放置されてしまう場合があります。

興必ず市へ登録しましょう興

　生後９０日以上の犬は、市へ登録をお願いします。

（狂犬病予防法第４条）登録をしないと罰則規定によ

り２０万円以下の罰金を科せられる場合があります。

また、逃げてしまったときのために登録時にお渡しし

ている鑑札を首輪に付けましょう。

　飼い犬がいなくなったときは、まず連絡してく

ださい。保護されているかもしれません。

杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２３）３５０１

市環境下水道課　　　緯０９５４（６３）３４１６

鹿島警察署　　　　　緯０９５４（６３）１１１１
　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　市内では「犬が放し飼いされ

ている」「フンが放置されて

困っている」などの苦情や、

リードを付けていない犬が

人を咬むといった事例が起

こっています。マナーを

守って迷惑をかけないよう正

しく飼いましょう。

　市内では「犬が放し飼いされ

ている」「フンが放置されて

困っている」などの苦情や、

リードを付けていない犬が

人を咬むといった事例が起

こっています。マナーを

守って迷惑をかけないよう正

しく飼いましょう。

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　プラスチックは私たちの生活に利便性と恩恵をもたらしている一方で、地球規模で環境汚染などの問題を抱えて

います。一人ひとりが環境問題を考える場として講演会を開催します。

お
知
ら
せ

環境講演会『みんなで考えようプラスチックごみ』

と　　き　12 月 22 日（日）12 時～ 16 時

と　こ　ろ　エイブルホールほか

　煙 12 時 30 分～　環境ミュージカル『劇団シンデレラ』

　煙 13 時～ 　開会式

　煙 13 時 20 分～　講演会１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさり　みすず

　　　　　　　　　講師　浅利美鈴さん

　　　　　　　　　　　　（京都大学地球環境学堂准教授）

　煙 14 時 30 分～　講演会２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかやま　なるね

　　　　　　　　　講師　仲山德音さん

　　　　　　　　　　　　（京都府亀岡市副市長）

　煙 15 時 30 分～　フリートーク

　煙 15 時 50 分～　クイズ当選者発表

　３つのブースで出されたエコクイズに答えて、正解者の中から抽

選で豪華賞品をプレゼント！また、ワークショップでは缶バッジや

牛乳パックでハガキを作る体験ができます！（要予約）

　３つのブースで出されたエコクイズに答えて、正解者の中から抽

選で豪華賞品をプレゼント！また、ワークショップでは缶バッジや

牛乳パックでハガキを作る体験ができます！（要予約）

　都市建設課都市計画係

　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

お
知
ら
せ

コンパクトなまちづくり計画（仮称）説明会

　市では、人口減少や高齢化などによる社会情勢の急激な

変化に備え、持続可能なまちづくりを構築するために、都

市のコンパクト化や適正な公共交通ネットワークなどの連

携を含めた『コンパクトなまちづくり計画［仮称］)（鹿島市

立地適正化計画）』の策定に取り組み、現在、計画素案を

作成したところです。

　この計画素案に対して、皆さんのご意見が必要となりま

すので、説明会を開催いたします。

説明会日程（19 時開始）　　

　興 12 月 17 日（火）北鹿島公民館　大会議室

　興 12 月 18 日（水）浜公民館　大会議室

　興 12 月 19 日（木）エイブル　研修室

　※令和２年１月にパブリックコメント実施予定

浅利美鈴さん 仲山德音さん

主催　鹿島市、鹿島市環境衛生推進協議会、

　　　鹿島市ラムサール条約推進協議会
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火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６

10日
3日

17日
24日
31日

鹿島市
嬉野市
嬉野市
嬉野市
太良町

建おくすりノートを持っていきましょう

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

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

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

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

※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

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　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

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 4・11・18・25 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 13 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　令和元年 10 月生まれ

赤ちゃん相談 11 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

離乳食教室（前期） 10 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 17 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 4 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 19 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 29 年 12 月生まれ（希望者のみ）

怯子どもの健診

４か月児健診
（令和元年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成30年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成28年5月生まれ）

18 日（水）

19 日（木）

12 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、問診票
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）　

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
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、フッ化物塗布（希望者のみ）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー12月

December
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建おくすりノートを持っていきましょう

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

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14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
中村医院　緯（６３）９２３４1 日（日） 西牟田薬局
森田医院　緯（６３）３９５６8 日（日） 祐信堂薬局
薬師寺医院　緯（６３）５２８１15 日（日） アルナ薬局浜町店
別府整形外科　緯（６３）３０６３22 日（日） 溝上薬局西牟田店
織田病院　緯（６３）３２７５29 日（日） 溝上薬局スカイロード店

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

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（月）
31 日（火）
1 月 1 日（祝）

宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
山口工業　　　　　　緯（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１

市役所
保健センター

7・14・21 日（土）、
1・8・15・22 日（日）、
28 日（土）～ 1 月 5 日（日）

29 日（日）～ 1 月 3 日（金）

3・10・17・24 日（火）、
29 日（日）～ 1 月 3 日（金）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

3・10・17・24 日（火）、
28 日（土）～ 1 月３日（金）

陸上競技場・社会体育館

2・9・16・23 日（月）、
29 日（日）～ 1 月 3 日（金）

産業活性化施設
（海道しるべ）

2・9・16・23 日（月）、26 日（木）、
29 日（日）～ 1 月 4 日（土）13 時まで

郭広報かしまはパソコン、スマホからも
　見ることができます
URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

2・9・16・23 日（月）、
29 日（日）～ 1 月３日（金）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/29まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/29まで休場
※各地区公民館など詳しくは８ページへ

令和元年１０月３１日現在

鹿島市

－ 7 人能古見

－浜

－北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,051

13,775

3,392

2,950

2,747

3,449

2,738

13,732

15,319

10,812

5,437

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

1 人 5 世帯

25 人 7 世帯

1,146 世帯 2 世帯

1,007 世帯

1,256 世帯

1,021 世帯

945 世帯

2 人

4 人

1 人

10 人

5 人

4 人

2 世帯

0 世帯

0 世帯

2 世帯

－

－

－

怯妊娠子育てなんでも相談
　どんなことでも気軽に相談ください。
対　象　子育て中・妊娠中の人
栢予約・利用料不要

怯子育てひろば わ・わ・わ ぽっと
　親子で自由に遊べる常設のひろばです。
対　象　就学前児と保護者
※就学前児と兄弟の小学生は利用できます。
栢予約・利用料不要

怯ファミリーサポートセンター
　子育てを助けて欲しい人とお手
伝いをしたい人が、お互いの信頼
と了解のもと助け合う会員制の子
育てネットワークです。まずは会
員登録をお願いします。

ファミリーサポートセンター
緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）
開館時間　10 時～ 17 時
休　館　日　火曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）、全館清掃日

怯ひろばの集い

２日（月）　

　『ボールを使って
　　　触れ合いあそび（３Ｂ体操）day♪』
時　間　11 時～ 11 時 45 分

20 日（金）

　『わ ・ わ ・ わ ・
　　　クリスマスクッキング day♪』
時　間　10 時 45 分～受付　栢要予約

（共通）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください
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ゆめさが大学鹿島校 　学生募集

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）

　緯０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）

　緯０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　新たな仲間とともに楽しみながら学べて、地域で活かせるカ

リキュラムを用意して、皆さんのご入学をお待ちしています。

学習内容　現代社会の動き、見学研修会、工芸実習、

　　　　　シニアの健康管理、ふるさとを知る、

　　　　　地域活動の基礎知識　など　[年間60講座]

受講期間　２年間（令和２年４月～）　

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

応募資格　おおむね 60 歳以上の人

募集定員　60 人

主な講義会場　市民交流プラザかたらい

入　学　金　10,476 円

受　講　料　36,750 円（年額、消費税含む）※別途教材費

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）、市保険

　　　　　健康課、各地区公民館にある入学案内の中の

　　　　　入学願書を提出してください。（郵送可）

申込締切　令和２年３月 20 日（祝）

令和２年度
新規入学生募集

新たな市民会館建設事業について新たな市民会館建設事業について

　１１月から本格的な躯体の

解体・撤去作業に取り掛かっ

ています。市民の皆さんのご

理解とご協力により順調に進

んでいます。

　もう少しの間、ご迷惑をお

かけしますが引き続きご協力

をよろしくお願いします。

完成予想ＣＧ完成予想ＣＧ

掛

掛

旧市民会館　解体工事の状況

　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１１詳しくは

解体工事が順調に
　　　進んでいます
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ＹＯＵ竃得！ガラポン抽選会ＹＯＵ竃得！ガラポン抽選会
　祐徳門前商店街で５００円購入につき１枚の抽

選補助券を発行し、補助券３枚で１回抽選ができ

ます。佐賀牛や地元のお米などの賞品が当たる空

クジ無しの抽選会です。

　抽選券発行期間　12 月８日（日）21時まで

　抽　選　会　日　時　12 月８日（日）10時～ 21 時

　抽　選　会　会　場　いちのせ商店（立花屋前）

　※商品が無くなり次第修了

　ＹＯＵ-ＴＯＫＵ庵

　緯０８０（１５３２）３２４０

詳しくは

　同協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　緯０９５４（６２）１１６１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり

興特産品の即売および展示

興伝統工芸品制作実演

興お楽しみガラポン抽選会

興干支キーホルダープレゼント（数量限定）

興ゆるキャラ大集合

興園児によるお遊戯
　７日（土）10 時～鹿島保育園

　８日（日）10 時～旭ヶ岡保育園、13 時～七浦保育園

興書道パフォーマンス
　７日（土）・８日（日）11 時～

興その他ステージイベント
　煙陽だまりにじいろラボ　７日（土）11 時 30 分～

　煙鹿島かりゆしバンド　　８日（日）11時 30 分～

イベント情報

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

　と　　き　12 月７日（土）９時～ 16時

　　　　　　12 月８日（日）９時～ 22時

　と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

門前商店街でも

イベントがあるよ！

　ラムサール条約登録湿地である新籠海岸を中心に、

全地区で取り組む肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

を今年度も行います。

　空き缶拾いなど１時間程度の簡単な清掃作業です。

皆さん、ボランティア活動に参加してみませんか。

　　と　　き　12 月８日（日）８時～

　　と　こ　ろ　新籠海岸見晴し台付近

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

～鹿島市の美しい水辺環境を守ろう～

肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦
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TopicsTopics まちの話題

秋のまちなか花いっぱい運動

　１０月２６日、新鹿島高校の生徒・ＰＴ

Ａ・先生による『花ボラ』と中心商店街の

合同で『まちなか花いっぱい運動』が開催

されました。

　集まった生徒約７０人、商店街関係者約

４０人の参加者は、鹿島駅前から商店街一

帯の除草と清掃活動に加え、公園の花壇や

お店の前のプランターに花を植えました。

　例年２回の作業を行い、今回は、デイ

ジーやハボタンなどの花苗を約８００本植え込み、高校生の『想い』をプレート

に書いてプランターに添えてもらいました。花苗とプレートに書いてもらった高

校生の『想い』が大きく花を咲かせることを願います。

１１月１５日、子育てや学校教

育の振興のため、市への多額の

寄附をいただき、市政へ多大な

貢献をされた功績に対して、国

から紺綬褒章が授与されました。

この日、同社代表取締役社長里

民則様への伝達式を行いました。

受 賞 者 紹 介

紺綬褒章　エスティ工業㈱様

勤労感謝の日　お仕事ありがとう

　１１月１５日、七浦保育園の園児１７人が勤労感謝

の日にちなみ、市役所を訪れました。

　園児たちは、元気な声で「いつもお仕事してくだ

さって、ありがとうございます」と、感謝の言葉とと

もに花束を市長に手渡しました。

地域とつながる高校魅力プロジェクト

　１０月３１日と１１月１日の両日、鹿島

高校で、鹿島市の経済や文化、医療・福

祉、生活に関することなど７分野について

学ぶ『地域とつながる高校魅力プロジェク

ト』を開催しました。

　このプロジェクトは、市の魅力や現状を

知ってもらい、生徒が地域を愛する心を育

み、高校卒業後の進学や就職など、自分の

生き方について考えてもらうことを目的に

今年度から３年計画で行うものです。参加した鹿島高校１年生約２５０人は、講

師を務めた市の職員に積極的に質問するなど、真剣に講義を受けていました。

みんなで楽しく農業体験！

　１０月２６日、鹿島市と太良町で『多良岳オレンジ

海道を活かす会』と地元地区との連携で毎年開催され

ている農業体験に海童

保育園の園児たちが参

加しました。

　体験は、みかん狩り

や稲刈りなどがあり、

園児たちは夢中になっ

て楽しんでいました。



１９広報かしま　Ｒ1（2019）.12.1

文化・スポーツの結果

 文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうござ

います！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐施錠促進標語コンクール

　優秀賞　増田　凪（鹿島高１年）

　　作品　『離れかけ　自分に問いかけ　鍵かけた？』

　優秀賞　佐藤　華純（鹿島実高３年）

　　作品　『鍵閉めて　心の緩みも　引き締めて』

　施錠重点対象駐輪場として指定されているＪＲ肥前

鹿島駅駐輪場を利用する市内の高校生を対象に、自転

車の盗難防止や施錠の重要性に関する標語を募集し、

２作品が優秀賞に選ばれました。作品は、優秀標語と

して鹿島駅駐輪場に設置しています。

皐動物図画コンクール

　最優秀賞　納富　しおり（鹿島小４年）

皐第３回絵で伝えよう『私たちの地球』を守る絵画展

　日本ユニセフ協会会長賞　三原　杏樹（浜小５年）

　　　　入　選　　　　中野　快都（浜小１年）

皐わたしたちの夢のトラック絵画コンクール

　最優秀賞　末次　郁斗（鹿島小３年）

　　優秀賞　　山口　紫央（明倫小４年）

　　入選　　下村　早代（古枝小１年）、木原　颯詩（七浦小１年）、

　　　　　　蒲原　丈仁（明倫小２年）、織田　玲菜（北鹿島小２年）、

　　　　　　橋川　さくら（能古見小３年）、木根　桃花（浜小３年）、

　　　　　　宮﨑　奏途（北鹿島小６年）

皐佐賀県児童・生徒理科作品展

　読売新聞社賞　加藤　青空（鹿島小３年）

　　　入　選　　　古賀　優莉奈（鹿島小４年）

皐佐賀県七夕書き方会県審査

　奨励賞　北村　紅葵（古枝小２年）

　　特選　古賀　優莉奈（鹿島小４年）

　　　　　古賀　妃奈乃（鹿島小６年）

　　入選　中川　寛斗（鹿島小３年）、武冨　里桜（鹿島小３年）、

　　　　　山口　仁菜（鹿島小３年）、堀之内　和奏（鹿島小３年）、

　　　　　鍋島　朝雅（鹿島小５年）

皐『わたしたちの有明海』絵画コンクール

　優秀賞　永山　倫太郎（浜小３年）

皐道路愛護ポスターコンクール

　優良賞　山口　雄士（明倫小１年）

　　入選　坂井　陽太（古枝小１年）

皐統計グラフ佐賀県コンクール

　　佳作　西岡　美樹（北鹿島小２年）

　　　　　太田　希彩（北鹿島小４年）

皐第 30 回全九州テコンドー選手権大会

　開　催　日　８月 24 日（長崎県立総合体育館）

　【小学１年男子】　２位　坂井　陽太（古枝小１年）

　【小学２年男子】　２位　今村　旭来（明倫小２年）

　【小学２年女子】　３位　坂井　星（古枝小２年）

　【小学５年男子】　３位　前田　望来（北鹿島小５年）

　【中学男子重量級】　３位　中野　晃汰（西部中１年）

皐第72回県民スポーツ大会

　なぎなた　開催日　10 月 20 日（神埼市次郎体育館）

　【試合競技（打ち返しの部）】【演技競技】

　　　　優勝　濵本　あみか（明倫小３年）

　【演技競技】　２位　【個人試合】　３位

　　　　　　　大谷　実穂（明倫小３年）

皐 2019 福岡ふくつオープンジュニア《テニス》（10月）

　開　催　日　10 月６日（福岡県福津市久末総合公園）

　【男子シングルス】　２位　光武　拓海（明倫小５年）

皐佐賀県小中学生弓道大会

　開　催　日　11 月４日（県総合体育館弓道場）

　【団体】　３位　鹿島観徳会

　　　　　馬場　偉月（西部中３年）、小笠原　恭太（西部中３年）

　　　　　小野原　暖花（東部中３年）

皐第３回佐賀県ジュニア空手道選手権錬成大会

　開　催　日　10 月 27 日（鳥栖市民体育館）

　【小学６年女子形】　３位　北原　愛深（明倫小６年）

皐九州小学生ソフトテニス選手権大会県予選会

　開　催　日　10 月６日（森林公園テニスコート）

　　３位　松尾　航希・川浪　孝太郎（明倫小５年）

皐第34回佐賀新聞学童オリンピック大会

　バレーボール　開催日　10 月 22 日（有田町文化体育館）

　　３位　能古見ＪＶＣ（能古見小）

寓下段中央左から佐藤さん、増田さん寓下段中央左から佐藤さん、増田さん

　生涯学習課スポーツ係
　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

栢県大会以上で上位入賞者の情報

　がありましたらご連絡ください
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。希望する人は直接医療機関へ

お申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

接種回数　13 歳未満：２回　13歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額（1,000 円）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

栢期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人に

　も、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子

　健康手帳を持参のうえ、令和２年３月 31 日まで

　に保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種
中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　12 月 19 日（木）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　12 月 12 日（木）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　　　　　　　　子宮頚がん検診は、

　　　　　　　　　毎年受けられるようになりました。

受　付　保健センター（エイブル１階）

午前：９時～10時　午後：13時30分～14時30分　夜間：18時～19時

対象者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：40歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,200円、50歳以上700円

月　日 対　象　区

12 月３日
（火）午前

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月４日
（水）午後

馬渡・伏原・下浅浦・広平・貝瀬・土穴・
本城・奥山・竹ノ木庭・森・嘉瀬ノ浦・
大宮田尾・矢答

12 月５日
（木）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

月　日 対　象　区

　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

潤５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう
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　風しんの公的接種を受ける機会がなかった男性を対象に、風しんの抗体検査

および定期接種を実施します。

対　象　者　次の①②および抗体検査または予防接種のそれぞれの要件を満たしていること

　　　　　①検査日時点または接種日時点で鹿島市に住民票があること

　　　　　②昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男性

栢令和元年度は、昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性にクーポンを送付しています。

　それ以外の人は希望者のみクーポンを発行しますので、保健センターへお問い合わせください。

実施期間　令和元年７月１日～令和２年３月31日

費　　用　抗体検査・予防接種ともに無料

　　　　　※対象者であってもクーポン券がないと無料で受けることができません。

＜委託医療機関＞

　厚生労働省ホームページ『風しんの追加対策について』の一覧をご確認ください。

＜医療機関に持参するもの＞

　胸本人確認書類（保険証、運転免許証など住所、氏名、生年月日等本人確認ができるもの）

　胸クーポン券（通知に同封）

　胸抗体検査結果書類（予防接種時に抗体検査結果票などの結果がわかる書類）

　胸抗体検査［抗体検査受診票］　予防接種［予防接種予診票］（ともに通知に同封）

風しん第５期定期接種を受けましょう風しん第５期定期接種を受けましょう

恭男性のための介護予防料理教室（毎月開催　全３回）

　初心者大歓迎！2020年は、男の料理に

チャレンジしてみませんか。

煙令和２年１月16日（木）

　『レンジや炊飯器調理でカンタン男飯』

煙令和２年２月20日（木）

　『たんぱく質強化の食事で若々しく！』

煙令和２年３月19日（木）

　『減塩のおいしいおつまみ』

時　　間　10 時 30 分～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

講　　師　溝上薬局　管理栄養士

定　　員　先着 10 人

対　　象　おおむね 40 歳以上の男性

参　加　費　500 円（材料費、教材費含む）

持　参　品　エプロン、三角巾、筆記用具

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

恭かしまオレンジカフェ（認知症カフェ・介護者のつどい）

　認知症の人もそうでない人も、介護をしている人もしていない

人も気軽に立ち寄ってみませんか。今回は『認知症早期発見のポ

イント』についてのミニ講義や、干支

の飾り物の創作、軽い運動などを予定

しています。

　と　　き　12 月 18 日（水）

　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料

恭認知症サポーター養成講座

　認知症について基本的な知識や対応の方法など、分かりやすく

説明します。皆さんも、認知症の人やその家族を温かく見守る認

知症サポーターになりませんか。

と　　き　12 月 17 日（火）　　　　と　こ　ろ　市役所５階大会議室

　　　　　14 時～ 15時 30 分　　　参　加　費　無料

地域包括支援センターからのお知らせ

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが感染予防に努めましょう。

インフルエンザの感染予防に努めましょうインフルエンザの感染予防に努めましょう

煙室内の換気をこまめにしましょう。

煙こまめな手洗いを心がけましょう。　煙十分な栄養と休養を心がけましょう。

煙咳エチケットを実行しましょう。　　煙流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

煙発熱・咳・くしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用しましょう。
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エイブルからのお知らせなど

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！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

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

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

恭郷土史講演『内務官僚・田澤義鋪の国家構想　－田澤が追い続けた理想の政治とは－』
　と　き　12 月８日（日）10 時～ 12 時　　《参加無料・申込不要》
　ところ　エイブル３階研修室
　講　師　河島　真さん（神戸女学院大学文学部教授）

恭としょかんのクリスマス会『人形劇団いちごじゃむがやってくる！』
　と　き　12 月 22 日（日）14 時～ 15 時　《参加無料・申込不要》
　ところ　エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）
　対　象　子ども（保護者同伴可）

恭ウラケンさんに聞いてみよう！イラストレーターってどんな仕事？
　と　き　令和２年１月 18 日（土）14 時～ 15 時　《参加無料》
　ところ　エイブル３階研修室　　定　員　50 人
　対　象　小学生以上　　　　　　申　込　12 月７日（土）～

～鹿島の美術の今を率いる作家たち～

　10月から12月にかけて、鹿島美術人協

会と共催で50周年記念事業の一つとして

展示を行っています。第3期は、絵画作

品を中心に展示します。　

　日展会友で東光会常任審査員でもある

金子剛さん、独立美術協会会友の光武洋

さん、二紀会準会員の鶴田英昭さん、行

動美術協会会員の杉光定さん、元佐賀美

術協会事務局長の下村康二さんの計５人

の絵画作品を展示します。

　ぜひ、ご覧ください。

　第３期展示

　　12 月３日（火）～ 12 月 22 日（日）

鹿島美術人協会５０周年記念事業

鹿島をリードした芸術家たち
床の間
コーナー

に行ってみよう

エ イ ブ ル か ら の ク リ ス マ ス プ レ ゼ ン ト

えいぶるえいがforキッズ『ミニオンズ』
第８回

えいぶる事業

と　　き　12 月 15 日（日）　①10 時～（整理券配布終了）　②14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由・入替制・入場無料　煙整理券配布中煙

栢要整理券（１人４枚まで）　※整理券は予定枚数になり次第、配布終了します

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

休館期間　12 月 29 日（日）～令和２年１月４日（土）13 時まで

年始の開館　令和２年１月４日（土）13 時～ 17時

休館期間　12 月 29 日（日）～令和２年１月４日（土）13 時まで

年始の開館　令和２年１月４日（土）13 時～ 17時
年末年始の
休館について

えいぶるえいが『ボヘミアン　ラプソディ』上映会第９回
えいぶる事業

公
開
講
座

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

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人《有明海を巡る市民の科学講座》
潮の満ち引きを予報しよう！

藤井　直紀さん
（佐賀大学農学部）

12 月７日（土）
10 時～ 12 時

鹿島市干潟交流館
２階学習室

無　料

15 人クリスマスに飾ろう！親子でワクワク！楽しい♪
ツリー四キャンドルつくり（小学生対象）

浦　由紀さん
12 月 14 日（土）
10 時～ 12 時

エイブル３階
生活工房Ｂ

無　料
（材料代 500 円）

20 人
　　ゼロから始める大人のための
　　脳トレ英会話（午後コース）②

令和２年１月 21 日～６月 23 日
［火曜日　全 12 回］
14 時～ 15 時 30 分

エイブル３階
研修室Ａ

田中　勝子さん
500 円／１回

　※新規の人のみ
　　テキスト代実費

市
民
・
会
員

対
象
公
開
講
座

初心者のための寄せ植え教室　※３月まで月１回予定。詳細はエイブルの木 12 月号をご覧ください。

15 人 無　料
（材料代 1,500 円）《１月》冬の寄せ植え編 黒田　淳也さん

令和２年１月 17 日（金）
10 時～ 12 時

フラワーウッド
（白石町）

玉川奈々福・三遊亭王楽　二人会第10回
えいぶる事業

と　　き　令和２年２月 15 日（土）開演 14 時（開場 13 時 30 分）　全席指定

と　こ　ろ　エイブルホール

■会員（先行）発売：12 月 14 日（土）

■一 般 発 売 ：12 月 21 日（土）

※会員（先行）発売はエイブル２階事務局のみ

料　　金　大　　　人 2,500 円

　　　　　高校生以下 1,000 円

※会員各 500 円引き　※当日各 500 円増し

※前売券完売の場合は当日券の販売はありません

Copyright (C)2019 Twentieth 
C e n t u r y  F o x  H o m e  
Entertainment LLC. All Rights 
Reserved.

と　　き　令和２年１月 19 日（日）

　　　　　①10 時～《吹替版》　②13 時 30 分～《字幕版》

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由・入替制　煙発売中煙

料　　金　大　　　人 800 円（会員は 500 円）

　　　　　高校生以下 500 円（会員は無料）
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お知らせ

恭家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の全

部または一部を取り壊し

たときは、税務課まで届

け出てください。

 届け出をされなかった

場合、翌年度以降もその

まま課税されることがあ

りますので、確実な届け出をお願い

します。

恭登記していない家屋（未登記家屋）

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家

屋）を売買または贈与したときや所

有者が亡くなって相続したときは、

税務課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

　もご連絡ください

詳しくは　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

　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。

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

会受講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 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　中退共制度とは、中小企業のため

の国の退職金制度です。掛金助成や

税法上の優遇が受けられ、社外積立

により管理も簡単です。

　詳しくはお問い合わせください。

詳しくは　中小企業退職金共済事業本部

　　　　　緯０３（６９０７）１２３４

　線路の電線に引っかかっているビ

ニールなどの異物を見つけたら、感

電の恐れがありますので、触らずに

ＪＲへご連絡ください。

　新幹線　緯０９２（６２４）３８９２

　在来線　緯０９２（６２４）３８３６

詳しくは　ＪＲ九州佐賀鉄道部

　　　　　緯０９５２（２３）２９３９

令和元年１０月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯その他・・・日暮れの早まりによる視認性の悪化から、夜間における交

　通事故の増加が懸念されます。安全運転を心がけて無事故で一年を締め

　くくり、良い年を迎えましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

4,169 件（－585）
220 件（－061）
123 件（－022）

5,571 人（－696）
286 人（－094）
162 人（－030）

24 人（＋01）
1 人（－00）
1 人（－00）

16,893 件（－562）
978 件（＋058）
510 件（＋030）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数家屋の取り壊し ・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

市議会１２月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

11 月 29 日（金）

11 月 30 日（土）～

12 月 5 日（木）

7 日（土）

10 日（火）

11 日（水）

12 日（木）

14 日（土）

16 日（月）

17 日（火）

18 日（水）

20 日（金）

12 月 4 日（水）

～ 6日（金）

～ 9日（月）

～13日（金）

～15日（日）

～19日（木）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

令和元年１０月分の市長交際費を公表します

会　費
10月11日 5,000円 褒章受賞祝賀会

26,000円 令和元年度（平成 31 年度）累計　385,425 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

10月13日 5,000円 美術人協会 50 周年記念祝賀会

祝　儀
10月16日 3,000円 五ノ宮神社注連建祭
10月18日 3,000円 五ノ宮神社獅子舞

餞　別 10月28日 10,000円 全国健康福祉祭（ねんりんピック）出場（選手２人）

退職金制度をご存知ですか

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

情報掲示板 愚 お知らせ

ＪＲ九州からのお知らせ
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情報掲示板 愚 お知らせ・募集

市民交流プラザかたらい
『ゆず湯』のお知らせ

　

恭各種作業の注文をお受けします

　『家事（掃除など）』『年賀はがき書き』

『庭木剪定』『賞状書き』など、いろい

ろな作業についてご相談ください。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　12 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。

恭チップ堆肥を期間限定でトラック

　一杯配達します（要配送料）

恭会員を募集しています

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　12 月 19 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。１２月は忘年会などで飲酒の機

会が多くなる時期です。飲酒運転は

自分だけでなく家庭の崩壊につなが

ります。絶対にやめましょう。

飲酒運転四（し）ない運動の推進

　煙運転するなら酒を飲まない

　煙運転する人に酒をすすめない

　煙酒を飲んだら運転しない

　煙酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

　１２月２２日は冬至です。ゆず湯

に入って温まってみませんか。かた

らいでは、２日間お風呂にゆずを浮

かべてお待ちしています。

と　　き　12月21日（土）～22日（日）

　　　　　11 時～ 21 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階浴室

入浴料金　100 円／回

持　参　品　タオル、石鹸、シャンプーなど

詳しくは　市民交流プラザかたらい

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

　中山間地域の農地利用促進を目的

に、基盤整備や土壌改良などへの助

成を行います。　

煙基盤整備（狭地倒し、園地改良、

　　　　　　軽微な水路整備など）

　助成内容：事業費１／２以内、

　　　　　65,000 円／ 10a を上限

煙土壌改良剤など

　助成内容：10,000 円／ 10a を上限

対　　象　市内農地で農業を営む人

　　　　　または団体

受　　付　12 月２日（月）～

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

募　集

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を行います。

応募方法　12 月６日（金）

　　　　　19 時 30 分～ 21 時

　　　　　田澤記念館１階小会議室で受付

※申込用紙はＨＰよりダウンロードできます

　http://kashimaseinendan.the-ninja.jp/

配達要件　市内限定

定　　員　50件

費　　用　500円／１家族

配達時間　12 月 24 日（火）

　　　　　18 時 30 分～

※プレゼントのお預かりは後日行います

栢サンタクロースになってプレゼントを配達す

　るボランティアスタッフも募集しています。

詳しくは　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、令和２年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換

会』を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　令和２年１月６日（月）

　　　　　12 時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　12 月 10 日（火）

参　加　費　4,000 円／人

申　　込

　申込用紙（鹿島商工会議所および鹿

島商工会議所のＨＰにあります）に必

要事項を記入し、参加費を添えて鹿島

商工会議所へお申し込みください。

※参加者名簿を作成し、参加申込をいた

　だいた皆さんにのみお渡しします。

　（お申し込みのない人には提供できません）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

冬の交通安全県民運動
12月11日（水）～ 20日（金）

　森林資源を活用した無農薬栽培、自然の恵みを体

験しませんか。採れたてシイタケを炭火焼きで試食

もできます。

期　　間　令和２年３月下旬まで（休館日を除く）

※天候や育成状況により収穫できない日もあります

時　　間　９時～ 16 時　　参　加　費　500 円／人

※収穫したシイタケ１袋（15 枚程度）を持ち帰れます

申込方法　事前に電話で申し込んでください。

申込・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）火曜日休館

　自然の館ひらたに　緯０９５４（６４）２５７９

シイタケ狩りを体験しませんか

中山間地域の農地利用促進
を支援します

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第７期の口座振替日は

１２月２７日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

お届けします
サンタの幸せ宅配便

令和2年
新年賀詞交換会
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職務内容　会計、庶務事務全般

募集人員　１人

応募資格　市内在住者

　　　　　20 歳～ 50 歳程度の人

　　　　　普通自動車免許所有者

　　　　　複式簿記およびエクセル・ワードの分かる人

応募期間　12月２日（月）～25日（水）

選考方法　書類審査、面接

詳しくは　鹿島市多良岳土地改良区

　　　　　緯０９５４（６２）８０７８

対　象　者　求職者

訓練期間　令和２年２月４日（火）～７カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　12 月 25 日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

相　談

と　　き　12 月７日（土）・８日（日）

　　　　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時

と　こ　ろ　消費生活センター（アバンセ３階）

定　　員　各日８人（相談時間１人45分）

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀県消費生活センター

　緯０９５２（２４）０９９９

と　　き　12 月 15 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

　妊娠期からの仲間づくり、身近な

相談窓口としてマタニティサロンを

開催します。情報交換や相談など、

ゆっくりした時間を過ごしませんか。

と　　き　12 月 16 日（月）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

内　　容　

　興エコー写真のアルバムづくり

　興白仁田愛さん（図書館司書）による読み語り

　興情報交換・相談など

参　加　費　無料

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

狂無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　12 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 30 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　26 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 30 分以内］）10 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂行政相談（市民優先）　市役所５階

　12 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　３・17 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

新世紀センター２階会議室１

　要予約　武雄年金事務所緯０９５４（２３）０１２１

狂消費生活相談　新世紀センター２階会議室

　毎週月・金曜日（30 日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂人権相談　かたらい３階健康相談室

　３日（火）10 時～ 15 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　18 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

　24 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第７会議室

　NPO 法人それいゆ緯０９５２（３７）０２５０

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂土地・建物に関する無料相談所

　24 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

市役所５階第６会議室

　都市建設課 緯（６３）３４１５

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　14 日（土）15 時～ 17 時

狂納税相談（10 人程度）　税務課

　18 日（水）９時～ 16 時

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

　20 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

狂生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

イベント

　鹿島山浦の里は、ふる里の里山づ

くりを目指して、道路をおおう被り

木の伐採に取り組んでいます。ふれ

あい会では薪割り機の実演会や薪割

り体験、木の工作、スライムづくり、

原木や薪の販売を行います。ご家族

でお気軽にご参加ください。

と　　き　12 月 15 日（日）

　　　　　９時～ 15 時

と　こ　ろ　山浦分校跡地

　　　　　※山浦公民館より400m先

詳しくは　鹿島山浦の里　松本

　　　　　緯０９０（７４６３）５７５２

狂鹿島市特産品まつり

　７日（土）～８日（日）[17ページ参照 ]

狂６５歳　盛年の集い　エイブルホール

　８日（日）13 時 30 分～

狂お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（日）20 時ごろ点火

狂市内小学校第２学期終業式

　24 日（火）

狂市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（土）～ 30 日（月）20 時～翌５時

その他の相談

その他のイベント

弁護士による
無料法律相談会

佐賀県・弁護士会・司法書士会合同
多重債務無料相談会

鹿島市多良岳土地改良区
職員募集

令和2年2月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

(３科で)

マタニティサロンに
参加しませんか

情報掲示板 愚 募集・相談・イベント

山の木ふれあい会
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まさかど

　１１月９日、第１回鹿島市活性化いじめ撲滅チャリ

ティプロレスが開催されました。

　会場となった鹿島市民体育館では、自らもいじめに

遭った経験を持つ覆面プロレスラーの将火怒選手など多

くの選手が出場し、目の前で繰り広げられる戦いに、観

客席からは大きな歓声があがっていました。また、式典

では、いじめや命の大切さをテーマにした将火怒選手の

授業を受けた市内小学校の子どもたちによる感想発表や

『鹿島市いじめゼロ宣言』などが行われました。

寓感想を発表した三原さん寓感想を発表した三原さん

　いじめ撲滅の授業について感

想を発表した三原杏樹さん（浜

小５年）は「いじめで困ってい

る人やつらい思いをしている人

がいたら、助けて支えることが

できる強い人になりたい」と力

強く思いを語っていました。

　試合に勝利した将火怒選手は「たくさんの声援で勝つことができた。みんなの声には力

がある。目の前に寂しい思いをしている人や困っている人がいたら勇気を持って助けてほ

しい」と会場にいる子どもたちに呼び掛けていました。

寓子どもたちの声援に応える将火怒選手寓子どもたちの声援に応える将火怒選手

鹿島市活性化いじめ撲滅チャリティプロレス鹿島市活性化いじめ撲滅チャリティプロレス

肥前鹿島干潟リレーマラソン大会肥前鹿島干潟リレーマラソン大会

　１１月１６日、ラムサール条約登録湿地肥前鹿
島干潟付近の海岸道路で、肥前鹿島干潟リレーマ
ラソン大会が行われました。見事な秋晴れの下、
１０km、２０km、４２.１９５kmの３部門が行われ、
３８チーム２３１人が海岸道路を完走しました。
　また、会場では地元野菜をふんだんに使った豚
汁と肥前鹿島干潟ラムサール米が振舞われ、たく
さんの人でにぎわいました。

　１０kmの部で優勝を果たした嬉野中学校男

子チームの宮田隼輔さん（２年）は「海沿い

のコースを走るのは初めてだったけど、いい

コンディションで気持ちよく走れたのでよ

かった」と話していました。 寓 10km の部で優勝のゴールテープを切る嬉野中学校男子チーム寓 10km の部で優勝のゴールテープを切る嬉野中学校男子チーム


