
No.1100
No.1116

～　目　次　～～　目　次　～
◇令和２年度施政方針を発表・・・・・・
◇当初予算の概要をお知らせします・・・
◇まちづくり出前講座・・・・・・・・・・・
◇後期高齢者医療制度保険料改定のお知らせ・・
◇情報掲示板ワイド、４月くらしのカレンダー・・
◇こんなとき、このひとこと　ほか・・・・・
◇文化・スポーツの結果　ほか・・・・・・・
◇多数の大学が鹿島で強化合宿、トピックス・・
◇このごみどの袋　ほか、エイブルに行ってみよう・・
◇４月の健康、特定健診を受けましょう・・
◇新型コロナウイルス感染症対策について・・
◇情報掲示板・・・・・・・・・・・・・
◇鹿島高等学校・鹿島実業高等学校閉校式・・

◇令和２年度施政方針を発表・・・・・・
◇当初予算の概要をお知らせします・・・
◇まちづくり出前講座・・・・・・・・・・・
◇後期高齢者医療制度保険料改定のお知らせ・・
◇情報掲示板ワイド、４月くらしのカレンダー・・
◇こんなとき、このひとこと　ほか・・・・・
◇文化・スポーツの結果　ほか・・・・・・・
◇多数の大学が鹿島で強化合宿、トピックス・・
◇このごみどの袋　ほか、エイブルに行ってみよう・・
◇４月の健康、特定健診を受けましょう・・
◇新型コロナウイルス感染症対策について・・
◇情報掲示板・・・・・・・・・・・・・
◇鹿島高等学校・鹿島実業高等学校閉校式・・

２～３
４～５

６
７

８～17
18
19

20～21
22～23
24～25
26～27
28～31

32

２～３
４～５

６
７

８～17
18
19

20～21
22～23
24～25
26～27
28～31

32

笑顔で元気に
　　健康づくり
笑顔で元気に
　　健康づくり

行成地区　グラウンドゴルフ行成地区　グラウンドゴルフ
写真写真

　毎週月・金曜日に行われている行成地区の老

人クラブ『平成会』のグラウンドゴルフ。この

日も地区の皆さんが集まり楽しんでいました。

　参加した皆さんは「笑うことが一番。会話し

たり体を動かしたり、毎週みんなと会えること

が楽しみ」と笑顔でした。また、平成会会長の

峰松勲さんは「健康づくりの一環で行ってます。

みんな元気な人ばかりで、毎週楽しみに来ても

らってます」と話されていました。
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　令和２年度の予算編成に臨み、改

めて市民の皆様とここにご参集の議

員の皆様の日頃からのご理解とご協

力に対しまして、心より感謝いたし

ます。

　さて、私はこれまで、政策を進め

る大きな柱の一つとして「地域資源

を活かしたマチづくり」を掲げ施策

を実施してきました。そして先月、

その地域資源を活かした取組が優れ

ているとして「鹿島酒蔵ツーリズム

推進協議会」が総務省の「ふるさと

づくり大賞」の最高賞である最優秀

賞を受賞されました。「ふるさとづ

くり大賞」は、「ふるさと」をより

良くしようと頑張る団体、個人を表

彰するものです。

　毎年３月に開催される「鹿島酒蔵

ツーリズム」を地域住民や企業等を

巻き込んだ市全体の取組に発展させ、

今では９万人を超えるお客様が来場

されるイベントへと成長させたこと

や、全国の類似した酒蔵ツーリズム

のモデルケースとなったことが高く

評価されての受賞です。市内６つの

酒蔵をはじめ関係者の皆様が一つに

なって、ふるさと（地域）の活性化

のために、鹿島固有の文化や伝統、

歴史、ものづくりの力などにスポッ

トを当て、それを活かす取組をこれ

まで地道にやってこられたことが実

を結んだものと考えています。そし

て、このような取組が第六次総合計

画策定時に掲げたキーワードの一つ

「かしま創生（地方創生）」を実現し

ていくものであると確信しています。

　その第六次総合計画では「しごと・

ものづくり、ひとづくり、まちづく

りの好循環を目指す」ことを基本理

念として、人口減少や少子高齢化な

どの地域課題に向き合い、鹿島の魅

力を活かしたマチづくりに取り組ん

できました。

　その中でも人口減少、特に生産年

齢人口の減少は、地域経済の縮小を

招き、マチの活力が奪われる大きな

問題であり、その対策は引き続き重

点的に取り組まなければなりません。

そのために、「雇用や産業の創出」、

「子育て支援の拡充」、「医療・福祉

の向上」に加え、郷土愛を醸成する

「ふるさと教育」にもさらに力を入

れたいと考えています。

　鹿島には世界に通用するものづく

りや企業・人材があることを知って

いただくために昨年から実施してい

る「鹿島市企業説明会」は、高校２

年生を対象とした「ふるさと教育」

の一環であります。そして、小中学

生と保護者を対象に、市内の事業所

や仕事場を巡る「かしま仕事めぐり

ツアー」も定期的に実施しており、

これらの取組により地元就労や若者

の人口流出の抑止に相乗効果がある

ものと考えています。

　それから、市民の皆様の安全・安

心につきましても、更なる確保に向

けて努めていきます。新年度初めに

は、新たな浸水想定区域や防災情報

を掲載した「防災マップ」を全世帯

に配布する予定です。自分が住んで

いる地域がどのような自然災害の危

険があるのか確認していただき、地

域での「自助」「共助」の役に立て

ていただくとともに、市としまして

も、自主防災組織や近隣市町との連

携などソフト面の強化を図りたいと

考えています。

　その他にも、福祉・保健・医療の

充実、産業の振興、教育文化の向上、

都市基盤の整備・環境の保全などこ

れまで第六次総合計画に掲げた施策

は一定の成果や評価を得ながら、鹿

島市が目指す都市像「みんなが住み

やすく、暮らしやすいまち」へと一

歩一歩進んでいるものと判断してい

ます。令和２年度は、その第六次総

合計画の仕上げの年であり、次の５

年間への橋渡しの年です。鹿島市の

未来を見据えながら引き続き「鹿島

らしい」、「鹿島ならでは」の施策を

進めたいと考えています。引き続き、

市民の皆様、議会の皆様のご協力、

ご支援をお願いいたします。

✿スポーツ合宿について

　平成２３年度から取り組んできた

スポーツ資源を活かした「スポーツ

合宿」の誘致も９年目を迎えました。

今では箱根駅伝の複数の常連校が毎

年合宿されるようになり、今年度も

５つの大学から約１４０人の選手や

監督が鹿島市に来られます。

　このスポーツ合宿の誘致は、単に

鹿島でトレーニングしていただくと

いうことではなく、市民の皆様に広

くスポーツについての関心を持って

いただくとともに、多様な交流を実

現して地域の活性化を図ることも目

的としています。そして、子どもた

ちが、「陸上教室」などを通して一

流の選手と触れ合い、技術だけでは

なく「ものの考え方」などを学び、

未来の鹿島市を盛り上げてくれるこ

とを期待しています。

　今年は、東京オリンピックが開催

される年でもあり、何かとスポーツ

が注目されています。先月も、鈴木

大地スポーツ庁長官を招き、「スポー

ツが変える。未来を創る。」と題し

て佐賀市文化会館で講演会が開催さ

れ、私もその後のトークセッション

で、長官や県知事とスポーツによる

地域活性化やマチづくりなどについ

て話をしてきました。その中でス

ポーツ合宿の目的や意義などを話し

たところ、鈴木長官は「スポーツに

よるマチづくり」に共感されていま

した。２０２３年には、佐賀県で国

民スポーツ大会が開催されます。今

後も、スポーツの力で地域を盛り上

げていけるよう努めていきます。

✿さが園芸生産８８８億円

　　　推進運動の取組について

　佐賀県では、全農業産出額の約半

分を占め、多くの農業者の経営の柱

となっている園芸農業産出額を、２

０１８年の６２９億円から２０２８

年までに８８８億円に拡大すること

を目標に、県・市町・農業団体が一

体となって、この運動を推進してい

ます。市としても、令和元年度より

「鹿島市さが園芸生産８８８億円推

進事業」として、園芸生産による農

業所得向上に向けた収量・品質の向

上や経営規模の拡大、経営コストの

削減などの支援を行っています。

　また、鹿島市にあるトマトのト

レーニングファーム研修生や地元農

業者４人で、国の補助金を活用しト

マトハウスの建設を今年予定してい

ます。今後も、「稼ぐ農業・儲ける

地域農業」を目指して、農業振興に

取り組んでいきたいと考えています。

✿肥前鹿島干潟ラムサール条約湿地

　登録５周年について

　平成２７年５月にラムサール条約

湿地に登録された「肥前鹿島干潟」

が令和２年で登録５周年を迎えます。

５年前に「肥前鹿島干潟」がラムサー

ル条約へ登録されたことで、有明海

の自然環境の重要性に注目が集まり、

市民の皆様の間でも有明海の環境保

全に対する関心が高まってきたよう

に感じています。

　これまで、市民の皆様や民間団体

などと協力し、ラムサール条約の目

的である湿地の「保全・再生」と「賢

明な利用」、そのための「交流・学習」

への理解を深めていただくための活

動を行ってきました。

　市民の皆様に参加していただき、

海岸のゴミ拾いをはじめ市内各地で

の清掃活動を行う「肥前鹿島干潟等

クリーンアップ作戦」は、年々参加

者が増え、４回目となる今年度は、

約３，０００人もの市民の皆様や企

業の方々に参加していただきました。

また、野鳥観察や干潟体験などを授

業で行う「環境教育プログラム」も、

市内全小学校で取り組まれるように

なったところです。

　今年は、登録５周年を記念して、

有明海の環境に関するシンポジウム

を開催することとしています。シン

ポジウムでは、佐賀大学によって５

年間行われた有明海調査の研究報告

会の他に、国連で全会一致で採択さ

れた国際社会共通の行動計画である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エスディージーズ

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

に関する講演会も開催する予定です。

　このシンポジウムが、有明海の環

境保全や地域資源活用の重要性を改

めて考える契機となり、将来の世代

へと永らく受け継がれていくことを

期待しています。

✿放課後児童クラブについて

　放課後児童クラブの運営にあたり

ましては、子どもたちが安全に安心

して過ごし、生活の場としての機能

と、遊びなどの活動拠点としての機

能を備えた施設や設備等の整備が求

められています。

　また、子どもたち一人ひとりの状

況を把握し、健全な育成支援を行う

ためには、情報交換や情報共有など

学校との連携を図ることが必要と

なってきます。

　今般、学校敷地外で実施していた

北鹿島小学校の放課後児童クラブに

つきましては、学校体育館東側に新

たな施設の建設が完了し、今年度中

に、活動拠点を移転する予定です。

　これにより、市内の全小学校にお

いて、放課後児童クラブが学校敷地

内で実施されることとなります。

　放課後児童クラブが学校敷地内で

実施されることで、子どもたちが安

全に活動できる環境づくりや学校と

の更なる連携を図り、児童の健全育

成に寄与することができると考えて

います。

　若い世代が安心して働き、子育て

ができる環境をつくることは、第六

次総合計画の柱の一つです。今後も

放課後児童クラブの充実に努めてい

きたいと考えています。

　このほか、みかん、海苔養殖の状

況について述べました。

市議会３月定例会（２月２０日開会）の冒頭、　口市長が令和２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。

令和２年度
　　施政方針を発表
令和２年度
　　施政方針を発表
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現して地域の活性化を図ることも目

的としています。そして、子どもた

ちが、「陸上教室」などを通して一

流の選手と触れ合い、技術だけでは

なく「ものの考え方」などを学び、

未来の鹿島市を盛り上げてくれるこ

とを期待しています。

　今年は、東京オリンピックが開催

される年でもあり、何かとスポーツ

が注目されています。先月も、鈴木

大地スポーツ庁長官を招き、「スポー

ツが変える。未来を創る。」と題し

て佐賀市文化会館で講演会が開催さ

れ、私もその後のトークセッション

で、長官や県知事とスポーツによる

地域活性化やマチづくりなどについ

て話をしてきました。その中でス

ポーツ合宿の目的や意義などを話し

たところ、鈴木長官は「スポーツに

よるマチづくり」に共感されていま

した。２０２３年には、佐賀県で国

民スポーツ大会が開催されます。今

後も、スポーツの力で地域を盛り上

げていけるよう努めていきます。

✿さが園芸生産８８８億円

　　　推進運動の取組について

　佐賀県では、全農業産出額の約半

分を占め、多くの農業者の経営の柱

となっている園芸農業産出額を、２

０１８年の６２９億円から２０２８

年までに８８８億円に拡大すること

を目標に、県・市町・農業団体が一

体となって、この運動を推進してい

ます。市としても、令和元年度より

「鹿島市さが園芸生産８８８億円推

進事業」として、園芸生産による農

業所得向上に向けた収量・品質の向

上や経営規模の拡大、経営コストの

削減などの支援を行っています。

　また、鹿島市にあるトマトのト

レーニングファーム研修生や地元農

業者４人で、国の補助金を活用しト

マトハウスの建設を今年予定してい

ます。今後も、「稼ぐ農業・儲ける

地域農業」を目指して、農業振興に

取り組んでいきたいと考えています。

✿肥前鹿島干潟ラムサール条約湿地

　登録５周年について

　平成２７年５月にラムサール条約

湿地に登録された「肥前鹿島干潟」

が令和２年で登録５周年を迎えます。

５年前に「肥前鹿島干潟」がラムサー

ル条約へ登録されたことで、有明海

の自然環境の重要性に注目が集まり、

市民の皆様の間でも有明海の環境保

全に対する関心が高まってきたよう

に感じています。

　これまで、市民の皆様や民間団体

などと協力し、ラムサール条約の目

的である湿地の「保全・再生」と「賢

明な利用」、そのための「交流・学習」

への理解を深めていただくための活

動を行ってきました。

　市民の皆様に参加していただき、

海岸のゴミ拾いをはじめ市内各地で

の清掃活動を行う「肥前鹿島干潟等

クリーンアップ作戦」は、年々参加

者が増え、４回目となる今年度は、

約３，０００人もの市民の皆様や企

業の方々に参加していただきました。

また、野鳥観察や干潟体験などを授

業で行う「環境教育プログラム」も、

市内全小学校で取り組まれるように

なったところです。

　今年は、登録５周年を記念して、

有明海の環境に関するシンポジウム

を開催することとしています。シン

ポジウムでは、佐賀大学によって５

年間行われた有明海調査の研究報告

会の他に、国連で全会一致で採択さ

れた国際社会共通の行動計画である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エスディージーズ

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

に関する講演会も開催する予定です。

　このシンポジウムが、有明海の環

境保全や地域資源活用の重要性を改

めて考える契機となり、将来の世代

へと永らく受け継がれていくことを

期待しています。

✿放課後児童クラブについて

　放課後児童クラブの運営にあたり

ましては、子どもたちが安全に安心

して過ごし、生活の場としての機能

と、遊びなどの活動拠点としての機

能を備えた施設や設備等の整備が求

められています。

　また、子どもたち一人ひとりの状

況を把握し、健全な育成支援を行う

ためには、情報交換や情報共有など

学校との連携を図ることが必要と

なってきます。

　今般、学校敷地外で実施していた

北鹿島小学校の放課後児童クラブに

つきましては、学校体育館東側に新

たな施設の建設が完了し、今年度中

に、活動拠点を移転する予定です。

　これにより、市内の全小学校にお

いて、放課後児童クラブが学校敷地

内で実施されることとなります。

　放課後児童クラブが学校敷地内で

実施されることで、子どもたちが安

全に活動できる環境づくりや学校と

の更なる連携を図り、児童の健全育

成に寄与することができると考えて

います。

　若い世代が安心して働き、子育て

ができる環境をつくることは、第六

次総合計画の柱の一つです。今後も

放課後児童クラブの充実に努めてい

きたいと考えています。

　このほか、みかん、海苔養殖の状

況について述べました。

令和２年度施政方針を発表
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　令和２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。

　一般会計では継続して取り組んでいる「市民会館建設事業」（大型投資的事業）

などにより、当初予算額は１５６億１ ,９００万円で、昨年度の当初予算と比較し

て１６億５ ,８００万円（１１ .９％）の増となっていますが、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、第六

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」などを中心とした政策的事業に取り組み、地方創

生に沿ったまちづくりのための事業を展開していきます。

　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。

令和２年度

当初
予算

　企画財政課財政係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

当初予算の概要をお知らせします

□各会計の当初予算額

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。
※下水道事業は令和元年度まで特別会計、令和２年度から企業会計へ移行します。
※企業会計の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。
　また、収益的収支については消費税抜きの額です。

会計区分

一般会計 16億5,800万円 （11.9％）139億6,100万円156億1,900万円

令和２年度予算額 令和元年度予算額

国民健康保険

後期高齢者医療

特
別
会
計

731万円 （0.2％）38億 583万円38億1,314万円

1,677万円 （3.9％）4億2,500万円4億4,177万円

企
業
会
計

収益的収入

収益的支出
水道事業

資本的収入

資本的支出

188万円 （0.4％）5億3,675万円5億3,863万円

△275万円 （△0.6％）4億6,660万円4億6,385万円

△2億1,274万円 （△59.2％）3億5,923万円1億4,649万円

△1億8,736万円 （△32.7％）5億7,370万円3億8,634万円

増減額（率）

収益的収入

収益的支出
下水道事業

資本的収入

資本的支出

9億9,226万円 （皆増）―9億9,226万円

9億8,592万円 （皆増）―9億8,592万円

17億 124万円 （皆増）―17億 124万円

19億6,752万円 （皆増）―19億6,752万円

□一般会計予算の状況（構成）
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□令和２年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします

６億５,１３０万円　　　

１,７０１万円　　　

１４億１,３８７万円　　　

１,３５３万円　　　

２,５２８万円　など

◇ふるさと納税推進事業　　　

◇地域活性化推進事業　　　　

◇市民会館建設事業　　　　　

◇消防施設管理・整備事業

◇災害対策事業

４６億２,８８８万円
２９％

４６億２,８８８万円
２９％

議会、総務、消防、
その他

議会、総務、消防、
その他

新市民会館（イメージ）新市民会館（イメージ）

４,３２２万円　　　

７６８万円　　　

２,３８７万円　　　

１億７,４３５万円　　　

８,５９１万円　など

◇市民交流プラザ事業

◇放課後児童クラブ施設整備事業

◇保育対策総合支援事業　　　　

◇保育所整備事業　　　　　　　

◇子どもの医療費助成事業

５２億５,４９１万円
３４％

５２億５,４９１万円
３４％

福祉事業の推進福祉事業の推進

１億 ５９万円　　　

７９５万円　　　

１００万円　　　

９７２万円　　　

２億５,０１３万円　など

◇包括的支援事業　

◇休日こどもクリニック運営事業

◇介護職員就職支援事業

◇環境保全事業

◇ごみ処理負担金（一部事務組合）

９億３,６４６万円
６％

９億３,６４６万円
６％

衛生、健康対策衛生、健康対策

１,９１５万円　　　

８５１万円　　　

１,４７１万円　　　

１億 １０万円　　　

４０１万円　など

◇さが園芸生産888億円推進事業

◇鳥獣被害総合対策事業　　　　

◇新規就農総合支援事業　　

◇漁港海岸保全施設整備事業　　

◇販路開拓支援事業

１２億８７７万円
８％

１２億８７７万円
８％

農林水産業の振興農林水産業の振興

３７７万円　　　

２,４００万円　　　

９４８万円　　　

１,２００万円　　　

８,４５０万円　など

◇商業・商店街振興事業

◇祐徳門前町街づくり事業

◇観光客誘致対策事業

◇かしまビジネスサポートセンター設置・運営事業

◇道の駅鹿島整備事業

４億７,６０２万円
３％

４億７,６０２万円
３％

商工観光、企業誘致、
雇用対策

商工観光、企業誘致、
雇用対策

１億９,９１９万円　　　

９４２万円　　　

１億５,３７０万円　　　

３,１６０万円　　　

１億 ６４５万円　など

◇小学校大規模改造整備事業

◇小中学校情報教育施設整備事業

◇生涯学習センター整備事業

◇蟻尾山公園整備事業

◇学校給食運営事業

１４億６,０１９万円
９％

１４億６,０１９万円
９％

学校教育、生涯学習学校教育、生涯学習

１億１,８８４万円　　　

１億８,２００万円　　　

３,２５４万円　　　

５,０８８万円　　　

６００万円　など

◇辺地道路整備事業（中川内・広平線）

◇社会資本整備総合交付金事業（道路・橋梁）

◇市営住宅管理・改修事業

◇肥前浜宿街なみ環境整備事業

◇ＪＲ肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業

７億２,７５５万円
５％

７億２,７５５万円
５％

土木、建設事業土木、建設事業

令和２年度の一般会計借入金残高は約１２ 8 億円となる見込

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（約４ 8 億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は約

８０億円となります。さらに、この約８０億円の返済にも、

約４割の交付税措置が見込まれます。

９億２,６２２万円
６％

９億２,６２２万円
６％

借入金の返済
（公債費）
借入金の返済
（公債費）
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鹿島市総合計画

鹿島市の公共交通

マイナンバー制度

市議会のしくみ

個人情報の保護

情報公開制度

マイナンバーカードの作り方

国民年金

鹿島市の税金

介護保険

高齢者の健康・元気づくり（口の健康・軽運動・音楽サロン）

国民健康保険

生活習慣病予防(国保特定健診・保健指導)

認知症（サポーター養成講座）

後期高齢者医療制度
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市民交流プラザの利用方法

人とペットの適正な関係（動物愛護法）

ラムサール条約（世界を旅する渡り鳥）

リサイクルのすすめ（分別収集と資源化）

地球温暖化対策（わたしたちにできること）

下水道（汚水処理・雨水対策）

『海の森事業』と『山の日』

農地の転用

６次産業（加工品開発）

鹿島の観光

気をつけよう！悪質商法

キャッシュレス決済の方法

鹿島市の都市計画

伝統的町並み保存

上水道

31
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45

いかそう選挙権

ここが要点！鹿島の教育

保護者や地域とともにある学校づくり

子どもを活かす（さまざまな教育活動）

身の回りの人権

図書館の魅力

ふるさとの歴史と文化財

くらしの移り変わり（民俗資料館）

生涯スポーツの楽しみ方

老いを生きる（生き生きと楽しく）

リズム体操（音楽に合わせ老化防止）

国際交流（県内在住の方と）

環境保全（有明海をきれいな海に）

交通事故防止

火災防止

生涯学習まちづくり出前講座《メニュー》

　この出前講座は、皆さんの疑問や知りたいことを

メニューの中から選んでいただき、皆さんのもとに

職員（外部講師含む）が出向いて、お話や活動をす

るものです。どんどんご利用ください。

◆講師料は？

　講師料は無料です。ただし、講座に必要な材料など

　を申込団体で準備していただく場合があります。

◆申込方法は？

　開催しようとする日の１カ月前までに、市生涯学習

　課にある申込書に記入して提出してください。

　なお、申込み後、申込団体と講師（職員）の調整を

　させていただく場合があります。

　※申込書は市ホームページにもあります

◆申込みができるのは？

　市内に在住・勤務・在学している１０人以上で構成

　された団体・グループです。

　ただし、特定の政治・宗教・営利を目的とした催し

　については、講師（職員）を派遣できない場合があ

　ります。

◆出前講座の内容は？

　出前講座メニューの中から選んでください。

　メニューにないものは相談してください。

◆開催時間と場所は？

　平日（月～金曜）９時から１７時までの間で２時間

　以内です。場所は市内に限ります。

　（公民館、集会所など）

◆会場の手配は？

　会場の手配や準備、会員への連絡などは申込団体で

　お願いします。

◇生涯学習◇◇生涯学習◇

まちづくり
　　出前講座
まちづくり
　　出前講座

生涯学習課　社会教育・文化係

☎０９５４（６３）２１２５

℻０９５４（６３）２３１３

詳しくは
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　後期高齢者医療保険料は、保険料の収入や医療給付費

の支出等の動向を踏まえて２年に１度見直すこととされ

ており、令和２年度は見直しの年にあたります。７５歳

以上の医療費は、皆さんに納めていただく後期高齢者医

療保険料のほか、公費や現役世代からの支援金でまかな

われています。

　平成３０年度では、１人当たり医療費が約１０７万円

となっており、今後も増加することが見込まれます。ま

た、現役世代の人口が減少しており、これまでの保険料

では、医療費の支出をまかなうことができなくなるおそ

れがあるため、令和２年度・３年度の保険料率について

以下のとおり見直しを行います。

後期高齢者医療制度
　令和２年度・令和３年度の保険料率改定のお知らせ

７５歳以上の人へ大事なお知らせです７５歳以上の人へ大事なお知らせです

■軽減特例（８割、８.５割軽減）の見直しが行われます
　令和２年度の見直しでは、昨年度、所得に応じた軽減割合が、特例的に８割軽減であった人は７割軽減に、

８.５割軽減であった人は７.７５割軽減になります。

■軽減適用対象者の拡大（５割・２割）
　令和２年度改正で５割軽減・２割軽減の適用対象者が拡大されます。５割軽減の軽減基準額が２８万円から

２８万５千円に、２割軽減の軽減基準額が５１万円から５２万円となります。

５１,８００円 ５２,３００円均等割額

９．８８％ １０．０６％所得割額

６２万円 ６４万円賦課限度額

現行 改定後均等割額

■後期高齢者医療保険料等が変わります（均等割額・所得割額・賦課限度額）

被保険者均等割額
１人当たり

５２,３００円

所得割額
被保険者に係る基礎控除後
の総所得金額×10.06％

年間保険料
（限度額６４万円）

＋＝

❖保険料の計算方法（令和２年度・令和３年度）

「３３万円（基礎控除）」以下の世帯

「３３万円（基礎控除）」以下で、被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯
（その他各種所得がない場合）

「３３万円（基礎控除）＋２８万５千円 × 被保険者数」以下の世帯

「３３万円（基礎控除）＋５２万円 × 被保険者数」以下の世帯

均等割額軽減割合

７割

７.７５割

５割

２割

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

　対　象　者　昭和 19 年４月１日

 　　　　　　～昭和 20 年３月 31 日生まれの人

　費　　用　無料（健診後に治療を行った場合は有料）

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　同封の一覧表にある歯科医院に事前の

　　　　　　電話予約が必要です。

　健診内容　歯・粘膜・顎関節の状況、

　　　　　　飲み込みテスト、頬のふくらまし検査、

　　　　　　かみ合わせや義歯の状態確認　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります。

７６歳になる人を対象に歯科健診を行います。７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を受けましょう７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を受けましょう

佐賀県後期高齢者医療広域連合

☎０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先
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　令和２年４月分から国民年金保険料が、現行の１６,４１０円から

１３０円引き上げられ、１６,５４０円になります。

《保険料の納付は、『口座振替』が便利です》

◉毎月の口座振替も『早割』（当月保険料の当月末振替）を利用すると、　

　月々５０円（年間６００円）割引されます

◉保険料の『前納』を『口座振替』にするとさらに割引されます（右表）

◉令和２年度国民年金保険料額（年間）

　１９８,４８０円（１６,５４０円 ×１２カ月）

《口座振替の手続き》

　口座をお持ちの金融機関の窓口で手続きをしてください。

　手続きには、国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、預（貯）金通帳、

預（貯）金通帳の届出印、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの）

が必要です。なお、令和２年度の１年前納・２年前納

口座振替申込は２月２８日で終了しています。
　武雄年金事務所　　☎０９５４（２３）０１２３
　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７

詳しくは

お
知
ら
せ

４月から国民年金保険料１６,５４０円（月額）に改定

国民年金保険料納付のお知らせ

口座振替

毎　月
（翌月末）

毎　月
（当月末）

６カ月前納

１年前納

２年前納

16,540円

194,960円
（3,520円割引）

16,540円

16,540円

98,430円
（810円割引）

383,210円
（14,590円割引）

16,490円
（50円割引）

98,110円
（1,130円割引）

194,320円
（4,160円割引）

381,960円
（15,840円割引）

クレジットカード
・現金納付

区　分

お
知
ら
せ

令和２年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

⦿加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

⦿掛け金

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口

　中途加入の掛け金も１人５００円です。

⦿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。

⦿加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

⦿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。

⦿その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合せください。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、所得税、贈与税および個人事業者の消費税の確定申告・納付期限が

４月１６日（木）まで延長されました。これを受け、市では、個人市・県民税の申告期限を同日まで延長します。

市・県民税の申告期限（変更後）　

　４月 16 日（木）　※土・日曜日を除く

❖確定申告の受付は行いませんので、

　申告される場合は、直接、武雄税

　務署へお願いします。
　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

お
知
ら
せ

　申告期限の延長に伴い提出された確定申告および市・県民税申告書

の内容が、令和２年度（令和元年分）の定期賦課の算定や保険料等の

算定に間に合わない場合があります。適宜、確認次第、反映していき

ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

市・県民税の申告期限を延長します
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　市では深刻化するイノシシ被害の対策を進めるために次の内容で支援を行います。

補助対象　イノシシの被害を防止するためのワイヤー

　　　　　メッシュおよび電気牧柵一式

補助金額　対象経費の１／２以内（上限20万円）

※合計が上限に達するまで何回も申請できます

事業期間　令和３年３月31日まで

対　　象　市税の滞納がない農家個人で、作物を出荷

　　　　　している農地

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

お
知
ら
せ

イノシシによる農作物被害に悩まされていませんか？
－　鹿島市イノシシ等被害防止対策事業　－

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

　子どもの医療費助成制度では、高校生等の医療費（入院のみ）助成を行っています。事前に受給者登録の手続き

は必要ありません。※０歳～中学生までの医療費助成内容と異なりますのでご注意ください。

お
知
ら
せ

子どもの医療費助成制度（高校生等）について

対　象　者　高校生等

　就学の有無に関わらず、満15歳に達する以後の

最初の４月１日から満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの人です。

助成対象　入院のみ（保険適用に限る）※食事療養費は不可

助　成　額　

　医療機関で支払った一部負担金（３割）のうち、

自己負担金1,000円／月を差し引いた額

申請期間　医療費を支払った日の翌月初日から１年以内

　高額療養費等に該当される場合は、助成決定まで

数カ月かかることがあります。

申請方法　

　①医療機関で一部負担金（３割）を支払う

　②以下の必要なものとともに福祉課に申請する

　・子どもの医療費助成申請書　※診療月、医療機関毎

　・領収書　※無い場合などは医療機関からの証明

　・対象者（子ども）の健康保険証

　・保護者名義の通帳　・印鑑（認印可）

　※申請書は福祉課窓口または市ホームページから

　　ダウンロードできます。

　企画財政課入札契約係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、鹿島市小規模工事等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。

集中受付期間　４月６日（月）～５月 18 日（月）（土・日・祝日を除く）

　　　　　　　※６月以降も随時受け付けますが、有効期限は登録日から令和４年５月31日までです。

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を完納している人

登録の適用期間　令和２年６月１日～令和４年５月31日

申請様式・要綱　市ホームページ内で『小規模工事等契約希望者登録』を検索してください。

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、左官工事、

　　　　　木製建具・家具関係工事、電気工事、内装工事、

　　　　　畳工事、塗装工事、板金工事、その他修繕工事

お
知
ら
せ

その他の要件などは市ホームページ内で

『小規模工事等契約希望者登録申請』を

検索し、確認してください。

その他の要件などは市ホームページ内で

『小規模工事等契約希望者登録申請』を

検索し、確認してください。

～市発注の工事・修繕等を受注希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請』を受け付けます
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　税務課課税係

　☎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。

お
知
ら
せ

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます

■固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　◆市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　◆市内の土地または家屋の借地・借家人

　◆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。

　❖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。

■固定資産縦覧帳簿の縦覧

　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～６月 30 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。

□軽自動車税の納期限について　　納付書の口座振替日　５月 29 日（金）・納付　６月１日（月）

　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限内に納めてください。

□身障者等の減免申請について　受付期間　４月１日（水）～６月１日（月）　受付場所　税務課窓口

　身障者等（身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者または戦傷病者）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、

忘れずに申請してください。

　※普通自動車税の減免（県税）を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

お
知
ら
せ

軽自動車税の納期限と減免申請

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　◆昨年（平成31年度・令和元年度）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。

昨年申請した車両を廃車などして、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です

　◆今年初めて申請する場合に必要なもの　※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です。

身体障がい者本人が所有する軽自動車
障がい者本人

家族

○ ○ ○ 障がい者本人

運転する人○ ○ ○

身体障がい者が１８歳未満の場合または精神障がい者

の場合は同居する人が所有する軽自動車

障がい者本人

家族

○ ○ ○ 障がい者本人

運転する人○ ○ ○

障害者
手帳等

車検証 印鑑 免許証運転する人対　象　車
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　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、令和２年４月分から次のように

改定されます。

お
知
ら
せ

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定

本体額
全部支給 ４２,９１０円

１０,１２０円～４２,９００円

４３,１６０円

１０,１８０円～４３,１５０円

児童扶養手当

一部支給

第２子
加算額

全部支給 １０,１４０円

５,０７０円～１０,１３０円

１０,１９０円

５,１００円～１０,１８０円一部支給

手　当　名
改定前 改定後（令和２年４月分～）

手　当　額（　月　額　）

第３子以降
加算額

全部支給 ６,０８０円

３,０４０円～６,０７０円

６,１１０円

３,０６０円～６,１００円一部支給

１級 ５２,２００円

３４,７７０円

５２,５００円

３４,９７０円２級

２７,２００円

１４,７９０円

２７,３５０円

１４,８８０円

１４,７９０円 １４,８８０円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

　福祉課　☎０９５４（６３）２１１９　　児童扶養手当…社会福祉係　　その他の手当…障がい福祉係詳しくは

　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。また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡ください。

お
知
ら
せ

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　⦿登録済の場合　３,２５０円

　　　　　　　　　（注射料金 2,700 円 +注射済証 550 円）

　⦿新規の場合　　６,２５０円

　　　　　　　　　（上の料金+登録手数料 3,000 円）

　※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。

会場での注意点

　⦿どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう。

　⦿リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてください。

　⦿大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

飯田公民館
小宮道公民館
浜公民館

9：30～10：00
10：30～11：00
11：30～12：00

4/17
（金）

古枝公民館
北鹿島公民館

9：30～10：20
11：00～11：30

4/15
（水）

貝瀬公民館
中浅浦公民館
能古見ふれあい楽習館

9：30～10：00
10：30～11：00
11：20～11：50

4/20
（月）

七浦公民館
浜公民館
鹿島市役所

9：30～10：00
10：30～11：00
12：00～13：30

4/22
（水）

横田公民館
能古見ふれあい楽習館
北鹿島公民館

9：00～ 9：40
10：00～10：40
11：00～11：30

4/23
（木）

古枝公民館
鹿島市役所

9：00～ 9：50
10：20～11：30

4/28
（火）

とき ところ 時間

狂犬病予防注射は義務です
　１９５６年以降、日本国内で人の狂犬病の発症は起こっていませんが、

海外では毎年狂犬病ウィルスで約５５，０００人の人が亡くなっています。

有効な治療法も無く、発症すればほぼ１００％の致死率となっています。

狂犬病の発生とまん延を防止するため、『飼い主の義務』として、狂犬病

予防注射を受けさせましょう。狂犬病の予防注射は、犬を守るためだけで

はなく、人の命を守るために法律として定められています。
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　市内で製造される商品の販路拡大や特産品

開発にかかる経費の一部を補助します。

□鹿島市特産品開発支援事業費補助金

　地域資源を活用した新しい特産品開発に係る経費

の一部を補助します。

対象期間　１年間を限度とする

対象経費　商品開発に係る試作費、機器購入費など

補助上限　50 万円（条件あり）

申請受付　１次締切４月 30 日（木）

お
知
ら
せ

特産品開発や販路拡大の取り組みを支援します

□鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金

　市内で製造される商品の販路拡大のため、商談会

や催事等に出展する経費の一部を補助します。

対象経費　小間料、交通費、宿泊費、輸送費など

補助上限　20 万円（条件あり）

申請受付　随時（出展等の２週間前まで）

　　　　　※予算がなくなり次第、受付終了

　産業支援課　☎０９５４（６３）３４１１詳しくは

対　象　者　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

　国保と後期高齢者医療保険の被保険者は、はり・きゅう施術の受診

料の助成を受けることができます。助成を受けるには『はり・きゅう

助成受診券』が必要です。後期高齢者を対象とした『はり・きゅう助

成受診券』（水色）は有効期限が３月 31 日のため、４月１日以降は新

しい受診券（桃色）が必要です。なお、国保の『はり・きゅう助成受診券』

は有効期限がありません。

　施　術　所　鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち

　　　　　　市が指定した所（26カ所）

　助　成　額　900円／１回

　申請窓口　市役所１階保険健康課

お
知
ら
せ

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

国民健康保険

申請に必要なもの　国民健康保険証

助成回数　制限なし

交付条件　国保税の滞納がないこと

後期高齢者医療保険

申請に必要なもの　後期高齢者医療保険証

助成回数　年間36回

※年度途中に後期高齢者医療に加入した

　場合の助成回数は『加入した月から当該

　年度末（３月）までの月数×３回』

交付条件　後期高齢者医療保険料の　

　　　　　滞納がないこと

国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう助成受診券』をご利用ください

　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を随時募集します。詳細はお問い合わせください。

募
　
集

市営古枝住宅の入居希望者を随時募集します

所　在　地　古枝甲９５６－２、古枝甲９５６－１７

住宅概要　◇５階建エレベーター無し、間取りは全て３ＤＫ

　　　　　◇駐車場あり　◇敷金は家賃の２カ月分

　　　　　◇家賃 28,000 円～ 33,000 円（棟・階数により変動）

　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置あり

対　象　者　入居条件があります。詳しくはお問合せください。

　都市建設課住宅係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

募集戸数　20 戸程度

受　　付　９時～ 17 時（土・日・祝日を除く）

申込書配布　都市建設課で『入居申し込みのご

　　　　　案内』を配布します。

　　　　　また、市ホームページからもダウ

　　　　　ンロードできます。
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　農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社（農地中間管理機構として県から指定）が、出し手から農地を借り受けて、

経営規模の拡大や農地の集約化をする担い手に貸し付けることによって、農地の有効利用や農地利用の効率化を進

めていくものです。農地の借り受けや貸し付けを希望する人は、農業公社または農業委員会事務局、農林水産課へ

ご相談ください。なお、貸し付けの場合は、中間管理事業を利用すると固定資産税が減税される場合があります。

お
知
ら
せ

農地中間管理事業を利用しませんか

　佐賀県農業公社　　　　☎０９５２（２０）１５９０　　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３

　鹿島・太良担当事務所　☎０９５４（６９）１６００　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

経営規模を拡大したい

農地の団地化を進めたい

集落営農組織などの強化をしたい　など

受
け
手

県・市町・ＪＡ　など

貸し付け借り受け

佐賀県農業公社（農地中間管理機構）

出
し
手

高齢で農業を続けられない

信頼できる人に農地を預けたい　など

連携

協力

❖農地中間管理事業のしくみ❖

　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　出　先　市民課窓口

お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

届け出に必要なもの

⦿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

　☞職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

⦿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

　☞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。

❖いずれの届け出も、マイナンバー（個人番号）が確認できる書類お

　よび本人確認のできる書類（運転免許証等）が必要です。

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り、本来

支払う必要がない保険税を支払っていただくことになります。

　４月から市内全域で有害鳥獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業

被害の増加と里地近辺への出没を受けて行われるものです。万が一の事故を防止するため、

山菜採りやハイキングなどで野山に入るときは、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　薄暗い場所や遠くからでもすぐに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　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。

❖罠には触れないようにしましょう　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

　農林水産課農政係

　☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは野山へ入る人はご注意を！



３２１４ Ｒ2（2020）.4.1　広報かしま

情報掲示板ワイド

　下水道認可区域以外で家庭用浄化槽を設置する人を対象に補助制度があります。

お
知
ら
せ

家庭用浄化槽の設置補助金について

対　象　者　

①市税に滞納がないこと

②着工前に申請書を提出し、令和３年３月31日までに工

　事が完了すること

③工事完了後１カ月以内に実績報告書を提出し、市役所

　職員による検査を令和３年３月31日までに受けること

④市が定める浄化槽工事基準に適した工事を行うこと

⑤汚水処理未普及解消に貢献できるものであること

※市外の人で申請をする場合は、実績報告までに転入手続きをしてください

補助金額　５人槽　332,000円

　　　　　７人槽　414,000円

　　　　　10人槽　548,000円

❖浄化槽の設置届や大きさ（設置人槽）は、杵藤保健福祉

　事務所へ確認ください。　☎０９５４（２３）３５０６

　また、申請に必要な書類一覧や工事基準、下水道区域

　の確認などは、環境下水道課へお問い合わせください。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　市では、市の将来像を描く『第七次鹿島市総合計画』と、定住促進策や人口減対策などを打ち出す『鹿島市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略』を令和２年度に策定します。これらの計画策定には、各種団体選出委員と一般公
募の委員で構成される審議会・委員会を組織して検討を進めます。
　市民の皆さんのご意見やアイデアを盛り込んだ計画とするために、一般公募の委員さんを募集します。特に若い
人や女性の皆さんに積極的に参加していただきたいと考えています。鹿島のまちづくりをともに考えていただく人
の参加をお待ちしています。

募集締切　４月 22 日（水）

募集人員　５人程度

募集条件　①市内在住で、まちづくりに熱意や関心のある人

　　　　　②月１～２回程度の会議に必ず出席できる人

報　　酬　日額 5,000 円

任　　期　５月～令和３年３月末（予定）

❖市のホームページまたは企画財政課に備え付けの申

　込書に必要事項をご記入のうえ企画財政課まで郵送

　またはご持参ください。応募多数の場合は、市で選

　考させていただきますのでご了承ください。

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　鹿島市役所企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１

応募・問合せ先

　鹿島市社会福祉協議会では、さまざまな理由で生活に困っている人の相談にのる『生活自立支援センター』を開

設しています。当センターでは、家計が苦しい世帯に対しての支援として、ご家庭やお店から食品、制服・学用品

を寄付していただき、生活に困窮している人にお届けしています。市民の皆さんのご協力をお願いします。

お
知
ら
せ

フードバンク・制服（学用品）バンクへのご協力を！

□食品の例

　⦿米、保存食品（缶詰・乾麺など）、非常食

　⦿インスタント食品、レトルト食品

　⦿農作物(じゃがいも・南瓜など長期保存ができるもの）

※賞味期限内、常温で保存可能、未開封などの確認を

　お願いします

□制服・学用品の例

　各保育園・小中高校学生服、体操服、

　白ポロシャツ、自転車、自転車用ヘルメットなど

※しみや汚れなどがなく、きれいなものに限ります

　鹿島市社会福祉協議会　☎０９５４（６２）２４４７詳しくは

❖受付時間　月～金曜日８時 30 分～ 17時 15 分

お
知
ら
せ

第七次鹿島市総合計画審議会
鹿島市まち・ひと・しごと創生会議 委員募集
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■利用可能日カレンダー（２０２０年） ■種類、定員、料金など

　コテージ　◆２階建　和洋室 20 畳　

　　　　　　　定員 10 人　金額 13,020 円

　　　　　　◆平屋建　洋室 13 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 13,020 円

　バンガロー　◆４畳半

　　　　　　　定員６人　金額 2,300 円

　　　　　　◆６畳半

　　　　　　　定員７人　金額 2,680 円

　　　　　　◆２階建　８畳 +８畳

　　　　　　　定員 20 人　金額 7,700 円

　持込テント　◆現地管理人指示

　　　　　　　金額 370 円

お
知
ら
せ

奥平谷キャンプ場オープンは５月２日から

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

■利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（水）８時 30 分～

申　込　方　法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　　（薄い緑）の日を予定しています。

　商工観光課観光振興係　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

日 月 火 水 木 金 土

2

4 5 6 7 8 93

11 12 13 14 15 1610

18 19 20 21 22 2317

2624 25

５月

27 28 29 30

31

1

日 月 火 水 木 金 土

3 4 5 6

8 9 10 11 12 137

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

3028 29

６月

1 2

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

6 7 8 9 10 115

13 14 15 16 17 1812

20 21 22 23 24 2519

2826 27

７月

29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1

3 4 5 6 7 82

10 11 12 13 14 159

17 18 19 20 21 2216

2523 24

８月

26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 126

14 15 16 17 18 1913

21 22 23 24 25 2620

27 28

９月

29 30

市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

❖市内循環バス　　　　　　４月１日（水）・２日（木）・３日（金）・４日（土）・６日（月）・７日（火）
❖高津原のりあいタクシー　４月２日（木）・４日（土）・７日（火）
❖予約型のりあいタクシー　４月１日（水）・２日（木）・３日（金）・６日（月）・７日（火）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の高齢者（昭和 31 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１人につき１人）

期間限定

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは
※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などの

　提示を求められる場合がありますので必ず携行してください。
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く ら し
の

✿おくすりノートを持っていきましょう

４月
April

カレンダーカレンダー

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）

☎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）

☎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）

☎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

　　☎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）　☎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

□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 1・8・15・22 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 24 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　令和２年 1 月～ 2 月生まれ

赤ちゃん相談 15 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） 14 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 21 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 1 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 23 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 30 年 3 月～ 4 月生まれ（希望者のみ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

□子どもの健診

22 日（水）

23 日（木）

16 日（木）

13時10分～13時30分

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、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

４か月児健診
（令和元年11月～12月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成30年8月1日～17日生まれ）
（平成30年9月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成28年8月～9月生まれ）

行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６

14日
7日

21日
28日

鹿島市
嬉野市
太良町
太良町

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）
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※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

4 日（土）
5 日（日）

11 日（土）
12 日（日）
18 日（土）
19 日（日）
25 日（土）
26 日（日）
29 日（祝）

池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１

✿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
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は16ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８5 日（日） アルバ薬局
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０12 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５19 日（日） 祐信堂薬局
森田医院　☎（６３）３９５６26 日（日） オダ薬局
別府整形外科　☎（６３）３０６３29 日（祝） 溝上薬局西牟田店

□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
❖予約・利用料不要

□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。
❖予約・利用料不要

□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
☎０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

�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

□ひろばの集い

13 日（月）

『WA になってあそぼう day♪』

27 日（月）

『こどもの日を祝おう day♡』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

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

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

市役所
保健センター

4・11・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
29 日（祝）

休館日はありません

7・14・21・28 日（火）、
29 日（祝）

6・13・20・27 日（月）、
23・30 日（木）

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

7・14・21・28 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

6・13・20・27 日（月）、
30 日（木）

産業活性化施設
（海道しるべ）

6・13・20・27 日（月）、
30 日（木）

令和２年２月２９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

28,900

13,727

3,357

2,938

2,730

3,432

2,716

13,673

15,227

10,783

5,424

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

25 人 1 世帯

－ 16 人 1 世帯

1,140 世帯 2 世帯

1,008 世帯

1,247 世帯

1,019 世帯

945 世帯

4 人

0 人

4 人

10 人

12 人

13 人

1 世帯

5 世帯

2 世帯

2 世帯

－

－

－
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こんなときこのひとこと・学校だより

今月のキーフレーズ

“up in the air”

この表現は、「（計画など）未定の」という意味で使われます。

No.172

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　　ハンイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナナイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイビガン

Hangin：風・空気　　　Nanay：お母さん　　　Kaibigan：友達

Christian:

Vanessa:

Hey, Vanessa are you going to Korea next 
month?
I’m not sure. My friends don’t know if they 
can go so it’s up in the air.

（クリスチャン）

（ヴェネッサ）

やぁヴェネッサ！来月、韓国へ行

くの？

まだ分からないわ。友達が行ける

かどうか分からないから未定よ。

Stacy:

Mom:

Mom! Are we going to have dinner with 
Grandma on Saturday?
Grandma said she has a bowling tournament 
that day so it’s up in the air.

（ステイシー）

（お母さん）

お母さん！僕たち土曜日おばあちゃんと夕食た

べるの？

おばあちゃん、その日ボーリングのトーナメン

トがあるって言ってたからはっきりしないわ。

学 校 だ よ り

北鹿島小学校

No.275 　2 月 7 日、『感謝のつどい』が行

われました。今年は、 ２３人の方々

に来校いただき、体験活動を通して

学んだことや日ごろの感謝の気持ち

を伝えました。

　北鹿島小学校には、２０以上の個

人や団体が、学習面や安全面につい

てバックアップをしてくださってい

ます。５月に体験活動支援会議を開

き、学校職員も参加して、体験活動

の年間計画を作成しています。どの

学年も一年を通してさまざまな体験

活動を行いながら地域の産業などに

ついて学んでいます。

　５年生の米作り体験では、子ども

たちの数より多い支援の方々が来て

下さり、にこにこしながら声をかけ

て教えてくださいました。北小の子

どもたちの目が輝いているのは、そ

うした温かいまなざしや声かけ、そ

して体験活動のお陰だと思います。

　また、登下校中の安全面では、北

鹿島地域見守り隊を始め、４人の交

通指導員さんやＰＴＡの方々が声か

けや指導を行いながら見守ってくだ

さいました。

　こうした地域の方々とのふれあい

を通して『北鹿島大好き！北かし

まっ子』が育まれているのだと思い

ます。地域の皆様のご協力に心より

感謝申し上げます。

～今年もお世話になりました！～

感謝のつどい
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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！　※学年の表記は大会開催日時点です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

◇平成31年度・令和元年度　佐賀県スポーツ賞

　【テコンドー競技】

　　優秀賞　前田　歩夢（西部中１年）

　【レスリング競技】

　　優秀賞　白川　剣斗（西部中３年）

　３月１７日、平成３１年・令和元年の佐賀県スポー

ツ賞で表彰された前田歩夢さんと白川剣斗さんが受賞

の報告に市役所を訪れました。

　前田歩夢さんは一昨年に出場した全国大会で２位、

昨年に同じ大会で３位の成績を収め、白川剣斗さんは、

昨年、２つの全国大会で２位の成績を収めたことなど

が認められての表彰となりました。

　２人は受賞についてうれしいと笑顔を見せ、今後の

目標について前田さんは「全国大会で１位になりたい」

と話し、白川さんは「進学する鳥栖工業高校ではイン

ターハイや国体で優勝すること」とそれぞれ気持ちを

新たにしていました。

◇2019九州中学選抜ソフトテニス選手権大会県内選考会

　開　催　日　２月 15 日（松浦河畔公園テニスコート）

　【男子団体】　優勝　鹿島・嬉野選抜Ａ

　　　林田　千昇（西部中１年）、松尾　優希（西部中１年）、

　　　熊本　隆之介（西部中２年）、向井　慶之介（西部中２年）、

　　　今村　柊斗（東部中２年）、坂本　孝太（東部中２年）、

　　　中尾　龍太郎（東部中２年）

◇第５回九州ジュニアフットサル大会

　開　催　日　２月 22 ～ 23 日（沖縄県本部町民体育館）

　　優勝　ＲＥＶＩＶＡＬ pieces

◇2020九州小学生ダブルス選手権大会県予選大会

　開　催　日　２月 15 日（松浦河畔公園テニスコート）

　【男子ダブルス】　２位　中原　理翔（明倫小５年）

◇第２回日本語検定

　東京書籍賞（優秀賞）　鹿島小学校

◇全国海エネ絵はがきコンテスト

　優秀賞　久野　薫風（明倫小５年）

◇第55回新春読書感想文コンクール

　学校賞　鹿島小学校

　【自由図書の部】　佐賀新聞賞　加藤　青空（鹿島小３年）

　　　　　　　　　佳作　鷲﨑　結衣（明倫小５年）

　　　　　　　　　佳作　大曲　陽菜（西部中１年）

　　　　　　　　　佳作　岡　三嘉理（東部中２年）

　【課題図書の部】　優良　中原　慧人（鹿島小２年）

　　　　　　　　　佳作　田中　貴晨（北鹿島小５年）

◇佐賀県ＵＤ（ユニバーサルデザイン）作品コンテスト

　学校賞　鹿島小学校

　　入選　見陣　いろは（能古見小５年）

◇健康に関する意識調査食育推進

　　優良　浜小学校

◇新年書き方会県審査

　【硬筆の部】

　　特選　鍋島　朝雅（鹿島小５年）

　　入選　堀之内　和奏（鹿島小３年）、里　みなみ（鹿島小３年）、

　　　　　柿山　綾那（鹿島小５年）、池田　陽菜子（明倫小５年）

　【毛筆の部】

　　入選　武冨　里桜（鹿島小３年）、松尾　朋花（鹿島小３年）、

　　　　　浜松　雛愛（鹿島小４年）、古賀　妃奈乃（鹿島小６年）、

　　　　　江頭　奈南（明倫小６年）、神代　美拓（明倫小６年）

◇令和元年度子どもの体力向上推進事業

　スポーツチャレンジエントリー賞　北鹿島小学校

皆さん
おめでとう
　ございます！

　生涯学習課スポーツ係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは

❖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

市長へ受賞の報告に訪れた

白川剣斗さん（左）と前田歩夢さん（右）

市長へ受賞の報告に訪れた

白川剣斗さん（左）と前田歩夢さん（右）

受賞した北鹿島小学校の皆さん受賞した北鹿島小学校の皆さん
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スポーツ資源を活かしたまちづくりスポーツ資源を活かしたまちづくり

多数の大学が
　鹿島で強化合宿！
多数の大学が
　鹿島で強化合宿！
■陸上教室、必勝祈願、練習風景■陸上教室、必勝祈願、練習風景
　今年も２月までに４団体１２５人が鹿島で合宿を行い、

蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室など

で子どもたちと交流を行いました。

　今年も２月までに４団体１２５人が鹿島で合宿を行い、

蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室など

で子どもたちと交流を行いました。

　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）

　☎０９５４（６３）２１２５

　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

■合宿の実績　（令和元年度）■合宿の実績　（令和元年度）

　２月１２日、順天堂大学

陸上競技部の皆さんが、明

倫小学校で陸上教室を行い、

ストレッチや走り方を教え

ながら児童と交流を深めま

した。参加した児童は「少

し難しいところもあったけ

ど面白かった」と楽しそう

に話していました。

　２月１２日、順天堂大学

陸上競技部の皆さんが、明

倫小学校で陸上教室を行い、

ストレッチや走り方を教え

ながら児童と交流を深めま

した。参加した児童は「少

し難しいところもあったけ

ど面白かった」と楽しそう

に話していました。
　今年の箱根駅伝に出場し、６区を走っ

た順天堂大学の清水颯大さん（３年）は、

「強化合宿は今回で３回目の参加です。

鹿島は走るところがたくさんあって環境

が整っているのでいい練習ができていま

す」と話されていました。

　今年の箱根駅伝に出場し、６区を走っ

た順天堂大学の清水颯大さん（３年）は、

「強化合宿は今回で３回目の参加です。

鹿島は走るところがたくさんあって環境

が整っているのでいい練習ができていま

す」と話されていました。

清水颯大さん清水颯大さん

■順天堂大学陸上競技部　陸上教室■順天堂大学陸上競技部　陸上教室

　２月７日、能古見小学校で陸上教室が行われまし

た。鬼ごっこやリレーを行い、参加した児童も交流

を重ね楽しそうな様子でした。

大東文化大学大東文化大学

陸上教室陸上教室

　２月１２日、祐徳稲荷神社で激励品贈呈式と必勝

祈願が行われました。式では、主将から来年の活躍

を誓う力強い言葉がありました。

順天堂大学順天堂大学

激励品贈呈式・必勝祈願激励品贈呈式・必勝祈願

　２月１８日、浜小学校で陸上教室が行われました。

　体育館と運動場に分かれ、それぞれで走る動作の

基本を楽しみながら教わっていました。

明治大学明治大学

陸上教室陸上教室

　日本大学の皆さんは今回で２回目の鹿島合宿とな

ります。天候にも恵まれ、非常に充実した練習がで

きたと選手からの声が印象的でした。

日本大学日本大学

練習風景練習風景
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TopicsTopics まちの話題

善行紹介　ご寄附をありがとうございました

　３月４日、佐賀トヨペット株式会社様か

らご寄附をいただきました。

　これは、佐賀トヨペット株式会社様が昭

和５１年度から地域環境保全活動『トヨ

ペットふれあいグリーンキャンペーン』と

して取り組まれているもので、鹿島市への

ご寄附は、平成２６年度に続き２回目とな

ります。

　今回、海の森事業への寄附としていただ

いたモミジ、ケヤキの苗木３３０本は、３月１４日に予定していた海の森植樹祭

の予定地である柳坂市有林へ植林させていただきました。

人命救助に感謝状贈呈

　３月２５日、２月に発生した事故で人命

救助に関わった市内在住の峰松広行さん、

峰松正典さん、光武康隆さん、西山俊樹さ

んへの感謝状贈呈式が杵藤地区消防本部で

行われました。

　４人は、今年２月、蟻尾山運動公園付近

のため池に自動車が転落したのを発見し、

消防署への連絡と合わせ救助活動を行い、

車内に閉じ込められた運転手の救出に尽力

されました。これを受けて、勇気ある行動と功績に対し、杵藤地区消防本部から

感謝状が贈られました。

　今回の大学合宿に対し

て、企業や団体の皆さま

から、たくさんの激励

金・激励品をいただきま

した。誠にありがとうご

ざいました。

激　励　金　（順不同）

◆社会医療法人祐愛会織田病院　様

◆ケアコートゆうあい　様

◆佐賀西信用組合　様

◆ハスワスポーツ　様

◆祐徳薬品工業株式会社　様

◆森鉄工株式会社　様

◆大和塗装株式会社　様

◆高木建設株式会社　様

◆株式会社鹿島スズキプラザ 21　様

◆東亜工機株式会社　様

◆盛永建設株式会社　様

◆株式会社キタック　様

◆有限会社江頭建設　様

◆藤津産業株式会社　様

◆杉谷鍼灸整骨院　様

◆鹿島市保健鍼灸師会　様

◆中島建設株式会社　様

◆松尾建設株式会社　様

◆有限会社木原圧送工業　様

◆株式会社岡田電機　様

◆株式会社藤永電設　様

◆祐徳自動車株式会社　様

◆空嶋　様

◆株式会社吉武建設　様

激　励　品　（順不同）

◆佐賀県農業協同組合　様

◆佐賀県有明海漁業協同組合　様

◆株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

　今回の大学合宿に対し

て、企業や団体の皆さま

から、たくさんの激励

金・激励品をいただきま

した。誠にありがとうご

ざいました。

激　励　金　（順不同）

◆社会医療法人祐愛会織田病院　様

◆ケアコートゆうあい　様

◆佐賀西信用組合　様

◆ハスワスポーツ　様

◆祐徳薬品工業株式会社　様

◆森鉄工株式会社　様

◆大和塗装株式会社　様

◆高木建設株式会社　様

◆株式会社鹿島スズキプラザ 21　様

◆東亜工機株式会社　様

◆盛永建設株式会社　様

◆株式会社キタック　様

◆有限会社江頭建設　様

◆藤津産業株式会社　様

◆杉谷鍼灸整骨院　様

◆鹿島市保健鍼灸師会　様

◆中島建設株式会社　様

◆松尾建設株式会社　様

◆有限会社木原圧送工業　様

◆株式会社岡田電機　様

◆株式会社藤永電設　様

◆祐徳自動車株式会社　様

◆空嶋　様

◆株式会社吉武建設　様

激　励　品　（順不同）

◆佐賀県農業協同組合　様

◆佐賀県有明海漁業協同組合　様

◆株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

■たくさんの
　激励金・激励品
　をいただきました

■たくさんの
　激励金・激励品
　をいただきました

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣

伝を目的とした『宝くじ助成金』を活用して、令和

元年度に江福地区では、郷土芸能の保存のため、浮

立で使用する鉦や鼓、笛を整備しました。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

■合宿の実績　（令和元年度）■合宿の実績　（令和元年度）

◆大東文化大学陸上競技部

　　２月１日～９日　[32 人 ]

◆順天堂大学陸上競技部

　　２月８日～ 13 日　[31 人 ]

◆明治大学競走部

　　２月 16 日～ 22日　[47 人 ]

◆日本大学陸上競技部

　　２月 18 日～ 24日　[15 人 ]

◆大東文化大学陸上競技部

　　２月１日～９日　[32 人 ]

◆順天堂大学陸上競技部

　　２月８日～ 13 日　[31 人 ]

◆明治大学競走部

　　２月 16 日～ 22日　[47 人 ]

◆日本大学陸上競技部

　　２月 18 日～ 24日　[15 人 ]

　今年の箱根駅伝に出場し、６区を走っ

た順天堂大学の清水颯大さん（３年）は、

「強化合宿は今回で３回目の参加です。

鹿島は走るところがたくさんあって環境

が整っているのでいい練習ができていま

す」と話されていました。

　今年の箱根駅伝に出場し、６区を走っ

た順天堂大学の清水颯大さん（３年）は、

「強化合宿は今回で３回目の参加です。

鹿島は走るところがたくさんあって環境

が整っているのでいい練習ができていま

す」と話されていました。

峰松広行さん　光武康隆さん　西山俊樹さん　峰松正典さん
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このごみどの袋・人権の輪

令和２年度の啓発活動に向けて
～参加してください　人権・同和問題啓発事業～

◆ご意見などをお寄せください
　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　４月は、進級・進学・就職ある
いは人事異動など新年度の始まり
という緊張感とともに、新しい人
たちとの出会いがある心ときめく
月でもあります。
　平成２８年４月から『障害者差
別解消法』が施行され、特に大学
等では、障がいがある学生支援に
関する基本方針やガイドラインが
制定されました。すべての学生や
受験生に対し、障がいを理由とす
る差別を行わず、障がいのない学
生と平等に修学できるよう可能な
限りの支援を目指すものです。す
べての大学等で学生のための合理
的配慮を行ってほしいものです。

　さて、鹿島市では、毎年『差別
のない明るい社会をめざして』人
権・同和問題の啓発事業を行って
います。いつどんな事業を行って
いるのか、そのつど『広報かしま』
等でお知らせしています。
　今回は、令和元年度の人権・同
和問題啓発事業について、主なも
のを紹介します。
①市報『広報かしま・ひろげよう人権の輪』
　による定期的な啓発（年間１１回掲載）
②市民対象の人権学習会（計７回）
　第 1 回 インターネット　第 2 回 女性の人権
　第 3 回 子どもの人権　　第 4 回 同和問題Ⅰ
　第 5 回 障がい者の人権　第 6 回 同和問題Ⅱ
　第 7 回 高齢者の人権　（延べ４４４人の参加）

③小中学生人権作文・標語・
　　　　ポスターのコンクール
　１２月４日～１０日の『人権週
間』における取り組みとして行い、
人権や心の大切さなどを表現した
作文１,０４６点、標語２,３２９点、
ポスター８２９点の合計４ ,２０４
点の作品が寄せられました。
　特選作品は、『広報かしま』令
和２年２月号に紹介しています。
④８月の同和問題啓発強調月間に
合わせ、みえ人権教育・啓発研究
会代表の松村智広さんに『へこた
れへん～人はきっとつながれる』
をテーマに講演をしていただきま
した。（市内外から２３３人の参加）
⑤人権・同和問題について、北鹿
島・鹿島・能古見地区別懇談会を
行いました。（３地区１４２人の参加）
　令和 2 年度も、人権・同和問
題啓発事業を計画していますの
で、多くの皆さんの参加をお待ち
しています。

令和元年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

だいじょうぶ　うれしいことばの　ばんそうこう　　　　井上　楓椛（七浦小１年）
一言で　世界を変える　愛言葉　　　　　　　　　　　　藤　晴仁（鹿島小４年）
広げよう　互いにつなぐ　笑顔の輪　　　　　　　　　　甲木　桃花（西部中１年）

※学年は令和元年度

人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

No.154

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　３ R『リデュース』『リユース』『リサイクル』、どれも

重要な行動ですが、特にごみの発生をもとから減らすリ

デュースが一番重要です。

　まずは“ごみになるものを買わない、もらわない”

　　　　　“長く使える製品を買う”行動を心がけましょう。

１位　リデュース（発生抑制）ごみの発生もとを減らす

２位　リユース（再使用）くり返し使う

３位　リサイクル（資源として分別する）

１位　リデュース（発生抑制）ごみの発生もとを減らす

２位　リユース（再使用）くり返し使う

３位　リサイクル（資源として分別する）

（出典：ハイムーン工房ＨＰ）

３Ｒの優先順位を守りましょう！
『リデュース』『リユース』『リサイクル』一番大事なのは？

３Ｒの優先順位を守りましょう！
『リデュース』『リユース』『リサイクル』一番大事なのは？
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エイブルからのお知らせなど

⦿エイブル倶楽部会員、入会要項
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
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

第１８回　エイブル祭り第１回
えいぶる事業

に行ってみよう
見て、聴いて、食べて、作って、全員集合！！見て、聴いて、食べて、作って、全員集合！！

受験資格

◆生涯学習・図書館事業に理解が

　あり、館長として市民の教育と

　文化の発展に寄与できる人

◆普通自動車免許を有している人

◆パソコンが実務レベルで使用で

　きる人（ワード・エクセルなど）

申込方法　市販の履歴書に必要事項を記入し、職務経歴書を添えて

　　　　　エイブル２階事務局へ提出してください。

申込締切　５月 17 日（日）17 時まで

試　験　日　５月 24 日（日）　《午前：作文・午後：面接》

　　　　　場所：鹿島市生涯学習センター・エイブル

❖詳細は、ホームページまたはエイブルの木４月号をご覧ください。

　エイブル事務局：http://kashima-able.com/

　鹿島市民図書館：http://www.library.city.kashima.saga.jp/

鹿島市民図書館　館長を募集します採用情報

　　　　　　　　　　　３月１日に公演を予定していた『森麻季ソプラノ

　　　　　　　　　　　リサイタル』は、８月に延期となりました。

　と　　き　８月９日（日）14 時開演　　と　こ　ろ　エイブルホール

　❖詳細はエイブルホームページまたは事務局へお問合せください。

公演延期のお知らせ

①『私と図書館』エピソード冊子発行！

　皆さんにいただいてまとめた図書館エピソードの冊子を無料で配

布します！冊数が限られるので、お早目にお求めください。

②子ども図書館サポーター募集　募集期間　４月１日（水）～ 12 日（日）

　活動期間　12 カ月（４月～）　応募方法：応募用紙または電話

　対　　象　市内の小学４年生（５人程度）

　内　　容　子ども向けイベントの準備や手伝いなど（全７回程度の活動）

③子ども図書館司書体験　　　　募集期間　４月９日（木）～ 26 日（日）

　と　　き　５月 10 日（日）　応募方法：応募用紙または電話　

　対　　象　午前の部（９時～ 11 時 30 分）　小学４～６年生（６人）

　　　　　　午後の部（13 時 30 分～ 16 時）　小学１～３年生（６人）

④図書館でつくろう！手作りロゼット（バッジ）

　と　　き　４月 28 日（火）～５月 10 日（日）　※材料がなくなり次第終了

⑤『スペシャルおはなし会』においでよ！

　お子さんといっしょにおはなしの世界を楽しみましょう。

　と　　き　５月２日（土）14 時～　図書館おはなしのへや

※②～⑤は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容を変更する場合があります。

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

　地域の皆さんやエイブルご利用の皆さんが、生涯学習の成果を発表するエ

イブル祭り。たくさんのイベントを予定しています。遊びに来てください！

と　　き　５月９日（土）～５月 17 日（日）　　と　こ　ろ　エイブル全館

　◆ 9 日（土）　オープニングセレモニー、徳永義昭ピアノコンサート

　◆10 日（日）　おもちゃ病院、お菓子作り教室

　◆16 日（土）　エイブルカレー、かき氷、ワークショップ

　◆17 日（日）　エイブルマルシェ、ワークショップ

　※予定を変更する場合があります

ふるさとの文化財展床の間
コーナー

ペットの写真展の写真

を募集します。詳しく

はホームページまたは

お問合せください。

ペットの写真展の写真

を募集します。詳しく

はホームページまたは

お問合せください。

てっか

鉄戈
（前期展示予定）

　４～６月の床の間

コーナーは、市生涯学

習課と連携して、鹿島

市内にある指定文化財

を紹介します。

　前期は、旭ヶ岡遺跡

から出土した鉄戈や銅

矛のほか、片山経塚出

土遺物などを中心に展

示します。

　武器で祭礼道具の鉄

戈は弥生時代のもので、

北部九州で出土してい

る20数例の中で最大

級のものです。

前期展示

　４月１日（水）

　～５月 17 日（日）
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

保健センター（エイブル１階）

☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

不妊治療費の一部を助成します不妊治療費の一部を助成します
対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年
　　　　　以上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援
　　　　　事業の助成を受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精、これらの一環とし
　　　　　て実施した男性不妊治療

助　成　額　医療機関に支払った額（胚管理料、入院費、
　　　　　食事代、文書料は除く）から佐賀県または、
　　　　　それ以外から受けた不妊治療費助成金を
　　　　　差し引いた額

限　度　額　１回につき 10 万円まで
　　　　　（年齢、回数は県の助成に準ずる）
　　　　　※男性不妊治療の場合は、10万円を限度に加算

申請期限　治療を終了した日の属する年度内
　　　　　※佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、

　　　　　　承認決定通知を受けてから市に申請してくだ

　　　　　　さい。

予防接種予防接種 高齢者の肺炎球菌感染症
　　　　予防接種のお知らせ
高齢者の肺炎球菌感染症
　　　　予防接種のお知らせ

　県内の医療機関での個別接種です。

　直接医療機関へ申し込みください。

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・

　　　　　　90・95・100 歳以上になる人

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器

　　　　　　などに重い障がいのある人

※①の対象者には４月末にお知らせのはがきを郵送予定

接種期間　１年間（令和３年３月 31 日まで）

自己負担　2,500 円（医療機関窓口でお支払いください）

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を

　　　　　受けたことがある人は対象外です。

❖生活保護世帯の人は無料

お知らせお知らせ 県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます
県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます

　県内３２登録医療機関で受診できます。希望する

人は『子宮がん検診受診票』を発行しますので、保

健センターまでご連絡ください。

対　象　者　20歳以上（前年度の結果で対象外となる場合があります）

自己負担　子宮頸がん検診　2,100 円

　　　　　子宮体がん検診　3,200 円

　　　　　※子宮体がん検診は医師が必要と認めた人

市内医療機関　稗田産婦人科クリニック

　　　　　ホロス光武クリニック

　　　　　※県内その他の登録医療機関名簿は『子宮が

　　　　　　ん検診受診票』発行の際にお渡しします

❖後期高齢医療被保険者、市民税非課税世帯、

　生活保護世帯の人は無料

人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します
人間ドック・脳ドック健診の
　　　　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、病気の

早期発見・早期治療などのために、ドック健診の費

用を一部助成します。

対　象　者　次の条件をすべて満たす人

　◆昭和 21 年４月１日～平成２年３月 31日生まれの人

　◆令和２年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　　している人

　◆国保税の滞納がない人

　◆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 15 日（土・日除く）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

助　成　額　20,000円

定　　員　220人

受診医療機関　⦿織田病院（市内）　⦿志田病院（市内）

　　　　　⦿犬塚病院（市内）

　　　　　⦿うれしのふくだクリニック（嬉野市）

　　　　　⦿新武雄病院（武雄市）

　　　　　⦿樋口病院（嬉野市）

　　　　　⦿高木病院（福岡県大川市）

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

　人間ドック・脳ドック健診費用の助成を受ける人

は、同一年度に特定健診を受けることはできません。

また、ドック健診の結果、『特定保健指導』の対象

となった人は、保健指導を受けてもらいます。
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特定健診を受けましょう

　対　象　者　令和２年度中に40歳～74歳になる国保加入者

　　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も特定健診の対象です。

　受診方法　県内実施医療機関での個別健診、または保健センターでの集団健診

　健診期間　５月１日（金）～令和３年１月 30 日（土）

　自己負担　1,000 円

　持　参　品　『受診券』『受診票』『国保保険証』

　　　　　　※対象の人には４月下旬に受診券と受診票を送ります。

令和２年度

特定
健診

鹿島市国保の特定健診鹿島市国保の特定健診

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

■鹿島市国保の特定健診受診率（地区別）

平成３０年度　鹿島市受診率

３９.５％（県内１８位）
佐賀県平均受診率４３.０％

令和２年度

健診受診率目標値 48％平成３０年度

75歳以上の後期高齢者健診および今年度75歳を迎える人（昭和20年４月～昭和21年３月生まれ）の

健診は、健診時期が10月～１月になります。対象の人には、健診時期が近づきましたら案内します。

メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。

　無理のない計画を立てて実践するので、生活習慣の改善もできます。

メリット③　継続した健康管理ができる

　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。

　そのため継続的に健康状態を把握できます。

メリット④　医療費を節約できる

　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。

　結果として国民医療費の削減になり、保険料の抑制にもつながります。

❖特定健診・特定保健指導を受けると❖

30

36

42

48

七浦地区北鹿島地区浜地区古枝地区能古見地区明倫地区鹿島地区
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　市では、鹿島市新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、小中学校の臨時休校やイベント・催しの方針

などを決定し、刻々と変化する状況に対応しています。

　情報は、随時、防災情報伝達システム、ホームページ、公式ＬＩＮＥ、ツイッター、ケーブルテレビ等でお知

らせしています。また、経済への影響は、日本全体に及んでおり、国を挙げて対策に取り組んでいるところです。

市としても、正確な情報収集により、関係機関と連携を図りながら迅速・的確に対応していきます。

■主な関係機関の相談窓口

■市役所の相談窓口

❖この他、相談先がわからないとき

　◆市役所にお越しの場合・・総合案内（１階市民課前）にお声かけください。

　◆お電話の場合・・・・・・総務課（市役所３階）　☎０９５４（６３）２１１１（代表）にお願いします。

　新型コロナウイルス感染症については、感染症に伴う緊急対策等が発表されています。対策等が多岐にわたり、

窓口も所管が国や県、市などさまざまです。市役所の相談・担当窓口を紹介します。

市役所相談・担当窓口の問合せ先　　時間８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

⦿健康に関すること・・・・・・・・・保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３

⦿資金繰り（商工業）に関すること・・・商工観光課（市役所２階）　☎０９５４（６３）３４１２

⦿資金繰り（農林漁業）に関すること・・農林水産課（市役所２階）　☎０９５４（６３）３４１３

⦿小中学校に関すること・・・・・・・教育総務課（市役所２階）　☎０９５４（６３）２１０３

⦿放課後児童クラブ・保育所等に関すること・・福　祉　課（市役所１階）　☎０９５４（６３）２１１９

新型コロナウイルス感染症に伴う対応について新型コロナウイルス感染症に伴う対応について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆新型コロナウイルスに関する経営相談窓口◆
　　相談・問合せ先　鹿島商工会議所

　　　　　　　　　　☎０９５４（６３）３２３１　時間９時～ 17 時 30 分（平日）

◆小学校休業等対応助成金・支援金（厚生労働省）◆
　　相談・問合せ先　学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

　　　　　　　　　　☎０１２０（６０）３９９９　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

◆生活福祉資金貸付【特例貸付】（社会福祉協議会）◆
　　緊急小口資金（休業された人向け）・総合支援資金（失業された人向け）

　　申込・問合せ先　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　☎０９５４（６２）２４４７　時間８時 30 分～ 17時 15 分（平日）
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　国内外で新型コロナウイルスの感染例が確認されています。感染拡大を防ぐためにも、１人ひとりの取組み

がとても重要になります。感染予防の対策を行い、自身と周囲の人の健康を守りましょう！

人混みを避ける
　特に高齢者や持病のある人は、換気の悪い場所

や多数が集まる人混みはさけましょう。

手をよく洗う
　こまめに石鹸やハンドソープ

で手を洗いましょう。水気を拭

いた後でアルコール消毒液を使

用すると効果的です。

　また、洗っていない手で目や

鼻、口などを触らないようにし

ましょう。

咳エチケットを守る
　くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含ん

でいるかもしれません。そのようなときは、マスクの

着用、ティッシュまたは袖や上着の内側で鼻と口を覆

うなど咳エチケットを心がけましょう。

①換気の悪い

　密閉空間
①換気の悪い

　密閉空間

②多数が集まる

　密集場所
②多数が集まる

　密集場所
③間近で会話や
　発声をする

　密接場面

③間近で会話や
　発声をする

　密接場面

３つの“密”を
　避けて外出を！
３つの“密”を
　避けて外出を！

■新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために

風邪症状や 37.5℃以上
の発熱が
　４日以上続く場合

風邪症状や 37.5℃以上
の発熱が
　４日以上続く場合

高齢の人や基礎疾患の
ある人で、風邪症状や
37.5℃以上の発熱が
　２日以上続く場合

高齢の人や基礎疾患の
ある人で、風邪症状や
37.5℃以上の発熱が
　２日以上続く場合

強いだるさや
息苦しさを感
じる場合

強いだるさや
息苦しさを感
じる場合

妊娠している人
で風邪症状や
37.5℃以上の発
熱がある場合

妊娠している人
で風邪症状や
37.5℃以上の発
熱がある場合

【上記以外の相談は下記窓口で対応しています】

　◇佐賀県電話相談窓口（コールセンター）

　　☎０９５２（２５）７４８５　時間8時30分～21時（土・日・祝日含む）

　◇厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）

　　☎０１２０（５６５）６５３　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

　状況は、日々変化し

ていますので、最新の

情報は厚生労働省や市

のホームページでご確

認ください。

　状況は、日々変化し

ていますので、最新の

情報は厚生労働省や市

のホームページでご確

認ください。

　熱があるときは外出を控え、毎日体温をはかりましょう。また、妊娠している人で症状がある場合は、

早めにご相談ください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

　帰国者・接触者相談センター（杵藤保健福祉事務所：武雄市）

　☎０９５４（２２）２１０４　時間8時30分～17時15分（平日）

　緊急の場合は、夜間・土日も含め時間外も対応可能です。

　自動応答メッセージが流れますので、最後までお聞きいただき、その

　指示に従って対応してください。

　帰国者・接触者相談センター（杵藤保健福祉事務所：武雄市）

　☎０９５４（２２）２１０４　時間8時30分～17時15分（平日）

　緊急の場合は、夜間・土日も含め時間外も対応可能です。

　自動応答メッセージが流れますので、最後までお聞きいただき、その

　指示に従って対応してください。

　このような症状がある人は、電話でご相談ください　このような症状がある人は、電話でご相談ください❖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　❖❖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　❖

もしかして新型コロナウイルス！？もしかして新型コロナウイルス！？
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　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　☎０９５４（６３）７４７６

　４月１日から佐賀地方気象台の

『天気の問い合わせ』の電話窓口が

変わります。

　自動音声による気象情報では、警

報・注意報の発表状況、天気予報、

観測結果を聞くことができます。

　音声案内に従ってご利用ください。

　平日　８時30分～17時15分

　　☎０９５２（３２）７０２７

　夜間・休日　終日利用可

　　☎０９５２（３２）８０８０

　　（自動音声による気象情報）　

詳しくは　佐賀地方気象台

　　　　　☎０９５２（３２）７０２６

　人口減少や高齢化などに備え、都

市のコンパクト化や適正な公共交通

の連携など、持続可能なまちづくり

を構築するために定めた『コンパク

トなまちづくり計画』では、居住誘

導区域や都市機能誘導区域を設定し

ています。

　計画を公表したことにより、居住

誘導区域外や都市機能誘導区域外で

の一定規模以上の開発および建築行

為を行う場合は、着手の30日前ま

でに届出が必要です。詳しくは市

ホームページをご覧ください。

詳しくは　都市建設課都市計画係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１５

お知らせ

　９月から令和３年３月までマイナ

ンバーカード（マイナポイント）を活用

した消費活性化策が実施されます。

□マイナポイントの付与に必要なこと

　①マイナンバーカードの取得

　②マイキーＩＤの設定

　③キャッシュレス決済サービスの申請

※③の申請方法は国で検討中

　マイキーＩＤの設定は、マイナン

バーカード取得後、令和２年８月

31日までに行う必要がありますが、

マイナンバーカードは、申請から交

付までに１カ月程度かかりますので

早目の対応をお願いします。

　市では、市民課窓口でマイナン

バーカードの申請からマイキーＩＤ

の設定まで支援を行っていますので、

ぜひこの機会に作成してください。

詳しくは

　市民課（申請・交付について）

　☎０９５４（６３）２１１７

　企画財政課（消費活性化策について）

　☎０９５４（６３）２１０１

　中心商店街、門前商店街と浜宿酒

蔵通り一帯の活性化を目的に、空き

店舗などに新規出店される人に対し

て、改装費用の一部を補助します。

補　助　額　補助対象経費の 1/2 以内

　　　　　（限度額あり）

募集期限　４月 30 日（木）

応募・問合せ先　　　

　鹿島商工会議所

　☎０９５４（６３）３２３１

マイナンバーカード作成で
マイナポイントを利用できます

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

令和２年２月分の市長交際費を公表します

祝　儀 ２月４日 5,000円 鹿島機械金属工業会新年祝賀会・溶接技術競技会表彰式

8,000円 令和元年度（平成 31 年度）累計　468,095 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

２月14日 3,000円 シルバー人材センター 30 周年記念祝賀会会費会　費

令和２年２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　❖守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

□その他・・・４月から新年度となり、運転に不慣れな初心運転者や道路

に不慣れな児童が多くなる時期です。初心者マークと黄色いランドセルカ

バーを見かけたら、思いやり運転を心がけましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

686 件（－163）
31 件（－009）
20 件（－005）

901 人（－208）
35 人（－023）
23 人（－017）

9人（＋04）
1人（＋00）
1人（＋00）

3,123 件（＋040）
195 件（－010）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

104 件（－010）

勤労福祉センターを
利用しませんか

コンパクトなまちづくり計画
～鹿島市立地適正化計画～を公表します

空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

佐賀地方気象台の
電話窓口が変わります

～武雄税務署からのお知らせ～

確定申告・納付期限が
令和２年４月１６日（木）
まで延長されました

申告会場　武雄税務署会議室

受付時間　９時～ 16 時（土 ・日除く）

❖申告会場の出向くことなく自宅

　等からスマホやパソコンで申告

　することができます。

　武雄税務署

　☎０９５４（２３）２１２７

詳しくは

情報掲示板　◇　お知らせ
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　中山間地域の農地利用を促進する

ため、水路整備や園地改良などの取

り組みに対して支援を行います。

　申請する場合はご連絡ください。

対　　象　市内農地で農業を営む人

　　　　　または農業を営む団体

助　成　額　

◆基盤整備（軽微な水路整備、園地改良など）

　65,000 円／ 10a（事業費１／２以内）

◆土壌改良剤等

　10,000 円／ 10a

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　農業・漁業の担い手として親元で

就業する人を対象に助成金を支給し

ます。まず、ご相談ください。

対　　象　平成30年４月１日以降に就業

　　　　　した18歳以上50歳未満の人

助　成　額　最大 150 万円（３年間）

　活動助成金　　　 50 万円

　経営向上支援金　100 万円

　（機械・施設整備費等１／２補助）

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　市では、市内で創業される人を対

象に補助金を支給します。

⦿創業支援補助金　

　市内で新たに事業を開始する人

　１創業者あたり１０万円

⦿創業融資利子補給補助金　

　市内で新たに事業を開始する人で、

金融機関に対し借入日から１２カ月

以内に支払う利子を対象

　１創業者あたり上限１０万円

※予算には限りがあります

申請・問合せ先　

　鹿島商工会議所

　☎０９５４（６３）３２３１

　市では、防災情報や避難場所情報、

各種ハザードマップを掲載した『鹿

島市防災マップ』を作成しました。

　４月から５月にかけて各家庭に配

布します。

　災害に備え、自宅や学校、職場周

辺の状況を事前に確認しましょう。

❖配布は一般家 

　庭のみです。

　事業所等で希

　望がある場合

　は、市役所総

　務課まで来庁

　ください。

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

■家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ（EM 入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、ＥＭ

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『袋詰め』やトラッ

ク『バラ積み』で販売しています。

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』など、

お気軽にご相談ください。

■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 16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

■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　随時行っています

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　夏休みの計画は決まりましたか。

　キャンプ・懇親会・強化合宿など

で『自然の館ひらたに』を利用しま

せんか。プロジェクター、ＤＶＤ、

大型テレビなどを設置完備した研修

室の他に、バーベキュー・そうめん

流し・川遊び・昆虫採集・木工教室

などさまざまな楽しみ方を用意して

います。

　宿泊・日帰りどちらも対応してい

ます。また、鹿島市外のグループ、

企業、友人同士のご利用もお待ちし

ています。

❖施設等利用料・教室参加料❖
宿　　泊　中学生以下 1,570 円／人

　　　　　高校生以上 2,610 円／人

研　修　室　1,040 円／２時間

バーベキューコンロ　770 円／台

木工教室（材料費込）　550 円／人

申込・問合せ先　　　

　自然の館ひらたに（火曜日休館）

　☎０９５４（６４）２５７９

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　令和３年３月 31 日（水）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

親元就業者を支援します

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　☎（６２）３７１８

中山間地域の
農地利用促進を支援します

『鹿島市防災マップ』を
配布します

『自然の館ひらたに』を
ご利用ください

情報掲示板　◇　お知らせ

市内で創業される人を
支援します

Ｗｅｂ版は

こちらから

アクセスで

きます



３２３０ Ｒ2（2020）.4.1　広報かしま

　

講習会・教室

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

毎月、会員や外部講師による講座や

年２回の見学会を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

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

資　料　代　200 円

◇５月７日（木）　※定期総会後、講演

時　間　14 時～ 15 時 30 分

演　題　『家系図から見る

　　　　　　歴史のおもしろさ』

講　師　　口　久俊さん（鹿島市長）

◇６月４日（木）

演　題　『日本人は何で

　　　　　石塔にこだわったのか』

　　　　～葬式仏教は革新的な宗教活動だった～

講　師　大石　一久さん

　　　　（鹿島市文化財保護審議委員）

※４月に予定していた定期総会は、新型コロナ

　ウイルス感染拡大防止のため中止します。

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　☎０９５４（６３）２４８７

　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、

気軽に立ち寄ってほっとひといきし

ませんか。今回は、『認知症と自動

車運転』について

の 講 義 や デ コ

レ ー シ ョ ン ハ

ンガーの製作が

あります。

と　　き　４月 15 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

参　加　費　無料

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

　骨、関節、筋肉などの運動器の動

きが低下することをロコモティブシ

ンドローム（運動器症候群）、略し

て『ロコモ』と言います。放ってお

くと日常生活に支障をきたしてしま

うこともあります。予防のために一

緒に運動しませんか？

と　　き　４月３日～６月 26 日　

　毎週金曜日　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　おおむね40歳以上

参　加　費　無料

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

持　参　品　タオル、飲み物、体育館シューズなど

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として生け花教室を開催してい

ます。詳しくは同和教育集会所まで

お問い合わせください。

□生け花教室

と　き　毎月第２水曜日

講　師　吉田　和子さん（池坊）

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　☎０９５４（６３）４６０６

募　集

　鹿島市子ども会連絡協議会では、

６月に小学校高学年の地区正副児童

会長を対象に行う『インリーダー研

修会』のボランティアスタッフを募

集します。詳しくはお問い合わせく

ださい。

❖インリーダー研修会日程❖
と　　き　６月13日（土）・14日（日）

と　こ　ろ　諫早青少年自然の家

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　『私たちの健康は私たちの手で』

　講義や調理実習を通して『食』『健

康』についての知識を学んでみませ

んか。

と　　き　９時45分～15時（全８回）

　５月 19 日（火）、６月 23 日（火）、

　７月 21 日（火）、９月 29 日（火）、

　10 月 20 日（火）、11 月 25 日（水）、

　12 月 22 日（火）、令和３年１月 26 日（火）

と　こ　ろ　エイブル２階

　　　　　調理実習室・音楽スタジオ

対　　象　食に関心のある人

　　　　　※過去に受講した人を除く

定　　員　16 人（先着）

内　　容　講話（栄養、食品衛生、食育）、

　　　　　調理実習、運動　など

受　講　料　2,000円（食材、テキスト代）

申込・問合せ先　

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

対　象　者　求職者

訓練期間　６月２日（火）～６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　４月 22 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

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

　鹿島ローターアクトクラブでは、

会員を募集しています。

　社会人や学生大歓迎です。主に月

２回の例会、地域イベントへの参加

などの活動をしています。

対　　象　18 歳以上の人

詳しくは　鹿島ロータリー事務局

　　　　　☎０９５４（６２）２６２４

　担当：高松　☎０９０（８６２１）８７６１

インリーダー研修会
ボランティアスタッフ募集

令和2年6月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１２

１５

ロコモ予防運動教室

生け花教室

鹿島ローターアクトクラブ
会員募集

ヘルスメイト養成講座
受講生募集

認知症カフェ
＆介護者のつどい

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

鹿島史談会　歴史講座
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採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□一般幹部候補生（陸・海・空）

　受験資格　大卒・大卒相当者　26 歳未満

　　　　　　大学院卒　28 歳未満

　受　　付　５月１日（金）まで

　一次試験　５月９日（土）・10 日（日）

□一般曹候補生（陸・海・空）

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　５月 15 日（金）まで

　一次試験　５月 23 日（土）

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

相　談

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　４月 15 日（水）

　　　　　５月 20 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会前週の水曜日まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

と　　き　４月 19 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

　☎０１２０（９３１）５３６

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　16 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

　23 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 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　16 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　７・21 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　新世紀センター２階会議室１

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆消費生活相談　

　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　15 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆土地・建物に関する無料相談所

　28 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 ☎（６３）３４１５

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　11 日（土）10 時～ 12 時

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日９時～ 16 時（祝日を除く）

　　　　　税務課 ☎（６３）２１１８

◆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）

　17 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆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）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

イベント

　５月１０日（日）に市内で予定さ

れている聖火リレーを前に、オリン

ピックの機運を盛り上げるため、聖

火リレートーチを展示します。

　トーチは、佐賀県出身の吉岡徳仁

さんが、桜の花をモチーフにデザイ

ンされたものです。

展示期間　４月５日（日）まで

　　　　　９時～ 17 時

と　こ　ろ　エイブル１階エントランス

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　県内や全国的にも名高い産地、福

岡県田主丸町、久留米市などから植

木・盆栽・園芸資材が集まります。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　４月 18 日（土）

　　　　　　～５月６日（振休）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

※状況により中止、延期となる場合があります

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

◆消防団入退団式

　４日（土）９時 30 分～エイブル

◆旭ヶ岡公園桜まつり

　～５日（日）旭ヶ岡公園

◆令和２年度始業式（市内小中学校）

　６日（月）

◆令和２年度入学式（市内小中学校）

　９日（木）

◆消防団新入団員・班長以上訓練

　12 日（日）８時～祐徳グラウンド

弁護士による
無料法律相談会

令和2年度
自衛官採用試験

その他の相談

その他のイベント

春の祐徳植木市

多重債務の
無料出張相談会

東京２０２０オリンピック
聖火リレートーチ展示

情報掲示板　◇　試験・相談・イベント

なくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』ですなくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』です
　健康増進法に基づく受動喫煙防止対策を推進するため、令和元年７月から市役所敷地内（駐車

場含む）は原則禁煙になりました。喫煙は特定屋外喫煙場所に限ります。

　違反者には、罰則の適用（過料）が課せられることがあります。望まない受動喫煙をなくすため、

市民の皆さんのご協力をお願いします。 　総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは
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　鹿島実業高校は、大正１５年に鹿島立教

公民学校として開校し、昭和３０年に佐賀

県立鹿島実業高等学校として設立。地域振

興の中核となる産業人の養成を目指す学校

として２万人を超える卒業生を輩出してき

ました。

 再編統合により、鹿島実業高校の伝統と

精神は新鹿島高校へと引き継がれます。

　卒業生の小池愛里彩さん（鹿島実高３年）は「高校生活を過ごす

中で校門の名前が変わったり、日に日にさみしさを実感することも

ありましたが、花いっぱい運動や募金活動など、これまで多くのボ

ランティアに参加する中で、実高生としていろいろな方に声をかけ

てもらい、地域の方々に愛されていたんだなと思うことがたくさん

ありました。これからは鹿島実業高校のよい伝統を新しい鹿島高校

に繋いでいってほしいと思います」と笑顔で話されました。

鹿島実業高等学校　閉校式

生徒代表のことばを述

べた小池愛里彩さん

鹿島高等学校・鹿島実業高等学校　閉校式
　３月１日、県立高校の再編に伴い、閉校となる鹿島高校と

鹿島実業高校の閉校式が行われ、鹿島高校は昭和２３年から

７２年、鹿島実業高校は昭和３０年から６５年の歴史に幕を

下ろしました。

　式では、校歌斉唱や校旗の引継ぎなどが行われ、最後の卒

業生となる生徒や同窓生が参列し、それぞれの伝統や精神、

思いが新設された鹿島高校へと引き継がれました。

　新校章は、人間国宝の鈴田

滋人さんによるデザインで、

旭ヶ岡の学び舎に集う学生た

ちの可能性に満ちた姿に呼応

するかの様に毎年咲き誇る桜

の花をモチーフに、鹿島高校

と鹿島実業高校の歴史を踏ま

え考案されました。新鹿島高校の校章

　鹿島高校は、明治２９年に佐賀県尋常中

学校鹿島分校として開校し、昭和２３年の

設置認可を経て昭和２４年に佐賀県立鹿島

高等学校へ改称。鹿島城の赤門を校門とす

る進学校として親しまれ、多くの人材を輩

出してきました。

　卒業生の橋爪幹さん（鹿島高３年）は「さみしさもあるが閉校式

という大きな瞬間に立ち会うことができてよかった。これからは最

後の卒業生としての誇りを持って、いろいろな面で頑張っていきた

いです。また、新しい鹿島高校が、これまでの歴史を越えるように

続いていってほしいと思います」と思いを話されました。

生徒代表のことばを

述べた橋爪幹さん

鹿島高等学校　閉校式




