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　肥前鹿島干潟に飛来する渡り鳥の羽をモチー

フにした横断幕を記念撮影スポッ

トとして新籠海岸の見晴らし台に

設置しました。

　　　（関連記事２～３ページ）

　肥前鹿島干潟に飛来する渡り鳥の羽をモチー

フにした横断幕を記念撮影スポッ

トとして新籠海岸の見晴らし台に

設置しました。

　　　（関連記事２～３ページ）
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ラムサール条約登録５周年記念

有明海から環境を考えるシンポジウム開催

と　　き　令和３年１月 24 日（日）

　　　　　13 時～ 15時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

定　　員　100 人

講　　演　佐賀大学による有明海海域環境調査報告

　　　　　有明海のカモの種類と数の一斉調査報告

　　　　　カモによる海苔の被害調査報告

展　　示　らむさーるだより原画展

　　　　　下水道事業の展示

※状況により内容を変更する場合があります
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　鹿島市ではラムサール条約の目的である、湿地の「保全・

再生」「賢明な利用」そしてこれらを支え、促進する「交

流・学習」を推進するため、今年は“スポＧОＭＩ”として

開催した肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦や市内小学校を

対象とした野鳥観察・干潟体験授業『環境教育プログラム』

などを行ってきました。これにより有明海の自然環境の重要

性が再認識され、市民の皆さんの有明海の環境保全に対する

関心が高まってきたと感じています。

　これまでの５年間の集大成として、来年１月に『有明海か

ら環境を考えるシンポジウム』を開催します。この機会に私

たちがあずかる有明海の恩恵に思いを馳せ、有明海の自然環

境を理解していただくきっかけになればと思います。
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たちがあずかる有明海の恩恵に思いを馳せ、有明海の自然環
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Ramsar　Wing　Project

　肥前鹿島干潟をＰＲするため、新籠海岸の見晴らし

台に、冬場に飛来するツクシガモの羽根をモチーフに

した翼の横断幕を設置しました。新しい記念撮影ス

ポットとして活用してください。

表　紙

　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

❖写真は、モデルをつとめたタレントの

　　　　　　　岩屋美咲さん（鹿島市出身）
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希少な渡り鳥たちの渡来地『肥前鹿島干潟』

　有明海の干潟は、希少な鳥類の渡来地として、豊かな生態系を維持する自然環境を持ちつつ、漁業やレクリエー

ション活動など、人の生活や文化を支える基盤となっています。このような環境が認められ、ラムサール条約湿地

に登録されました。

　秋から春にかけて、ズグロカモメやチュウシャクシ

ギなどのシギ・チドリ類が約４０種程度飛来します。

　他にも、絶滅が危惧されているクロツラヘラサギや

ツクシガモといった希少な鳥類が飛来しています。ま

た、ワラスボやシオマネキといった多くの希少種が生

息しています。

ラムサール条約　～湿地とともに生きていく環境づくりを目指す条約～

　平成２７年６月、南米ウルグアイの都市プンタ・デル・エステでラムサール条約第１２回締約国会議が行われ、

肥前鹿島干潟がラムサール条約湿地に登録されたことを受け、湿地に関する条約（ラムサール条約）協議会のDr.

クリストファー・ブリッグス事務総長から『ラムサール条約湿地登録認定証』が授与されました。

　ラムサール条約の正式名称は『特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約』といい、１９７１年

にイランのラムサールという都市で決議されたため、ラムサール条約と呼ばれています。ラムサール条約は、湿地

の生態系と環境を保全するとともに、環境を守りながら湿地を賢く利用していくことを目的としています。鹿島市

でも、さまざまな学習やイベントを行ってきました。

クロツラヘラサギ

（観察時期：11 月～３月）

　くちばしから目にかけて広く黒色のヘ

ラサギで、全世界に４,８６４羽しかい

ない絶滅危惧種です。鹿島市にはおおむ

ね４０～５０羽が飛来しています。

チュウシャクシギ

（観察時期：４月～５月、８月～９月）

　大きく下に反ったくちばしが特徴のシ

ギで、１日に最大で１,０００羽ほど観

察できることもあり、肥前鹿島干潟は日

本有数の飛来地となっています。

ズグロカモメ

（観察時期：11 月～３月）

　ユリカモメよりやや小さく、黒く短い

くちばしを持つカモメで、飛来数は数年

おきに増減傾向があり、１日におおむね

３００～４００羽前後が観察できます。

肥前鹿島干潟

ラムサール条約締約国会議 干潟体験

クリーンアップ作戦こどもラムサール

リレーマラソン

ムツゴロウとシオマネキ
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　１１月１２日、地方自治や

教育文化体育、産業振興、保

健衛生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、７人が受賞されました。

市政功労者
表彰

－鹿島市表彰－
受賞者の紹介

長年にわたりマスゲーム指導者と

して市民体育大会の開催と市民の

体力づくりに貢献

教育文化体育 西山　嘉代子　さん

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

自　治 掛園　治司　さん市

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

自　治 森田　圀義　さん市

市

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

産業振興 白仁田　進　さん市

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

産業振興 光武　学　さん市

長年にわたり漁業協同組合役員と

して、水産業の振興に貢献

産業振興 中村　直明　さん市

長年にわたり鹿島市立小学校の学

校薬剤師として、児童生徒の健康

指導と学校保健の向上に貢献

保健衛生 岩本　浩　さん市

鹿島市表彰式
鹿島市教育委員会表彰式
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－市教育委員会表彰－
受賞者の紹介

鹿島市軟式野球連盟理事および公

認審判員として野球の普及・発展

に貢献

社会体育スポーツ 笠継　明　さん教

第２３回全日本シニアソフトテニ

ス選手権大会男子７０歳代ダブル

スの部第３位

社会体育スポーツ教 山口　和廣　さん

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

社会体育スポーツ 中村　文子　さん教

鹿島小学校および東部中学校の学

校医として児童生徒の健康増進に

貢献

学校保健 森田　園美　さん教

能古見小学校の学校医として児童

生徒の健康増進に貢献

学校保健 志田　知之　さん教

　１０月２７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、７人が受賞されました。

市の教育に
関する貢献を

たたえて

１１月１７日、統計調査に功労のあった人たちに対する表彰式が県庁で行われました。

統計調査員の表彰

　坂本　征司　さん

令和２年度統計功績者表彰（農林水産大臣表彰）令和２年度統計功績者表彰（農林水産大臣表彰）

農林業センサス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。

社会体育スポーツ 徳村　小百合　さん教

鹿島市スポーツ推進員として、生

涯スポーツの普及・発展に貢献

鹿島市陸上競技協会副会長として

陸上競技の普及・発展に貢献

社会体育スポーツ教 伊東　　　さん
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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 31 年１月１日～令和元年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）
７,９７４日

総取得日数（Ｂ）
２,０１８日

全対象職員数（Ｃ）
２１１人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）
９.６日

消化率（Ｂ）/（Ａ）
２５.３％

※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。

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（令和２年４月１日現在）
管理職を除く職員

評価者 課長
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（令和２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　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

（１）職員の競争試験の状況

男性
2人
0人
0人
0人
2人

女性
2人
1人
0人
0人
3人

区分
定年退職
勧奨退職
その他

再任用後の離職
合計

計
4人
1人
0人
0人
5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
（２）職員の採用の状況（令和２年４月１日付）

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

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

選考
男性 女性 計
1人 1人 2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

2人 2人 4人 1人 0人 1人 1人 1人 2人合計

職
種

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人その他

令和元年度　市の人事行政の運営等を公表します

（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

３１,９３１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

１３.９時間

（４）育児休業および部分休業の取得状況
区分

令和元年度に新たに取得した職員

男性職員

０
０

女性職員

５
２平成30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。

受験者数
28人

最終合格者数
5人

区分
一般事務Ａ

0人
8人
1人
2人

11人

0人
2人
0人
2人
0人

土木Ｃ
土木Ｄ
建築Ｅ
保健師Ｆ

社会人経験者
55人 9人合計

5人 0人一般事務Ｂ
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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

1人 1人 0人

1人 0人 0人

0人 1人 0人

処分の種類
免職 合計

0人 2人

0人 1人

0人 1人

2人 2人 0人 0人 4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

（２）営利企業等の従事許可の状況
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

1自ら営利を目的とする私企業を営む場合

4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
令和元年度退職者（５人）の再就職状況

人数
2人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

2人再任用職員

0人非常勤職員等

2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

1人国および他の地方公共団体

※

0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
91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

4人肝炎ウイルス検診

人間ドック 147人
婦人（子宮がん）検診 12人
婦人（乳がん）検診 37人

ＶＤＴ健診 30人

申請件数
1

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

1
不認定件数

０
0通勤災害 0 ０

（３）福利厚生事業
事業名称

職員互助会福利厚生事業

決算額
5,879千円

公費負担額
1,984千円

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

派遣先法人 人数
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 3人
0人
0人

0人

処分の種類
降給 合計

0人0人
3人
0人
0人
0人

0人
0人 0人 3人

0人
0人 3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

0人
0人

0人
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８．職員の研修の状況
受講者数
1,491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、ハラスメント防止研修、人権・同和問題研修、パソコン研修など

38人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、新任課長研修など

62人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、市町村職員中央研修所、民間等主催実務研修など

6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

1,597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）

14,844,285千円

住民基本台帳人口
（令和２年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

令和元年度

区分

263,333千円

実質収支

2,083,171千円

人件費Ｂ

15.1％

人件費率
Ｂ/Ａ

14.0％

（参考）平成 30 年度
の人件費率

28,760人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

令和元年度

区分

201人

職員数Ａ
給料

給与費区分
811,891千円

職員手当 127,562千円
期末・勤勉手当 328,361千円

給与費計Ｂ

1,267,814千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,308千円

（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 31 年４月１日現在の人数です。

区分

43.5歳

平均年齢 平均給料月額
380,463円
351,072円

平均給与月額

329,779円

鹿島市

43.2歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

327,564円

国

408,868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（令和２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

182,900円
150,700円一般行政職

②職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在）
国

182,200円
150,600円

区分

大学卒
高校卒

10年

253,400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（令和２年４月１日現在）
15年

297,700円
268,200円

20年

350,100円
279,500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
9.0％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（令和２年４月１日現在）

9 人
5.1％

43 人
24.3％

61 人
34.5％

25 人
14.1％

18 人
10.2％

5 人
2.8％

　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（令和元年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　920千円
勤勉手当　645千円

支給割合
期末手当　 2.6月分
勤勉手当　1.90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（令和元年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

69千円
支給職員１人当たりの平均支給年額 10千円
職員全体に占める手当支給職員の割合 2.8％

手当の種類（数） 3種類

⑤その他手当（令和２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）

29,209千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（平成 30年度）

263千円
住居手当 同じ 9,029千円 251千円

管理職手当 （役職区分） 14,232千円 569千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分） 9,027千円 72千円

※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（令和２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
令和元年度支給割合　3.40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（令和２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

－18,995千円

※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。

平成30年度

支給実績

67,534千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
306千円

令和元年度 71,621千円 332千円

（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 31 年 令和２年
対前年
増減数

4

58

15

2

20

13

19

32

16

4

57

15

2

19

13

20

32

16

0

△1

0

0

△1

0

1

0

0

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生

小 計 179 178 △1
教 育 22 21 △1
小 計 22 21 △1

水 道

下 水 道

そ の 他

10

10

13

10

10

15

0

0

2

小 計 33 35 2

合 計
234

［312］

234

［312］

一
般
行
政

特
別

行
政

公
営
企
業

　
　
等
会
計

0
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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

◉杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

◉市民交流プラザかたらい

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（火）～１月３日（日）

◉子育て支援センター　12 月 29 日（火）～１月３日（日）

◉産業活性化施設『海道しるべ』

　　　　　　　　　　　12 月 28 日（月）～１月４日（月）

◉干潟交流館『なな海』　12 月 29 日（火）～１月３日（日）

◉市陸上競技場　　　　12 月 28 日（月）～１月３日（日）

◉市民球場　　　　　　12 月１日（火）～２月 28日（日）

　※芝の養生のため

◉蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　　12 月 27 日（日）～２月 28 日（日）

　※年末年始および芝の養生のため

◉各地区公民館　　　　12 月 29 日（火）～１月３日（日）

◉市内各体育館　　　　12 月 28 日（月）～１月３日（日）

◉北公園　　　　　　　年中無休

◉し尿汲み取り　　　　12 月 29 日（火）～１月３日（日）

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

◉ゴミ収集　　　　　　12 月 30 日（水）～１月３日（日）

◉生ごみ収集バケツ　　12 月 28 日（月）～１月６日（水）

　※対象地区は大字納富分です。12月 28 日（月）・29日（火）に生ごみ
　　バケツ（青色）ごと回収し、１月６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 29 日～１月３日）も行っています。

■出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

■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）

■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）

■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 28 日（月）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課☎（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

■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　◆学用品費、通学用品費　◆校外活動費、修学旅行費

　　　　　◆医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　◆給食費　◆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。

　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先

申請期間　令和３年１月 12 日（火）～２月３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３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保護者名義の通帳の写し　③世帯全員分の所得情報取得に係る同意書

　　　　　④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③不要です

～令和３年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～



１ １広報かしま　Ｒ2（2020）.12.1

情報掲示板ワイド

　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）

☎（６２）２４４７

◆貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

◆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

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆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）

☎（６３）２１１９

12 月 15 日（火）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

◆市内に１年以上在住

◆学業成績優良な人

◆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

67,500～93,500以内短大
◆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

69,500～108,500以内大学 18年

27,000～89,000以内専門学校等 ９年

64,300以内小学校

81,000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

◆母子・父子家庭世帯

◆前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

410,000～580,000以内

150,000～580,000以内

大学・短大

専門学校等

◆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）

☎（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）

☎（６２）２４４７

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆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　◇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。

　　　　　◇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。

　　　　　◇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。

　　　　　◇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。

　市では、ＪＡと共同で就農相談会および事業相談会を開催します。ぜひお越しください。

お
知
ら
せ

就農・経営相談会を開催します

と　　き　12 月 14 日（月）～ 18 日（金）

　　　　　９時 30 分～ 11時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

申込期限　12 月８日（火）

⦿新規就農相談

⦿後継者対策支援相談

⦿事業活用相談（機器導入、ハウス建設、根域制限みかん補助など）

⦿新規・転換品目相談

⦿トレーニングファームについて

⦿子どもに農業を継がせたい、一緒に話を聞きたい　など

主な相談内容

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３申込・問合せ先

❖新型コロナウイルス感染予防対策として、事前

　予約制となります。詳しくは市ホームページを

　ご覧ください。
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お
知
ら
せ

　杵藤地区消防本部予防課危険物係　☎０９５４（２３）０１２９詳しくは

　令和元年７月に京都市で発生した爆発火災を受け、

同様の事案の発生を抑止するため、令和２年２月１日

からガソリンを携行缶で購入する際に、消防法で右記

の事項が義務化されました。

　ガソリンを携行缶で購入する際は、自ら注油することはできません。また、販売店から上記①、

②の事項について確認がありますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、ガソリ

ン携行缶は、消防法に適合した金属製容器等を使用してください。

◆引火点（火を近づけると燃える温度）はマイナス４０度です
　常温では、常に引火性の蒸気が放出されています。車庫内でガソ

　リン携行缶の蓋が開いたままになっていませんか？

◆爆発的に燃焼します
　一度火が着いたら、容易に消火できません。

◆ガソリンの蒸気は空気より重く、床面付近に滞留します
　気づかない内に、足元に危険が及んでいる場合があります。ガソ

　リン携行缶の近くで、たばこに火を着けようとしていませんか？

◆多量の貯蔵は大変危険です

　ガソリンを４０ℓ以上貯蔵している場合は、消防法または火災予

　防条例の基準の適用を受ける場合がありますのでご注意ください。

～ガソリンの特性・注意点～

①本人確認（運転免許証、マイナンバーカード等）

②使用目的の確認（農業用、発電機用等）

③販売店（ガソリンスタンド）では、販売記録の作成

①本人確認（運転免許証、マイナンバーカード等）

②使用目的の確認（農業用、発電機用等）

③販売店（ガソリンスタンド）では、販売記録の作成

ガソリンを携行缶で購入される皆さんへ

　水道課　☎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！

□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。

□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。

募
　
集 鹿島市放課後児童クラブ支援員募集

放課後児童クラブ支援員
（長期休業中補助）

【主に小学校長期休業中】７時 30分～ 18 時 10 分の６時間程度
（休日：土・日・祝日、12月 29 日～１月３日）

募集区分

契約日～令和３年３月 31 日
時間給：870 円

雇用期間等 勤務時間

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気で明るい人

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９

提出・問合せ先

試験日時　後日連絡します（面接による選考）

募集締切　12 月９日（水）　※郵送可、必着
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募
　
集 鹿島市保健センター『助産師』募集

募集締切　12 月 22 日（火）　※土・日・祝日を除く

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　提出先に備え付けの採用試験申込書に必要

　　　　　事項を記入し、提出してください。 ❖詳しくは募集要領または市ホームページをご覧ください

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２７００番地１（エイブル１階）

　鹿島市保健センター　☎０９５４（６３）３３７３

提出・問合せ先

母子保健事業に関す
る事務、保健指導、
その他相談・指導等

９時～17時（休憩あり）
月～金（祝日を除く）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

１人
助産師の資格を
有し、保健指導
ができる人

面接による選考
※日時は後日連絡します

試験内容募集人員 任用期間 勤務内容 勤務時間・形態 応募資格

【禁止されている寄附の例】

　◆お歳暮やお中元、お年賀など

　◆卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　◆お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　◆地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　◆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

　◆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】

　◆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

　◆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

　☎０９５４（６３）３４１８

詳しくは

さんさん

お
知
ら
せ

犬を飼っている皆さんへ

□散歩のときはリードをつけましょう

　リードをつけて、短く持って散歩しま

しょう。リードをつけていなかったり、

長く持って散歩していたりすると、他人

に危害を加えたりする場合があります。

□フンや尿をしたら後片付けをしましょう

　道路などにフンや尿をして、そのまま

にしておくのはやめましょう。

□犬の登録をしましょう

　生後90日以上の犬は、登録が義務付けられてい

ます。(狂犬病法第４条)

登録をしないと、20万円以下の罰金に科される場

合があります。犬にはいつも首輪をつけ、登録のと

きにお渡しする鑑札をつけておきましょう。

飼い犬がいなくなったときは、まず連絡を！

杵藤保健福祉事務所　☎０９５４（２３）３５０１

市環境下水道課　　　☎０９５４（６３）３４１６

鹿島警察署　　　　　☎０９５４（６３）１１１１

□狂犬病予防注射をしましょう

　年に一度、狂犬病予防注射を受けましょう。

　注射が終わったら注射済証を持って、市役所で注

射済票の交付を受けてください。

□犬に噛まれたときは

　飼い主はすぐに保健所と市に連絡してください。

噛まれた人もすぐに保健所に連絡してください。

　狂犬病は発症するとほぼ100％死亡する危険な病

気です。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは
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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
谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１
樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
織田病院　　　　　☎０９５４（６３）３２７５

8日
1日

15日
22日
29日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
鹿島市
鹿島市

✿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）

☎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 2・9・16・23 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 11 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 2 年 10 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 9 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　※持参品：母子手帳、バスタオル

離乳食教室（前期） 8 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 15 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 2 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 17 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 12 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和2年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和元年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年5月生まれ）

16 日（水）

17 日（木）

10 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、バスタオル
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

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、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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❖その他の相談や健康に関すること❖
　◇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）

　◇鹿島市保健センター（エイブル１階）　　　　☎０９５４（６３）３３７３　時間８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

新型コロナウイルス感染症対策とインフルエンザ予防接種
　これまで全額自己負担でインフルエンザ予防接種を受けていた人にも費用の助成を行います。インフルエン

ザにかかりにくくなることで、新型コロナウイルス感染症との選別もしやすくなり感染拡大防止にもつながり

ますので、インフルエンザの予防接種を受けましょう。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　◆65 歳以上で希望する人

　　　　　◆60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器

　　　　　　などに重い障害のある人

期　　間　10 月１日（木）～ 12月 31 日（木）

　　　　　（医療機関によって異なる場合があります）

接種回数　１回

接種場所　県内の実施医療機関

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）

①　高齢者のインフルエンザ予防接種（定期接種）①　高齢者のインフルエンザ予防接種（定期接種）

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（木）～ 12月 31 日（木）

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）

②　中学３年生までのインフルエンザ予防接種②　中学３年生までのインフルエンザ予防接種

対　象　者　①②以外の人（高校１年生相当年齢～64歳）

期　　間　10 月１日（木）～ 12月 31 日（木）

接種回数　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　健康保険証（住所確認用）

③　１６歳から６４歳までのインフルエンザ予防接種　※今年のみの助成です③　１６歳から６４歳までのインフルエンザ予防接種　※今年のみの助成です

❖期間内に②③の接種場所以外で受けた人にも助成額を払い戻します

　　領収書、印鑑、通帳、また、②の予防接種を受けた人は、接種済証または母子健康手帳を持参のうえ、

　令和３年３月 31 日（水）までに保健センターへ申請してください。

平日、日中に申請が難しい人は
夜間受付も行います

受付期間　12月 14日（月）～ 12月 18日（金）17時 30分～ 20時

受付場所　保健センター（エイブル１階）

受付期間　12月 14日（月）～ 12月 18日（金）17時 30分～ 20時

受付場所　保健センター（エイブル１階）

②③の接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

◇◇◇◇◇◇　季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制　◇◇◇◇◇◇

発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等、地域の身近な医療機関に電話で相談してください。

かかりつけ医等に電話で相談かかりつけ医等に電話で相談

受診できる場合受診できる場合

かかりつけ医等がない場合かかりつけ医等がない場合

❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）❖
　発熱等の症状がある　☎０９５４（６９）１１０２

　その他一般相談　　　☎０９５４（６９）１１０３

❖受診前に必ず電話で来院時間などを相談して

　ください。また、公共交通機関は利用せず、

　マスクを着用して来院してください。

『かかりつけ医等』で診療・検査

『診療・検査医療機関』で診療・検査
かかりつけ医等で
受診できない場合
かかりつけ医等で
受診できない場合

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

発熱患者等発熱患者等
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□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

　活動場所　子育て支援センター

　※依頼会員、援助会員双方の合意がある場合は、ほかの場所でも可

　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

□援助活動の例

　◇“リフレッシュしたい！”ときの預かり

　◇買い物等外出のときの預かり、習い事等の送迎

　◇冠婚葬祭、通院などのときの預かり

　◇他の子どもの学校行事等のときの預かり

　◇保育施設、小学校等の時間外の預かり、送迎

　※その他、お気軽にご相談ください

　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。

　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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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 ❖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）

依頼会員
（Ａさん）
依頼会員

（Ａさん）
援助会員
（Ｂ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

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

研修会開催研修会開催

○月○日○時に、

子どもを預かって

欲しいのですが。

１

はい、わかりました！

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

事前打合せ＆サポート事前打合せ＆サポート
５

報酬の授受（直接）報酬の授受（直接）

６

　福祉課障がい福祉係（ヘルプマーク交付場所）　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

　ヘルプマークは、援助が必要な人のためのマークです。外見からは分からなくても

援助が必要な人がいます。このマークを見かけたら、電車・バス内で席をゆずる、

困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

こんな人が持っています

◇義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または、

　妊娠初期の人、認知症の人など、外見から援助を必要としている

　ことが分かりにくい人

◇急な出来事に臨機応変な対応をするのが難しい人

◇視覚や聴覚に障害があるため、状況の把握が難しい人　など

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を

　

知
っ
て
い
ま
す
か
？

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を

　

知
っ
て
い
ま
す
か
？
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✿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14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）２５３８6 日（日） アルバ薬局
織田病院　☎（６３）３２７５13 日（日） 溝上薬局スカイロード店
森田医院　☎（６３）３９５６20 日（日） 祐信堂薬局
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０27 日（日） 前山薬局

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

5 日（土）
6 日（日）

12 日（土）
13 日（日）
19 日（土）
20 日（日）
26 日（土）
27 日（日）
29 日（火）
30 日（水）
31 日（木）
1 月 1 日（祝）

兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
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
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２

市役所
保健センター

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、
29 日（火）～ 1 月 3 日（日）

29 日（火）～ 1 月 3 日（日）

1・8・15・22 日（火）、
29 日（火）～ 1 月 3 日（日）

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

1・8・15・22 日（火）、
28 日（月）～ 1 月３日（日）

陸上競技場・社会体育館

7・14・21 日（月）、
28 日（月）～ 1 月４日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

7・14・21 日（月）、24 日（木）、
28 日（月）～ 1 月４日（月）

7・14・21 日（月）、
28 日（月）～ 1 月４日（月）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28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12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

令和２年１０月３１日現在

鹿島市
－

6 人能古見

浜

－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,660

13,653

3,331

2,890

2,701

3,397

2,688

13,556

15,104

10,815

5,465

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

22 人 2 世帯

4 人 6 世帯

1,141 世帯 4 世帯

1,010 世帯

1,246 世帯

1,006 世帯

947 世帯

12 人

1 人

10 人

11 人

6 人

16 人

1 世帯

4 世帯

－ 3 世帯

2 世帯

－ －

－

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

子育て支援センター

　親子で自由に遊べる常設のひろば

です。ご利用ください。

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階（ピオ内）

時　　間　10 時～ 17 時

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

休　館　日　火曜日、祝日、全館清掃日、

　　　　　年末年始（12 月 29 日～１月３日）

　　　　　☎０９５４（６３）０８７４
https://www.facebook.com/wawawapot
詳しくは

わ・わ・わぽっとわ・わ・わぽっと
□子育てＵＰｄａｙ
　子育て講演会『防災について』

　～みなさん備えていますか！？～

　いつ起こるかわからない災害に

備えるため、自分の防災意識を再

確認してみませんか。お子様連れ

大歓迎。どなたでもお気軽にご参

加ください。

と　き　12 月 18 日（金）

　10 時～ 11 時 30 分（受付９時 45 分～）

ところ　かたらい３階大会議室

講　師　◇飯田由美子さん

　　　　◇鹿島市役所総務課防災担当

定　員　15 組（先着）

❖参加費無料・要予約

□ひろばの集い
　季節に応じた行事やあそびを通して、

　親子の交流を広げる楽しい時間です。

　初めての人もお気軽にどうぞ。

～ 12月はクリスマスを楽しみます♪～

7 日（月）　『つくって WAWAWA』
　定　員　５組　かたらい３階和室

21 日（月）　『いっしょに WAWAWA』
　定　員　10 組　かたらい４階多目的室

時　間　11 時～ 11 時 40 分（予定）

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

❖利用料不要・要予約

※詳しくは facebook をご覧ください
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　毎年２月１６日～３月１５日の申告期間中に各地区公民館で出張受付を行っていましたが、市民の皆さんが新型

コロナウイルス感染症を心配することなく来場できるような感染予防対策を整えるために、受付を市庁舎のみで行

うことになりました。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　また、会場の混雑を避けるため、申告は郵送やe-Taxを利用いただくようご協力をお願いします。

　◆令和２年度受付会場◆　鹿島市役所５階大会議室 　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

・『ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知』の発行を希望さ
　れる場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書
　類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
　※ＩＤ・パスワード発行まで５分程度です！

・既にＩＤ・パスワード方式の届出を提出された人は、申告
　書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、ご
　確認ください。
　（注）ＩＤ・パスワード方式は暫定的な対応です。
　　　お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

（見本）
ＩＤ・パスワード方式に対応した

ＩＤ・パスワード⇩

ＩＤ・ＰＷ
が目印

ＩＤとパスワードで送信

　自宅などからパソコン、スマートフォンでのｅ-Ｔａｘが便利です。新型コロ

ナウイルス感染症等の感染防止の観点から、ぜひｅ-Ｔａｘをご利用ください。
確定申告 検索☜☜

令和２年分の確定申告は、ご自宅等からのｅ-Ｔａｘで送信！武雄税務署からの
お知らせ

用意するものは、次の２つ！

②ＩＣカードリーダーライタまたは

　マイナンバーカード読取対応の

　スマートフォン

ＩＣカードリーダラ

イタとして代用でき

る 端 末 は 一 部 の

Android 端末のみ

○
○

　
△

△
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□ または

①マイナンバーカード

マイナンバーカードを使って送信

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）　　　☎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）　☎０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　楽しく学んで、仲間も増える。シニアのための学校です。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３年４月～）　

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

定員・資格　定員：50 人　資格：おおむね 60 歳以上の人

申込締切　令和３年３月 22 日（月）

主な講義会場　市民交流プラザかたらい　ほか

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）ホームページからの申し込みも可能です。

確定申告・住民税申告の受付会場が変更になります確定申告・住民税申告の受付会場が変更になります
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このごみどの袋・人権の輪

No.158

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

人権週間そして北朝鮮人権侵害問題啓発週間
～考えてみましょう　一人ひとりの人権～

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

　国連は 1948 年（昭和 23 年）12
月 10 日『世界人権宣言』を採択し、
そ の 日 を『人 権 デ ー（Human 
Rights Day）』と定め、加盟国に人
権思想の啓発を要請しています。
　日本は 1949 年（昭和 24 年）か
ら毎年 12 月４日から 10 日までを

『人権週間』と定め、世界人権宣言
の目的と人権尊重の重要性を広く
国民に知ってもらうためにさまざ
まな啓発活動を行っています。
　皆さんは、人権ということばか
らどんなイメージを受けますか。
大切なものでしょうか。よくわか
らないけど堅苦しい感じでしょう
か。それとも、自分には関係のな
いものでしょうか。
　人権とは、「すべての人々が生命
と自由を確保し、それぞれの幸福
を追求する権利」あるいは「人間

が人間らしく生きる権利で、生ま
れながらに持っている権利」です。
だれにとっても大切なもの、日常
の思いやりの心によって守られな
ければならないものです。日本国
憲法第 11 条には、「国民は、すべ
ての基本的人権の享有を妨げられ
ない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできな
い永久の権利として、現在及び将
来 の 国 民 に 与 え ら れ る」と し て、
人権尊重主義を掲げています。
　しかしながら、同和問題（部落
差別）をはじめとして偏見や差別
等人権が守られていないことが数
多く残っています。
　内閣府が 2017 年（平成 29 年）
10 月に実施した人権擁護に関する
世論調査によると、「日本における
人権課題について、あなたの関心

があるものはどれですか。」という
問いに対して、障がい者 51.1％ 、
インターネットによる人権侵害
43.2 ％、高 齢 者 36.7 ％、子 ど も
33.7％、女性 30.6％、東日本大震
災に伴う人権問題 28.8%、北朝鮮
当局によって拉致された被害者等
26.2%、部 落 差 別 等 の 同 和 問 題
14.0％などとなっています。それ
ぞれの人権課題に対する関心は、
人権問題として多くの課題を抱え
ていることだと思います。
　12 月は人権週間とともに、12
月 10 日から 16 日までを『北朝鮮
人権侵害問題啓発週間』とされて
います。10 月 13 日に拉致被害者
で 2002 年（平成 14 年）に帰国さ
れた蓮池薫さんが神埼市中央公民
館で『今、拉致問題解決に必要な
もの～拉致事件の本質と現情勢を踏
まえ』と題して佐賀県民を対象に
講演をされました。特に、拉致被
害者の親は高齢のため時間がない
ことなどを強調されました。拉致
問題は、我が国の国民的課題であり、
北朝鮮当局による人権侵害問題に
ついて私たちの関心と認識を深め
ていくことが大切だと思います。

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

知ってるよ　君のちいさな　思いやり　　　　　松尾　柊摩（七浦小６年）
あの子変　人それぞれで　何がダメ？　　　　　永渕　結詩（西部中３年）

※学年は令和元年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

古着

◇衣類のみ
　例）シャツ、セーター、フリース地、
　　　　　　　　天然皮製衣類（皮ジャン）など
◇毛布　◇ハンカチ、タオル、バスタオル

※たたんで透明の袋に入れる

以下のものは出せません
・濡れたもの、汚れたもの、破れたもの
・下着、靴下、水着等　・ファーやボア付き衣類
・ナイロン製の衣類
・綿入り類、羽毛入り類　・寝具類（毛布以外）
・カーテン類　・ネクタイ　・レース製品

雑誌
◇マンガ本、週刊誌、カタログ誌、
　　　　　　　　パンフレット、教科書・ノート
◇ザラ紙等　◇電話帳（タウンページ・ハローページ）

・必ず紙ひもで結んでください
・ハードカバー、布、ビニール加工のブックケー
　スや表紙は外してください

ダンボール できるだけ小さく折りたたんで、必ず紙ひもで結んでください

新聞 ◇新聞紙　◇新聞に入ってくるチラシ 必ず紙ひもで結んでください

アルミ缶
スチール缶が混ざらないようにマークをよく見て分けてください
（透明または半透明の袋に入れてください）

廃油 ◇植物性の廃油　◇消費期限が過ぎた未使用油 食用のみを出してください

区分 資源物として出せるもの 分け方（注意事項）

　新聞、雑誌類、古着、ダンボール、アルミ缶、廃油の６種類を資源物として回収し、

回収量に応じて市から『資源物回収奨励金』を各地区や婦人会などの団体へ支払って

います。回収日時や場所などは、区長さんまたは環境下水道課へお尋ねください。

ちょっと待って！

ごみを出す前に

ちょっと待って！

ごみを出す前に

×
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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

“call it a day”
この表現は、「仕事などを切り上げる」という意味で使われます。

No.180

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　　　トラバホウ　　　　　　　　　　　　　　　　パグドゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パキランダン

Trabaho：仕事　　　Pagod：疲れる　　　Pakiramdam：気分

Drake:
Josh:

We got a lot of work done today!
Yes, we did! Let’s call it a day and go 
home.

（ドレイク）

（ジョシュ）

今日はよく働いたね！

そうだね。切り上げて家に帰ろうね。

Carly:

Sam:

I’m not feeling well. I don’t think I can 
keep working on the project.
It’s okay! We’re finished most of it so why 
don’t you go home early and call it a day.

（カーリー）

（サ　ム）

私、気分が良くないの。この企画続

けられそうにないわ。

大丈夫だよ。ほとんど終わってるか

ら早く帰って終わりにしようよ。

学 校 だ よ り

北鹿島小学校

No.283

～地域の子どもたちは、地域で守る！～

地域見守り隊一斉下校指導

　１０月２８日、『地域見守り隊一

斉下校指導』が行われました。

　運動場には、３０名の方々が勢揃

いされ、北鹿島地域見守り隊を代表

して、隊長の山口さんが挨拶をして

くださいました。続いて、区長会・

民生児童委員協議会・老人クラブ連

合会の各地区の代表者、ＰＴＡ本部

役員の方々が自己紹介をされました。

　北鹿島地域見守り隊は、地域の犯

罪防止とお互いの親睦を深めるため、

そして地域ぐるみのボランティアの

輪を広げるために発足されたそうで

す。

　年に３回行われる『地域見守り隊

一斉下校指導』では、見守り隊の方々

が、それぞれの地区に分かれて登校

班についていってくださいます。

　今年は『子ども１１０番の家』を

全面的に見直したため、新しくでき

た通学路安全マップを見ながら１１

０番の家や危険箇所を子どもと一緒

に確認をしていただきました。また、

交通指導員の方々には、交通量の多

い交差点に立っていただき、鹿島警

察署の方には、パトカーでの校区内

の巡回もお願いしました。

　見守り隊の方々は、顔見知りなの

で、子どもたちの顔も終始にこやか

で自然と会話が生まれていました。

　こうした地域の方々との活動を通

して『防犯意識やボランティア精神』

が育まれているのだと思います。
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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！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

　◇読売防犯川柳コンテスト

　奨励賞　金子　柊葵（明倫小３年）

　　《作品》　「たすけて」と言えるゆうきがだいじだよ

◇西日本新聞ヤング川柳

　　一席　平野　咲彩（鹿島小３年）

　　《作品》　うちゅうまで明日晴れるか見に行くよ

◇道路愛護ポスターコンクール

　優良賞　渕野　湧生（明倫小３年）

◇佐賀県七夕書き方会県審査

　【毛筆の部】

　　特選　北村　紳（東部中３年）

　　入選　植松　廉（鹿島小３年）、白濱　綾菜（明倫小４年）、

　　　　　田川　莉子（明倫小４年）、川上　るな（明倫小５年）、

　　　　　神代　美拓（西部中１年）

　【硬筆の部】

　　特選　馬郡　世界（西部中３年）

　　　　　水沼　桃（西部中３年）

　　入選　鍋島　妃愛乃（鹿島小１年）、馬郡　虹（北鹿島小６年）、

　　　　　横田　花恋（明倫小５年）、有森　莉彩（明倫小６年）、

　　　　　大町　玲奈（東部中２年）、諸岡　心美（西部中３年）、

　　　　　松本　丹湖（東部中３年）

◇ＪＦさが海の子作品展

　【習字の部】

　佐賀県知事賞　北村　紳（東部中３年）

　佐賀県信漁連会長賞　見陣　うるは（能古見小１年）

　　　　　佳作　出水田　天歌（鹿島小６年）

　【図画の部】

　佐賀県信漁連会長賞　岩本　成之介（鹿島小３年）

　農林中金福岡支店長賞　岩永　吏人（鹿島小５年）

　　　　　佳作　馬場　乃々夏（鹿島小５年）

◇第33回佐賀県吹奏楽ソロコンテスト

　開　催　日　10 月４日（基山町民会館）

　　金賞（トランペット）　江島　由菜（西部中３年）

　　金賞（アルトサックス）　宮﨑　温子（西部中３年）

◇第73回県民スポーツ大会

　なぎなた　開催日　10 月 18 日（佐賀東高校体育館）

　【演技競技】　優勝
　【試合競技】　２位

　【演技競技】　優勝　大谷　実穂（明倫小４年）

◇第26回佐賀県中学生新人陸上競技大会

　開　催　日　10 月４日（SAGAサンライズパーク陸上競技場）

　【男子走幅跳】　２位　永渕　凱都（西部中２年）

◇2020佐賀県中学生新人ソフトテニス選手権大会

　開　催　日　10 月４日（SAGAサンライズパーク庭球場）

　　３位　武富　美咲・山口　華音（西部中２年）

　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

テレマティクス交通ハザードマップ贈呈

　１０月２６日、鹿島市と地方創生包括連携協定を締結し

ている、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様から、

テレマティクス交通ハザードマップが贈呈されました。

　急ブレーキや急ハンドルなどの自動車の危険挙動データ

を地図上に示したもので、交通事故防止や道路改良、児童

生徒の通学路点検など、鹿島市の安全安心のまちづくりの

ために有効に活用させていただきます。

TopicsTopics まちの話題

濵本　あみか（明倫小４年）
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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

に行ってみよう

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。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

公開講座
有明海科学の市民講座
海の健康診断〔サテライト会場〕

20 人
令和３年１月 19 日～６月８日

［火曜日　全 12 回］
19 時 30 分～ 21 時

エイブル３階
研修室

❖講座はすべて事前申込制です。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止とする場合があります。

光武　洋展
～海の哀歌～

床の間
コーナー

　独立美術協会会友で、鹿島美術人協会

にも所属する画家 光武洋さんの作品を紹

介しています。

　光武さんは県内の高校で指導しながら

作品を描き、独立展や佐賀県展、佐賀美

協展などに多数の入賞歴があります。

　今回は『海の哀歌』シリーズを展示し

ています。幼いころから親しんでいる有

明海をテーマに、生き物が減っている嘆

きを表現されています。

　展示期間　12 月 27 日（日）まで

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

□としょかんからのプレゼント
　　　　“いちごじゃむの人形劇”動画配信
　毎年恒例の人形劇団いちごじゃむさんの人形劇を今年はおうちで

楽しもう！人形劇と子ども図書館サポーターが手遊びをする動画を

期間限定で配信します。

　期　　間：12 月 24 日（木）～令和３年１月 14 日（木）

　配信場所：図書館ホームページ

❖12 月 24日（木）から

　子ども図書館サポーター手作りのプレゼントを配布します

　プレゼントに付いているＱＲコードからも人形劇と手遊び動画を

見ることができます。限定１５０個。なくなり次第終了します。

20 人
藤井　直紀さん

（佐賀大学教育研究院特任助教）
12 月 19 日（土）

13 時 30 分～ 15 時 30 分
エイブル３階
生活工房Ａ

無　料
（オンライン受講可）

永池　守
（エイブル館長）

500 円／１回
エイブル倶楽部会員対象
書道教室（入門編）夜コース②

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　年末年始の休館について
　　休館期間　12 月 28 日（月）～令和３年１月４日（月）

　　年始の開館　令和３年１月５日（火）９時 30 分～ 19 時
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

エイブル全館（市民図書館、保健センターを含む）は、空調設備の大規模な修繕工事を行っています。

各貸室は工事期間、空調が効かなくなります。また工事期間中の新たな利用申込みはできません。

工事スケジュールなど詳しくは、エイブルの木、またはホームページをご覧ください。

　飼い主がいない間のペットたちが巻き起こす騒動を描いた人気アニメ

『ペット』のシリーズ第２弾。犬のマックスとデュークをはじめとした個性

的なペットたちが、新たな仲間を加えてさらなる大騒動を巻き起こす。

　と　　き　12 月 20 日（日）　※開場は各回 30 分前

　　　　　　①10 時～　②13 時～　③15 時 30 分～

　と　こ　ろ　エイブルホール　全席指定　入場無料

　　　　　　要整理券（１人４枚まで）配布中

　整理券配布場所　エイブル２階事務局

　　　　　　有明スカイパークふれあい郷

　　　　　　嬉野市社会文化会館『リバティ』

　※整理券は予定枚数になり次第、配布を終了します。　車イス席あり（要申込）

えいぶるえいが for キッズ『ペット２』第６回
えいぶる事業

エイブルからの
クリスマスプレゼント

©2019 Universal Studios.
  All Rights Reserved.

❖新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１席ずつ空けての着席となる場合があります。また、緊急時に

　備え、来場者ご本人の連絡先を伺います。今後の感染状況によって延期または中止する場合があります。
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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

　　　　　　忙しくて何度も健診（検診）を受ける時間がない人などにおすすめです。ぜひご利用ください。

と　　き　令和３年１月 19 日（火）・20 日（水）受付８時 30 分～ 10 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　身長、体重、血圧測定、血液検査、尿検査、診察、

　　　　　がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

対　象　者　今年度 40 歳～ 74 歳になる国保特定健診対象者で、

　　　　　がんセット検診を同時に受診する人

料　　金　特定健診1,000円＋がんセット検診費用

　　　　　※後日郵送する受診票で確認してください

❖予約制です。特定健診のみの場合は、実施医療機関または別日の特定健診（24ページ参照）をご利用ください。

国保特定健診とがん検診を同時に受けられます国保特定健診とがん検診を同時に受けられます

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

　　　　～ 79 歳以下

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①400 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。未受診の人や新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被

保険者の自己負担金は無料です。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

受　　付　未受診者検診　令和３年１月 19 日（火）・20 日（水）

　　　　　　　　　　　　８時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　大腸がん検診のみ　令和３年１月 20 日（水）

　　　　　　　　　　　　18 時～ 19 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

※希望する人は保健センターまで予約してください。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

保健センター（エイブル１階）

☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受けましょう。４種類のがん検診を国保特定健診と

同日で実施します。（１種類から受診可能です）

　口腔内の状態を知るチャンスです！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　令和３年１月 20 日（水）・22 日（金）　

　　　　　◇20 日（水）受付 18 時～ 19 時

　　　　　◇22 日（金）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　◇22 日（金）受付 13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料

歯周疾患検診のお知らせ歯周疾患検診のお知らせ



２４ Ｒ2（2020）.12.1　広報かしま

今年度、まだ国保特定健診を受診していない人はぜひ受診

してください。受診の際は事前の申し込みをお願いします。

今年度最後の
国保特定健診を実施します
今年度最後の
国保特定健診を実施します

注意事項

　◇今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保人間
　　ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診できません。

　◇対象の人には通知でお知らせします。

　◇対象の人には事前に受診券、受診票を配布しています
　　が、紛失した人はご連絡ください。

　◇17日は同時に歯周疾患検診も行いますので、歯みがき
　　をしてお越しください。

と　　き　令和３年１月 17 日（日）・18日（月）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　令和２年度中に40～74歳になる国保加入者

内　　容　身長・体重・血圧測定・血液検査・

　　　　　尿検査・診察・歯周疾患検診（17 日のみ）

持　参　品　受診券・受診票・国保被保険者証

料　　金　1,000円

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　特定健診を受けることで、気付かない間に進行する生活習慣病に気付くことができます。保健師、管理

栄養士によるサポートを受けることで、生活習慣病の重症化予防や効果的な治療につながります。

　今年度の受診期間は令和３年１月 30 日（土）までです。　期限内に特定健診を受けましょう。

情報提供事業・・・・・医療機関での検査結果（特定健診の項目のみ）を市に提供する事業

ヘルスサポート事業・・医療機関での検査結果のうち、特定健診項目の不足分を追加で検査する事業

国保特定健診は定期的に通院治療をされている人も毎年の受診をお勧めしています

①情報提供事業の対象です。

※対象者には後日通知します。

②ヘルスサポート事業の対象です。

いいえ

いいえ

はい

はい
いいえ

定期受診時、特定健診と同じ

検査項目を受けている。

定期受診時、特定健診の検査

項目を何項目か受けている。

❖①、②、③に該当する人は、手続きの方法等について説明いたしますので、保健

　センターへご連絡ください。（①に該当する人には、後日市より通知します）
特定健診を受診してください

はい定期的に医療機関を受診して

いる。

はい

いいえ
はい

いいえ

　令和２年４月以降に、市助成の人間ドック・脳ドックを受けた。

　令和２年４月以降に、自費で人間ドック等の健診を受けた。

特定健診受診済みです。

③保健センターへご連絡ください。

　　　　　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、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、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

実施期間　令和２年４月１日～令和３年３月31日

費　　用　抗体検査・予防接種ともに無料

＜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＞

　⦿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）

　⦿クーポン券（通知に同封）

　⦿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）

　⦿抗体検査［抗体検査受診票］（通知に同封）　予防接種［予防接種予診票］（通知に同封）

※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。紛失した人は保健センターまでご連絡ください。

※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。紛失した人は保健センターまでご連絡ください。

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
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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

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

月　日 対　象　区

12 月２日
（水）午後

野畠・北舟津・新籠・常広・音成

12 月３日
（木）午前

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

12 月３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

12 月 15 日
（火）午前

城内・東町・上浅浦・森・江福

12 月 15 日
（火）午後

横田・犬王袋・新方・湯ノ峰・西葉

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午前：９時～10時30分　午後：13時30分～15時

　　　　夜間：18時～19時30分

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

⦿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

⦿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。

⦿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）

⦿新たに希望する人はご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、当初の予定より受付時間などを変更しています。受診時はマスクの着用、

検温をお願いします。また、検査着の着回しは行いませんので、バスタオルを持参してください。

令和２年度受診率目標
４８％まで

あと１,０６８人

鹿島市国保　特定健診の受診者数・受診率の推移（平成２８年度～令和２年度）鹿島市国保　特定健診の受診者数・受診率の推移（平成２８年度～令和２年度）

令和２年度

特定
健診

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。

鹿島市国保の特定健診・特定保健指導を受けましょう
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お知らせ

■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。

■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

　　　　　☎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

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。年末年始は、飲酒の機会が多く

なる時期です。飲酒運転は絶対に許

されない行為です。飲酒運転の根絶

を目指しましょう。

飲酒運転し（四）ない運動の推進

　◆運転するなら酒を飲まない

　◆酒を飲んだら運転しない

　◆運転する人に酒をすすめない

　◆酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

令和２年１０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・・・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　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

3,055 件（－1,114）
168 件（－052）
90 件（－033）

3,931 人（－1,640）
217 人（－069）
118 人（－044）

28 人（＋04）
1 人（－00）
1 人（－00）

14,671 件（－2,222）
841 件（－132）
452 件（－055）

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

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

令和２年１０月分の市長交際費を公表します

16,500円 令和２年度累計　89,250 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名
弔　慰 10月６日 16,500円 供花１件

　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。

詳しくは　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

冬の交通安全県民運動
12月15日（火）～ 24日（木）

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　☎０９５４（６３）２１０４

11 月 27 日（金）

11 月 28 日（土）～

12 月 3 日（木）

5 日（土）

8 日（火）

9 日（水）

10 日（木）

12 日（土）

14 日（月）

15 日（火）

16 日（水）

18 日（金）

12月２日（水）

～ 4日（金）

～ 7日（月）

～11日（金）

～13日（日）

～17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）、議案審議、質疑、討論、採決

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

なくそう受動喫煙！
市役所敷地内は禁煙です

情報掲示板　◇　お知らせ
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　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。

　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。

　　霜村　満さん　　（鹿　島）

　　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）

　　宮津彰子さん　　（北鹿島）

❖『人権啓発パネル』の展示について

　エイブルエントランスに展示します。

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

　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共

催の新年賀詞交歓会は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、会場

での開催を中止し、名簿での紙面賀

詞交歓会を行います。どなたでも参

加できます。交歓会名簿を作成しま

すのでご登録ください。

申込期限　12 月 10 日（木）

登　録　料　1,000 円／人

申　　込

　登録申込書（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、登録料を添えて鹿

島商工会議所へお申し込みください。

※交歓会名簿を作成し、登録申込をいた

　だいた皆さんにのみ郵送します。

　（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

　　　　　☎０９５４（６３）３２３１

　

　市では、災害による被害を予防・

軽減する活動を行うため、住民の皆

さんが自主的に設置する自主防災組

織の結成や活動の活性化を支援して

います。いつ発生するか分からない

災害に備え、自分たちが住んでいる

地域で自主防災組織を結成し、災害

に強いまちづくりを目指しましょう。

【自主防災組織への助成・補助の例】

◆新たに組織を結成する際の助成金

◆組織が実施する訓練等に要する費用

◆組織に備える防災資機材整備に要する費用

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　今年度の水害や台風により被害を

受けた人のうち家屋・家財などの洗

浄のため使用水量が増加した人を対

象に、該当月の水道料金および下水

道使用料を過去の使用実績をもとに

減免します。

　対象となる人は、鹿島市上下水道

を使用されている人で、罹災証明ま

たは被害証明を受けることができる

人となっています。

申請期限　令和３年１月 29 日（金）

詳しくは　水道課

　　　　　☎０９５４（６２）３７１８

　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

　　　　　☎０３（６９０７）１２３４

　市連合青年団と田澤記念館で開催

を予定していた『サンタの幸せ宅配

便』は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、今年の開催は、中止

とさせていただきます。

詳しくは　市連合青年団　竹下

　　　　　☎０８０（５２７４）４２９９

　■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。

■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 17 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。

■チップ堆肥をトラック一杯配達し

　ます（要配送料）

■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 17 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

　☎０９５４（６３）０９７０

講習会・教室

　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、ほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の

創作や専門職による

ミニ講座を用意して

います。

　希望する人はお申込みください。

ミニ講座『認知症ってどんな病気？』

創作活動『毛糸で干支飾り』

と　　き　12 月 16 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室　　　

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　12 月 14 日（月）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

自主防災組織の
設置助成・活動補助について

水道料金 ・下水道使用料
災害減免について

退職金制度をご存知ですか

令和３年新年賀詞交歓会
（紙面賀詞交歓会）

12月４日～10日は
『人権週間』です

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

サンタの幸せ宅配便
中止のお知らせ

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室
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　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。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 18 日（金）

　　　　　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、マスク、

　　　　　三角巾、エプロン

申込期限　12 月 11 日（金）

詳しくは　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

　がん遺族つどいの会を開催します。

と　　き　12 月 19 日（土）

　　　　　13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル

　　　　　３階研修室（佐賀市）

内　　容　交流会、音楽鑑賞

対　　象　がん患者とその家族

　　　　　（10 人程度）

参　加　費　無料

申込期限　12 月 16 日（水）

申込・問合せ先

　佐賀県がん総合支援センター

　☎０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30 分～ 13 時、14 時～ 16 時 30 分）

　外に出る機会が少ない人、特に男

性のために心地よいと思う居場所を

作りました。もちろん女性も大歓迎

です。趣味づくり、仲間づくりに来

てみませんか。

と　　き　毎週月曜日 13 時～ 16 時

　　　　　※祝日を除く

と　こ　ろ　もりの家（中村）

対　　象　65 歳以上の人

参　加　費　無料（希望者に送迎あり）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

　要約筆記とは、聞こえない人や聞

こえにくい人に話の内容を文字で伝

えるコミュニケーション手段の一つ

です。全国障害者スポーツ大会に向

けて、ボランティア活動に関心のあ

る人など、ぜひ、ご参加ください。

と　　き　令和３年１月 13・20・27 日

　　　　　［水曜日］　10 時～ 12 時

と　こ　ろ　エイブル２階音楽スタジオ

内　　容　聴覚障害の基礎知識、

　　　　　筆談・要約筆記の体験

定　　員　10 人

参　加　費　無料

申込期限　令和３年１月６日（水）

詳しくは　

　佐賀県聴覚障害者サポートセンター

　☎０９５２（４０）７７１５

　nakao@saga-mimisapo.jp

募　集

　平成３１年２月に策定した第４次

広域計画について、後期高齢者の状

況に応じたきめ細やかな保健事業を

推進するため、市町との連携に関す

る事項について定めます。また、平

成３０年３月に策定した第２期長寿

健康づくり事業実施計画について、

必要に応じた計画内容の見直しを行

います。２つの計画について皆さん

からのご意見を募集します。

募集期間　12月11日（金）～25日（金）

公表する資料の閲覧場所等　

◇後期高齢者医療広域連合ＨＰおよび窓口

◇市保険健康課窓口

詳しくは　後期高齢者医療広域連合

　　　　　☎０９５２（６４）８４７６

　反復横跳びや垂直跳びなど８つの

簡単なテストを行い、ＡＩが８０種

類のスポーツの中から、向いている

５種目を提案します。

と　　き　令和３年１月 24 日（日）

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　県内小中学校の児童・生徒

定　　員　150 人（先着）

参　加　費　無料

申　　込　12 月 10 日（木）10 時～

　　　　　エントリーフォームから応募

　　　　　（https://www.saga-scout.jp）

詳しくは　同事務局（平日10時～17時）

　　　　　☎０９５２（３７）１８３３

　市では、『鹿島市休日こどもクリ

ニック』で働いていただく看護師を

募集しています。詳しくは保健セン

ターまたは鹿島藤津地区医師会へお

問い合わせください。

勤務形態　日・祝日・１月１～３日

　　　　　　　　　　９時～ 17 時

詳しくは　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

　　　　　鹿島藤津地区医師会

　　　　　☎０９５４（６３）３９６９

　令和３年度第１学期（４月入学）

の学生を募集しています。

　放送大学はテレビ・インターネッ

トを使って自宅で学べる通信制の正

規の大学で、心理学・福祉・経済・

歴史・文学・情報・自然科学など、

幅広い分野を学べます。

　出願などはインターネットでも受

け付けます。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①令和３年２月 28 日まで

　　　　②令和３年３月１日～３月 16 日

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　☎０９５２（２２）３３０８

要約筆記体験教室

後期高齢者医療広域連合
計画改訂・見直し（案）意見募集

『シニアカフェ』
利用者募集

サガスカウト参加者募集

放送大学　４月生募集

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

１２月２８日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

食改さんの料理教室

がん遺族つどいの会 休日こどもクリニック
看護師募集
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　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。ぜひご参加ください。

と　　き　令和３年１月９日（土）

　　　　　※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）

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

そ　の　他　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり

申込期限　令和３年１月７日（木）

※17 時までに電話でお申込みください

申込・問合せ先

　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　☎０９５４（６２）３３７９

対　象　者　求職者

訓練期間　令和３年２月２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 22 日（火）

※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

相　談

と　　き　12 月５日（土）・６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

　☎０９５２（２４）０９９９

と　　き　12 月 20 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

　もう少し働きたいシニア世代の人

の就職希望を相談員がお受けします。

と　　き　12 月９日（水）

　　　　　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

と　こ　ろ　ハローワーク鹿島２階

詳しくは　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会

　　　　　☎０９５２（３３）７３８０

　新型コロナウイルス感染症の影響

で、ストレスを感じている人もい

らっしゃるのではないでしょうか。

　自分ではどうにもできない経験を

したとき、気持ちやからだに影響が

でることがあります。つらい気持ち

を誰かに話すことで和らぐことがあ

ります。ひとりで抱え込まず相談し

てみませんか。

と　　き　毎週水曜日　午後

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　料　無料（予約制）

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　☎０９５４（２２）２１０５

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　17 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

　24 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

　17 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　３日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　１・15 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　商工観光課　

　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

◆働き方改革推進出張相談　

　11 日（金）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市役所５階会議室

　同支援センター☎０１２０（６１０）４６４

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　16 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

◆発達障害児（者）専門相談

　22 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　22 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　12 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）

　18 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

◆鹿島市特産品まつり

　８日（火）～９日（水）[30ページ参照 ]

◆お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（火）20 時ごろ点火

◆市内小学校第２学期終業式

　24 日（木）

◆市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（月）～ 30 日（水）

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

令和3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)

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

精神科医師による
こころの相談

シニア無料就労相談会

その他の相談

情報掲示板　◇　募集・相談



ラムサール条約推進室には、女性だけで構成された委員会がある

んだ。ここでは、女性ならではの視点から肥前鹿島干潟の知名度

を上げるためのイベントなどを提案しているんだよ。

　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

もりももりも

クロちゃんクロちゃん

２月号１月号

12月１日 12月28日
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この広報紙は再生紙を使用しています

女性の力はすごいのだ！ぼくも応援するのだ。

そ、そんなことないのだ…モゴモゴ

この目標は、もりもにはちょっと難しいかな？

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ジェンダー平等を実現しよう
『目標５』

ジェンダー平等を実現しよう
『目標５』

“クロちゃん”
　“もりも”と学ぶ
　　ＳＤＧｓ！
　　　　　（エスディージーズ）

“クロちゃん”
　“もりも”と学ぶ
　　ＳＤＧｓ！
　　　　　（エスディージーズ）

　同協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

❖特産品の即売および展示

❖伝統工芸品制作実演

❖お楽しみガラポン抽選会

❖干支キーホルダープレゼント（数量限定）

　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。

　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。

❖新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用の上ご

　来場ください。発熱・咳など風邪の症状がある人、濃厚接

　触者の疑いがある人などは、来場をご遠慮ください。

　と　き　12 月８日（火）９時～ 22 時

　　　　　12 月９日（水）９時～ 16 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

　と　き　12 月８日（火）９時～ 22 時

　　　　　12 月９日（水）９時～ 16 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり




