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第七次鹿島市総合計画（令和３年度～令和７年度）

　概要版を中とじしていますのでご覧ください。
（関連記事18ページ）

第七次鹿島市総合計画（令和３年度～令和７年度）

　概要版を中とじしていますのでご覧ください。
（関連記事18ページ）
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　令和３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、令和３年度は、鹿島市のマ

チづくりの基本的な方向性を示した

「第七次鹿島市総合計画」が始まる

年です。第六次鹿島市総合計画を継

承発展させ、目まぐるしく変動する

社会経済環境と地域の課題に的確に

対応するため、各分野で掲げた施策

を着実に実施し、計画を軌道に乗せ

たいと考えています。

　第七次鹿島市総合計画では、新た

に「安全・安心」の項目を一つの柱

として設けました。鹿島市でも大き

な被害となりました「令和２年７月

豪雨」をはじめ、近年、全国で頻発

している自然災害、あるいは、新型

コロナウイルス感染症の全国的な感

染拡大など、市民の皆様の生命や生

活が脅かされる不測の事態へ適切に

対応し、被害・影響を最小限に留め

なければならないと考えています。

市民の皆様の豊かな暮らしの実現は、

安全・安心の生活の上に構築される

ものであり、「災害に強いマチづく

り」を重点に市民の皆様のさらなる

安全・安心の確保に取り組んでいき

ます。

　地方共通の大きな課題である「人

口減少」についても、引き続き対策

を講じていきます。特に若者の減少

は、地域社会の担い手不足や地域経

済の縮小を招き、マチの活力を奪い、

ひいては本市の行財政運営に影響を

及ぼし行政サービスの低下につなが

る恐れがあります。

　若い世代の流出に歯止めをかける

ため、引き続き新たな産業の創出や

地元企業の説明会、ふるさと教育な

どにより地元雇用の確保や地元就労

を図っていきます。また、家庭や子

どもの成長に寄り添った切れ目のな

い支援により、安心して子育てがで

きる環境を整えていきます。

　人口減少対策とともに、「高齢化
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地元企業の説明会、ふるさと教育な

どにより地元雇用の確保や地元就労

を図っていきます。また、家庭や子

どもの成長に寄り添った切れ目のな

い支援により、安心して子育てがで

きる環境を整えていきます。

　人口減少対策とともに、「高齢化

に対応したマチづくり」も進めなけ

ればいけません。高齢者の皆様が心

身ともに元気で生活できる、いわゆ

る「健康寿命」を延ばす支援を行っ

ていきます。そのため、社会参加や

地域交流などを通して「人と人とが

関わり合う機会」を設け、心の豊か

さや生きがいを感じながら生活して

いただくことが必要であると考えて

います。そしてそれが、社会問題と

なっている高齢者の孤立や孤独を防

止することにつながるものと思って

います。高齢者の皆様には、豊富な

知識と経験があり、その力は地域の

財産です。その知識や経験を地域課

題の解決や地域活性化に活かしてい

ただける環境づくりが大事だと考え

ています。

　「便利で暮らしやすいマチ」を目

指すためには、都市基盤の整備も欠

かすことができません。特に道路や

鉄道など交通の整備・確保は重要で

あると考えています。

　今や道路は、単に物や人を運ぶだ

けの道ではなく、災害時には、救護

物資の輸送や避難路としての役割を

有するほか、救急医療に対応できる

「命の道」としての大きな役割を果

たし、また、地域間の交流による産

業、経済文化の発展にも大きな役割

を担っています。そのためにも、有

明海沿岸道路の市内への延伸や本市

と嬉野市、武雄市、そして伊万里市

を結ぶ重要路線である国道４９８号

の鹿島市から武雄市までの安全で走

行性の高い道の鹿島側の早期路線決

定に向け、引き続き要望していきま

す。

　鉄道については、九州新幹線西九

州ルート暫定開業後の長崎本線の利

便性の維持確保に向けて、県や近隣

市町と連携し、さらに強力に活動を

展開していきたいと考えています。

また、それと並行して、本市の玄関

口であるＪＲ肥前鹿島駅舎改築と駅

前広場の整備も進めていきます。そ

のため、引き続きＪＲ肥前鹿島駅周

辺整備全体構想を関係機関と協議し
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のため、引き続きＪＲ肥前鹿島駅周

辺整備全体構想を関係機関と協議し

ながら策定していきます。新しい肥

前鹿島駅の駅舎を中心とした駅周辺

が、「鹿島市の顔」としてふさわし

い「魅力的な空間」となるよう取り

組んでいきます。

　新市民会館建設事業※については、

３月９日に入札会を行うこととして

います。その入札会で施工事業者が

決まりましたら、本定例会に追加で

事業者との契約についての議案を提

案させていただく予定でございます。

順調に進めば、令和３年度当初に着

工し、約２０カ月後に竣工を迎える

こととなります。今後も、身近な文

化活動の拠点として、長い間市民の

皆様に親しまれる施設となるよう取

り組んでいきます。

　その他にも、産業の振興、福祉・

保健・医療の充実、環境の保全、教

育・文化・スポーツの向上など取り

組まなければならない多くの課題が

あります。これらの課題にしっかり

と向き合い、第七次鹿島市総合計画

で掲げた都市像「みんなが住みやす

く、暮らしやすいまち」を目指して

いきます。

　地域に受け継がれてきた自然や歴

史、伝統、文化などを大事にし、そ

れを活かさないとその地域は伸びな

いというのが私の信念でございます。

鹿島市が誇る地域資源を最大限に活

用し、市民の皆様と協働して「魅力

あるマチづくり」に向け、引き続き

全力で取り組んでいく所存でござい

ます。今後とも市民の皆様並びに議

員の皆様の更なるご理解とご協力を

重ねてお願いし、私の令和３年度施

政方針の表明といたします。
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　　◇３月９日、入札会で建築主体
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　　◇３月２４日、工事の請負契約

　　　について議決
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令和３年度施政方針を発表令和３年度施政方針を発表
市議会３月定例会（２月２４日開会）の冒頭、　口市長が令和３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。
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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に関する相談窓口　◇◇◇◇◇◇◇◇◇

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

新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルスワクチン接種について新型コロナウイルスワクチン接種について

　現在、鹿島市では新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を実施するため、国・県と連携して

準備をすすめています。国から示されている接種の優先順位は、医療従事者の次に高齢者（６５歳

以上）、その次に基礎疾患のある人などとなっています。

　接種に必要となる接種券は市から送付しますが、ワクチンの供給状況によっては、高齢者の中で

も施設入所者、７５歳以上の人、７４歳以下の人へと順次発送していくこととなりますので、お手

元に届くまでしばらくお待ちください。

　なお、接種券がお手元に届きましたら、接種開始まで大切に保管しておいてください。

■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など■ワクチンの副反応に関すること、有効性　など

☎０９５４（６９）１１０５
　［時間８時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む

佐賀県コールセンター

■接種券に関すること、その他問い合わせ　など■接種券に関すること、その他問い合わせ　など

☎０９５４（６８）０００２
　［時間８時 30 分～ 17 時 15 分］平日のみ

鹿島市保健センター
（新型コロナウイルスワクチン専用）

■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ、一般相談　など■集団接種の予約、予約に関する問い合わせ、一般相談　など

☎０１２０（９４７）６９４
　［時間９時 30 分～ 17 時］土・日・祝日含む

杵藤地区新型コロナワクチン
コールセンター
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　令和３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。

　令和３年度一般会計当初予算額は１５７億８,９００万円で、昨年度の当初予算

と比較して１億７,０００万円（１.１％）の増となっています。新型コロナウイル

ス感染症の影響など先行き不透明な面もありますが、第七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や「市民会館建設事業」などの投資事業に

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３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。
※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 1億7,000万円 （1.1％）156億1,900万円157億8,900万円

令和３年度予算額 令和２年度予算額

国民健康保険

後期高齢者医療

特
別
会
計

△1億1,594万円 （△3.0％）38億1,314万円36億9,720万円

△843万円 （△1.9％）4億4,177万円4億3,334万円

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

△870万円 （△1.6％）5億3,863万円5億2,993万円

3,979万円 （8.6％）4億6,385万円5億 364万円

△612万円 （△4.2％）1億4,649万円1億4,037万円

4,426万円 （11.5％）3億8,634万円4億3,060万円

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

8,191万円 （8.3％）9億9,226万円10億7,417万円

8,022万円 （8.1％）9億8,592万円10億6,614万円

△3億5,233万円 （△20.7％）17億 124万円13億4,891万円

△3億4,632万円 （△17.6％）19億6,752万円16億2,120万円

□一般会計予算の状況（構成）



５広報かしま　Ｒ3（2021）.4.1

□令和３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

７億 ６００万円　　　

１,７００万円　　　

１７億４,８８１万円　　　

１,１６１万円　　　

２,３１４万円　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

５０億８１７万円
３２％

５０億８１７万円
３２％

議会、総務、消防、
その他

議会、総務、消防、
その他

４,１３６万円　　　

６,０４９万円　　　

１２億５,０００万円　　　

８,０９６万円　　　

１,７９７万円　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

◇保育所運営事業　　　　

◇子どもの医療費助成事業　　　

◇生活困窮者自立支援事業

５２億２,８６４万円
３３％

５２億２,８６４万円
３３％

福祉事業の推進福祉事業の推進

４９２万円　　　

７９０万円　　　

２,１２９万円　　　

６１３万円　　　

２億８,４１３万円　など

◇子育て総合相談センター事業　

◇休日こどもクリニック運営事業

◇各種がん検診事業

◇有明海環境保全事業

◇ごみ処理負担金（一部事務組合）

９億７,７８９万円
６％

９億７,７８９万円
６％

衛生、健康対策衛生、健康対策

４,１０２万円　　　

６３５万円　　　

１,６３３万円　　　

４,０１０万円　　　

４０１万円　など

◇さが園芸生産888億円推進事業

◇イノシシ駆除対策事業　　　　

◇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

８億７,７２０万円
５％

８億７,７２０万円
５％

農林水産業の振興農林水産業の振興

２５０万円　　　

２,０００万円　　　

６５７万円　　　

１,２００万円　　　

９,４２０万円　など

◇歩こうまちなか。賑わい創出事業

◇祐徳門前地区まちづくり事業

◇観光プロモーション事業

◇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

４億８,７４８万円
３％

４億８,７４８万円
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

８０３万円　　　

４１６万円　　　

１,０００万円　　　

１億５,８６３万円　　　

１億 ４８２万円　など

◇スクール・サポート・スタッフ配置事業

◇ＩＣＴ支援員事業

◇赤門続塀修理事業

◇蟻尾山公園整備事業（スコアボード改修ほか）

◇学校給食運営事業

１５億１,４０６万円
１０％

１５億１,４０６万円
１０％

学校教育、生涯学習学校教育、生涯学習

１億４,９７９万円　　　

６,１３０万円　　　

４,２３３万円　　　

７,００５万円　　　

１,３９９万円　など

◇辺地道路整備事業（中川内・広平線）

◇道路整備個別補助事業

◇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

７億４,６２２万円
５％

７億４,６２２万円
５％

土木、建設事業土木、建設事業

令和３年度の一般会計借入金残高は約１３５億円となる見込

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４８億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は約

８７億円となります（この約８７億円の返済にも、約４割の

交付税措置が見込まれます）。

９億４,９３４万円
６％

９億４,９３４万円
６％

借入金の返済
（公債費）
借入金の返済
（公債費）

新市民会館（イメージ）新市民会館（イメージ）

干潟交流館『なな海』干潟交流館『なな海』
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令和３年度　出前講座『知りたい』メニュー
1

計
画
・
制
度

鹿島市総合計画

2 情報公開制度

3 個人情報の保護

4 マイナンバー制度

5 マイナンバーカードの作り方

6 いかそう選挙権

7 市議会のしくみ

8 鹿島市の税金

9

都
市
基
盤

鹿島市の公共交通

10 鹿島市の都市計画

11 鹿島の上水道（おいしい水）

12 鹿島の下水道（汚水処理・雨水対策）

13 伝統的町並み保存

14 空き家をいかそう！（空き家バンク制度）

15

環
境

ラムサール条約（世界を旅する渡り鳥）

16 『ＳＤＧｓ』って何なのだ？

17 地球温暖化対策（私たちにできること）

18 リサイクルのすすめ（分別収集と資源化）

19 人とペットの適切な関係（動物愛護法）

20

産
業
・
交
流

『海の森事業』と『山の日』

21 農地の転用

22 ６次産業（加工品開発）

23 鹿島の観光

24 国際交流（県内在住の方と）

25 市民交流プラザの利用方法

26
安
全
・
安
心

交通事故防止

27 火災防止

28 防災・減災対策

29 大地震でも大丈夫？（住宅耐震改修事業）

30 気をつけよう！悪質商法

31

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ここが要点！鹿島の教育

32 保護者や地域とつくる学校

33 子どもを生かす（さまざまな教育活動）

34 身の回りの人権

35 図書館の魅力

36 ふるさとの歴史と文化財

37 輝く郷土の偉人

38 くらしの移り変わり（民俗資料館）

39 老いを生きる（生き生きと楽しく）

40 生涯スポーツの楽しみ方

41

健
康
・
保
険

国民年金

42 国民健康保険

43 介護保険

44 後期高齢者医療制度

45 生活習慣病予防（国保特定健診・保健指導）

46 認知症（サポーター養成講座）

47 リズム体操（音楽に合わせ老化防止）

48 高齢者の健康・元気づくり（口の健康）

49 高齢者の健康・元気づくり（軽運動）

50 高齢者の健康・元気づくり（音楽サロン）

鹿　島　市
生涯学習
鹿　島　市
生涯学習 まちづくり出前講座まちづくり出前講座

□この講座は、皆さんの疑問や知りたいことを、

　メニューから選んでいただき、希望の会場

　に 市職員の講師が出向いて、一緒にお話や

　活動をするものです。

　中には、外国人や県職員等の外部講師が担

　当する講座もあります。

　皆さん、レッツ 生涯“楽習！”

□申込みは、希望日の１カ月前までに、市　

役所２階生涯学習課にある申込書に必要事　

項を記入して、提出してください。

　なお、講師の都合により、申込団体と日程

　調整をする場合があります。

　※申込書は、市ホームページにもあります。

生涯学習課　社会教育・文化係

☎０９５４（６３）２１２５

℻０９５４（６３）２３１３

詳しくは

◆申込みできるのは？

　市内に在住・勤務・在学している１０人以上の

　団体、グループです。

　※特定の政治、宗教、営利目的の催しを除く。

◆出前講座の内容は？

　『知りたい』メニューから選んでください。

　※メニューにないときは、ご相談ください。

◆開催時間と場所は？

　月～金曜日９時から１７時までの２時間以内。

　市内の公民館、集会所などを会場とします。

◆会場の手配は？

　借用申請、準備、参加会員への連絡などは、

　申込団体でお願いします。

◆講師料などは？

　講師料は無料ですが、講座に必要な材料など

　準備していただく場合があります。
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

令和３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

　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。

　市では、市内の魅力ある特産品や伝統工芸品等を市内外へＰＲするため特産品パンフレットを作成します。

　掲載を希望される事業者は、産業支援課に備え付けまたは市ホームページに掲載する募集要項をご確認のうえ

応募してください。

募集期限　４月 30 日（金）　※土・日・祝日除く

応募方法　市ホームページよりダウンロードまたは

　　　　　提出先に備え付けの申込書兼同意書（様

　　　　　式１）に記入し、ＦＡＸまたはメールで

　　　　　送付するか、窓口へ提出してください。

お
知
ら
せ

『鹿島市特産品パンフレット』掲載事業者募集

掲載内容　おすすめ商品（１品～２品）の商品説明

　　　　　および画像、店舗情報等（Ａ５版を予定）

掲載費用　無料

応募資格　市内に製造・加工施設を有する事業者等

※掲載基準により掲載できない場合があります

　　　　　　　　産業支援課　sangyo@city.saga-kashima.lg.jp

　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１１　℻０９５４（６３）２３１３

提出・問合せ先
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情報掲示板ワイド

□軽自動車税の納期限について　　納付書の納期限および口座振替日　５月 31 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（木）～５月 31 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。また、障がいの程度

　　によっては減免できない場合がありますので、詳しくは税務課窓口までお尋ねください。

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（令和２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○ ○ ○

身体障がい者または精神障がい者と同居する人が所有

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

　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

　佐賀県農業公社鹿島駐在所　☎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

農
地
中
間
管
理

事
業
の
し
く
み
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　児童扶養手当、特別児童扶養手当等の手当額をお知らせします。令和３年４月分からの改定はありません。

お
知
ら
せ

児童扶養手当、特別児童扶養手当等について

　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

１級 ５２,５００円

３４,９７０円２級

２７,３５０円

１４,８８０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

手　当　名 手当額（月額）

本体額
全部支給 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 １０,１９０円

５,１００円～１０,１８０円一部支給

手　当　名

第３子以降
加算額

全部支給 ６,１１０円

３,０６０円～６,１００円一部支給

手当額（月額）

　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』（桃色）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（緑色）が必要です。なお、国保の『はり・きゅう助成受

診券』も令和３年度から様式が変更になります。これまでの白色の受

診券は使用できませんので、必ず申請してください。

　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

　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４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４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
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　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人を対象に、地域資源を活用した特産品開発や市内で製造され

る商品の販路拡大に係る経費の一部を補助します。詳細は、市のホームページにも掲載しています。

□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

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

　　　　　［上限 50 万円（条件あり）］

申請受付　１次締切４月 30 日（金）

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。今年

度からウェブ商談会の出展費用も補助対象です。

対象経費　小間料、交通費、宿泊費、輸送費など

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

　　　　　［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

募
　
集 鹿島市産業活性化施設職員　募集

募集期限　４月 14 日（水）　※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登録申請書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。（郵送可） ❖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２６４３番地１　鹿島市役所

　産業支援課　☎０９５４（６３）３４１１

提出・問合せ先

施設運営、事務ほか
週 35 時間

（１日７時間）
シフト制

令和３年５月１日
　～令和４年３月 31 日

１人
募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

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

面接
（一次審査書類選考）
※日時は後日連絡します

募
　
集 鹿島市選挙管理委員会『投票立会人』募集

応募資格　市内在住の有権者

　　　　　（各種選挙時の選挙人名簿に登録されている人）

勤務時間・報酬

　◆期日前投票　　勤務時間　８時 30 分～ 20時

　　　　　　　　　報　　酬　 9,600 円

　◆選挙当日投票　勤務時間　７時～ 20 時

　　　　　　　　　報　　酬　10,900 円　　

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市選挙管理委員会

　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１８　℻０９５４（６３）２１２９　senkan@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

募集人数　若干名

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申込書に必要事項を記

　　　　　入し、持参、郵送、ＦＡＸ、メールのいず

　　　　　れかで提出してください。

❖立会人の選任については、選挙の都度、投票立会人

　候補者と日程調整等の連絡を取らせていただきます。

　選挙管理委員会では、選挙をより身近に感じていただくため、各種選挙の期日前投票や選挙当日の投票所で投票

事務が公正に執行されるよう立ち会いをする投票立会人を募集します。希望する人はあらかじめ、応募していただ

き、選挙管理委員会で資格審査を行い、要件を満たす人を投票立会人候補者として登録します。
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　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

　※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。

　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。

募
　
集 すこやか教室指導員　募集

募集期限　４月 20 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登録申請書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。（郵送可） ❖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２６４３番地１　鹿島市役所

　福祉課障がい福祉係　☎０９５４（６３）２１１９

提出・問合せ先

すこやか教室での療
育訓練や保育等

月～金曜日の日勤
９時～ 16 時

令和３年５月１日
　～令和４年３月 31 日

若干名
保育士の資格を
持つ人

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

面接
４月23日（金）13時 30 分～

（市役所５階第６会議室）

※すこやか教室は、心身（言語面、身体面、精神面）の成長や発達の遅れに心配のある就学前の子どもを対象とした療育の場です。
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　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

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生は起こっていませんが、

海外では毎年狂犬病ウイルスで約５５，０００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。

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40

4/15
（木）

古枝公民館
北鹿島公民館

9：30～10：20
10：50～11：20

4/13
（火）

貝瀬公民館
中浅浦公民館
のごみふれあい楽習館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：20～11：50

4/16
（金）

七浦公民館
浜公民館
鹿島市役所

9：30～10：00
10：30～11：00
12：00～13：00

4/20
（火）

横田公民館
のごみふれあい楽習館
北鹿島公民館

9：00～ 9：40
10：00～10：40
11：00～11：30

4/21
（水）

古枝公民館
鹿島市役所

9：00～ 9：50
10：20～11：30

4/23
（金）

とき ところ 時間

飯田公民館
小宮道公民館
浜公民館

お
知
ら
せ

４月２日～８日は発達障害啓発週間です

発達障害って何？

　発達障害は、脳機能の発達のバランスが異なること

によって、得意なことと不得意なことの差が大きい特

性があります。それにより、コミュニケーションや対

人関係、社会生活などに支障をきたすことがあります。

≪注意欠如・多動症（ADHD）≫

　うっかりしやすい、集中できない、じっとしていら

れない、考えなしに行動してしまうなどの特性があり

ます。学童期に多く、思春期以降は目立たなくなる傾

向があります。

≪限局性学習症（SLD）≫

　読む、書く、聞く、話す、計算する、推測するといっ

た特定の能力について、学び・行うことが、ほかの能

力にくらべて極端に困難という特性があります。ただ

し、全般的な知的発達に遅れはありません。

　毎年４月２日は、『世界自閉症啓発デー』として国連で定められており、それに合わせて、４月２日から８日ま

でを『発達障害啓発週間』とし、社会全体で自閉症等の発達障害についての理解を深める機会としてさまざまな取

り組みが行われています。

発達障害の種類と特性

≪自閉症スペクトラム症（ASD）≫

自閉症（知的障害を伴う）

　言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対

人関係の障害、限定された興味や決まった行動へのこ

だわりなどの特性があります。

アスペルガー症候群（高機能自閉症を含む）

　自閉症と同じように、コミュニケーションや対人関

係の障害がありますが、言葉の遅れなどの知的な遅れ

が無く大人になるまで気づかないことがあります。

　　　　　　　　ＮＰＯ法人それいゆ

　　　　　　　　☎０９５２（３７）０２５０

予約・問合せ先

　市では、発達障害児（者）専門相談を毎月１回

（第４火曜）に開設しています。少しでも気にな

る人は、ぜひご相談ください。【要予約】
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情報掲示板ワイド

■利用可能日カレンダー（２０２１年） ■種類、定員、料金など

お
知
ら
せ

奥平谷キャンプ場オープンは５月１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（木）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

1

3 4 5 6 7 82

10 11 12 13 14 159

17 18 19 20 21 2216

2523 24

５月

26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土

2 3 4 5

7 8 9 10 11 126

14 15 16 17 18 1913

21 22 23 24 25 2620

2927 28

６月

1

30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

2725 26

７月

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

7

10 11 12 13 148

17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

3129 30

８月

1 2 3 4 5 6

9

16

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

6 7 8 9 10 115

13 14 15 16 17 1812

20 2221 24 2519

26 27

９月

28 29

23

30

　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

　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

　令和３年４月分から国民年金保険料が、現行の１６,５４０円から

７０円引き上げられ、１６,６１０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３年度国民年金保険料額（年間）

　１９９,３２０円（１６,６１０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３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１６,６１０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

16,610円

195,780円
（3,540円割引）

16,610円

16,610円

98,850円
（810円割引）

383,810円
（14,590円割引）

16,560円
（50円割引）

98,530円
（1,130円割引）

195,140円
（4,180円割引）

382,550円
（15,850円割引）

クレジットカード
・現金納付

区　分
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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

場所：保健センター（エイブル１階）□子育て・相談・教室

母子健康手帳交付 7・14・21・28 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 23 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 3 年 2 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 14 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） 13 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者（要予約）

幼児食教室 20 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（木） 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 22 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 31 年 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

21 日（水）

22 日（木）

15 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、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

４か月児健診
（令和2年12月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和元年9月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年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
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６

13日
6日

20日
27日

嬉野市
鹿島市
太良町
太良町

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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
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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

3 日（土）
4 日（日）

10 日（土）
11 日（日）
17 日（土）
18 日（日）
24 日（土）
25 日（日）
29 日（祝）

中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
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

✿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
別府整形外科　☎（６３）３０６３4 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　☎（６３）５２８１11 日（日） アルナ薬局浜町店
志田病院　☎（６３）１２３６18 日（日） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４25 日（日） オダ薬局
納富病院　☎（６３）１１１７29 日（祝） なごみ薬局

市役所
保健センター

3・10・17・24 日（土）、
4・11・18・25 日（日）、
29 日（祝）

休館日はありません

6・13・20・27 日（火）、
29 日（祝）

5・12・19・26 日（月）、
22（木）、30 日（金）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

6・13・20・27 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

5・12・19・26 日（月）、
30 日（金）

産業活性化施設
（海道しるべ）

5・12・19・26 日（月）、
30 日（金）

令和３年２月２８日現在

鹿島市
－

－ 10 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,549

13,614

3,314

2,874

2,706

3,379

2,662

13,496

15,053

10,836

5,468

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

41 人 4 世帯＋

＋ 6 人 8 世帯

1,144 世帯 0 世帯

1,013 世帯

1,248 世帯

1,017 世帯

946 世帯

8 人

2 人

19 人

8 人

25 人

16 人

2 世帯

0 世帯

－ 1 世帯

1 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 わ・わ・わぽっとわ・わ・わぽっと
　親子で自由に遊べる常設のひろばです。

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、年末年始（12 月 29 日～１月３日）、全館清掃日

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

詳しくは

□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

□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。

□ひろばの集い
　季節に応じた行事、手遊び、制作、お

話など、親子遊びを通して、子ども同士、

親同士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。

開　催　月２回程度

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

対　象　５か月～就学前児と保護者

❖利用料不要

※内容、参加の方法についての詳細は

　facebook をご覧ください

市民課窓口（市役所１階）休日開庁
４月３日（土）・４日（日）８時 30 分～ 12時
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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

“there are other fish in the sea”
この表現は、「他に選択肢はいくらでもある」という意味で使われます。

No.184

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　　ダガトゥ　　　　　　　　　　　　　　イスダ　　　　　　　　　　　　　　　　マロンユトゥ

Dagat：海　　　　Isda：魚　　　　Malungkot：悲しい

Jeremiah:

Anne:

I didn’t get the job I wanted. I’m a little 
sad.
It’s okay I’m sure you’ll find a good one! 
There are other fish in the sea.

（ジェレミア）

（ア　ン）

希望してた仕事ダメだった。ちょっ

と悲しいなぁ。

大丈夫、きっといいのが見つかるわ

よ。他に選択肢はいくらでもあるわ。

Amy:
Cal:

Amy:

Hey Cal, are you okay? You look sad.
Hey Amy. No, my girlfriend just broke up 
with me.
Oh, that’s too bad. It’s okay there are 
other fish in the sea.

（エイミー）

（カ　ル）

（エイミー）

ねぇカル、大丈夫？悲しそうね。

やぁエイミー。彼女と僕、別れた

ところさぁ。

それは大変だったね。大丈夫よ、

他にいい人がいるわよ。

学 校 だ よ り

七浦小学校

No.287

６年生を送る会

　３月４日に６年生を送る会があり

ました。今回は体育館に集まらない

で実施しました。各学年の出し物は、

事前に撮影していたものを教室の電

子黒板で見るようにして、進行は運

営集会委員が放送室で行いました。

　出し物では、６年生の委員会活動

の頑張りを紹介したり、６年生が将

来仕事に就いて活躍しているところ

を劇にしたりしていました。歌や合

奏、ダンスもありました。電子黒板

で見たので、劇のせりふやナレー

ションもよく聞こえました。出し物

の終わりには各学年から６年生への

メッセージがありました。

　最後に放送室で６年生にインタ

ビューがあり、「どの学年の出し物

もよく考えられていて、すばらし

かったです。６年生ありがとうと

言ってもらって、とても嬉しかった

です。皆さんありがとうございまし

た。」と感激の面持ちで答えていま

した。

　コロナ禍により、事前に撮影した

映像を見る形で行いました。教室や

体育館、委員会の仕事をしている場

所で撮影していたので、臨場感があ

りました。また、納得いくまで何回

も撮り直しをしているので、できば

えも良かったです。体育館で全校児

童が集まって実施するのもいいです

が、今回のような形でもいい６年生

を送る会ができました。

　６年生への感謝の気持ちにあふれ

た温かい会になりました。
教室の電子黒板で出し物を見る６年生
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このごみどの袋・人権の輪

No.160

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　市では、小型家電リサイクル法の認定事業者『リネットジャパンリサイクル株式会社』と協定を締結し、

４月１日から家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を始めました。

家庭で不要になったパソコンを無料回収します家庭で不要になったパソコンを無料回収します

・　データはご自身で消去してください。※無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。　

・　他の小型家電、プリンタなどの周辺機器も一緒に回収可能です。

・　パソコンを含むダンボール１箱分（３辺の合計が140cm以内、重さ20kg以内）の回収料金が無料になります。

・　インターネットが使用できない人は、下記のお問い合わせ専用窓口へご相談ください。

❖詳しくはリネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧ください。

　お問い合わせ専用窓口　☎０５７０（０８５）８００［10 時～ 17時］

https://www.renet.jp リネットジャパン 検索

人間が人間らしく生きるために
～人権とはなんでしょう～
◆ご意見などをお寄せください

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　春は新しいスタートの季節。緊
張と希望を胸に、一歩を歩みださ
れた方もたくさんいらっしゃるこ
とでしょう。
　人は生まれながらにして人間ら
しく生きる権利を持っています。
それは、すべての人が等しく持っ
ているもので、他の人が侵害した
り奪ったりしてはならないもので
す。たとえ５歳の子どもでも。
　今年の春、彼は小学校に入学す
るはずでした。大好きなお母さん
お父さんに手を引かれて。2020
年の４月、食事を与えてもらえず

５歳で亡くなった、福岡県篠栗町
の男の子です。母親と知人の女が
保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕
されました。報道によると、通っ
ていた幼稚園では、2019 年９月
ごろから元気がない様子をみせる
ようになり、顔色も悪かったそう
です。園の関係者に「昨日はたく
さんご飯が食べられたよ」と笑顔
を見せ、食べ物の絵を描いたこと
もあったということです。また、
母親を気遣う言動もあったそうで
す。
　大人に守ってもらうことしかで

きない子どもは、守ってもらえな
くなったときどうすることもでき
ません。もし彼が、「ママ、僕に
ご飯を食べさせないのは間違って
いるよ。」と自分の権利を主張す
ることができていたら、また、母
親が子どもに人権があることを
知っていて、それを認めることが
できていたら、知人の行いは、子
どもの人権を奪うことになると気
付き、もっと違った結果になって
いたかもしれません。
　人権は、大人も子どももすべて
の人に平等に、そして無条件に尊
重されるべきものです。自分の行
動が相手の人権を侵害したり奪っ
たりしないか、人として正しいの
かを考えることが、かけがえのな
い一人一人の人権を尊重すること
になるのではないでしょうか。

令和２年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

　さしだすて　そのゆうきが　えがおへと　　　　白濱　愛結（明倫小）
　友だちは　笑顔なのかな　考えよう　　　　　　野中　梨穂（能古見小５年）
　知ったこと　できることなら　行動に　　　　　山口　樺恋（東部中１年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介
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佐賀県『ストップ温暖化』県民運動功労者表彰

　地球温暖化防止対策に貢献したとし

て、古枝小学校と鹿島市ラムサール条

約推進協議会の２団体が表彰され、３

月１日に市長より表彰状と記念品を贈

呈する伝達式が行われました。

　この表彰は、県や県内市町、民間団

体でつくる佐賀県『ストップ温暖化』

県民運動推進会議が、毎年度、地球温

暖化防止対策に貢献した県内の個人や

団体を表彰するもので、古枝小学校は、環境教育プログラムへの参加や段ボール

コンポストづくりによるごみ減量化への取組み、また、鹿島市ラムサール条約推

進協議会は、ラムサール条約登録地で刈り取ったヨシを堆肥化し、循環型社会の

構築に寄与したことや堆肥を使った作物の売り上げの一部を有明海の環境保全に

活用するなどしたことが認められての受賞となりました。

TopicsTopics まちの話題

　事業を通じて、県内有数の桜の名

所旭ヶ岡公園の新たな魅力に気付い

てもらえたのではないかと思います。

　今回植えた桜は、さっそく花を付

けました。毎年、花を咲かせる桜の

木が、子どもたちが大人になったと

きに、どの位育っているか、これか

らとても楽しみです。

旭ヶ岡公園で桜の植樹体験とクイズラリー

　２月２１日、鹿島市子ども体験塾

として、市内の小学生と保護者３４

人が、旭ヶ岡公園で行われた桜の植

樹とクイズラリーに参加しました。

　この事業は、鹿島市桜樹保存会が

主催する記念植樹祭に合わせて企画

しました。初夏のような汗ばむ陽気

のなか、参加者は桜の木を植えた

後、鹿島城赤門や松蔭神社、記念碑

などに隠されたヒミツを解くため

に、公園内を散策しました。

１９７１年２月２日、ラムサー

ル条約がイランのラムサールで

締結されたことを記念して、２

月２日は世界湿地の日と定めら

れています。市では湿地の保全

や賢明な利用の達成に向けて２

月末から３月上旬にかけて、市

内の飲食店　café１６、浜宿

キッチン、創作料理楽亭、居酒

屋千景、風車の５店舗の協力の

もと、有明海への寄附付きメ

ニューを提供するラムサール

フェアを開催しました。

寄附付きメニュー１食につき、

２０円が有明海の環境保全のた

めの基金として入り、今回約１

週間のフェアで７,０４０円が

集まりました。皆さんからご協

力いただいた寄附は、清掃活動

費として活用させていただきま

す。ありがとうございました。

ラムサールフェア開催

提供された寄附付きメニュー

第七次（R３～R７）

鹿島市
総合計画
令和３年
４月スタート

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

　市では、令和３年度から令和７年度までを計画期間とする『第七次鹿島市総合計画』

を策定しました。総合計画とは、鹿島市の将来像やそれを実現するためのまちづくりの

基本的な方向性を示したもので、市のすべての活動の根拠となる計画です。

　市民の皆さんと情報を共有して、ともにまちづくりを進めていくために、今回の広報

かしまに主な内容を抜粋した『概要版』をとじこんでいますのでご覧ください。より詳

しい情報（本編）は、市ホームページや市役所３階企画財政課などで閲覧できます。
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能古見小学校　のごみ☆お宝再発見プロジェクト

　鹿島市の面積の半分以上を占める能古見地区には、広大な自然

と多くの史跡や名所、伝統芸能が残っており、中には国や市の重

要文化財に指定されているものもあります。

　この企画は次世代を担う地元である能古見小学校３年生を対象

に『総合的な学習の時間』として地域のことやまちの宝について

学び、今後の地域文化の継承、地域へ参画するきっかけをつくる

ことを目的として全３回行いました。

　参加した子どもたちは「自分の知らないお宝がたくさん残って

いて、すごいと思った。学習したことを家族や友達に伝えたい」

と話していました。

第１回（２月２日）テーマ『のごみ』を知ろう！

　能古見地区全体を撮影したドローン映像を観ながら、３つの水系から

なる能古見の歴史を学びました。映像は、空を散歩しているような構成

で撮影してあり、自分の家や知っている場所が写し出されると歓声があ

がっていました。講義の最後には、撮影に使用したドローンの操縦体験

も行いました。

第２回（２月１６日）テーマ『のごみ』をSAGAそう！

　第１回で学んだ能古見地区にある蓮厳院、花頂山、三嶽神社、山浦城

をバスで巡りました。普段は無意識に近くを通過しているだけだった場

所が、特別な場所になったのではないでしょうか。また、説明だけでな

く１人１台ｉｐａｄを使って、お宝ショットに挑戦しました。

第３回（３月９日）テーマ『のごみ』を伝えよう！

　第２回に巡ったお宝を中心に学んだ能古見地区の歴史について『かべ

新聞』を作りました。これまでの講義のメモなどを読み返し、全員で話

し合いながら意見を出し合い、役割分担をしながら作業を進めました。

　完成後、今回のテーマを実践するため、各グループから発表をしても

らい、全講義のまとめとしました。

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12日（月）・13日（火）・14日（水）・15日（木）・16日（金）・17日（土）
❖高津原のりあいタクシー　４月13日（火）・15日（木）・17日（土）
❖予約型のりあいタクシー　４月12日（月）・13日（火）・14日（水）・15日（木）・16日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の高齢者（昭和 32 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がいのある人（身体障害者手帳・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、障害者手帳などの提示

　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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 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

◇令和２年度防火に関する標語

　佐賀県知事賞　林田　叶夢（古枝小３年）

　　《作品》　火の用心　家ぞくでかくにん　火事のもと

　佐賀県消防協会会長賞　

　　　井上　楓椛（七浦小２年）

　　《作品》　だいじょうぶ？　家族みんなで　火のかくにん

　　　坂井　星（古枝小３年）

　　《作品》　火の用心　ゆだんきんもつ　火のかくにん

　　　筒井　心香（明倫小４年）

　　《作品》　消したはず　その思いこみ　火事のもと

　　　小柳　春奈（佐賀農業高２年）

　　《作品》　スマホより　火元見るのが　先ですよ

　佐賀県女性防火防災クラブ連絡協議会会長賞　

　　　山口　紫和（明倫小３年）

　　《作品》　ねるまえに　ストーブこたつ　消したかな

　　　松本　彪雅（明倫小３年）

　　《作品》　火をつけた　あなたが消火の　せきにんしゃ

◇第46回九州アンサンブルコンテスト

　開　催　日　２月 13 日（宮﨑県メディキット県民文化センター）

　【中学校の部】

　　銀賞　西部中学校吹奏楽部

　　　　　《西村はるか・織田こころ・宮﨑春妃（２年）》

◇グローバルアリーナチャレンジカップ《テニス》

　開　催　日　２月 14 日（福岡県グローバルアリーナ）

　【Ｕ－15 クラス】　２位　光武　拓海（明倫小６年）

◇九州小学生４年生テニス選手権佐賀県予選

　開　催　日　３月６日（唐津市松浦河畔公園テニスコート）

　【男子シングルス】　３位　中原　珀（明倫小２年）

　【女子シングルス】　３位　野田　彩空（北鹿島小３年）

◇第34回佐賀新聞学童オリンピック大会

　なぎなた　開催日　２月 23 日（嬉野市社会文化会館リバティ）

　【演技競技低学年の部】

　　２位　濵本　まりか（明倫小２年）

　【演技競技高学年の部】

　　３位　濵本　あみか・大谷　実穂（明倫小４年）

◇第80回全国教育美術展

　　特選　松本　伊織（七浦小４年）、小八重　有希（西部中２年）、

　　　　　岩田　真緒（西部中３年）、諸岡　心美（西部中３年）

　　入選　田畑　賢悠（西部中２年）

　　佳作　藤山　紗妃（西部中３年）

◇第56回新春読書感想文コンクール

　佐賀県知事賞　加藤　青空（鹿島小４年）

　　佳作　野中　芽依（明倫小３年）、浜松　雛愛（鹿島小５年）

　　　　　古賀　妃奈乃（西部中１年）、野中　美羽（西部中１年）

◇佐賀新聞チャレンジ３days

　優秀賞　有森　莉彩（明倫小６年）

◇『わたしの夢・ぼくの夢』絵画コンクール

　県民会議賞　小池　颯馬（鹿島小４年）、江湖　環（鹿島小４年）、

　　　　　　　堀之内　和奏（鹿島小４年）、川口　愛（鹿島小５年）、

　　　　　　　松本　歌純（鹿島小６年）

◇新年書き方会県審査

　【硬筆の部】

　　特選　馬郡　虹（北鹿島小６年）

　　入選　鍋島　妃愛乃（鹿島小１年）、平野　咲彩（鹿島小３年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　一席　小池　望叶（七浦小４年）

　　《作品》　じかんがね　やがてやがてと　せまってくる

　　一席　有森　みずき（能古見小５年）

　　《作品》　バスケット　相手をかわし　風になる

　　三席　宮﨑　葵子（鹿島小２年）

　　《作品》　なわとびを　してから日記　かこうかな

　　三席　土井　梨愛（七浦小４年）

　　《作品》　強い馬　王様の馬　こわい馬

◇佐賀県スポーツチャレンジ

　【８の字とび部門】　優勝　浜小学校１・４・５・６年

　【50m 走部門】　　２位　浜小学校３年

　【輪くぐりリレー部門】　２位　浜小学校４年

　【ドッジボールラリー部門】　３位　浜小学校４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

　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！
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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

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□子ども図書館サポーター募集（市内の小学４年生対象）

　定　　員　５人程度　募集期間：４月 13 日（火）～ 27 日（火）

　活動期間　11 カ月（５月～）※７～８回の活動

　内　　容　子ども向けイベントの準備や手伝いなど

　応募方法　応募用紙または電話

□ぬり絵でHAPPY！

　佐賀市出身のアーティスト　ミヤザキケンスケさん作成のぬり絵を

　お家でしませんか？完成したぬり絵は図書館に掲示します。

　ぬり絵配布期間　４月 27 日（火）～５月９日（日）

　完成ぬり絵受付期間　４月 27 日（火）～５月 26 日（水）

□おはなしパパとえほんTime（かしまこどもフェス共催）

　パパの声は“魔法の声”、パパたちからおはなしのプレゼント！

　と　　き　５月５日（祝）11 時～

　と　こ　ろ　エイブル３階研修室Ａ

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

第１回
えいぶる事業 『かしまこどもフェス』エイブル祭り

プレイベント

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、延期または中止する場合があります

募集期限　４月 30 日（金）

受付場所　鹿島市社会福祉協議会（かたらい３階）

　　　　　子育て支援センター（かたらい４階）

　　　　　鹿島市保健センター（エイブル１階）ほか

問合せ先　幸せゆずり会実行委員会（宮田）

　　　　　☎０９０（６７７１）６２４７

　服やおもちゃ、絵本など

不要になった子ども用品を

お譲りいただけませんか？

　今年は感染症対策を十分に行って、規模を縮小して

開催します。市民の生涯学習の成果をご覧ください。

　と　　き　５月８日（土）～ 16 日（日）

　と　こ　ろ　エイブル全館　※10 日（月）は休館

開館２０周年！
今年はやります　応援します！

第２回
えいぶる事業

エイブル開館２０周年記念

『第１９回エイブル祭り』

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、延期または

　中止する場合があります

“ペットの写真展”の写真を募集します
展示期間　５月８日（土）～ 16 日（日）

展示場所　エイブル３階研修室Ａ

募集期限　４月 29 日（祝）

※詳細はエイブルの木４月号をご覧ください

　鹿島市の伝統工芸『鹿島錦』の歴史や

作品を紹介します。

　鹿島錦は江戸末期、鹿島第９代藩主の

夫人篤子（柏岡の方）が天井の網代文様

を見て、この文様で日用品を作れないか

と近習に相談して考案したのが始まりと

言われています。

　その技術は鹿島錦保存会に受け継がれ、

現在も高度で緻蜜な作品が制作されてい

ます。

　前期は、古式の『板機』や現在使われ

ている巻台などを展示します。

【展示期間】　

　前　期　４月 2 日（金）～５月 19 日（水）

　後　期　５月 20 日（木）～６月 30 日（水）

鹿島錦展
～その歴史と伝承～

床の間
コーナー

あつこ　　　　かしわおか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あじろ

きんじゅう

いたはた

❖オープニングセレモニー　８日（土）

　ゲスト　徳永義昭さん（ピアノ演奏・海苔漁師）

❖子ども茶道教室お茶席　８日（土）

❖作品展示・読書手帖配布　８日（土）～ 16 日（日）

❖ホール舞台発表・ワークショップ

　　　　　　　８日・９日・15 日・16 日（土・日）

❖おもちゃ病院　９日（日）

❖エイブルマルシェ　16 日（日）
詳しくはエイブルホーム
ページをご覧ください

詳しくはエイブルホーム
ページをご覧ください

テーマ

　鹿島市を子育てしやすい街へ！子どもと家族で楽しむフェスティバル！

　入場無料！子連れでも安心してご来場ください。　

　と　　き　５月５日（祝）　　と　こ　ろ　エイブル全館

　❖つるの剛士子育てパパトークショー

　❖おでかけ わ・わ・わぽっと

　❖♯フォトスポット巡り

　❖おはなしパパとえほんTime

　❖はたらく車大集合！

　❖幸せゆずり会（下記参照）

つるの剛士
子育てパパ
トークショー
申込みはこちら！

ほかにもイベント
たくさん！！

ほかにもイベント
たくさん！！

第１回かしまこどもフェス
 幸せゆずり会
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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６月頃にお知らせのはがきを郵送予定

接種期間　１年間（令和４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、前々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 22 年４月１日～平成３年３月 31 日生まれの人

　◆令和３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）

申込期限　４月 15 日（木）　

　市保健センターへ電話（９時～ 17 時：土・日を除く）または

ホームページから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。

市ＨＰ申込み　⇨
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特定健診を受けましょう

　対　象　者　令和３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（土）～令和４年１月 31 日（月）

　自己負担　医療機関での個別健診　　　1,000 円

　　　　　　保健センターでの集団健診 500 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３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

　対　象　者　昭和 20 年４月１日

 　　　　　　～昭和 21 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

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

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。

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21年４月～昭和22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。

特定健診・特定保健
指導を受けると・・

32

37

42

47

52

令和 2年度令和元年度

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

（％）

38.1％38.1％

33.2％33.2％

43.0％43.0％

38.0％38.0％

42.6％42.6％

40.8％40.8％

42.9％42.9％

37.9％37.9％

40.8％40.8％

39.1％39.1％
40.7％40.7％

37.5％37.5％

43.9％43.9％

38.5％38.5％

（令和３年１月末）

■鹿島市国保の特定健診受診率（地区別）

令和元年度　鹿島市受診率

４２.２％（県内１６位）
佐賀県平均受診率４３.３％

令和３年度
健診受診率目標値 52％
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　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

　中山間地域の荒廃農地の発生防止

および再生のために実施する水路整

備や園地改良などの取り組みに対し

て支援を行います。

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

　市営中央駐車場定期駐車券の新規

申込みを募集します。

場　　所　市営中央駐車場

　　　　　鹿島市大字高津原４３１７番地３

募集台数　10 台（先着）

料　　金　6,280 円／月

応募・問合せ先　

　鹿島商工会議所

　☎０９５４（６３）３２３１

　イノシシによる農作物被害に悩ま

されていませんか。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６年３月31日まで

対　　象　市税の滞納がない農家個

　　　　　人で、市内の農地で営農

　　　　　し、事業所得を申告して

　　　　　いる人

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

お知らせ

　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

　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（金）

応募・問合せ先　　　

　鹿島商工会議所

　☎０９５４（６３）３２３１

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

令和３年２月分の市長交際費を公表します

弔　慰 ２月５日 16,500円 供花１件
16,500円 令和２年度累計　131,530 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

令和３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

579 件（－107）
42 件（＋011）
20 件（－000）

736 人（－165）
54 人（＋019）
27 人（＋004）

6人（－03）
1人（＋00）
1人（＋00）

3,144 件（＋021）
159 件（－036）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

93 件（－011）

中山間地域の
農地利用促進を支援します

空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

『自然の館ひらたに』を
ご利用ください

市内で創業される人を
支援します

鹿島市イノシシ等
被害防止対策事業

定期駐車券を募集します

情報掲示板　◇　お知らせ
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　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

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　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

　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４年３月 31 日（木）

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

②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

③太陽電池の最大出力が10kW未満

④補助対象経費が１kW当り65万円以下

⑤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

　市では、新型コロナウイルス感染

症の影響により厳しい経営環境にあ

る事業者を対象に、事業継続を支援

する『鹿島市事業継続支援給付金』

を支給します。対象要件や申請方法

など市ホームページまたは配布して

いるチラシをご覧ください。

対　象　者　県内に本社・本店を置き、

　　　　　鹿島市内に常設の事業所

　　　　　等を有する事業者

※佐賀県時短要請協力金や佐賀型中小事

　業者応援金の交付を受ける事業者、また、

　農林漁業者や医療・福祉サービス事業

　者などは対象外となりますが、一部例

　外もありますので、お問合せください。

給　付　額　10 万円（法人・個人）

申請期限　４月 30 日（金）

詳しくは　商工観光課

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　新型コロナウイルス感染症の影響

により観光客や来店者数が大幅に減

少する中、感染症対策を施し、実施

するイベントに対して補助を行いま

す。希望する場合は、お問合せくだ

さい。

支　給　額　上限 50 万円

　　　　　（補助率 90 ／ 100）

詳しくは　商工観光課観光振興係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　４月６日（火）から１５日（木）

までの１０日間、『春の交通安全県

民運動』が実施されます。皆さんも

一人ひとりが交通ルールを守り、交

通事故防止に努めましょう。

全国重点

⦿子どもと高齢者を始めとする歩行

　者の安全の確保

⦿自転車の安全利用の推進

⦿歩行者等の保護を始めとする安全

　運転意識の向上

佐賀県重点　よかろうもん運転の根絶

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 15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

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　４月 28 日（水）まで

　一次試験　５月８日（土）

□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 11 日（火）まで

　一次試験　５月 22 日（土）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33歳未満

　受　　付　問合せください

　一次試験　４月 17 日（土）

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

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

勤労者福祉センターを
利用しませんか

親元就業者を支援します

令和3年度
自衛官採用試験

春の交通安全運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

鹿島市ウィズコロナイベント
補助金

鹿島市事業継続支援
給付金

情報掲示板　◇　お知らせ・採用・試験
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講習会・教室

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

会員や外部講師による講話や年１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。

と　　き　４月 14 日（水）

　　　　　14 時 15 分～ 15 時 45 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

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）

資　料　代　200 円

※講話は定期総会後に行います

詳しくは　鹿島史談会　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。

　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『心の健康とコロナ』

創作活動『ステンシルエコバッグ』

と　　き　４月 21 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　16 人（先着）

参　加　費　無料

申込期限　４月 19 日（月）

※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２日～６月 25 日　

　毎週金曜日　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館体育館

※５月７・28日は北鹿島体育館

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

　『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時予定（全８回）

　５月 25 日（火）、６月 22 日（火）、

　７月 27 日（火）、９月 22 日（水）、

　10 月 27 日（水）、11 月 30 日（火）、

　12月21日（火）、令和４年１月25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　15 人（先着）

内　　容　講話、調理実習、

　　　　　ウォーキング、見学　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

　趣味づくり健康づくりのために、

日本舞踊教室を開催しています。

　楽しく介護予防しませんか。

と　　き　６月９日（水）から

毎月第２・第４水曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階

対　　象　市内在住 40 歳以上

定　　員　15 人

講　　師　藤間松娘（武藤恭子）さん

受　講　料　無料

受講期間　２年間

募集締切　５月 31 日（月）

※定員になり次第締め切ります

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

募　集

　施設見学や模擬体験もできます。

■ポリテクセンター佐賀［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　６月２日（水）～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（木）

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

■ポリテクセンター佐世保［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　６月４日（金）～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　４月 30 日（金）

詳しくは　ポリテクセンター佐世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１５

１５

ロコモ予防運動教室

ヘルスメイト養成講座
受講生募集

鹿島史談会　歴史講座

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

定員募集訓練科

ＣＡＤ・生 産 サ ポ ー ト 科

電 気 設 備 技 術 科

住 環 境 コ ー デ ィ ネ イ ト 科

３

３

３

テクニカルメタルワーク科 ３

かしまオレンジカフェ
～認知症カフェ・介護者のつどい～

日本舞踊教室
第８期生募集

令和３年６月期
職業訓練受講生募集

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集
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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 21 日（水）

　　　　　５月 19 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２営業日前まで

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

　聴こえについて不安を感じること

はありませんか。相談会では、言語

聴覚士が聴力測定を行い、結果を分

かりやすく説明します。測定、相談

は無料です。

と　　き　４月 21 日（水）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　浜公民館２階大会議室

※前日までに申し込みをお願いします

申込・問合せ先

　佐賀県聴覚障害者サポートセンター

　☎０９５２（４０）７７００

と　　き　４月 18 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

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　６・20 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

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　１日（木）10 時～ 15 時

◆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

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　15 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

　22 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

　15 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆働き方改革推進出張相談　

　９日（金）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市役所５階第７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）

　21 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

　27 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

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　27 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）

　10 日（土）10 時～ 12 時

　NPO 法人肥前まちづくりデザイン研究会

　（事務局：山田圭介建築設計事務所内）☎（６８）０００１

◆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）

　16 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

◆旭ヶ岡公園桜まつり

　～４日（日）旭ヶ岡公園

◆消防団辞令交付式

　消防団新入団員・班長以上訓練

　４日（日）９時～林業体育館　ほか

◆令和３年度始業式（市内小中学校）

　６日（火）

◆令和３年度入学式（市内小中学校）

　９日（金）

イベント

　『希望の道を、つなごう。』をコ

ンセプトに、３月２５日の福島県ス

タートから７月２３日の東京都ゴー

ルまで、１２１日間をかけてオリン

ピックの聖火が４７都道府県を回り

ます。鹿島市では、祐徳稲荷神社か

ら大村方工場団地までの約２kmを

１０人のランナーが繋ぎます。

　なお、聖火リレー中は、コース上

などでのドローンの飛行はご遠慮く

ださい。（事前に飛行申請している

ものは除く）。また、走行路にモノ

を投げたり、飛び出すことがないよ

うにお願いします。

✿鹿島市での聖火リレー✿
と　　き　５月９日（日）

　　　　　10 時 25 分～ 10 時 50 分

コ　ー　ス　祐徳稲荷神社太鼓橋前

　　　　　　～大村方工場団地入口

交通規制　リレーコースおよび周辺道路

※後日、規制マップを全戸配布予定

□聖火リレー（県内全２０市町）

◆５月９日（日）◆
　太良町　⇨　鹿島市　⇨　嬉野市　⇨　

　白石町　⇨　武雄市　⇨　有田町　⇨　

　伊万里市　⇨　玄海町　⇨　唐津市

◆５月 10 日（月）◆
　基山町　⇨　鳥栖市　⇨　みやき町　⇨
　上峰町　⇨　吉野ヶ里町・神埼市　⇨
　小城市　⇨　多久市　⇨　

　大町町・江北町　⇨　佐賀市

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 17 日（土）

　　　　　　～５月５日（祝）

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

弁護士による
無料法律相談会

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

巡回聴こえの相談

その他の相談

その他のイベント

情報掲示板　◇　相談・イベント
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　ラムサール条約推進室では、有明海の環境保全を通じてＳＤＧｓの推進に取り組む企業、団体等の『肥前鹿島

干潟ＳＤＧｓ推進パートナー』を募集しています。また、取組内容は市ホームページなどでも紹介する予定です。

《現在の主な取組》

◆ラムサール条約登録湿地『肥前鹿島干潟』および周辺堤防の清掃活動

◆再生可能エネルギー使用率100％を目指した気候変動対策

◆ＩoＴ技術を駆使した電気の見える化促進とスマート化エネルギーな

　どの技術革新の基礎づくり

◆質の高い社員教育

◆男性も女性も障害のある人も共に活躍できる職場環境づくり

◆老若男女が住み続けたいと思える理想の街づくりの支援

《今後の取組》

　ＳＤＧｓの目標実現には、多くの企業の取組が必須であることから、地域の

ＳＤＧｓ普及のためのリーダー企業として、事業を推進していきます。

登録番号１　株式会社岡田電機

ラムサール条約登録地『肥前鹿島干潟』で
行われたスポＧＯＭＩ大会in鹿島

　　　　　　　　

　建設環境部ラムサール条約推進室

　☎０９５４（６３）３４１６

　℻０９５４（６２）３７１７

　ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナ―募集

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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　ふるさとの多様な自然・歴史・文化・産業等を

活かした観光振興に取り組む事業を支援します。

　希望する場合は、お問い合せください。

　支　給　額　上限 100 万円（補助率 90/100）

　商工観光課観光振興係　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

≪令和２年度事業実績≫

◆肥前浜宿観光列車歓迎事業　◆道の駅鹿島プロモーションビデオ制作事業

◆鹿島市観光周遊乗合タクシー実証運行事業　◆鹿島鬼塚古墳観光スポット化事業

鹿島市
観光振興事業

奨励金

　総務課総務係

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　４月から鹿島市役所横（旧市民会館跡地）で

順次、新市民会館の建設工事が始まります。

　市民の皆さんには、市役所にお越しの際など

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお

願いします。

新市民会館（イメージ）新市民会館（イメージ）

新市民会館の建設工事が始まります新市民会館の建設工事が始まります


