


　口鹿島市政12年の歩み
～　口久俊市長３期12年を振り返って～

　口市長とともに鹿島市が歩んできた１２年間を振り返ります。

また、３ページでは市議会３月定例会閉会日に市長が述べた皆さんへの感謝の言葉を要約して掲載しています。

　口久俊市長が初登庁

多良岳オレンジ海道が全線開通
祐徳本因坊戦第６０回記念大会開催
九州大学と鹿島市が包括連携協定締結

近隣市町（１市３町）との災害時における相互応援協定書調印式
箱根駅伝出場大学が鹿島市で合宿（スポーツ合宿誘致事業）
鹿島市まちづくり推進構想（鹿島ニューディール構想）策定

肥前鹿島駅バリアフリー工事完成記念式典
碁聖寛蓮 碁式献上１１００年記念事業
道の駅鹿島災害応援協定調印式
鹿島市で全国道の駅連絡会総会・シンポジウム開催

九州初の夜桜電飾設置１００周年
市長選挙　　口久俊氏当選（再選）
産業活性化施設『海道しるべ』落成
鹿島市で九州・沖縄『道の駅』連絡会通常総会が開催
市民交流プラザ『かたらい』落成
市制施行６０周年記念式典
災害時に避難所として機能する東部中学校『南校舎』完成

『肥前鹿島干潟』がラムサール条約湿地に登録
ボートレースチケットショップ鹿島　オープン

千葉県香取市と友好都市協定および災害相互協定締結
熊本地震被災地職員派遣（第１陣）
鹿島警察署新庁舎落成式
碁聖『寛蓮』囲碁の殿堂入り
防災情報伝達システム（ＣＡＴＶ屋内放送システム）運用開始
鹿島新世紀センター完成
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鹿島酒蔵ツーリズムに８万人来場
鹿島市・高興郡（韓国）友好結縁２０周年
鹿島市が総務大臣表彰
『かしま仕事めぐりツアー』開催

肥前浜駅リニューアルオープン
市長選挙　　口久俊氏当選（３選）
川島金属株式会社と進出協定締結
囲碁サミット２０１８　in鹿島開催

inaho株式会社と進出協定締結
初めての『鹿島市企業説明会』開催
定住促進住宅と市営住宅からなる『中村住宅』完成
干潟交流館『なな海』が開館

『鹿島酒蔵ツーリズム』がふるさとづくり大賞を受賞
鹿島市防災マップ完成　全世帯へ配布
令和２年７月の豪雨災害の対応
高齢者等地域見守り活動に関する協定締結
『スポGOMI』大会　鹿島市で初開催
国道２０７号鹿島バイパス　全線４車線で開通

『鹿島肥前干潟』ラムサール登録５周年　シンポジウム
新市民会館建設の着工
トゥルーバファーム佐賀株式会社との進出協定締結
新型コロナウイルスワクチン集団接種開始
『肥前浜宿』重要伝統的建造物群保存地区１５周年
ＪＲ肥前鹿島駅周辺整備全体構想答申
田澤記念館と鹿島市民立生涯学習・文化振興財団との合併契約調印式

ラムサール条約推進協議会の国土交通省『手づくり郷土賞』受賞伝達式
SAGA2024（国民スポーツ大会）鹿島市実行委員会設立総会
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１２年間の思い…皆さんに感謝
　１２年間という在任期間、長いようでもあっ
という間のような時間でございました。その間、
市民の皆様の御理解と議会の皆様の御教示に支
えられて、今日を迎えられていることを感謝申
し上げたいと思います。そして、その負託に応
えられたのは、私自身の価値観とふるさと鹿島
への思いが皆さん方の思いと同じ方角を向いて
いたということがあったからだと思っています。
　市長としての時間を少し振り返ってみますと、
まず何より健康であったこと、そして、議員の
皆さんや親類縁者、友人、そして、職員の皆さ
んにそれほどしかめ面を見せて過ごしたという
ことはなかったような気がいたしまして、そう
いう状況であったことは大層ありがたいこと
だったなと思っています。
　以前、私自身のいろんな信条をお話しすると
きに、１つは、うそをつかないということは大
事なことだとお話したことを記憶いただいてい
るかもしれません。市民の皆さんや仕事上の関
係者に対して心にもないことを言うとか、あた
かもできるようなことを言って皆さんを引きつ
けるというようなことはなかったと思っていま
すので、これも幸いなことであったと思ってい
ます。
　また、２つ目に弱い者いじめ、差別みたいな
ことはしたくないと申し上げましたが、私が関
わりました施策事業、例えば、この地域、６つ
のまちがありますが、北鹿島から七浦まで可能
な限りひとしく配慮をして、職員の皆さんと、
そして、関係者の皆さんと共に知恵を出しなが
ら、汗を流して、なるだけいい結果が得られる
ように努めてまいりました。成果が得られたこ
とについては喜んでもらえたのではないかなと
思っています。一緒にやるということはもちろ
んですけれども、それぞれの地域の特色を生か
して、鹿島らしさを発揮するということに配慮
してきたつもりです。
　１つずつ特色のある事例を御紹介してみたい
と思います。
　まず北鹿島から、もう御承知でしょうけれど
も、ボートの舟券売場を設置しました。それに
ついてはいろいろな考え方があるかもしれませ
んが、競馬や自転車等々、似たような施設が実
は全国に 300 ほどあります。その中で鹿島が一
つ特徴的なことは、場内にいわゆる「食事どこ
ろ」、「ラーメン屋」とか、「すし屋」とか、そう
いうものが一切ありません。極めて珍しいと言
われています。それは、せっかく周囲にそうい
う場所があるのに、中と外で競合することはな
いだろうという考えが前提に立っていまして、
これは主催者である大村市の理解があり、成立
していることであり、片方では地域振興という
配慮があります。
　次に、鹿島の地域では、市役所の隣に、実質
的には「防災センター」と言ってもいい「新世
紀センター」があります。実は全国的に珍しい
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建物になっておりまして、大家は鹿島市です、
佐賀県が間借りをして、佐賀県から賃料をもらっ
ています。これはほとんど例がありません。最
近やっと武雄市が市役所を建てて、庁舎内に税
務署が入っているという事例が出ましたけれど
も、そういうことも、あの施設は県の現地機関
が鹿島市に残ってもらうために編み出された考
え方です。
　次に、能古見地区では、江戸時代に名の知れ
た「絵描き」がいらっしゃいました。「雲谷等顔」
です。かつては非常に有名な方でしたが、最近
はちょっと忘れられていました。その方にもう
一回スポットを当てまして、地域の宝にしたい
ということで、最近またいろいろなイベントが
あり、標識がいろいろ立つようになりました。
御承知の方は、この方の生まれた原城を種にし
て、観光施設にしようということでスポットを
当てて御紹介をしたということがございます。
　次に、古枝では、雇用促進事業団が下古枝に
住宅を持っておられましたが、なかなか運営に
難儀をしておられたということでございます。
そこで、120 戸ほどあります住宅を市営住宅と
して買い取りまして、それで市のほうでは部屋
によって入居料を少しずつ変えるという方法を
しまして、現在は当時からするとはるかに入居
率が上がっています。また、あの中でたしか５
戸だったと思いますが、万一火事や水害などの
被害にあわれたときにはいつでも入れるように、
一種の避難所として使えるような用意もしてい
まして、現に何戸かあそこを御利用されたとい
う実績もあります。
　次に、浜でございますが、浜では、解説する
ほどもないぐらい海外まで知られているイベン
トで「酒蔵ツーリズム」というのがありまして、
これは蔵元さん、その関係者、一生懸命努力を
して、ああいう形でやってもらっていますが、
ちょっとだけ我々もお手伝いをしようというこ
とで、あの「酒蔵ツーリズム」というのを特許
庁に申請しまして、商標登録は実は鹿島市が保
有しています。したがいまして、大抵のお酒の
まちが「酒蔵ツーリズムという名前を使うてよ
かですか」と市役所に相談に来られます。その
場合、「酒蔵ツーリズム」という名前をお使いに
なるときは、必ずⓇという表示をして、そして、
そこに佐賀県鹿島市の登録商標ですよというふ
うに書いてくださいとお願いしています。しか
も、政府が開催していただきます酒蔵ツーリズ
ムの全国の推進協議会には必ず鹿島市がメン
バーに入るということになっています。そうい
う面でも、いろいろと我々も気を使っていると
ころです。
　最後に七浦地区ですが、オレンジ海道の脇に
ある６次化の加工施設「海道しるべ」は御承知
だと思います。これもメンバーに頑張っていた
だいていますが、実はあと数年で農水省と約束
した期限が来ましたら、あそこで作ったものだ
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して買い取りまして、それで市のほうでは部屋
によって入居料を少しずつ変えるという方法を
しまして、現在は当時からするとはるかに入居
率が上がっています。また、あの中でたしか５
戸だったと思いますが、万一火事や水害などの
被害にあわれたときにはいつでも入れるように、
一種の避難所として使えるような用意もしてい
まして、現に何戸かあそこを御利用されたとい
う実績もあります。
　次に、浜でございますが、浜では、解説する
ほどもないぐらい海外まで知られているイベン
トで「酒蔵ツーリズム」というのがありまして、
これは蔵元さん、その関係者、一生懸命努力を
して、ああいう形でやってもらっていますが、
ちょっとだけ我々もお手伝いをしようというこ
とで、あの「酒蔵ツーリズム」というのを特許
庁に申請しまして、商標登録は実は鹿島市が保
有しています。したがいまして、大抵のお酒の
まちが「酒蔵ツーリズムという名前を使うてよ
かですか」と市役所に相談に来られます。その
場合、「酒蔵ツーリズム」という名前をお使いに
なるときは、必ずⓇという表示をして、そして、
そこに佐賀県鹿島市の登録商標ですよというふ
うに書いてくださいとお願いしています。しか
も、政府が開催していただきます酒蔵ツーリズ
ムの全国の推進協議会には必ず鹿島市がメン
バーに入るということになっています。そうい
う面でも、いろいろと我々も気を使っていると
ころです。
　最後に七浦地区ですが、オレンジ海道の脇に
ある６次化の加工施設「海道しるべ」は御承知
だと思います。これもメンバーに頑張っていた
だいていますが、実はあと数年で農水省と約束
した期限が来ましたら、あそこで作ったものだ

けではなく、いろいろ売ってもいい、販売所に
してもいいことになっています。当時の発想で
は、あそこを飲食店だけではなく、ホテルにで
きないだろうかということで、既にその場所は
選定してありまして、非常に眺めがいいところ
というような、そういう先を見た場所の選定に
ありまして、まだ成功していませんけど、当時、
ＪＲ九州の社長をしておられた石原さんに現地
に来てもらい、「ここにホテルを造らんですか」
とお見せしたこともありました。結局、ホテル
は建てられませんでしたが、浜の酒蔵通りに、「茜
さす」という名前の宿泊施設ができました。い
ずれにせよ、今後いろんな条件が少し熟すれば、
この場所は有明海の向こう、大牟田の花火大会
などが全部見えるような場所となっております
ので、有効に活用できればなと思っています。
　少々長くなりましたけれども、一番念頭に置
いていましたのは、様々なハード事業を行った
り、あるいはイベントをつくったり、ソフトも
やりましたけれども、最も念願となっておりま
した国や県、それから、近隣の市町との連携で
あり、これはおおむね相当回復しているのでは
ないかと私自身は思っています。
　また、私たちのまちにはまだまだ手をつけて
いない、他の地域に誇れる資源がたくさん残っ
ていると思います。それらを活用していくため
には、多くの人に参加をいただかないといけな
いし、時間もかなりかかる、お金もたくさんか
かるかもしれませんが、できるというようなこ
とを私は申し上げておきたいと思いますので、
そういう盛り上げをお願いしたいと思っていま
す。これからは市民の皆さんの御支援と協力で
一層自慢できるようなまちに飛躍させていただ
くことを祈念するものでございます。
　かつて、10 年ほど前には議員の皆さんも心配
をしていただいていましたが、閉塞感という言
葉がどうやらそれほど使われなくなってきたか
なと思います。その閉塞感という面から見たこ
の鹿島のまち、そこからの再生は達成されたの
ではないかと思っています。これからは鹿島の
まちの得意技、鹿島らしさを生かして、さらに
この上、ずっと高みへ上っていただいて、成長
へ向けて頑張っていただきたいと、そういう期
待をしている次第でございます。
　思いは尽きませんが、以上、お礼の御挨拶と
させていただきます。ありがとうございました。
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ふるさと納税で 　鹿島ファンを増やそうふるさと納税で 　鹿島ファンを増やそう

河川水位や水流などを24時間リアルタイムで確
認できる監視カメラを新たに２箇所設置しまし
た（七浦の母ヶ浦川と黒木川）。

令和３年度の実績を報告します

ふるさと納税寄附金の活用 ふるさと納税寄附金は、寄附者の
意向に沿った事業に活用しています。

・生まれ育った故郷・鹿島をいつも応援しています。美味しいものがたくさんあり、環境も素晴

らしい鹿島の良さを広めるために活用してください。

・鹿島のみかん、美味しくて大好きです。毎年楽しみにしています。今後も魅力的な特産品を期

待しています。

・鹿島のお酒が好きで、よく買いに行きます！また遊びに行きますので頑張ってください！

・鹿島市産の美味しいお米が楽しみです！８月の豪雨では大変だったと思いますが、これから

も鹿島市のますますの発展を願っています。

河川監視カメラ設置事業

２４０万円活用

カモの実証実験にも使用されたLEDライトを使っ
て、道の駅鹿島の海岸をライトアップする光のパ
レードを事業の一つとして行いました。 

ラムサール条約推進協議会運営事業

１００万円活用

応援メッセージ応援メッセージ応援メッセージ

ふるさと納税
　　制度とは？

　『納税』という言葉がついているふるさ

と納税。実際には、自分の生まれ育ったふ

るさとの自治体や応援したい自治体に寄

附を行う制度です。

　鹿島市も農産物や加工品などの特産品

を全国の納税者に提供し、鹿島の魅力を発

信しています。たくさんの応援ありがとうございます！

【令和３年度の実績】
（令和３年４月１日～令和４年３月 31 日）

寄附件数　44,472 件

寄付金額　754,825,419 円

災害支援について　令和３年８月豪雨での大雨災害支援の寄付を多くの方からいただきました。 

寄附件数　２４１件 　寄付金額　１,２３０,４００円

また、鹿島市に代わり災害支援の寄附受付を行っていただいた熊本県錦町、茨城県鹿嶋市を通じて 776,270円 の寄附が集まりました。

市外にお住まいの親戚・知人に

鹿島市を応援していただける人

がおられましたら、ぜひ「ふる

さと鹿島応援寄付金（ふるさと

納税）」をお知らせください。

市民の皆さんにお願い市民の皆さんにお願い鹿島市 市内業者

寄附金

返礼品を発注

ふるさと納税の
イメージ

市外の

個人納税者

・ふるさとを応援

・返礼品と税控除でお得

・売上アップ
・商品を全国にＰＲ

・税収アップ
・鹿島ファン拡大

返礼品

￥

令和３年度は次の事業に活用しました。

合計 226,643,846 円

寄附金の使い道

産業振興

福祉・保健・医療の充実

都市基盤整備

自然環境保全

安全・安心のまちづくり

教育・文化の向上

協働のまちづくり

市長におまかせ

事業数

22 事業

17 事業

2事業

16 事業

5事業

14 事業

2事業

1事業

実績額（円）

49,800,000 円

58,400,000 円

7,200,000 円

48,000,000 円

10,800,000 円

44,699,846 円

3,300,000 円

4,444,000 円



ふるさと納税で 　鹿島ファンを増やそうふるさと納税で 　鹿島ファンを増やそう

・市内で生産、製造、販売又はサービスの提供のいずれかが行

われているもの

・食品衛生等に関する法令等を遵守しているものであること

・『鹿島らしさ』を感じるような鹿島市の魅力を発信する商

品・サービスであること

・総務省が定める地場産品基準に適合するものであること

あなたの商品を全国へ

ふるさと納税返礼品に

登録してみませんか？

あなたの商品を全国へ

ふるさと納税返礼品に

登録してみませんか？

返礼品の要件提供事業者の要件

・本社または事業所を市内に有する法人や

個人事業者

・市税の滞納がないこと

・代表者が暴力団の構成員でないこと

※上記要件に適合しても市が適当でないと

認めた場合は参加できないことがあります

ご協力

いただける人、

関心のある人は

お気軽に

お問い合わせ

ください。

　寄附をしていただいた市外在住の人に、寄附金額に応じて返礼品をお送りしています。

　ふるさと納税の推進、鹿島市の特産品のPR、地域産業の活性化などを目的に、寄附者への返礼品として贈呈する商品

やサービスを提供する事業者を随時募集しています。　

　『うちの商品を返礼品に！』と思われる市内の事業所・生産者の方などからの提案をお待ちしております。全国に商品

をPRしたい人、新規販路のひとつとしてぜひご検討ください。

新市民会館の寄附は令和４年12月まで受付中です。皆さまからのご支援・ご協力をお願いします。 新市民会館の寄附は令和４年12月まで受付中です。皆さまからのご支援・ご協力をお願いします。 

　現在、鹿島市では新市民会館建設の記念事業として、皆様から寄附金を募集しています。

寄附金の使用用途としては新市民会館で使用する備品の購入を予定しています。

　ご賛同いただける皆様からのご協力・ご支援をお願いいたします。

　現在、鹿島市では新市民会館建設の記念事業として、皆様から寄附金を募集しています。

寄附金の使用用途としては新市民会館で使用する備品の購入を予定しています。

　ご賛同いただける皆様からのご協力・ご支援をお願いいたします。

個人寄附　　　　　 135件……2,698,000 円
法人・団体寄附　　　10件……2,418,000 円
企業版ふるさと納税　  ５件……3,700,000 円

【寄附金の主な用途】

 舞台用備品・会議用机、いす・民俗資料の展示用備品など

【申込みについて】

 申込は所定の申込み用紙にて行ってください。

 申込書はホームページからダウンロードしていただくか、市役所３階企画財政課にあります。

【問い合わせ先】

 鹿島市役所総務部総務課（中川エリア整備推進室）
 ☎0954（63）2111　FAX0954（63）2129　　  soumuka@city.saga-kashima.lg.jp

【寄附金の主な用途】

 舞台用備品・会議用机、いす・民俗資料の展示用備品など

【申込みについて】

 申込は所定の申込み用紙にて行ってください。

 申込書はホームページからダウンロードしていただくか、市役所３階企画財政課にあります。

【問い合わせ先】

 鹿島市役所総務部総務課（中川エリア整備推進室）
 ☎0954（63）2111　FAX0954（63）2129　　  soumuka@city.saga-kashima.lg.jp

新鹿島市民会館への寄附を募集しています新鹿島市民会館への寄附を募集しています新鹿島市民会館への寄附を募集しています

新市民会館 寄附状況（令和４年１月～３月末まで）

詳しくは
企画財政課企画係
☎０９５４（６３）２１０１

















子育てを支援します 令和４年度の主な取組

幼稚園
心身の発達を助長する教育施設です。満３歳から入園

できます。申し込みは、直接園へご連絡ください。

　※預かり保育もあります。

幼稚園
心身の発達を助長する教育施設です。満３歳から入園

できます。申し込みは、直接園へご連絡ください。

　※預かり保育もあります。

保育所
保育が必要な家庭の児童を、家庭に代わって保育しま

す。申込みは市で受け付けています。なお、定員超過

等の場合は、希望の園に入れないことや待機となるこ

ともあります。

※一時預かり、延長保育、特別に支援が必要な子ども

　さんの保育（要相談）も全園で実施しています。

保育所
保育が必要な家庭の児童を、家庭に代わって保育しま

す。申込みは市で受け付けています。なお、定員超過

等の場合は、希望の園に入れないことや待機となるこ

ともあります。

※一時預かり、延長保育、特別に支援が必要な子ども

　さんの保育（要相談）も全園で実施しています。

認定こども園
幼稚園と保育所の機能を有する施設です。子育て相談

や親子のつどいなど地域の子育て支援も行います。

　※一時預かり、延長保育、預かり保育もあります。

認定こども園
幼稚園と保育所の機能を有する施設です。子育て相談

や親子のつどいなど地域の子育て支援も行います。

　※一時預かり、延長保育、預かり保育もあります。

子育て支援センター
子どもと保護者で過ごす常設の『ひろば』

を開設しています。また各種イベントの開

催や専門の指導員による情報の発信、仲間

づくり支援、身近な相談、地域で子育てを

助け合うファミサポを実施しています。

子育て支援センター
子どもと保護者で過ごす常設の『ひろば』

を開設しています。また各種イベントの開

催や専門の指導員による情報の発信、仲間

づくり支援、身近な相談、地域で子育てを

助け合うファミサポを実施しています。

子どもの医療費助成
０歳から中学生の入・通院費、高校生等の

入院費を助成しています。（保険診療のみ）

子どもの医療費助成
０歳から中学生の入・通院費、高校生等の

入院費を助成しています。（保険診療のみ）

児童手当
中学３年生までの子どもを養育している人

に支給されます。※令和４年10月支給分から

　所得制限有り（10ページをご覧ください）

児童手当
中学３年生までの子どもを養育している人

に支給されます。※令和４年10月支給分から

　所得制限有り（10ページをご覧ください）

放課後児童クラブ
市内全小学校区で児童の健全育成を実施し

ています。なお。定員超過になっているク

ラブもあるため、お待ちいただくこともあ

ります。

放課後児童クラブ
市内全小学校区で児童の健全育成を実施し

ています。なお。定員超過になっているク

ラブもあるため、お待ちいただくこともあ

ります。

子育て短期支援事業
保護者が病気や仕事などで養育が一時的に困難に

なった児童を、家庭に代わって一時的に養育する事

業です。児童養護施設済昭園（嬉野市塩田町）に事

子育て短期支援事業
保護者が病気や仕事などで養育が一時的に困難に

なった児童を、家庭に代わって一時的に養育する事

業です。児童養護施設済昭園（嬉野市塩田町）に事

病後児保育事業
病気の回復期で安静が必要な子どもさんを一時的にお預かりします。利用を希望する場合は、直

接施設へ連絡してください。※対象となる児童（年齢）や手続きの書類は施設ごとに違います。

　◆樋口医院（嬉野市嬉野町）　　　　　　　　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
　◆古賀小児科内科病院内スマイルルーム（江北町）　　☎０９５２（８６）３８９０
　◆遊学舎武雄こども園敷地内テトテ（武雄市）　　　　☎０８０（４３２８）２０２０

病後児保育事業
病気の回復期で安静が必要な子どもさんを一時的にお預かりします。利用を希望する場合は、直

接施設へ連絡してください。※対象となる児童（年齢）や手続きの書類は施設ごとに違います。

　◆樋口医院（嬉野市嬉野町）　　　　　　　　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
　◆古賀小児科内科病院内スマイルルーム（江北町）　　☎０９５２（８６）３８９０
　◆遊学舎武雄こども園敷地内テトテ（武雄市）　　　　☎０８０（４３２８）２０２０

青少年健全育成
放課後子ども教室（『ヒカルの碁』鹿島スクールの

開催、臥竜ケ岡体育館の開放）など青少年の健全育

成事業を実施しています。

問合せ先　生涯学習課　☎０９５４（６３）２１２５

青少年健全育成
放課後子ども教室（『ヒカルの碁』鹿島スクールの

開催、臥竜ケ岡体育館の開放）など青少年の健全育

成事業を実施しています。

問合せ先　生涯学習課　☎０９５４（６３）２１２５

各種健診・予防接種
４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳６か月児健診

の集団健診および乳幼児の各種予防接種を実施してい

ます。詳しくは、１２・２０ページをご覧ください。

問合せ先　保健センター　☎０９５４（６３）３３７３

各種健診・予防接種
４か月児健診、１歳６か月児健診、３歳６か月児健診

の集団健診および乳幼児の各種予防接種を実施してい

ます。詳しくは、１２・２０ページをご覧ください。

問合せ先　保健センター　☎０９５４（６３）３３７３

虹のテレホン
教育に関する相談を受け付けています。

　《相談専用ダイヤル　☎０９５４（６３）６３９１》

虹のテレホン
教育に関する相談を受け付けています。

　《相談専用ダイヤル　☎０９５４（６３）６３９１》

問合せ先　福祉課　☎０９５４（６３）２１１９問合せ先　福祉課　☎０９５４（６３）２１１９
※『鹿島市　てとて』でホームページ検索すると

　『子育てインフォメーション』をご覧になれます

※『鹿島市　てとて』でホームページ検索すると

　『子育てインフォメーション』をご覧になれます
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