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　先の市長選挙におきまして、

市民の皆様の温かいご支援をい

ただき、５月１２日付けで鹿島

市長に就任いたしました。昭和

２９年に市制が施行されて以降、

本市は目まぐるしく変化する時

勢に対応しながら、困難な局面

にも汗と知恵をもって乗り越え

て今日に至っており、これまで

その舵取りを担ってこられた歴

代の市長をはじめ関係者の皆様

には心から敬意を表します。と

りわけ樋口前市長の３期１２年

間では、これまで眠っていた地

域資源の掘り起こしのほか、国、

県、近隣市町との協力関係の構

築など、多大な成果を残してい

ただきましたことに深く感謝申

し上げます。

　これまで市政に携わってこら

れた関係諸氏の思いやご功績を

大切に引き継ぎ、そして私がこ

の度の市長選挙を通じて市民の

皆様に訴えてまいりましたこと

も軸に置きながら、これから鹿

島市長として職責を果たしてま

いりたいと考えております。ど

うかご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　さて、昨今の世界情勢に目を

向けますと、ウクライナ情勢の

悪化・長期化の影響により、世

界経済の見通しは不透明感を増

し、我が国においても、原油価

格や物価の高騰は、経済の下振

れの懸念材料となっており、国

民生活や経済活動に重大な影響

を与えています。

　本市におきましても、新型コ

ロナウイルス感染症による厳し

い行動制限が緩和されつつある

状況において、物価の高騰は、

社会経済活動の回復を妨げる恐

れがあり、その影響を注視する

必要がございます。

　このような中、政府は、４月

２６日に取りまとめた、コロナ

禍における「原油価格・物価高

騰等総合緊急対策」の関係経費

を盛り込んだ令和４年度補正予

算を５月３１日に成立させ、ま

た、６月７日には、経済財政運

営と改革の基本指針「骨太の方

針」も閣議決定されました。こ

うした国の動きに即し、本市に

おきましても的確に対応してま

いりたいと考えております。

　それでは、私が市長として市

政を運営していくに当たり、特

に力を入れて取り組みたいと考

える施策について申し上げます。

　まず、「交通アクセス網の早

期整備」について申し上げます。

　この件につきましては、これ

までも鹿島市における重要課題

として取り組まれてきたところ

ではございますが、９月の西九

州新幹線開業に伴う長崎本線の

特急減便などを控え、今後この

課題はより優先度が高くなって

くるものと考えております。具

体的には、有明海沿岸道路の早

期延伸、国道４９８号の整備促

進、肥前鹿島駅の周辺整備など

の事業推進に取り組んでいく所

存でございますが、これには関

係機関との「連携・協力」が不

可欠となってまいります。その

ためには、これまで本市が築き

上げてきた道路整備関係の期成

会や市長会等を通じた協力関係

を引き継ぐとともに、私もこれ

までの政治経験を通じて培って

きた国、県、近隣市町との繋が

りを存分に活用しながら、よく

連携し、協力して取組を進めて

まいりたいと考えております。

　先月の就任式において、私は

職員に対して「自分が率先して

関係機関との連携に取り組んで

いくので、職員も積極的に働き

かけを行ってほしい」という話

をいたしました。就任から１か

月ほどが経過しましたが、庁内

各部署において職員が担当する

業務の相手方のところへ出向い

ていき、関係を構築しようとす

る動きがでてまいりました。こ

の動きを大切にしながら、この

「交通アクセス網の早期整備」

をはじめとした各施策において

全庁を挙げて「連携」を意識し

た行動を進めてまいりたいと考

えております。

　次に、「若者から高齢者まで

暮らしやすい社会」の実現に向

けた取組について申し上げます。

　これも、私が市長選挙を通じ

て市民の皆様に訴えてきたこと

でございます。この実現のため

の施策として、まず「高校生ま

での医療費助成拡大」に取り組

みたいと考えております。現在、

本市における子どもの医療費は、

中学生までは現物給付、高校生

は入院のみを償還払い、という

方法で助成を行っているところ

でございます。

市議会６月定例会が、６月１０日に開会しました。

議案審議に臨むに当たり、松尾市長が就任後初の施政方針を申し上げましたので、要約してお知らせします。

市長施政方針を発表
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　この医療費助成につきまして、

高校生の通院費及び調剤費まで

の対象拡大と現物給付を段階的

に実施し、子育て世帯の負担軽

減を図っていきたいと考えてお

ります。本年のなるべく早い時

期に、高校生の医療費の償還払

いを実施するため、必要な関係

予算につきましては、本年９月

の市議会定例会で提案させてい

ただきたいと考えております。

そして、現物給付の実施には相

当な準備期間が必要となります

ので、来年４月からの実施を目

指してまいります。

　この施策は、「若者から高齢

者まで暮らしやすい社会」の第

一歩と位置付けて進めてまいり

ますので、ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。

　続きまして、学校給食費に関

して申し上げたいと思います。

　学校給食につきましては、保

護者の皆様から食材の実費相当

の費用をご負担いただき、子ど

もたちの栄養等を計算して食事

を提供しているところでござい

ます。このような中、近年、他

市町においては、給食費の補助

を行うことで子育て世帯の流入

を図り、併せて流出を防止する

動きなども出てきているほか、

物価高騰に伴う給食費の値上げ

による保護者負担の増大なども

問題となってきております。本

市におきましては、物価高騰に

伴う給食費の値上げ、ひいては

保護者負担の増を防止するべく

本定例会に補正予算として必要

経費を計上しているところでご

ざいます。給食費に関しまして

は、今後も情勢を見極めつつ、

引き続き検討を行ってまいりま

す。

　次に、「災害に強いまちづく

り」について申し上げます。

　鹿島市は、令和２年、令和３

年と２年続けて豪雨による大き

な被害を受けました。これまで

本市では、河川改修工事や排水

ポンプの増設、防災拠点となる

新世紀センターの建設、防災情

報伝達システムの整備などの災

害対策に力を注いできており、

ハード面においては水準の高い

整備を進めてまいりました。

　しかしながら、近年、自然の

猛威は凄まじさを増してきてお

り、私たちがいかなる対策を

とったとしても、災害をゼロに

するということはできない状況

になってきております。これま

でのハード整備による災害対策

に加えて、今後は、「いかに被

害を小さくするか」、「どうし

たら市民の命が失われるという

最悪の事態を避けることができ

るか」に視点を置き、自主防災

組織の充実や連携などにより地

域防災力を強化することも重要

であると考えております。

　そのため、各地域に出向いて

の防災・減災の研修会や防災訓

練を通して、地域、住民、行政

が地域の防災情報を共有し、連

携して地域の災害対策を実施し

ていくことが必要であると考え

ております。

　また、地域での防災活動に役

立てていただくため、浸水想定

区域や防災情報を掲載した「防

災マップ」に加えて公共下水道

雨水計画区域を対象とした「内

水ハザードマップ」を作成した

ところでございます。

　今後とも引き続き、市民の皆

様とともに「災害に強いまちづ

くり」に向けて取り組んでまい

ります。

　そのほか、私が市長として取

り組んでいきたい施策として、

「 産 業 支 援 と Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 」 、

「コロナ等を乗り切る鹿島復活

支援」、「女性や若者の声を活

かしたまちづくり」を掲げてお

ります。この中には、すぐに実

施できるもの、実施しなければ

ならないもの、実施に当たり時

間をかけた調整が必要となって

くるもの、などがございますが、

それらのバランスをとりながら、

議会の皆様、市民の皆様、そし

て全ての職員と一丸となって、

「希望の持てる鹿島」づくりを

進めていこうと考えております。

今後もご指導ご鞭撻を賜ります

ようお願い申し上げます。
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　令和 4 年度の一般会計当初予算は、市長改選期であるため、義務的な経費や継続的な事業、すでに決定さ

れている事業を『骨格予算』として、総額 156 億 3,600 万円で編成しました。

　その後、令和４年 6 月補正予算にて、新たな体制のもとで決定した事業や新型コロナウイルス感染症対

策関連事業を盛り込んだ『肉付け予算』を計上し、令和 4 年度の全体予算額が決定しました。

令和４年度予算（肉付け予算）が決定しました

【令和4年度 一般会計予算】

【肉付け予算で計上された主な事業】

鹿
島
市
の
令
和
４
年
度
予
算

を
『
家
計
』
に
例
え
る
と
？

当初予算（骨格予算）

156億3,600万円

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業

コロナ禍による住民税非課税世帯に対する生活支援
として、1 世帯あたり 10 万円を給付

6月補正予算（肉付け予算）

8億1,919万円

計（補正後の予算額）

164億5,519万円

新型コロナウイルスワクチン接種事業

①5 ～ 11 歳への 1，2 回目 ②60 歳以上・18 ～ 59 歳の基礎疾患
を有する人への４回目 のワクチン接種および体制整備

6,018万円

市道舗装補修事業（市道辻・鉾扮線ほか）

老朽化している市道の舗装・改修

5,550万円

公園施設管理事業（中川公園、旭ヶ岡公園ほか）

老朽化している遊具の更新、公園街路灯の LED 化など

1,430万円

消防施設整備事業（久保山区山古賀地区）

防火水槽（地下式貯水型）の設置

1,169万円

児童遊園管理事業（中央児童遊園）

中央児童遊園（中牟田区）への
ユニバーサルデザイン遊具新規設置

1,010万円

鹿島家の収入
500万円

佐賀県遺産保存事業（松蔭神社）

佐賀県遺産の認定を受けた松蔭神社に対する
遺産保存事業補助

800万円

体育館及び広場管理事業（ふれあい楽習館ほか）

のごみふれあい楽習館体育館照明の LED 化、
市民武道館トイレの洋式化

鹿島家の支出
500万円

（性質別）

600万円

新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金活用事業

次ページのとおり

2億7,079万円

6,530万円

給与収入 120
市税など

使用料、手数料
寄附金など

人件費（職員の給料）

予備費

扶助費
（生活困窮者、障がい者
  に対する支援など）

公債費（市債の返済）

物件費（施設の管理費用など）

積立金維持補修費
（施設の修理など）

補助費（補助金の交付など）

繰出金
（他の会計への繰出）

投資事業
（公共施設の建設事業など）

貸付金

基金繰入金など

地方交付税、国県支出金など

市債

世帯収入が500万円の
家計に置き換えて計算

パート収入 50

貯金引出 20
親からの援助 235

ローン借入金 75
食費 72

養育費、教育費 98

住宅ローン返済 31

光熱水費 58

貯金 11

貸付金 6

修繕費 2

予備 1

ご祝儀、習い事代 82

仕送り 41

家の増改築費 98

子育て世帯への生活支援特別給付金給付事業

コロナ禍による低所得の子育て世帯に対する生活
支援として、児童 1 人あたり 5 万円を給付

5,329万円
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　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、暮らしや生活の支援・経済対策を行います。

令和４年度予算（肉付け予算）が決定しました
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業について

臨時交付金を活用した総予算額

2億7,079万円

●物価高騰対策

・物価高騰に伴う商品券追加配布事業（商工観光課）

子育て世帯および高齢者に対する物価高騰などへの支援として、18歳以下および75歳以上の人へ
商品券『かしまを元気に！まるごと応援券』（1冊5,000円分）を追加で配布します。

・物価高騰に伴う学校給食費等負担軽減事業（教育総務課）

食材費高騰の影響による保護者負担の軽減を図るため、学校給食における食材費購入の補助を行います。

●経済対策（事業継続支援）

・商品券配布事業（商工観光課）

コロナ禍や原油高騰などの影響により冷え込む消費を喚起し、地域経済活性化・市民生活支援のため、市内店舗
などで利用できる商品券『かしまを元気に！まるごと応援券』（1冊5,000円分）を市民全員へ配布します。

●安全・安心な学校生活の確保

・学習用パソコン購入事業（教育総務課）

授業における学習支援・新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休校時の自宅学習などにおける
学習用パソコンを整備します。

●感染防止対策の徹底

・抗原検査キット配備・配布事業（保険健康課）

感染の不安がある市民や市内事業者に対し、市で備蓄する抗原検査キットを無料で提供します。
（購入計画3,000セット）

・公共施設における感染防止対策強化事業（生涯学習課ほか）

地区公民館などの公共施設に非接触型検温器（サーマルカメラ）を設置します。

・スクールカウンセラー事業（教育総務課）

コロナ禍で制約が多い学校生活を強いられている児童生徒に対するカウンセリング体制の充実を図ります。

・ウィズコロナツアー催行事業（商工観光課）

コロナ禍において新しい生活様式に即したツアーを企画した旅行業者や交通事業者に対してツアー代金
の一部を助成します。

・優良素牛導入助成事業（農林水産課）

コロナ禍で肉牛価格低迷の影響を受けている肥育農家に係る事業継続の支援のため、肥育牛の購入費を
助成します。

・セーフティネット加入促進補助金交付事業（農林水産課）

農業者の新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少リスクに備えた収入保険への新規加入を促進します。

・農漁業者燃料費高騰等支援給付金給付事業（農林水産課）

燃料費が生産コストに占める割合の高い漁業者・施設園芸農業者へ事業継続のための支援を行います。

505万円

5,000万円

1億6,089万円

1,800万円

1,600万円

・ウィズコロナイベント補助金交付事業（商工観光課）

感染症対策を施し実施する民間イベントや、新たな生活様式などへ対応するための民間企画への支援を行います。

500万円

540万円

190万円

194万円

300万円

132万円

229万円

詳しくは　企画財政課財政係　☎ 0954（63）2101詳しくは　企画財政課財政係　☎ 0954（63）2101
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善行紹介　ご寄附をありがとうございました 

　社会教育・青少年教育振興の一環としてご寄附をただきま

した。皆様からいただいた寄附金は、ご意向に沿って、田澤

義鋪記念館の運営や事業の支援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。

・大和塗装 株式会社 様

・株式会社 宮園電工 様

・医療法人 天心堂 志田病院 様

・白川幸一郎 様

※寄附受納順　　合計 ２,１５０千円

TopicsTopics まちの話題

SDGs 研修会が開催されました

　５月２６日、肥前鹿島ＳＤＧｓ推進パートナ―に参加いた

だいている企業、市役所職員を対象に『佐賀ＳＤＧｓ官民連

携円卓フォーラム』幹事長の大野博之さんを講師に迎えＳＤ

Ｇｓ講習会を開催しました。

　ＳＤＧｓの目標達成のための意識向上と私たちがなすべき

ことを改めて認識することを目的とし、現在の私たちを取り

巻く環境、ビジネスでのメリットや行政が行うべき具体的な

取り組みについて講義して頂きました。

　参加者は皆さん熱心に受講されており、世界共通の目標達

成に向かって自分たちができることを意識的に考えることが

できたとの声を頂きました。また、講習会終了後にはラムサー

ル条約推進室から鹿島市が抱える課題の発表とその解決に向けて協力してもらえる企業を公募しました。

　今後もＳＤＧｓへの理解を深めるための機会を設けていきたいと考えています。

能古見小 『人権の花運動』

　６月２２日、能古見小学校へ法務局武雄支局・武雄人権擁

護委員協議会・鹿島市人権擁護委員から花の苗が贈呈されま

した。『人権の花』運動には、花を育てることで命の大切さや

思いやりの心を育んでほしいとの願いが込められています。

　贈呈された花の苗は、児童代表でプランターに植え、「みん

なで協力して、思いやりの心を持って大切に育てます。見事

な花が咲き続けるようにがんばります」とお礼の言葉を述べ

ました。

　今後は秋に鑑賞会を予定しています。

↑株式会社 宮園電工 様
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楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

バーベキューの道具などレンタルができ、そうめん流しの台は

無料で使えます。ぜひ、ご利用ください！

楽しい夏休みの計画はお決まりですか。

近場で家族で楽しめる場所といえば『奥平谷キャンプ場』

バーベキューの道具などレンタルができ、そうめん流しの台は

無料で使えます。ぜひ、ご利用ください！

　商工観光課（平日のみ）　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　奥平谷キャンプ場（開場日のみ）　☎０９５４（６４）２０６４

　商工観光課（平日のみ）　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　奥平谷キャンプ場（開場日のみ）　☎０９５４（６４）２０６４

詳しくは

２・９・16 日（土）～ 17 日（日）、

21 日（木）～ 23 日（土）、28 日（木）～ 30 日（土）

２・９・16 日（土）～ 17 日（日）、

21 日（木）～ 23 日（土）、28 日（木）～ 30 日（土）
７月７月

４日（木）～ 14 日（日）、

18 日（木）～ 21 日（日）、25 日（木）～ 28 日（日）

４日（木）～ 14 日（日）、

18 日（木）～ 21 日（日）、25 日（木）～ 28 日（日）
８月８月

３・10・17日（土）、18日（日）、23日（金）～24日（土）３・10・17日（土）、18日（日）、23日（金）～24日（土）９月９月

宿泊可能日宿泊可能日

夏休みは奥平谷キャンプ場へ！夏休みは奥平谷キャンプ場へ！

バンガロー（６人用から 20 人用）１棟 2,300 円～ 7,700 円

コテージ（10 人用）　　　　１棟　13,020 円

持込みテント　　　　　　　１張り　　370 円

バンガロー（６人用から 20 人用）１棟　　2,300 円～ 7,700 円

コテージ（10 人用）　　　　１棟　13,020 円

持込みテント　　　　　　　１張り　　370 円

　施設の利用は予約が必要です。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、　

　キャンプ場を閉鎖、制限する場合があります。

　施設の利用は予約が必要です。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、　

　キャンプ場を閉鎖、制限する場合があります。

❖❖

　今年のサマージャンボ宝くじの賞金は、１等・前後賞合わせて７億円です。サマージャンボミニ３千万円も

同時発売です。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

サマージャンボ宝くじ１等・前後賞合わせて７億円！

発売期間　７月５日（火）～８月５日（金）　　抽選日　８月１７日（水）

佐賀県市町村振興協会

☎０９５２（２５）１９１３

詳しくは
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新型コロナウイルス感染症対策

　　　　　　　　　　給付金、支援等について

新型コロナウイルス感染症対策

　　　　　　　　　　給付金、支援等について

　新型コロナウイルス感染症による国の緊急経済対策の一つとして、ひとり親世帯以外の子育て世帯の人に給付金を支給します。

対　象　者　以下の①・②の両方の要件を満たす人

　　　　　①平成16年４月２日から令和５年２月28日（障がい児については平成14年４月２日から令和５年２月

　　　　　　28日）に出生した児童を養育する人

　　　　　②令和４年度分の住民税均等割が非課税である人または、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令

　　　　　　和４年１月以降に家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入になった人

申請方法（１）令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している人もしくは、令和４年５月から

　　　　　　　令和５年３月分の手当を受給するようになった人で住民税が非課税の人（公務員を除く）　

　　　　　　　※申請は不要です。現時点での対象者の人には案内を郵送しています。

　　　　（２）上記以外の人（高校生等のみを養育している人、家計が急変した人、公務員など）

　　　　　　　※申請が必要です。下記の書類を福祉課窓口にご提出ください。

給　付　額　児童１人当たり一律５万円

申請書類　申請書、収入等が分かる書類、その他必要書類

申請期限　令和５年２月28日（火）　

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）

　　　　　福祉課幼保係

☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

　新型コロナウイルス感染症による国の緊急経済対策の一つとして、ひとり親世帯の人に給付金を支給します。

対　象　者　ひとり親世帯で次の要件のいずれかに該当する人

　　　　　◆令和４年４月分の児童扶養手当が支給されている人（令和４年６月22日に支給済）

　　　　　◆公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給しており、令和４

　　　　　　年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人（申請が必要です）

　　　　　　※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります。

　　　　　◆令和４年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家

　　　　　　計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている人（申請が必要です）　

給　付　額　児童１人当たり一律５万円

　　　　　※令和４年３月３１日で高校卒業またはその時点で１８歳に到達している児童は支給対象外となります。

　　　　　　（中度以上の障がいを有する場合は２０歳未満まで対象）

申請書類　申請書、戸籍謄本、収入等がわかる書類等必要な書類

申請期限　令和５年２月２８日（火）

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

　　　　　福祉課社会福祉係

☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

生活困窮者自立支援金の支給について
　新型コロナウィルス感染症の影響が長期化することにより、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して支

給します。ただし、当支援金の再支給（２回目）を受けた人は対象となりません。

　福祉課生活保護係

☎０９５４（６３）２１１６

詳しくは

対象世帯　社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯

　　　　　で、一定の収入要件、資産要件等を満たす世帯　　

支　給　額　単身世帯：月額６万円　　　支給期間　７月以降の申請月から３カ月　

　　　　　２人世帯：月額８万円　　　申請期限　８月31日（水）

　　　　　３人以上世帯：月額10万円
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　杵藤地区介護保険事務所　☎０９５４（６９）８２２３　https://www.kitou-web.jp/kaigo/

　市保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は減免が受けられます。

対　象　者　第１号被保険者（65歳以上の人）

減免事由　◆第１号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

　　　　　◆第１号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等（事業収入・不動産収入・山林収入ま

　　　　　　たは給与収入）の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する場合

　　　　　　【要件】・事業収入等のいずれかの減少額が前年比で３割以上

　　　　　　　　　・減少することが見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得合計額が 400 万円以下

減免対象　令和４年度分の介護保険料

　　　　　※ただし、令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に納期限を設定されているもの

提出書類　■介護保険料減免申請書　■収入（見込）申告書　■確定申告書等の写し

介護保険料の減免について

　新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのため就労することができず、給与の全部または一部の支払

を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

対　象　者　◆鹿島市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人

　　　　　◆勤務先から給与の支払いを受けている人（被用者）

　　　　　◆感染または感染が疑われ、療養のため就労することができず、

　　　　　　給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人

　　　　　◆就労できなくなった日から起算して４日目以降、就労を予定

　　　　　　していた日がある人

対象日数　就労できなくなった日から起算して４日目以降の就労できない日数

適用期間　令和２年１月１日～令和４年９月30日の間で療養のため労務に服することができない期間　

　　　　　※適用期間の終期が令和４年６月30日から令和４年９月30日に変更になりました

　　　　　　（入院が継続する場合などは支給を始めた日から最長１年６カ月）

支　給　額　１日当たりの支給額　×　支給対象となる日　＝　傷病手当金の支給総額

❖１日当たりの支給額：直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した３カ月の就労日数×２／３

　　　　　保険健康課国保係

　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

❖手続きには申請が必要です

傷病手当金の支給適用期間を再延長しました

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに、生活・暮らしの

支援を受けられるよう、新たに住民税が非課税となった世帯等に対して1世帯あたり１０万円を給付します。

対　　象　①住民税非課税世帯　令和４年６月１日において、市の住民基本台帳に記録されている人で、新たに世帯全員が

　　　　　　　　　　　　　　　　  令和４年度分の住民税均等割が非課税となった世帯（一部要件あり）

　　　　　②家計急変世帯　　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降、家計が急変し、世帯全員

　　　　　　　　　　　　　　　　  のそれぞれの１年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

　　　　　※いずれの世帯についても、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は対象となりません。また、令和３年度の非課税世帯給付金の対象者を除きます。

給付金額　１世帯あたり１０万円

申請方法　①住民税非課税世帯　福祉課より対象世帯に対し、案内と確認書を送付します。確認書の内容を確認して返送ま

　　　　　　　　　　　　　　　たは福祉課窓口へ提出してください。後日、指定口座へ給付金を振り込みます。

　　　　　　　　　　　　　　　※確認書の発送時期は令和４年７月上旬を予定しています。

　　　　　②家計急変世帯　　　申請書、収入が分かる書類、通帳写しなど必要書類を福祉課に提出してください。確認

　　　　　　　　　　　　　　　後、指定口座へ給付金を振り込みます。

　　　　　　　　　　　　　　　※家計急変世帯の申請書受付期間は令和４年７月から令和４年１０月末までを予定しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　申請書の発送や受付時期、手続きの詳細については市のホームページでお知らせします。

　　　　　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは
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国保保険証国保保険証
　７月31日まで

　　　レモン色
　８月１日から

　　　 桃　色

　国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新を行います。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。なお、保険証の右上の有効期限が令和４年７

月３１日と表示されている古い保険証は、８月１日以

降に裁断するなどして破棄してください。

お
知
ら
せ

国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証が変わります

⬇
後期保険証後期保険証
　７月31日まで

　　　　緑　色
８月１日から９月30日まで(※)

　　　　紫　色
⬇

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

国民健康保険に加入する70～74歳の人へ
　医療機関・薬局での自己負担割合を示す『高齢受給

者証』は、保険証と一体型になっています。保険証に

自己負担割合（２割～３割）が記載されていますので

医療機関等へ提示してください。

①自己負担割合３割

　国保に加入している70～74歳の人の令和３年中所得

　が、現役並みの所得である世帯の人

②自己負担割合２割

　①以外の人

限度額適用・標準負担額減額認定証を
お持ちの人へ

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新を行います。

⦿国民健康保険

　　更新手続きが必要です。８月になってから市役所

　　１階保険健康課までお越しください。

⦿後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。継続対象の人には

　　保険証と一緒に送られてきます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

（※）後期保険証にご注意ください！
　今回交付する保険証の有効期限は、令和４年９月３０日までです。

　これは、１０月１日から一部負担金（医療機関などの窓口でお支払いいただく金額）に、『２割』負担

が導入されることに伴い、９月中に再度、保険証を再交付するためです。（詳しくは、保険証に同封の

リーフレットをご覧ください）

　経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により所得などに応じて下の表のとおり保険料

を免除する制度があります。引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は

申請が必要です。なお、承認期間は年度単位（７月から翌年の６月まで）となります。

お
知
ら
せ

国民年金保険料を納めることが
　　　　できない人には免除制度があります

申請資格

　①前年の所得（１月から６月までに申請され

　　る場合は前々年所得）が一定額以下の人

　②失業や天災で保険料を納付できない人
年金額に
７／８が反映

年金額に
６／８が反映

年金額に
５／８が反映

年金額に
４／８が反映

12,440 円 8,300 円 4,150 円 0円

老齢基礎年金を
受けるとき

納付保険料
（令和４年度）

１／４免除 半額免除 ３／４免除 全額免除区　分

❖過去の期間は申請時点から２年１カ月前までさかのぼって申請することができます

　例えば、令和４年７月に申請した場合、令和２年６月分までさかのぼって申請することができます。ただし、す

でに保険料が納付されているときは、その月については免除されません。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

　家屋を新築、増築などされた場合、翌年から固定資産税が課税されます。この税額を算出するために家屋評価

（建物の現地調査）を行う必要があります。家屋評価は、固定資産税の適正・公平な課税のために不可欠なもので

すので、ご理解とご協力をお願いします。

□固定資産税の対象となる家屋とは？

　次の３つの要件を満たす状態のものです。

　①外気遮断性　屋根および外壁があり、独立して風雨をしのぐことができる

　②土地への定着性　基礎などで土地に定着している

　③用途性　居住・作業・貯蔵など、その目的とする用途で使用できる

□大規模な改築（リフォーム）をされた建物について

　新築・増築のほか、家屋の資産価値が上がるような大規模な改築（リフォー

ム）を行った場合も、評価の対象となることがあります。例えば、壁などを取

り払い、残った柱や骨組みをそのまま利用して改築するような場合は、その時

点で一度解体されたものとみなし、再評価します。

□サンルームを増築したとき

　住宅用サンルームを増築した場合、地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば評価の対象となります。

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

家屋評価にご協力ください

評価対象家屋の確認
▼

評価依頼文書の送付
▼

評価日程の調整
▼

現地での家屋評価

家屋評価の流れ

※１

※２

※１：評価日時は９時～１６時でお願い

　　　しています（土・日・祝日除く）

※２：建物の外部仕上げ、内部仕上げ、

　　　風呂などの建築設備を確認します

詳しくはホームページ『建物を新築・増築・改築

した場合（家屋評価のお願い）』をご覧ください

　社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす人は、利用者負担が軽減されます。

　なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の１／４（老齢福祉年金受給者は１／２）です。

（利用者負担とは、介護サービスに要した費用の自己負担額（１割）と食費、居住費です）

　この軽減を受けるには、市保険健康課で申請が必要です。軽減該当者には『確認証』が交付されますので、利用

のときに提示してください。すでに『確認証』の交付を受けている人も、有効期限の７月３１日までに市保険健康

課で更新の申請をしてください。

❖対象者および要件

　世帯全員が市民税非課税であり、以下の５つの要件をすべて満たす必要があります。

　　①１年間の収入が単身世帯で１５０万円、世帯員１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること

　　②預貯金などが単身世帯で３５０万円、世帯員１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること

　　③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと

　　④市民税が課税されている人の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと

　　⑤介護保険料を滞納していないこと

　　※（介護予防）短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、

　　　介護福祉施設サービスを利用されている人は、『特定入居者介護（予防）サー

　　　ビス費』が支給されていること

❖申請に必要なもの

　　⦿印鑑

　　⦿世帯全員の通帳の写し（令和３年１月１日～令和３年１２月３１日までの

　　　期間がすべて記載され、申請から１カ月以内の残高が記載されていること）

　　⦿収入を確認できる書類（各種年金、保険などの支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）

　保険健康課長寿社会係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

お
知
ら
せ

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

介護サービス利用者負担が軽減されます
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✿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

４か月児健診

（令和４年3月生まれ）

１歳６か月児健診

（令和２年12月生まれ）

３歳６か月児健診

（平成30年11月20～30日、12月生まれ）

27 日（水）

28 日（木）

７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行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

の
く ら し７月

July

カレンダーカレンダー

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 所在地

中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４

森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５

田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０

稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

12日

5日

19日

26日

鹿島市

嬉野市

太良町

鹿島市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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

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

母子健康手帳交付 ６・13・20・27 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 21 日（木） 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４年５月生まれ　　　　　 （通知に記載）

赤ちゃん相談 20 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：バスタオル等

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

離乳食教室（後期） 26 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　　　　   ※持参品：バスタオル等
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者　　　　  （通知に記載）

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布 ８日（金） 13時～13時15分
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　令和元年７・12 月生まれ（希望者のみ）

２歳フッ化物塗布 28 日（木） 13時30分～13時45分
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　令和２年７月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 ６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



新型コロナウイルスワクチンについて

❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）　☎０９５４（６９）１１０２　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）

予防接種健康被害救済制度があります予防接種健康被害救済制度があります

　予防接種では健康被害（病気になったり障がいが残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれ

ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

　新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法にもとづく救済（医療費・

障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどは、保健センターへご相談ください。

❖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。

　かかりつけ医等がない場合は、受診・相談センター（☎０９５４（６９）１１０３）に電話で相談してください。

　　　　　鹿島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室（鹿島市保健センター内）

　　　　　☎０９５４（６８）０００２　℻０９５４（６３）２１３５　

詳しくは

４回目接種について４回目接種について

　対象になる人は、３回目のワクチン接種から５カ月が経過した

　①　60歳以上の人

　②　18歳以上で基礎疾患がある人など

　です。

◎４回目接種券発送スケジュール

　※鹿島市では７月は主にモデルナ社ワクチンを使用します。（ただし、状況によりファイザー社ワクチン　

　　も使用します）

◎18～59歳で基礎疾患がある人で４回目接種を希望する人は申請が必要です。申請は３つの方法があります

　①　Ｗｅｂ申請の人は右のＱＲコードまたは市のホームページからお申込みください

　②　窓口申請の方は９時～17時 に保健センターへお越しください

　③　電話申請の方は９時～17時 に下記までお電話ください

↑基礎疾患一覧はコチラ

申し込み QR コード↑

３回目を接種した日

対象者と発送時期

令和４年 2 月 16 ～ 28 日

令和４年 2 月 15 日  以前 発送済

令和４年７月初旬頃

令和４年 3 月 1 ～ 15 日 令和４年７月下旬頃

令和４年 3 月 16 ～ 31 日 令和４年８月初旬頃

令和４年 4 月 1 ～ 15 日 令和４年８月下旬頃

令和４年 4 月 16 ～ 30 日 令和４年９月初旬頃

60 歳以上

18 ～ 59 歳の基礎疾患

４回目接種の対象月

接種間隔５カ月

令和４年９月～

令和４年８月～

－

令和４年７月～

　接種率が低い若年層（特に１０歳代未満と１０歳代）の感染が多い傾向にあります。

　感染拡大防止および重症化予防の観点から新型コロナワクチン接種の検討をお願いします。
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■転倒などによるけがを防ぐために

　降車の際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席

をお立ちください。また、立ったまま乗車される場合は、

つり革や握り棒をしっかり握ってください。

■高速道路を走行中は

　シートベルト着用が法律で義務付けられています。

　安全のため、ご協力をよろしくお願いします。

　佐賀県バス・タクシー協会　☎０９５２（３１）２３４１詳しくは

バス車内事故防止キャンペーンバス車内事故防止キャンペーン
７月１日（金）～７月３１日（日）７月１日（金）～７月３１日（日）

 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

◇一筆啓上賞 日本一短い手紙

　　住友賞　中村　樹（古枝小３年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　一席　松本　力寿（七浦小５年）

　　《作品》  ありがとう 当たり前だと 思わない

　　三席　栗山　鈴彩（能古見小３年）

　　《作品》  たまごをね わったらふたご 大当たり

◇家族の絵コンクール

　　特選　鶴田　大志（古枝小２年）、中島　あずみ（浜小４年）

　準特選　中村　航大（浜小１年）

　　佳作　峰松　明香里（古枝小１年）、田雑　龍生（浜小１年）、

　　　　　鶴　緋真（古枝小２年）、梶山　花嘉（古枝小２年）　　

　　入選　池田　紅空（古枝小２年）、一瀬　孔志（古枝小２年）

◇第27回有田陶器市杯九州選抜中学校ソフトテニス大会

　開　催　日　４月 29 日（伊万里国見台コート）

　　３位　西部中男子ソフトテニス部

◇第32回佐賀県中学生バレーボール男女選手権大会

　開　催　日　５月１日（小中一貫思斉館中学部体育館）

　　優勝　西部中女子バレーボール部

◇佐賀県中学生春季ソフトテニス大会

　開　催　日　５月７・14 日（SAGA サンライズコート）

　【個人戦の部】　

　　優勝　松尾 航希（西部中２年）、川浪 孝太郎（西部中２年）

　【団体戦の部】　

　　３位　西部中男子ソフトテニス部

◇民謡民舞少年少女西九州大会（県予選）

　開　催　日　４月 24 日（多久市中央公民館）

　　優秀賞　横田　那々（古枝小３年）

◇第50回佐賀県中学生女子ソフトボール選手権大会

　開　催　日　５月３～５日（伊万里湾大橋球技場ほか）

　　２位　西部中女子ソフトボール部

　　３位　東部中女子ソフトボール部

◇さがんカップ2022

　開　催　日　５月 15 日（SAGA アクア）

　【８歳以下女子 50m 自由形・バタフライ】

　　２位　小池 妃愛乃（鹿島小３年）

◇第77回佐賀県陸上競技選手権大会

　開　催　日　５月14・15日（SAGAサンライズパーク第２競技場）

　【女子 1,600m リレー】　２位　熊本 眞子（佐賀北高２年）

　【女子三段跳】　５位　熊本 眞子（佐賀北高２年）

◇佐賀第一ライオンズクラブカップ 2022年佐賀県春季小学生テニス大会

　開　催　日　５月７日（松浦河畔公園テニスコート）

　【団体戦４年生以下】　

　　３位　峰松 慶仁（明倫小３年）、中原 珀（明倫小４年）

◇第 39 回全日本小学生ソフトテニス選手権大会および西日本大会県予選

　開　催　日　５月７日（森林公園テニスコート）

　【女子の部】　３位  田川 莉子（明倫小６年）

◇佐賀県ソフトテニス競技強化錬成大会

　開　催　日　４月 23・30 日（佐賀市立コート）

　【男子個人の部】　

　　３位　松尾 航希（西部中２年）、川浪 孝太郎（西部中２年）、

　　　　　小山 純司（西部中３年）、山口 愛琉（西部中３年）

　【男子団体の部】　

　　３位　西部中男子ソフトテニス部

◇佐賀県中学生陸上競技選手権大会兼四種競技全国

　大会標準記録突破指定大会

　開　催　日　５月７日（SAGA サンライズパーク第２競技場）

　【男子 3,000m】　３位　岩下 瑛祐（西部中３年）

◇第60回佐賀県高等学校総合体育大会（陸上競技）

　開　催　日　５月 27 ～ 30 日（SAGA スタジアム）

　【女子三段跳】　４位　熊本 眞子（佐賀北高２年）
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市役所
保健センター

休館日はありません

4・11・25 日（月）、
19 日（火）、28 日（木）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

5・12・19・26 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

10 日（日）
16 日（土）
17 日（日）
18 日（祝）
23 日（土）
24 日（日）
30 日（土）
31 日（日）

山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
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
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１

✿おくすりノートを持っていきましょう

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12ページをご覧ください

令和４年５月３１日現在

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

日 在宅当番医 当番薬局

犬塚病院　☎（６３）２５３８3 日（日） アルバ薬局

納富病院　☎（６３）１１１７10 日（日） なごみ薬局

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０17 日（日）

森田医院　☎（６３）３９５６18 日（祝） アルナ薬局鹿島店

織田病院　☎（６３）３２７５24 日（日） 溝上薬局スカイロード店

前山薬局

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24・31 日（日）、
18 日（祝）

鹿島市
－

5 人能古見

－浜

北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

27,974

13,447

3,245

2,808

2,628

3,302

2,544

13,210

14,764

10,850

5,498

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

13 人 8 世帯

－ 3 人 3 世帯

1,147 世帯 3 世帯

1,016 世帯

1,250 世帯

1,009 世帯

930 世帯

1 人

15 人

7 人

6 人

3 人

10 人

7 世帯

2 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－ －

－

4・11・25 日（月）、
19 日（火）

市ではＬＩＮＥによるイベント情報などの
配信を行っています（友だち追加用ＱＲコード）
LINEホームページ　https://line.naver.jp/

別府整形外科　☎（６３）３０６３31 日（日） 溝上薬局西牟田店

子育て支援センター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。

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可）

 　　　  　❖小学生専用の遊び場《わ・わ・わキッズゾーン》もあります

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
　小さなこともひとりで悩まずに、お
話ししてみませんか。
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
　育児の援助を受けたい人とお手伝いがで
きる人が会員となり、地域で助け合う会員
制の子育てネットワークです。
❖会員募集中♪（登録無料）

～親子あそびのご案内～

『ひろばの集い』
　伝統行事や季節を取り入れた内容の楽しい

時間です！

開　催　８・12・1・2 月　11 時～

❖要予約

『ひろばのつどい♪ちか～っと』
　絵本・手あそびや歌・手作りおもちゃ等で

ほ～っこり癒しの時間♪

開　催　毎月第３金曜日　11 時～

❖予約不要

《共通》

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※利用料不要

※詳細は Facebook をご覧ください

4・11・25 日（月）、
19 日（火）

干潟交流館
（なな海）

4・11・25 日（月）、
19 日（火）

5・12・19・26 日（火）
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　スポーツや社会教育・文化事業の振興のため、市の代表として九州・全国大会へ出場する個人や団体に補助を

行っています。ぜひ、ご活用ください。

お
知
ら
せ

九州・全国大会に出場する個人・団体の補助制度について

生涯学習課スポーツ係　☎０９５４（６３）２１２５申込・問合せ先

対　象　者　市内に在住、通学する小学校・中学校の児童生徒（個人・団体）

対象経費　交通費、宿泊費等

補　助　率　補助対象経費合計額の３分の１以内

※必ず、事前の申請をお願いします。なお、上記以外の補助条件がありま

　すので、手続き等の詳細は生涯学習課までお問い合わせください。

九州大会の場合　※上限額

　［個人］１人あたり　　３,０００円

　［団体］１０人以上　３０,０００円

全国大会の場合　※上限額

　［個人］１人あたり　　５,０００円

　［団体］１０人以上　５０,０００円

　高校生以上の個人・団体が、スポーツの九州・全国大会に出場する

際の補助制度については、鹿島市体育協会にお問い合わせください。

　鹿島市体育協会

　☎０９５４（６２）３３７９

詳しくは

　市では、障害者施設職員を確保することにより障害者施設等において安定した障害福祉サービスを提供するため、

市内の障害者施設へ障害者施設職員として新たに就職した人に対して補助金を交付します。

お
知
ら
せ

障害者施設職員就職支援補助金について

対　象　者　◆令和３年４月１日以降、鹿島市内の障害者施設に新たに就職した人

　　　　　◆障害者支援施設職員、相談支援専門員、障害児者居宅介護従業者（ホームヘルパー）、

　　　　　　ガイドヘルパーおよび生活支援員等として就職した人

　　　　　◆６カ月以上勤務し、継続して２年以上の勤務が見込まれる人

　　　　　◆市町村民税の滞納がない人

補助金額　常勤職員10万円、非常勤職員５万円 　福祉課障がい福祉係　☎０９５４（６３）２１１９詳しくは

◎薬の銀色シートは、『プラスチック・ビニール類』の袋に入れてください

　薬の銀色シートは、『もえるごみ』としてきましたが、これからは『プラスチック・ビニール類』の黄色の袋

に入れて出せるようになります。

お
知
ら
せ

プラスチック・ビニール類、ペットボトルの分別について

環境下水道課環境係　

☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

黄色の袋には（薬の銀色シートは）　×出せないもの×　と印刷していますが、

『プラスチック・ビニール類』の袋に入れて出していただけます。



１７広報かしま　Ｒ4（2022）.7.1

情報掲示板ワイド

　農業委員会事務局

　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

お
知
ら
せ

　農地利用の最適化のため、６月から８月にかけて農地パトロール

（利用状況調査）を行っています。農地パトロールで、『遊休農

地』と判断された場合は、農地の利用意向調査をお願いすることに

なりますので、その際はご協力をお願いします。調査の対象となる

のは、市内全ての農地です。

　市から委任された農業委員と農地利用最適化推進委員が調査しま

す。場合によっては農地へ立ち入ることもありますので、ご理解と

ご協力をお願いします。

農地パトロール（利用状況調査）にご協力ください

過去の農地パトロール

農地パトロールとは
①地域の農地利用の確認　②遊休農地の実態把握と発生防止・解消

③違反転用発生防止・早期発見を行い、地域の農地の状態を把握す

る取組みです。人で言えば、診察を行ってカルテを作るようなも

のです。処方箋（＝対応策）を考えるうえで不可欠な基礎情報の収

集活動になります。

農地転用の申請、地目変更手続きについて　
　農地を植林など農地以外の用途に使用するときは転用の申請が必要です。
　転用の許可を受け農地を宅地等に変更した場合や、形状変更で田を畑に転換した場合には、法務局で地目変更
の登記手続きを行ってください。不明な点は農業委員会事務局へお尋ねください。

お
知
ら
せ

　『市長と語る会』は、市長が市政運営の考え方などを直接市民の皆さんに語り、市政の課題やまちづくりについ

て、意見交換を行う場として開催します。

 幅広い世代の皆さんのご意見をいただきたいと考えていますので、若い世代や女性の皆さんもお気軽にご来場く

ださい。

鹿島市のまちづくりについて 『市長と語る会』 を開催します

７月 27 日（水）

地　　区 会　　場時　　間期　　日

７月 26 日（火）

７月 25 日（月）

７月 22 日（金）

７月 15 日（金）

７月 13 日（水）

七　浦

１

６

５

４

３

２

鹿　島

古　枝

北鹿島

浜

能古見

午後７時～８時 30 分

午後７時～８時 30 分

午後７時～８時 30 分

午後７時～８時 30 分

午後７時～８時 30 分

午後７時～８時 30 分

七浦公民館（漁村センター）

エイブル（ホール）

古枝公民館（林業センター）

北鹿島公民館

浜公民館

のごみふれあい楽習館

※市内６地区で開催しますので、ご都合のいい期日の会場へおいでください。

　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

○日程（※開催の期日順）
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　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計調

査員を募集しています。

　従事していただいた人には報酬を支払います。

募集期間　登録制で随時受け付けています

募集要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　　　◇責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　　　◇秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　　　◇税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　　　◇暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　　　◇その他、調査活動に支障のない人

募
　
集 統計調査員に登録しませんか

企画財政課広報ＩＣＴ係

☎０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員の概要

任命期間　２カ月程度　※調査により異なります

仕事内容　①調査員事務説明会に出席

　　　　　②担当する調査区の範囲と調査対象の確認

　　　　　③調査対象に調査票を配布し、記入を依頼

　　　　　④調査対象を再度訪問し、調査票を回収

　　　　　⑤回収した調査票の検査・整理

　　　　　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出

管理について

⦿井戸のフタの施錠や、柵を設けるなどして、周辺に

　人や動物が入らないようにしましょう。

⦿定期的に点検して、清潔にしておきましょう。

⦿新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に

　準じた検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査について

　１年に１回、専門機関による検査を行うとともに、

日ごろから水の色、臭い、味などに気をつけて、異常

があれば必要な水質検査を行いましょう。

汚染が分かったとき

　水質検査の結果、汚染が判明したときや、人に害を

及ぼすおそれがあることを知ったときは直ちに使用を

やめ、利用者に連絡するとともに、市環境下水道課ま

たは杵藤保健福祉事務所にご相談ください。

飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などの飲用井戸等は、適正な衛生管理をお願いします。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６

　杵藤保健福祉事務所　☎０９５４（２２）２１０３

詳しくは

お
知
ら
せ

飲用井戸等の衛生管理をお願いします

　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。

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』
さんさん

【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

-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
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申込書請求場所　杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署　※申込書および試験案内は７月中旬から配布予定

□杵藤地区広域市町村圏組合消防職員採用試験案内

　〒８４３－００２４　武雄市武雄町大字富岡１２６３４ー１

　杵藤地区広域市町村圏組合　消防本部総務課人事係

　☎０９５４（２３）０１６０　http://www.kitou-web.jp/

詳しくは

平成９年４月２日から平成17年４月１日までに生まれた人で、

杵藤広域圏内に採用後居住する人

平成５年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する

人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

試験区分

消防の業務および救急救

命士の業務に従事

消防の業務に従事消防

受験資格 採用予定 職務内容

救急

救命士

若干名

❖受付期間ほか❖
　受　付　期　間　７月中旬～８月中旬　８時 30 分～ 17時 15 分（土・日・祝日を除く）

　第　１　次　試　験　９月 18 日（日）予定

　申込書郵送請求　申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験申込書請求』と朱書きし、必ず120円

　　　　　　　　　切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号、A４サイズ）を同封してください。

採用試験の案内

□自衛官採用試験案内

　令和４年度の自衛官採用試験を次の

とおり実施します。詳しくは下記に連

絡し、願書を取り寄せてください。

　自衛隊武雄地域事務所

　☎０９５４（２３）８３０４

詳しくは

航空学生（海上） 高卒（見込）で 23 歳未満 ９月 19 日（月）

航空学生（航空） 高卒（見込）で 21 歳未満 ９月 19 日（月）

一般曹候補生 18歳以上33歳未満（高校在学生含む） ９月 17 日（土）

自衛官候補生 18 歳以上 33歳未満 年間通じて募集

募集種目 受験資格 受付期限

※試験日程は状況により変更される場合があります

参議院議員通常選挙  投票に行きましょう！参議院議員通常選挙  投票に行きましょう！
７月 １ ０日 （日 ）は参議院議員通常選挙の投票日です

　この選挙は、私たちの代表を国会へ送る大事な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

□投票の案内

　日　　時　７月 10 日（日）７時～ 20時

　場　　所　入場券に記載された投票所

　　　　　　（市内 14 投票所）

　投票方法　◆佐賀県選出議員選挙

　　　　　　　候補者の氏名を書く

　　　　　　◆比例代表選出議員選挙

　　　　　　　政党名または候補者の氏名を書く

□期日前投票の案内

　投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人

のために『期日前投票』制度があります。

　入場券裏面の『期日前投票宣誓書』に記入して

お持ちください。

　日　　時　６月 23 日（木）～７月９日（土）

　　　　　　８時 30 分～ 20時

　場　　所　市役所１階エレベーター前

　選挙管理委員会　☎０９５４（６３）３４１８詳しくは

□不在者投票の案内

　①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなど

　　に入院・入所している人は、その施設内で不

　　在者投票ができます。入院・入所している病

　　院・老人ホームなどにお尋ねください。

　②出張などで市外に滞在している人は、滞在地

　　の市町村で不在者投票ができます。投票用紙

　　等の請求手続きが必要です。詳しくは選挙管

　　理委員会までお問い合わせください。

【お詫び】

　４月２４日執行の鹿島市長選挙および鹿島市議

会議員補欠選挙の期日前投票において、一部の方

に投票用紙を誤って交付しました。

　お詫びしますとともに、今後、チェック体制を

強化するなど再発防止に努めてまいります。
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人権の輪・学校だより

高齢者の人権について想う
～支え合い安心して暮らせる社会の実現に向けて～

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

　日々の暮らしの中で、人権に関
する事柄が身近にたくさんあるこ
とをご存じですか。
　人権は、難しいことではありま
せん。一人ひとりが自分らしく幸
せに暮らしていくために、生まれ
た時から持っている大切な権利で
す。日常を振り返って、人権につ
いて考えてみませんか。
　私たちは、いろいろな個性や、
異なる考え方を持った人々と関わ
りをもち、支え合いながら生活を
しています。それぞれの違いを認
め、尊敬しあい、誰もが自分らし

く生きていきたいと願っていま
す。しかし、実際はその願いが妨
げられる場合があります。そこに
浮かびあがってくるのが『人権問
題』です。
　例えば、「もう年なんだから」
と言って高齢者が社会へ出る機会
を奪うなど、固定観念をもとに決
めつけることもその一つです。
　平均寿命が著しく伸びて、人口
の中で高齢者の占める割合が高く
なりました。このような超高齢社
会を迎える中、高齢者の人権を確
立するためには、人を年齢で決め

つけることなく一人ひとりの多様
性を認め合い、全ての人が健康状
態や年齢に関わらず社会を構成す
る一員として尊重されることが重
要です。そして、高齢者が培って
きた貴重な経験や知識を活かすこ
とにより、社会に貢献できる立場
にあるという、高齢者自身の意識
を高める事が必要です。それとと
もに、高齢者が家庭・地域・職場
等の日常生活において、存在感、
充実感を得られるような取組やバ
リアフリー化も必要です。
　手助けが必要となった状態で
あっても、人としての誇りを保持
し、適切な介護サービスを受けら
れるなど、地域で安心して暮らし
続けられるような社会づくりを目
指していきたいと思います。

令和３年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

　ちがうとこ　　そこがいいんだ　むねをはれ　　松本　蓮志（七浦小４年）
　ちょっとまて　言う前書く前　　考えて　　　　堤　　由衣（西部中１年）

※学年は令和３年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

学 校 だ よ り

東部中学校

No.302
　『 “ 闘魂 ” ～ 心に刻め ２２６人

の思い～』のスローガンの下、新型

コロナウイルス感染症対策のため５

月１５日から延期になっていた体育

大会を２５日に開催しました。当日

は天候に恵まれ暑い熱い大会になり

ました。

　結果は、総合優勝は黄団、応援合

戦の最優秀賞は青団、パネルの最優

秀賞は黄団でした。相手を称え合い

ながら戦い抜きました。縦横無尽に

駆け抜けた生徒達、声を、思いを、

力の限り轟かせ輝いていました。

　以下生徒の感想（一部抜粋）

「…列に並んでいたら２年生が消毒

に来てくれ、その時『頑張ってくだ

さい』と言ってくれました。学年も

団も違うのに応援してくれて素敵な

下級生だなと心が温かくなりました。

…この体育大会で学んだことを絶対

忘れないようにします。みんなの協

力の下この体育大会が成功したこと

に感謝します。気を抜かず次のス

テップに進めるように一つ一つ頑

張っていきたいです。」「私は衣装係

でした。青団は他の団より早く終

わったので赤団を手伝いました。…

クラス関係なく協力していくことで

最高の体育大会になると思うし、

困っている人がいたら誰であっても

関係なく手伝うのが３年生だと学び

ました。赤団の人たちに感謝されて

すごく幸せな気持ちになれたと思い

ます。」

～第６１回体育大会～

選手宣誓をする三団長
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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

７月２８日は世界肝炎デー７月２８日は世界肝炎デー

　７月２８日は『世界肝炎デー』です。

　肝炎予防のために、まず肝炎ウイルス検査を受けま

しょう。市では、肝炎ウイルス検査を８月・１０月に

予定しています。詳しくは下記をご覧ください。

　肝臓週間　７月 25 日（月）～７月 31日（日）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　　　　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、６月から料理教室

を開催します。どなたでも参加できますので、希望

する人は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　７月 20 日（水）10時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　７月 13 日（水）

お知らせお知らせ

ＡＢＣ検査・肝炎ウイルス検査を受けましょうＡＢＣ検査・肝炎ウイルス検査を受けましょう

　ピロリ菌検査、ペプシノーゲン検査を組み合わ

せて胃の健康度を判定するＡＢＣ検査と肝炎ウイ

ルス検査を行います。ぜひ、受診してください。

　申込期限　８月５日（金）

と　　き　８月 19 日（金）　受付 18時～ 19時 30 分

　　　　　８月 20 日（土）　受付 9時～ 10時 30 分

　　　　　10 月２日（日）　受付 9時～ 10時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）　

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

ＡＢＣ検査（胃がんリスク検査）
対　象　者　今年度 20・25・30・35・40・45・50・55・60・65 歳

　　　　　※過去にピロリ菌除菌済の人、胃の治療中の人は対象外

内　　容　血液検査・問診

料　　金　1,200 円　※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は無料

定　　員　160 人　　※申込期限内であっても定員になり次第、締め

　　　　　　　　　　　切ることがあります。

❖申し込みをされた人には、後日問診票を送付します。

肝炎ウイルス検査
対　象　者　30 歳以上で、これまでに

　　　　　検査を受けたことがない人

内　　容　血液検査・問診

料　　金　無料

❖６月に実施した申込調査で申し込み

　された人は、受診票を送付します。

　新たに希望される人は、申し込みの

　連絡をお願いします。

がん検診を受けましょうがん検診を受けましょう

　がんの早期発見、早期治療を目的に、特定の年齢の人を対象に『子宮頸がん検診』の無料クーポン

券を４月下旬に、『乳がん検診』の無料クーポン券を６月下旬にそれぞれ交付しています。

けんしんけんしん

対象者の生年月日

　子宮頸がん検診　平成13年４月1日～平成14年３月31日

　乳がん検診　　　昭和 56 年４月１日～昭和 57年３月 31 日

有効期限　令和５年２月 28 日

受診方法　指定医療機関での個別検診

　　　　　または市実施の集団検診

※詳しくは送付した案内をご覧ください
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エイブルからのお知らせなど

と　　き　７月 31 日（日）10 時～ 16 時　と　こ　ろ　エイブル全館

ステージイベント：つるのさんと WA になって話そう
と　　き　14 時～ （開場 13 時 30 分）　入場無料

　　　　　パネリスト：つるの 剛士さん　

　　　　　　　　　　　北 泰輔さん　日野 梢さん（鹿島のパパ・ママ代表）

　　　　　MC：高橋 早紀さん（フリーアナウンサー）

　　　　　★要申込　７月 12 日（火）まで　※ハガキまたは Web

　　　　　　応募多数の場合は抽選。　★詳細はエイブルの木をご覧ください。

あそび＆まなびブース　★一部要申込

　・風鈴かざり　・こどもヘアメイク・フェイスメイク　・妖怪顔はめパネル

　・おはなしパパとえほんTime　・出張木工教室　・小児医療講演会

　・ナカシマファームさんのチーズづくり体験　・ミニまなびブース

受講料

に行ってみよう
⦿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
https://kashima-able.com/

詳しくは

❖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。

　７月５日から、鹿島市在住の染川浩美さん

の作品を展示します。

　染川さんは中学校で美術教師として勤務し

ながら、制作活動をされています。

　２０１９年、日展の第３科（彫刻）に初出

品した『明日に向かって』で初入選。

　２０２１年にも『コロナよ去れ‼』と題し

た作品で入選されました。

　今回が初出展で、９月３０日まで３期に分

けて展示します。

【第1期展示】

　７月５日（火）

　　～７月31日（日）

床の間
コーナー

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

染川浩美 彫刻絵画展
～思いを形に～

《事前申込制》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

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師 受講料

15 人
エイブル２階
調理実習室

≪公開講座≫

　アロマの香りを楽しむ体験講座

～ひんやりジェルパックを作ろう～

７月 28 日（木）
10 時～ 12 時
［１回限り］

会　員　　無　料
一　般　1,500 円
材料代　1,000 円

≪公開講座≫　

　手ごねで作る

　　　　　焼きカレーパン

山口 多美子さん
（アロマ・ハーバルセラピスト）

８月 20 日（土）
８月 25 日（木）

９時 30 分～ 12 時 30 分
［どちらか１回］

会　員　　無　料
一　般　1,500 円
材料代　1,800 円

各
12 人

エイブル２階
調理実習室

□夏休み展示『読書感想文を書こう！』

　読書感想文に役立つコーナー展示をします。

　市内小学校の校長先生と市内中学校の図書委員

さんが選んだおすすめの 1 冊を紹介。書き方のコツ

をまとめたプリントを配布します。

　と　き　７月 16 日（土）～８月 28 日（日）

　ところ　図書館内児童コーナー

□夏休み教室『ふしぎ現象を楽しもう☆身近なものからモノ作り』

　マジックと工作で楽しい科学の世界へ！ドキドキワクワクな発見がいっぱい。

　講　師　霜村 満さん　（元小学校教員・鹿島夢マジック世話人）

　と　き　８月 21 日（日）14 時～ 15 時　　対　象　小学生

　ところ　エイブル 3 階研修室　　　　　  定　員　15 人（参加費無料）

　申込方法　７月 23 日（土）９時 30 分から図書館カウンターまたは電話

第４回えいぶる事業 優秀映画鑑賞推進事業『なつかしの映画上映会』

第３回えいぶる事業 第１回『かしまこどもフェス』

と　　き　８月 27 日（土）・28 日（日）　　と　こ　ろ　エイブルホール

料　　金　２日通し券（消費税込）前売当日共

　　　　　大人【一般】800 円　【会員】500 円　高校生以下 無料（要整理券）

発　売　日　７月 16 日（土）　★詳細はエイブルの木をご覧ください

主　　催　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団、国立映画アーカイブ

織田 真由美さん

『明日に向かって』→

８
／
27
（
土
）

伊豆の踊子10：00～11：22 忍ぶ川10：00～12：00８
／
28
（
日
）

めぐりあい12：30～14：01 八月の濡れた砂13：00～14：31

忍ぶ川14：20～16：20 伊豆の踊子14：50～16：12
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情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　北公園内のジャブジャブ池（幼児

用水遊び場）をオープンしています。

事故防止のため、必ず保護者と一緒

にご利用ください。

　なお、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、利用の際は検温、健

康チェック表の記入をお願いしてい

ます。また、人数制限などを行って

いますので、ご理解とご協力をよろ

しくお願いします。

と　　き　８月 31 日（水）まで

利用時間　９時～ 17 時

利　用　料　無料

詳しくは　北公園管理事務所

　　　　　☎０９５４（６３）０３９０

　　　　　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　農業従事者の中には、具体的な症

状がわからず、自ら認識しないうち

に熱中症にかかってしまう人もいま

す。特に夏場の農作業は脱水しやす

いため、こまめな水分や塩分の補給、

適度に休憩を取るなど、周囲の人と

協力しながら行いましょう。

　最高気温３０℃を越えない日でも

ハウス内での作業では熱中症になる

可能性があります。体調不良の症状

が見られたらすぐに作業を中断しま

しょう。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　７月は『社会を明るくする運動』

の強化月間で、再犯防止啓発月です。

　犯罪や非行をした人たちの立ち直

りを支え『誰もがやり直し、活躍で

きる社会を構築する』ことが、安全

で安心な地域社会づくりにつながり

ます。立ち直りを支えるためには、

立ち直ろうとする人を見守り、支え

る『地域のチカラ』が必要です。

　皆さんの力により、安全で安心し

て暮らすことのできる明るい地域社

会としていきましょう。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　７月１２日から２

１日までの１０日間、

『夏の交通安全県民運

動』が行われます。

運動の重点は・・・

　◉子どもと高齢者の交通事故防止

　◉『よかろうもん運転』の根絶

　◉悪質・危険な運転の根絶

　◉シートベルト着用の徹底

■チャイルドシートを無料で貸し出します

　◆出生後の購入準備のため（最長６カ月）

　◆帰省中の一時使用のため（最長２カ月）

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　日本遺族会では、戦没者の遺児を

対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

うとともに同地域の住民と友好親善

を目的とする慰霊友好親善事業を実

施しています。本年度は１６地域お

よび３地域（特定地域）が対象です。

参　加　費　10 万円

詳しくは　佐賀県遺族会

　　　　　☎０９５２（２３）４４９０

■夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

■家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（EM 入り）はいかがですか

■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　７月 21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　７月 21日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問合せ先・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

令和４年５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・・・

　佐賀県内では追突事故が多発しています。

　運転中は車間距離を十分に取り、前をよく見て、集中して運転しましょう。

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

1,230 件（－185）

59 件（－034）

36 件（－012）

1,558 人（－234）

67 人（－046）

40 人（－021）

8人（－04）

0人（－03）

0人（－01）

7,481 件（－087）

436 件（＋063）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

236 件（＋039）

社会を明るくする運動に
ご協力を

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１００

令和４年５月分の市長交際費を公表します

9,240円 令和 4年度累計　12,240 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

その他 ５月12日 9,240円 名刺印刷代（300 枚）

暑中お見舞い申し上げます
鹿島市シルバー人材センター

夏の交通安全県民運動
守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

農作業中の熱中症に
注意してください

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

ジャブジャブ池の
利用について



２４ Ｒ4（2022）.7.1　広報かしま

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室・募集

　

　令和４年５月号広報かしまにおい

て、令和３年度の実績を『寄附件数

44,472件、寄付金額754,825,419円』

とお知らせしていましたが、正しく

は『寄附件数 44,471 件、寄付金額

754,745,419 円』です。ここにお詫び

して訂正させていただきます。

詳しくは　企画財政課企画係

　　　　　☎０９５４（６３）２１０１

講習会・教室

と　　き　７月 17 日（日）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・４階城内記念ホール（佐賀市）

内　　容　消しゴムはんこづくり、交流会

対　　象　がん患者とその家族

参　加　費　無料（先着 20 人）

申込期限　７月 14 日（木）

※新型コロナウイルス感染状況によ

　り、中止する場合があります

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）

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　９月１日（木）～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　７月 26 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

　デジタルカメラなどに使われてい

る充電して使える小型の電池（小型

二次電池）を処分する際は、購入し

た店舗に相談するか、リサイクル協

力店（電器店など）に設置された

『充電式電池リサイクルBOX』を利

用しましょう。他のごみと混ぜて捨

てることで、ごみ収集車や処理施設

で電池が発火し、火災が発生するこ

とがあります。リサイクルして、資

源を再利用しましょう。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

■第 59 回鹿島おどり開催

　８月５日(金)・6日(土)19時30分～21時

■おどり隊参加者募集（先着順）

募集期限　7 月 15 日（金）まで

受付場所　駅前観光案内所　

　　　　　９時～17時（土日を除く）

参　加　費　１人200円（18歳以上）

参加条件　３曲とも踊ることができること

　　　　　また新型コロナウイルスのまん

　　　　　延防止対策に協力いただけること

※定員になり次第締め切ります

※参加申込書に記入のうえ、参加費

　を添えてお申し込みください

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　（駅前観光案内所内）

　　　　　☎０９５４（６２）３９４２

　今年度は、２年に１度の特定計量

器検査の年です。対象の事業所は次

の日程で検査が行われますので受検

してください。

　６月の調査で集合検査の対象とな

る人は、はがきを送付しますので、

検査当日は計量器・はがき・手数料

を忘れずに持参してください。

□集合検査

と　　き　８月８日（月）～10日（水）

□所在場所検査

と　　き　８月17日（水）～８月31日（水）

対　　象　持ち運びできない計量器

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　侵入防止柵は、隙間ができないよ

うに点検・補修を行うことで効果を

高めます。草刈りやたるみ改善など

の維持管理も定期的に行いましょう。

　また、設置後は、表示板などで周

囲への注意喚起を徹底しましょう。

■電気柵・ワイヤーメッシュ柵

　電気柵は、獣種に合わせて高さを

正しく設置することで効果を発揮し

ます。また、電気が流れることを動

物に学習させるため、設置した日か

ら昼夜を問わず通電しましょう。

　ワイヤーメッシュ柵は、獣種に合

わせて、十分な高さと強度をもつも

のを選び、横線が農地側、縦線が外

側に向くように設置しましょう。

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

　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）

≪令和３年度事業実績≫

◆そばを活用した観光促進事業

◆七浦地区観光資源磨き上げ事業

◆肥前浜宿観光情報発信促進事業

詳しくは　商工観光課観光振興係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　戦後７５年に当たり、国として改

めて弔慰の意を表すため、戦没者等

の死亡当時のご遺族に特別弔慰金

（記名国債）が支給されます。まだ

請求されていない方は、お住いの市

町村窓口にて手続きをお願いします。

受付期間　令和５年３月 31 日

受付場所　請求者がお住いの市町村担当課

対　象　者　詳しくはお問合せください

詳しくは　福祉課社会福祉係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１９

小型二次電池は
リサイクルしましょう

有害鳥獣に対する
侵入防止柵について

がん患者 ・家族つどいの会

鹿島市観光振興事業奨励金

計量器検査を
受検してください

『鹿島おどり』開催します

第１１回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求を受付中です

令和３年度ふるさと納税
寄附金の実績報告について

令和４年９月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ N C オペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 C A D 科

１５

１５

１５

電 気 保 全 サ ー ビ ス 科 １５



２５広報かしま　Ｒ4（2022）.7.1

情報掲示板　◇　募集・相談・イベント

　陶芸に興味がある方、陶芸作りに

挑戦してみませんか。※見学自由

と　　き　週２回（日曜日を除く）

　　　　　９～ 16 時の間で、ご自身

　　　　　の都合つく時間で活動可能

と　こ　ろ　陶芸作業所（市役所横のプレハブ）

対　　象　60 歳以上（市内在住）

定　　員　24 人（先着順）

参　加　費　材料費など

　　　　　月々1,000～2,000円程度

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

　８月２７日（土）から使える応援券

を取り扱うことができる加盟店を募

集します。応援券の概要や応募方法

は、ホームページで確認してくださ

い。（https://www.kashima-cci.or.jp）

応募資格　市内の店舗・事業所など

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　☎０９５４（６３）３２３１

対　象　者　求職者

訓練期間　10 月４日（火）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　８月 26 日（金）

※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世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

　住民満足度の高い公共サービスを実現する新た

な担い手として、ＣＳＯへの期待が高まる中、県

や市では『私たちならもっと質の高い公共サービ

スを提供できる』という、ＣＳＯからの提案を求

めています。

　今年度も、ＣＳＯの皆さんから、県や市の事業

に対する提案を募集しますので、奮ってご応募く

ださい。詳しくは、さがＣＳＯポータルサイト

（https://www.cso-portal.net）をご覧ください。

募集期限　10 月 31 日（月）

詳しくは　佐賀県県民協働課

　　　　　☎０９５２（２５）７３７４

　　　　　企画財政課企画係

　　　　　☎０９５４（６３）２１０１

　鹿島市文化連盟は市の文化の発展・加

入団体の親睦交流を目的として活動して

います。文化の日（１１月３日）を中心

とした文化祭や文化講演会等の事業を

行っています。ぜひご加入していただき

新市民会館で発表してみませんか。貴団

体の加入をお待ちしております。

会　　費　１人 700 円／年間

詳しくは　鹿島市文化連盟　中村

　　　　　☎０９０（１９２０）２３７１

　　　　　k-bunren@po.asunet.ne.jp

相　談

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 20 分以内］）13 時 30 分開始

  ※行政相談と同時開催

　28 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 20 分以内］）10 時開始

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

  ５・19 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　市役所５階第６会議室

　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

　７日（木）９時～ 12 時

◆鍼灸マッサージ無料健康相談・治療体験

10 日（日）10 時～ 14 時 30 分

かたらい３階中会議室

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

市役所５階第６会議室

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　26 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）

　26 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

◆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）

　15 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

イベント

と　　き　７月 31 日（日）※雨天中止

　　　　　８時 30 分集合

集合場所　道の駅かしま

参　加　費　100 円　※先着 20 人

詳しくは　自然観察指導員佐賀県連絡会

　中村　☎０９０（８３９１）８０７７

　猿渡　☎０８０（５２６４）９６６５

と　　き　７月 18 日（祝）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

　◇演劇『オズの魔法使い』

　◇歌とダンスのステージ

入　場　料　無料

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　☎０９０（２５０８）８３７４

令和４年１０月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ 生 産 サ ポ ー ト 科

溶 接 施 工 科

住 環 境 コ ー デ ィ ネ イ ト 科

１５

１５

１６

電 気 設 備 技 術 科 １６ その他の相談

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第２期の口座振替日

７月２９日（金）
（預貯金残高の確認をお願いします）

『まるごと応援券』
加盟店募集

高齢者陶芸サークル
メンバー募集

CSO（市民社会組織）
からの提案を募集します

鹿島市文化連盟
会員募集

たなじぶ体験

劇団ヤマト夏公演



鹿島市役所　総務部　企画財政課　

〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１

☎0954（63）2114　℻0954（63）2129　

ＵＲＬ　https://www.city.saga-kashima.lg.jp/

広報かしま　編集・発行

ホームページ ライン ツイッター インスタグラム フェイスブック

　　　　　　　　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

《取組事例》

　保育園や地元学校へ出前講座を実施し、美術の楽しさやも

のづくりの魅力を伝えています。

木彫工房　杉彫

《取組事例》

　電力使用過多抑制や社内書類のペーパーレス化、働き方改革など地

域社会への貢献と目標達成のための取組みを継続して実行しています。

鹿島印刷株式会社

《取組事例》

　男女ともに活躍できる職場環境の構築、セミナーや講習会

を通した社員教育など積極的に取り組んでいます。

　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でも紹介しています。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

新市民会館の新築工事

　現在、新市民会館の工事は上部躯体の工事と、１階部分の設備工事を進めています。写真の場所は楽屋とピア

ノを保管する楽器庫になる部分です。

　今後も、建設現場周辺は大型車両が多く出入りし、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしく

お願いいたします。

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

くたい

鹿島商工会議所

楽器庫楽器庫　楽屋　楽屋
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