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　１１月４日、自治功労や教育文化体

育など５つの分野で市政に功労のあっ

た人たちに対する鹿島市表彰式が市庁

舎大会議室で行われ、１１人、１団体

が受賞されました。

－鹿島市表彰　受賞者の紹介－

鹿島市表彰式

市政功労者表彰

市 教育文化体育

宮島　義春　さん

市体育指導委員、ス
ポーツ推進委員とし
て市民スポーツの普
及振興に貢献

甫木　元起　さん

全国高等学校総合
体育大会レスリン
グ競技大会個人対
抗戦他各大会 １位

松尾　環那　さん

全国高等学校総合
体育大会ウエイト
リフティング競技
大会 ３位

松原　拓郎　さん

第77回国民体育大
会レスリング競技
グレコローマンス
タイル65kg 第２位

堀田　陸志　さん

第77回国民体育大
会ボクシング競技
少 年 男 子 ウ ェ ル
ター級 第３位

自治市

　田　一美　さん

市議会議員として、
地方自治の発展と
住民福祉の向上に
貢献

松浦　秋行　さん

市農業委員として
業務に精励され農
地行政の発展に貢
献

市 産業振興

池田　好春　さん

土地改良区役員と
して業務に精励さ
れ地域農業の振興
に貢献

その他市

鹿島小学校防犯ボランティア

鹿島小学校防犯ボ
ランティアとして
児童の登下校時の
通学安全に貢献

宮﨑　由佳　さん宮﨑　誠　さん

先進的な施設トマト栽培を行い、野菜生産改善
共進会において、農林水産大臣賞を受賞

市 保健衛生

吉本　静志　さん

福祉事務所嘱託医
として業務に精励
され地域福祉の向
上に貢献
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　１０月２７日、市の教育に関す

る分野に功績のあった人たちに対

する市教育委員会表彰式が、市庁

舎大会議室で行われ、１８人が受

賞されました。

市の教育に関する

貢献をたたえて

－市教育委員会表彰　受賞者の紹介－

鹿島市教育委員会表彰式

教 社会体育スポーツ

市ゲートボール協会の

監事、副会長および会

長としてゲートボール

の普及・発展に貢献

伊東　謙夫　さん

剣道競技の指導者や市

剣道連盟の理事、副会

長および会長として剣

道の普及・発展に貢献

安武　眞　さん

市スポーツ推進

委員として生涯

ス ポ ー ツ の 普

及・発展に貢献

宮島　義春　さん

市スポーツ推進審

議会委員として生

涯 ス ポ ー ツ の 普

及・発展に貢献

吉田　美砂子　さん

市スポーツ推進

委員として生涯

ス ポ ー ツ の 普

及・発展に貢献

木原　美幸　さん

市スポーツ推進

委員として生涯

ス ポ ー ツ の 普

及・発展に貢献

田代　清一郎　さん

市スポーツ推進

委員として生涯

ス ポ ー ツ の 普

及・発展に貢献

宮﨑　百合子　さん

第77回国民体育

大会ボクシング競

技少年男子ウェル

ター級 第３位

堀田　陸志　さん

全国高等学校総

合体育大会ウエ

イトリフティン

グ競技 第３位

松尾　環那　さん

第77回国民体育大

会レスリング競技グ

レコローマンスタイ

ル65kg 第３位

松原　拓郎　さん

教 学校教育

古枝小学校のホタルの幼虫の

飼育・放流体験活動講師とし

て、児童の指導等に尽力され

教育活動の発展充実に貢献

河浪　丘　さん

教 学校保健

明倫小学校の学

校医として児童

の健康増進に貢

献

納富　貴　さん

第45回全国日本空手道

連盟剛柔会九州・沖縄

地区空手道選手権大会

形競技一般男子 第１位

馬場　海星　さん

全九州高等学校

総合体育大会水

泳競技男子100m

平泳ぎ 第１位

森田　敏正　さん

第８回九州高等

学校少林寺拳法

選抜大会女子規

定組演武 第１位

中村　優花　さん

全九州高等学校

総合体育大会レ

ス リ ン グ 競 技

55kg級 第２位

白川　剣斗　さん

第39回若獅子旗

なぎなた大会個

人試合 第１位

大谷　舞桜　さん

教 芸術文化学術

短歌会の会長や

市文化連盟評議

員として文化の

発展振興に貢献

松尾　和義　さん

教 感謝状
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清掃活動イベント『第２回 ガタピカ』が開催されました 

　１０月３０日、清掃活動イベント『第２回ガタピカ』が

開催されました。

　ガタピカとは、５人以内のチームで肥前鹿島干潟を清掃

し拾ったゴミの量を競うイベント。参加者は市内外の企業

団体や市民、計３５組１４６人で、プラスチックゴミを中

心に約１６６ｋｇものゴミを回収することができました。

　また、昨年同様に開催日がハロウィン近くだったことも

あり、仮装での参加を呼び掛けたことで、より楽しみなが

ら清掃活動ができました。

　１０月３０日、清掃活動イベント『第２回ガタピカ』が

開催されました。

　ガタピカとは、５人以内のチームで肥前鹿島干潟を清掃

し拾ったゴミの量を競うイベント。参加者は市内外の企業

団体や市民、計３５組１４６人で、プラスチックゴミを中

心に約１６６ｋｇものゴミを回収することができました。

　また、昨年同様に開催日がハロウィン近くだったことも

あり、仮装での参加を呼び掛けたことで、より楽しみなが

ら清掃活動ができました。

【順位】

第１位　有限会社不知火海苔

第２位　浜っ子Ａ

第３位　こどもラムサール観察隊

仮装賞　ＫＰ－３（鹿島印刷株式会社）

【順位】

第１位　有限会社不知火海苔

第２位　浜っ子Ａ

第３位　こどもラムサール観察隊

仮装賞　ＫＰ－３（鹿島印刷株式会社）

善行紹介　ご寄附をありがとうございました

TopicsTopics まちの話題

受 賞 者 紹 介

食生活改善推進協議会会長表彰

　１０月１１日、鹿島・藤津地

区食生活改善推進協議会地区会

員交流会で、１０年以上の活動

に対し、中村潮美さんが令和３

年度会長表彰を、熊森シノブさ

んが令和４年度会長表彰を受賞

されました。おめでとうござい

ます。

鹿島印刷株式会社 様

　１０月４日、鹿島印刷株式会社様から株

式会社佐賀銀行の『SDGs私募債』を利用

し、ご寄附を頂きました。

　今後、有明海の環境保全を通じたSDGs

の推進事業に役立てます。

鹿島印刷株式会社 様

　１０月４日、鹿島印刷株式会社様から株

式会社佐賀銀行の『SDGs私募債』を利用

し、ご寄附を頂きました。

　今後、有明海の環境保全を通じたSDGs

の推進事業に役立てます。

SDGｓ活動紹介　～東部中学校・西部中学校～

　１０月１２日、東部中学校は、住み続

けられるまちづくりの一環として、校区の

ボランティア清掃活動を行いました。

　また、１０月１３日、西部中学校は、食

品ロス対策として、『てまえどり』のポッ

プをセブンイレブンに贈呈しました。

　１０月１２日、東部中学校は、住み続

けられるまちづくりの一環として、校区の

ボランティア清掃活動を行いました。

　また、１０月１３日、西部中学校は、食

品ロス対策として、『てまえどり』のポッ

プをセブンイレブンに贈呈しました。

中村 潮美 さん

熊森 シノブ さん
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　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的

とした『宝くじ助成金』を活用して、令和４年度に嘉瀬の浦

区では伝承芸能道具（裃、陣笠、草履、おけさ笠、ゆかた、

帯、袢天）およびテントなどを整備しました。

企画財政課企画係　

☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

袢天袢天 ゆかた、おけさ笠、帯ゆかた、おけさ笠、帯

　１０月３１日、九州電力株式会社と再生可能エネルギーの有

効活用をはじめとした、カーボンニュートラルの実現に向けた

取り組みを通じて、地球温暖化対策を推進することに関して次

のような内容で連携協定を締結しました。

（１）再生可能エネルギーの導入拡大に関すること

（２）EV導入など脱炭素に向けたまちづくりに関すること

（３）災害などの緊急時における蓄電池などを活用した電力レ

　　　ジリエンスの強化に関すること

（４）前各号に附帯すること

　この連携のもとカーボンニュートラルの推進による地球温暖化対策の推進を行っていきます。

　１０月３１日、九州電力株式会社と再生可能エネルギーの有

効活用をはじめとした、カーボンニュートラルの実現に向けた

取り組みを通じて、地球温暖化対策を推進することに関して次

のような内容で連携協定を締結しました。

（１）再生可能エネルギーの導入拡大に関すること

（２）EV導入など脱炭素に向けたまちづくりに関すること

（３）災害などの緊急時における蓄電池などを活用した電力レ

　　　ジリエンスの強化に関すること

（４）前各号に附帯すること

　この連携のもとカーボンニュートラルの推進による地球温暖化対策の推進を行っていきます。

九州電力株式会社とカーボンニュートラルの推進による
　　　　　　　　　　　地球温暖化対策に関する連携協定を締結しました

　１０月２３日、鹿島高校の生徒・PTA・先生による『花ボ

ラ』と中心商店街の合同で『まちなか花いっぱい運動』が開催

されました。集まった生徒約

１５０人、商店街関係者約３

０人の参加者は、鹿島駅前か

ら商店街一帯の除草と清掃活

動に加え、公園の花壇やお店

の前のプランターに花を植え

ました。

　１０月２３日、鹿島高校の生徒・PTA・先生による『花ボ

ラ』と中心商店街の合同で『まちなか花いっぱい運動』が開催

されました。集まった生徒約

１５０人、商店街関係者約３

０人の参加者は、鹿島駅前か

ら商店街一帯の除草と清掃活

動に加え、公園の花壇やお店

の前のプランターに花を植え

ました。

秋のまちなか花いっぱい運動
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（標準的なもの）

１週間の正規の労働時間

３８時間４５分

１日の正規の労働時間

７時間４５分

開始時刻

８時３０分

終了時刻

１７時１５分

休憩時間

１２時～１３時

（２）年次有給休暇の取得状況（令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）

５,９０７日

総取得日数（Ｂ）

１,２２３日

全対象職員数（Ｃ）

１５４人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）

７.９日

消化率（Ｂ）/（Ａ）

２０.７％

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した者および休業等の事由がある職員を除きます。

２．職員の人事評価の状況

評価対象職員

（２）勤務成績の評定（令和４年４月１日現在）
管理職を除く職員

評価者 課長

評価方法 勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

勤務評定の活用方法 普通昇給の決定

（１）人事評価制度の概要（令和４年４月１日現在）
評価の目的 職員の能力開発および人材育成に活用する

評価者

被評価者

部長級

課長級

部長級および課長級以外の職員

第１次評価者

副市長

部長級、教育長

課長級

第２次評価者

－

副市長

部長級、教育長

評価期間 ４月１日から１２月３１日まで

被評価者の範囲 すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）

評価方法 能力評価および目標評価の結果を基に、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価

人事評価の活用方法 人事管理の一部に活用

評価内容 能力評価および目標評価

　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

（１）職員の競争試験の状況

（３）職員の退職の状況

１．職員の任免および職員数に関する状況
（２）職員の採用の状況（令和４年４月１日付）

区分

一般事務

合計

職
種

令和３年度　市の人事行政の運営等を公表します

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況

時間外・休日勤務
総時間数

２８,４６２時間

※総時間数には振替時間を含みます。

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

１２.４時間

（４）育児休業および部分休業の取得状況
区分

令和３年度に新たに取得した職員

男性職員

０

０

女性職員

３

４令和２年度以前から引き続き取得している職員

※ほかの休業制度による取得はありません。

受験者数

14人

最終合格者数

4人

区分

一般事務Ａ

1人

3人

1人

3人

12人

0人

0人

1人

2人

2人

土木Ｃ

土木Ｄ

建築Ｅ

保健師Ｆ

社会人経験者

42人 12人合計

8人 3人一般事務Ｂ

男性 女性 計

4人 5人 9人

0人 0人 0人

1人 0人 1人

0人 1人 1人

競争試験

男性 女性 計

1人 0人 1人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

選考

5人 6人 11人 1人 0人 1人

0人 0人 0人 0人 0人 0人

男性 女性 計

4人 1人 5人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

再任用

4人 1人 5人

0人 0人 0人その他

保健師

建　　築

土　　木

男性

6人

1人

1人

2人

女性

1人

1人

2人

1人

区分

定年退職

勧奨退職

その他

再任用後の離職

計

7人

2人

3人

3人

10人 5人合計 15人
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（５）特別休暇の状況

４．職員の分限および懲戒処分の状況

戒告 減給 停職

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

処分の種類

免職 合計

0人 0人

0人 0人

0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人

処分事由

法律または条例、規則若し
くは規程に違反した場合

職務上の義務に違反または
職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

合計

（２）懲戒処分者数

５．職員の服務の状況
（１）公益法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

（２）営利企業等の従事許可の状況
許可件数

０

営利企業等の従事内容
営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

0自ら営利を目的とする私企業を営む場合

7報酬を得て事業または事務に従事する場合

６．職員の退職管理の状況
令和３年度退職者（1２人）の再就職状況

人数

5人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

5人再任用職員

0人非常勤職員等

2人退職者のうち市役所以外へ再就職した者

1人民間企業等

1人国および他の地方公共団体

※

0人その他　法人等

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

７．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数

91人

健康診断の種類

定期健康診断

（１）健康診断の実績

基本健診

88人胸部Ｘ線

19人胃検診

13人肝炎ウイルス検診

人間ドック 147人
婦人（子宮がん）検診 9人
婦人（乳がん）検診 19人

ＶＤＴ検査 28人

申請件数

1

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

1

不認定件数

０

0通勤災害 0 ０

（３）福利厚生事業
事業名称

職員互助会福利厚生事業

決算額
5,248千円

公費負担額
1,668千円

実施主体
鹿島市職員互助会

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　該当なし

（５）不利益処分に関する審査請求の状況
　　該当なし

派遣先法人 人数

1人鹿島市シルバー人材センター

（１）分限処分者数

処分事由

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合

降任 免職 休職

0人

0人 0人 5人

0人

0人

0人

処分の種類

降給 合計

00人

5人

0人

0人

0人

0人

0人 0人 5人

0人

0人 5人

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

合計

0人

0人

0人

有給・無給休暇の種類 付与日数・期間等

有給①公民権行使のための休暇 必要と認める期間

有給②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭するための休暇 必要と認める期間

有給③骨髄提供のための休暇 必要と認める期間

有給④結婚休暇 ７日

有給⑥妊産婦のつわり休暇 ７日の範囲内で必要と認める期間

有給⑦妊産婦の健康診査等のための休暇
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、10月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

有給⑧出産休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4 週間）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間

有給⑨生後満１歳に達しない子を育てるための休暇 １日２回（１回につき 45 分）

有給⑩妻の出産に伴う休暇 ３日の範囲内で必要と認める期間

有給⑪出産の際、子を養育するための休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間

有給⑫子の看護のための休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間

有給⑬短期の介護休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間

有給⑭生理休暇 ２日の範囲内で必要とする期間

有給⑮忌引 死亡者の区分に応じ１日から 10 日の範囲内

有給⑯夏季休暇 ５日の範囲内の期間

有給⑰災害または交通機関の事故等による休暇 必要と認める期間

有給⑱ボランティア休暇 １年に５日の範囲内で必要と認める期間

有給⑤不妊治療休暇 １年に５日（頻繁な通院を必要とする場合は 10 日）
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８．職員の研修の状況
受講者数

1,204人

区分
職場研修 市主催研修

研修内容
メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修、人権・同和問題研修、パソコン研修など

56人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、新任課長研修など

38人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、市町村職員中央研修所、民間等主催実務研修など

0人その他 杵藤地区広域市町村圏組合主催研修など

職場外研修

1,298人合計

９．市の給与・定員管理等について

（１）総括
①人件費の状況（一般会計決算）

17,543,490千円

住民基本台帳人口
（令和４年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

令和３年度

区分

306,726千円

実質収支

2,382,876千円

人件費Ｂ

12.9％

人件費率
Ｂ/Ａ

13.6％

（参考）令和２年度
の人件費率

28,007人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

令和３年度

区分

199人

職員数Ａ

給料

給与費区分

810,570千円

職員手当 129,326千円

期末・勤勉手当 308,885千円

給与費計Ｂ

1,248,781千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,275千円

（注）１．職員手当には、退職手当は含みません。　２．職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。

区分

43.1歳

平均年齢 平均給料月額

378,990円

350,097円

平均給与月額

327,452円

鹿島市

42.7歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

323,711円

国

405,049円一般行政職

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

（注）１．『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　２．『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はすべての諸手当

　　　　込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定して算出したものです。

区分

大学卒
高校卒

鹿島市

182,900円
150,700円

一般行政職

②職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）
国

182,200円
150,600円

区分

大学卒
高校卒

10年

253,180円
ー

一般行政職

③職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）
15年

290,600円
ー

20年

343,970円
ー

区分

職員数
構成比

職務内容

１級

定型的な職務

または比較的

高度の知識、

経験を必要と

する職員の職

務

２級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

３級 ４級

1. 高度の知識

または経験を

必要とする主

任の職務

2. 係長または

主査の職務

５級

課長補佐

の職務

６級 ７級

主任の職務 課長の職務 部長の職務

16 人
9.2％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

11 人
6.3％

36 人
20.7％

63 人
36.2％

25 人
14.4％

17 人
9.8％

6人
3.4％

　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、国や他の地方公共団体、民間企業等

との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や

住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもとに、市議会の議決を経て定められます。
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（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（令和３年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　847千円
勤勉手当　646千円

支給割合
期末手当　2.40月分
勤勉手当　1.90月分

加算措置の状況

役職加算　5～15％

国

－
－

支給割合

同左

加算措置の状況
役職加算　 5～20％
管理職加算　10～25％

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全職種に
　係る平均支給額です。

③特殊勤務手当（令和３年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

91千円

支給職員１人当たりの平均支給年額 4千円

職員全体に占める手当支給職員の割合 10.0％

手当の種類（数） 4種類

⑤その他手当（令和４年４月１日現在）

手当名

扶養手当

国の制度
との比較
（相違点）

同じ

支給実績
（令和３年度）

26,944千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（令和３年度）

259千円

住居手当 同じ 12,130千円 276千円

管理職手当 （役職区分） 14,412千円 576千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

8,423千円 69千円

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

（５）特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）
給料月額等区分

市　長　786,000円
副市長　635,000円
教育長　596,000円

給　料

議　長　420,000円
副議長　354,000円
議　員　334,000円

報　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
令和３年度支給割合　3.25月分
加算措置の状況　役職加算15％

期末手当

市長・副市長・教育長とも一般職と同じ通勤手当

退職手当

市　長　給料月額×在職月数×50/100
副市長　給料月額×在職月数×33/100
教育長　給料月額×在職月数×20/100
　　　　※いずれも任期毎に支給

②退職手当（令和４年４月１日現在）
区分 鹿島市 国

支給率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

同左

定年前早期退職特例措置

3～45％加算2～20％加算

その他の
加算措置

１人当たり
平均支給額

－18,353千円

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　平均支給額です。

④超過勤務手当（時間外勤務手当）

区分

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

令和２年度

支給実績

60,989千円

支給職員１人当たり
平均支給年額

305千円

令和３年度 54,857千円 268千円

（６）職員数の状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部門
職員数（人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数です。

　　２．[　] 内は、条例定数の合計です。

令和３年 令和４年

対前年
増減数

4

55

16

2

20

12

21

31

16

4

56

16

2

20

10

22

32

16

0

1

0

0

0

△2

1

1

0

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生

小 計 177 178 1

教 育 22 22 0

小 計 22 22 0

水 道

下 水 道

そ の 他

10

10

14

10

10

13

0

0

△1

小 計 34 33 △1

合 計
233

［312］

233

［312］

一
般
行
政

特
別

行
政

公
営
企
業

　
　
等
会
計

0
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情報掲示板ワイド

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

お
知
ら
せ

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務

◉杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

◉市民交流プラザかたらい　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

◉子育て支援センター　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

◉産業活性化施設『海道しるべ』　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

◉干潟交流館『なな海』　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

◉市陸上競技場　　　　12 月 27 日（火）～１月３日（火）

◉市民球場　　　　　　12 月１日（木）～２月 28日（火）

　※芝の養生のため

◉蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場　12 月 27 日（火）～２月 28 日（火）

　※年末年始および芝の養生のため

◉生涯学習センター『エイブル』　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

◉市民図書館　　　　　12 月 28 日（水）～１月４日（水）13時

◉各地区公民館　　　　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

◉市内各体育館　　　　12 月 27 日（火）～１月３日（火）

◉北公園　　　　　　　年中無休

◉し尿汲み取り　　　　12 月 29 日（木）～１月３日（火）

　※緊急の汲み取りは、12月 22 日（木）までに担当の業者までご連絡ください。

◉ごみ収集　　　　　　12 月 31 日（土）～１月３日（火）

◉生ごみ収集バケツ　　12 月 29 日（木）～１月 10 日（火）

　※対象地区は大字納富分です。12月 29 日（木）・30日（金）に生ごみ

　　バケツ（青色）ごと回収し、１月９日（祝）・10日（火）に設置します。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休み

の期間中（12 月 29 日～１月３日）も行っています。

■出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑（任意）、母子手帳

■婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑（任意）、

　　　　　身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）

■死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑（任意）、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

■各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書

　　　　　※印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］12 月 28 日（水）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課☎（６３）２１１７に電

　　　　　話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません。

　［交付時間］８時 30 分～ 20 時

■届出および交付する場所　市役所守衛室

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、就学に必要な経費の一部を援助する制度を設けています。

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活が苦しく、学用品費や給食

　　　　　費などの負担が困難な保護者

内　　容　◆学用品費、通学用品費　◆校外活動費、修学旅行費

　　　　　◆医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　◆給食費　◆新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員会教育総務課で行っています。

　　　　　収入がわかる書類等（世帯全員分）が必要です。

　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先

申請期間　令和５年１月 10 日（火）～２月１日（水）※既に就学援助の認定を受けている場合は申請不要

対　　象　就学援助制度の対象者で、令和５年４月に市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品　①保護者名義の通帳の写し　②世帯全員分の所得情報取得に係る同意書

　　　　　③児童扶養手当などの証書（受給している場合）　※所得証明書（有料）を提出する場合は③不要です

～令和５年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～
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情報掲示板ワイド

　福祉課と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために無利

子の修学資金貸付申込を受け付けています。どうぞご利用ください。

お
知
ら
せ

ご利用ください『修学資金』

教育支援

費

35,000以内高校
社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

☎（６２）２４４７

◆貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

◆貸付総額200万円を

　超える場合20年以内

60,000以内

65,000以内

高専・短大

大学

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

12,000高校

福祉課

（市役所１階）

☎（６３）２１１９

12 月 15 日（木）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

◆市内に１年以上在住

◆学業成績優良な人

◆中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との併用不可

市奨学

資金

母子父子

寡婦福祉

資金

27,000以内高校（公立）

45,000以内

67,500～93,500以内短大

◆母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

高校（私立） ９年

69,500～108,500以内大学 18年

27,000～89,000以内専門学校等 ９年

64,300以内小学校

81,000以内

150,000以内

中学校

高校（公立）母子父子

寡婦福祉

資金

５年

◆母子・父子家庭世帯

◆前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

410,000～580,000以内

150,000～580,000以内

大学・短大

専門学校等

◆母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

福祉課

（市役所１階）

☎（６３）２１１９

就学支援

費
500,000以内

高校・高専

大学・短大

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

☎（６２）２４４７

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆佐賀県育英資金利用優先10年以内

就
学
支
援
資
金（
入
学
時
の
み
）

貸付額（円）学校区分 償還期間貸付の種類 資格 申込先・問合先 締切

貸　付　内　容

補足説明　◇資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　◇貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもあります。詳しくはお問い合わせください。

　　　　　◇貸付けには条件がありますので、申込者全員が、貸付けを受けられるとは限りません。

　　　　　◇母子父子寡婦福祉資金の上記貸付額は、自宅通学の場合です。自宅外通学についてはお問い合わせください。

募
　
集 鹿島市放課後児童クラブ支援員募集

放課後児童クラブ支援員
（学校休業日補助）

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

募集区分

任用開始日～令和５年３月 31 日
時間給：870 円

任用期間等 勤務時間

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気で明るい人

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９

提出・問合せ先

試験日時　後日連絡します（面接による選考）

募集締切　12 月９日（金）　※郵送可、必着
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情報掲示板ワイド

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

　市では、災害による被害を予防・軽減する活動を行うため、住民の皆さんが自主的に設置する自主防災組織の結

成や活動の活性化を支援しています。

お
知
ら
せ

自主防災組織への活動を支援します

□自主防災組織への助成・補助の例

・組織結成時に世帯数に応じた設置助成金の支給

・研修会や防災訓練など組織の活動に要する経費に

　対する補助金

・消火器、メガホン、発電機など防災資機材および

　備蓄食料の購入経費に対する補助金

□防災に関する講座

　自主防災組織の必要性や活動内容について、職員

が希望会場へ出向いて地域の皆さんへ説明を行う

『まちづくり出前講座』を実施しています。　　　

　自主防災組織が結成されている地域においても、

住民への防災意識の普及や組織の役員向け研修会な

どにご活用ください。

　生涯学習課社会教育・文化係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは

　新型コロナウイルス感染症抗原検査キットを事前に配布します。

　ワクチン未接種の人、周囲に感染者や濃厚接触者が出た人などに配布します。　※数に限りがあります

お
知
ら
せ

□事前配布

　と　き　12 月 26 日（月）～令和５年１月６日（金）

　　　　　８時30分～17時（閉庁日を除く）

　ところ　生涯学習課窓口（市役所２階）

□検査方法

　『鹿島市二十歳の集い』当日の朝、検査してください。

※式典当日は、検査および抗原検査キットの配布は

　ありません

令和５年『鹿島市二十歳の集い』（旧成人式）
新型コロナウイルス感染症抗原検査キットの事前配布について

■対　　象　

　①住民税非課税世帯

　　令和４年９月 30日において、鹿島市の住民基本台帳に記録されている人で、世帯全員の令和 4 年度分の住民税均等割が非課税である世帯

　②家計急変世帯

　　①以外の世帯で、予期せず令和４年 1 月から１２月までの間で家計が急変し、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

■給付金額

　①②ともに１世帯あたり５万円

■申請方法

　①住民税非課税世帯

　　対象世帯に対し、案内と確認書を送付しています（11月下旬）。確認書の内容を確認して返送してください。３～４週間後に指定口座へ給付金を振り込みます。

　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。支給決定次第、指定口座へ給付金を振り込みます。

■申請期限

　①②ともに令和５年１月 31 日（火）まで

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課

税世帯等）へ価格高等緊急支援給付金を支給します。

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

お
知
ら
せ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

❖詳しくは市ホームページ、または右記までお問い合わせください
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情報掲示板ワイド

　水道課　☎０９５４（６２）３７１８詳しくは

　寒さが厳しくなる冬季（１２月～２月）は、水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。市販されている

保温材や厚手の布などを水道管へ巻き、直接冷気を受けないようにして、凍結予防をお願いします。

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

□水道管が凍結し水が出ない場合には

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口

を開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中

の気温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つ

ことでも解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂する

　ことがありますのでご注意ください。

□水道管が破裂した場合には

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業

者へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道

課窓口での貸し出し、または各地区の区長、公民館

に配布している器具をご利用ください。

　元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて

水が飛び散らないようにしてください。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

　令和４年１２月末までにマイナンバーカードの交付申請をした人は、最大２０,０００ポイントが付与されるマ

イナポイント事業の対象となります。

お
知
ら
せ

□マイナンバーカードの申請方法

　①市民課窓口で申請（写真撮影は無料）

　②携帯ショップで申請

　③スマートフォンで申請

　④パソコンで申請

　⑤証明用写真機で申請

　⑥郵便で申請

　※③～⑥は交付申請書をお持ちの人のみ

□マイナンバーカード出張申請サポート

　と　き　12月15日（木）９時～10時30分

　ところ　七浦郵便局

　持参品　運転免許証や健康保険証など、本人確認

　　　　　ができるもの

　その他　顔写真を撮影します

マイナポイントの対象となる
マイナンバーカードの申請期限は１２月末までです

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　令和５年度からの『鹿島市の自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例』の策定のために、パブリック

コメント（市民意見募集）を実施します。

　この条例により、太陽光発電事業による再生可能エネルギーの普及と自然環境保全との調和を図ります。

お
知
ら
せ

□意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　市のホームページに掲載します。また、新世紀セン

ター１階環境下水道課でも閲覧ができます。

□意見の記載・提出方法

・意見書の様式は、市ホームページからダウンロー

　ド、または環境下水道課にあります。住所、氏名、

　連絡先、ご意見を記入して提出してください。

・提出方法は、環境下水道課へ直接提出するか、　

　FAX、郵便、電子メールで送付してください。

□意見募集期間

　12月５日（月）～令和５年１月４日（水）

□意見提出先　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所環境下水道課環境係

　　℻０９５４（６２）３７１７

　　kankyou@city.saga-kashima.lg.jp

自然環境等と太陽光発電事業との
調和に関する条例について意見を募集します
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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

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 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 15 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 10 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　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 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）

２歳児フッ化物塗布 22 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 12 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診

（令和4年8月生まれ）

１歳６か月児健診

（令和3年5月生まれ）

３歳６か月児健診

（令和元年5月生まれ）

21 日（水）

22 日（木）

8 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、問診票、バスタオル
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）　

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査、
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー12月

December

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

日 在宅当番医 所在地

谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８

樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２

福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０

織田病院　　　　　☎０９５４（６３）３２７５

13日

6日

20日

27日

嬉野市

嬉野市

嬉野市

鹿島市

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

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布 9 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 12 月・令和２年５月生まれ（希望者のみ）

成人健康相談 7 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



燃料価格高騰等の影響を受ける

　　　　　　農業者を支援します

燃料価格高騰等の影響を受ける

　　　　　　農業者を支援します

さが園芸サポート補助金について
　燃料価格高騰の影響を受け、経営が悪化している園芸生産農家に対し、国の施設園芸セーフティネット構築事業

の対象とならない園芸生産用等の燃料費を支援します。

補助対象　令和４年度において野菜、果樹または花きの施設園芸若しくは茶業を営む者　　

対象経費　光合成促進装置の稼働や大麦若葉の乾燥、ハウスのLPガスによる暖房などに要する10月～令和５年

　　　　　３月に購入した燃料費のうち、過去７年中最高・最低を除く５年の平均価格との差額の１／２

補　助　率　A重油・灯油：各月の国のセーフティネット構築事業補てん単価の１／２

　　　　　LPガス：JAグループ佐賀農業用ガス令和４年度価格と過去７年中最高・最低を除く５年の平均価格と

　　　　　　　　　 の差額の１／２

申請期間　１回目：令和５年１月～２月上旬予定（10月～12月購入分）

　　　　　２回目：令和５年４月～５月上旬予定（令和５年１月～３月購入分）

　　　　　※１回目の申請がない場合、２回目の申請はできませんのでご注意ください

　　　　　※JA系統の農業者は、JAからまとめて申請されるため個人での申請は不要です

農林水産課農政係

☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは

さが米麦サポート補助金について
　燃料価格高騰や米価下落の影響を受け、経営が悪化している米麦生産農家に対し、米麦乾燥調製に使用する燃油

費の価格高騰分に対して支援します。

補助対象　個別乾燥を行う農業者または、農業者で組織するJA所有以外の共同乾燥調製施設利用組合等（JA所有

　　　　　の共乾に乾燥調製を委託されている農業者は個人申請不要）　

対象経費　個別農家の乾燥施設で使用するために購入した燃油のうち、燃油価格上昇分の１／２相当について10a

　　　　　当たりの単価を定めて補助

補　助　率　令和４年産米・麦の栽培面積10a当たり120円

申請期間　令和４年12月８日（木）まで

　　　　　※JA所有の共乾に乾燥調製を委託されている農業者は、共乾利用組合からJAへ申請されるため個人で

　　　　　　の申請は不要です

配合飼料価格高騰に対する負担軽減を行います
　配合飼料価格高騰の影響を受ける畜産農家経営の負担を軽減するため、配合飼料価格安定制度加入者に対し積立

金の一部支援を行います。

　令和４年度の配合飼料価格安定制度の基本契約を締結している市内の畜産経営者に対し、配合飼料価格安定制度

の生産者積立金のうち、２００円／トン助成します。

補助対象　令和４年度配合飼料価格安定制度の基本契約を締結した畜産経営者（市内の農場分に限る）　

申請期間　４月～令和５年３月（令和４年度第１～４四半期）

支　援　額　１トン当たり200円

申込期限　令和５年３月10日（金）

必要書類　補助金申請に関する書類一式、配合飼料価格安定制度の契約および契約数量が確認できる書類
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新型コロナウイルス感染症と

季節性インフルエンザの同時流行に備えましょう

　　　　　保健センター　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があり

ます。

・新型コロナウイルスワクチンの接種

　乳幼児（生後６か月～４歳）接種、小児（５～１１歳）接種、１２歳以上接種があります。

　接種や接種券発行についてのお尋ねは保健センターまでご連絡ください。

・インフルエンザワクチンの接種

　下記対象者には、助成を行っています。

　中学３年生まで：接種１回につき1,000円の助成

　６５歳以上　　：自己負担金1,300円を医療機関の窓口でお支払いいただければ残りは公費で負担します

予防接種をご検討ください予防接種をご検討ください

【配布対象者】無症状の人であって、陽性者、濃厚接触者、要待機者と接触した日から９日以内に検査をする

　　　　　　　ことが可能な市民及び市内事業者に勤務する人

【配布できない人】・せき、たん、のどの痛み、発熱などの風邪症状がある人

　　　　　　　・陽性者、濃厚接触者、要待機者であって自宅療養期間及び自宅待機期間を短縮する目的の場合

　　　　　　　・旅行などに使用する陰性証明目的の場合（県の事業をご利用ください。詳細は県のホーム　

　　　　　　　　ページでご確認ください）

【配布方法】　事前に保健センターへお電話いただき聞き取りをします。その後エイブル駐車場まで受取に来     

　　　　　　　てください。（電話・配布対応時間：平日 ８時30分～17時15分）

市では感染不安の解消のために、下記の人に抗原検査キット（体外診断用）をお渡ししています市では感染不安の解消のために、下記の人に抗原検査キット（体外診断用）をお渡ししています

・発熱がある場合

　子ども（小学生以下）、妊婦、基礎疾患がある人、高齢者は事前に医療機関へ連絡し速やかに受診しましょう。

　かかりつけ病院がある場合：かかりつけ病院の電話番号を確認しておきましょう。

　かかりつけ病院がない場合：受診・相談センターへご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　☎０９５４（６９）１１０２　※12 月１日（木）から 24 時間対応

・休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいかわからない場合

　休日・夜間のこどもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷っ

　たら小児救急医療電話相談事業（♯８０００）にお電話ください。

　開設時間：毎日午後７時～翌朝８時まで

　プッシュ回線以外の固定電話からおかけの方は ☎０９５２（２４）２２００ へおかけください。

電話相談窓口などの連絡先を確認しておきましょう電話相談窓口などの連絡先を確認しておきましょう

発熱などの体調不良に備えて早めに購入を検討しましょう発熱などの体調不良に備えて早めに購入を検討しましょう

・新型コロナ抗原検査キット

　『研究用』ではなく国が承認した『医療用（体外診断用）』『一般用（第一類医薬品）』の新型コロナ抗原検

　査キットを選びましょう。

　感染者が増加すると購入できる抗原検査キットが不足することが考えられます。

・解熱鎮痛薬

　どのような市販の解熱鎮痛剤を購入したらよいかは右の二次元コードからご確認ください。 市販の解熱鎮痛について
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✿おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局

受付時間　9時～17時

※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内

☎０９５４（２２）４２０７

※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局

森田医院　☎（６３）３９５６4 日（日） オダ薬局

中村医院　☎（６３）９２３４11 日（日） 西牟田薬局

志田病院　☎（６３）１２３６18 日（日） 溝上薬局北鹿島店

犬塚病院　☎（６３）２５３８25 日（日） アルバ薬局

※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（木）
30 日（金）
31 日（土）
1 月 1 日（日）

家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６

市役所
保健センター

3・10・17・24 日（土）、
4・11・18・25 日（日）、
29 日（木）～ 1 月 3 日（火）

29 日（木）～ 1 月 3 日（火）

6・13・20・27 日（火）、
29 日（木）～ 1 月３日（火）

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 日（火）、
27 日（火）～ 1 月 3 日（火）

陸上競技場・社会体育館

5・12・19・26 日（月）、
29 日（木）～ 1 月 3 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

5・12・19・26 日（月）
28 日（水）～ 1 月４日（水）13 時

5・12・19・26 日（月）、
29 日（木）～ 1 月３日（火）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝の養生のため
　12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

令和４年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 5 人能古見

浜

北鹿島

－

－男

女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

27,922

13,433

3,253

2,785

2,609

3,318

2,524

13,180

14,742

10,901

5,515

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

18 人 22 世帯

－ 4 人 14 世帯

1,154 世帯 2 世帯

1,018 世帯

1,267 世帯

1,009 世帯

938 世帯

7 人

3 人

1 人

6 人

20 人

2 人

1 世帯

2 世帯

1 世帯

2 世帯

－

広報かしまはパソコン、スマホからも
見ることができます
URL　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

5・12・19・26 日（月）、
29 日（木）～ 1 月 3 日（火）

干潟交流館
（なな海）

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０1 月 1 日（日） 前山薬局

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

～親子あそびのご案内～

『ひろばの集い』
♪リンリンリン・クリスマス リズム遊びで楽しもう！

と　き　12 月 22 日（木）11 時～ 11 時 45 分

ところ　かたらい４階多目的室

定　員　10 組（先着予約順）

『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》

ところ　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

□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）
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情報掲示板ワイド

ドコモショップ鹿島店　☎０８０（１５３３）８４７１　※要予約

協力：鹿島市（この講座は総務省令和４年度デジタル活用支援推進事業によるものです）

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

スマホ講座を開催します

ご自身のスマートフォンでいろいろな手続きをしてみませんか。

①健康保険証利用の登録・公金受取口座の登録

と　　　き と　こ　ろ 持ってくるもの

12月７日（水）10時～11時 古枝公民館
・マイナンバーカード（４桁の暗証番号）

・口座が分かるもの（通帳など）

・スマートフォン（お持ちの人のみ）

②マイナポイントの申請方法

と　　　き と　こ　ろ 持ってくるもの

12月２日（金）10時～11時 浜公民館 ・マイナンバーカード（４桁の暗証番号）

・ポイントをつけたい決済サービスのカー

　ドなど（あらかじめ決済サービスを決め

　てお越しください）

・スマートフォン（お持ちの人のみ）

12月８日（木）10時～11時 能古見公民館

③アプリによる新型コロナワクチン接種証明書の発行方法

と　　　き と　こ　ろ

持ってくるもの

・マイナンバーカード（４桁の暗証番号）

・スマートフォン（お持ちの人のみ）

12月５日（月）10時～11時 北鹿島公民館

12月15日（木）10時～11時 市民交流プラザかたらい中会議室

④LINE講座

と　　　き と　こ　ろ

持ってくるもの

12月６日（火）10時～11時 七浦公民館 ・スマートフォン（お持ちの人のみ）

　総務課

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　令和５年度に完成予定の新鹿島市民会館（仮称）の管理運営計画（案）について、パブリックコメント（市民意

見募集）を実施します。

お
知
ら
せ

□意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　市のホームページに掲載します。また、市役所３階

総務課でも閲覧ができます。

□意見の記載・提出方法

・意見書の様式は、市ホームページからダウンロー

　ド、または総務課にあります。住所、氏名、連絡

　先、ご意見を記入して提出してください

・提出方法は、総務課へ直接提出するか、FAX、郵

　便、電子メールで送付してください

□意見募集期間

　12月１日（水）～12月28日（水）

□意見提出先　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所総務課

　　℻０９５４（６３）２１２９

　　soumu@city.saga-kashima.lg.jp

新鹿島市民会館（仮称）管理運営計画（案）について
意見を募集します

12月16日（金） 9時～10時 古枝公民館

12月19日（月） 9時～10時 北鹿島公民館

12月16日（金）11時～12時 古枝公民館

12月19日（月）11時～12時 北鹿島公民館
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情報掲示板ワイド

　選挙管理委員会

　�０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政に反映させるための大切な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

□投票のご案内
　投票日当日は、７時から18時まで投票ができま

す。送られてきた入場券に記載されている投票所に

『入場券』を持ってお越しください。

□『期日前投票』制度のご案内
　仕事や旅行などで投票当日に投票所へ行けない人

のために『期日前投票』制度があります。

　日　　程　12 月２日（金）～ 17日（土）

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　と　こ　ろ　市役所１階エレベーター前

　持　参　品　入場券

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷してい

　　ます。期日前投票をするときは、事前に記入し

　　ておくと手続きがスムーズです

□開票のご案内
　開票作業は『のごみふれあい楽習館』で行います。

　開票作業　12 月 18 日（日）20 時～

　開票速報　22 時から 30分おきに各候補者の得票

　　　　　　数を発表します（予定）

□お知らせ
　今回の佐賀県知事選挙から、鹿島市の当日の投票

時間が『２時間』短縮されます。

　《変 更 前》　午前７時～午後８時 

　《変 更 後》　午前７時～午後６時

　※当日、投票所に行くことができない人は期日前

　　投票をご利用ください

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事務局までお尋ねください

不
在
者
投
票

佐賀県知事選挙　投開票日12月 18日（日）

１２月１８日（日）は県知事選挙の投票日１２月１８日（日）は県知事選挙の投票日

　商工観光課商工労政係

　☎０９５４（６３）３４１２

詳しくは

　市では、燃料や食料品価格など物価高騰の影響により冷え込む消費を喚起し地域経済の活性化を図るとともに、

市民生活を支援するため、市内店舗等で利用できる商品券『かしまを元気に！まるごと応援券』を発行します。

　今回発行する商品券は、８月に発行した商品券を追加発行するものです。前回発行した商品券の使用期限を１

２月末までとしていましたが、今回、追加発行する商品券に合わせて、発行済の商品券も含め、有効期間を令和

５年３月１２日まで延長します。

❖かしまを元気に！まるごと応援券（商品券）❖

　11月４日時点で鹿島市に住民登録がある人に

5,000円分（1,000円商品券×５枚）を発行しま

す。

❖この応援券は１２月初旬から順次、世帯主様宛に世帯員全員分を発送します。お手元

　に届くまで、しばらくお待ちください。なおご不在の場合は不在票が入りますので、ヤ

　マト運輸の保管期間中はヤマト運輸鹿島営業所でのお受け取りをお願いします。

お
知
ら
せ

かしまを元気に！まるごと応援券
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文化・スポーツの結果

　文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうご

ざいます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

　
◇第75回県民スポーツ大会

　開　催　日　10 月 15・16 日（杵藤地区各会場ほか）

《鹿島市は、大会総合順位（市の部）第６位》

　優勝種目　陸上競技 5000m 副島　孝輝

　　　　　　バレーボール 一般女子の部

　　　　　　ソフトテニス 一般男子の部

　　　　　　軟式野球 39 歳未満の部

《なぎなた競技》

　【試合競技打ち返しの部】　優勝　濵本　このか（明倫小１年）

　【試合競技・演技競技小学４年生以下の部】　２位　濵本　まりか（明倫小４年）

　【試合競技小学生高学年の部】　優勝　大谷　実穂（明倫小６年）

　　　　　　　　　  ２位　濵本　あみか（明倫小６年）

　【演技競技小学生高学年の部】　優勝　大谷　実穂（明倫小６年）

　　　　　　　　　  　　　濵本　あみか（明倫小６年）

◇岸川節全国大会

　【少年少女一部】　優　勝　横田　那 （々古枝小３年）

　【少年少女二部】　優秀賞　横田　心愛（古枝小５年）

◇第 26 回 JF さが海の子作品展

　【図画の部】

　　佐賀県知事賞　　　 石本　航雅（鹿島小４年）

　　全漁連会長賞　　　 山口　純礼（鹿島小６年）

　　佐賀県有明海漁協組合長賞　黒田　藍希（浜小５年）

　　九州信漁連佐賀統括支店運営委員長賞　高井　勇成（鹿島小３年）

　【習字の部】

　　佐賀県知事賞　　　 小森　愛華（西部中３年）

　　佐賀県教育委員会教育長賞　大江　真心（明倫小２年）

　　九州信漁連佐賀統括支店運営委員長賞　中島　凰雅（明倫小３年）

◇七夕書き方会県審査会

　【硬筆の部】　特選　平野　咲彩（鹿島小５年）

◇第６回絵で伝えよう『私たちの地球』を守る絵画展

　　入選　江口　心（明倫小２年）、大曲　菜月（明倫小５年）

　　佳作　池田　一花（明倫小２年）、嵩下　新太郎（鹿島小６年）

◇ＪA共済小・中学生 書道・交通安全コンクール

　【ポスターの部】

　　金賞　小森　愛結（明倫小６年）

　　銅賞　中島　叶翔（能古見小５年）

　【書道・半紙の部】

　　銅賞　井手　ひより（鹿島小１年）

　　　　　廣川　來乃美（明倫小２年）

◇第 16 回西日本小学生ソフトテニス選手権大会

　開　催　日　10 月 16 日（香川県営総合運動公園）

　【女子団体】　２位　田川　莉子（明倫小６年）

◇第 54 回九州ジュニア水泳競技大会

　開　催　日　９月 25 日（沖縄県立奥武山水泳プール）

　【５・６年男子４×50ｍフリーリレー】

　　２位　小池　颯馬（鹿島小６年）

　【５・６年男子４×50ｍメドレーリレー】

　　３位　小池　颯馬（鹿島小６年）

◇第44回大麻旗争奪剣道小学生大会

　開　催　日　８月７日（SAGA プラザ）

　【低学年の部】

　　３位　中島　武咲侍（浜小３年）、中村　美玲（浜小３年）

　　　　　山口　真秀（浜小４年）、中島　あずみ（浜小４年）

ゆめさが大学鹿島校　学生募集

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）　　　☎０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）　☎０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　楽しく学んで、仲間も増える、シニアのための学校です。皆さんのご入学をお待ちしています。

学習内容　現代社会の動き、見学研修、工芸実習、

　　　　　シニアの健康管理、ふるさとを知る、

　　　　　地域活動の基礎知識　など　[年間60講座]

受講期間　２年間（令和５年４月～）　

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

定員・資格　定員：50 人　資格：おおむね 60 歳以上の人

申込締切　令和５年３月 22 日（水）必着

主な講義会場　市民交流プラザかたらい　ほか

受　講　料　36,750 円（年額、消費税含む）※別途教材費

申込方法　入学願書の提出が必要です

　　　　　（ゆめさが大学ホームページからも申込みが可能）
ゆめさが大学 検索
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学校だより・人権の輪

学 校 だ よ り

北鹿島小学校

No.307

『田んぼの学校』開催

　北鹿島小学校の『命ひびき合う』

教育活動は、地域や保護者の皆様に

支えられています。その深い愛情の

もと、北鹿島の子どもたちには『ふ

るさとを愛する心』がぐんぐん育ま

れています。

　北鹿島小学校の校舎南側には、田

んぼがあります。ここを『田んぼの

学校』と呼び、５年生は『総合的な

学習の時間』にもち米作りを学習し

ています。６月に田植えを行い、稲

の観察を行った後、１０月２７日に

稲刈りを体験しました。田んぼの学

校長、土井利治さんが鎌の使い方や

稲の刈り方を説明してくださり、２

０人以上の『北鹿島ふるさと会』の

皆様が子どもたちの活動をサポート

してくださいました。最初は、おそ

るおそる鎌を持って稲を刈っていた

子どもたちでしたが、心強いサポー

ターのおかげで手際よく稲を刈るこ

とができました。

　子どもたちは、北鹿島の人々の温

かさにふれ、田んぼに薫る稲の香り

と心地よい秋風に包まれて、小さな

苗がたくさんのお米を実らせた稲穂

へと成長したことに驚きと喜びを感

じていました。

　今後も本校は、地域や保護者の皆

様とのつながりを一層大切にして、

『命ひびき合い』の教育活動に取り

組んでまいります。

これからも続く、新型コロナウイルス感染症への対策
～正しく知って、正しく行動しよう～

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

　『新型コロナウイルスによる感
染症が拡がっているらしい』
　２０２０年２月、得体の知れな
い新しい感染症が拡がりを見せ、
私たちは、恐怖を感じました。マ
スクや消毒液、トイレットペー
パーまでが一時、店頭から姿を消
し、どうなることかと一層不安に
なりました。ガーゼや布を買い求
め、マスクを手作りする人もいま
した。
　しばらく経って、トイレット
ペーパーの原料は国内に十分にあ
るため、売り切れることはないと
知り、安心しました。そのうちに、
マスクも買い置きしておかなくて
も店頭に並ぶようになりました。

それでも、感染拡大を防止するた
め、さまざまな行事が中止になり
ました。
　２０２１年、十分な感染予防対
策をとり、参加人数を制限して、
行事が開催されるようになりまし
た。『ウィズ　コロナ』。私たち
は、ウイルスとともにどうやって
生きるかを考え、行動するように
なりました。これまでにも増して、
消毒や衛生に気をつけるようにな
りましたが、ウイルスもさるもの、
ワクチンが開発され、予防接種を
行っても、変異株が現れます。
　２０２２年、感染は収束せず、
むしろ、『いつ、誰が感染しても
おかしくない』という状況になり

ました。自分のため、家族のため、
周りにいる人々のために感染予防
対策は続けなければなりません。
　ワクチン接種による副反応は人
によって様々です。そのため『接
種することができない人』や『接
種しない人』もいます。接種しな
いことを理由に、人権が侵害され
るようなことがあってはいけませ
ん。『コロナとともに生きる』た
めには、『情報を正しく理解す
る』、『一人ひとりが自分にでき
る感染予防対策を怠らずに続け
る』ことが大切です。感染への不
安やおそれが人への不信や偏見・
差別につながらないよう、これか
らも正しく知って考え、行動した
いものです。

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

おもいやり　いつもこころに　もちたいな　堀之内　悠真（鹿島小２年）

本当に　見たの？聞いたの？　そのうわさ　一ノ瀬　双葉（東部中３年）

※学年は令和３年度人権標語
紹　介

人権標語
紹　介

稲刈りにチャレンジ
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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

《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

❖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。

　鹿島市出身の画家 金子剛さんの作品を

展示しています。

　金子さんは、高校の美術教師として長

年勤務されながら、鹿島美術人協会の結

成や日韓少年美術交流などに携わってこ

られました。2017年の第83回東光展で

文部科学大臣賞を受賞されました。

　第3期は、金子さんが佐賀北高校に勤

務していた頃から現在に至るまでに制作

された作品を展示します。

【第３期展示】

　11月29日（火）

　～12月25日（日）

金子 剛 作品展
～故郷に帰る、故郷へ還す～

床の間
コーナー

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人

受講料

エイブル３階
研修室

≪公開講座≫

お正月の
　　フラワーアレンジメント

≪公開講座≫

糸かけ数楽アート体験講座
エイブル３階
生活工房 B

30 人
エイブル３階

研修室

≪公開講座≫

大河ドラマを楽しむための
　　　　　歴史講座　～総集編～

宮﨑 聡子さん
伊東 典子さん

（糸かけアート初級講師）

会　員　  無　料
一　般　  500 円
材料費　2,000 円程度

江島 美央さん
（熊本大学史学科中世史専攻卒）

12 月３日（土）
14 時～ 16 時
[１回限り ]

12 月 25 日（日）
10 時～ 12 時
[１回限り ]

12 月 17 日（土）
10 時～ 12 時
[１回限り ]

クリスマス・ゴスペルコンサート

　出　演　ゴスペルクワイア マーシーボイス

　と　き　12 月 17 日（土） 17 時 15 分～

　ところ　エイブル１階　エントランスロビー

　料　金　無料

たかし

第７回えいぶる事業 えいぶるえいが for キッズ 『SING ／シング：ネクストステージ』 上映会

　と　き　12 月 18 日（日）　①10 時～　 ②14 時～

　ところ　エイブルホール【全席自由】 

　料　金　無料（要整理券・整理券配布中）

　整理券配布場所　エイブル 2 階窓口　鹿島市民図書館

第９回えいぶる事業 アルモニア管弦楽団 ニューイヤーコンサート
　出　演　アルモニア管弦楽団、織田 麻祐子（ピアノ・鹿島市出身）

　と　き　令和５年１月 22 日（日）　

　　　　　開演 14 時（開場 13 時 30 分）

　ところ　エイブルホール【全席自由】 

　料　金　大人（一般） 1,000 円　※前売・当日共

　　　　　大人（会員） 高校生以下　無料

　発売日　12 月 11 日（日）

　プレイガイド　エイブル２階事務局、ゆめタウン武雄、佐賀市文化会館

　　※３歳未満の入場不可　託児あり（要申込１月８日締切）

当日参加

　 OK!

10 人 東島 五十美さん

会　員　  無　料
一　般　  500 円
材料費　1,500 円

無　料

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□パスワード登録して便利な機能をご活用ください

　図書館ホームページにログインすると、便利な機能が使えます。

　※ログインするためにはパスワード登録が必要です

　①スマートフォンで図書館カードのバーコードを表示できます。図書館

　　カードを持ち歩かなくても資料の貸出ができます

　②借りたい資料の予約ができます。また、借りている資料の確認や貸出

　　期間の延長もできます

　③新着の資料や職員おすすめの資料が確認できます

　　※詳しくは図書館スタッフにお尋ねください

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　年末年始の休館について

　　休館期間　12 月 28 日（水）～令和５年１月４日（水）13 時

　　　　　　　※12 月の館内整理日は 28 日（水）になります

　　年始の開館　令和５年１月４日（水）13 時～ 19 時
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

第８回えいぶる事業

洗濯をする女
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胃がん検診
【対　象】40 歳以上

　　　　～ 79 歳以下

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】1,100 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①400 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。未受診の人や新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被

保険者の自己負担金は無料です。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

受　　付　未受診者検診　令和５年１月 17 日（火）

　　　　　　　　　　　　８時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　大腸がん検診のみ　令和５年１月 17 日（火）

　　　　　　　　　　　　18 時～ 19 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

※希望する人は保健センターまで予約してください。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

保健センター（エイブル１階）

☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

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

実施します。（１種類から受診可能です）

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、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　12 月 16 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　12 月９日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

と　　き　１月７日（土）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル１階

　　　　　佐賀県がん総合支援センター（佐賀市）

内　　容　親睦、交流会や音楽鑑賞など

対　　象　がんで大切な人をなくされた人

　　　　　（先着 10 人）

参　加　費　無料

申込期限　１月４日（水）

がん遺族つどいの会がん遺族つどいの会

　自分や家族のガンについての悩みなどを語り

合ってみませんか。ぜひお気軽にお立ちよりく

ださい。保健師への相談もできます。

と　　き　12 月 23 日（金）13 時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階和室

　　　　　※予約不要

主　　催　サポート窓口 ガンばるんば！

　　　　　代表 中島 里桂子さん

がんのことで悩みを
　抱え込んでいませんか？
がんのことで悩みを
　抱え込んでいませんか？

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）
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今年度、まだ国保特定健診を受診していない人はぜひ受診

してください。受診の際は事前の申し込みをお願いします。

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

注意事項

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

　◇対象の人には通知でお知らせします

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

　◇22日は歯周疾患検診も行いますので、歯磨きをしてお越
　　しください

と　　き　令和５年１月 22 日（日）・23日（月）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　令和４年度中に40～74歳になる国保加入者

内　　容　身長・体重・血圧測定・血液検査・

　　　　　尿検査・診察・歯周疾患検診（22 日のみ）

持　参　品　受診券・受診票・国保被保険者証

料　　金　500円

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

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

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

　医療機関での受診期間は令和４年 12 月 31 日（土）までです。　期限内に特定健診を受けましょう。

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

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

国保特定健診は定期的に通院治療をされている人も毎年の受診をお勧めしています

①情報提供事業の対象です

※受診期間　令和５年３月 31 日まで

②ヘルスサポート事業の対象です。

※受診期間　令和５年３月 31 日まで

いいえ

いいえ

はい

はい
いいえ

定期受診時、特定健診と同じ

検査項目を受けている

定期受診時、特定健診の検査

項目を何項目か受けている

❖①、②、③に該当する人は、手続きの方法等について説明いたしますので、保健

　センターへご連絡ください
特定健診を受診してください

はい定期的に医療機関を受診して

いる

はい

いいえ
はい

いいえ

　令和４年４月以降に、市助成の人間ドック・脳ドックを受けた

　令和４年４月以降に、自費で人間ドック等の健診を受けた

特定健診受診済みです

③保健センターへご連絡ください

　　　　　風しんの公的接種を受ける機会がなかった男性を対象に、抗体検査および定期接種を実施します。

対　象　者　次の①②および抗体検査、予防接種のそれぞれの要件を満たしていること

　①検査日時点または接種日時点で鹿島市に住民票があること　②昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男性

実施期間　令和４年４月１日～令和５年３月31日

費　　用　抗体検査・予防接種ともに無料

＜委託医療機関＞　厚生労働省ホームページ『風しんの追加対策について』の一覧をご確認ください。

＜医療機関に持参するもの＞

　⦿本人確認書類（保険証、運転免許証など住所、氏名、生年月日等本人確認ができるもの）

　⦿クーポン券（通知に同封）

　⦿抗体検査結果書類（予防接種時に抗体検査結果票などの結果がわかる書類）

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

※対象者であってもクーポン券がないと無料で受けることがで

　きません。紛失した人は保健センターまでご連絡ください。

※対象者であってもクーポン券がないと無料で受けることがで

　きません。紛失した人は保健センターまでご連絡ください。

風しん第５期定期接種を受けましょう風しん第５期定期接種を受けましょう
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令和４年度受診率目標
４３．５％まで
あと８５７人

鹿島市国保　特定健診の受診者数・受診率の推移（平成３０年度～令和４年度）鹿島市国保　特定健診の受診者数・受診率の推移（平成３０年度～令和４年度）

令和４年度

特定
健診

メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。

　無理のない計画を立てて実践するので、生活習慣の改善もできます。

メリット③　継続した健康管理ができる

　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。

　そのため継続的に健康状態を把握できます。

メリット④　医療費を節約できる

　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。

　結果として国民医療費の削減になり、保険料の抑制にもつながります。

鹿島市国保の特定健診・特定保健指導を受けましょう

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

対　象　区

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午前：９時～10時30分　午後：13時30分～15時

　　　　夜間：18時～19時30分

対象者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：40歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,500円、50歳以上900円

⦿乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

⦿５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

⦿区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

⦿新たに希望する人はご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時はマスクの着用、検温をお願いします。また、検査着の着回しは

行いませんので、バスタオルを持参してください。

月　日月　日 対　象　区

東町・横田・伏原・中浅浦・上浅浦・
土穴・本城・中木庭・番在開拓・大村方

12 月５日
（月）午後

12 月６日
（火）午前

庄金・南舟津・野畠・北舟津・
中町・母ケ浦

２月７日
（火）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です
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情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

■家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の全

部または一部を取り壊し

たときは、税務課まで届

け出てください。

 届け出をされなかった

場合、翌年度以降もその

まま課税されることがあ

りますので、確実な届け出をお願い

します。

■登記していない家屋（未登記家屋）

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家

屋）を売買または贈与したときや所

有者が亡くなって相続したときは、

税務課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

　もご連絡ください

詳しくは　税務課課税係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１８

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

希望する人は、着工前に申請してく

ださい。ただし、浄化槽設置者講習

会受講など必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　炭酸ガスシリンダー（ボンベ）を

処分する場合、取扱説明書でご確認

のうえ、メーカーや販売店に返却し

てください。

　ごみステーションに出していると、

爆発・火災等の事故につながる恐れ

があるため、ごみステーションには

出さないでください。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

家屋の取り壊し ・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

　令和５年１月１日より、し尿汲取

手数料を改訂します。し尿処理業務

の適正かつ安定的に行うため、ご理

解とご協力をお願いします。

改定後　202 円／ 18L 当たり（税込）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

令和４年１０月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　❖守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

□その他・・・日暮れの早まりによる視認性の悪化から、夜間における交

　通事故の増加が懸念されます。安全運転を心がけて無事故で一年を締め

　くくり、良い年を迎えましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

2,642 件（－205）

111 件（－042）

71 件（－0 2）

3,413 人（－249）

126 人（－068）

82 人（－010）

16 人（－03）

0 人（－03）

0 人（－01）

16,041 件（＋648）

859 件（＋080）

450 件（＋053）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

鹿島警察署管内

佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

市議会１２月定例会会期日程（案）

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

11 月 30 日（水）

12 月 1 日（木）

12 月 6 日（火）

8 日（木）

9 日（金）

10 日（土）

13 日（火）

16 日（金）

17 日（土）

20 日（火）

～ 5 日（月）

～ 7日（水）

～12日（月）

～15日（木）

～19日（月）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

一般質問の人数などにより会期日程を変更する場合があります。鹿島市ＨＰの『鹿
島市議会』では、一般質問の内容などを掲載するとともに、本会議のライブ中継を
行います。また、ケーブルテレビでは11チャンネルで議会中継を放送します。

し尿汲取手数料の
改訂について

炭酸水製造用の
ガスボンベの処分方法について

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１００

令和４年１０月分の市長交際費を公表します

26,000円 令和 4 年度累計　222,240 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

会　費 10月 2日 8,000円 鹿島商工会議所青年部創立 40 周年記念式典

弔　慰 10月 3日 5,000円 供物料

会　費 10月17日 7,000円 鹿島市産業３団体協議会懇親会

会　費 10月21日 6,000円 四市議会議員交流会
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　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。年末年始は、飲酒の機会が多く

なる時期です。飲酒運転は絶対に許

されない行為です。飲酒運転の根絶

を目指しましょう。

飲酒運転し（四）ない運動の推進

　◆運転するなら酒を飲まない

　◆酒を飲んだら運転しない

　◆運転する人に酒をすすめない

　◆酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同組合、

佐賀県有明海漁業協同組合共催により、

令和５年の新年を迎え、市の発展を祈念

する『新年賀詞交歓会』を開催します。

　新型コロナウイルス感染症防止対策の

ため、当日は各事業所・団体等から１名

のみ参加とさせていただきます。賀詞交

歓会名簿登録の申込みには人数制限はあ

りません。

と　　き　令和５年１月４日（水）

　　　　　12 時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　割烹 清川（西牟田）

参　加　料　4,000 円／人

　　　　　（飲食代・名簿登録代含む）

　　　　　※名簿登録のみは 1,000 円／人

申込期限　12 月９日（金）

※申込については、商工会議所まで

　お尋ねください

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　☎０９５４（６３）３２３１

　労働者を一人でも雇っている事業

主は、労働保険（労災保険・雇用保険）

に加入することが法律で義務付けら

れています。まだ、加入手続きがお

済みでない事業主は、お近くの労働

基準監督署・ハローワークで加入手

続きを行ってください。

詳しくは　佐賀労働局武雄労働基準監督署

　　　　　☎０９５４（２２）２１６５

　　　　　ハローワーク鹿島

　　　　　☎０９５４（６２）４１６８

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

　

講習会・教室

　認知症の人もそうでない人も、介

護をしている人もしていない人も気

軽に立ち寄って、ほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の

創作や専門職による

ミニ講座を用意して

います。

　希望する人はお申込みください。

ミニ講座『認知症介護者の心の健康』

創作活動『毛糸で干支』

と　　き　12 月 21 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　古枝公民館２階大会議室

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　12 月 19 日（月）

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　認知症の基本的な知識や認知症の

方への対応の方法などを分かりやす

く学べる講座となっていますので、

どうぞお気軽にご参加ください。

と　　き　12 月 15 日（木）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

申込期限　12 月 14 日（水）

※参加をご希望の人は、事前に下記

　までお申し込みください。

　なお感染症対策のため、先着１００

　人までの受付とさせていただきます。

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

冬の交通安全県民運動
12月 14日～23日

　国際連合総会で『世界人権宣言』

が採択されたことを記念して、１２月

１０日が『人権デー』に制定され、日

本では４日から１０日までを『人権週

間』と定めています。

　この機会に、人権について考え、人

がお互いに人を大切にする『思いやり

ある明るい社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員が

毎月１回、市民交流プラザかたらいで

相談を受け付けています。また、人権

全般で困ったことがあったら人権・同

和対策課までご連絡ください。

　　霜村　満さん　　（鹿　島）

　　山田さち子さん　　（浜）

　　古川倫子さん　　（七　浦）

　　　瀬正紹さん　　（能古見）

　　小野原トシミさん（古　枝）

　　宮津彰子さん　　（北鹿島）

❖『人権啓発パネル』の展示について

　エイブルエントランスに展示します。

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

■各種作業の注文をお受けします

　『家事（掃除など）』『年賀はがき書き』

『庭木剪定』『賞状書き』など、何でも

ご相談ください。

■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

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、はさみ、チェーンソーなど。

と　　き　12 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

■会員を随時募集しています

対　　象　市内在住 60 歳以上の人

説　明　会　12 月 15 日（木）９時 30 分～

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

12月４日～10日は
『人権週間』です

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第７期の口座振替日

１２月２８日（水）
（預貯金残高の確認をお願いします）

労働保険の加入は
おすみですか？

市民公開講座
認知症サポーター養成講座

令和５年新年賀詞交歓会



２８ Ｒ4（2022）年 12 月号　広報かしま

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

　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　令和５年１月６日～３月 31 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

対　　象　おおむね40歳以上（無料）

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

持　参　品　マスク、タオル、飲み物、

　　　　　体育館シューズなど

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　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　12 月 15 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤義鋪記念館（城内）

演　　題　『鹿島の中近世城館跡を巡る』

講　　師　江島 賢一さん

　　　　　（市生涯学習課）

資　料　代　200 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　外に出る機会が少ない人、特に男

性のために心地よいと思う居場所を

作りました。もちろん女性も大歓迎

です。趣味づくり、仲間づくりに来

てみませんか。

と　　き　毎週月曜日 13 時～ 16 時

　　　　　※祝日を除く

と　こ　ろ　もりの家（中村）

対　　象　65 歳以上の人

参　加　費　無料（希望者に送迎あり）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。

と　　き　12 月 14 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

テ　ー　マ　LGBTQ 当事者の人権と支援活動について

講　　師　佐賀県 LGBTs 支援団体代表　茜さん

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

　最期まで自分らしく生きるために

ぜひお気軽にご覧ください。

と　　き　令和５年１月

　　　　　　テレビ放映、

　　　　　令和５年１月１日

　　　　　　インターネット配信

テ　ー　マ　もしものときのために人生会議

講　　師　満岡内科クリニック理事長 満岡 聰さん

　　　　　　　　　　　

詳しくは　鹿島藤津地区医師会

　　　　　☎０９５４（６３）３９６９

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　令和５年２月３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　１月５日（木）

※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）９５１

　市連合青年団と田澤義鋪記念館で

は、今年もサンタクロース（の格好

をしたスタッフ）が、お預かりした

プレゼントをあなたの家にお届けす

る『サンタの幸せ宅配便』を行いま

す。

応募方法　12 月４日（日）

　　　　　18 時～ 20 時

　　　　　田澤義鋪記念館２階で受付

※申込用紙はＨＰよりダウンロードできます

　https://kashimaseinendan.the-ninja.jp/

配達要件　市内限定

定　　員　50件

費　　用　500円／１家族

配達時間　12 月 24 日（土）

　　　　　18 時 30 分～ 21 時

※プレゼントのお預かりは後日行います

❖サンタクロースになってプレゼントを配達す

　るボランティアスタッフも募集しています

詳しくは　市連合青年団　竹下

　　　　　☎０８０（５２７４）４２９９

　市文化連盟加入の『かしま短歌

会』では、短歌を親しむ歌友を募集

しています。老若男女、経験の有無

は一切問いません。初心者大歓迎で

す。

　少しでも関心をお持ちの人は下記

までご連絡ください。

※年に４～５回ほど定期的に短歌会実施

※２～３年に一度、吟行会（小旅行）実施

※現在会員16人

詳しくは　かしま短歌会　池田

　　　　　☎０９５４（６２）２０４１

対　象　者　求職者

訓練期間　令和５年２月１日（水）～４カ月

訓練会場　勤労者福祉センター（西牟田）

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　12 月 20 日（月）

※詳細は下記へお問合せください

詳しくは　ハローワーク鹿島

　　　　　☎０９５４（６２）４１６８

令和5年2月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１７

(３科で)

鹿島史談会　歴史講座

人権学習会を開催しますロコモ予防運動教室

『シニアカフェ』
利用者募集

お届けします
サンタの幸せ宅配便

『かしま短歌会』
会員募集

在宅医療・介護市民公開講座

IT 初級～中級連続科
職業訓練受講生募集



２９広報かしま　Ｒ4（2022）年 12 月号

情報掲示板　◇　募集・相談

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、

のんびり歩く新春ウォーキングを開

催します。ぜひご参加ください。

と　　き　令和５年１月７日（土）

　　　　　受付８時　出発式８時 30 分

　　　　　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前

コ　ー　ス　市内神社を３カ所巡る

　　　　　※約９km（約３時間）

参　加　費　１人300円（保険料を含む）

（スポーツライフ・鹿島会員は 200 円）

※当日受付でお支払いください

そ　の　他　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり

申込期限　令和５年１月５日（木）

※17 時までに電話でお申込みください

申込・問合せ先

　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　☎０９５４（６２）３３７９

相　談

と　　き　12 月 11 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　15 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

　22 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

　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

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　１日（木）９時～ 12 時

　人権・同和対策課 ☎（６３）２１２６

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　６・20 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

◆消費生活相談　新世紀センター２階会議室

　毎週月・金曜日

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

　商工観光課 ☎（６３）３４１２

◆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

◆介護に関する相談　

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

　保険健康課 ☎（６３）２１２０

◆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

　県宅地建物取引業協会☎０９５２（３２）７１２０

◆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

◆鹿島市特産品まつり

　８日（木）～９日（金）[ 裏表紙参照 ]

◆お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（木）20 時ごろ点火

◆市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（水）～ 30 日（金）

その他のイベント

その他の相談新春！三社参りウォーキング
参加者募集

弁護士による
無料法律相談会

【禁止されている寄附の例】

　◆お歳暮やお中元、お年賀など

　◆卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　◆お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　◆地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　◆家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　◆地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

　◆年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状（電報も含む）を出すこと　※答礼のための自筆によるものを除く

　◆あいさつを目的とする有料広告を出すこと

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは

法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 -選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　☎０９５４（６３）３４１８

詳しくは

さんさん



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

新市民会館の新築工事 　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　同協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

❖特産品の即売および展示

❖鹿島錦・浮立面製作実演

❖お楽しみガラポン抽選会

❖干支キーホルダープレゼント（数量限定）

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

❖新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用の上ご

　来場ください。発熱・咳など風邪の症状がある人、濃厚接

　触者の疑いがある人などは、来場をご遠慮ください。

　と　き　12 月８日（木）14 時～ 22 時

　　　　　12 月９日（金）9 時～ 14 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿とその周辺

　と　き　12 月８日（木）14 時～ 22 時

　　　　　12 月９日（金）　9 時～ 14 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿とその周辺

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり

　新市民会館の新築工事は、屋根の工事と各所の内装工事を行っています。

　１１月には松尾市長が工事の進捗状況の確認のために現場を視察しました。

　大型車などの搬出入で、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
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