
人権に関する相談は下記までご相談ください。

人権・同和
対策課

うすい人権啓発センターあかつき
☎62-3337

人権・同和対策係
☎42-7405

嘉穂隣保館
☎57-0032

考えよう 相手の気持ち

～新型コロナウイルス差別をなくすために～
新型コロナウイルス感染症に対する「不安や恐れ」から、偏見や差別が広
がっています。どの様な状況にあっても、偏見や差別は決して許されるも
のではありません。一人ひとりの互いの人権をあらためて考え、冷静な行
動をお願いします。人権に関する相談は下記までご相談ください。

マイナンバーカードの夜間・休日交付窓口
マイナンバーカードを申請し、市から交付通知書が
届いている方で、平日の受け取りができない方のた
めに、次の日程で夜間・休日交付を行います。事前に
お電話でご予約をお願いします。

■休日開庁日
2月12日（土）、2月26日（土）
※時間は9：00～12：00

■場所　嘉麻市役所本庁舎1階 市民課
※正面玄関は施錠されていますので、お手数ですが裏口玄関

　よりお入りください。

■必要なもの
◯交付通知書（ハガキ）　◯マイナンバー通知カード
◯住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
◯本人確認書類（Aのうち１点・またはBのうち２点）
A 運転免許証、パスポート、
　住民基本台帳カード（顔写真付き）、在留カード等
B 健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証等
■夜間窓口
◎2月  3日（木）山田総合支所  ◎2月10日（木）碓井総合支所
◎2月17日（木）本庁舎　　　 ◎2月24日（木）嘉穂総合支所
※時間はいずれも19時まで。 ※正面玄関よりお入りください。

●問／市民課 市民係　☎42-7469
事前
予約制

カマデポ
ポイント
申請期限

令和4年

2.15 火

お忘れなく!!

※嘉麻さいはっ券（5,000円分の商品券）をまだお受取りになられていない方は、嘉麻市役所 本庁 産業振興課
　商工係まで取りに来ていただくか、再度郵送で送付のご連絡をいただくか、どちらかの対応をお願いいたします。
※嘉麻市役所 本庁 産業振興課 商工係にて受け取られる場合は、ご連絡は不要です。受け取りの際は本人確認書
　類が必要となりますので、免許証又は、マイナンバーカードなどの提示をお願いいたします。

カマデポ
ポイント
使用期限

令和4年

2.28 月

10,000 の
カマデポを付与!

円
分

●問／産業振興課 商工係　☎42-7450　〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1

お一人
につき
電子
ポイント

お早めに申請ください!!

残りわずかです!
令和4年1月31日までにマイナンバーカードを取得された方に

カマデポの申請期限が

お急ぎください!

※申請は1回のみです。

スマートフォンを使ってみたいけれど使い方がわからない…など、お悩みではありませんか？ そん
なスマートフォン初心者の方のために、使い方講座を開催します。お気軽にお問い合わせください。

スマートフォンの使い方

講 座 開 催 入門編

参加料

無料!

●申込・問／
　嘉麻市中央公民館　 ☎62-5722

「スマートフォンを触ってみよう（体験編）」講座

●申込・問／
山田地区公民館 ☎52-0265

スマートフォンに買い替えようかお悩みの方、一度スマートフォンを触って
どんなものか試してみませんか？（スマートフォンはこちらで準備します。）

❶2月24日（木） 11：00～12：00
❷2月24日（木） 13：30～14：30
❸2月25日（金） 11：00～12：00

日時

3月16日（水） 13：30～15：30日時 市内在住の方対象者 20名（先着順）定員

2月14日（月）～2月25日（金）募集期間

場所
嘉穂生涯学習センター夢サイトかほ
（嘉麻市大隈町1228番地1）

場所 山田生涯学習館（嘉麻市上山田1347番地10）

対象者 市内在住の方

定員 各15名（先着順）

募集期間
2月7日（月）～2月18日（金）まで

「はじめてのスマートフォン（入門編）」講座
スマートフォンって難しいと思われている方、基本的な操作を一緒に勉強し
てみませんか？（スマートフォンはこちらで準備しますが、お使いのスマート
フォン・タブレットでのご参加もＯＫです。）

「スマートフォンでインターネットを楽しもう（入門編）」講座
スマートフォンを持っていれば、インターネットでいろいろな情報を得ること
ができ、自分の楽しみを見つけることができます。（スマートフォンはこちらで
準備しますが、お使いのスマートフォン・タブレットでのご参加もＯＫです。）

「スマートフォン講座（初級）とキャッシュレス決済講座」
スマートフォンの使い方からキャッシュレス決済の使い方などをお教えします。（スマートフォンはこちらで準備します。）

ガラケーをお使いの方対象

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止することがあります。

1

2

3
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後期高齢者医療被保険者証をご利用の皆様へ
年に一度は健康診査を受けましょう。
令和3年度健康診査の受診期限は、令和4年3月31日です。
まだ受診されていない方で受診を希望する方は、お早めに医
療機関にご予約の上、受診してください。なお、受診について
は、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、医療機関
にあらかじめ電話にてご相談のうえ、ご検討ください。
受診には、「被保険者証（保険証）」と広域連合が郵送した「受
診票」、「自己負担金500円」が必要です。受診票は令和3年4月
末現在で被保険者の方には4月下旬～5月上旬に、また令和3
年5月以降に75歳になる方には誕生月の10日頃に送付してい
ます。なお、今年度75歳になる方は、75歳の誕生日以降に受診
をお願いいたします。健診実施医療機関が分からない場合や、
受診票の再発行が必要な場合は、お気軽に下記問合せ先まで
ご連絡ください。なお、受診票の再発行には1週間ほどお時間
がかかりますので、お早めにご連絡ください。
●問／
福岡県後期高齢者医療広域連合 お問い合わせセンター
〒812-0044 福岡市博多区千代四丁目1番27号
（福岡県自治会館5階） ☎092651-3111  FAX 092651-3901
http://www.fukuoka-kouki.jp

2月の嘉麻市温浴施設のイベント

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
    イベントを中止することがあります。
■ふるさと交流館 なつきの湯 （鴨生24番地10）
・節分豆配布 ２月3日（木）終日 入館者全員に配布
・新春ビンゴ大会 2月20日（日） 13：00～
  参加費：カード購入代1枚500円 お1人様2枚まで
  （入館料が別途必要です）
開館時間 10：00～24：00／入浴時間 10：30～23：30
●問／ふるさと交流館 なつきの湯　☎20-5003

■稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家
・節分豆配布 2月3日（木）終日 入館者全員に配布
・新春ビンゴ大会 2月26日（土） 13：00～
  参加費：カード購入代1枚500円 お1人様2枚まで
  （入館料が別途必要です）
開館時間 10：00～20：00／入浴時間 11：00～19：00
●問／稲築社会福祉センター・稲築老人憩いの家
　　　☎42-1413 （岩崎1117番地2）

■山田いこいの家「白雲荘」 （熊ヶ畑2173番地1）
・節分豆配布 2月2日（水）終日 入館者全員に配布
・新春ビンゴ大会 2月13日（日）13：00～
  参加費：カード購入代1枚500円 お1人様2枚まで
  （入館料が別途必要です）
開館時間 10：00～21：00／入浴時間 11：00～21：00
●問／山田いこいの家「白雲荘」　☎52-1681

■嘉穂老人福祉センター（嘉麻市大隈町1183-1）
・節分豆配布 2月3日（木）終日 入館者全員に配布
開館時間 9：30～20：00／入浴時間 10：00～18：00
●問／嘉穂老人福祉センター　☎57-0184

認知症サポーター養成講座をおこないます
認知症は、誰にも起こりうる脳の病気です。認知症について
の誤解や知識の不足から、認知症の本人や周囲がつらい思
いをしていることが少なくありません。嘉麻市では、認知症
について理解し、認知症の人やその家族を見守り、支援する
『認知症サポーター』に一人でも多くの人になっていただき
“認知症になっても安心して暮らせるまちづくり”を目指して
います。この機会に認知症について、学んでみませんか? 
今回は、2回の講座に参加が必要です。
■対象／嘉麻市民または、嘉麻市内にお勤めの人
               2回の講座に参加可能な人
■日時・場所
    1回目：3月4日(金)
    2回目：3月11日(金)
　夢サイトかほ 13時30分～14時30分
■内容／
　1回目：○『認知症とその対応の仕方』
                   DVD上映・講義
　2回目：○嘉麻市の取り組みについて
               ○認知症サポーター活動とは
               ○座談会
■定員／25名　■料金／無料
講座修了者には、『認知症サポーター』の
目印のオレンジリング（ブレスレット）を差し上げます。⬆ 
電話にてお申し込みください。定員になり次第、締め切ります。
●申込・問／高齢者相談支援センター　☎42-7434
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
　中止・延期になる可能性があることをご了承ください。
　中止の際は申し込みされた方へご連絡します。

シニアのための就業支援セミナー
これから再就職を考えているシニアに役立つ仕事の探し方
や応募書類の作成方法、面接のポイントをわかりやすく解説
します。
■対象／おおむね60歳以上の方
■日時・場所／3月3日（木）13：30～15：00 
　宮若市生涯学習センター（宮若リコリス） 研修室1、2 
    宮若市宮田6-1 
■講師／福岡県70歳現役応援センター 統括専門相談員
　　　　末原 好德(すえはら よしのり）
■内容／
　仕事探し・就職活動のポイント、履歴書作成、
    面接のポイントなど
■定員／15名（要事前申込み）
■料金／無料
電話またはFAXにてお申し込みください。
●申込・問／
福岡県70歳現役応援センター 事務局 
☎092-432-2512 FAX：092-432-2513 
ホームページ：https://70-f.net/ 

ふくおか健康ポイントアプリ内で
3,000ポイント貯める!

スマホアプリから応募!

ウォーキングや体重・血圧・食生活など日々の健康記
録、健（検）診の受診、イベントなどに参加するとポイン
トが加算されていきます。

3ヶ月間の歩数を記録、+10（プラス・テン）で健康
寿命をのばす!
①応募用紙裏の歩数記録表に、3ヶ月分の歩数もしくは
　ウォーキング時間を記録する。
②ご自身の万歩計やスマートフォンの測定機能をご利用
　ください。
③歩数記録が全て記入できなくても応募可能です。

2ポイント貯める!

応募用紙から応募!

特定健診や、がん検診等を受ける!

1ポイント目

2ポイント目

■サルビアパーク トレーニング室
■スイミングプラザなつき トレーニング室

当選されなかった方には参加賞として…
■稲築保健センター 健康増進室
■嘉穂総合体育館 トレーニングルーム

上記施設の1時間無料お試し券（各1枚）プレゼント!

スマホアプリ・応募用紙のどちらかで応募できます!

ポイント取得期間
令和3年4月1日（木）～令和4年3月6日（日）

応募受付期間
令和3年10月1日（金）～令和4年3月7日（月）

ポイント取得期間
令和3年4月1日（木）～令和4年3月6日（日）

応 募 受 付
令和4年3月7日（月）以降、

アプリ内で健康課から応募方法をお知らせ ※郵送の場合は令和4年3月6日（日）まで ※消印有効

参 加 賞

❶スマホアプリ または ❷応募用紙でそれぞれ規定のポイント

を取得された方は「かまししちゃん健康ポイント事業」に応募

できます! 規定ポイントの詳細は「かまししちゃん健康ポイン

ト」で検索、または健康課までお問い合わせください。

●問／健康課　☎42-7430

20歳以上
の

嘉麻市民が

対象です!

ポイント
取得

3月6日
まで

日

100名の方に2,000円分の
商品券をプレゼント!

アプリはこちらからダウンロードください。

 郵送  〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
健康課 健康推進係 行（健康ポイント事業応募用紙在中）
 持参  嘉麻市役所本庁舎 健康課または各総合支所

本庁舎 健康課または各総合支所で配布されている応
募用紙に必要事項を記載し下記の住所へ郵送またはご
持参ください。

かまししちゃん健康ポイントを貯めて応募しよう!
応募された方の中から抽選で
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図書館定例イベントのお知らせ
■おはなし会（乳幼児向け）
【嘉穂】2月18日（金）午前10時30分～11時
【碓井】2月27日（日）午前11時～11時30分
■おはなし会（児童向け）
【稲築】2月19日（土）午後２時～2時30分
※新型コロナウイルス感染症の影響により、定員数の制限や
　行事の中止等、変更になる可能性があります。
●詳しくは図書館係（☎57-3610）までお問い合わせください。

輝く子どもたちの作品展
日時／2月11日（金・祝）～2月20日（日）
場所／嘉麻市立織田廣喜美術館　※お問い合わせは下記まで。　　　

私のまちの美術館

ようこそ、 へ。

〒820-0502 嘉麻市上臼井767　TEL：0948-62-5173　 FAX：0948-62-5171　10：00～17：00（入館は16：30まで）
2月の休館日 1日（火）、7日（月）、8日（火）、14日（月）、15日（火）、21日（月）、22日（火）、28日（月）

国際小児がんデー啓発イベントとして、小児がんを経験した子
どもたちの作品展示などを開催します。本展は小児がんについ
て正しい情報を発信し、小児がん経験者とその家族が治療後も
心理的、社会的苦痛を受けることなく、学校や社会で理解を得
ながら生活できるよう啓発をするものです。

小児がん経験の子どもたちの作品展

嘉麻市立

織田廣喜美術館

新しい本の紹介
■一般図書 「万葉の鳥～和歌を通して鳥を  
　愛でる鳥を知って和歌を味わう～」
　山下 景子/著（誠文堂新光社）
万葉集で詠まれた野鳥について、品種ごとに
和歌の愉しみ方を読み解く。その周辺の和歌
についても紹介。また、それぞれの項の末尾に
は、「鳥しるべ」として、現在のバードウォッチン
グにも活用できる様 な々情報も収録する。

■児童図書 「いきものづくしものづくし ９」
　内城 葉子ほか/作（福音館書店）
自然が生み出した“いきもの”と、ひとが作り出
した“もの”を迫力のある色あざやかな紙面で
紹介する。９は、「さんごしょうのいきもの」「い
す」などを収録。各テーマごとに興味を広げる
話題をまとめた「読む本」付き。

図書館からのお知らせ

病院勤務時にうつ病の人や、自殺願望のある人などと接して
きた体験から、数多くの自殺対策講演会に出演。現在は、就労
継続支援B型事業所「Jazzが聴こえる」の管理者として、事業
所利用者のこころの健康づくりや社会復帰を支援。

コロナ禍で緊急事態宣言が出されるなど、ストレスでこころが疲れている方が増加しており、自殺対策が大きな課題と
なっています。悩みや不安を抱え、苦しんでいる人は、誰にも相談できずに孤立することで自殺へと傾いていきます。自殺
の危険性に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援につなげ、見守る人のことを「ゲートキーパー」と言います。ゲート
キーパーは誰でもなれます。地域にゲートキーパーを増やし、みんなで1人でも多くの大切な命を支えていきませんか？

こころの健康と自殺予防～こころのサインの気づき～

●申・問／健康課 健康推進係　☎42-7430

■日時：3月19日（土） 10：00～11：30（受付9：30～）
■場所：嘉麻市稲築保健センター
■定員：50名程度　■参加費：無料
■申込：下記までお電話ください。

■講師：一般社団法人 エール福岡「Jazzが聴こえる」
　管理者・精神保健福祉士　山本 真理子さん

令和3年度 自殺対策強化月間講演会

碓井中学校

　「自分たちが作った給食を生徒たちが目の前で完食し“今日も
美味しかった!”と満足の声をかけられるのが自校給食の魅力で
す。出来立てを提供できるので、残飯も少なく、毎日給食を作る
のが楽しいです。」と
嬉しそうに話すのは、
調理師の和田さん。
今後も栄養豊富で
美味しい給食を期待
しています。

教育通信
私たちの　　　 学校をご紹介!大好きな

嘉麻市

今月の学校紹介

支えてくれる人うちの学校を フレッシュ先生うちの学校の

　《繋心打破》を生徒会スローガンに掲げ学校をまとめてきた旧会
長の古賀さん。「体育会でのブロック活動を中心に学校全体に出てき
た団結力を引き継ぎながら新しいチャレンジをしていって欲しいで
す。」と新生徒会への想いを話しました。碓井中学校としては最後の
会長となる松岡さんは「残り1年でみんながお互いを思い合えるよう
な学校になれたら嬉しいです。」と元気に意気込みを語りました。

次の世代にバトンタッチ! 生徒会役員選挙が行われました!

体育会で

元気よく選
手宣誓を

する赤ブロ
ック長と青

ブロック長
!

全校生徒み
んなで力を

合わせて

体育会を成
功

させました
♪

　長谷山の麓、校庭に鹿やアナグマなどの野生動
物も訪れる自然豊かな碓井中学校。令和5年をもっ
て「碓井義務教育学校」へ変わることが決まった今
も、大切にしていることは“つながり”です。上級生
が下級生の学びをサポートする《教え合い活動》
は、学年を跨いだつながりを生み、学習内容を振り
返ることで、学習意欲を生む機会となっています。
相手をよく見て自分の言葉でコミュニケーション
をとることは、生徒たちの将来にとって非常に重要
なことだと考え、人とのつながりを大切にした教育
を実施しています。今後学校の形が変わっても創立
76年を迎える碓井中学校の歴史や想いを未来に
繋げていきます。

夏の平和学習
では

生徒たちが折
った千羽鶴を

広島の平和記
念公園に納め

ました。

　「明るく元気で人懐っこい生徒達。困っている人がいたら絶
対に誰か声をかける人がいるのはとても感心します。」と国語
担当の本岡先生。「与えられた
ものを最大限使って楽しむこ
とのできる生徒が多く、アイ
デアが湧くような環境を作っ
ていきたいです。」と社会科
担当の山倉先生。お2人の今
後の活躍が楽しみです。

松
岡 

結
愛
さ
ん

ま
つ
お
か    

ゆ
あ

新会長

古
賀 

優
弥
さ
ん

こ
が      

ゆ
う
や

旧会長

山倉沙樹先生
やまくら　  さき

本岡 優風先生
もとおか    ゆうか

服部さん
調理師 調理師 調理師
はっとり

和田さん
わだ

小田さん
おだ

「
教
え
あ
い
活
動
」で
は

上
級
生
が
下
級
生
に
勉
強
を

教
え
て
い
ま
す
。

オンライン授業の練習風景。タブレットの使い方を丁寧に教えています。

毎
日
校
内
で
作
ら
れ
て
い
る

栄
養
た
っ
ぷ
り
の
給
食
で
す
♪
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就学援助
新入学学用品費の入学前支給について

嘉麻市では、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護
者に対し、学校で必要な費用（新入学学用品費・学用品費・水
着購入費・修学旅行費・校外活動費・学校病医療費・給食費）の
一部を援助しています。就学援助費のうち、入学に必要な「新
入学学用品費」について、入学前（３月）支給を実施しています。
希望される方は、下記により申請してください。
※審査を行いますので、申請した方全員が必ず援助を受け
　られるとは限りません。
※令和3年度就学援助認定されている方も、申請が必要です。
【新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方】
お子様が令和4年4月に嘉麻市立小･中学校に入学予定、も
しくは、嘉麻市にお住まいで福岡県立中学校・中等教育学校
に入学予定の方
【申請の方法】
■申請受付場所／◯碓井総合支所 学校教育課 教務係
◯本庁舎 市民課 市民係
◯各総合支所 市民地域振興課 市民サービス係
■申請期間／令和4年1月4日（火）～令和4年2月15日（火）
※但し土・日曜、祝日は除く。8：30～17：00（左記時間中に
　来庁が困難な場合は、教務係までお知らせください。）
※上記期間中に申請された場合、認定となれば、3月中旬の
　支給となります。
※上記期間以降（～令和4年4月28日（木）まで）も受け付け
　ますが、認定となれば、5月中旬の支給となります。
■申請に必要な物／
①令和4年度 就学援助費受給申請書
　※各申請場所にありますが、あらかじめご自身で申請書を
　　ホームページよりダウンロードし、作成をしていただく
　　ことで窓口での待ち時間を短縮することが可能です。
②振り込み用の通帳（保護者名義の口座） ※新入学学用品費
　が口座振り込みになりますので、通帳をご持参ください。
【支給予定額（おひとりにつき）】 お子様が令和4年4月に嘉
麻市立小･中学校に入学予定、もしくは、嘉麻市にお住まい
で福岡県立中学校・中等教育学校に入学予定の方
◯小学校入学予定のお子様　51,060円
◯中学校入学予定のお子様　60,000円
【申請における注意事項】◯生活保護（教育扶助）を受給中
の方は申請できません。生活保護費より入学準備金が支給
されます。◯新入学学用品費の入学前支給を受けたあと、令
和4年4月に嘉麻市立小･中学校及び福岡県立中学校・中等
教育学校に入学しなかった場合は、新入学学用品費を返還
していただくことになりますので、市外転出等の可能性があ
る場合は、申請を行わないでください。◯世帯構成及び令和
３年度（令和2年中）の世帯全員の所得の状況等により審査
し、認定の判定をします。◯認定結果については、2月15日ま
でに申請された方には、3月初旬頃に郵送し、2月16日～4月
28日に申請された方には、5月初旬頃に郵送し、認定の方に
は支給時期や金額等の詳細をお知らせします。◯今回、新入
学学用品費の入学前支給を申請された方は、令和4年度の
就学援助の申請手続きは必要ありません。
●問／嘉麻市教育委員会 学校教育課 教務係
　　　（碓井総合支所1階）　☎62-5726

令和３年度子育て世帯への
　臨時特別給付金（先行給付）のご案内

■対象／①令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
②平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれの児童
※婚姻している方は対象外
③令和4年3月31日までに生まれた児童（新生児）
※①～③のうち、保護者の所得が下記「児童手当の所得制限
限度額」以内の方が対象です。
■申請／①対象者には既に令和3年12月24日及び令和4年1
月4日にお支払い済みです。 ※①のうち、所属庁から児童手当
を受給している公務員の方は、申請が必要です。
②③申請が必要です。
※②の申請受付期間は令和4年3月31日まで（消印有効）です。
※③の申請受付期間は令和4年4月15日まで（消印有効）です。
■給付額／①については、児童１人当たり一律5万円を2回に
分けてお支払い済みです。
②③については、児童１人当たり一律10万円
※対象者には申請書を郵送していますが、紛失された方は
ホームページからダウンロードするか、こども育成課児童係13
番窓口で受け取ってください。郵送をご希望の方は、下記お問
い合せ先までご連絡ください。
【児童手当の所得制限限度額】

４月から小学一年生になる
お子さんの医療証について

【子ども医療に該当する場合】
3月下旬に「子ども医療証」を送付します。記載されている氏
名・住所・有効期間等を確認してください。
【障がい者医療に該当する場合】
障害者手帳や療育手帳等をお持ちの人は申請が必要です。
手続きについては、3月上旬に送付する通知書を確認してく
ださい。
【ひとり親家庭等医療に該当する場合】
父子家庭や母子家庭等の人は申請が必要です。手続きにつ
いては、３月上旬に送付する通知書を確認してください。
※現在お持ちの子ども医療証は、有効期限までそのままお
　使いください。
※通知書や医療証が届かない場合はお問い合わせください。
●問／市民課 国保年金係　☎42-7426

母子父子寡婦福祉資金貸付について

ひとり親家庭の生活資金、修学資金等を支援します！
母子家庭のお母さんや、父子家庭のお父さん、寡婦の方の生
活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低
利子で各種資金を貸し付けます。　
詳しくは、福岡県庁ホームページをご覧ください。

または、嘉麻市福祉事務所 子育て支援課にお尋ねください。
●問／子育て支援課 家庭・教育相談支援係　☎62-5717
　　　※土・日・祝日及び12月29日～1月3日はお休みです。

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

申請期限は令和4年2月28日（月）
※消印有効 となっております。
　対象となっている方は、お早めに申請ください。
※併給はできません。
【ひとり親世帯分】
■対象／
①令和3年4月分の児童扶養手当が支給されている方
※対象者には、既に令和3年5月にお支払いをしております。
②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3年4月分の児童扶養手当
の支給が全額停止されている方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている
方だけでなく、児童扶養手当を申請していれば、令和3年4月
分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測
される方も対象となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変す
るなど、急変後1年間の収入見込額について収入が児童扶養
手当を受給している方と同じ水準になっている方
■申請／①は申請不要、②③は申請が必要です。
■給付額／児童1人当たり一律5万円
【ひとり親世帯以外分】
■対象／
①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受
給者で令和3年度住民税（均等割）が非課税の方
※対象者には、既に令和3年7月にお支払いをしております。
②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児
童（障がい児の場合は、20歳未満）を監護する令和3年度住
民税（均等割）が非課税の方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月1日
以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
■申請／①は申請不要、②③は申請が必要です。
■給付額／児童1人当たり一律5万円
●問／・厚生労働省 コールセンター
　　　  ☎0120-400-903（平日9：00～18：00）
　　　・こども育成課 児童係
　　　  ☎42-7459（平日8：30～17：00）

扶養
親族等の数

所得制限
限度額（万円）

収入額の
目安（万円）

0人
1人
2人
3人
4人
5人

622万円
660万円
698万円
736万円
774万円
812万円

833.3万円
875.6万円
917.8万円
960万円

1,002万円
1,040万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
●問／こども育成課 児童係　☎42-7459

修学する意欲があるにもかかわらず、経済的な理由で修学が困難な学生に、奨学金の貸与を行います。

嘉麻市奨学資金貸与のお知らせ

・ 保護者が、嘉麻市に引き続き1年以上住所を有する人
・ 高等学校、高等専門学校、専修学校（高等専修学校、
   専門学校 ※一般課程を除く）、短期大学、大学に入学
   する人又は在学している人
・ 他の公私立団体等の育英機関から奨学金の貸与又は
   給付を受けていない人
・ 保護者の学資の支払いが困難な人

奨学生の資格

・ 高等学校、高等専門学校、専修学校（高等専修学校、
   専門学校 ※一般課程を除く）・・・・・・・・・・・10人以内
・ 短期大学、大学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10人以内

貸与人員

・ 高等学校及び高等専修学校 9年以内
・ 高等専門学校、専門学校及び短期大学 12年以内
・ 大学 15年以内　 ・ 高等学校及び大学通算 20年以内
※貸付決定時には、連帯保証人が必要となります。
※必要書類及び奨学資金の額については、お問い合わせ
　ください。

返還期間

貸与期間 奨学生が在学する学校の正規の修学期間
選 考 嘉麻市奨学資金貸付審議会にて奨学生を選考

返還の開始時期
奨学金の貸与終了後又は
廃止後、6カ月経過後から開始

申込書類等は、各庁舎に置いています。また、
ホームページからもダウンロードすることができます。
●申込・問／教育総務課 教育総務係　☎62-5723

申込期間 3月1日（火）～3月31日（木）

令和
4年度

福岡県　ひとり親　貸付
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【2月】 子育て支援センターよりお知らせ
【 あけみ子育て支援センター 】 ☎52-1000
■みんなの広場 10：30～12：00
   2日（水）キーホルダー作り ※申込締切1/28（金）
  9日（水）クッキー作り ※申込締切2/4（金）
16日（水）ハンドマッサージ（金子先生)
　　　　育児相談・身体測定 
■保育施設開放・園庭開放 月～土曜 10：00～15：00
    ※利用を希望される方はお問い合わせください。

【 嘉麻市地域子育て支援センター 】 ☎83-5263
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、嘉麻市地域子育て
支援センターの利用・行事等について中止・延期・または制限
する場合があります。また、参加申込が多数の場合は、嘉麻市
在住の方、もしくは初めての方を優先とさせていただきます。あ
らかじめご了承ください。
ご利用の際は、事前に電話でのご確認、及びマスクの着用を
お願いいたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。
■るんるん教室 10：30～12：00（6ヶ月～就学前まで）
   3日（木)ウン知育教室　ヤクルトさんの話
  ※申込期間1/24（月）～1/31（月）
10日（木）お雛様製作　※申込期間2/1（火）～2/９（水）
  ※写真を1枚持参してください。

17日（木）助産師とママとのリラックスタイム
※申込期間2/８（火）～2/16（水）（ママだけの参加もOKです）
３月３日（木）マグネット製作　※申込期間2/22（火）～3/2（水）
   顔がアップの写真を１枚持参してください。
■「おはなしだぁ～いすき」は、しばらくの間お休みさせて
　いただきます。
■るんるん教室の内容が変更になる場合があります。
■ホッとサロン開放日 月～金曜 8：30～17：00
※毎週火曜日は身体測定をしています。

【 恵大保育園地域子育て支援センター 】 ☎57-3318
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用人数を
制限させていただく場合があります。イベント参加の際は、
活動日の前日までに予約をお願いします。また、活動中止の
可能性もありますので、ご了承ください。
■たんぽぽ広場 10：30～11：30
  1日（火）発育測定、お絵描き　大きな紙に絵を描こう!
  4日（金）2月の製作　 親子で楽しく製作をしよう☆
  8日（火）運動あそび　鉄棒や平均台を使ってあそぼう。
15日（火）ひな人形作り　ひな人形を作って飾ろう!
18日（金）ぽかぽかおはなし会　おはなし会に参加します。
                場所：夢サイトかほ（中研修室）
22日（火）ボールプール　ボールの中で楽しくあそぼう♪
■施設利用・園庭開放 月～金曜 10：00～15：00
■一時預かり 月～金曜 9：00～17：00、土曜 9：00～12：00

今月のお題 冬といえばコレ！
Kids
snap
4月号のお題

得意技!

4月号掲載の締め切り

2月16日（水）
締切

お題に沿った6歳までのお子さんの
写真を募集! ぜひ、ご応募ください!

令和2年4月1日生まれ
あったかいお洋服にあっ
たかいふわふわの帽子!

鴨生／1歳／女の子
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平成30年7月3日生まれ
熱々お団子美味しいな～♪

平／3歳／男の子

む
ら
お
か 

ゆ
う
す
け

村
岡 

祐
輔
ち
ゃ
ん

令和3年5月4日生まれ
モコモコジャンパーあった
かい♡

平／9ヶ月／女の子

む
ら
お
か   

ゆ
ら

村
岡 

祐
咲
ち
ゃ
ん

平成29年6月5日
こたつでみかんが大好き
です♪

上山田 ／4歳／女の子

ふ
じ
い     

み
お
ん

藤
井 

心
桜
ち
ゃ
ん

平成29年4月27日生まれ
プレゼントもらったぜー!!

下臼井／4歳／男の子

お
お
や
ま 

は
る
い
ち

大
山 

春
市
ち
ゃ
ん

令和3年7月8日生まれ
雪だるまになったよ！
ぎゅ～って抱きしめて～!

山野 ／7ヶ月／男の子

 

ひ
ら
い
　 

あ
さ
ひ

平
井 

朝
陽
ち
ゃ
ん

平成28年10月7日生まれ
お庭でとれた柿です♡

鴨生／5歳／女の子

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

み
い
あ

ヒュー
ス
ト
ン 

美
愛
ち
ゃ
ん

平成27年6月26日生まれ
サンタさんありがとう♡

下臼井／6歳／女の子

お
お
や
ま    

に
こ

大
山 

仁
心
ち
ゃ
ん

令和3年7月27日生まれ
どんぐり帽は暖かいなぁ!!

下臼井／7ヶ月／男の子

お
お
や
ま 

き
ょ
う
の
す
け

大
山 

京
之
助
ち
ゃ
ん

掲載の締め切りまでに①～③のいずれかでご応募ください。
①市役所（各庁舎でも可）に持参 ②郵送 ③メール
【写真の送付先】 株式会社NOTE  広報嘉麻編集部
住所／〒820-0005 飯塚市新飯塚21-26 ASビル3F
メール／kouhoukama@hen01.com

お子さんの写真の裏に
●お子さんの、名前（ふりがな）・性別・生年月日・年齢（6歳まで・掲載
　月で何歳になるか）・お住まいの地域名（例：上臼井）
●送付される方の、名前・住所・電話番号・コメント（25字以内・応募
　多数の場合は省く場合もございます）を記入してください。

「Kids snap」にご応募いただいた写真は、市公式ホーム
ページ「かまのフォト時景」にも掲載されます。

【注意】※掲載写真は返却できません。※写真を掲載する際
は、事前に編集部より確認のご連絡をする場合がございます。※応募多数の際は抽選
にてご掲載となりますので、掲載不可の場合もございます。ご了承ください。

※一部読み込めない
機種もございます。

メ
ー
ル
応
募

防災行政無線が
聞こえづらい方へ!

嘉
麻
市
防
災

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

か
ま
ぼ
う
ロ
ボ

●問／防災対策課 防災係　☎42-7417

防災情報などの確認方法
❶ 防災行政無線 防災行政無線が聞こえなかった時は

0800-200-5690
にお電話してください。防災無線放送でよく聞こえなかったり
内容をもう一度確認したい時にご利用ください。
災害時だけでなく、日頃から利用できます。

テレビのKBC（1チャンネル）にチャンネルを合わせ、ｄボタンで嘉麻市の防災情報や防災行政
無線で放送のあった内容などが確認できます。防災情報のほか嘉麻市の最新情報を随時配信
しておりますので、災害時に限らず日頃からぜひご活用ください!

通話料無料

❷ テレビ（ｄボタン広報誌）

❶ テレビのチャンネルを
　 KBC（1チャンネル）に合わせます。

❷ お手持ちのリモコンの「dボタン」を
　 押します。

❸ 「dボタン広報誌」を選び、
　 「決定ボタン」押します。

※お使いのリモコンに
　よりボタンの位置は
　異なります。

暮らしに役立つ情報

新型コロナウイルス感染症対策
♦ 最新の感染状況
♦ 感染予防対策
♦ ワクチン接種に
　 関する情報  など

災害時
♦ 避難所の開設情報
♦ 避難に関する情報
♦ 市バスの運休情報 など

♦ イベントの開催・休止
♦ ごみ回収に関するお知らせ
♦ 学校の休校情報  など

テレビで
情報をチェック
しよう!

簡単3ステップ!

使い方はかんたん!見られる情報はたくさん!

KBC 1ch
dボタン

嘉麻市が発信する災害情報や防災行政無線の放送内容を
テレビKBC（1チャンネル）で確認できます!

R4.2月号.広報嘉麻　2627　R4.2月号.広報嘉麻
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●問・申込／〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
　地域活性推進課 ☎42-7404
　電子メール kassei@city.kama.lg.jp

委員さん大募集!
一緒に嘉麻市をもっと素敵なまちにしていきませんか？

本協議会は、市長の諮問に応じ、地域の実情に応じた適切
な旅客輸送の態様、運賃、料金等に関する事項や、生活交
通の確保、維持及び改善のための事業に関する事項等に対
して協議、検討を行うための協議会です。バスを利用する
市民の皆様からの意見を幅広く聴き、反映させるために、
委員の公募を行います。
【応募資格】
■嘉麻市民であって、市バスを利用されている方
■平日日中の会議（年5回程度開催予定）に出席できる方
■令和4年4月1日時点において20歳以上の方
　　　

本協議会は、市の保健行政に対する必要な調査及び審議、
市民の健康づくりに必要な知識の普及及び健康活動の助
長をするために設置する協議会です。保健・医療・福祉関係
団体や公的団体からの推薦者の他に、市民委員を公募し
ます。委員会は、平日昼間の開催となります。（年間1～3回）
【応募資格】
■令和4年4月1日時点において20歳以上であること
■応募日現在において市内に居住、又は在勤していること
【委員任期】委嘱した日から2年間

【応募方法】次の書類を、持参、郵送、FAX又はＥメールにより提
出してください。
❶応募用紙（本庁健康課及び各支所地域振興課に備えつけて
います。また、市ホームページからもダウンロードできます。）
❷小論文（テーマ：志望動機）
【選考方法】選考委員会において、市が定める規定等に基づき
選考します。なお、選考結果は後日郵送にて応募者全員にお知
らせします。

【応募方法】所定の応募申込書に必要事項を記入の上、持参
または郵送にて管財課管財係へ提出してください。応募申
込書は、本庁舎管財課管財係に設置している他、市ホーム
ページからダウンロード可能です。
【選考方法】応募申込書に基づく書類審査 ※委員決定後、応
募者全員に結果を郵送でお知らせいたします。

【応募方法】社会福祉課及び各総合支所 市民地域振興課備
え付けの応募用紙（市ホームページからもダウンロード可能）に
必要事項を記入し、テーマに沿った小論文（400字以上800字
以下）を添えて、提出先へ持参、郵送、FAX又は電子メールにて
提出してください。
【選考方法】選考委員会において、市が定める委員委嘱基準及
び公募実施規程等に基づき、小論文の内容による審査、男女
の構成比、年齢構成等を総合的に勘案し選考を行います。な
お、選考結果は後日郵送にて応募者全員に通知します。
【報酬等】嘉麻市職員の特別職の給与等に関する支給条例の
規定に基づき、報酬及び費用弁償を支払います。

嘉麻市地域公共交通会議 委員

附属機関の委員
嘉麻市教育委員会生涯学習課では、市民の皆さまのご意見を幅
広く聴き、反映させるため、附属機関の委員の公募を行います。
【応募資格】
■応募日現在、嘉麻市在住又は在勤していること
■令和4年4月1日時点において20歳以上であること
■各審議会の選出区分に該当していること
■各審議会委員応募資格に該当していること
【委員任期】令和4年4月1日から2年間
【報酬等】嘉麻市職員の特別職の給与等に関する支給条例
の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給します。

【応募方法】生涯学習課各施設及び各総合支所市民地域振
興課備え付けの応募用紙（嘉麻市のホームページからもダ
ウンロードできます。）に必要事項を記入の上、各審議会等
のテーマに沿った小論文を添えて、各提出先へ持参、郵送、
FAX又は電子メールにて提出してください。

【選考方法等】選考委員会において、市が定める委員委嘱
及び公募実施規程に基づき、男女の構成比、年齢構成等を
勘案し選考します。なお、選考結果は後日郵送にて本人に
お知らせします。

嘉麻市社会教育委員

【応募資格】社会教育・生涯学習に関心があり、年４回程度の会
議及び研修会等に出席できること
【小論文テーマ】子育て家庭を支える社会教育のあり方について
【提出先】〒820-0592 嘉麻市上臼井446番地1 生涯学習課 
社会教育係　☎62-5718　FAX：62-5693
電子メール shakyo＠city．kama.lg.jp

嘉麻市公民館運営審議会委員

【応募資格】公民館の運営に関心があり、年５回程度の会議や
研修会等に出席できること。
【小論文テーマ】地域の公民館について思うこと
【提出先】〒820-0592 嘉麻市上臼井446番地1 生涯学習課
中央公民館係　☎62-5722　FAX：62-5693
電子メール pub＠city.kama.lg.jp

嘉麻市立図書館協議会委員

【応募資格】公共図書館の運営に関心があり、年４回程度の会
議に出席できること
【小論文テーマ】私が考える嘉麻市立図書館のあり方について
【提出先】〒820-0302 嘉麻市大隈町1228番地1 生涯学習課
図書館係　☎57-3610　FAX：57-3661
電子メール lib＠city.kama.lg.jp

嘉麻市立織田廣喜美術館運営協議会委員

【応募資格】美術館運営に関心があり、年４回程度の会議に出
席できること
【小論文テーマ】これからの織田廣喜美術館に期待すること
【提出先】〒820-0502 嘉麻市上臼井767
生涯学習課 美術館係　☎62-5173　FAX：62-5171
電子メール art＠city.kama.lg.jp

嘉麻市文化財保護審議会委員

【応募資格】文化財及びその保護と活用に関心があり、知識と
経験を有する者で、年２回程度の会議に出席できること
【小論文テーマ】これからの文化財保護と活用について思うこと
【提出先】〒820-0592 嘉麻市上臼井446番地1 生涯学習課 
文化財係　☎62-5720　FAX：-62-5693
電子メール bunka＠city.kama.lg.jp

【委員任期】令和4年4月1日から2年間
【応募方法（応募用紙提出先）】
地域活性推進課及び各支所地域振興課備え付けの応募用
紙（市のホームページからもダウンロードできます。）に必
要事項を記入の上、テーマに沿った小論文（400字以上
800字以下）を添えて、提出先へ持参、郵送又は電子メール
にて提出してください。
【選考方法】選考委員会において、市が定める規定等に基
づき選考します。なお、選考結果は後日郵送にて応募者全
員にお知らせします。

募集人員1名

申込
期間 令和4年2月7日（月）～2月25日（金）【必着】

●問・申込／〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
　　　　　  管財課 管財係 ☎42-7419

●問・申込／〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 健康課
　　　　　  ☎42-7430　FAX：42-7093

本委員会は、市における公の施設の指定管理者候補者の選定
及び指定後の施設管理状況等を調査・審議するために設置する
委員会です。本委員会では、学識経験者の他に市民委員を公募
します。委員会は、平日昼間の開催となります。（年間5回程度）
【応募資格】
■応募日現在において本市に在住し、又は在勤している方
■令和4年4月1日時点において20歳以上の方
■指定管理者及び指定管理者候補者と利害関係がないこと
■嘉麻市附属機関等の委員の委嘱基準に関する規程に適
　合する方
【委員任期】令和4年4月1日から2年間

指定管理者審査委員会の委員

申込
期間 令和4年1月11日（火）～3月4日（金）【必着】

●問・申込／〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
　社会福祉課 障がい者福祉係 ☎42-7458 FAX：42-7091
　電子メール shogai@city.kama.lg.jp

市では、障がい者に関する総合的な施策について審議を行
い、その推進に資するため、障害者基本法に基づき、「嘉麻市
障がい者施策推進協議会」を設置しています。様々な視点で
審議し、意見を反映させるため、嘉麻市障がい者施策推進協
議会の委員の公募を行います。
【応募資格】
■応募日現在において市内在住又は在勤している方
■令和4年4月1日時点において20歳以上の方
■嘉麻市所属機関等の委員の委嘱基準に関する規程に
　適合する方
【委員任期】委嘱の日から2年間

嘉麻市障がい者施策推進協議会の委員

申込
期間

令和4年2月1日（火）～2月21日（月）【必着】
※郵送は当日消印有効

申込
期間 令和4年2月1日（火）～令和4年2月25日（金）【必着】

申込
期間 令和4年2月1日（火）～令和4年2月25日（金）【必着】

募集人員 2名

募集人員

各1名

募集人員　男女 ずつ1名

募集人員 以内2名

嘉麻市健康づくり推進協議会 公募委員



パブリック
コメント募集中

あなたの意見が嘉麻市をつくる

〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1　☎42-7418
FAX 42-7098　メール seian@city.kama.lg.jp

●問／防災対策課 消防安全係 〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1 
☎42-7417  FAX 42-7098
メール bosai@city.kama.lg.jp

●問／防災対策課 防災係

適切な管理が行われていない空家に対し「空家等
対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第
127号）」に基づき、市では空家等に関する対策を
総合的かつ計画的に実施するため、平成29年に
「嘉麻市空家等対策計画」を策定し空家等対策を
進めてきましたが、今後も増加することが見込ま
れる空家に対する対策の方向性を示す新たなガイ
ドラインとして、令和4年からの5年計画となる「第
２次嘉麻市空家等対策計画」を策定するものです。

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防
災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成25年
法律第95号）」に基づき、国が定める国土強靭化基
本計画及び福岡県地域強靭化計画を踏まえ、今後
想定される大規模自然災害等に備えるため、本市
が抱えるリスクを明確化するとともに、脆弱性を評
価することで、今後の対応方策を検討し、災害によ
り致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復
できる「しなやかさ」を備えた地域づくりの方向性
を明確化することを目的に策定するものです。

■公表資料
嘉麻市国土強靭化地域計画（案）

■公表資料
第2次嘉麻市空家等対策計画（案）
第2次嘉麻市空家等対策計画（案）－資料編－

募集
期間

2月1日(火)～3月4日(金)
※郵送の場合は３月4日の消印有効

■意見を提出できる人
市内在住者、市内在勤・在学者、市内で事業又は
活動を行う団体等、計画案につき利害関係を有す
る者。

■提出された意見の取扱い
市は、提出された意見を考慮して、必要に応じて計画
修正等を行います。また、提出された意見に対する個
別の回答は行いませんが、これに対する市の考え方
を公表します。
このパブリックコメントにより収集した個人情報に
ついては、嘉麻市個人情報保護条例に基づき適切に
取り扱います。

あなたの
ご意見お聞かせ
ください!

■嘉麻市役所各担当課及び各庁舎の情報コーナー
　※市役所開庁日の8時30分～17時（土・日・祝日除く）
■嘉麻市ホームページへの掲載
　https://www.city.kama.lg.jp 嘉麻市

公 表 場 所

第2次嘉麻市空家等対策計画（案） 嘉麻市国土強靭化地域計画（案）

■提出方法
公表場所に置いてある「意見提出書」に住所、氏名、電話番号及び意
見を明記し、次のいずれかの方法により提出してください。
①郵便　②ファクシミリ　③電子メール
④各担当課または情報コーナーに設置している「意見投函箱」
※住所、氏名の記載のないものについては、受付できませんので、
　ご注意ください。

募集
期間

2月1日(火)～3月4日(金)
※郵送の場合は3月4日の消印有効

!

パブリック
コメントに係る
資料はどなたでも
閲覧できます!

【確定申告相談会場の開設時期のお知らせ】
■令和3年分の申告期限と納期限
　◎所得税及び復興特別所得税・贈与税・・・3月15日（火）
　◎個人事業者の消費税及び地方消費税・・・3月31日（木）
■確定申告会場
　飯塚税務署では、確定申告会場を2月7日（月）から
　開設します。
　【会場】 飯塚合同庁舎（2階共用会議室）
　【期間】 2月7日（月）～3月31日（木）
　　　　 ※土・日曜日・祝日は休みとなります。
　【受付】 午前9時～午後4時
■新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお知らせ
　とお願い
　◎来場の際はマスクを着用していただき、できる限り
　　最小人数でお越しください。
　◎入場の際、37.5度以上の発熱が認められる方は、
　　原則として入場をお断りさせていただきます。
　◎混雑回避のため、会場への入場には、「入場整理券」
　　が必要です。
　◎入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお
　　願いする場合があります。
●問／飯塚税務署　☎22-6710
　　　【ご用件に応じて番号を選択してください】
　　　■確定申告に関するお問合わせ
　　　　「0」番をプッシュ（開設期間：1月14日～3月15日）
　　　■国税に関する一般的なお問い合わせ
　　　　「1」番をプッシュ

【感染リスク軽減のための飯塚税務署からのお願い】
令和3年分の確定申告について、ご来場を検討されている方へ
　◎令和3年分の確定申告会場は、新型コロナウイルス感染
　　防止策を講じた上で開設します。
　◎確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には
　　「入場整理券」が必要です。入場整理券の配付状況に応じて、
　　早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。
■入場整理券の取得方法（次のいずれかのみ）
　◎各会場で当日配付
　◎LINEアプリによる事前発行
　※電話や税務署窓口において、
　　入場整理券の事前発行は
　　行っていません。
■入場方法
　◎当日配付の入場整理券→日時が印字された入場整理券の提示
　◎LINEアプリによる事前発行→日時が表示されたLINE画面の提示
●指定された入場時間内にご来場いただきますようお願いします。
※混雑状況に応じ、指定された時間内であっても一時的にお待ちいただ
　く場合があります。
●LINEアプリによる事前発行の申込みは、来場希望日の10日前
　から可能です。

【令和3年分の確定申告は電子申告「e-Tax」で】
確定申告には、ご自宅からパソコン・スマートフォンでご利用
いただける「e-Tax」が便利です。確定申告書の作成方法等の
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

飯塚税務署からのお知らせ

【国民年金保険料の前納割引制度について】
■保険料の前納制度とは… 国民年金には、一定期間の保険料
をあらかじめ納付できる仕組みがあります。これを保険料の前
納制度といい、前納制度を利用すると割引があります。前納制
度には、納付書での現金払いと、口座振替があり、前納の種類に
よって割引額も異なります。保険料の前納は、原則として、1年ま
たは半年間を単位として行いますが、現金払いの前納の場合に
は、任意の月からその年度末の3月分までの保険料を前納する
こともできます。口座振替による保険料前納の申込期限は2月
末までですので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

※クレジットカードによる納付方法もあります。保険料は現金納
付と同じです。※国民年金保険料は毎年度改定されます。

■口座振替の早割… 通常の口座振替により保険料を納付する
場合、毎月の保険料は翌月末に引落しとなりますが、口座振替

国民年金からのお知らせ

通常
（翌月末振替・納付）
早割り
（当月末振替）
6ヶ月前納（4月～9月、
10月～翌年3月）
1年前納
（4月～翌年3月）
2年前納
（4月～翌々年3月）

令和3年度（令和3年
４月～令和4年３月）

16,610円

98,850円

195,780円

383,810円

810円

3,540円

14,590円

16,610円

16,560円

98,530円

195,140円

382,550円

50円

1,130円

4,180円

15,850円

現金納付
保険料

口座振替
割引額 保険料 割引額

ー ー

ー ー

の早割の場合には、毎月の保険料が当月中に引落しされ、納付
期限より1か月早く口座振替されることにより、月額で50円、年
間で600円の割引となります。口座振替の早割のお申し込みは、
随時受け付けています。また、従来から口座振替で毎月納付し
ている場合でも、この口座振替の早割制度に変更するために
は、改めて申し込みが必要となります。
●問／直方年金事務所　☎0949-22-0891

【出張年金相談は予約制です】
年金相談を利用する場合は、事前に直方年金事務所に予約の電
話をしてください。その際に基礎年金番号をお知らせください。
■直方年金事務所出張相談

※出張年金相談では、障害年金・脱退一時金など受付できないも
　のがありますのでご了承ください。
※直方年金事務所にてご相談をご希望の場合も、予約をお願い
　します。ただし、当日予約はできません。
●予約受付専用電話　　☎0570-05-4890
●問／直方年金事務所　☎0949-22-0891
音声案内が流れますので、最初に「1」を押し、
続けて「2」を押すとお客様相談室につながります。

10時

12時
・

～

13時

16時

～

嘉麻市役所本庁会議室
田川青少年文化ホール
川崎町総合福祉センター

飯塚市立岩交流センター

2月10日（木）、3月10日（木）
2月3日（木）、3月3日（木）
2月24日（木）、3月24日（木）
2月1日（火）、8日（火）、22日（火）
3月1日（火）、8日（火）、22日（火）

日　程 時間場　所

国税庁
LINE公式
アカウント
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お知らせ

徴税係からのお知らせ

試験・学習
飯塚記念病院 一般市民＆
専門職向け研修会の案内

水道局からのお知らせ

カラスにごみを
荒らされないためには

試験・学習
飯塚記念病院

一般市民&専門職向け研修会

自衛隊福岡地方協力本部
飯塚地域事務所からのお知らせ

nformation

お役立ち情報発信!

嘉麻 くらしの

交通事故の動き
横断歩道マナーアップ運動実施中！
詳しくは福岡県警察ホームページへ

令和3年12月末現在
（　）内は前年比

人の動き

令和3年12月末現在
（　）内は前月比

発生件数（件）
死  者  数（人）
傷  者  数（人）

人  口
男  性
女  性
世  帯

36,266
16,974
19,292
18,272

（－20）
（－8）

（－12）
（+2）

88
00

124

（－24）
（－1）

（－16）

20歳以上の人を対象とした
定時制高校入試特例措置

in
form

ation

▼今月の納税のお知らせ
今月は「固定資産税（第4期）・国民健
康保険税（第9期）」の納期月です。
2月28日（月）までに忘れないように
納税してください。
▼夜間納税相談窓口
昼間、仕事などで納税できない人や
納税相談に来ることができない人の
ため、毎月第３木曜日に「夜間納税相
談窓口」を開設しています。
市税・国民健康保険税が納税できる
ほか、納税相談を受け付けています
ので、お気軽にご利用ください。
 時  2月17日（木）
 　17時～19時
 場  嘉麻市役所本庁舎（稲築）
　 税務課窓口
●問／税務課 徴税係
　☎42-7423

漏水調査及び量水器取り替えにご
協力ください。
▼漏水調査
■調査期間 ／令和4年２月頃まで
■調査地区 ／市内給水区域全域
■調査業者／フジ地中情報株式会社
※漏水の確認等で宅地内を調査
することがあります。また夜間、宅
地前を調査することがありますの
でご協力ください。
▼検定期間満了の量水器取り替え
■取替期間／令和4年3月頃まで
■取替地区 ／市内給水区域全域

※メーター箱のそばに犬をつないだ
　り、物が置いてありますと取り替え
　ができないことがありますので、
　ご協力ください。
【水道管の凍結にご注意ください】
急激な冷え込みにより、水道管が
凍ったり、破裂したりしますので、早
めに防寒の準備をお願いします。
■屋外に露出している水道管には、
　市販の保温チューブや布切れなど
　で防寒する。
■メーターボックス内にも保温材な
　どをつめて、すきま風が入らない
　ようにする。
■水道管の凍結により、水が出ない
　ときは、タオルを巻いて、その上か
　らぬるま湯をかける。（熱湯だと破
　裂するおそれがあります。）

○水道管が破裂したら…
応急処置として、まず水道メーター
の横にある止水栓を閉めて（右閉め）
嘉麻市の指定給水装置工事事業者
へ連絡してください。
※修繕費用は個人負担となります。
●問／水道局 業務係
　☎42-7063

収集に出したごみがごみ袋から引き
出され、散乱してしまうなどの被害
が発生しています。カラスは視覚で
餌を探し出すと言われています。

また、食べられるものがごみとして
出される場所を記憶し、常習的に狙
うことが多いです。カラスにごみを荒
らされないために、野菜くずや食べ
残しなどの生ごみを減らしたり、ご
みの出し方を工夫したりしていただ
きますようお願いします。
①エサとなる生ごみを減らす

カラスの餌となるものを無くすこ
とが一番重要です。カラスは、食
べ残しなどの生ごみが大好物な
ため、買い過ぎ、作り過ぎはでき
るだけ控え、食品のムダ、食べ残
しを少なくしましょう。

②生ごみの水を切り包んで出す
カラスは、視覚でごみを見分ける
と言われています。生ごみの水分
をしっかりと切り、新聞紙などで
包み、生ごみが入っているのが見
えないようにごみ袋に入れる事が
効果的です。

③防護ネットなどで対策する
　ごみの出し方に気をつけてもカラ
　スの被害に遭われてしまう場合は、
　防護ネットなどでの対策も効果的
　です。ホームセンターなどで対策用
　の商品が販売されています。
※カラス対策は、ごみを出す方一人
ひとりのご理解とご協力が何よりも
大切です。
●問／環境課 廃棄物処理係　　　
　☎42-7429

 内  講演「ＷＨＯガイドラインから認
　 知症のリスク低減を検討する」
【講師】九州大学大学院 医学研究院  
精神病態医学 小原 知之先生

時  2月19日（土） 
　 14時～15時半
場  のがみプレジデントホテル4階
     王朝・大和の間
     （住所：飯塚市立岩12番37号）  
定  100名程度
●問／飯塚記念病院 認知症医療セ
　ンター
　☎22-2316
　（FAX）28-8109

令和4年度 自衛官採用試験のご案内
■非常勤自衛官養成コース
　第1回予備自衛官補
【受付期間】
～4月8日（金）
【試験日程】
4月16日（土）、又は17日（日）
【会場】
陸上自衛隊 小倉駐屯地
地域事務所説明会のご案内
自衛隊就職説明会
【時間】
○月～金曜 ８時半～17時半　
○日曜 ※お問い合わせください。
　10時～15時
●問／自衛隊福岡地方協力本部　
　飯塚地域事務所
　☎22-4847

公共職業訓練
受講生(4月生)募集

技術を身に付け、早期再就職を!
【ポリテクセンター飯塚】
離職などで再就職を希望する方を
対象に、専門的知識や技能を学ぶた
め6か月間の職業訓練を実施してい
ます。
①訓練期間
　4月5日(火)～9月30日(金)
②訓練科名、定員
◎機械CADオペレーション科
・・・12名

◎ビル管理技術科
・・・15名

◎住宅リフォームCAD技術科
・・・15名

◎建設機械科
・・・15名

◎ビジネスワーク科
・・・15名

③対象者
公共職業安定所(ハローワーク)
に求職の申し込みをしている方
④募集期間
2月1日(火)～3月10日(木)
⑤入所選考
3月16日(水)　筆記及び面接
⑥結果発表
3月22日(火)
施設玄関にて掲示及び発送
⑦申込み先
住所を管轄する公共職業安定所
(ハローワーク)
⑧受講料
無料(教科書・作業服等の費用は
自己負担)
⑨託児施設
申込時に当センターへ
ご相談下さい。
⑩その他
施設見学会・説明会を毎月(2回)
実施しています。(参加費無料)
◎1回目：2月8日(火)
13時から(2時間程度)

◎2回目：2月22日(火)
13時から(2時間程度)

◎3回目：3月8日(火)
13時から(2時間程度)

※予約不要、直接会場(ポリテクセ
ンター飯塚)にお越しください。
●問／独立行政法人 高齢・障害・求
職者雇用支援機構 福岡支部 福岡
職業能力開発促進センター
飯塚訓練センター(ポリテクセン
タ一飯塚)
〒820-0011 飯塚市柏の森83-9
☎22-4988(受講者第1係)
（FAX）22-4912

福岡県立高校定時制課程では、入学
志願者が満20歳以上である場合は、
その希望に応じて、学力検査を行わ
ず、作文にて入学者選抜を行う特例
指置を実施しています(一部学校を
除く)。これから勉強を始めて、高校
卒業資格を得たいと考えている人の
入学をお待ちしています。
【志願資格】
高校入学資格がある20歳以上の人
(令和4年4月1日現在)
【願書配布場所・試験会場】
志願先高校
【願書受付期間】
2月14日(月)～21(月)
(最終日は正午まで)
【試験日】
3月8日(火)・9日(水)
※作文に加えて、面接を行う学校も
あります。詳細は志願先高校に確
認してください。

●問／福岡県教育庁高校教育課
　☎092-643-3904
　（FAX）092-643-3906
　又は志願先高校
　（HP）https://www.pref.fukuoka.
　        lg.jp/contents/teiji.html
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外国人や関係企業のための
出張相談会のおしらせ！

がいこくじん

しゅっちょう そうだんかい

かんけい きぎょう

無料法律相談会開催

催し・教室

3月のリズム体操教室

第63回サイエンスカフェ
＠九工大情報工学部 健康ぷらす教室のご案内 司法書士会

「相続登記はお済みですか月間」

定例の無料相談

相談

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、中止となる場合がございま
す。事前にお問い合わせください。
感染症対策のため、マスクの着用・
手指消毒にご協力をお願いします。

悩み解消！ トレーニング教室

in
form

ation

◇市民相談（市役所 総務課）
 時  8時半～17時 （平日のみ）
 場  総務課 市民相談係
●問／☎42-7415
※各支所地域振興係では、無料法律
　相談取次ぎ等も行っています。
◇その他相談窓口※（ ）内は主催機関
【弁護士による無料法律相談（福岡
県弁護士会）】
 時  2月10日（木）、2月24日（木）
　 ※時間はいずれも13時～16時
 場  市役所本庁舎4階 4C会議室
●問／☎42-7415 
　※要事前予約
【行政書士による無料相談（福岡県
行政書士会筑豊支部）】
 時  2月22日（火）
　 13時～16時
 場  市役所本庁舎4階 4C会議室
●問／☎42-7415
【法律相談（嘉麻市社会福祉協議会）】
 時  2月3日（木）
 場  稲築地区公民館
 時  3月3日（木）
 場  山田ふれあいハウス
　 ※時間はいずれも13時～16時
●問／☎43-3511
　※要事前予約
【心配ごと相談（嘉麻市社会福祉協
議会）】
 時  2月2日（水）、2月16日（水）
 場  稲築地区公民館
 時  3月9日（水）  
 場  山田ふれあいハウス
　※時間はいずれも13時～15時
●問／☎43-3511
【行政相談（嘉麻市行政相談委員）】
 時  2月3日（木）
 場  嘉穂総合支所

 時  3月3日（木）
 場  碓井総合支所
　 ※時間はいずれも13時～15時
●問／☎42-7415

【嘉麻市こころの電話相談】
人にはなかなか話せないこと、自分の
こころにため込んでいませんか? 誰か
に聞いてもらうことで少し気持ちが楽
になることもあります。相談は無料で、
匿名です。お気軽にご相談ください。
 時  毎週水曜日（祝日除く） 
　 17時半～20時半
●問／☎53-1128

以下の日程で無料法律相談を実施
します。
 時  2月17日（木）
　 3月17日（木）
　 13時～16時
　  ※1回の相談につき30分
　  ※各回先着6名受付可能

※無料法律相談を利用いただく
には、収入等が一定額以下であ
ること等の利用条件がありま
す。予約のお電話をいただいた
際には要件確認をさせていただ
きます。

 場  福岡法務局 飯塚支局
 申   ☎050-3383-5502
　  (平日9時～17時)
●問／日本司法支援センター福岡
　地方事務所（法テラス福岡）
　民事法律扶助課
　☎050-3383-5502

～日本語の他、18か国のことばで相談
ができます!!～
嘉麻市では、福岡県国際交流セン
ターの協力のもと、地域にお住まいの
外国人や、外国人と関係する企業な
どからの相談に対応するため、専門家

による出張相談会をはじめます。行政
書士や社会保険労務士などの専門家
に個別の相談ができます。日本語以
外のことばでの相談を希望される場
合は、下に書いた18のことばでの相
談ができます。嘉麻市での相談会は
下に書いた日にちで開催しますが、都
合がつかない場合などは、ほかのば
しょの相談会でも利用できます。
【嘉麻市での相談会】
■日にち／
2月25日（金）
■じかん／
13時～16時
■ばしょ／
嘉麻市役所本庁舎4Ｆ 4C会議室 
■つかえることば／
英語、中国語、韓国語、ベトナム語、
ネパール語、インドネシア語、タガロ
グ語、タイ語、ポルトガル語、スペイ
ン語、フランス語、ドイツ語、イタリア
語、ロシア語、マレー語、ミャンマー
語、クメール語、モンゴル語

■一人当たりのじかん／
通訳のじかんを入れて、最大６０分
間までです。

【月ごとの相談会の日にちとばしょ】
◎2月15日(火)　13時～16時
　飯塚市役所３F 北会議室
◎2月25日(金)　 13時～16時
　嘉麻市役所本庁舎4Ｆ 4C会議室
◎3月27日(日)　10時～13時
　田川市役所3F 入札室
※飯塚市役所以外は、予約がいります
　ので、利用したい相談会の連絡先に
　電話してください。
【相談会連絡先】
◎飯塚市　☎0948-22-5500
　（相談には予約はいりません）
◎田川市　☎0946-85-7101
　（相談には予約がいります） 
◎嘉麻市　☎0948-42-7401
　（相談には予約がいります）　　
●問／嘉麻市役所 企画財政課 企画
　　調整係　☎0948-42-7401

福岡県司法書士会では、2月を「相続
登記はお済みですか月間」と定め、福
岡県内の司法書士が相続登記手続
きに関する相談に無料で応じます。
お気軽にご相談ください。
 時  2月1日(火)～2月28日(月)
※相談日時は紹介先の司法書士と
　調整ください。
 場  福岡県司法書士会会員事務所
【紹 介】
司法書士総合相談センターにて、最寄り
の司法書士事務所をご紹介いたします。
【司法書士総合相談センター】
☎0570-783-544(平日10時～16時)
●問／☎092-722-4131
　(平日10時～16時)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡
　大防止のため、中止する場合があり
　ますので、あらかじめご了承ください。
 内  ストレッチ、有酸素運動、エアロビ
【火曜コース】
 時  3月8日、22日 14時～15時
 場  稲築体育館
【木曜コース】 
 時  3月10日、24日 14時～15時
 場  嘉穂総合体育館
※以下、各コース共通事項
 対  市内在住または在勤の方（18歳
　 未満の方は保護者の同伴が必要）
 定  各コース20名程度
　 ※応募多数の場合は抽選
 期  2月18日（金）まで　料  無料
  持  運動ができる服装、

室内シューズ、タオル、飲み物
●申込・問／スポーツ推進課
　☎62-5730

10年後も健康でいるために、今あな
たにできることを始めませんか？
 時  3月5日（土）10時～13時
 場  夢サイトかほ
 内  ◎血管年齢測定・体組成測定
　 ◎ヨガ体験
　 ◎もっと野菜を食べよう！ ベジタ
　 　ブルランチ試食他
 定  先着30名
　 （初回参加の方優先）
 期  2月25(金)
●申込・問／健康課 健康推進係　
　☎42-7430

※新型コロナウイルス感染症の感染拡
　大防止のため、中止する場合があり
　ますので、あらかじめご了承ください。
【4日間コース】
 時  3月1日（火）、8日（火）、15日（火）、
　 22日（火）
　 19時～20時半
 場  嘉穂総合体育館
　 トレーニングルーム
 内  専門の先生が4日間を通して、体

づくり、ダイエットなどに必要な
トレーニングの実践方法や知識
をご紹介します。

 対  市内在住または在勤・在学の
　 18歳以上の男性

※原則として、全日程（4日間）
　参加できる方

 定  10名程度
※応募多数の場合は抽選

 期  2月18日（金）
 料  無料
 持  運動ができる服装、室内シュー

ズ、タオル、飲み物
●申込・問／スポーツ推進課
　☎62-5730

サイエンスカフェとは、一般の方々と
科学者が、お茶やコーヒーを飲みな
がら、気軽に科学について語り合う、
コミュニケーションの場です。
講演会やセミナーとは異なり、一般
の方々の輪の中に科学者が加わり、
科学に関する話題を提供しながら、
参加者みんなで考えることを通して
科学への関心と理解を深めようとい
うものです。
どなたでもご参加いただけますの
で、お気軽にお申込みください。
 内  数学の力（ゲームから通信まで）
【ゲスト】田上 真 准教授
（九州工業大学 大学院 情報工学
研究院 情報・通信工学研究系）

 時  2月11日（金）
　 13時半～14時半
 場  九州工業大学情報工学部

オンライン（Zoom） 
 定  100名程度
 申  電話、メール、HPからお申し込み

ください。
●申込・問／
　九州工業大学情報工学部広報室
　☎29-7509
　（平日10時～17時）
        sciencecafe@pr.iizuka.kyute
         ch.ac.jp
    （HP)https://www.iizuka.kyutech.
           ac.jp/pr/sciencecafe
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