
教育通信 私たちの
学校をご紹介!

大好きな
嘉麻市

名物先生うちの
学校の

みんな
大好き!

本校が現在力を入れていることは、縦割りグルー
プ（1～6年生が混ざったグループ）で行う“縦割
り活動”です。遠足やスポーツ集会などの行事に
加え、日 の々掃除なども縦割りグループで行うこ
とで、責任感や思いやりの心を育んでいます。ま
た、今年度から嘉麻市教育委員会により“コミュ
ニティ・スクール”として任命を受け、学校運営協
議会が設置されました。これまで以上に地域の
方 と々協力しながら、まちづくりの拠点となる「地
域とともにある学校づくり」を目指します。

下山田小学校
今月の学校紹介

明るい挨拶が飛び交う山田中学校では今年
度、SDGsの17個全ての目標に取り組む
「SDGsプロジェクト」を立ち上げました。各
委員会ごとに普段の活動と紐付けて取り組
む目標を決め、日々の声かけ・実践を通して
学校全体で達成を目指しています。また、ボ
ランティア活動なども積極的に行っており
「SDGsプロジェクト」を発展させ、生徒たち
にたくさんの学びの場を提供して参ります。

山田中学校
今月の学校紹介

先日行われた新入生の歓迎集会で
は子どもたちが自らゲームを企画
し、楽しい会を作りあげました。そん
なアイデア豊富な子どもたちの意見
を尊重し、主体性が発揮できるよう、
サポートしていきたいです。

困っている人に誰かが声をかけるような、そん
な思いやりの気持ちをもつ人がたくさんいる
のがこの学校のいいところです。私は今年計
画委員長になったので、学校をより良くしてい
くために率先して行動し、自分がみんなを引っ
張れるような存在になっていきたいです。

フレッシュ先生うちの
学校の

元気に
がんばりま

す!
うちの学校のココが好き!

うちの学校のココが好き!

何ごとも積極的に取り組
む風土のあるところが山
田中学校の魅力です。生徒
たちから生まれる“やって
みたい！”という意欲が高
まるようにサポートできる
教師でありたいです。

山田中学校には困っていることや、
わからないことがあった時に、寄り
添ってくれる先生がたくさんいま
す。また、学年の壁を超えて仲が良
く、行事や委員会活動にも一生懸
命に取り組んでいます。そんなあた
たかい雰囲気が好きなところです。
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SDGsプロジェ
クトの紹介!

みんなで積極
的に取り組み

ます。

生徒会役員研
修で

しっかり話し合
います。

縦割り活動の
発足式!

みんなで協力
してがんばる

ぞ!

新入生の歓迎集
会＆遠足!

上級生のお兄さ
んお姉さん、これ

からよろしくね♪

　

中村 元生先生
なかむら もとむ

　

後藤 陽介先生
ごとう  ようすけ

井上 八郎先生
いのうえ はちろう

■おはなし会（児童向け）
【山田】6月4日（土）14時～　　　　
【碓井】6月11日（土）11時～
【稲築】6月18日（土）13時30分～　
【嘉穂】6月25日（土）13時30分～
■おはなし会（乳幼児向け）
【稲築】6月1日（水）10時40分～
【山田】6月12日（日）11時～
【嘉穂】6月17日（金）10時30分～　 
【碓井】6月26日（日）11時～

おすすめの本

〒820-0502 嘉麻市上臼井767　TEL：0948-62-5173　 FAX：0948-62-5171　9：30～17：30（入館は17：00まで）

当館では、収蔵品の保護のため、そして嘉麻市出身の洋画家・織田廣喜

作品の更なる周知を図るために、定期的に常設展示替えを行っていま

す。今回の展示替えでは、織田の初期～晩年の作品や、赤い帽子が印象

的な織田の代表作《少女》シリーズも一新しております。新しくなった常

設展示をぜひご覧ください。

常設展示替えを行いました

嘉麻市立 織田廣喜美術館
織
田
廣
喜《
少
女
》

ようこそ、オダビへ。

6（月）、13（月）、20（月）、27（月）6月の休館日

■一般図書 「紙鑑定士の事件ファイル 偽りの刃の断罪」
　歌田 年／著（宝島社）
どんな紙も見分ける男・渡部が再び登場。第18回『このミス』大賞作品シリー
ズ第2弾。渡部の紙鑑定事務所に舞い込む依頼は、何故か謎ばかり…探偵
でもないのに事件の謎解きに奔走する主人公。紙・フィギュア・アメコミ・印
刷など様々な専門家のうんちくをヒントに今回は3つの依頼に挑みます。

■児童図書 「たびするてんとうむし」 
　イザベル・シムレール／文・絵　石津 ちひろ／訳（岩波書店）
「てんとうむし＝可愛い」というイメージがくつがえされる科学絵本で
す。てんとうむしは卵を産む場所を探して旅に出ます。行く先々で出会
う風変わりな虫たちに追い払われても、食べられそうになってもへこた
れません。自然界って、生き物って、おもしろくて美しい！

図書館定例イベント

図書館からのお知らせ

心と体をはぐくむ絵本の読み聞かせ
絵本ですくすく講座

●問／嘉穂図書館
　　　☎57-3610

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの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。
　詳しくは嘉穂図書館までお問い合わせください。

ぜひ読んでみてください♪

【日時】7月7日(木) 11時～12時
【会場】稲築地区公民館（講堂）
【講師】荒木秀夫さん（徳島大学名誉教授・
　　   嘉麻市スポーツ推進審議会会長）

【対象】0歳～就学前の子どもと保護者、　
　   　妊娠中の方 ※託児なし　

【定員】15組 ※定員を超える場合は抽選
【申込締切】6月22日（水） 18時まで
【申込先】嘉穂図書館

乳幼児期から、絵本に親しむこ
とは子どもたちの豊かな心と体
を育てることにつながります。長
年、体と心、脳の働きについて
研究をされてきた専門家をお
迎えし、絵本の読み聞かせの可
能性について興味深くお話しし
ていただきます。親子で一緒に
楽しい時間を過ごしませんか？

参加者募集!
参加費無料!
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高
齢
者
に
関
す
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ら
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職場や地域で活躍したい皆さんを後押し。
企業の担当者から直接話を聞く事ができます。ぜひ、ご参加ください。
■対象／おおむね60歳以上の方
■場所／イイヅカコミュニティセンター 学習室401号
　　　　（飯塚市飯塚14-67）
■日時／6月28日（火） 13：00～15：00　■定員／40人（事前申込制）

フレイルチェックのご案内～気づきから始める予防～
新型コロナウイルス感染症による自粛生活で外出の機会
が減り身体を動かすことが減ると、今までできていた歩
く・身の回りのことなどの生活動作が行いにくくなる傾向
があり、特に高齢の方の心身の機能低下(フレイル・虚弱
状態)が心配されています。フレイルは、健康と要介護状
態の間の心身共に弱っている状態を指す言葉です。フレイ
ルが進むと身体の回復力や抵抗力が低下し疲れが改善し
にくくなります。フレイル状態を確認する「フレイルチェッ
ク」を開催します。気づくことから、自分にあう改善方法を
学んでみませんか。

後期高齢者医療被保険者証をご利用の皆様へ

■歯科健診のお知らせ
福岡県後期高齢者医療広域連合では、下記の被保険者を対
象に、後期高齢者の口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防す
るため、歯科健診を実施します。なお、対象者には、5月下旬
に受診券を送付します。
【受診対象者】
昭和21年4月1日～昭和22年3月31日生まれの本年度76歳
になられる方
※長期入院及び一部の施設入所者の方は除く
※例外として、令和4年12月までに限り、77歳以上の被保険
　者で一度も受診していない方は受診できます。ただし、昨
　年度までに受診した方は受診できません。希望される方は
　6月になってからお問い合わせセンター（下記参照）へご連
　絡ください。
【受診期間】
令和4年6月から令和4年12月まで
（歯科医院の休診日を除く）
【受診券の送付時期】
令和4年5月下旬に広域連合より送付
【受診の方法】
受診できる歯科医院は、福岡県後期高齢者医療広域連合が
指定している歯科医院となります。ご不明な場合は、お問い
合わせください。なお、お住まいの地域の歯科医院の一覧は
受診券と一緒にお送りいたします。
【受診時に持っていくもの】
■受診券（記入して実施医療機関へお持ちください）
■被保険者証（又はマイナンバーカード※）
■受診時の自己負担金300円
※被保険者証の代わりにマイナンバーカードを利用するた
　めには、マイナポータルなどで事前登録が必要です。また、
　利用できるのは、マイナンバーカードが被保険者証として
　利用できる歯科医院に限ります。

■健康診査のお知らせ
福岡県後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に、生
活習慣病の発症や重症化の予防等を目的として健康診査を
実施しています。被保険者へは4月下旬に受診票を送付して
います。
【受診対象者】
被保険者（長期入院者、一部の施設入所者を除く）
生活習慣病(※)の治療を受けている方も対象。
※生活習慣病とは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症その他の
　疾病で、内臓脂肪の蓄積に起因するものです。
【受診票の送付時期】
ア）令和4年4月末現在で被保険者の方…4月下旬
イ）令和4年5月以降に75歳になる方…75歳になる誕生月の
　  10日頃（誕生日前の受診はできません）
【受診時の自己負担金】 一律500円
【受診の方法】
①かかりつけ医または前回健康診査を受けた医療機関等に、
　後期高齢者健康診査が受診できるか確認し、予約をする。
　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。（どこに予約してよいかわからない時
　は、お問い合わせください）
②健康診査を受診する。
　受診の際は、必ず被保険者証・受診票・自己負担金500円
　を持参する。
●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4丁目1番27号
（福岡県自治会館 5階）
☎092651-3111　FAX.092651-3901
https://www.fukuoka-kouki.jp/

■場所／サルビアパーク
■日時／7月22日(金)13：00～14：30
■定員／10名程度  ※事前申し込みが必要です
　　　　申し込み締め切り7月8日(金)　
■持参物／自宅で検温し、マスク着用でお越しください。
　　　　　タオル、飲み物、運動しやすい服装、靴
●問／高齢者介護課 高齢者相談支援センター係　
　　　☎42-7434
※新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止する場合
があります。中止をする場合は申し込みをされた方へ中止の
連絡をします。

●問／福岡県生涯現役チャレンジセンター  飯塚オフィス
　　　☎21-6032

参加費無料 履歴書不要

高齢者のためのしごと・ボランティア合同説明会要予約

フレイル予防体操
座ってできるストレッチ その1Vol.01

生涯現
役を

目指そ
う!

左右逆にして、反対側も同様にします

左右逆にして、反対側も同様にします
左右逆にして、反対側も

同様にします

内転筋
ストレッチ

梨状筋 ストレッチ

ストレッチ

左右10秒

高齢者に関するお知らせ

❶左足を右足の
　上におき、右足を
　手前に引きます

りじょうきん ないてんきん

❶足を少し開き
　ひざの内側に
　手をおきます

❷ひざを外に
　押しながら
　肩を前に倒して
　10秒かぞえます

❷身体を前に
　倒し、10秒
　かぞえます

ハムストリングス 左右10秒

左右10秒

❶椅子に浅く座り
　左足を少し前に
　出します

❷つま先を上に向け
　体を倒し、10秒
　かぞえます

資料提供：嘉飯地区PTOTST連絡協議会

股関節
の深部（ ） 脚の付け根から

太ももの内側（ ）

太ももの
裏の筋肉（ ）
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令和4年度 負担限度額認定の更新について
令和4年7月31日まで有効の介護保険負担限度額認定証を
お持ちの方は、更新手続きが必要です。
■持参物／①介護保険負担限度額認定申請書 ②同意書 
③本人と配偶者の印鑑 ④本人と配偶者名義のすべての預
貯金の通帳等の写し（口座名義のページと直近2か月間の
記載分） ⑤マイナンバーを確認できるもの（マイナンバー
カード・通知カードの写し等）※代理申請の場合は①から
⑤の他、代理人の方の顔写真付の公的な証明書、代理権の
確認ができるもの（被保険者証、委任状等）が必要です。
※更新申請の詳細についてはお問い合わせください。
■場所／高齢者介護課 介護給付係
　または、各総合支所 市民地域振興課 市民サービス係
■日時／7月1日（金）～7月19日（火）
　8：30～17：00（土日祝を除く）
※令和4年8月31日まで更新手続きは可能ですが、預貯金調
査を行う場合があるため、審査に時間を要します。
※利用者負担段階の第2段階と第3段階を区分する年金収
入等に、非課税年金（遺族年金と障害年金）が所得として合
算されます。また、本人又は世帯員（同一世帯に属していな
い配偶者を含む）が市町村民税課税であっても、以下の要件
すべてに該当する方は、申請することで、負担限度額を適用
する特例減額措置が受けられます。
①世帯の構成員の数が2名以上
　（同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算）
②介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・
　入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担
③世帯の年間収入から施設の利用者負担（1割（2割）の利用
　者負担、食費、居住費）の見込額を除いた額が80万円以下
　〈世帯〉施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の
　年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
　〈収入〉公的年金等の収入金額＋合計所得金額
④世帯の現金、預貯金等の金額が450万円以下
　（預貯金等には有価証券、債権等も含まれる）
⑤世帯がその居住用に供する家屋その他日常生活のために
　必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
⑥すべての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していない
※特例減額措置についての詳細はお問い合わせください。
●問／高齢者介護課 介護給付係　☎42-7431

■保険料額の通知について
保険料額の詳細については、7月に送付予定の「令和4年度
後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
●問／市民課 国保年金係 ☎42-7426 または
　後期高齢者医療お問い合わせセンター 
　☎092651-3111

※注1 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入－公的年金等
控除額」、「給与収入－給与所得控除額」、「事業収入－必要経費」等の
合計額で、各種所得控除前の金額です。
※注2 「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合
４３万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。

■保険料額の算出方法
個人ごとの保険料は、加入者全員が同じ金額を負担する「均
等割額」と、個人ごとの総所得金額等※注1に応じて負担する
「所得割額」との合計になります。

＝ ＋
保険料額
（年額）

（10円未満切り捨て）

均等割額
56,435円 （総所得金額等－基礎控除額）

×10.54％（所得割率)

後期高齢者医療制度に加入している皆さまへ

※注3 ｢同一世帯｣とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外か
らの転入者等はその時点)の世帯が基準となります。
※注4 ｢軽減対象所得金額｣とは、基本的に総所得金額等と同額です
が、満65歳以上の方の公的年金は、｢公的年金等収入－公的年金等控
除額－特別控除額15万円｣となる等、例外があります。
※注5 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給
与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

○後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被
扶養者であった方
所得割額はかかりません。また、制度加入時から2年間に限
り、均等割額の軽減措置（5割軽減）を受けることができます
（軽減後の保険料：年額28,217円）。なお、均等割額が7割軽
減に該当する方は、7割軽減が優先となります。

6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症の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）
・ビンゴ大会 6月12日（日） 13：00～
  参加費／カード購入代１枚500円 お一人２枚まで
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
　（岩崎1117番地2）
・季節の湯（クールの湯） 6月20日（月） ※終日開催
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
■山田いこいの家「白雲荘」 （熊ヶ畑2173番地1）
・ビンゴ大会 6月26日（日） 13：00～
  参加費／カード購入代１枚500円 お一人２枚まで
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 （大隈町1183番地1）
季節の湯（クールの湯） 6月21日（火） ※終日開催
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

らくらく水中運動教室（送迎付き）のご案内
水の抵抗を利用してストレッチやウォーキングを中心におこ
なうプールでの運動教室を開催します。「筋力アップ」「血液の
流れが良くなる」「疲労回復」いいことずくめの教室です。
水中での運動は約60分程度です。送迎付きのため、交通手
段にお困りの人もこの機会にぜひ、ご利用ください。
～水の浮力で体が軽くなるため、足腰の痛みで陸上運動が
困難な人にお勧めです。楽しく体を動かしてみませんか～
■対象／運動制限のない70歳以上の市内在住者
　介護認定を受けていない人に限ります。過去に参加され
　たことがある人は、キャンセル待ちになります。
　※いきいき運動教室との併用はできません。
■日時／8月3日（水）～12月14日（水）毎週水曜日 全16回
　※詳しい日程はお申し込み時にご連絡します
　10：00～11：00(※集合時間 9：40)
■場所／嘉麻市サルビアパーク（山田）　■定員／10名
■内容／プール内でのウォーキング・筋力運動等
　健康チェック（フレイルチェック）・「健口教室」も含みます。
■料金／実費負担金 1回200円（保険料及び施設使用料）
お電話にて申し込みください。
送迎希望者は、6月24日(金)までに
申し込みが必要です。
定員になり次第締め切ります。
●問／高齢者相談支援センター係
　☎42-7434
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期になる
　場合があります。

いきいき運動教室（送迎付き）のご案内
｢寝たきりにならない身体をめざす｣運動教室を開催します。
「やさしい」「楽しい」「気持ちのいい」いいことずくめの教室
です。運動は約60分程度おこないます。送迎付きのため、交
通手段にお困りの人もこの機会にぜひ、ご利用ください。
～日頃、運動習慣のない人にお勧めです。楽しく体を動かし
てみませんか～
■対象／運動制限のない70歳以上の市内在住者
　介護認定を受けていない人に限ります。過去に参加され
　たことがある人は、キャンセル待ちになります。
　※らくらく水中運動教室との併用はできません。
■日時／8月17日（水）～12月7日（水） 毎週水曜日 全14回
　 ※詳しい日程はお申し込み時にご連絡します
　14：00～15：15(※集合時間13：40)　
■場所／夢サイトかほ　■定員／25名
■内容／ストレッチ・筋力運動・軽い有酸素運動
　「健口教室」も含みます。
■料金／実費負担金 1回100円（保険料等）
お電話にて申し込みください。
送迎希望者は6月24日(金)までに
申し込み。定員になり次第締め切り。
●問／高齢者相談支援センター係
　☎42-7434
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期になる
　場合があります。

高
齢
者
に
関
す
る
お
知
ら
せ

※注１ ※注2

所得割額

■令和4年度の保険料軽減
○世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

同一世帯※注3内の被保険者及び
世帯主の軽減対象所得金額※注4の合計額

43万円（基礎控除額）＋10万円×
（給与所得者等の数-1）※注5以下

43万円（基礎控除額）＋28.5万円×
被保険者数＋10万円×
（給与所得者等の数-1）※注5以下

43万円（基礎控除額）＋52万円×
被保険者数＋10万円×
（給与所得者等の数-1）※注5以下

軽減割合
（軽減後の均等割額の年額）

7割
（16,930円）

5割
（28,217円）

2割
（45,148円）

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。しかし、認知症に
ついての誤解や知識の不足から、本人も周囲もつらい思い
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日間にわたって実施します。2回の参加が必要です。
■対象／嘉麻市民または、嘉麻市内にお勤めの人
　　　　2回とも参加可能な人
■場所／碓井地区公民館
■日時・内容／※時間は、いずれも13：30～14：30
【1回目】6月21日(火)「認知症とその対応の仕方」DVD試写・講義
【2回目】6月28日(火)
嘉麻市の取り組み・サポーター活動について・座談会
■定員／25人　■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。
お電話にて申し込みください。定員になり次第、締め切ります。
●問／高齢者相談支援センター係 ☎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。

対象者の所得要件
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に関するお知らせ

【6月】子育て支援センターよりお知らせ

児童手当現況届について
【令和4年6月から児童手当制度が変わります！】
❶現況届の提出が原則不要になります（一部の方のみ提出必要）
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方
を除き、現況届の提出が不要になります。
【現況届の提出が必要な方】
■配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市
区町村で受給している方
■受給者と児童が別居している方
■離婚協議中で配偶者と別居している方
■その他、嘉麻市から提出の案内があった方
※児童手当現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握するた
め、受給者の前年の所得や子どもの養育の状況等を調べ、引
き続き手当を受けられるかどうかを確認する大切な届け出
ですので必ず手続きをしてください。（ただし、公務員の方は
勤務先での手続きとなります。）なお、手続きが必要な方に
は、5月下旬に現況届用紙等を郵送しています。
❷特例給付の対象者に係る所得上限限度額の創設
児童を養育している方の所得が、下記表の①（所得制限限度
額）未満の場合は現行どおりの支給額を、所得が①以上②
（所得上限限度額）未満の場合は、法律の附則に基づく特例
給付（児童1人当たり月額一律5,000円）を支給します。な
お、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得
が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなった翌年以降に、所得が②を
下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりま
すので、ご注意ください。
■提出期間／6月1日（水）～6月30日（木） ※土・日曜日を除く
※現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当の支払いが
差し止めになりますので、ご注意ください。なお、期間内に提出
できない場合は、こども育成課児童係までご連絡ください。
■提出方法／新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵
送にて受付を行います。同封の返信用封筒をご利用くださ
い。ただし、郵送による提出が困難な場合のみ窓口にて受付
を行います。※その他ご不明な点等ございましたら、以下ま
でお問い合わせください。
●問／こども育成課 児童係（本庁舎） ☎42-7459

※1.前年末に児童が生まれていない場合 等　※2.児童1人の場合 等
※3.児童1人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等
※4.児童2人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等
※5.児童3人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等
※6.児童4人 ＋ 年収103万円以下の配偶者の場合 等

令和４年度 学童利用料の減免申請について
令和4年度の減免申請の受け付けを行います。
減免措置対象の人は、次の要領で申請してください。
■対  象  者／令和4年度市民税非課税世帯の人
■受付期間／6月1日（水）～6月30日（木）
　　　　　　※土・日曜日は除く
■受付場所／こども育成課 保育総務係（本庁舎）・
　　　　　　各学童保育所・各庁舎の市民サービス係
※減免申請書（申請書は受付場所に置いています）に必要事
項を記入の上、提出してください。受付期間中に申請し該当
されますと、4月分から適用になりますが、受付期間を過ぎて
からの申請は、申請日の翌月からの適用となります。
※決定の通知は、7月中旬頃に発送予定です。
●問／こども育成課 保育総務係　☎42-7460

①所得制限限度額

扶養親族等の数
（カッコ内は例）

所得額
（万円）

622 833.3 858 1071

660 875.6 896 1124

698 917.8 934 1162

736 960 972 1200

774 1002 1010 1238

812 1040 1048 1276

収入額の
目安（万円）

所得額
（万円）

収入額の
目安（万円）

0人（※1）

1人（※2）

2人（※3）

3人（※4）

4人（※5）

5人（※6）

②所得上限限度額

ひとり親家庭の方へ
就業支援・養育費相談等の案内について

ひとり親家庭の方等を対象に、ハローワーク等と連携した
就業支援や養育費相談等を行っています。      
以下の支援を希望する方は、まずはお電話ください。

●申込・問／ひとり親サポートセンター 飯塚ブランチ
飯塚市新立岩8-1 福岡県飯塚総合庁舎2階
（福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所内）
☎0948-21-0390　FAX.0948-21-0391

【受付】月曜～金曜 9：00～17：00 ※毎週土曜と第1・第3日曜日
　　　9：00～16：00も受付（春日センターに転送）
　　　※祝日・年末年始を除く

●申込・問／ひとり親サポートセンター 春日センター
春日市原町3-1-7 クローバープラザ内 ☎092-584-3931

【受付】月曜～金曜 9：00～17：00 ※毎週土曜と第1・第3日曜日
　　　9：00～16：00 ※祝日、年末年始を除く

就業支援 来所相談と出張相談（各市町村役場等）随時受付

養育費相談
電話相談（離婚協議中の方もご相談ください）
相談内容によって弁護士相談クーポン

（１時間無料相談券）を発行します。

就業支援講習
❶介護職員
初任者研修

就業支援講習
❷パソコン
（Word）
基礎～応用
講習会

【期　間】7月6日（水）～8月24日（水）
　　　　までの間の平日・土曜（13日間）
【時　間】9：00～17：00前後
【定　員】8名（託児有）
【受講料】無料（教材費等7,000円は自己負担）
【締切日】6月16日（木）
【場　所】株式会社西日本医療福祉総合センター
（中間市通谷1-36-3 ウェルパークヒルズ内）

【期　間】7月14日（木）～8月18日（木）
　　　　までの間の火曜・木曜（10日間）
【時　間】13：00～16：00
【定　員】10名（託児有）
【受講料】無料（教材費等1,000円は自己負担）
【締切日】6月23日（木）
【場　所】福岡県直方総合庁舎（直方市日吉町9-10）

無料
弁護士相談
（要予約）

【来所相談】先着順各４名
【日　　時】毎月第1水曜     13：00～15：00
　　　　　毎月第2・4水曜 18：30～20：30 【 あけみ子育て支援センター 】 ☎52-1000

■みんなの広場 10：30～12：00
      8日（水）陶芸教室　※申込締切6/1（水）
    22日（水）ハンドマッサージ・育児相談・身体測定
    29日（水）お誕生会・「ふうせんひねりのマルコさん」来園
■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。
　※ホームページからも確認できます。

【 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）
    16日（木）七夕かざりをつくろう ※申込締切6/14（火）
　23日（木）七夕かざりをつくろう ※申込締切6/21（火）
               　※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
  3日（金）発育測定・室内あそび　
　　　　室内でゆったりあそびましょう!
  7日（火）手づくりおもちゃを作ろう
　　　　手づくりおもちゃを作ってあそびましょう☆
14日（火）6月の製作
　　　　親子で楽しく製作をしましょう♪
21日（火）ボールプールであそぼう
                ボールプールで思いきりあそびましょう!
28日（火）七夕飾りをつくろう
                七夕飾りをつくって笹の葉に飾りましょう!
■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

子育て

月6 日（水）22日時 9：30～11：00

場所 碓井地区公民館（嘉麻市下臼井1050-19） 講師 梶嶋 陽子さん（助産師）

対象 妊娠中の方、０歳～2歳とその保護者（保護者のみの参加も可）

申込・問合せ

定員 8組程度（定員を超えた場合は抽選）申込締め切り 6月14日（火）

持ち物 日ごろ使っているおんぶひも・だっこひも

おんぶとだっこでぬくもり育児
赤ちゃんにやさしいおんぶとだっこは、本来はおとなの身体にもやさしいもの。
自分の身体にあったおんぶとだっこを助産師さんから教えてもらいましょう。

生涯学習課 社会教育係　☎62-5718　FAX 62-5693　メール shakyo@city.kama.lg.jp
※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

以下の項目を電話、FAX、またはメールにてお伝えください。

❶講座名　❷参加者氏名　❸（連れてくる場合は）子どもの氏名・月齢　❹日中連絡が取れる電話番号

身
体
に
負
担
の
少
な
い

お
ん
ぶ
や
だ
っ
こ
を

学
び
ま
し
ょ
う
♪

家庭教育支援事業

子育て講座は
こちらをチェック!

参加費
無料
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ネコは1年に2～3回出産します!
不妊・去勢手術をしてください。
避妊・去勢をすることも犬猫に対する愛
情です。ルールを守って、不幸な犬猫を
増やさないようにしてください。また、ネ
コの飼い主の方も飼い猫が近隣で迷惑
をかけないように以下のことをお守りく
ださい。
■飼い猫は室内で飼育し、不妊・去勢手
　術をしてください。
■自分の飼い猫に責任を持つためにも、
　迷子札等で飼い主がわかるようにし
　てください。
■ネコは絶対に捨てないでください。飼
　えなくなったネコを遺棄することは犯
　罪です。
●問／環境課 環境衛生係 ☎42-7428

ごみは正しく出しましょう
PickUp

2
ごみを出す場合は、指定のごみ袋または粗大ごみシールを
使用することが義務付けられています。多くの方にごみ出
しルールを守って頂いている中で、袋から大きくはみ出し
てごみを入れていたり、分別ができていなかったりと、ルー
ルを守らずごみを出す方が目立っています。新型コロナウ
イルス感染症などの対策のためにも、ごみを出すときには、
右の5点を心がけましょう。

生まれてくるネコ全てに責任が持てますか？
動物愛護にご協力ください

PickUp

1

❶ごみ袋はしっかりしばって出しましょう！
ごみが散乱するのを防ぎ、収集作業員の方がごみ袋を
運びやすくなります。
❷ごみ袋の空気を抜いて出しましょう！
収集車でのごみ袋の破裂を防止することができます。
❸生ごみは水切りを行いましょう!
ごみの量を減らすことができます。
❹普段からごみの減量化を心がけましょう！
食べきる量に留める食料品の購入など、ごみを出さな
いことも大切です。新聞や段ボール等の古紙は各庁舎
のリサイクルボックスで回収を行っています。
❺分別・収集ルールを守って出しましょう!
朝8時までにごみ出しルールを守って、正しく出しま
しょう。 ※詳しくは各家庭に配布している「家庭ごみの
出し方ガイド」をご確認ください。

ご家庭でのマスク等の捨て方

1組のネコから…

6匹
6ヶ月で

54匹
1年半で

のら猫にエサを与えないで下さい。
のら猫にエサを与えることは、近所にのら猫が増えることにつながり、交通事故等
で不幸な結果を招いたり、フン・尿の被害が集中したりすることになります。「かわい
そう」や「のら猫には罪がないのだから」といった感情だけで、エサを与えないように
することが大切です。ご近所の住民には、大変迷惑となりますので、エサを与えない
ようにしてください。市がネコを引き取ることはできません。

18匹
1年で

【ごみを出すときの心がけ】

●問／環境課 廃棄物処理係 ☎42-7429

新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその
疑いのある方などがご家庭にいらっしゃる場合、鼻水等
が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、
以下の点を心がけてください。
■ごみに直接触れない。
■ビニール袋に入れ密閉した上で指定ごみ袋に入れ、
　指定ごみ袋はしっかりしばって封をする。
■ごみを捨てた後は手を洗う。

Kids
snap

8月号のお題

お気に入りのおやつ

8月号掲載の締め切り

6月17日（金）締切

  いしだ        るあ

石田 瑠愛ちゃん

令和2年4月1日生まれ
どう？ 似合ってる？♪

鴨生／2歳／女の子

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。

お題に沿った6歳までの

お子さんの写真を募集して

います。ぜひご応募ください!

写真大募集!

キッズスナップ

※一部読み込めない
機種もございます。

メ
ー
ル
応
募

 かわの　  さく

河野 朔ちゃん

平成30年7月５日生まれ
お兄ちゃんに負けずに変
顔!

山野／３歳／男の子

 かわの　 そら

河野 昊ちゃん

平成27年11月５日生まれ
大好きな志村けんのアイー
ンポーズで変顔!

山野／６歳／男の子

　　　　　　　　　　    みいあ

ヒューストン 美愛ちゃん

平成28年10月7日生まれ
さすが！ 母譲り！ 笑

鴨生／5歳／女の子

みやはら  つむぐ

宮原 紬ちゃん

平成30年9月16日生まれ
大好きな妖怪の真似！

牛隈／3歳／男の子

やまぐち      のあ

山口 乃愛ちゃん

令和3年5月29日生まれ
ぶちゅー顔！ 最近のお気に
入り♡

牛隈／1歳／女の子

わたなべ　  みやと

渡邊 雅叶ちゃん

令和元年12月18日生まれ
ママに向かってチュ～♡

漆生／２歳／男の子

おおやま    きょうのすけ

大山 京之助ちゃん

令和3年7月27日生まれ
手を口の中に入れるのが
癖だよー！！

下臼井／11ヶ月／男の子

おおやま   はるいち

大山 春市ちゃん

平成29年4月27日生まれ
僕の変顔！ どうだっ！！

下臼井／5歳／男の子

おおさき　  ゆうか

大﨑 優凛ちゃん

令和2年3月30日生まれ
元気一杯‼ まねっ子が大
好きだね♪

下臼井／2歳／女の子

わたなべ　 みおん

渡邊 美叶ちゃん

令和3年2月25日生まれ
だいすきなご飯がついてた

漆生 ／1歳／女の子

おおさき　  かずき

大﨑 一毅ちゃん

平成28年9月2日生まれ
甘えん坊で陽気なお兄ちゃ
んこれからも頑張ってね‼

下臼井／5歳／男の子

おおさき　  いちか

大﨑 一凛ちゃん

平成31年1月16日生まれ
いつも笑っている笑顔の方
がいいね‼

下臼井／3歳／女の子

今月のお題

必殺! 変顔!

嘉麻 くらしの

お役立ち情報発信
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サイバー犯罪に気をつけて！ ～フィッシング詐欺に注意～
PickUp

6

みなさんで持続可能な
地域づくりを目指しませんか?
福岡県では、「小さな拠点」づくりの形成が地域の喫緊課題
であると位置づけ、地域住民が主体となった検討組織等が
行う、小さな拠点づくりにつながる地域将来計画の策定に
伴う経費の一部を補助する制度を設けています。
嘉麻市においても同様の課題が想定されることから、福岡
県の補助制度を活用し、小さな拠点の形成について具体的
な成果が見込まれる地域の活動、地域将来計画策定を支援
し、小さな拠点形成促進事業を検討するその他地域におい
ても参考となる活動、計画等を検討・策定する補助事業を実
施します。
お住まいの地域での「小さな拠点」づくりについて皆さんで
ご検討され、地域の再生に向けて取り組んでみてはいかがで
しょうか。担当職員もお手伝いさせていただきますので、お
気軽にお尋ねください。
●申込・問／地域活性推進課 地域整備係　☎42-7404

【補助対象団体】
取組を行う地域組織（各コミュニティ単位である小学校単
位等） ※嘉穂地域については嘉穂小学校統合前の小学
校区を想定
【補助金対象経費】
会議・研修・視察等、計画策定に必要な経費
【補助金の額】
補助対象経費の全額補助
（令和4年度 1団体当たり72千円を上限）
【事業の流れ】
事業完了期限／令和5年2月まで
交付申請▶審査▶交付決定▶事業実施
▶事業完了・実績報告
【申請期限】
6月30日（木）まで ※事前に左記までご相談ください。

嘉麻市国民健康保険の40～74歳の方へ
令和4年度 特定健診が始まりました!

PickUp

4
「特定健診」（生活習慣病予防健診）が6月1日より始まりまし
た。「特定健診」は糖尿病や高血圧などの「生活習慣病」を予
防したり、悪化させないための健診です。5月下旬に、対象者
全員に特定健診受診券（青色）などをお送りしておりますの
で、詳細については資料をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、変更
　になる可能性があります。

近年、嘉麻市内においてもニセ電話詐欺と思われる不審な
電話がかかってくる事案が多発しており、今年に入り実際に
詐欺による被害も発生しています。ニセ電話詐欺の手口は
年々、複雑化・多様化しており、様々な手口でお金をだまし取
ろうとしてきます。電話でお金はすべて詐欺です! 絶対に個
人情報を教えたりせず、そのような電話がかかってきた時
は、必ず家族や警察に相談しましょう。嘉麻市役所 産業振
興課や嘉麻警察署 生活安全課では「ニセ電話被害防止装
置」の貸し出しを行っています。

●問／不審電話への相談について
　嘉麻警察署 生活安全課　☎57-0110
　防災対策課 消防安全係　☎42-7418

●問／「ニセ電話被害防止装置」の貸し出しについて
　嘉麻警察署 生活安全課　☎57-0110
　産業振興課 商工係　☎42-7450

【フィッシングの手口】
❶実在する事業者名を装うメール・SMSを受信、リンクを開い
　てしまう。
❷偽のログイン画面が表示され、ID・パスワードなどの個人情
　報を入力してしまう。
❸盗まれた情報から、残高やクレジットカード情報などを不正
　な送金・決済・購入に利用される。

ニセ電話詐欺に注意しましょう！
PickUp

5 嘉麻市小さな拠点形成促進事業を募集します!
PickUp

3

最近、フィッシング詐欺が多発しています。フィッシング詐欺
とは、実在する会社名を装うメールやSMS（ショートメッ
セージ）で本物そっくりの偽サイトに誘導し、IDやパスワー
ド、クレジットカード情報などの個人情報を盗み取る手口で
す。被害に遭わないために、以下の対策をしましょう。

詳細は
こちら

【対象者】
40～74歳の嘉麻市国民健康保険被保険者
【日程】
6月1日（水）～令和5年2月28日（火）
【健診内容】
身体計測、血液検査、尿検査、心電図検査など
【健診料金】
500円または0円（市民税非課税世帯）
※健診料金は青色の受診券に記載
【持参物】
嘉麻市国民健康保険証・
特定健診受診券・
健診料金・前年度受診
している人は
前年度の受診結果

①着信拒否
迷惑電話リストの電話番号を自動で着信拒否
②事前警告
話の内容を録音することを相手に事前に警告
③自動録音
いざという時のために通話開始時に自動で録音
④注意喚起
電話に出る前に迷惑電話への注意喚起をアナウンス

数に限りはありますが、ニセ電話
詐欺による被害に不安がある方
は、是非ご利用ください。

詐欺被害防止に効果的な以下の機能があります。

「ニセ電話被害防止装置」の機能

■メールやＳＭＳのリンクを安易に開かない
■IDやパスワード、カード情報を不用意に
　入力しない
■専用アプリやブックマークから正規サイトを
　利用する

フィッシング詐欺に遭わないために

●問／嘉麻警察署 生活安全課  ☎57-0110
●申込・問／市民課 医療保健係  ☎42-7468

上記のリンクは開いてはいけません!!

【宅配業者をかたるフィッシング詐欺】
お荷物をお届けにあがりましたが不在の為
持ち帰りました。
http://●●●●●.●●

【通信キャリアをかたるフィッシング詐欺】
お客様がご利用の電話料金が大変高額と
なっております。
■ご確認はこちら

【ネットショップをかたるフィッシング詐欺】
ご本人様か確認させていただくまで、ご利
用を制限させていただきます。
http://●●●●●.●●

事例メール

お知らせ

最新の手口を
HPで公開中! 健診についてのお電話

ですのでご安心ください♪

昨年度に引き続き、保健事業の一部を下記の民間事業
所に委託して行います。つきましては、市役所職員以外
の職員から健診のお勧めや、健診結果についてお電話
やお手紙が届きますので、お知らせいたします。

トリプティー株式会社
☎050-5213-2980

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目12-17
オフィスニューガイア博多駅前8階
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お知らせ

水道局からのお知らせ

定期監査の結果公表

徴税係からのお知らせ

「口腔がん検診」を
ご存知ですか？

大雨時には
道路情報の確認を

嘉麻市奨学資金貸付金
の返還猶予について

時日時 場場所 内内容 対対象 定定員 資資格 料料金 持持ち物 期期日・期間 申申込 備備考アイコンの説明

Inform
ation

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５年２月頃まで
■調査地区 市内給水区域全域
■調査業者 株式会社西日本水道セ
ンター
※漏水の確認等で宅地内を調査
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５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。

●問／水道局 業務係　☎42-7063

口腔がんとは、舌や、舌の下側、歯ぐき
にできるがんのことです。日本では、お
よそ7000人が口腔がんになり、死亡者
数も3000人を超え、右肩上がりで増
えています。昔口腔がんは、高齢の男性
のがんと言われていましたが、最近は
若い女性の口腔がんも増えています。
口腔がんは認知されていないために、
発見が遅れるケースがとても多い状
況です。口内炎が治らない、粘膜に白い
できものがあるなど気になっておられ
る方は、この機会にぜひ受診ください。

①7月3日(日)
②令和5年2月19日（日）
夢サイトかほ
各日先着40名
500円 ※減免制度有
【締切】①6月8日(水)

②令和5年1月25日（水）
検診方法：問診・専門医による視触診

●問・申込／健康課 健康推進係
　☎42-7430

国道201号の八木山峠・烏尾峠では、
大雨などの異常気象時に土砂崩れ等
の災害が発生する恐れがあるため、連
続雨量が200ミリに達した場合、危険
箇所の通行止めを行っております。
大雨時には事前に国土交通省北九
州国道事務所のホームページで通
行止め・雨量などの道路情報を確認
してください。

●問／国土交通省 九州地方整備局 
北九州国道事務所 筑豊維持出張所
☎22-7942

▼今月の納税のお知らせ
今月は「市県民税（第1期）・国民健康
保険税（第1期）」の納期月です。6月
30日（木）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。

6月16日（木）　17時～19時
嘉麻市役所本庁舎（稲築）
税務課窓口

●問／税務課 徴税係　☎42-7423

嘉麻市教育委員会では、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響を受け、
給与収入などの大幅な減少や疾病
等による経済状況の変化が未だ改
善されず、奨学金貸付金の返還が困
難な方に令和４年度においても返還
の猶予を行います。
■猶予期間
令和４年４月～令和５年３月
（令和４年度返還分）
■申請期間 随時受付
■提出書類 奨学金返還猶予申請書
※返還猶予は返還期限を延期す
るもので、返還額を減額するもの
ではありません。

●問／〒820-0592 嘉麻市上臼井
446番地1（碓井庁舎１階）

　教育総務課 教育総務係
　☎62-5723（直通）

嘉麻 くらしの
お役立ち
情報発信

ホームページ Twitter

http://www.
qsr.mlit.go.jp/
kitakyu/

地方自治法第199条第9項の規定に
基づき、令和3年度定期監査の結果
を次のとおり公表します。
（令和4年3月17日）
嘉麻市監査委員：松岡 源太郎
嘉麻市監査委員：廣瀬 公彦

１.監査の概要
（１）監査の目的
定期監査は、地方自治法の規定に基
づき、市の事務や事業が、法令等に
従って適正に行われているか、経済
性、効率性、有効性は確保されている
か等について実施する監査です。
（２）監査の実施期間
【第Ⅰ期】令和3年9月21日（火）～
令和3年10月29日（金）

【第Ⅱ期】令和3年12月6日（月）～
令和4年1月31日（月）

（３）監査の対象部局等
【第Ⅰ期】防災対策課、土木課、教育総務
課、学校教育課、学校施設課、生涯学
習課、スポーツ推進課、会計課、碓井市
民地域振興課、山田市民地域振興課
【第Ⅱ期】環境課、産業振興課、農林振
興課、農業委員会事務局、住宅課、水
道局、嘉穂市民地域振興課、監査委員
事務局
（４）監査対象期間
【第Ⅰ期・第Ⅱ期】令和2年4月1日～
令和3年3月31日

（５）監査の方法

予算や事務事業の執行状況につい
て、提出を求めた調書並びに関係資
料に基づき予備監査を実施し、予備
監査により抽出した質疑・指摘事項に
ついて、質疑応答形式で意見、回答を
聴取しました。

２.全般的指摘事項
○公文書等の取扱いについて
起工伺や入札（随意）結果及び支出負
担行為決議書等において、決裁日や
施行日、添付書類の有無、監督職員の
要・不要等の記入漏れが多く見受けら
れた。記入が必要な箇所については
確実に記入すること。
起案文書において、文書の種類の記
載漏れ、記載誤りが多く見受けられ
た。嘉麻市公用文書式等規程を確認
し、正確に記載すること。
また、事柄を決定するにあたっては、
地方自治法や嘉麻市財務規則などの
根拠となる条文を記載し、より簡潔で
正確なものとされたい。
○随意契約について
随意契約とは、地方公共団体が競争
の方法によらないで、任意に特定の
者を選定し、その者を相手方として
売買、貸借、請負、その他の契約を締
結することをいう。
随意契約によることができる場合は、地
方自治法施行令第167条の2第1項に定
められており、過去の定期監査において
全般的指摘事項に記載し指導をお願
いしてきたが、全課で改善され、ほぼ統
一されてきている。
今後も契約事務を行う際は、地方自
治法や嘉麻市財務規則等を十分に

確認し適切に対応されたい。
また、嘉麻市財務規則第142条では、
法令により価格が定められている物
品を購入するとき等、見積書徴収の
省略が認められている場合や特別な
事情がある場合を除き、２人以上の
者から見積書を徴さなければならな
いと規定されている。平成30年4月1
日付、財務規則の一部改正で見積書
の徴収を1者とすることができる規
定が追加されたが、起工伺等におい
て改正前の条文のまま記載されてい
るものが散見された。
財務規則を確認のうえ、対象条文を
正しく理解され、所属長においては
正確な記述の指導を徹底されたい。 
○旅行命令簿並びに自家用車等によ
る公務旅行について
旅費とは、公務のために旅行する職員
に対し、旅行に要する経費として地方
公共団体から支給されるもので、嘉麻
市職員等の旅費に関する条例及び嘉
麻市職員等の旅費に関する規則にそ
の事務処理規定が定められている。
また、公務のための旅行に際し、公用
車を使用することが困難なときや通
常の公共交通機関を利用することが
効率的でないとき等における自家用
車等の使用については、嘉麻市職員
の自家用車等による公務旅行取扱規
程により、職員の公務旅行による自
家用車等の使用基準等が定められて
いる。
今回の定期監査では、旅行命令簿の
記載が不十分なものや決裁印の漏れ
等が散見されたほか、自家用車等指
定承認伺において旅行日現在の保険

契約の記載や承認のないもの等が見
受けられた。
各所管課においては、嘉麻市職員等
の旅費に関する条例及び嘉麻市職員
等の旅費に関する規則並びに嘉麻市
職員の自家用車等による公務旅行取
扱規程を正しく理解され、所属長に
おいては正確な記述の指導を徹底さ
れたい。
○時間外勤務命令簿について
時間外勤務命令簿は、時間外勤務手
当支給の根拠となるものであり、時間
外勤務命令を行うにあたっては、命
令権者はその業務内容を明確にする
とともに、人事係が示した記載要領
に基づく記載及び命令印の押印等、
正確に処理されたい。
今回の定期監査では、時間外勤務命
令簿をパソコン入力によりまとめて
作成したものが見受けられたほか、
時間外勤務における平日時間外、平
日深夜時間外、休日時間外、休日深夜
時間外、代休処理の時間外の記載に
おいて、誤認による記載誤り等が見
受けられ、時間外勤務手当の返還等
の事案が生じた。時間外勤務命令簿
は、事前に命令権者の決裁を受ける
とともに、勤務実績の記入について
は、人事係から示された「時間外勤務
手当割増加算等取扱いフロー図」を
各職員において十分理解することを
求めるほか、命令権者においては、
チェックを厳格に実施されることを
求める。
また、併せて、命令権者は、個々の職員
にとって過重勤務とならないよう時間
外命令を発するとともに、所管内にお
ける係員相互の協力を図る調整を行
うなど、配慮されるよう要望する。

人の動き 交通事故の動き令和4年4月末現在（　）内は前月比 令和4年4月末現在（　）内は前月比

■人 口

■世 帯

35,922

18,210

（－60）

（+1）

■男 性

■女 性

16,818

19,104

（－24）

（－36）

■発生件数（件）

■死 者 数（人）

38

1

（+11）

（+1）

■傷 者 数（人）53（+18）
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
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相談
日曜労働相談会

防犯カメラ設置に対する
補助について

令和4年度 国民健康
保険証の交付について

飯塚記念病院 一般市民＆
専門職向け研修会の案内

受講者募集

赤十字講習開催

令和4年度 調理師試験
の日程について

令和４年度
福岡県介護支援専門員
実務研修受講試験

試験・学習
令和4年度
自衛消防隊教育の
入校について(ご案内)

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

街頭犯罪の防止や子どもの安全確
保及び地域住民の不安解消を図る
ことを目的とした防犯カメラを設置
及び維持する事業者又は地域団体
に対し補助する制度です。
■対象者
事業者又は地域団体

■設置場所
不特定多数の者が出入りする場所

（県のガイドラインによる）
※個人の駐車場等は、対象になり
ません。

■補助額
事業者：上限５万円
地域団体：上限１０万円

※補助を受けるには設置場所等の
　審査があります。詳しい条件について
　は、下記までお問い合わせください。
●問／防災対策課 消防安全係
　☎42-7418

令和4年度国民健康保険証を令和4
年7月末までに郵送（簡易書留）にて
交付いたします。
なお、普通郵便での交付・窓口受取
を希望される方は、6月30日（木）17
時までにお電話又は窓口で被保険
者証の記号番号・世帯主名（窓口受
取の方は、受取支所名も一緒に）を
お知らせください。
※世帯単位での申出になります。個
人ごとの受付はしていませんので、
ご了承ください。また、窓口受取の開
始日は、7月20日（水）からとなりま
す。（旧保険証及び受取人を証明す
るもの、代理の場合は委任状を加え
てお持ちください。）
●問／市民課 国保年金係
　☎42-7426

賃金未払い、解雇、職場のパワハラ
など働く上での問題や悩み、疑問に
お答えします。相談無料・秘密厳守・
予約優先（予約なしも可）
※相談は電話、来所面談どちらでも

受けられます。
6月26日（日）
10時～18時（最終受付：17時半）
※相談内容により弁護士相談も連

携して行います。（15時～17時）
福岡県筑豊労働者支援事務所
（飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎
別館2階）

●問／福岡県筑豊労働者支援事務所
　☎22-1149

県内の各事業所等内で編成された
自衛消防隊及び自衛防災要員を対
象に、消防防災活動に必要な知識技
術を修得するための教育訓練が、福
岡県消防学校で実施されます。
詳しくは、飯塚地区消防本部ホーム
ページをご覧ください。
【第1回】 10月13日(木) （1日間）
(対象:原則として店舗、病院等の特
定防火対象物)
【第2回】 11月22日(火) （1日間）
(対象:原則として危険物施設又は
工場等の非特定防火対象物)
福岡県消防学校
(嘉麻市牛隈1794番地)
ホームページに掲載の「入校申込
書」(様式7)に必要事項を記入して、
次のいずれかによりお申込みくださ
い。入校申込みをされた事業所に
は、詳細事項を別途お知らせします。
■郵送の場合
〒820-0015 飯塚市菰田52番地1
飯塚地区消防本部 予防課宛

■持参の場合
飯塚市菰田52番地1
飯塚地区消防本部 予防課まで

※締切 【第1回】8月31日(水)
　　　 【第2回】9月30日(金)
事業所の種別(用途)により日程が
異なります。ご注意ください。

●問／飯塚地区消防本部予防課
☎22-7607（担当：野見山）

令和4年度 自衛官採用試験のご案内
①第2回自衛官候補生
（任期制隊員コース）
6月17日（金）まで受付
【学科WEB試験予定】
6月26日（日）～28日（火）予定（内1日）
【口述試験・身体検査】
7月2日（土）・3日（日）（内1日）

②第2回一般幹部候補生
1次（一般・技術）
6月16日（木）まで受付
【試験】6月25日（土）

【地域事務所説明会のご案内】
自衛隊福岡地方協力本部飯塚地域
事務所では、説明会を開催しており
ます。個別説明も可能です。詳細は、
お問合せください。
●問／自衛隊福岡地方協力本部
　飯塚地域事務所　☎22-4847

Inform
ation

ホームページ

講習会の詳細については
こちらからご確認ください

【令和4年度 福岡県障がい者ITサ
ポート養成講習会】
障がいのある方にパソコン等情報機
器の利用を支援するITサポート養成
講習会を開催します。

7月～8月（計5回）
10時半～15時半
福岡県総合福祉センター
(クローバープラザ内研修室)
春日市原町3-1-7
15人(定員になり次第締切)
①自宅にパソコンがあり現在使用
中の方

②4回以上の受講が可能で、受講
後パソコンボランティアとして登
録し活動が可能な方(スキルアッ
プ研修有)

無料

【令和4年度 福岡県盲ろう者通訳・介
助員養成研修会】
盲ろう者(視覚と聴覚及び音声又は
言語機能障害を重複して持つ障がい
者)のコミュニケーションと移動支
援のための通訳介助員を養成する
研修会を開催します。

6月～9月（計9回）
10時～16時
福岡県総合福祉センター
(クローバープラザ内研修室)
春日市原町3-1-7
20人(定員になり次第締切)
①7回以上の受講が可能で受講終
了後、通訳介助員として福岡県
盲ろう者通訳・介助員派遣事業
に登録し活動ができる者

②福岡県身体障害者福祉協会が
受講対象として認めた者並びに
手話、点訳、朗読及びガイドヘル
パー等に従事している者

無料
●申込・問／公益財団法人 福岡県

身体障害者福祉協会
（〒816-0804 春日市原町3-1-7 
福岡県総合福祉センター クロー
バープラザ内）
☎092-584-6067

（FAX）092-584-6070

10月９日（日）
①福岡大学
（福岡市城南区七隈8丁目19番1号）
②九州共立大学
（北九州市八幡西区自由ケ丘
1-8）

【受験申込期間】
6月２日（木）～7月１日（金）消印有効
【申込書配布期間】
6月１日（水）～7月１日（金）
※申込書の配布場所は、嘉麻市役所
高齢者介護課及び碓井支所・山田
支所・嘉穂支所の市民地域振興課
市民サービス係、県の各保健福祉

（環境）事務所、県庁高齢者地域包
括ケア推進課、北九州市の各区役
所及び出張所、福岡市の各区保健
福祉センター及び区出張所、各市町
村介護保険担当課、公益社団法人
福岡県介護支援専門員協会 等
※一人につき一冊とします。
受験申込要領は、6月上旬を目途に
（公社）福岡県介護支援専門員協
会ホームページに掲載されます。

（なお、郵送による入手方法につい
ては、問合せ先にご確認下さい）

●問／公益社団法人 福岡県介護支
援専門員協会（福岡市博多区博多
駅南2丁目9番30号）
☎092-431-4590

学校教育法第57条に規定する者
で、調理師法施行規則第４条に規
定する施設又は営業において2年
以上調理の業務に従事したもの。
10月29日（土）
13時半～15時半
会場未定（決まり次第、福岡県の
ホームページに掲載します。）

■願書配布期間及び受付期間
5月9日（月）～6月3日（金）

■配布場所
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
健康増進課

●問／
【願書提出先・試験に関すること】
公益社団法人調理技術技能センター
調理師試験担当
（〒103-0012  東京都中央区日本
橋堀留町2-8-5 JACCビル5階）
☎03-3667-1815　　

（FAX）03-3667-1868
【その他のこと】
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
健康増進課（飯塚市新立岩8番1号）
☎21-4815

身近な人を救うため、とっさの手当て
や日常生活での事故防止など、健康
安全に関する知識や技術を学べる講
習を開催します。詳しくは、日本赤十
字社福岡県支部にお問い合わせ、ま
たは日本赤十字社福岡県支部ホーム
ページをご覧ください。
■救急法／
日常生活における事故防止や救
命・応急手当など

■水上安全法／
水の事故から人命を守る救助方法
や応急手当

■健康生活支援講習／
健康増進の知識や高齢者に対する
役立つ介護技術など

■幼児安全法／
乳幼児に対する事故防止や応急手
当、看病の仕方など

■受験資格／
満１５歳以上

●申込・問／日本赤十字社福岡県支
部 事業課 講習普及係
☎092-523-1172
※平日：９時～17時半まで

7月9日（土） 13時～16時
のがみプレジデントホテル 4階
王朝・大和の間
100名程度

【基調講演①】
認知症とともに生きる
丹野 智文 氏（若年性認知症当事者）

【基調講演②】
トークセッション
丹野 智文 氏（若年性認知症当事者）
竹内 裕 氏

●問／飯塚記念病院 認知症医療セ
ンター
☎22-2316　（FAX）28-8109
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期や中止になる場合があります。事前にご確認ください。ご注意



7月のリズム体操

オストメイトのための
健康教室

ビギナーズ
トレーニング教室

楽しい多肉植物
寄せ植え講座（連続2回）

出張！
碓井地区公民館講座

第6４回サイエンスカフェ＠
九工大情報工学部

Inform
ation

催し・教室
リフレッシュヨガ教室

募集
令和4年度 税務職員
（高等学校卒業程度）募集

募集内容掲載中
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp

日本オストミー協会福岡県支部 筑豊
分会は、オストメイトを対象に、快適
な日常生活を過ごす為、その他の講
演会を催します。

7月2日(土)13時～（2時間程度）
サンアビリティーズ飯塚 研修室
(JR新飯塚駅裏 歴史資料館隣)
飯塚市柏の森956-4
飯塚市立病院 認定看護師
大里 昌美 氏　
無料　　不要

●問・主催／日本オストミー協会福岡県
支部 鈴木 修六　☎080-1215-1021

エアロビなどの有酸素運動
【火曜コース】

7月12日・26日 14時～15時
稲築体育館

【木曜コース】
7月14日・21日 14時～15時
嘉穂総合体育館
※以下、各コース共通事項
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）
各コース30名程度
※応募多数の場合は抽選
6月17日（金）まで受付　　  無料
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

心と身体のバランスを整え、ヨガでリ
ラックス、ストレス解消してみませんか？

7月14日（木）、7月21日（木）、
7月28日（木）　19時～20時半
嘉穂総合体育館 サブアリーナ
※研修室にて無料託児あり
（18時45分～20時45分）
6月1日（水）～6月20日（月）まで受付
20名程度（先着順）
※定員になり次第受付終了
嘉麻市内在住または在勤・在学の
18歳以上の女性 ※基本的に全日
程参加できる方
無料　　井出 由紀 氏
動きやすい服装、ヨガマット、飲み物
※ヨガマットをお持ちではない人は
バスタオルを持参してください。

●申込・問／スポーツ推進課（碓井
総合支所内）　☎62-5730
※受付時間（8時半～17時 土日祝
不可）

筋トレを始めたいけど器具の使い方
がわからないなどの悩みをトレーニ
ング教室で解決してみませんか？

7月5日（火）、7月12日（火）、7月19日
（火）、7月26日（火）　19時～20時半
嘉穂総合体育館 トレーニング室　
※研修室にて無料託児あり
（18時45分～20時45分）
6月1日（水）～6月20日（月）まで受付
10名（先着順）
※定員になり次第受付終了
嘉麻市内在住または在勤・在学の
18歳以上の女性 ※基本的に全日
程参加できる方
無料　　 小路 初 氏
動きやすい服装、室内シューズ、タ
オル、飲み物

●申込・問／スポーツ推進課（碓井
総合支所内）　☎62-5730

　※受付時間（8時半～17時 土日祝
不可）

碓井地区公民館では、多肉植物の寄
せ植え講座を行います。コロナ禍で
いつの間にかストレスがたまりがち
に。プクプクかわいい多肉植物に癒さ
れましょう。
１回目：オリジナルプランター作り
２回目：多肉植物の寄せ植え
１回目：6月19日（日）9時半～11時半
２回目：6月26日（日）９時半～11時半
碓井地区公民館
（下臼井1050番地19）
材料費2,000円（2回分合計）

●問／碓井地区公民館　☎62-5687
主催：嘉麻市教育委員会・碓井地
区公民館

（1）令和４年４月１日において高等
学校又は中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して３年を経
過していない者（平成31年４月１日
以降に卒業した者が該当します。）
及び令和５年３月までに高等学校
又は中等教育学校を卒業する見
込みの者。
（2）人事院が（1）に掲げる者に準
ずると認める者
6月20日(月)9時～
6月29日(水) [受信有効]
※受験案内を確認し、申込みは、
インターネットにより行ってくだ
さい。

【第１次試験】９月４日(日)
【第２次試験】10月12日(水)～10
月21日(金)のうち第１次試験合格
通知書で指定する日時

■ 試験の程度
高等学校卒業程度

●問／問合せの内容により、人事院
人材局試験課又は福岡国税局人
事第二課試験研修係に御連絡く
ださい。
①インターネット申込みに関して
人事院人材局 試験課
☎（03）3581-5311（内線2333）

②その他試験に関して
福岡国税局 人事第二課 試験研
修係
☎（092）411-0031（内線2432）

碓井地区公民館では、ご希望に応じ
皆さんの地域の自治公民館で、出前
講座を行います。

○みそ玉作り　○防災講座

○ホウ酸だんご作り　など
地域の皆さん、一緒にやってみましょ
う！ お電話お待ちしております。
●問／碓井地区公民館　☎62-5687

主催：嘉麻市教育委員会・碓井地
区公民館

サイエンスカフェとは、一般の方々と
科学者とが、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とおして科学へ
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。
【テーマ】半導体が世界を変える！ 
【ゲスト】新海 聡子 准教授
（大学院情報工学研究院 物理情
報工学研究系）
６月３日（金）　18時～19時半
九州工業大学 情報工学部
オンライン（Zoom）
100名程度
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.kyute
ch.ac.jp/pr/sciencecafe

広報嘉麻2022年3月号に同封
の「ごみ収集日程表（稲築地
区）」に一部誤りがございまし
た。謹んでお詫び申し上げます
とともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。
「ご注意」の本文2行目
誤：1/1～1/4を除く祝日・お盆

も収集します。
正：1/1～1/3を除く祝日・お盆

も収集します。

お詫びと訂正
ごみ収集日程表（稲築地区）の

記載誤りについて

時日時 場場所 内内容 対対象 定定員 資資格 料料金 持持ち物 期期日・期間 申申込 備備考アイコンの説明

国 民 年 金 からのお知らせ
kok um i n n e n k i n k a r a n o o s h i r a s e

老後に、より多くの年金を受けたいと考えている人のた
めに、付加年金制度があります。付加保険料を納付でき
るのは、第1号被保険者で定額の保険料を納付している
人又は任意加入被保険者です。
※一部免除を含め保険料の免除を受けている人及び国民
年金基金の加入員は付加保険料の納付はできません。

付加保険料は、定額の保険料（令和4年度は
16,590円）に月額400円を合わせて納める
と、老齢基礎年金に付加年金（200円×付加保
険料納付月数）を上乗せして受け取ることが
できます。

付加保険料の納付を希望する場合は届け出が必要で
すので、市民課 国保年金係（本庁舎）又は各庁舎市民
地域振興課 市民サービス係までお越しください。

出張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。

※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。
※直方年金事務所でのご相談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。

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。

・ 本人確認ができるもの（免許証等）
・ マイナンバーがわかるもの　・ 年金手帳

申請に必要なもの

●問／直方年金事務所 ☎0949-22-0891
　　　市民課 国保年金係 ☎42-7426

●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）

嘉麻市役所
本庁舎 会議室

田川青少年
文化ホール

飯塚市立岩
交流センター

川崎町総合福祉センター

6月  9日（木）
7月14日（木）
6月  2日（木）
7月  7日（木）
6月23日（木）
7月28日（木）
6月  7日（火）
6月14日（火）
6月28日（火）
7月  5日（火）
7月12日（火）
7月26日（火）

10時～12時
13時～16時

開設場所 日程 時間

出張年金相談は予約制です老齢基礎年金の額を増やしたい人へ
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期や中止になる場合があります。事前にご確認ください。ご注意
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