
防災対策課
防災係 ☎42-7417
消防安全係 ☎42-7418

●問／飯塚地区消防本部 予防課 ☎22-7607
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自転車のヘルメット着用義務化ご存知ですか？
道路交通法改正により、令和5年4月より全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されます。
交通時の被害軽減をする上で、頭部を守ることが重要です。ヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう。

今回、防災マップ（ハザードマップ）の更新を行いました。今回の改訂は、市内に流れる中小河川（山田川、千手川、芥田川）の浸水
想定が示されたことに伴い、従来の地図にその内容を反映させたものです。土砂災害警戒区域についても、指定の追加・解除さ
れたものを反映しています。また、従来の地図は市内12地区に分けて作成していましたが、今回地図の一部統合を行い7地区に
分けて作成しました。お住まいが該当する地区のマップを本誌（広報嘉麻3月号）に同封していますので、ご活用ください。また、
防災マップの冊子の内容に変更はありません。
【今回の作成した地図の地区割り】「稲築」、「上山田・下山田」、「熊ヶ畑」、「碓井」、「牛隈・大隈」、「足白・宮野」、「千手・泉河内」

河川がはん濫した時に家屋の倒壊・流出をもたらすような激しい流れが発生する恐れがある区域です。
この区域にお住まいの方は、早期の立退き避難が必要です。

はん濫した洪水の流速が早く、家
屋が倒壊するおそれのある区域

洪水時に河岸が削られて、家屋
が倒壊するおそれのある区域

【自転車乗車中死者の人身損傷主部位】
自転車事故で亡くなる方の約6割が頭部に致命傷を
負っています。大人も子どもも頭部の保護が重要です。
【ヘルメット着用状況別の致死率】
非着用の場合、着用時に比べ自転車事故における致死
率が約2倍に高まります。

【ヘルメットの正しい着用方法】
■頭のサイズに合ったものを選ぶ
■先端はまゆ毛の上辺あたりに
　合わせて水平にする
■あごひもは指が1～2本入る
　程度に調整する

古い消火器、自宅で眠っていませんか？

嘉麻市防災マップ（最新版地図）の各戸配布について
地図を最新版に取り替え、ご活用ください!

古くなった消火器は、いざという時に使えなかったり、そのまま放置していると事故につながったりする場合があります。住宅用
消火器の寿命は5年です。一般のごみとして処分できません。事故を避けるため、次のいずれかの方法により廃棄してください。

❶消火器リサイクル推進センターでリサイクル窓口を検索して依頼する
ホームページから回収対応可能な業者を検索することができます。回収費
用や回収方法などがそれぞれ異なりますので、依頼する前に業者へ必ず
電話にてご確認ください。
HP https://www.ferpc.jp/accept/
☎03-5829-6773（受付9～17時）※土日祝日、12～13時を除く

❷ゆうパックによる回収
エコサイクルセンターに、ゆうパックによる回収を依頼できます。
詳しくは電話またはホームページでご確認ください。
HP https://www.ferecycle.jp/
☎0120-82-2306（受付10～17時）※土日祝日、12～13時を除く

❸ホームセンター等の消火器販売店による回収
市内の消火器販売店では、有料で回収する店や新品の消火器を購入する
と古い分を回収する店などがあります。詳しくは各販売店へ直接ご確認く
ださい。
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一般のごみとして
処分できませんので
ご注意ください!

「お出かけは マスク戸締り 火の用心」
消防団が各管区内の巡回を行います。

防災マップの見方は、下の凡例を参考に確認してください。

■家屋倒壊等はん濫想定区域

土砂災害のおそれがある区域を「土砂災害警戒区域（イエローゾー
ン）」、その中でもさらに著しい危害が生じるおそれのある区域を「土砂
災害特別警戒区域（レッドゾーン）」に指定しています。

■土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

防災マップには、大雨で水があふれたときに想定される水深を色別に表示し
ています。自分の家がどの程度浸水するか確認し、安全対策を行いましょう。

最上階も浸水するおそれがあることか
ら、早期の立退き避難が必要です!

床上浸水が想定されることから、屋外避
難を行ってください!
※浸水時に想定される状況を踏まえ、屋内
　で安全確保を行うことも判断してください

床下浸水が想定されることから、屋内で
安全確保を行い、必要に応じて屋外へ避
難してください!
※水深が0.5mを超えると大人でも避難が
　非常に困難になるので早めに避難!

■洪水浸水深の目安と避難行動

●洪水浸水想定区域（凡例）
5.0m～10.0m未満 5.0m

3.0m

0.5m

3.0m～5.0m未満

0.5m～3.0m未満

0.5m未満

●家屋倒壊等はん濫想定区域（凡例）

はん濫流 河岸侵食

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、生
命または身体に危害が生じるおそれがあ
ると認められる地区であり、危険の周知
や警戒避難の必要がある区域です。

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発生した場合
に、建物に損害が生じ、生命または
身体に著しい危害が生じるおそれが
あると認められる区域です。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

大雨・洪水災害

土砂災害

令和5年春の火災
予防運動を実施!

消火器の寿命は業務用は8～10年、
住宅用は5年です!

業務用
住宅用

自分の住んでいる地区を
しっかり確認しましょう!
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嘉麻・飯塚・桂川の出火原因の多くは
たき火、ごみ焼きなどの火入れです!

救急車の適正利用をお願いします
その要件、本当に救急車を呼ぶ必要がありますか?

過去に自宅の庭先でごみなどを焼却中に燃え広がり、家屋や山林の火災になってしまった事
例があります。ごみなどを焼く「野外焼却」は廃棄物処理法で原則禁止されています。

近年、軽い症状でも救急車を利用する人が増え、社会問題になっています。一
人ひとりが119番通報する前に、これは緊急か緊急でないか、救急車が本当に
必要か考えてみましょう。救急車を本当に必要とする人のために、みなさんの
ご理解とご協力をお願いします。

飯塚消防署 ☎22-7602
片島分署　 ☎23-2211
嘉麻分署　 ☎57-0399
桂川分署　 ☎65-0321

令和5年春季火災予防運動が実施されます！ 
実施期間：3月1日（水）～3月7日（火）

空気が乾燥しています! 火の取り扱いには十分注意してください!

これって
緊急かな?

「こんな症状で救急車を呼んでいいのかな？」
「具合が悪いけど、すぐに病院に行くべきかな？」
「今受診できる医療機関はどこなのかな？」こんな時は

「これって救急車を呼んだ方がいいのかな？」
迷った時はこちらに電話を!

相談員から適切な意見を聞けます。
♯7119に電話をしましょう!

救
急
車
を
呼
ぶ
前
に
考
え
ま
し
ょ
う
!

平成30年

火災件数
72件中
23件

31.9% 28.2% 21.0% 20.0% 26.7%

火災件数
78件中
22件

火災件数
57件中
12件

火災件数
60件中
12件

火災件数
90件中
24件

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

野外焼却は法律で
原則禁止されています!たき火、ごみ焼きなどが原因の火事の件数

令和5年度
狂犬病予防注射会場・日時

●問／ 環境課 環境衛生係　☎42-7428

接種会場には、３月下旬に市役所から送られてくる問診票を、忘れずにご持参ください。

泉河内公民館
九郎原公民館
笹原公民館
昭嘉公民館
平山公民館
飯田区民センター
熊本集会所
碓井地区公民館（人権啓発
センターあかつき横）
嘉麻市役所 碓井総合支所
出川公民館
西郷公民館
牛隈交通公園
牛隈北区集会所
下牛隈公民館
裏駐車場
上牛隈公民館
嘉麻市役所 嘉穂総合支所
上西郷中村集会所
芥田西公民館
一丁五反集会所
千手いこいの家
大力公民館

嘉穂
嘉穂
碓井
碓井
碓井
碓井
碓井

碓井

碓井
碓井
碓井
嘉穂
嘉穂

嘉穂

嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂

   9：15～ 9：20
9：35～ 9：45
9：50～ 9：55

10：00～10：05
10：10～10：20
10：25～10：30
10：35～10：40

10：45～10：55

11：00～11：10
11：15～11：20
11：25～11：30
11：40～11：50
13：00～13：05

13：10～13：15

13：25～13：35
13：40～13：50
13：55～14：05
14：10～14：15
14：20～14：25
14：30～14：40
14：45～14：50

5分
10分
 5分
5分

10分
5分
5分

10分

10分
5分
5分

10分
5分

 5分

10分
10分
10分
5分
5分

10分
5分

時　間注射会場 所要
時間

4
月
10
日（
月
）

飼犬は、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けなけ
ればなりません。(注射は動物病院でも受けられます)
■会場での事故防止のため、必ず犬をコントロールできる人
　が、犬の首輪をややきつめ（指が1から2本入るくらい）にし
　連れてきてください。
■下痢や吐き気、咳の症状がある犬や、高齢で体調が万全で
　ない犬などは動物病院で受診してください。
■犬の死亡や飼い主の死亡・変更、転入の場合は、届出が必要
　です。
■飼い犬のフンは、飼い主が責任をもって必ず持ち帰ってくだ
　さい。

【新型コロナウイルス感染症対策について】
 狂犬病予防注射会場においては、マスクの着用および会場に
設置している消毒液による消毒をお願いします。また、咳や発
熱などの症状がある際は、参加を自粛し、後日、動物病院での
接種をお願いします。

すでに犬の登録をしている方は
(狂犬病予防注射料) 3,150円

新たに犬を飼育しようとしている方は
(新規登録料 ＋ 狂犬病予防注射料)
3,000円 ＋ 3,150円 = 6,150円

新規
登録

※現金のみの
　取り扱いとなります。

桑野公民館
宮野公民館
上区公民館
足白公民館
椎木教育集会所
上大隈区公民館
中益公民館
才田日吉公民館
漆生南部公民館
漆生本村公民館
漆生中央公民館
東岩崎集会所
口春公民館
樋渡公民館
山野第一公民館
山野第二公民館
新山野集会所
嘉麻市役所 本庁舎

嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
嘉穂
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築

9：20～ 9：25
9：35～ 9：45
9：50～10：00
10：10～10：25
10：35～10：45
10：50～10：55
11：00～11：05
11：20～11：25
11：30～11：55
13：00～13：05
13：10～13：15
13：20～13：25
13：35～13：50
14：05～14：15
14：25～14：35
14：40～14：50
15：00～15：05
15：10～15：25

5分
10分
10分
15分
10分
5分
5分
5分

25分
5分
5分
5分
15分
10分
10分
10分
5分
15分

時　間注射会場 所要
時間

4
月
18
日（
火
）

10分
5分

10分
5分

10分
10分
5分

10分
5分
15分
5分
5分
15分
10分
15分
5分

10分
10分
5分

稲築下鴨生駅前広場
鴨生北町集会所
鴨生町公民館
鴨生第一公民館
枝坂公民館
下平公民館
銭代坊公民館
平東公民館
新原集会所
長野集会所
石ヶ崎集会所
中央集会所
嘉麻市役所 山田総合支所
尾浦児童遊園
熊ヶ畑公民館
筑紫集会所
木城集会所
猪ノ鼻集会所
山田市民センター

  9：10～ 9：20
  9：25～ 9：30
  9：35～ 9：45
  9：50～ 9：55
10：00～10：10
10：20～10：30
10：40～10：45
10：55～11：05
11：15～11：20
11：25～11：40
13：00～13：05
13：15～13：20
13：25～13：40
13：50～14：00
14：10～14：25
14：35～14：40
14：45～14：55
15：05～15：15
15：20～15：25

稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
稲築
山田
山田
山田
山田
山田
山田
山田
山田
山田
山田
山田

時　間 所要
時間注射会場

4
月
13
日（
木
）
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私たち一人ひとりが
できる取り組み

こんなことも
SDGs!

■栄養バランスのとれた食事をとって、自分の健康
　を維持する。
■食材を買う時はメモなどを用意して必要なものだ
　け買う。
■手洗いやうがいを習慣にして、感染症から身を守る。
■電気をつけっぱなしにせず、スイッチをこまめに　
　切って節電する。
■トイレの水の流しすぎや、お風呂のシャワーの使
　いすぎをやめる。
■買い物のときはマイバッグなどを使う。
■飲み物はマイボトルに入れ、ペットボトルのごみを
　増やさない。

エス・ディー・ジーズ

みんなで
考えよう!

～持続可能な開発目標～

【個人や家庭で取り組めること】
■いじめや差別をしない、させない。
■徒歩や自転車などで通勤や通学をする。
■水道やトイレの水の流しすぎに注意する。
■不要な照明は消して、エアコンの温度を管理する。
■デジタル技術を活用して、ペーパーレス化を進める。
■地域の祭りやイベントを開催して、住民の交流を深める。
■地域にある貴重な生き物の生息場所を手入れするな
　ど、自然保護を行う。
■SDGsに関する研修会やボランティア活動に参加してみる。
■地域の防犯活動や防災活動、美化活動に積極的に参
　加する。

【学校や職場で取り組めること】

17の
目標

貧困をなくそう 飢餓をゼロに すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育を
みんなに

ジェンダー平等を
実現しよう

安全な水と
トイレを世界中に

エネルギーをみんな
に、そしてクリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と技術革新の
基盤をつくろう

人や国の不平等を
なくそう

住み続けられる
まちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナーシップで
目標を達成しよう

ＳＤＧｓってなんだろう？
　最近よく聞くSDGs（持続可能な開発目標／エス・ディー・ジーズ）。SDGsにつ

いて、聞いたことはある、ある程度は知っている。だけど、規模が大きすぎて、持

続可能な取組がよくわからない…と思っている人が多いのではないでしょうか。

　SDGsとは、2030年までに、世界が直面しているさまざまな問題に対して

取り組む持続可能な開発目標です。17のゴール・169のターゲットから構成

され、地球上のあらゆる貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対

処しながら、「誰一人取り残さない」世界を目指しています。発展途上国のみ

ならず、日本も積極的に取り組んでいます。

世界はさまざまな
「待ったなしの問題」ばかり
　今、世界ではさまざまな待ったなしの問題に直面しています。感染症のパン

デミック（世界的大流行）や紛争による多くの死傷者や難民、発展途上国の貧

困や同じ国内での経済格差、女性の活躍をさまたげる有形無形の差別、海洋

汚染や森林破壊、二酸化炭素（CO2）の増加による地球温暖化など――。こうし

た問題を放置し続けたら、私たちの未来は、どうなってしまうのでしょうか。

　地球環境を守るため、そして私たちや子どもたちの未来のために、みんな

が問題の解決に向けて行動を起こさなければなりません。

ＳＤＧｓは世界みんなの共通目標
　直面するさまざまな問題に対し、世界が一丸となって取り組むための目標

がSDGsです。今後、私たちは、世界中の人々と協力し、これらの目標を2030

年までに達成できるよう取り組んでいくことになります。あなたは何か

SDGsに役立つことに取り組んでいますか。みんなで知って、みんなで考え

て、みんなが暮らす地域や日常生活にもあてはまる身近な問題としてとらえ、

少しずつでも、できることからはじめてみませんか。



おすすめの本

■一般図書「民具のデザイン図鑑」
　武蔵野美術大学民俗資料室／編集　加藤 幸治／監修
　（誠文堂新光社）
暮らしの知恵から生み出される
「民具」。その造形には、人々の祈
りが込められています。そんな民
具の魅力を、デザインの面から読
み解く１冊。どこか懐かしく感じ
る民具の世界をご堪能ください。

絵を描くのが大好きなきつね。で
も、やまねこから「だっせぇ」って
言われちゃった。みんなが驚くよ
うな絵を描くために、「すごいも
の」を探すきつねでしたが…。き
つねが見つけた「すごいもの」
に、じんわりと心が温かくなる物
語です。

■児童図書「それで、いい!」
　礒 みゆき／作　はた こうしろう／絵（ポプラ社）

図書館からのお知らせ
図書館定例イベント

■おはなし会（乳幼児向け）
【稲築】3月1日（水）10：40～
【山田】3月12日（日）11：00～
【嘉穂】3月17日（金）10：30～
【碓井】3月26日（日）11：00～

■おはなし会（児童向け）
【山田】3月4日（土）14：00～
【碓井】3月11日（土）11：00～
【稲築】3月18日（土）13：30～
【嘉穂】3月25日（土）13：30～

●問／嘉穂図書館
　　　☎57-3610

図書館ではさまざまなイベントが行われているこ
とをご存じですか? 図書館＝静かに本を読むだけ
ではないんです。ボードゲーム、科学イベント、大人
の工作会に落語などなど…。「図書館でこんなこと
やってるの!?」と思わず口にしてしまうような、いろ
んな世代が楽しめるイベントを多数準備していま
す。「あの時行っておけばよかった…」そう後悔する
前に! ぜひ図書館へ足を運んでみてください。イベ
ント情報はHPやFacebookなどで順次公開予定
ですので、こちらも合わせてチェックしてくださ
い♪ 皆様のご来館を心よりお待ちしています。

※新型コロナウイルスの影響により、イベントの定員数の制限
や行事の中止など、変更になる可能性があります。詳しくは嘉
穂図書館（☎57-3610）までお問い合わせください。

嘉麻市上臼井767　TEL：62-5173　FAX：62-5171

学校や施設・団体向けに「出かける美術館」の受付を
行っています。美術館に出かけて、作品鑑賞やスタッフ
体験。美術館から出かけて行って、アートカードを使用
した鑑賞ゲームや制作活動などを行います。その他に
もアートや芸術を身近に感じる活動の支援を行いま
す。時期や内容など、まずは、お気軽にご相談ください。

出かける美術館のご案内
嘉麻市立 織田廣喜美術館

ようこそ、オダビへ。

1日（水）、2日（木）、3日（金）、6日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）3月の休館日

嘉麻市立図書館
公式ホームページ

Facebook

HPはコチラ

ひと味違う図書館を体験してみませんか？

教育通信 私たちの
学校をご紹介!

大好きな
嘉麻市

「確かな学力を身につけ、美しい心を持ち、活
力ある子どもの育成」を教育目標に掲げる本
校では、算数科で学期に1度、どの学年でも重
点単元を決め、一人ひとりに応じた分割授業
を行っています。また、地域の「ひと・もの・こ
と」にスポットを当て、校外学習を行い、ふる
さとの良さを体感するふるさと学習に力を入
れています。来年度からコミュニティスクール
を導入し、さらに安心・安全で、地域と共にあ
る学校作りを目指します。

嘉穂小学校
今月の学校紹介

今年度は、授業の研究テーマを「算数科にお
ける学びの基礎を身につけた児童の育成」
とし、算数科の学習において、自分の考えを
書いたり、発表したりする力を高める指導を
進めています。また、学校生活では相手を思
いやる言葉遣い「ふわふわ言葉」ができる環
境づくりに努めています。そのための取組
「心ほかほかにっこり週間～牛隈小学校をふ
わふわことばいっぱいにしよう～」を児童か
らの発信を大切にしながら行っています。

牛隈小学校
今月の学校紹介

フレッシュ先生うちの
学校の

元気に
がんばります!

こんなことをがんばりました!

小学生の時に担任
だった、子どもたちの
ことをしっかりとみる
先生に憧れて教師に
なりました。私もそん
な教師になれるよう
にがんばります!

元気いっぱいで困っ
ている子がいたら助
け合う、そんな嘉穂
小の子どもたちと共
にいつまでもフレッ
シュな気持ちを忘れ
ずがんばります!

牛隈小は全学年皆仲が良いところ
が印象的です。私が担任のクラス
は元気がよく、どうやったらもっと
よくなるか考えていて、私も子ども
たちに色々なことを日々教えても
らっています。これからも子どもた
ちと共に成長していきたいです。

うちの学校の
ココが好き!
目標を達成するためにみ
んなでがんばっていると
ころが嘉穂小のいいとこ
ろです。運動会の時もか
けっこやリレーなど授業
以外に昼休みも使ってが
んばりました。

相手を思いやる言葉を

沢山貼り付けた

ふわふわ言葉の木!

　

髙﨑 友佳先生
3年2組担任
たかさき ゆか

林田 真依先生
1年2組担任
はやしだ まい
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2学期はふわふわ言葉が学
校中に広がるように活動し
ました。また、今年6年生は
自分たちでお祭りも計画し
て、1・2年生を招待しまし
た。楽しかったです。

6年生の皆さん▶

計
画
委
員
長

伊
藤 

光
桜
さ
ん

い
と
う　

み
は
る

USHIKUMA CUP（ミニ運動会）を開催しました!

りんご園の見学をさせてもらいました!

嘉麻市が誇るりんごのことをたくさん

知ることができました♪

図書館でお仕事体験♪
嘉
麻
市
役
所

防
災
課
の
見
学
を

す
る
4
年
生
♪

名物先生うちの
学校の

みんな
大好き!
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【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

４月から小学1年生になるお子様の医療証について

に関するお知らせ
子育て

子ども医療費の助成対象年齢を、令和5年1月1日受診分か
ら入院、入院外ともに18歳到達の年度末まで拡大しました。
新たに子ども医療の対象となる方には申請書を送付してい
ます。まだ申請がお済みでない方は対象となるお子様の健
康保険証をご準備の上、手続きをお願いします。
【拡大対象年齢】
16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末のお子様
※適用日は申請月の1日からとなります。
※保険診療外（入院時の食事代等）は、助成の対象となりません。
※県外の医療機関等では「医療証」が使えませんので、支払い
　後に領収書等をご準備の上、市民課国保年金係、又は各総
　合庁舎の市民サービス係で払い戻しの申請をしてください。
●問／市民課 国保年金係　☎42-7426

子ども医療費助成制度の対象年齢を拡大しました

令和５年度 就学援助制度について

嘉麻市では、嘉麻市立小・中・義務教育学校及び福岡県立中
学校・中等教育学校前期課程に在学する児童・生徒で、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
助する制度を設けています。希望する方は、下記により申請
して下さい。
■審査を行いますので、申請した方全員が必ず受けられる
　とは限りません。
■令和4年度就学援助認定されている方も、申請が必要です。
■1・2月に新入学学用品費の前倒し支給の申請をした方は、
　今回の就学援助申請を再度していただく必要はありません。
【申請受付期間】3月1日（水）～4月28日（金）8：30～17：00
※ただし土・日曜、祝日は除く。上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、4月分から
　の支給となります。
■上記期間以降も随時受け付けますが、認定となれば、申請
　した日の翌月分からの支給となります。
【申請受付場所】以下のいずれかの窓口に申請ください
■碓井総合支所 学校教育課 教務係　■本庁舎 市民課 市民係
■各支所 市民サービス課 市民サービス係
【申請に必要な物】
❶令和5年度 就学援助費受給申請書（学校より配布の申請
　書をあらかじめ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できます。市ホームページよりダウ
　ンロードも可能です。）
❷振り込み用の通帳（保護者名義の口座）※学用品費等が口
　座振り込みになりますので、通帳をご持参下さい。
❸印かん（認印）※申請者と振込口座名義人が違う場合。
【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。
■世帯構成及び令和5年度（令和4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ので、収入申
　告は確定申告期間までに必ず済ませて下さい（18歳以上
　の方全員が対象）。
■令和5年1月1日現在、嘉麻市に住所のない世帯の方は『令
　和5年度所得課税証明書（18歳以上の方全員が対象）』が
　必要ですので、6月に入ったら、収入申告をした市町村（令
　和5年1月1日の住民登録地）で取得し、6月９日（金）まで
　に申請された窓口へ提出してください。
■認定結果については、6月中旬頃に郵送し、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。
●問／学校教育課 教務係（碓井総合支所1階）
　　　☎62-5726

家庭教育支援事業

【ミニプレーパーク】
子どもの“やりたい気持ち”を大切にしながら、自由に遊ぶ場。
今回は申込み制です。
■日時／3月19日（日） ❶9：00～10：00
　❷10：00～11：00  ❸11：00～12：00
■場所／嘉穂生涯学習センター
　　　　夢サイトかほ 裏庭
■申込期間／3月1日（水）～3月15日（水）
■申込方法／電話・メール・FAXで
　❶講座名  ❷氏名  ❸日中連絡の取れる電話番号
　❹希望時間 をお伝えください。
【のびのびプレーパーク】
“子どもの頃にいろんな体験をしてほしい”
“ついつい『ダメダメ』『あぶない』と言ってしまう”
そんな時は、ぜひ遊びに来てください！
子どもの“やりたい”を見守る場、いつ来ていつ帰ってもOK。
■日時／3月24日（金）9：30～12：00
■場所／碓井地区公民館 裏庭
●申・問／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
　中止になる場合があります。

H
P

子育て支援センターよりお知らせ
3月

※教室や活動が中止になる可能性もありますのでご了承ください。

 たかき　 せいじ
髙木 清司ちゃん

令和3年1月12日生まれ
大好きなみかんをいーっぱ
い食べたよ!!

山野／2歳／男の子

なかやま  あおい
中山 蒼唯ちゃん

令和元年12月15日生まれ
わーい♪ おとしだま♪

口春／3歳／女の子

なかやま   なお
中山 七緒ちゃん

令和4年6月17日生まれ
わーい♪ おとしだま♪

口春／8か月／女の子

 いしだ　  ゆあ
石田 結愛ちゃん

令和4年3月1日生まれ
初正月楽しかったよ～♪

鴨生／1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。

※一部読み込め
ない機種もあり

メ
ー
ル
応
募

【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。

今月のお題

Kids
snap

次（5月号）のお題

びっくり顔

5月号掲載の締め切り

3月14日（火）
締切

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

お正月の思い出

【 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。
■たんぽぽ広場 10：30～11：30
     3日（金）発育測定・おひなさま作り
　　　　   かわいらしい“つるしびな”を作りましょう!
     7日（火）3月の製作
　　　　   親子で楽しく製作をしましょう。
   14日（火）思い出帳　表紙づくり
　　　　   3月の手型とり、表紙づくりをしましょう!
   17日（金）ぽかぽかお話会(場所：夢サイトかほ)
　　　　　お話会に参加しましょう!
   28日（火）リフレッシュタイムしませんか?
　　　　   子育てのことなど話をしてリフレッシュしましょう♪
■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

【 嘉麻市地域子育て支援センター 】 ☎83-5263
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
ご確認をお願いします。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（就学前まで）
    2日（木）ヤクルトさんによる腸活のお話　申込締切 3／1(水)
　9日(木)ねんどで手がたをつくろう　申込締切 3／7(火)
   16日（木）助産師とママとのリラックスタイム　
　　　　   申込締切 3／14(火)
   24日（金）ねんどで手がたをつくろう　申込締切 3／22(水)
■3月7日(火)は発育測定の後にお話し会をします。
■ホッとサロン開放日 月～金曜 9：00～12：00
　13：00～16：30（教室開催日は14：00～16：30）
※毎週火曜日は身体測定をしています

【 あけみ子育て支援センター 】 ☎52-1000
■みんなの広場 10：30～12：00
    1日（水）おひな様制作
    6日（月）劇団バク「3匹のこぶた」10：30～
　　　　  みんなで観劇しましょう!
    8日（水）アルバムを作ろう
    22日（水）ヨガ教室・お楽しみ会
■保育施設開放・園庭開放 月～土曜 10：00～15：00（随時）
　※利用を希望される方はお問い合わせください。
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嘉穂隣保館・うすい人権啓発センターあかつき
各種教室生を募集しています！

■ふるさと交流館 なつきの湯 （鴨生24番地10）
　・回数券販売キャンペーン 3月18日（土）～23日（木）
　・季節の湯（さくらの湯） 3月26日（日） ※終日開催
　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（さくらの湯） 3月27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）
　・回数券販売キャンペーン 3月18日（土）～24日（金）
　・季節の湯（さくらの湯） 3月26日（日） ※終日開催
　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（さくらの湯） 3月28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

3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。

隣保館では、部落問題をはじめとするあらゆる差別の解
消、様々な人権問題の解決のための取り組みを行っていま
す。その一環として、市民の皆さんが楽しく学びながら互い
に交流し、人権について考えていただく場として各種教室
を開催します。希望する方は下記までお申し込みください。
※申し込み多数の場合は抽選により教室生を決定します。
※新型コロナウイルス感染症の状況などにより開催期日
　などの変更、延期または中止になる場合があります。

■申込期間／３月1日（水）～24日（金）（8：30～17：00受付）
■申込方法／各施設に来館または電話でお申し込みください。
　※うすい人権啓発センターあかつきは改修工事で休館中の
　　ため、電話でお申し込みください。
■申込・問／
　【嘉穂隣保館】大隈町722番地 ☎57-0032
　【うすい人権啓発センターあかつき】
　下臼井1012番地2 ☎62-3337

ハローワークの求人情報は、嘉穂隣保
館、うすい人権啓発センターあかつき
に備えていますので、必要な方は、お問
い合わせください。なお、ハローワーク
のホームページ上では情報が随時更
新されていますので、最新の情報をい
つでも見ることができます。
●嘉穂隣保館　☎57-0032
●うすい人権啓発センターあかつき　
　☎62-3337

教室名
第1・2・3火曜日
第2・4木曜日
第2木曜日

20人
10人
13人

13：30～16：00
13：30～15：30
18：00～20：00

習字教室
紙粘土教室
健康料理教室

曜日
嘉穂隣保館

時間 定員

うすい人権啓発センター あかつき
教室名

10：00～12：00
14：00～16：00

第1・3月曜日
第1・3月曜日

第2・3・4水曜日
第1・3木曜日
第2・4木曜日

第1・2・3土曜日小学生習字教室 各10人

10人
10人

  9：00～10：00
10：00～11：00
のうちいずれか

編物教室（あかつき）

曜日 時間 定員

編物教室（出川公民館）

10：00～12：00
13：00～15：00
のうちいずれか

カラオケ教室Ａ

絵手紙教室 各10人

体操教室

カラオケ教室B

14：00～15：30
13：00～16：00
13：00～16：00

第1・3火曜日

20人
5人
5人

※開催日時などが変更になる場合があります。

ハローワークの求人情報

2023年度3月19日は日 日曜日に
乳がん検診を受けられる日です。

平日は忙しいから
助かるわ♪

・40歳以上の嘉麻市民で本年度に偶数年になる女性
・無料クーポン券をお持ちの方（昭和56年4月2日～昭和57年4月1日生まれの方）
上記の対象者以外の方は自費によるマンモグラフィ検査も受けられます(検診料 5,000円）

■対象者／受診される日に嘉麻市在住の方で、以下に該当する方

※市が行う検診は年度内（令和4年4月1日～令和5年3月31日まで）に1回のみの受診となります。
　健康課（☎42-7430）で受診履歴を確認しますので、ご連絡ください。

●申込／嘉麻赤十字病院 ☎52-0861　●問／健康課 ☎42-7430

■日　時／
■場　所／嘉麻赤十字病院（日赤）　■予約人数／先着40名（要予約）
■検診料／1,000円(減免制度あり） 無料クーポン券対象の方は無料で受診できます!

3月19日（日）9：00～16：00マン
モ
グ
ラ
フィ
検
査

女性放射線技師が
撮影を行います

日
曜
日
に

受
診
で
き
る
！

嘉麻市乳がん検診のお知らせin嘉麻赤十字病院

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

学生も20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納め
なければなりません。ただし、所得がない場合や少ない場
合には学生納付特例制度を受けることができます。学生納
付特例制度は、前年の所得が一定以下の学生が、将来年金
を受け取ることができなくなることや、不慮の事故などで
障がいが残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取る
ことができなくなることなどを防止するため、保険料の納
付が猶予される制度です。
■令和5年度の申請は4月から受け付けます
令和4年度に学生納付特例の承認を受けている人で、卒業
予定年月の申し出をしている人には、4月上旬に日本年金
機構からハガキ形式の申請書が送付されます。令和5年度
の学生納付特例を希望する場合は、ハガキに必要事項を
記入のうえ郵送してください。新規申請の方は、学生証のコ
ピーもしくは在学証明書の原本の添付が必要となります。
■学生納付特例期間の年金はどうなるの？
学生納付特例を受けた期間は、将来受け取る年金の受給
資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
そこで、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年
以内であれば、古い期間から順に納めること（追納）ができ
ます。ただし、学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌
年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合
には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加

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、障害年金および脱退一時金の相
　談については対応できませんのでご了承ください。
※直方年金事務所にて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。

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。

●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

3月  9日（木）

3月16日（木）

3月23日（木）

3月  7日（火）
3月14日（火）
3月28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

「学生納付特例」の申請は毎年必要です 算額が上乗せされます。なお、保険料の追納にあたって
は、申込書の提出が必要です。
●問／直方年金事務所　　 ☎0949-22-0891
　　　市民課 国保年金係　☎42-7426
持物：学生証または在学証明書、本人確認書類

※先着制のため、定員に達した場合は申し込みをお断りさせていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。
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嘉麻 くらしの

注目の情報を発信

　嘉麻市男女共同参画審議会（河野高志会長、委員11人）は、1月24日、碓井総合支所会議室1において第3次嘉麻市男女共同参
画社会基本計画及び第2次嘉麻市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画の実施状況について、赤間市
長に答申しました。同審議会は、昨年10月25日に赤間市長から諮問を受け、第3次嘉麻市男女共同参画社会基本計画及び第2次
嘉麻市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画実施計画における市の施策事業について実施状況の進
捗管理・評価を行い、計5回の審議を重ねてきました。
　河野会長は、「市におかれましては、今後の進捗管理にあたり、
本答申の内容を十分考慮していただくとともに、市における男女
共同参画社会＝ジェンダー平等社会の形成を着実に進めてくださ
い」として答申書とともに、計画における具体的施策事業のうちの
重点項目39項目の評価結果を赤間市長に手渡しました。また、今
回重点項目として挙げることができなかった基本計画における他
の事業項目についても、今後、各所管課が自主的に取組を推進す
ることを要請しました。審議会の詳細については、市ホームページ
に掲載しています。

男女共同参画推進課からのお知らせ
PickUp

1

●問／男女共同参画推進課　☎62-5714

令和4年度「宝くじ助成金」でコミュニティ活動の
備品整備を行いました

PickUp

2

宝くじの受託事業収入を財源として実施される
「コミュニティ助成事業」を、神幸行政区が行いま
した。コミュニティ助成事業とは、地域住民が自
主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域
の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを
目指し、コミュニティ活動に直接必要な設備等の
整備を行うものです。神幸行政区は、獅子頭、天
狗面の修理、提灯（12個）、法被、袴等を整備しま
した。今回の整備により、伝統芸能の伝承・保存
及び地域住民の世代間交流に大きく貢献し、地
域コミュニティの更なる活性化を図ることができ
るようになりました。
●問／総合政策課 企画調整係  ☎42-7401

嘉麻市男女共同参画審議会が第3次嘉麻市男女共同参画社会基本計画及び第2次嘉麻市配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画に基づく実施状況について答申

嘉   麻   市   　   誘   致   企   業   紹   介

快適な環境づくりを技術と信用でサポートし、社会のニーズに答える
　2001年に設立した株式会社鹿島技研。嘉麻市を拠点
とし、九州工場、関東支店／関東工場、上海事業部／上
海工場など、規模を広げ、鉄筋加工メーカーとして販売
から施工・管理まで行う、一貫性のある受け入れ体制で
顧客の要望に柔軟に対応しています。
　21世紀を迎え、建築業界は災害に強い、また自然に優
しい環境づくりへの技術が求められています。このよう
な時代の流れと絶え間ないニーズの変化を的確に捉え、
先端技術を活用して「顧客第一」をモットーに技術・品
質・サービス向上に努め、スタッフ一丸となってより豊か
な社会の実現を目指して貢献しています。
　「誰もが知っている国立競技場（オリンピックスタジア
ム）や福岡PayPayドームなどの有名な施設の建設にも
関わることができ、とても夢があり、やりがいを感じ

ます。技術スタッフを育てるまでに3年～5年はかかりま
すが、何か必要な資格を取得したいと希望があれば会社
負担で資格を取る事ができ、それが給与にも反映されま
す。自分の自信にもつながり“物を売る前に自分をアピー
ルできる人材”になることで、生き生きとしたスタッフが
増え、今まで入り込めていない新しい分野に挑戦でき、
スタッフにとっても会社にとっても、良い循環が生まれて
います」と取締役の原中さんと型枠事業部部長の佐藤さ
んは話します。
　鹿島技研では男性だけではなく女性スタッフも多く活
躍しています。常に新しいことを取り入れ、チャレンジし
続ける鹿島技研は、今後も社会のニーズに応えながら進
化し続けることでしょう。

☎42-7071　〒820-020６  嘉麻市鴨生1-9

モノづくりが好きな技術屋集団
技術と信用を日本全国へ「繋ぐ」

一般建設業・木造住宅／ISベース柱脚工法／鋼製型
枠設計製作／金物設計製作・鉄筋製作全般／ステン
レス・金属加工全般／ワイヤーメッシュ／レーザー加
工／胴縁・形鋼加工／プレカット

32 株式会社鹿島技研

働く 々人 ながよし　たくや

永芳 拓也さん
勤  務
14年目

普段は主に建設設計事務所への訪問営業を行っています。そのほかにも施工現場での管理
などをしていますが、扱っているものが特殊なため、覚えることが多いです。ですが、部署に
関係なく全てのスタッフがお互い信頼しながら仕事をしているので不安はありません。常に
色々な方とお会いして交流を深め、仕事をしていくことにとてもやりがいを感じます。

設計・管理 ISベース柱脚工法鋼製型枠製作 鉄工製品・金物製作
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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

時

場

税務課からのお知らせ

お知らせ

障がい者福祉タクシー
利用券の申請について

若年者専修学校等
技能習得資金貸与の
お知らせ

Inform
ation

嘉麻 くらしの
お役立ち
情報発信

人の動き 交通事故の動き令和5年1月末現在（　）内は前月比 令和5年1月末現在（　）内は前年比

■人 口

■世 帯

35,464

18,118

（－65）

（－26）

■男 性

■女 性

16,615

18,849

（－33）

（－32）

■発生件数（件）

■死 者 数（人）

8

0

（－6）

（±0）

■傷 者 数（人）10（－8）
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

【障がい者福祉タクシー利用券対象者】

市では、身体に障がい等のある方（上
表）を対象に、小型タクシーの基本料
金を助成する「障がい者福祉タクシー

対象者

身体障害者
手帳1・2級

療育手帳Ａ

精神障害者保健
福祉手帳１級

人工透析者
（身体障害者
手帳１級のみ）

交付枚数
（月）

月３枚

月4枚

条件

・前年度市町
 村民税非課
 税世帯であ
 ること。

・在宅である
  こと。
  （入院・施設
 入所を除く）

料金助成事業」を行っています。現在
利用している利用券の有効期限は3月
末までとなっていますので、4月からは
新しい利用券が必要になります。該当
する方は申請手続きをしてください。
■申請手続
3月27日（月）から社会福祉課 障がい者
福祉係、各総合支所の市民サービス課 
市民サービス係で受付を始めます。
■持参品
印鑑及び身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳 
※ただし代理人による申請の場合
は、代理人の印鑑が必要。
●問／社会福祉課 
　障がい者福祉係  ☎42-7458

市では、経済的な理由により、専修学
校の高校課程、専門課程及び一般課
程又は各種学校において修学するこ
とが困難な若年者に対して、次のとお
り修学資金の貸与を行なっています。
■対象・貸与要件
次の条件をすべて満たすこと
○市内に居住する方
○中学校、義務教育学校又は高等
　学校の新規卒業者もしくは令和4
　年度中に高等学校を中退した方
○就業のための修学に意欲のある
　方で、経済的理由により修学が困
　難な方
○世帯の収入が生活保護基準の1.5
　倍以下の世帯に属する方
○他の奨学金の貸与をうけていない方

■対象学科
次の専修学校などの在校者
○学校教育法認可の専修学校
　①専門課程
　　（修業年限1年以上2年未満のも
　　のに限る）
　②高等課程（修業年限1年以上）
　③一般課程（修業年限1年以上）
○学校教育法認可の各種学校
　（修業年限1年以上）
※学科は、職業に必要な技術・技能の
習得を目的とした学科であること。た
だし、趣味や教養などの学科は原則と
して除外します。
（福岡県が指定する学校に限られま
すので、詳しくは下記問合わせ先ま
で連絡願います。）
■貸与金額
○入校支度金：100,000円
○修学資金：
　①専門課程（月額） 53,000円
　②その他の課程（月額）30,000円
■返還
返還期間は、在学期間の3倍の期間以
内（最長１２年以内）。
支払方法は、月賦・半年賦・年賦の
いずれか
■返還猶予
○災害又は傷病などによって返還期日
　に返還することが困難なとき
○高等学校、専修学校もしくは大学
　校に在学するとき
■申込期間
　４月3日（月）～5月1日（月）
●問／人権・同和対策課 
　人権・同和対策係　
　☎42-7405

■今月の納税のお知らせ
今月は「国民健康保険税（第10期）」
の納期月です。3月31日（金）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。

3月16日（木） 17時～19時
本庁舎 税務課窓口

●問／税務課 徴税係  ☎42-7423

嘉麻 くらしの

注目の情報を発信

第16回 嘉麻市「わたしのエッセイ」受賞者
PickUp

4

イベント期間中、普段は直接見ることのできない石室内
部を公開します。また、会場では古墳の説明案内のほか、
勾玉作りや弓矢等の体験、オリジナル缶バッチ等のグッ
ズ販売も行っています。
※新型コロナウイルス感染症の影響により急きょ中止に
　なる場合があります。予めご了承ください。

1月22日（日）に、嘉穂生涯学習センター 夢サイトかほで第16
回 嘉麻市「わたしのエッセイ」表彰式が行われました。本事業
は、子どもの活字離れを抑止し、表現力の向上を目的として、
市内の小学校高学年及び中学生を対象に、市と教育委員会
が主催で毎年実施しています。今年度は、「沖縄復帰50年～
歴史・文化・そして今、平和について考えよう～」をテーマに
569点の応募がありました。作品には、様々な視点で感じたそ
れぞれの『素直な気持ち』が綴られていました。選考の結果、
小学生16名、中学生2名の計18名が受賞しました。受賞され
たみなさん、おめでとうございます。応募者のみなさん、ご指
導いただいた先生方、選考委員の皆様、ご協力ありがとうご
ざいました。また、来年度も多くのご応募お待ちしています。

春季沖出古墳特別公開
PickUp

3

●問／生涯学習課 文化財係　☎62-5720

●問／生涯学習課 社会教育係　☎62-5718

4月15日（土）・16日（日）
9：30～16：00（予定）

日時

場所 沖出古墳公園（漆生78番地1）

料金 見学無料、勾玉作りは1回につき
材料代200円が必要

【小学生の部入賞者】

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

佳　作

佳　作

佳　作

佳　作

佳　作

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

品𠩤 新大さん（嘉穂小学校）

春口 士空さん（熊ヶ畑小学校）

諌山 結希さん（稲築西小学校）

木山 静菜さん（上山田小学校）

森本 健太さん（碓井小学校）

田中 音匡さん（嘉穂小学校）

長谷 早記さん（嘉穂小学校）

井上 碧唯さん（牛隈小学校）

大田 蒼さん（熊ヶ畑小学校）

山崎 梓さん（上山田小学校）

大田 一輝さん（下山田小学校）

深町 和さん（稲築西小学校）

瀧本 ひなたさん（稲築東小学校）

小倉 鈴愛さん（碓井小学校）

雨谷 咲月さん（嘉穂小学校）

佐藤 竜晴さん（牛隈小学校）

しなはら　   あらた

はるぐち　     とあ

いさやま　     ゆき

  きやま　    しずな

もりもと　    けんた

   たなか　      おと

ながたに　      さき

いのうえ　    あおい　　

   おおた　  そう

やまさき　あずさ

  おおた　     かずき

ふかまち　  にこ

たきもと

  おぐら　     すずあ

  あまや　     さつき

   さとう　   たつはる

【中学生の部入賞者】

教育長賞

優秀賞

日高 一護さん（嘉穂中学校）

浅倉 幸成さん（碓井中学校）　

  ひだか　  いちごう

あさくら　  こうせい
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申

時

料

定

対

場

Information of the
Japanese Language Class

日本語教室開催のお知らせ
にほんご きょうしつ かいさい し

国税専門官募集

募集内容掲載中

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp

償却資産をお持ちの方、
申告はお済みでしょうか？

水道局からのお知らせ

400ｍｌ献血へのご協力を
お願いします

野焼きは法律で
禁止されています！

手話奉仕員養成講座
（入門編）受講生募集

試験・学習

第2次嘉麻市 食料・農業・
農村基本計画（案）に対する
パブリックコメントの実施

募集

時

資

期

飯塚税務署から窓口業務
受付時間変更のお知らせ

対

時

場

17～69歳の男性、18～69歳の女
性で体重が50㎏以上の人（65歳
以上の人は60～64歳の間に献血
経験がある人のみ）※本人確認が
お済みでない人は、ご自身を証明
できるものの提示をお願いします。
4月5日（水）
【サルビアパーク】
10時～11時半、
12時半～15時半
※碓井・嘉穂地区は実施しません。

●問／社会福祉課 社会福祉係
☎42-7457

▼量水器の取り替えにご協力ください。
■検定期間満了の量水器取り替え
■期間 3月頃まで
■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保温材など
　をつめて、すきま風を入れない。
◎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…
水道メーターの横にある止水栓を閉
め（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

償却資産とは、会社や個人で工場や
商店などを経営している方や、農業
等を行っている方が、その事業のた
めに用いている構築物・機械・器具・
備品などの有形固定資産をいい、土
地・家屋と同じように固定資産税が
課税されます。（確定申告において減
価償却資産として申告している構築
物・機械・器具・備品等も対象になり
ます。）
また、太陽光発電設備を設置して売
電する場合についても、太陽光パネ
ル等の設備は固定資産税（償却資
産）の対象となります。このような事
業資産をお持ちの方は、毎年1月1日
現在の資産所有状況を1月31日まで
に申告していただく必要があります
ので、まだ申告をされていない方は
早急に申告をお願いします。
また、適正な課税を行うため、地方
税法の規定により実地調査を行うこ
ととされています。（地方税法第408
条）実地調査による確認が必要な場
合等には、別途、実地調査のご依頼
をさせていただきますので、ご協力
をお願いします。
●問／税務課 資産税係 
　☎42-7422

適法な焼却施設以外で廃棄物（ご
み）を燃やすことを「野焼き」といい
ます。野焼きは、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」で一部の例外規
定を除き禁止されています。違反する
と５年以下の懲役、もしくは、1,000万
円以下の罰金または、その両方が科
せられます。なお、法人の場合は３億
円以下の罰金が科せられます。
■ごみ焼却禁止の例外規定
◎国、または地方公共団体がその施
　設の管理を行うために必要な廃棄
　物の焼却（河川敷の草焼きなど）
◎震災・風水害・火災・凍霜害その他
　の災害の予防、応急対策、または復

原則として、期間を通じて受講で
き、講座終了後、手話の会などで手
話奉仕員活動のできる人。
 4月6日～8月24日の間の木曜日
19時～20時50分（全20回）
 飯塚市立岩交流センター

（飯塚市新立岩8-13）
 11名（市内在住者又は市内勤務者
に限る。）※お申し込みは先着順です。
 無料（ただし、テキスト代・保険料と
して３，650円必要）
3月31日（金）までにお申込ください。

※開催日などの詳細は、お問い合わ
せください。
●問／飯塚市社会福祉協議会　　
　☎23-2210  FAX 23-2262

　Usui Community Center
　(☎0948-62-5687)
1050-19,Shimousui,Kama-shi.
Next to Human Rights 　　
Promotion Center AKATUKI.

■参加費（Fee）／無料（Free of cost）
■保険（Insurance）／公民館総合
　補償制度の範囲内（Within the  
　limits of basic social insurance）
■託児(Nursery Room)／希望する
　方は申し込み時にお伝えください。
　Please contact us if you need.
■定員(Maximum Number of 
　Students)／20名(20)
　※定員になり次第締め切ります。
※We wil l  s top accept ing 
applications once al l  the 
places are taken.

■内容(Contents)／ひらがな・カタ               
　カナなど基本から始めます。
　(HIRAGANA&KATAKANA)
　Basic reading and writing of
　Japanese letters.
●申込先・問合せ(Contact)／
　中央公民館係へお電話で申し込ん
　でください。
　(☎0948-62-5722)
【主催：嘉麻市中央公民館】
【Board of Education Lifelong
Learning Division Center Public hall】
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、順延又は中止になる場合があ
ります。
To  p re ven t  the  sp read  o f  
coronavirus (COVID-19),it is 
possible that the Japanese class 
will be canceled or postponed. 

　旧のために必要な廃棄物の焼却　
　（災害等の応急対策など）
◎風俗習慣上、または宗教上の行事
　を行うために必要な廃棄物の焼却
　（正月のしめ縄などを焚く行事等）
◎農業・林業、または漁業を営むため
　にやむを得ないものとして行われ
　る廃棄物の焼却（焼き畑など）
◎たき火その他日常生活を営む上で通
　常行われる廃棄物の焼却であって軽
　微なもの（暖をとるためのたき火など）
■野焼きへの苦情が寄せられています
自宅や空き地でごみを焼却している
という連絡が、市役所に頻繁にあり
ます。「煙の臭いが家の中まで入って
くる」「洗濯物が干せない」「煙でのど
が痛い」などといった内容です。燃や
す人は、「面倒くさい」「昔から燃やし
てきたから」「自分一人くらいなら影
響ないだろう」など、簡単に考えてし
まうことが多いようです。「煙」は人
によって感じ方が違います。
「ごみ焼却禁止の例外規定」であって
も、周囲への配慮（風向き・時間帯・
量など）として、最低限マナーが必要
です。家庭ごみを一緒に燃やす行為
は違反行為となります。
なお、例外的に認められる焼却行為
であっても、近隣住民から苦情が寄
せられるような場合は、指導の対象
となります。できるだけ野焼きはせ
ずに「もえるごみ」として出しましょ
う。市民の皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
●問／環境課 環境衛生係　
　☎42-7428

一緒に日本語を勉強しましょう！
（Let’s study Japanese together!）
■開催日（Lesson’s Date）／
　4月～11月(APR.～NOV.)
■スケジュール（Schedule）／
　4月5日、19日（APR.5th,19th） 
　5月10日、17日、31日
　（MAY.10th,17th,31st）
　6月14日（JUN.14th）
　7月5日、19日（JUL.5th,19th）
　8月2日、16日（AUG.2nd,16th）
　9月6日、20日（SEP.6th,20th）
　１0月11日、25日（OCT.11th,25th）
　11月1日、15日（NOV.1st,15th）
■時間（Time）／18時半～20時半
（6：30p.m～8：30p.m）
■対象者（Eligible participants）／
嘉麻市在住・在勤の方
Live or work in Kama city.

■場所（Place）／碓井地区公民館
　（嘉麻市下臼井1050番地19
　人権啓発センターあかつき横)

いっしょ

かいさいび

がつ

にほんご べんきょう

にち にち

がつ

がつ

がつ

がつ

がつ

にち にち にち

にち にち

にち にち

がつ にち にち

にち にち

にち にち

がつ

ほけん こうみんかん

むりょう

ほしょう せいど はんいない

たくじ きぼう

かた もう こ じ つた

さんかひ

そうごう

めい

ないよう

きほん はじ

ていいん

ていいん しだい しめ き

ちゅうおう こうみんかんがかり でんわ もう こ

もうしこみさき といあわ

しゅさい かま        し ちゅうおう こうみんかん

■計画案の名称　第2次嘉麻市食
料・農業・農村基本計画（案）

（1）1993（平成５）年４月２日～2002
（平成14）年４月１日生まれの者
（2）2002（平成14）年４月２日以降
生まれの者で次に掲げるもの
①大学（短期大学を除く。以下同じ。）
　を卒業した者及び令和６年３月ま
　でに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の
　資格があると認める者
【受付期間】３月１日（水）９時～
３月20日（月）[受信有効]
【第１次試験】6月４日(日)
【第２次試験】6月30日(金)～
7月14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　大学卒業程度
●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
二課試験研修係にご連絡ください。
【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2332）
【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）

じ はん じ はんじかん

たいしょうしゃ

かまし ざいじゅう ざいきん かた

ばしょ うすい ちく こうみんかん

かまし しもうすい ばんち

■計画案の公表方法　①農林振興
課農政係及び市役所本庁舎・各支所
の情報コーナーでの閲覧※公表時間
は、8時30分～17時（土・日・祝日を除く）
②嘉麻市のホームページへの掲載
■意見の募集期間　2月20日（月）～
3月21日（火・祝）※郵送の場合は、3月
21日（火・祝）の消印まで有効
■意見を提出できる人　①市内に居
住する人 ②市内に通勤・通学してい
る人 ③市内で事業又は活動をしてい
る団体等 ④本計画に直接的に利害
関係を有する人
■計画案の概要、意見の提出方法、
　意見の公表について　
詳細については、ホームページまたは、
下記問い合わせ先までご連絡ください。
●問／農林振興課  農政係 
　☎42-7466

がつ

じんけん けいはつ よこ

４月３日（月）から飯塚税務署窓口業
務の受付は９時～16時まで（※納付
窓口は15時まで）に変更いたします。
新型コロナウイルス感染症が続く中、
行政手続きのデジタル化やキャッ
シュレス化の進展、働き方改革などの
影響を踏まえ、少人数体制での行政
サービスの維持及び業務効率の改善
を目的としていますので、皆様のご理
解、ご協力をお願いいたします。

がつ にち

かた

かな

しんがた かんせんしょうころなういるす かくだいぼうし

じゅんえん また ちゅうし ばあい

せんたー
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