
●問合せ先／嘉麻市役所 地域活性推進課　☎62-5677

将来の居住意向に関するアンケート調査
嘉麻市や周辺地域への転入・転出の居住意向を調査
しました。嘉麻市や近隣市町村に住んでいる方が求
める住環境やサービス等を把握し、各庁舎周辺地域
の利活用方法を検討する基礎資料としていきます。

　期 　間　 平成29年8月21日～9月6日

　対 　象
〈市内〉郵送方式にて調査
嘉麻市在住の18歳以上の中から無作為に1,000人抽出
〈市外〉WEB方式にて調査
嘉麻市周辺市町村（5市10町2村）

　アンケートの主な調査内容
■職業、世帯構成、住まいの地域等、個人に関する事
■嘉麻市に住みたいか、転居したいか。その理由等。
■転居の場合は、具体的な転居先、土地の購入費や
　購入面積等。
アンケートにご協力いただきました皆様ありがと
うございます。現在、結果を集計しています。今後
の各庁舎周辺地域の利活用に役立てていきます。
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進捗状況随時報告

地域整備について
アンケートを実施しました

新庁舎について
教えて! AQ

Q
新庁舎の
建設スケジュールはどうなっているの?

平成29年10月現在、新庁舎建設に係る設計を
おこなっています。現在の予定では、平成29年

度中に建設工事の発注を行い、平成30年度から平成
31年度の2か年で建設工事を実施し、平成32年4月に
新庁舎の供用を開始する予定としています。

A

Q
新庁舎には
飲食店等が入店する予定はあるの？

残念ながら、庁舎内には飲食店等を出店するス
ペースはありません。ただし、庁舎敷地内に出

店ができるようなスペースを確保したいと考えており、
民間事業者への誘致等を図りながら、飲食店等の設置
が実現できればと考えています。

A

Q
新庁舎建設後の手続き関係は
新庁舎に行かないといけないの？

本庁舎が設置される稲築地区以外においては、
支所を設置する予定としています。現行の総合

支所業務を基本に、各支所で諸手続きが可能となる予
定です。なお、具体的な支所のあり方等については、各地
域整備協議会にて協議し決定する予定です。
また、本庁舎への移動については、市内公共交通体系の
見直しを実施中であり、各地域から本庁舎への移動、ま
た近隣の病院やスーパー等の移動が確保できるよう整
備していく予定です。

A

Q 新庁舎の特色は?

近年の大規模災害の発生状況を鑑み、安心・安
全な暮らしを支える防災拠点となる対策を講

じています。また、自然エネルギーを活用した自然採光
や空気の循環などを行うエコボイド（吹き抜け）を設置
するとともに、新庁舎施設整備等審議会から、議場の有
効活用という意見が出されたことから、議場家具を可
動式にし、家具を移動することで多目的に利用できる
ホールとして活用できるような仕組みを設けています。

A

今後も、新庁舎建設等について随時ご報告いたします。
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日本語教室はじめます。
（Let’s Start Japanese Language Class）
●開催日（Lesson’s Date）／1回目 11月28日（火曜日）
1st Lesson November 28 (Tuesday)
２回目からは12月～3月までの毎月第2、第4火曜日
2nd and onward lessons From December to March,
Every 2nd and 4th Tuesday
●スケジュール（Schedule）／11月28日（NOV. 28th）
12月12日、26日（DEC. 12th, 26th）
1月9日、23日（JAN. 9th, 23rd）
2月13日、27日（FEB. 13th, 27th）
3月13日、27日（MAR. 13th, 27th）
●時間（Time）／19：00～21：00（7p.m～9p.m）
●場所（Place）／碓井地区公民館（Usui Community Center）
　　　　　　　(Tel 0948-62-5687)
●参加費（Total Tuition Fee）／全日程で500円（500yen）
●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）／希望され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）
●内容（Contents）／ひらがな・カタカナなど基本から始めます。
Basic reading and writing of Japanese letters
(HIRAGANA & KATAKANA)
●申込先（問合せ）（Contact）／夢サイトかほへお電話で申し
込んでください。（Tel 0948-57-0080）
●申込期限（Application Deadline）／11月15日（水曜日）
Wednesday, November 15th　
●主催（Organizer）／嘉麻市中央公民館
Kama City Community Center

■日時／11月24日（金） 13：30～15：30
■場所／イイヅカコスモスコモン2F 中ホール
　（飯塚市飯塚14-66）
■内容／
　講演内容[1]：
　「よくわかる！不整脈」
　～不整脈の基礎知識と対処法～
　井上 修二朗 医師（飯塚病院 循環器内科 部長）

　講演内容[2]：
　「がん検診の受診率をを上げるためには？」
　～第15回サポーターズミーティング報告～
　飯塚病院 広報室
■その他／参加無料
■申込締切／2017年11月21日（火）
●問・申込／飯塚病院 広報室
　　　　　  ☎29-8892（平日8：30～17：00）

口腔がん検診

「平成２９年分給与所得の年末調整説明会」
について

嘉麻市地域整備協議会開催状況

■開催日時／平成29年11月14日（火） 
　〔午前の部〕10時～12時 (受付9時30分～)
　〔午後の部〕14時～16時 (受付13時30 分～)
■開催場所／イイヅカコスモスコモン 中ホール
■講師／飯塚税務署 職員
●問／飯塚税務署
　　　法人課税第一部門 源泉所得税担当　☎22-6793

地域整備協議会は第３回からそれぞれの地域毎に開催され、特
色のある協議会となっています。今回は、第３回から第５回までの
開催状況と、地域整備協議会連絡調整会議についての開催状
況を報告します。
第3回の協議会からは、各地域において具体的な協議が始まりま
した。委員は各 が々思い描く地域のあり方について、意見を交わ
しあい、地域をどうやって盛り上げていくのか、真剣に協議を行い
ました。
第4回、第5回の協議会では、
答申へ向けて意見を整理し
ていきます。
たくさんの意見が協議会委
員の中から出されました。ど
の意見も、市のこれからをよ
く考えた提案であり、委員の
方 の々嘉麻市を想う気持ちがよく伝わりました。みなさんの意見
を大切にしながら、協議会の答申に向けて協議を続けていきます。
嘉麻市地域整備協議会連絡調整会議では、市内の主要な4つの
地域の均衡ある発展を図るため、協議会相互の情報共有・総合
調整を行っています。
現在までに2回の連絡調整会議が行われ、各地域整備協議会で
協議された内容の進捗状況報告や、課題などが報告されました。
全ての地域整備協議会は12月の答申を目指して協議を進めてい
ます。連絡調整会議の井原委員長から、現在、各協議会会長の取
りまとめにより、協議は順調に進んでいることを報告されました。
※詳しくは市のホームページに掲載しています。

■日時／11月11日（土） 13時～16時
■場所／飯塚歯科医師会館
　　　　（飯塚市片島3-11-29）
■講師／福岡大学医学部医学科歯科口腔外科学講座教授
　　　　喜久田利弘 先生
■定員／先着40名（要予約）
●問・申込／飯塚歯科医師会館　☎22-2124

平成２９年９月２２日
稲築地域整備協議会の様子

お知らせ（Information）
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第42回 地域医療サポーター養成講座のお知らせ

第6回協議会（各地域）
・答申内容の協議
第3回連絡調整会議（28日）
・各協議会の進捗状況

第7回協議会（各地域）
・市長へ答申
第4回連絡調整会議（26日）
・各協議会の答申内容報告

今後のスケジュール
平成29年

各協議会等
内容

11月 12月
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