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有料広告欄

嘉麻市公式ホームページ「かまのフォト時景」
に掲載する写真を募集します!
嘉麻市の魅力を発信する市民参加型コンテンツ「かまのフォト時景（と
けい）」は、皆さんに投稿いただいた写真が1分毎に切り替わり、その写
真で時を刻みます。あなたも、かまの時景で時を刻んでみませんか?
詳しくは市のホームページをご確認ください。 ホーム▶市政情報▶
広報・広聴・情報公開▶ソーシャルメディア▶かまのフォト時景（とけい）

毎月1日更新 随時募集! ご応募いただいた翌月から1ヶ月間掲載

ホームページ▲

▼掲載イメージ

●人事秘書課 秘書・広報係 ☎42-7411

掲載
イメージ

新しい
生活様式
はじまる!

一人暮らしの方や
シニアの方が安心して
楽に暮らせるシェアハウス
「アマンテラス」

食事付き賃貸
入居者募集中!

67,500円/月

各部屋24時間緊急駆け付けサービス付き♪

アマンテラス
飯塚市綱分
925-130948-80-8080

HPはこちら食費
込み!

0120-863-688
■住所／飯塚市片島1-10-35 みぞえ住宅 検索

新築 建売 リフォーム

お家のことなら
お任せください!!

グレインヒルズ
桂川

好評販売中!!

飯塚東耳鼻
いんこう科
☎0948-43-8191

診療時間 月
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火 水 木 金 土 日

★…9時～13時 休診日：水午後・土午後、日祝

9時～12時半

14時～18時

HPは
コチラ

福岡県飯塚市柏の森1-46
駐輪場・駐車場あり（26台）

0948-21-0148

http://1taro.jp 検索

0948-22-6611
営業時間／10：00～18：30飯塚市鯰田1646-43

営業時間／【昼】11：00～15：00　【夜】17：00～22：00

飯塚市鯰田1526-179

0120-888-498
飯塚市上三緒172-1
MAIL support@antoss.jp

https://antoss.jp アントス  シロアリ
メールでのお問い合わせも受付中!!

お客様の大切な家を守る最適な
シロアリ調査・お見積り無料!!

をご提案します!!
シロアリ対策

と思ったら
ご相談ください!

シロアリかな?

Vecteezy.com

http://bts-kama.jp
ボートレースチケットショップ嘉麻

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

❸指の消毒

❶ご来場はマスク着用
※不着用の場合は、入場をお断りしています

❷入場時に検温
※37.0℃以上の方はご入場できません

❹入場制限 ※密集を避けるため

新型コロナウィルスの感染防止対策として以下の点について
ご理解とご協力をお願いいたします。

営業再開後、感染防止策を
お守りください。

ご来場のお客様へのお願い！
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新型コロナウイルス感染症対策

日常生活の各場面別の生活様式

新型コロナウイルス感染症は長期間にわたって感染拡大を防ぐ対策
が必要です。主な感染経路である飛沫感染や接触感染、近距離での
会話の対策などを日常生活に定着させ、持続させるための実践例が

「新しい生活様式」です。日頃から意識して感染予防に取り組みましょう!

高齢者、子ども、障がい者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
3密（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

□まめに手洗い・手指消毒　□咳エチケットの徹底　□こまめに換気　□「3密」の回避（密集、密接、密閉）
□身体的距離の確保　　　 □毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

日常生活を営む上での基本的生活様式

手洗い換　気 咳エチケット密閉回避密接回避密集回避外出控え

□感染が流行している地域からの移動、
　感染が流行している地域への移動は控える。
□帰省や旅行はひかえめに。出張はやむを得ない場合に。

□発症したときのため、誰とどごで
　会ったかをメモにする。
□地域の感染状況に注意する。

移動に関する
感染対策

□人との間隔は、できるだけ2m（最低1m）空ける。
□遊びにいくなら屋内より屋外を選ぶ。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。
　（手指消毒薬の使用も可）

□外出時、屋内にいるときや会話をするときは、
　症状がなくてもマスクを着用する。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
　できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い
　人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

感染防止の

3つの基本
❶マスクの着用

身体的距離の確保
（できるだけ2m）❷ ❸手洗い「新しい生活様式」

の実践例

一人ひとりの基本的
感染対策

買い物
□通販も利用　□電子決済の利用
□1人または少人数ですいた時間に
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽・スポーツ等
□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□ジョギングは少人数で
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと

□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、
　十分な距離かオンライン

働き方の
新しいスタイル

□テレワークやローテーション勤務
□時差通勤でゆったりと
□オフィスはひろびろと
※業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成

□会議はオンライン
□名刺交換はオンライン
□対面での打合せは換気とマスク

冠婚葬祭などの
親族行事
□多人数での会食は避けて
□発熱や風邪の症状がある
　場合は参加しない

公共交通機関の利用
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も
　併用する

食事
□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

「新しい生活様式」を実践しつつ、熱中症を予防!

熱中症の症状は、発熱、倦怠感など、新型コロナウイルス感染症と似たものもあることから、
例年よりも一層、熱中症の予防は大切です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐた
めの「新しい生活様式」と熱中症対策の両方を上手に取り組んでいきましょう。

熱中症に

気をつけて!

□のどが渇く前に水分補給
□1日あたり1.2リットルを目安に
□大量に汗をかいた時は
　塩分も忘れずに

こまめに水分補給を!
□日頃から体温測定、
　健康チェック
□体調が悪いと感じた時は、
　無理せず自宅で静養

日頃から健康管理を!
□暑くなり始めの時期から適度に運動を
□水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
□「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる
　強度で毎日30分程度

暑さに備えた体作りを!

□エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
□感染症予防のため、換気扇や窓開放に
　よって換気を確保しつつ、エアコンの
　温度設定をこまめに調整
□暑い日や時間帯は無理をしない
□涼しい服装にする　□急に暑くなった日等は特に注意する

暑さを避けましょう!
□気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
□屋外で人と十分な距離（2m以上）を確保できる
　場合には、マスクをはずす
□マスクを着用している時は、負荷のかかる作業
　や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとっ
　た上で、敵宜マスクをはずして休憩を

適宜マスクをはずしましょう!

新型コロナウイルス感染症に関する情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報
https://www.wbgt.env.go.jp/

新しい
生活様式
はじまる!
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新型コロナウイルス感染症に関する
緊急支援対策・相談窓口

■帰国者・接触者相談センター
　◯福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
　　☎0948-21-4972（平日8：30～17：15）
　◯福岡県保健所夜間休日緊急連絡先
　　☎092-471-0264（土日・夜間）
【相談の目安】
◯息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱
　等の強い症状のいずれかがある場合
◯重症化しやすい方（※）で発熱や咳などの比較的軽
　い風邪の症状がある場合
　（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD
　等）の基礎疾患がある方や透析を受けている方、
　免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
◯上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の
　症状が続く場合（症状が4日以上続く場合は必ず
　ご相談ください。症状には個人差がありますので、
　強い症状と思う場合はすぐに相談してください。解
　熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。）
■福岡アジア医療サポートセンター
　（外国語での電話相談）　☎ 092-286-9595

受診に関する相談窓口

■国民健康保険税の減免
　☎0948-42-7421（税務課 市民税係）
■市税・国民健康保険税の支払いの猶予
　☎0948-42-7423（税務課 徴税係）
■国民健康保険、
　後期高齢者医療制度の一部負担金の減免
　☎0948-42-7426（市民課 国保年金係）
■後期高齢者医療保険料の支払いの猶予
　☎0948-42-7426（市民課 国保年金係）
■介護保険料の支払いの猶予及び介護保険一部
　負担金の減免　☎0948-42-7431
　（高齢者介護課 介護賦課徴収係）
■市営住宅の使用料支払いの猶予及び減免
　☎0948-42-7062（住宅課 住宅管理係）
■水道料金の支払い期限の延長（猶予）
　☎0948-42-7063（水道局 業務係）
■住宅新築資金等貸付事業返還金の
　支払い期限の猶予
　☎0948-42-7405（人権・同和対策課）
■嘉麻市奨学資金貸付金の返還猶予に関する相談
　☎0948-57-3198（教育総務課 教育総務課係）

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業等でお困りの方へ

■福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談電話
　☎092-643-3288（24時間・休日対応）
　Fax 092-643-3697
■厚生労働省の電話相談（コールセンター）
　☎0120-565653（9：00～21：00 土日・祝日も実施）
　※聴覚に障がいのある方、電話での相談が難しい方
　　Fax 03-3595-2756
■福岡-新型コロナ対策パーソナルサポート
　LINEアカウント（福岡県庁ホームページより友達
　追加できます）1人1人に合わせた新型コロナウイ
　ルス対策をLINEでサポートします。
■嘉麻市の電話相談窓口（健康課）
　☎0948-42-7430 

新型コロナウイルス感染症に
関する相談

■嘉麻市こころの電話相談　☎0948-53-1128
　（毎週水曜日 ※祝日除く 17：30～20：30）
■北九州いのちの電話
　☎093-653-4343（24時間・365日対応）
■福岡いのちの電話
　☎092-741-4343（24時間・365日対応）
■いのちの電話インターネット相談
https://www.inochinodenwa.org/soudan.php
■ふくおか自殺予防ホットライン
　☎092-592-0783（24時間・365日対応）
　・ 新型コロナウイルスによる臨時専用電話
　　☎0120-020-767
　　（平日16：00～翌日9：00／休日9：00～翌日9：00）

こころの電話相談

新型コロナウイルスなどの感染症対策として、ご家
庭で使用したマスクやティッシュ等は、ビニール袋等
に入れ、密封した上で、もえるごみ用指定袋に入れて
から、捨ててください。作業後は直ちに手洗いを行っ
てください。
また、野外で使用した場合も同様に捨ててください。
その場で捨てれば不法投棄になりま
す。適正な捨て方をすることで、ご家族
だけでなく、ごみ収集事業者の方など
にとっても感染防止につながります。
■環境課 廃棄物処理係　☎0948-42-7429

マスクの捨て方について
高額なマスクを買わせようとしたり、送りつけてくる
など、新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した、ニ
セ電話詐欺、悪質商法、インターネット犯罪等が全国
的に確認されています。不審なメールや郵便物が送
られてきたり、不審な電話がかかってきたときは、下
記に相談しましょう。
■嘉麻警察署
　生活安全課 生活安全係
　☎0948-57-0110
■飯塚市消費生活センター
　☎0948-22-0857

嘉麻警察署からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関する
Q＆A」や嘉麻市ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」を参照してください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
「帰国者・接触者相談センター」
病院受診に関する相談

感染症の予防に関すること

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所　☎0948-21-4972（平日8：30～17：15）

健康課　☎0948-42-7430（平日8：30～17：00）

新型コロナウイルス感染症
一般相談窓口

福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
☎092-643-3288　FAX092-643-3697（24時間対応）

Q＆A

新型コロナウイルスでは、症状が明らかになる
前から、感染が広がるおそれがあるとの専門

家の指摘や研究結果も示されており、例えば、台湾に
おける研究では、新型コロナウイルス感染症は、発症
前も含めて、発症前後の時期に最も感染力が高いと
の報告がされています。したがって、日頃からの感染
予防対策と健康管理を心掛けることが大切です。

A

新型コロナウイルスは
無症状病原体保有者からも
感染しますか?Q

濃厚接触者とは、新型コロナウイルスに感染し
ていることが確認された方と近距離で接触、或

いは長時間接触し、感染の可能性が高くなっている方
のことです。新型コロナウイルス感染者から、ウイルス
がうつる可能性がある期間（発症2日前から入院等し
た日まで）に、接触のあった方々について、保健所が調
査を行い、本人との距離の近さ（1ｍ以内）、接触の時
間（15分以上）、マスクの有無、接触の程度（対面、会
話など）から濃厚接触者に該当するかどうか判断しま
す。濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に
従ってください。濃厚接触者は感染している可能性が
あることから、感染した人と接触した後14日間は、健
康状態に注意を払い（健康観察）不要不急の外出は
控えてください。濃厚接触者に対する検査について
は、速やかに陽性者を発見する観点から、県は検査対
象者としPCR検査を実施することになっています。

A

濃厚接触者とはどのような人
ですか? 濃厚接触者となった
場合には、どんなことに注意
すればいいですか?
Q

新型コロナウイルス
に関する

厚
生
労
働
省

嘉
麻
市
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緊急支援対策

様々な緊急支援対策がございます!

各種相談窓口

不安や悩みをご相談ください!

■緊急小口資金・総合支援資金
　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業
　等により生活資金でお悩みの方へ、特例貸付を実施。
　（ただし、貸付には審査があります。）
　◯嘉麻市社会福祉協議会
　　☎0948-43-3511（平日8時30分～17時）
■住居確保給付金
　休業等による収入の減少で住居を失うおそれのある
　方に対し、家賃相当額を支給。
　◯かま自立相談支援センター　☎0948-43-4751
　　（嘉麻市上山田502番地6 山田ふれあいハウス内）
■事業所・法人向けセーフティーネットの申請
　セーフティーネット保証における認定（4号、5号、危機
　関連保証）の申請の受付
　◯産業振興課 商工係　☎0948-42-7450
　　（平日8時30分～17時）
■雇用調整助成金
　（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
　事業活動を余儀なくされた雇用主が、労働者に対して
　一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の
　雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を
　助成。
　◯福岡助成金センター
　　☎092-411-4701（平日8：15～17：00）
　◯北九州雇用調整助成金臨時窓口
　　☎093-616-0860（平日8：15～17：00）
■新型コロナウイルス感染症特別貸付
　新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業績が
　悪化した事業者（フリーランスを含む）に対し、融資枠
　別枠の制度を創設。
　◯日本政策金融公庫　☎0120-154-505
■危機対応融資
　新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業績が
　悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り
　支援。
　◯商工組合中央金庫　☎0120-542-711
■特別利子補給制度
　新型コロナウイルス感染症特別貸付により貸付を
　行った中小企業者のうち、特に影響の大きいフリーラン
　スを含む事業主、また売上高が急減した事業者などに
　対して実施。
■新型コロナウイルス対策　マル経
　売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援する
　ため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸
　付金利から▲0.9%引き下げする。加えて措置期間を
　運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長。
　◯日本政策金融公庫　☎0120-154-505

■持続化給付金・家賃支援給付金の申請支援
　事業者の持続化給付金、家賃支援給付金の申請書の
　作成を「福岡県よろず支援拠点」が支援を行います。
　【実施月日】毎週月曜日 9：30～16：30（要予約）
　【場所】嘉麻市役所 4階4C会議室
　【連絡先】福岡県よろず支援拠点（平日9：00～17：00）

■小学校休業等対応助成金・支援金
　令和2年2月27日から9月30日のまでの間に新型コロ
　ナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等によ
　り子どもさんの世話を行うために、仕事を休まざるを
　えなくなった保護者の皆さんを支援するため、企業に
　対する助成金制度や個人で業務委託契約等で仕事を
　されている方向けの支援金制度。
　※申請期間：令和2年12月28日まで
　◯学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
　　☎0120-60-3999（9：00～21：00 ※土日・祝日含む）
　　具体的な手続き、申請書は厚生労働省ホームペー
　　ジにてご確認ください。
■要介護認定の臨時的な取り扱い
　介護保険の更新申請の際に面会（認定調査）が困難な
　場合は、申出書により現状の介護区分の有効期間を12
　か月間延長。※新規申請及び区分変更申請は対象とな
　りません。※必ず更新申請の手続きを行ってください。
　☎0948-42-7431（高齢者介護課 介護認定係）
■介護保険料の減免
　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を
　満たす方は介護保険料が減免となります。
　【対象要件】
　①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯
　　の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病
　　を負った第1号被保険者。
　②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計
　　維持者の収入減少（※）が見込まれる第1号被保険者。
　　（※）収入減少の要件がありますので、対象になるか
　　　　どうか、申請に必要な書類等についてお問い合
　　　　わせください。
　☎0948-42-7431（高齢者介護課 介護賦課徴収係）
■国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療制度
　被保険者の傷病手当金
　嘉麻市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療制度
　被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場
　合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合
　に、その療養のため仕事を休んだ期間（一定の要件を
　満たした場合に限る）、傷病手当を支給。
　【支給対象者】①から④全てに該当する方
　①嘉麻市国民健康保険及び福岡県後期高齢者

よろず支援拠点
電話番号

相談者の電話番号
下1桁

・ 0、１
・２、３
・４、５、6
・７、８、９

→
→
→
→

☎080-6419-1540
☎080-6419-1771
☎080-6419-1398
☎080-6419-1601

■生活困窮に関すること
　仕事、家計、住まい等、生活に関する様々な課題を抱え
　る方々への相談支援
　◯かま自立相談支援センター
　　嘉麻市上山田502番地6　山田ふれあいハウス内
　　☎0948-43-4751（電話相談24時間・365日対応）
■金融に関する相談窓口（事業者向け）
　新型コロナウイルス感染症による影響を受け業績が悪
　化した事業者に対する危機対応融資による資金繰り支援
　◯日本政策金融公庫 福岡支店
　　☎092-411-9111（平日9：00～17：00 ）
　◯商工組合中央金庫　☎0120-542-711
　　（9：00～17：00 土日・祝日対応）
　◯中小企業金融相談窓口　☎03-3501-1544
　　（9：00～17：00 土日・祝日対応）
■経営に関する相談窓口（事業者向け）
　◯嘉麻商工会議所　☎0948-52-0855
　　（平日8：30～17：00）
　◯嘉麻市商工会（いずれも平日8：30～17：00）
　　本所・稲築支所　☎0948-42-1400
　　碓井支所　　　  ☎0948-62-2230
　　嘉穂支所　　　  ☎0948-57-0359
　◯福岡県経営相談窓口（中小企業・小規模事業者向け）
　　☎0120-567-179（9：00～17：00）　

■新型コロナウイルス感染症の影響による
　特別労働相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、
　解雇等の労働に関する相談
　◯筑豊労働者支援事務所　☎0948-22-1149
　　（平日8：30～17：15 ※水曜日のみ20：00まで電話
　　相談可能）
　◯福岡労働局　☎092-411-4764／☎092-761-5600
　　（8：30～17：15 ※土日・祝日・年末年始除く）
■人権問題に関する相談　（いずれも平日8：30～17：00）
　◯嘉穂隣保館　☎0948-57-0032
　◯うすい人権啓発センターあかつき
　　☎0948-62-3337
　◯人権・同和対策課　☎0948-42-7405
■DVに関する相談
　◯嘉麻市男女共同参画推進課
　　☎0948-62-5741(平日8：30～17：00)
　　Fax 0948-62-5692（平日8：30～17：00）
　　※嘉麻市ホームページからも相談メールは受付し
　　　ますが、返信は後日となります。
　◯福岡県配偶者からの暴力相談電話（夜間休日相談）
　　☎ 092-663-8724
　　（平日17：00～24：00／土日・祝日9：00～24：00）
　◯DV電話相談　☎0120-279-889（24時間対応）
■児童虐待に関する相談
　◯子育て支援課 家庭児童相談窓口
　　☎0948-62-5717（平日8：30～17：00）
　◯児童相談所虐待対応ダイヤル
　　☎189（24時間全国共通通話無料3桁ダイヤル）
■高齢者虐待に関する相談　☎0948-42-7434
　（高齢者介護課 高齢者相談支援センター）

嘉麻市独自の緊急支援

嘉麻市ではこのような支援を行っています!

■医療機関等の環境整備支援
　医療機関及び社会福祉施設等に対し、従業者の処遇
　改善や環境改善（マスク、衛星器具の購入など）に要す
　る費用を支援するため、一律20万円を交付。
　※該当する施設につきましては、5月初旬に申請書を
　　郵送しています。
　☎0948-42-7431（高齢者介護課 介護給付係）
　☎0948-42-7458（社会福祉課 障がい者福祉係）
　☎0948-42-7430（健康課 健康推進係）
　☎0948-42-7460（こども育成課 保育総務係）

■市民の生活支援
　◯水道料金の免除　
　　令和2年5月検針分から（令和2年6月精求分から）　
　　半年間、水道料金の基本料金を半額免除。
　　☎0948-42-7063（水道局 業務係）
　◯学校給食費の免除　
　　令和2年5月分から半年間免除。
　　☎0948-42-0521（学校教育課 学校給食係）
　◯保育所副食費の免除　
　　令和2年5月分から半年間免除。
　　☎0948-42-7461
　　（こども育成課 保育・幼稚園係）
　◯奨学金貸付金の返済猶予
　　猶予希望者について、令和2年5月返済分から
　　1年間、奨学金貸付金の返済を猶予。
　　☎0948-57-3198（教育総務課 教育総務係）
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　　医療制度の被保険者
　②お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型
　　コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり
　　感染が疑われる方
　③感染または感染の疑いにより、その療養のために労
　　務に服することができず、その期間が3日間を超え
　　る方
　④労務に服することができない期間に対する給与の
　　支払いを受けられない方
　【適用期間】
　令和2年1月1日から9月30日の間で労務に服すること
　ができない期間（ただし、入院が継続する場合等は最
　長1年6か月）
　◯市民課 国保年金係　☎0948-42-7426
■特別定額給付金
　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、4月
　27日時点で住民基本台帳に記録されている方に対し、
　1人当たり10万円を給付。
　※5月下旬に世帯主に対し、申請書を郵送しています。
　【給付額】１人10万円（支給は1回です。）
　【申請期間】
　令和2年5月25日（月）～令和２年8月24日（月）
　※8月24日までに申請を行わなかった場合は、受給を
　　辞退したものとみなします。
　◯社会福祉課 特別定額給付金担当
　　☎0948-42-7471　Fax 0948-42-7091

■ひとり親世帯臨時特別給付金
1.基本給付（①申請不要　②③申請必要）
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の
方への給付（児童扶養手当法に定める「養育者」
の方も対象となります。）
【対象】
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
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2年6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2年6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、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
【給付額】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付（申請必要）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、収入が減少している方への給付
【対象】上記1.基本給付金対象の①または②に
該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
【給付額】1世帯5万円
◯厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」
　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　☎0948-42-7459

嘉麻市ホームページ（避難所での新型コロナウイルス感染症への対応について）でもご確認いただけます。
●防災対策課 防災係　☎0948-42-7417

避難所は新型コロナウイルス感染防止対策で最も避けなければならない「密閉」「密集」「密接」の３密に
なりやすい環境であり、感染のリスクは最も高いと考えられます。事前準備や避難行動を確認してください。

避難所での新型コロナウイルス感染症への対応について

❹避難時に準備していただきたいも
の。市の備蓄には限りがあるので、で
きるだけ準備をお願いします。
マスク・体温計・
除菌シート・
消毒液など

❶お住まいの地域が浸水想定区
域や土砂災害警戒区域であるかを
防災マップで確認してください。お
住まいが危険な区域外にある方で
自宅の安全が確保できる方は在宅
避難（自宅の2
階など）を基
本とした避難
行動を検討し
てください。

❸避難所駐車場におけ
る車中避難について、事
前に検討してください。

❷親戚や友人の家、ホテルなど避難
所以外の避難できる場所を事前に検
討してください。

❺避難時に発熱・咳などの症状があ
る場合は、市に電話連絡し避難につ
いて指示を受けてください。

災害等により、自宅に居ることが危険で
あると判断される場合は、躊躇なく避難
してください。

の特別定額給付金
申請はもうすぐ終了します

嘉麻市では、特別定額給付金の申請受付を

本年8月24日（月）をもって終了します。

また、申請書は世帯主あてに発送しています。

お手元に届いてない方や紛失等で申請書を

お持ちでない方又はご不明な点がございま

したら、特別定額給付金担当までお問い合

わせください。

●問／社会福祉課 特別定額給付金担当　☎42-7471

申 請 期 限 令和2年8月24日（月） ※消印有効

郵送 または
申請手続きをお願いします。

にてオンライン
⬇まだ申請がお済みでない方は⬇

申請期限までに申請されない場合は、受給を辞退されたものと
みなされ、それ以後の給付ができません。ご注意!

万
円10

市や総務省の職員などが銀行やコンビニなどの

現金自動預払機（ATM）の操作をお願いしたり、
「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振
込みを求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費
生活センターや最寄の警察署または警察相談専
用電話（＃9110）にご連絡ください。

給付金を装った「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」にご注意ください!

気をつけて!

お急ぎください

なくそうよ 偏見・差別
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やそのご家族、医療従事者または集団感染が確認され

た施設及びその関係者などへの、偏見や差別が広がっています。

どの様な状況にあっても、このような偏見や差別は決して許されるものではなく、一人ひとりの人権を

大切にすることを、あらためてみなさまと確認したいと思います。

国や自治体が提供している正しい情報に基づき、みなさまの冷静な行動をお願いします。

●問／人権・同和対策課　☎42-7405

たくさんの
緊急支援

対策があり
ますので

ご活用くだ
さい!

「もしも」の時に

備えて!
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嘉麻市 の 最新情報をピックアップ !
かま ニュース トピックス

飯塚急患センター 内科・小児科（外来のみ）
【平日】 19時～21時　【土日祝】 18時～22時　【8月13日～15日】 18時～22時
☎0948-24-3399　飯塚市吉原町1番1号 サンメディラック飯塚2階
※1歳未満のお子さんの診療、外科的症状、けいれん等の重病のときは飯塚救命救急センターへ。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・変更となる場合がございます。ご了承ください。
●…休日当番医　●…相談　●…時間外窓口業務（夜間納税・相談）　●…乳幼児健診・相談

月 曜 日日 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日

月8 暮らしのカレンダー
令
和
2
年

在宅当番医は変更になる場合があるため、受診の際は当日の新聞（筑豊版）などでご確認ください。

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

女性相談窓口
碓井総合支所2階
男女共同参画推進課
（9時～16時）

心配ごと相談
稲築地区公民館
（13時～15時）

心配ごと相談
稲築地区公民館
（13時～15時）

嘉麻市こころの
電話相談
（17時半～20時半）
☎53-1128

嘉麻市こころの
電話相談
（17時半～20時半）
☎53-1128

嘉麻市こころの
電話相談
（17時半～20時半）
☎53-1128

嘉麻市こころの
電話相談
（17時半～20時半）
☎53-1128

行政書士による
無料相談
嘉麻市役所本庁舎
4階 4C会議室
（13時～16時）

行政相談
山田生涯学習館
（13時～15時）

法律相談
稲築地区公民館

（13時～16時）
☎43-3511【要予約】

弁護士による
無料法律相談
嘉麻市役所本庁舎
4階 4C会議室
（13時～16時）
☎42-7415【要予約】

弁護士による
無料法律相談
嘉麻市役所本庁舎
4階 4C会議室
（13時～16時）
☎42-7415【要予約】

時間外窓口業務
山田総合支所
（17時～19時）

時間外窓口業務
碓井総合支所

（17時～19時）

時間外窓口業務
嘉穂総合支所

（17時～19時）

時間外窓口業務
夜間納税・相談
本庁舎（17時～19時）

【休日当番医】
健康リハビリテー
ション内田病院
（牛隈）☎57-3268

【休日当番医】
大塚内科
クリニック（下臼井）
☎62-5757

【休日歯科当番医】
ほわいと歯科
（飯塚市口原）
9時～13時　
☎09496-2-8000

【休日歯科当番医】
はやしだ歯科医院
（飯塚市堀池）
9時～13時
☎0948-22-7422

【休日歯科当番医】
はやま歯科
クリニック
（飯塚市川津）
9時～13時
☎0948-26-8148

【休日当番医】
鎌田病院（中益）
☎57-3522

【休日当番医】
西野病院（鴨生）
☎42-1114

【休日当番医】
金丸医院（漆生）
☎42-0035

【休日当番医】
嘉麻赤十字病院
（上山田）
☎52-0861

【休日当番医】
菊原内科
クリニック（鴨生）
☎43-1005

【休日当番医】
大塚病院（上山田）
☎52-0871

【休日当番医】
佐谷医院（飯田）
☎62-2154

1歳6ヶ月児健診・
2歳児フッ素塗布
稲築保健センター

7ヶ月児健診
稲築保健センター

10ヶ月児相談
稲築保健センター

4ヶ月児健診
稲築保健センター

3歳児健診
稲築保健センター

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

井筒監督が閉山後の筑豊を舞台に映画製作
6月17日、映画「岸和田少年愚連隊」や「パッチギ!」などの
ヒット作を生み出した井筒和幸監督が、直方市出身の歌手
山口吉隆（軍鶏SHA・MO・）さんが作詞作曲した「彦山川～
あったかい瞳のかあちゃん」を原案に彦山川と筑豊をテー
マにした映画製作への協力要請に嘉麻市役所を訪れまし
た。赤間市長は「映画を通して嘉麻市、筑豊の温かさを多く
の人に知ってもらいたい。」と撮影の協力に快く応じました。

飯塚ロータリークラブが寄付金を贈呈
飯塚ロータリークラブより、嘉麻市へ寄付金が贈呈され
ました。同クラブを代表して3名の方が嘉麻市役所を訪問
し、寄付金を赤間市長に手渡しました。
赤間市長は「大変ありがとうございます。青少年のために
使わせていただきます。」と感謝の言葉を述べられました。
贈られた寄付金は青少年育成のために活用されます。

特別定額給付金を
活用して寄贈
6月8日、鴨生在住の安井
勝彦さんが、特別定額給
付金を活用し、除菌シー
ト、マスク、施設用玩具、
薬用石鹸などを寄贈され
ました。安井さんは普段
から通学路の見守りや障
害者音楽サークルの活動
をサポートされるなど意
欲的に活動されていま
す。赤間市長は「特別定額給付金を使用されてまで、市の
為に寄贈していただき本当に有り難いです。嘉麻市を代
表してお礼申し上げます。」と述べられました。

新庁舎に人型ロボット
Pepperを配置
新庁舎供用開始に伴い、庁
舎案内業務が新たに発生し
たことから、人的配置経費削
減のため、また、ICTを活用
した業務運用の一環として、
窓口案内役に人型ロボット
の「Pepper（ペッパー）」1台
が新庁舎1階総合案内付近
に配置されました。
Pepper本体のタッチパネル
操作による選択及び音声認識により、各課の場所を音声
と画像（庁舎案内図）でお知らせします。
その他、地域情報・イベント情報などもお知らせします。

嘉麻市子ども・子育て支援会議が答申を行いました

嘉麻市子ども・子育て支援会議は3月18日、第2期嘉麻市子
ども・子育て支援事業計画の策定に関する答申を赤間市長
に行いました。同計画は、事前調査の結果に基づき、幼児教
育・保育無償化など、状況変化に対応し、子どもの視点に立
ち、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを支援する環
境を整備することを目的に、第1期計画を見直し、令和２年～
６年度の計画期間で策定するものです。今後は、第２期事業
計画に沿って子ども・子育て支援事業を実施していきます。
詳細は市のホームページ
又は各庁舎の情報コー
ナーで公開しています。
●問／こども育成課
　保育総務係
　☎42-7460

小さな拠点形成促進事業の交付決定を
行いました
7月8日、嘉麻市小さな拠点形成促進事業に申請された
3地域が補助事業として採択され、本年度取り組むこと
となりました。
①山田地区公民館熊ヶ畑分館 熊ヶ畑地域
　小さな拠点形成委員会
②千手・泉河内地域 小さな拠点づくり形成委員会
③上山田地域
　小さな拠点づくり
　形成委員会

●問／地域活性推進課
　地域整備係
　☎42-7404



嘉麻市は今年も
人物重視
採用!

嘉麻市とあなた。共に成長し、進んでいきたい。

その他大勢の一人じゃない、

一人ひとりの想いを聴かせてください。

LET’S START OUR KAMA’S
AND YOUR FUTURE.

令和2年度
嘉麻市職員
募 集 概 要

8令和２年 月 日（月）～3 8月 日（金）
土日祝
除 く21

【 募集職種 】 一般事務Ａ／一般事務Ｂ（身体障がい者対象）／一般事務Ｃ（社会人経験者）／土木職
【1次試験日】 令和2年9月1日（火）から同年9月16日（水）までの期間のうち、受験者が選択する日時

受付期間

嘉麻市職員採用試験

人物重視採用  □ SPI試験導入 □ 公務員試験対策必要なし □ 2回の個別面接試験を実施

嘉麻市  採用 検索https://www.city.kama.lg.jp/

採用試験に関する詳細は、お電話でお問い合わせください。

嘉麻市役所 人事秘書課 人事係 ☎0948-42-7413

採用試験には受験資格等があります。詳細は募集案内または嘉麻市のホームページでご確認ください。

市民志向 チャレンジ志向 経営志向 プロ志向 チームワーク志向

■ 嘉麻市が求める職員像
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特定健診
嘉麻市国民健康保険の40～74歳の方へ

■ 対  象  者／40～74歳の嘉麻市国民健康保険被保険者
■ 日　　程／令和3年2月27日（土）まで 
■ 場　　所／嘉麻市・飯塚市・桂川町の実施医療機関
■ 健診内容／身体計測、血液検査、尿検査、心電図検査等
■ 健診料金／500円または0円（青色の受診券に記載）
　　　　　　 ※市民税非課税世帯の方は無料
■ 持　　参／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

問い合わせ 市民課 国保年金係  ☎ 42-7426

令和
2年度

受けましょう！
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」は自覚症状が出てからでは遅いと
言われる、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。
生活習慣病は血管を傷める病気で、脳梗塞や心筋梗
塞などの命に関わる病気につながることもあります。
病院に行かれていない方はもちろん、病院等で治療し
ている方も1年に1度の健康チェックをしませんか?

を

5月下旬に対象者全
員に青色の特定健診
受診券などをお送り
しています。詳細は資
料をご確認ください!

特
定
健
診
を

　
受
診
し
よ
う
！

新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点に
より、医療機関で受診される場合は、必ず事前に
受診予定の医療機関に、お電話でご相談ください。

■ 設定した目標歩数とその日の歩数を同時に表示。
　 過去の歩数もグラフで確認でき、
　 全体とお住いの市町村内のランキングも表示。

■ 地域や職場内などでグループを設定でき、
　 グループ内のランキングを表示。

■ 体重、血圧、食生活など日々の健康情報を
　 記録し、過去の結果を一覧表示。

■ 健（検）診や健康イベントなどの情報を掲載

❶ 下のApp Store（iPhone版）又はGoogle Play（Android版）
　 から「ふくおか健康ポイントアプリ」をダウンロード。
❷ アプリを起動し、メッセージに従って、ニックネーム、
　 メールアドレス、パスワード、住所地の市区町村などの
　 利用者情報を登録し、利用開始。

問い合わせ 福岡県庁 保健医療介護部 健康増進課 ☎092-643-3269 ／ 健康課 健康推進係  ☎42-7430

スマートフォンアプリで健康づくり！

利用方法

健康を意識していきましょう

こんな機能があります♪

ポイントを貯めて、お得な特典をゲット♪県が配信する「ふくおか健康ポイントアプリ」は、歩数カ
ウントのほか、日々の体重・血圧・食生活・運動や健（検）
診の受診が記録できる健康アプリです。ダウンロードし
て、楽しみながら健康づくりに取り組みましょう！

アプリの起動、歩数、健康記録、健（検）診記録、健康イベ
ントや健康教室への参加、献血、お知り合いの紹介など
でポイントが貯まります。ポイントを貯めると特典協力
店でサービスが受けられるほか、キャンペーンで当たる
賞品がランクアップします。

嘉麻市商工会稲築本所 ☎42-1400
嘉麻商工会議所 ☎52-0855お問い

合わせ

1万円で
3,000円分
お得!!

新型コロナウイルス感染症対策の影響で売上が減少している店舗を応援

Fight

コロナに

けない!

かましフレミアム
予約販売となります!

※返信用の切手63円も忘れずに貼ってください。

※往復はがきでの事前予約（申込）でなければ購入できません。予約受付期間
令和
２年 8 17月 日（月）～9 11月 日（金）必着
持参の方は、同期間中9：00～17：00の間（土日祝日除く）

市内のお店で、お買い物やお食事など、いろいろ使えるお得なプレミアム付商品券!
1セット1万円で（600円（共通券）×10枚、700円（小規模店のみ）×10枚）

1万3千円分お買い物ができる! ※大型店（スーパー、ホームセンター等）での　使用は600円券のみとなります。

／

／
／
／
／

／
／

■

■
■
■
■

■
■

1セット 10,000円（600円（共通券）×10枚、700円（小規模店のみ）×10枚） ★3,000円お得です★
※大型店（スーパー、ホームセンター等）での使用は600円券のみとなります。
14,000セット
1人5セットまで
令和2年10月1日（木）～令和3年2月28日（日）
予約販売（往復はがきでの応募） ※応募者多数の場合は抽選。

嘉麻市内居住者および市内在勤者（令和2年4月1日現在で18歳以上の方に限る）
嘉麻市内の取扱登録店

販 売 金 額

発行セット数
購 入 限 度
有 効 期 間
販 売 方 法

購入対象者
利 用 範 囲

申請用の往復はがきに黒のボールペンで必要事項をご記入のうえ、郵送もしくは持参にてお申し込みください。
なお、電話・FAX・メールでのお申し込みはできません。
※申請用の往復はがきを必ずご使用ください。返信用の切手63円を必ず貼ってください。
　申請用の往復はがきは、嘉麻商工会議所、嘉麻市商工会稲築本所、嘉穂支所、碓井支所、市役所窓口にあります。

令和2年 8月17日（月）～9月11日（金） 必着
令和2年 9月中旬
令和2年 9月28日（月）～10月2日（金） 10：00～17：00
令和2年 10月3日（土）～10月4日（日） 10：00～15：00

※引換期間を過ぎますと引換購入が
　できませんのでご注意ください。

※応募者多数の場合は抽選予約申込受付期間
抽選結果

商品券引換期間

10月4日（日）まで完売しなかった場合は、予約応募落選者を対象に2次抽選を行い、2次引換販売を行います。
※2次当選の方には、はがきにて再度通知いたします。（引換期間・引換場所については、はがきに記載）

ご購入申込方法について

取扱登録店を募集しています!
詳しくは、お問い合わせください! かましフレミアム

は

申請用の往復はがきで
お申し込みください

!

かましフレミアム
は

申請用の往復はがきで
お申し込みください

!

お1人様5セット(5万円)
まで購入できます!
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“嘉麻市の地域観光資源の情報を広く発信し、嘉麻市の魅
力を体感できる場を提供することで交流人口の増大を図
り、にぎわいの創出および地域経済の活性化に貢献する
こと”を目的として、嘉麻市観光拠点施設である足白農泊
施設「カホアルペ」が7月にオープンしました!

嘉穂アルプスの懐に抱かれた深い緑の中で
ゆったりとした時間をお過ごしください。

7月にオープンしました

嘉麻警察署
嘉穂総合
体育館

嘉穂小
211322

442

440

カホアルペ
嘉麻市馬見587
tel.0948-57-3511

足白農泊施設 嘉穂アルプス
日本山岳遺産2016年認定

■部屋数／全17室
　※1室の最大宿泊人数：4名（2段ベッドが2つあります） 
■設備／ドライヤー・冷蔵庫・Bluetoothスピーカー・
　電気湯沸かし器・温水洗浄便座つきトイレ・シャワー・浴槽
　※テレビはありません。
■一泊の宿泊料金（消費税・宿泊税込）
　・ 大人　　　（朝食なし） 3,500円
　・ 小学生以下（朝食なし） 2,400円
　・ 大人　　　（朝食あり） 4,160円
　・ 小学生以下（朝食あり） 3,060円

・ 3歳未満 無料
・ 10人以上の団体は
   2割引きになります。

客 室

詳しくは、嘉麻市の
ホームページをご覧ください
⬅ QRコードはコチラ

フルーツ狩り体験 ボルダリング

付近ではこんなことが楽しめます
バス・トイレ完備

多目的に使える
ミーティングルームもございます!

■女性相談窓口（8月の相談日）
一人で悩まずに、まずは相談してください。市では「女性相談
窓口」を開設し、女性が抱えているさまざまな悩みや問題につ
いて女性相談員が相談を受け、一緒に考え、解決に向けた助言
や情報提供を行います。相談は無料です。秘密は厳守します。
◯碓井総合支所 男女共同参画推進課
　8月4日（火）、7日（金）、11日（火）、14日（金）、18日（火）、
　21日（金）、25日（火）、28日（金） 各9時～16時
※上記日程以外でご相談がありましたら、
　男女共同参画推進課までご連絡ください。
●問／男女共同参画推進課 ☎62-5714

■かま女性ホットライン
市では、暴力などに悩む女性を対象とした
権利の擁護及び人権の保障に関する相談
に応じるため、「かま女性ホットライン」を
開設しています。市が委託した市外の相談
機関ですので、安心してご相談ください。
☎092-513-7337 毎週月～金曜日 10時～17時
（祝日及び12月29日～1月3日を除く）
◯相談料無料（電話代はかかりますのでご了承ください。）
◯状況に応じて面接相談も受けています　◯秘密厳守
●問／男女共同参画推進課 ☎62-5714

嘉麻市男女共同参画審議会の
委員を募集します!

市民のみなさまの立場から男女共同参画に関する意見
を述べてみませんか。男女共同参画社会の推進に関心
のある方、実際に子育て中の方など、男女を問わず、多く
の方の応募をお待ちしております。
■応募資格／次のすべてにあてはまる人
　①応募日現在、市内に居住または通勤している人
　②令和2年8月1日現在、20歳以上の人（学生を含む）
■募集人員／6人　■任期／委嘱の日から２年間

■応募方法／申込書（応募動機を記載のこと）を持参、郵送、
　FAXまたはEメールにより提出してください。
　※申込書は、男女共同参画推進課及び各支所情報
　　コーナーに備え付けています。
　　（市のホームページからもダウンロードできます）
■募集締切／8月31日（月）
■選考方法／応募書類の内容について、総合的に判断し、選考
　を行います。選考結果は、応募者全員に書面で通知します。
●申込・問／〒820-0502 嘉麻市上臼井446番地1
嘉麻市役所碓井総合支所 男女共同参画推進課
Ｅメールアドレスdanjo@city.kama.lg.jp
 ☎62-5714　FAX 62-5692

男女共同参画推進課からのお知らせ

旧足白小学校

校舎跡地に

ついに完成!

足白農泊施設

新庁舎供用開始に伴い、稲築庁舎等解体撤去工事を予定
しています。皆様には、工事中何かとご迷惑をおかけいたし
ますが、本工事にご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、大変ご迷惑をおかけしますが、国道211号から
稲築地区公民館へ行く通路は通行できません
のでお知らせします。また、大型車両等の出入りが多くな
りますので通行には十分ご注意ください。

稲築
庁舎

牛隈方面➡⬅飯塚方面

稲築地区公民館

新庁舎

保健
センター

NTT

JAふくおか
嘉穂

ジョイフル

①
②
③
④

稲築庁舎等解体撤去工事
嘉麻市岩崎1143番地3外（稲築庁舎等）
令和2年9月頃からを予定
未定

工 事 名
工事場所
工事期間
施工業者

概
　
要

●問／地域活性推進課 庁舎整備係 ☎42-7404

稲築庁舎等解体工事に関するお知らせ

通行でき
ません!

国道211号（新庁舎側）から見た写真

通行止め

※稲築地区公民館・稲築図書館は利用できます。
※■の建物が解体する建物です。
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