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な水源とする伊田浄水場と丸山浄

約４５０ｋｍの
水道管を守る

水道事業を広域化（統合）し「田川広域水道企業団」を設立します。
本特集では、本市水道事業の現状や統合の理由などをお知らせします。

老朽化する施設

水場の２つの浄水場で処理した水
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範 囲 に お よ ぶ お そ れ が あ り ま す。
【図１】
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が必要です。そして、各家庭の生

厳しい経営

金収入によって、施設や設備の運
改正水道法を、昨年

えや地震に強い水道管の設置など、
を加速。広域化した場合としなか

り組み、今後も命の水を届け続け

245.6円
288.5円
H46改定時

（+51.2円 約28％アップ）

（+95.1円 約51％アップ）

（+60.6円 約37％アップ）

（+103.5円 約56％アップ）
（対現在値）

※田川地区水道企業団は、田川市、川崎町、糸田町、福智町の１市３町により平成元年に設立した一部事務組合
（公共
団体）
です。県営伊良原ダムを水源として企業団の浄水場で浄水処理した水道水を１市３町に供給しています。

建設当時の旧耐震基準に基づいて

営・更新・修繕など、水道事業に必
せるなど、広域化による経営基盤

設備の更新・強化を早期に実施す
った場合に視点を分け、それぞれ

ます。市民のみなさんのご理解と

弓削田 2月20日
（水）
19時 奈良公民館

280.1円

209.0円
（水道料金） H41改定時
（対現在値）

④供給単価

－

統合の場合、将来の水道料金
の上昇を抑制することができ
ます。
（+24.0円 約13％アップ）

233.4円

（+48.4円 約26％アップ）

H36改定時

185.0円/㎥
現在

114億８千万円

後藤寺 2月13日
（水）
19時 後藤寺小学校２階図書室

③財政への影響

186億１千万円

統合の場合、国の交付金など
の財源が活用可能となるため、
市の実負担額が約71億３千万
円軽減されます。

猪位金 2月 8日
（金）
19時 猪位金学園２階図書室

建てられているため、耐震性が不

要なすべての経費を賄っています。

るための、膨大な費用を確保しな
の中長期的な経営戦略を策定して

ご協力をお願いします。

活だけではなく、市全体の経済を

ければなりません。そのため、今
比較しました。その結果、水道事
合や国からの交付金など、有効な
財源の活用が可能となり、水道事
業の健全な運営の継続と、将来の

川 2月 4日
（月）
19時 大藪小学校２階図書室

命の水を、みなさんへ

現在、人口の減少や節水機器の普
の強化を図っています。

後の水道事業の収支は赤字が見込
業を広域化した場合、施設の統廃

月に成立さ

及 な ど に よ り、 水 需 要 が 低 下 し、

まれており、将来の水道料金の値

収入が減少しています。今後もさ

上げは避けられない状況となって
います。
【図２】

広域化で未来を切り開く

水道料金の値上げを抑制できるこ

田

広報たがわ
H31. 1.15号

2
◆問い合わせ 水道課 （☎85−7162）
広報たがわ
H31. 1.15号

西 1月28日
（月）
19時 鎮西小学校２階図書室

※
「④供給単価」
は、料金収入総額から求めた水道水１㎥当たりの単価であり、実際の水道料金とは異なります。
実際の水道料金は、将来の料金改定時点で、最新数値に基づき算出されます。
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鎮

②施設の統廃合

央 1月27日
（日）
10時 中央中学校１階三省庵

４水 源⇒４水 源
10水 源⇒ ５水 源
統合の場合、施設の統廃合が
２浄水場⇒１浄水場
７浄水場⇒ ２浄水場
進み、より効率的な水道事業
７配水池⇒７配水池
35配水池⇒26配水池
運営が可能となります。
【計】
13施設⇒12施設
（▲8％） 【計】
52施設⇒33施設
（▲37％）

中

①施設整備の概要

川 1月23日
（水）
19時 金川小学校３階図書室

㋐耐震性能と高度浄水処理機能 ㋐耐震性能と高度浄水処理機能 単独、統合、いずれの場合も
を備えた新浄水場を建設
を備えた新浄水場を建設
新浄水場の建設や老朽管の更
新など、必要な施設整備を行
㋑老朽管を耐震管に更新
㋑老朽管を耐震管に更新
います。

金

30

70

比較検討結果
統合する場合
田川市単独の場合
分
区

20

48

「料金収入の減少」
「老朽施設の

水道事業の広域化は、民営化ではありません。引き続き
公営（田川広域水道企業団）で行います。

Ｑ：民営化になるのですか
Ａ：公営のまま変わりません

（対現在値）

田 2月23日
（土）
10時 伊田小学校２階図書室
伊

12

27

ところ

50

とが明らかになりました。
【図３】

水道に関する手続きや窓口の場所、
連絡先などすべての業
務はこれまでと変わりません。
新たな手続きは不要です。

Ｑ：市民が必要な手続きはありますか
Ａ：手続きはありません

き

【図１】老朽化が進む450kmの水道管

広域化Ｑ＆Ａ

と
区
校

31

更新などに伴う経営悪化」という

【図２】悪化する経営状況

【図３】水道事業広域化の検討結果

市立病院診療科の取り組み
田川市立病院整形外科の治療の考え方
整形外科
部長

ひ さ え だ

け

い

外科

じ

久枝 啓史

整形外科は、大きく分けると脊椎、
関節、外傷、頭を除く骨など広範囲
な部分を診療します。
整形外科で代表的な「大腿骨近位
部骨折」などを治療することが多い
ですが、骨折を治療できても、治療後の活動性（歩行など）
は低下してしまうことがあります。私たちは、骨折に対
し患者さんが歩くために、どのように工夫して治療して
いくかを日々考えています。また、骨折をどのように予
防していくかに注目しなければなりません。
骨折の一番の原因は「転倒」です。高齢になるにつれ、
骨が弱くなり、筋力が急激に落ちることが転倒の原因で
す。そのため、筋力を維持して転倒しないようにするこ
とが重要なので「歩く」ことを勧めています。歩く意義は、
筋力・骨密度が上がり、骨折しにくくなるとともに生活習
慣病予防にもつながることです。しかし、
高齢になると「変
形性膝関節症」になる人も多く、歩くことが困難になりま
す。この疾患は、病気というよりは老化であると考えま
すが、痛みを伴うため、歩くことを避けるようになったり、
また、悪化すると生活に支障をきたしたりするようにな
ります。治療方法や治療のタイミングなど、人生100年と
いわれる現代においてみなさんが100歳までどう生きて
いくかを「歩く」ということを通じて、一緒に考えてい
きましょう。
だいたいこつ

田川市立病院救急科の取り組み
救急科
（元）
部長

た

な

か

部長

ま る や ま

丸山

せ

い

じ

晴司

田川市立病院は「がんに対する高
度・専門医療の提供」を役割に掲げ
ています。
現在の外科常勤医師は４人で、日
本外科学会や日本消化器外科学会専
門医をはじめ、手術に習熟した高度技能専門医、内視鏡
手術の技術認定医、がん治療認定医などの各種資格は合
計で専門医10人分 、技術認定医３人分 、指導医・研修指
導医６人分、認定医・治療認定医10人分に達し、主にベ
テラン外科医が担当しています。
進歩する医療技術の導入で的確な診断を行い、ガイド
ライン活用で治療の標準化のもと合理的な手術を行って
います。術前カンファレンス、キャンサーボードを通じて、
多職種の横断的協力によるチーム医療でがん患者さん一
人ひとりに最善で最適な治療を施行しています。
専門性をいかしたがん診
療の取り組みで“がん医療
のレベル”の質を向上させ、
地域の病院・医院と連携し、
地方にある田川地域と大都
市圏のがん医療の格差をな
くし、高度で専門的ながん
治療を提供しています。

田川市立病院産婦人科医療の取り組み
産婦人科

じゅんいち

田中 潤一

部長

平成28年10月に救急科が設立さ
れ、公立病院として救急医療の分野
で地域に貢献すること、診療の他に
もスタッフへの救急対応の教育を念
頭に行ってきました。
●田川地域の救急医療レベルのボトムアップ
●心肺蘇生法の啓蒙
●病院スタッフの急変対応力の向上
【取組内容】
・救急勉強会を立ち上げ、毎月各部署が交代で講師を勤め、
スタッフの知識や技術の向上を図った
・急変対応シートを作成し、急変に対する看護力の強化
を図った
・地域住民に心肺蘇生法の啓蒙を行った
（出前講座や講演会）
・救急隊への教育的介入
救急医療は現場から始まっているため、救急隊員のレ
ベル向上が地域医療の質を更に向上させることになる
という考えで、可能な限り隊員へ情報を返す（フィ－
ドバック）ように取り組んだ
そ せ い

田川市立病院外科における
専門性を活かしたがん診療の取り組み

けいもう

ふ

じ

た

藤田

た

く

じ

拓司
ぶんべん

◀救急勉強会

日本全体で、出生数・分娩数が減
少、産婦人科医師数や分娩施設数も
減少しています。それに対し、出
産年齢の高齢化が進んでおり（平
成27年で は、 第 １子30.7歳、 第 ２
子32.5歳）、それに伴うハイリスク妊娠が増加しています。
また、高齢社会に伴い早期発見・早期治療が必要不可欠
になっています。
当院では、そのような課題と向き合い、安全と安心を
届けられるように取り組んでいます。
【安全】
①少子化→出産に対するソフト面の充実
②高齢出産の増加→ハイリスク妊娠の増加
（悪性疾患合併妊娠増加）への診療
③女性疾患に対する検診の充実および対応強化
（乳房、子宮、卵巣、卵管など）
【安心】
①産科医療の集約化→周産期センター設立を目指す
②妊娠中のケア→助産師外来、助産師によるケアサポー
トの充実
③出産後のケア→助産師、保健師の連携強化、
サポートの充実
④症状出現時に受診をしやすい体制づくり

市民公開講座

田川の医療はこう良くなりました
10月30日、今回で9回目を迎えた市民公開講座が
田川青少年文化ホールで開催され、233人が参加しました。

特別講演

福岡県立大学の改革
福岡県立大学

し

ば

た

柴田

よ う さ ぶ ろ う

洋三郎

理事長・学長

第９回市民公開講座は「田川の医療はこう良くなりまし
た」をテーマに、まず、田川において医療・福祉の人材育
成に努めてこられた、福岡県立大学柴田洋三郎理事長・学
長に特別講演をお願いしました。次に、田川市立病院から、
田川の医療向上に日夜努力している医師のうち本年は外科
系の医師がその診療科の取り組みについて報告しました。

田川市立病院の改革
田川市病院事業管理者

「学生ファースト」をモットーに新たに始められた教育
改革、特に、将来の諸課題解決に活躍する人材育成のため
の教育システム構築などについて、福岡県立大学の柴田理
事長が特別講演を行いました。
講演の中で柴田理事長は、地方にある公立大学として、
少子高齢化に向かう未来社会において特に大切なことは
「地方活性化を担える学生の育成である」と述べ、
“なりゆ
き未来”から“なりたい未来”へ変えていける人材の育成
として、従来の専門性のほかに汎用力（人間力）などを身
につけた「専門性を持ったジェネラリスト」の大切さを説
明しました。
また、看護分野での公立大学の優位性として、行政との
密接な関係の形成や、保健・医療分野の地域特性である地
域住民に目を向けた看護学の推進をあげられるとともに、
公立大学がリードする医療・介護の社会貢献として、地域
における医療・介護の包括支援や将来構想への参画、看護
職人材確保の推進（卒業生の定着）などのほか、特に同大
学を中心に８看護系大学が共同で取り組んでいる「看護分
野における国公私大学の連携の中核拠点の形成」について
解説しました。
最後に、同大学の人材育成システムを紹介しながら、情
報化社会、少子・高齢化社会、グローバル社会、地域創生
社会へのそれぞれの対応（汎用力）を養う４プログラム（全
学横断型教育プログラム）を説明するとともに、地域貢献
の視点から、福岡県外出身の卒業生の県内就職率が年々増
えている点をみて、導入した教育の効果が現れていること
を述べられました。

さ い と う

齋藤

た

か

お

貴生

平成 22 年度以後取り組んできた田川市立病院の改革に
ついて一言ご説明します（下図）。
これまでに二つの危機が起こり、二つの大きな改革を行
いました。
第一の危機は、平成20年度～21年度に起こった不良債
務の発生、医師の総引き揚げなどによる経営破綻です。改
革としては、戦略経営を導入した抜本改革を行い、医療と
経営の再建、３年連続の経常収支黒字化を果たし、平成
28年度に病院再生を成就しました。
第二の危機は、平成29年度に表面化した、飯塚医療圏
への患者流出による田川医療圏における中核病院の患者減
少、経営悪化です。改革としては、田川医療圏における医
療のニーズに基づく医療の提供、即ち、ホリスティック・
マーケティングの導入を含む特別事業計画を策定し、平成
30 年 1 月から実行しています。これらは患者流出の抑制
につながっています。

※助産師外来パンフレットは当院ホームページでご覧ください。
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広報たがわ
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◆問い合わせ 田川市立病院 （☎44−2100）

4

広報たがわ
H31. 1.15号

子ども目線で防犯を訴える

防犯ポスター表彰式、
防犯教室、
防犯ブザー配布

10月11日、田川警察署で「第６回防犯ポスターコン
クール表彰式」が行われ、田川防犯協会連合会長賞を受
きたじま
賞した北島まりんさん（弓削田小学校５年）と田川警察
さ か き れ い な
署長賞を受賞した坂木玲維彩さん（中津原小学校６年）
さ さ き すなお
か わ の のぶひさ
が佐々木 淳 同連合会副会長（写真左端）と河野修久田
川警察署長（写真右端）から表彰されました。
このコンクールは、小学生の防犯意識を高めることを
目的に同連合会管内（田川市、香春町、糸田町、福智町、
赤村）の小学校に呼び掛けており、56点の力作が寄せ
られました。北島さんは高齢者が振り込め詐欺に遭わな
いようにと願って
「気をつけて！お金のお話は全てさぎ」
と題し、坂木さんは登下校の安全をテーマに「ついてい

かない、のらない、おおごえでさけぶ、すぐにげる、し
らせる」という「いかのおすし」の合い言葉をポスター
で訴えました。
10月18日には、弓削田小学校で防犯教室が行われ、
全校児童435人が参加しました。不審者が校内に侵入
したことを想定して校内放送が流れ、子どもたちがすば
やく体育館に避難。不審者に変装した田川警察署生活安
全課職員が体育館に現れると職員２人がさすまたで取り
押さえる迫力ある実演が行われました。
子どもたちは
「い
かのおすし」の合言葉を大きな声で唱和し、不審者に声
をかけられた時の対応を学びました。最後に、田川防犯
協会連合会から１年生に防犯ブザーが配布されました。

新中学校に対する要望を提出

田川市中学生生徒会サミット

10月１日、市民会館で「第６回田川市中学校生徒会サミ
ット」が開催され、市内全８校の中学校から生徒会の代表者
が一堂に会しました。
今回のテーマは「新中学校の再編に向けた児童生徒の要
望」
。猪位金学園を除く７校を２校に再編するという市の統
合計画案を受け、各校が事前に校内アンケート実施。その結
果をサミットで発表しました。また、各校混合の４班で実施
したグループ協議では、すべての班が教室へのエアコン設置
を挙げ、学習しやすい環境の重要性を訴えました。今回は初
めて市内９小学校代表児童を傍聴に招き、児童たちは各校の
特色のある発表や白熱する議論に聞き入っていました。
▲中学生の真剣な議論に興味津々の小学生たち

災害復旧支援金を贈呈

後藤寺商店街振興組合が平成筑豊鉄道を応援

▲自信作を手にする北島さん
（左）
と坂木さん
（右）

▲防犯ブザーを受け取る児童代表

オリーブが立派に実ったよ！

田川科学技術高等学校でオリーブ初収穫

▲ひとつひとつ手作業で実を摘み、
丁寧に搾油しました

7
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10月22日、田川科学技術高等学校で、同校の生徒15人
が約 1 年間大切に育ててきた約20本のオリーブから実を収
穫しました。
このオリーブは、新しい市の特産品を開発する 6 次産業
化の取り組みとして一昨年11月に植えられた苗木で、同校
生命科学科の生徒が栽培を管理しながら、田川で育成・活用
できる品種を研究しています。初収穫の収量は合計472個・
1010g。大きさや数など品種や苗ごとの実りの違いを記録
したり、専用の機器を使った搾油の工程を体験したりして研
うれ
「経
究を深めました。
生徒たちは
「無事に育ってくれて嬉しい」
験を今後にいかしたい」などと思いを語りました。

10月23日、後藤寺商店街振興組合が、昨年の豪雨で被災
した平成筑豊鉄道へ災害復旧支援金を贈呈しました。
これは、同組合が７月28日と８月４日に開催した「夜市」
の来場者や商店街の買い物客などから集まった支援金で、夜
市で販売した「ちくまる君」グッズの売上金と一緒に平成筑
か わ い けんいち
豊鉄道代表取締役の河合賢一社長（写真左）に手渡しました。
「日頃当たり前に利用していたありがたさに改めて気付き
ふ く い し ほ
ました」と後藤寺商店街振興組合員の福井志穂さん。温かい
善意を受け取った河合社長は「ご迷惑をおかけした分、後藤
寺をはじめとする地域のみなさんに恩返しができるよう、よ
▲募金箱には１日も早い復興を願うメッセージが添えられています り一層頑張ります」と決意を語りました。

ICTで国境を越える

シンガポールの中学生と交流授業
ス カ イ プ

10月16日、田川中学校の 2 年生26人が、Skype（ビデ
オ通話ソフト）でシンガポールの中学生と交流しました。
これは、ICT教育の取り組みのひとつで、一昨年に全中
学校に導入した電子黒板を使った英語の授業。生徒たちは
ハ
フ
トゥ
」などの助動詞を使って
「have to（〜しなければならない）
英文を考え、お互いに英語で自国の文化や学校生活などを紹
介したり、質問や答えを交わしたりして交流しました。
海外の中学生との英会話を初めて体験した生徒たちは「英
語の発音はシンガポールの中学生の方が断然上手。私たちも
もっと勉強しないといけないと思いました」と刺激を受けて
いました。
▲笑顔で言葉を交わし、
文化の違いなどに驚いていました
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月 日、田川市民会館で「中央公民館発表会」が催され、楽
器演奏やダンス、カラオケ、踊りなど 団体が参加しました。こ
の発表会は、田川市民会館で開かれている公民館講座や人材バン
ク講座の受講生が日頃の練習の成果を披露する場として実施しま
した。会場には、発表者の家族や友人、地域のみなさんなどが集
まり、多彩なステージに大きな拍手を送りました。発表の合間に
は、料理教室の講師と受講生のみなさんが、真心を込めて作った
「おしるこ」を振る舞っておもてなし。さまざまな団体の発表と
観賞を通して、講座の枠を越えて受講生同士が交流し、心も体も
温まる１日となりました。
11

12

地域おこし協力隊

１年間を通して

Facebook で活動を配信中！
スマートフォン、携帯電話から
今すぐアクセス！

着任して早１年。たくさんの人に声をか
けていただけるようになり、田川の温かさ
を日々実感しています。平成29年12月に
着任した当初は、後藤寺商店街の「サンＱ
市」
「わいわい市」の支援からはじまり「成
功祈願祭」
「ごとうじひなめぐり」
「ごとう
じミニパン博」
「夏の夜市」に「サマーフ
ェスタ」
「恵美須大祭」などたくさんのイ
ベントに携わることができました。また、
後藤寺商店街にペットの写真や川柳を展示
する新企画「ごとうじあにまる」を実施し
たほか、市の地域おこし協力隊が合同で企
画した伊田・後藤寺商店街での「たが輪な

中央公民館発表会

18

◆問い合わせ
文化生涯学習課
公民館・スポーツ係
（☎ 44-5110）

げ」などのイベントを通して、地域のみな
さんとの交流ができました。これまでの活
動は Facebook で配信していますが、配
信内容の一部を後藤寺商店街内の掲示板に
も掲示しています。
年が明けて平成31年。早速今月から再
び「ごとうじあにまる」の企画をスタート
させ、第３弾ペット写真と第２弾ペット川
柳を募集しています。詳細は Facebook
やチラシでお
知らせしてい
ますので、み
なさんの応募
をお待ちして
います。

中島隊員ＱＲ

新年最初の回は、
ドイツのお正月の習慣を紹介します
シルヴェスター

WATARIDORI
〜渡り鳥〜
ドイツからやってきた国際交流員
（CIR）
の
アネマリー・グンツェルさんが、
ドイツの文
化や田川での生活などを紹介します。
アネマリーさんのブログ公開中！

「年越し」
はドイツ語で
「Silvester」
といい
ます。ドイツ人はクリスマスを家族と過ご
しますが、年越しは友人と過ごすことが一
般的です。チーズフォンデュを食べたり、
テレビを見たり、ゲームをしたりして新年
を迎えます。年が明けると、スパークリン
グワインで乾杯。
「あけましておめでとう」
フローエス
ノイエス
ヤール
と同じ意味の
「Frohes neues Jahr!」
をお互
いに言い合って新年を祝います。年越しか
らお酒を飲みすぎて、元日に二日酔いで苦
しむ人も少なくありません。実は、ドイツ
の伝統的な正月料理であるニシンを使った
サラダは、二日酔いに効くと言われていま
す。そして、新年と言えば１年の「抱負」
。

ドイツ人に新年の抱負を尋ねたときに一番
多く挙げられるものは「ストレス解消」
「ス
、
マホ利用を減らすこと」そして「家族と過
ごす時間を増やすこと」です。何かと忙し
い年末年始。みなさんは、家族と一緒にお
正月をゆっくり過ごすことができましたか。
もし、
過ごせなかったと思う人がいたら「家
族と過ごす時間を増やすこと」を抱負に加
えてみてはいかがでしょうか。

今日の言葉
フローエス
ノイエス
ヤール
Frohes neues Jahr!
あけましておめでとう！
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申告を忘れずに
平成 年度償却資産
▼申告期限

月

日
（木）

年１月１日現在で、

学予定の保護者
※所得制限があります。詳しくは
１月
同一世帯全員分

日
（火）
～３月

問い合わせください。
▼申込期間
日
（金）

▼申し込み方法

年中

年度所

得証明書（一般用・平成

（学生を除く）の平成

のもの）
、 印 鑑、 保 護 者 名 義 の
通帳の写しを持参し、学校教育

平成

会社や個人が事業のため所有し

▼対象
課で申し込み

学校教

ている償却資産。※資産の異動

・７１６７）

備えあれば憂いなし

育課（☎

がなくても毎年申告が必要です。 ▼申し込み・問い合わせ
税務課固定

・７１１１）

▼申告・問い合わせ
資産税係 （☎

冬用タイヤ・チェーン携行を
八木山バイパスでは、積雪や凍結

▼国土交通省北九州国道事務所
ホームページ
http://www.

事務所筑豊維持出張所（☎０９

qsr.mlit.go.jp/kitakyu/
▼問い合わせ 国土交通省北九州
４８・ ・７９４２）

業務改善助成賃金

４１１・４７１７）

キャリアアップ助成金を活用

福岡労働局

最低賃金額の引上げに取り組む

場合に、有期契約労働者などの基

本給の賃金規定などを２％以上増

額改定し、昇給させる取り組みを

１月

無料

▼申込期限

▼参加費

日（水）

※詳しくは問い合わせください。

・７

子育て

支援課子育て支援係（☎

▼申し込み・問い合わせ

１３２）

南の島で国際交流

金「賃金規定等改定コース」があ

制度として、キャリアアップ助成

※出発地域によって異なります

（火）６泊７日

▼とき

ちびっこ探険学校ヨロン島

事業場の最も低い時間給を引上

ります。助成金を活用するために

実施した事業主に対して助成する

げる中小企業に対して、労働能率

は、取り組み実施日までにキャリ

日
（水）～４月２日

の増進に資する設備・機器の導入

▼ところ

年 ２ 月 末 現 在 で、

日本人・在日外国人小学

▼申込期限

万４千

３月５日（火）

生３００人

▼定員

小学２年生～６年生の人

平成

鹿児島県大島郡与論町

３月

などの業務改善に要した経費の一

▼対象

部を助成するものです。

合わせください。

福岡労働局

８万４千円～

円※出発地域によって異なりま

▼参加費

す。

・６

▼ 申 し 込 み・ 問 い 合 わ せ（ 公 財 ）

国際青少年研修協会（☎

４１７・９７２１）

市営住宅の補欠入居者を募集

（一財）
住宅管理公社

日（金）の間、市営住宅に空き

月

この募集は、３月１日（金）～６

ーマッサージ・あやし歌の実技や

り入居するためのものです。

日の水

８８８）

田川市住宅管理公社（☎

・９

▼申し込み・問い合わせ （一財）

２月１

日～３月

日（金）

▼申込書配布・申込期間

組

日（金）～

時（全６回）

中央中学校 和室

時～

２月

家が発生した場合、抽選順位によ

ことばかりなのは当たり前。ベビ

はじめての子育てが分からない

「はじめてのママと子」
の
「いっぽ」
講座

一人で悩まず参加しませんか

１１・４７０１）

助成金センター（☎０９２・４

▼問い合わせ

福岡

※申し込み方法など詳しくは問い

アアップ計画書の提出が必要です。

福岡労働局

30

交流会を行います。
▼とき
曜日

▼ところ

講座開始時に生後２か月
とお母さん※定員

～ ４ か 月 の 赤 ち ゃ ん（ 第 １ 子 ）

▼対象

28

平成 年度義務教育費援助

に よ る ス リ ッ プ 事 故 な ど に よ り、

国道２０１号八木山峠や烏尾峠、

経済的に困っている家庭の新入

福岡労働局 雇用

20

入学予定者就学援助
学学用品費・義務教育費を援助し

しています。

大渋滞を引き起こすケースが発生

市立小中学校に入学予定

事前に冬用タイヤやチェーンを

▼問い合わせ

環境・均等部企画課（☎０９２・

27

31

15

ます。年度ごとに申請が必要です。
の保護者、または市内に住所が

準備し、ホームページなどで道路

▼対象

あり、福岡県立中学校、福岡県

情報を確認して通行しましょう。

12

20 21 22 23 24 25 26

立中等教育学校の前期課程に入

平成30年度市県民税４期と国民健康保険税８期の納期限は１月31日
（木）
です。
◆問い合わせ税務課
（☎85－7112）

9
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12 13

2
27 28 29 30 31 1
15

85

19

03

44

10

70万円

事業場内最低賃
金が800円以上
1,000円未満の
事業場
1人以上

１月／２月
29

22

事業場内最低賃
4～6人
70万円 金が1,000円未
満の事業場
7人以上 100万円
50万円

10 11 12 13 14 15

30

29

助成対象

9
8
7
6
5

土
金
木
水
火
月
日

4
3

15 16 17 18 19
85

1～3人

7/10
常時使用する労働者数が
30円以上 企業全体で30人以下の事
業場は3/4
↓
※生産性要件を満たした
場合には3/4
40円以上 ※常時使用する労働者数
が企業全体で30人以下
の事業場は4/5

31

31

31 1

85

助成の
上限額
引上げる
労働動者数
助成率
事業場内
最低賃金の
引上げ額

31

☆募集のつづき

北九州視覚特別支援学校

１月

日
（月）
～２月

平成 年度入学者募集
４日
（月）

人または視力以外の視機能障害
が高度のもののうち、拡大鏡な
どの使用によっても通常の文字
や図形などの視覚による認識が
不 可 能 ま た は 著 し く 困 難 な 人。
原則保護者とともに本県に在住
していること。

でに、住所を管轄する公共職業
安定所で申し込みください。
１月 日（火） 時

施設見学会・説明会

▼とき

▼ところ ポリテクセンター飯塚
（飯塚市柏の森）
※参加費無料、申し込み不要
飯塚（☎０９４８・ ・４９８８）

▼問い合わせ ポリテクセンター

※10月31日までに実施された競技を掲載しています。

■バスケットボール（一般・中学生・高校生）
一般 男子Ａ
田川クラブ
一般 男子Ｂ
桐蔭クラブ
一般 女子
アミューズ
中学生男子
金川中学校
中学生女子
伊田中学校
高校生男子
田川科学技術高校
高校生女子
東鷹高校

小学2年生女子の部
山口 愛華（糸田町スポーツ少年団柔道部）
小学3年生男子の部
永野 楓空（勝山柔道クラブ）
小学3年生女子の部
井上 明維南（糸田町スポーツ少年団柔道部）
小学4年生男子の部
岩下 緑士（糸田町スポーツ少年団柔道部）
小学5年生男子の部
中村 常一郎（糸田町スポーツ少年団柔道部）
小学6年生男子の部
森元 壮琉（川崎町青少年柔道愛好会）
小学6年生女子の部
高瀬 舞（川崎町青少年柔道愛好会）

日（月）～２月

２月 日（金）

※詳しくは問い合わせください。
▼選考日
▼申し込み・問い合わせ 直方特
別支援学校聴覚障がい教育部
門（☎０９４９・ ・５５７０、
ＦＡＸ０９４９・ ・５５０８）

職業訓練受講生
（３月生）
募集
ポリテクセンター飯塚
離職などで再就職を希望する人
を対象に、専門知識や技能を学ぶ
構造物溶接科・

ための職業訓練を実施します。
▼訓練科・定員
人

３月１日
（金）～８月 日（木）

▼受講期間

無料（教科
書、作業服などの費

▼受講料

日（土）

公共職業安定所に求職を

用は別途必要）
▼対象

２月

申し込んでいる人
▼入所選考日

※筆記、面接を行います。

年４月２日～平成

２月 日（火）ま

▼申し込み方法

平成 年度入学者募集
平成

16

▼申込期間 １月
時（最終日は 時まで）

４日（月）※土日を除く９時～

28

12

15

が必要です。詳しくは問い合わ

※ 医 師 の 診 断 書（ 本 校 指 定 様 式 ）

15

せください。

▼対象

年４月１日生まれの聴覚に障
がいのある幼児

1位のみ
（敬称略）

■柔道
小学1年生男子の部
永野 蒼波
（勝山柔道クラブ）
小学1年生女子の部
中村 里穂
（糸田町スポーツ少年団柔道部）
小学2年生男子の部
中村 晃稀
（川崎町青少年柔道愛好会）

▼募集期間
日

年４月１日生ま

福岡県立北九州視
覚特別支援学校（☎０９３・６

▼問い合わせ

特別支援学校高等部、高等学校、

両眼の視力が概ね０．３未満の

直方特別支援学校

５１・５４１９）

年３月に卒業見込みの人ま

た人。

等以上の学力があると認められ

たは、学校教育法施行規則で同

成

中等教育学校を卒業した人か平

れの幼児【高等部専攻科理療科】

２日から平成

年４月

（金）【高等部】３月４日
（月）

▼入学検査 【幼稚部】２月
15

24 24

12

▼対象 【幼稚部】平成
27

▼ 受 験 資 格 【 幼 稚 部・ 高 等 部 】

25 31

13

28

28

16

22

［建築技師］を募集します
31

29

●募集人数 １人程度
●試 験 日 ２月３日（日）
●試験会場 田川市役所
●申込期限 １月23日（水）
●応募条件
・昭和58年４月２日以降に生まれた人で次のいずれか
に該当する人
・一級建築士または二級建築士の資格を持っている人
・大学または短期大学などで建築の専門課程を履修し
卒業した人（平成31年３月末までに卒業見込の人を
含む）
・専修学校で大学または短期大学などと同程度の建築
の専門課程を履修し卒業した人（平成31年３月末ま
でに卒業見込の人を含む）
・高等学校または中等教育学校で建築の専門課程を履
修し卒業した人で、３年以上の実務経験がある人（平
成31年３月末までに実務経験が３年になる人を含む）
※試験案案内は総務課で配布します。
●問い合わせ 総務課人事係（☎85－7104）
28

22

田川市職員採用登録試験
31
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平日夜間の応急的診療：内科のみ
（19時～21時※高校生以上）
◆ところ・問い合わせ 田川地区急患センター
（☎45-7199）

施設内訓練生募集
４月期入校生
年度施設

小竹高等技術専門校と田川高等
技術専門校では、平成
２月

日
（水）

内職業訓練生を募集します。
日
（水）

▼問い合わせ
・０３９０）

飯塚ブランチ

福岡ひとり親サポ

ートセンター
（☎０９４８・

日
（日） 時～

時

参加費無料

オストメイトのための医療講演会

２月

▼ところ

力本部飯塚地域事務所（☎０９

ト革命を起こすべく、芸術の枠組

トします。小さな美術館からアー

ユメニティのおがた

（直方市山部）

定時制高校入試特例措置

全館

～２月３日（日）

点を展示いたします。

一般３００
（２００）円、

▼とき

▼ところ

県立高等学校入学者選抜

▼観覧料

）内は、

人以上

）円、中学生以

歳 以 上 で 希 望 す る 人 に 対 し、

※
（

田川市美術館（☎

・６１６１）

▼問い合わせ

日は高校生以下無料

書の提示が必要）の料金・土曜

の団体、市内在住者（身分証明

下無料

高大生１００（

福 岡 県 立 高 校 定 時 制 課 程 で は、

者選抜を行う特例措置を実施して

学力検査ではなく作文による入学

満

みにとらわれない入賞・入選作品

・４８４７）

７００人

４８・

▼定員
所ホームページから申し込み
遠

▼申し込み方法 遠賀川河川事務
国土交通省

賀川河川事務所（☎０９４９・

▼問い合わせ
・１８３０）

います。※一部実施していない学

校があります。詳しくは問い合わ
せください。

年４月

高校入学資格がある

歳以上の人（平成

▼志願資格
満

３ 月 ６日（水）・ ７ 日

１日現在）
▼試験日

う学校もあります。

日

志願

（木）※作文に加えて、面接を行

先高等学校

日（火）～

▼願書配布場所・試験会場
２月

（火）※最終日は正午まで

▼申込期間

福岡県教育庁高校

教育課（☎０９２・６４３・３

▼問い合わせ

９０４）または志願先高校

○開催中の展覧会

第１回タガワアートビエンナーレ
「英展」

50

▼募集期限
２月

▼とき
サン・アビリティーズ

夢に、
挑め
平成 年度自衛官採用試験
２月 日（土）

自衛官候補生第７次募集

▼試験日

▼試験会場 陸上自衛隊小倉駐屯
地（ 北 九 州 市 小 倉 南 区 北 方 ）、
福岡駐屯地（春日市大和町）
歳未満の

日（金）
歳以上

▼申込期限 ２月
▼受験資格
人

３月３日（日）

自衛官候補生第８次募集

▼試験日

▼試験会場 陸上自衛隊福岡駐屯

歳未満の

日（土）～２月

地（春日市大和町）
日（火）

▼申込期間 ２月

歳以上

22

街なか図書館・美術館

○本・絵画募集

伊田商店街・後藤寺商店街内に

子どもから高齢者まで気軽に集え

る場『街なか図書館・美術館』が

オープンしました。アートのある

街づくりを目指し、本・絵画を集

めています。自宅にある本や絵画

の寄贈をお願いします。山本作兵

衛翁の原画大歓迎です。

本：田川市立図書

・６１６１）

・０３８４）絵画：田

▼問い合わせ

館（☎

川市美術館（☎

上村勢津子（亡母春子）

梶原

下魚町

桜ケ丘

▼田川市社会福祉協議会へ寄付

きた「英展」は、本年度からさら

◎香典返しとして

なる美術界の振興を目指し、全国

（敬称略）

秀子（亡夫隆雄）
※保護者の参加も可能です。

▼ところ たがわ情報センター

公募の隔年開催として、再スター

推薦制の公募展として開催して

20

▼選考日
▼募集科 【小竹校】プログラム
建築科・塗装科・介護サービス
▼ところ

設計科・自動車整備科・機械科・
科【田川校】電気工事科・自動
いいづか（飯塚市柏の森）
▼内容 【講演】
「ストーマトラブ
人工肛門・人工膀胱を持

ルと地域生活について」
、
相談会
▼対象
つ本人とその家族、医療・介護
関係者など
田中

た な か

日本オストミー協

会福岡県支部筑豊分会

▼問い合わせ

（☎０８０・１１６０・５０５０）

九州防災・減災シンポジウム
入場料無料
年７月豪

近年、全国各地で豪雨災害が頻
発し、遠賀川でも平成

雨（西日本豪雨）で観測史上最高
水位を観測しました。そのことを
踏まえ、インフラの重要性やその

人

▼受験資格

31

車整備科・木工家具科・左官科・
ＯＡ事務科
に備え付けの
「訓練生募集要項」

※詳細は最寄りの公共職業安定所
またはホームページをご覧くだ
さい。
福岡県立小竹高等

技術専門校（☎０９４９６・２・

▼問い合わせ

・１６７６）

６ ４ ４ １）
、福岡県立田川高等
技術専門校（☎

養育費１１０番
相談料無料

効果を認識するとともに、ソフト
対策により地域防災力を向上させ、

養育費に関する相談に対応する
ため、弁護士による集中電話相談

田川地区自衛隊就職説明会

61

42

20

20

▼問い合わせ 自衛隊福岡地方協

27

つな

▼とき

12

１月 日（日）９時～ 時

地域住民の的確な避難行動に繋げ

分～
30

42

33

33
ることをテーマにしたシンポジウ
24

44

15

16

を開催します。相談は匿名でも受

日
（木） 時

13

け付けます。

１月

ムを開催します。
時

▼とき

２月２日
（土） 時～

時

編集後記
「リロード」
：祖母の庭ですくすく育つ、
ホウレン草。
冬の寒さに耐えたその味は、
格別に甘い。
（風）

11
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▼とき

２４・２６４４）

17

▼ 相 談 電 話 番 号 （ ☎ ０ ９ ２・ ７

16

19

23

18

18

16

31

10

12

30

13

30

22
26

21

17

13

20

44

( 一財 )
自治総合センター

コミュニティ助成事業

例年、８月末から９月上旬に募集が始まってから次年度
の事業を申請しますが、平成31年度からは、一般コミュ
ニティ助成事業の手続きが変わります。

平成

自治総合センターが宝くじの社会貢献として助
平成31年度申請分の日程
成する事業です。毎年募集があるとは限りません。
１月下旬〜 ❶相談会で内容を検討し、予定書
平成31年度申請分から、一般コミュニティ助成
２月上旬
を作成して市に提出します。
事業は事前に説明･相談会･書類審査を行います。
３月〜５月 ❶総会で予定書を公表し、地区住
①主な助成事業
民の賛同を得ます。
❶一般コミュニティ助成事業 : 対象は備品や設備
７月
❶申請書類を作成し、市の事前審
の整備経費。ただし建築物、消耗品は対象外。
査を受けます。
31
助成金は100万円〜250万円。
８月末〜
自治総合センターが募集を開始し
❷コミュニティセンター助成事業 : 対象は自治集
９月上旬
ます。
会所等の建設整備経費。ただし土地の購入や建
９月中旬
❶❷❸市に申請書類を提出します。
物などの撤去、外構経費は対象外。助成金は総
※複数の申請がある場合は抽選で
事業費の３／５以内で1,500万円以内。
順位が決まります。
❸青少年健全育成助成事業 : 対象は主に親子で参
県を通じて申請します。
加するスポーツやレクリエーション活動、文化
３月〜４月 自治総合センターが助成団体を決
活動や学習活動などに伴う経費。ただし、備品
定。決定通知を受け取ります。
は対象外。助成金は30万円〜100万円。
７月以降
助成金が振り込まれます。
②対象団体 ❶❷は行政区･校区活性化協議会
３月〜４月 ❶市に報告書を提出します。
（各代表へ説明会などの案内を送付）❸は行政区
❶以降２年間報告が必要です。
･校区活性化協議会･青少年健全育成団体
※自治総合センターが募集をしない場合は書類を返却します
年
次年
以降

〜出張ボランティア
センターを開設〜

市ボランティアセンターコーナー

11月17日・18日、福岡県立大学で大学祭「秋
興祭
（主催:同実行委員会）
」が開催され、ステージ
イベントや屋台などでにぎわいました。
市ボランティアセンターは初めてコーナーを設
け、ボランティア団体の活動報告やポスター、市
のお知らせなどを展示しました。

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字を採用しています。
ー「広報たがわ」は再生紙を使用していますー

11月17日、彦山川の新橋と番田橋の間で「カ
ヌー体験教室」が催され、地域住民などが水上
でのバランスやオールさばきのコツを学びまし
た。会場では出店が開かれ、温かい食べ物など
で体験を終えた参加者を迎えました。主催者の
田川の宝 ! 彦山川を創る会「中流部会」のみな
さんは「毎年企画したい」と抱負を語りました。
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