支援制度・相談窓口などの
情報一覧
２〜４ページ

心通わせ
ウイルス通さず
ビニールシートによる

感染防止対策実施中

新型コロナウイルス感染症対策のため、市民のみなさん
と接する窓口に来庁者と職員を仕切るための透明シート
ひまつ
せき
を設置しています。これは、
感染の原因となる飛沫（咳・
くしゃみ・つばなど）を防ぎ、お互いに感染を予防する
ための対策です。ご理解とご協力をお願いします。
※帰宅後は手洗いなどで十分な予防対策をお願いします。
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事業者支援・相談窓口・就学援助・税金・公共交通・その他
の要請、奨学金や授業料免除を通じた
支援などがあります。
詳しくは、現在通学している高等学
校へ問い合わせください。
●大学などに通学する学生への支援
支援内容や手続きなど、詳しくは各
大学・専門学校などの学生課や奨学金
窓口、日本学生支援機構奨学金相談セ
ンターへ問い合わせください。
日本学生支援機構奨学金相談センター
☎0570‑666‑301

税金

地方税猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、地方税の納付が困難な人は申請によ
る猶予制度の対象になる場合があります。
詳しくは問い合わせください。
●問い合わせ 税務課収納係 ☎85‑7112

公共交通

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、市内公共交通の運行状況が変わって
います。市ホームページに各公共交通機
関のホームページにリンクを貼っていま
すので、活用してください。
●市コミュニティバス ●JR
●平成筑豊鉄道 ●西鉄バス

買い物支援

在宅での生活・買い物を支援すること
を目的に、商品の配達やサービスの提供
を行う商店などの情報をまとめた「田川
市買い物支援協力店」の冊子を発行して
います。外出による感染リスクを下げる
ため、活用をお願いします。
●問い合わせ 高齢障害課 ☎85‑7129

広報たがわ4月15日号と一緒に
配布しています。

ペットが心配

新型コロナウイルス感染症について、
動物を飼育している人向けのQ＆Aを、
厚
生労働省がホームページで公開していま
す。ペットへの感染や症状、狂犬病ワク
チンの取り扱いなどの情報が確認できま
す。
【Q&Aの一例】
Ｑ：狂犬病のワクチンは６月30日までに
打たないといけないのですか？
Ａ：毎年４月１日〜６月30日の期間に予
防注射を受けなければなりません。しか
し本年は、７月以降に受けるこ
とも可能とする方向で検討を進
めています。
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広報たがわ
R2. 5.15号

［通告するときに必要な情報］
虐待などの日時・場所 、子どもと保
護者の情報 ( 名前・年齢・住所・学校名
など）、虐待かもしれないと思った状況
（だれが・どこで・どのように・いつ頃
から など )
みんなの人権１１０番
人権問題についての相談を受け付ける
相談電話です。電話した場所の最寄りの
法務局につながり、職員や人権擁護委員
が対応します。秘密厳守。
●相談電話番号 ☎0570‑003‑110
８時30分〜17時15分 ※土日祝日を
除く
生活困窮者自立支援事業
生活に困っている人が早い段階で自立
した生活に戻れるように、支援員が包括
的な相談支援を行います。相談者の状況
に応じた支援ができるようにさまざまな
制度・関係機関と連携し、寄り添いなが
ら支援します。
※現金給付ではなく、自立に向けた人的
支援を提供します。
●対象 市内在住で、経済的な問題など
で生活に困っている人（生活保護受給
者は除く）
●相談窓口と受付時間 市役所１階⑰番
窓口（市民ふれあい支援センター）
●受付時間 ８時30分〜16時30分
※土日祝日を除く
●問い合わせ 生活支援課 ☎85‑7126
感染症の一般的なことに関する相談窓口
●厚生労働省相談窓口（９時〜21時）☎
0120‑565653（フリーダイヤル）
※聴覚に障害のある人、電話での相談が
難しい人は、FAX03‑3595‑2756 を
利用するか（一財）全日本ろうあ連盟
ホームページをご覧ください。
●福岡県がん感染症疾病対策課感染症対
策係（24時間） ☎092‑643‑3288
●外国語での相談 福岡アジア医療サポ
ートセンター（医療に関する外国語対
応コールセンター）
☎092‑286‑9595、
ふくおかよかとこコールセンター（外
国人観光客向け多言語対応コールセン
ター）
☎092‑687‑6639

就学援助

●義務教育の就学援助
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、離職・退職などにより経済的に
困難になった家庭は、必要書類を提出
して就学援助を申請できます。
詳しくは、学校教育課（☎85‑7167）
に問い合わせください。
※申請は市民会館１階で受け付けていま
す。
（休館中でも申請できます）
※申請書類は市ホームページからダウン
ロードできます。
●高等学校に通学する生徒への支援
授業料の減免や高校生等奨学給付金
を通じた支援、就学援助の柔軟な対応

用保険適用事業所であること）
※４月１日〜年６月30日（緊急対応期
間）の休業などに適用
●助成額 対象労働者1人当たり8,330円
が上限（３月１日現在）
※最新の情報は厚生労働省のホームペー
ジをご覧ください。
●問い合わせ 福岡県労働局助成金セン
ター ☎092‑411‑4701
無利子・無担保の融資 ※無利子貸付
●対象 売上が前年比５% 以上減少
●要件 実質無利子とするためには、諸
要件を満たすことが必要です。
●上限額 個人事業・中小企業…6,000万
円（うち実質無利子枠は3,000万円ま
で）
●連絡先 日本政策金融公庫事業資金相
談ダイヤル ☎0120‑154‑505
田川商工会議所 ☎0947‑44‑3150
農林漁業セーフティネット資金
新型コロナウイルス感染症で影響を受
けた農林漁業者などを対象に、日本政策
金融公庫が農林漁業セーフティネット資
金等の特例措置の取り扱いを始めていま
す。具体的な特例措置の内容は、農林漁
業セーフティネット資金の貸付金使途の
追加、融資限度額の引き上げ、農林漁業
セーフティネット資金等の金利負担軽減、
実質無担保です。
※詳しい支援内容は問い合わせください。
●問い合わせ 日本政策金融公庫本店農
林水産事業本部 ☎0120‑926478

相談窓口
臨時休校・外出自粛によりＤＶや
児童虐待の被害が増加する危険性が
高まっています。また、感染者や医
療従事者などへの人権侵害（偏見・
差別など）が発生しています。被害
を受けた人や悩みがある人は、1 人
で抱え込まずに相談してください。
DV 相談＋
（プラス）
●相談電話番号（24時間対応）
つなぐ
はやく
☎0120‑279‑889
●メール相談（24 時間対応）
●チャット相談（12 時〜 22 時）
※メール・チャット相談はホームページか
らアクセス
（https://soudanplus.jp/）
●安心の相談体制 専門の相談員が対応
・面談、同行支援などの直接支援も実
施・安全な居場所も提供・24時間電話
対応・10か国語対応
児童相談所全国共通ダイヤル
虐待や子どものSOSのサインを発見し
たり、様子が変だと感じたら、電話や手
紙などで通告
（連絡）
してください。通告
した後で 虐待でないとわかっても、通告
した人に罰則はありません。誰が通告し
たのかなど、
秘密は守られます。 い ち は や く
●児童相談所全国共通ダイヤル ☎189

←４ページ：子育て世帯への臨時特別給付金・市の事業者支援金・特別定額給付金
（10万円）

支援制度・相談窓口などの
情報一覧

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ対策により、市民生活が急変。 ひっぱく
外出自粛・臨時休校・休業など、これまで経験したことのない事態に直面し、生活も経済も逼迫しています。
本特集では、公的な支援制度や相談窓口を紹介します。
みなさんの生活や経済を守るため、積極的に活用してください。そして、困っている人に情報を伝えてください。

貸付・給付・手当・事業者支援
れなかった人に傷病手当金を支給します。
※事業主の休業補償ではありません。雇
われている人が対象です。
●支給額 本人の給与日額×２／３×支
給対象日数※限度額あり
●支給対象日数 労務不能から３日を経
過した日から労務不能だった期間のう
ち就労を予定していた日数
●対象期間 １月１日以降
●申請期間 随時
●申請方法 市役所１階⑪番窓口で申請
※郵送での申請もできます。詳しくは市
ホームページをご覧になるか、問い合
わせください。

事業者支援

売り上げの減少や休業などで打撃を受
けている事業者を支援するさまざまな制
度があります。申請方法など詳しくは問
い合わせください。
セーフティネット保証４号・５号 ※融資保証
●対象
【４号】
売上が前年同月比で
20％以上減少 ※全業種
【５号】
売上が前年同月比で
５%以上減少 ※指定業種あり
●保証 【４号】
100％、
【５号】
80％
●問い合わせ 産業振興課 ☎85‑7145
危機関連保証 ※融資保証
●対象 売上が前年同月比で
15％以上減少 ※全業種
●保証 100％
※セーフティネットとは別枠です。
●問い合わせ 産業振興課 ☎85‑7145
持続化給付金 ※返済不要
●対象 売上が前年同月比で
50％以上減少
●給付上限額 個人事業…100万円
中小企業…200万円
●問い合わせ 中小企業金融・給付金相
談窓口 ☎0570‑83183
雇用調整助成金 ※返済不要
●対象 従業員を休業させた事業主（雇

期間、家賃相当額を支給します。
●要件
①離職後２年以内であること。または、
やむを得ない休業などにより収入を得
る機会が減少していること。
②上記の状態になる前、世帯生計を主と
して維持していたこと。
③申請する月の世帯全体の収入合計額が
下表の金額以下であること。
（収入には公的給付を含む）
世帯人数
１人
２人
３人
４人
５人

世帯収入額

81,000円
123,000円
＋家賃額
157,000円
（下記の支給額が上限）
195,000円
232,000円

④申請者および申請者と生活を一にして
いる同居親族の預貯金合計額が下表の
金額以下であること。
世帯人数

１人
２人
３人
４人以上

金融資産

486,000円
738,000円
942,000円
1,000,000円

※その他にもさまざまな要件があります。
詳しくは問い合わせください。
●支給額
家賃相当額（上限額は以下のとおり）
世帯人数

１人
２人
３〜５人
６人
７人以上

支払上限額

32,000円
38,000円
41,100円
45,000円
49,300円

●支給期間
原則３か月間（一定条件を満たした場
合は延長できます）

傷病手当金

市民課保険係 ☎85-7140
国民健康保険加入者で、新型コロナウ
イルスに感染または感染が疑われ会社を
休み、その期間の給与の支払いを受けら

生活福祉資金貸付制度の
特例貸付

田川市社会福祉協議会 ☎44‑5757
新型コロナウイルス感染症の影響によ
る休業や失業などによって生活資金が必
要となった人に、緊急小口資金などの貸
付を実施します。
休業した人向け（緊急小口資金）
●対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、休業などにより収入が減少し、緊
急かつ一時的に生計の維持が困難にな
った世帯
●貸付上限
学校などの休業、個人事業主などの
特例の場合……20万円以内
その他の場合…10万円以内
●その他
据置期間 1 年以内、償還期限 2 年以内、
無利子、保証人不要
失業した人向け（総合支援金）
●対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、収入減少や失業などにより生活が
困窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯
※原則、生活の立て直しに向けて、自立
相談支援機関による相談支援を受ける
ことが要件です。
●貸付上限額
２人以上…月20万円以内
単身………月15万円以内
※貸付期間は原則３か月以内
●その他
据置期間 1 年以内、償還期限10年以内、
無利子、保証人不要

住居確保給付金

生活支援課 ☎85-7126
離職・廃業または休業などにより収入
が減少したことで、住居を失った人・住
居を失ってしまうかもしれない人に対し、
就職活動を行うことなどを条件に、一定

２～４ページの情報は４月30日現在のものです。最新情報は各制度のホームページや問い合わせ先で確認してください。
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田川市の事業者支援金制度

子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内に
事業所を有する事業者や感染症拡大防止のため施設
使用停止の協力要請に応じて施設の休止に協力する
事業者に対して、支援金を支給します。
●対象 市内に事業所を有し事業を営む事業者
（全業種対象、一部の法人などを除く）
●支援金の額 １事業者につき 10万円
（２以上の事業所などがある場合も同じ）
●対象 市内に事業所を有し事業を営む事業者で、
福岡県コロナウイルス感染症対策本部長（福岡県
知事）の要請に協力する事業者
●支援金の額 １事業者につき 20万円
（２以上の事業所などがある場合も同じ）
●申込期限 ６月30日
（火）
※消印有効
●申請方法 下記宛先に申請書類を郵送して申し込
み。申請書類は市ホームページでダウンロードで
きます。市役所でも配布しています。
〒825‑8501 田川市中央町１番１号 事業者支
援金申請受付 ※詳しくは問い合わせください

●対象 令和２年４月分（３月分を含む）の児童手
当の受給者（特例給付を除く）
●対象児童 支給対象者の令和２年４月分（★３月
分を含む）の児童手当（特例給付を除く）の対象
児童
★令和２年３月時点で中学３年生であった児童も含
まれます。
※特例給付とは、児童１人当たり月額５千円が支給
されていることをいいます。
●支給額 対象児童１人当たり１万円
●支給時期 ６月から
●手続き方法 申請は不要です。支給対象者（公務
員を除く）に、
給付についてのお知らせを送ります。
※令和２年３月31日に住民登録していた市町村が給
付金を支給します。
●公務員の申請期間 ６月１日
（金）
〜９月30日
（水）
※支給対象者のうち、公務員の人は職場での申請が
必要です。

産業振興課 ☎85‑7145

国民１人

子育て支援課子育て支援係 ☎85-7132

特別定額給付金

４月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」が閣議決定され、特別定額給付金（仮称）が給付さ
れることになりました。以降、給付に向けて準備を進め
ています。以下は４月30日現在時点での公開情報です。
最新情報や詳細は市ホームページをご覧になるか問い合
わせください。
●給付対象者 基準日４月27日時点で住民基本台帳に
登録されている人
※外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本
台帳に記録されていないため、対象となりません。
※生活保護受給者への給付は収入とは認定しません。
●給付額 世帯構成員１人につき10万円
※世帯主が受け取ります
●申請方法 ①郵送による申請、
②オンラインで申請（マ
イナンバーカードを持っている人が利用できます）
※３密（密閉・密集・密接）による感染拡大を防ぐため、
原則①②の方法とします。
※窓口申請はやむを得ない場合に限ります。
●申請書発送・給付時期 ５月下旬をめどに申請を受け
付けられるよう取り急ぎ準備を進めています。
申請期限は、郵送申請方式の受付開始日から３か月以
内です。
●問い合わせ 総務省設置コールセンター
☎03‑5638‑5855 ９時〜18時30分※土 日 祝 日 を
除く

（仮称）

10万円

配偶者からの暴力を理由に避難している人へ
配偶者からの暴力を理由に避難している人で、事情に
より４月27日以前に現在住んでいる市町村に住民票を
移すことができない人は申出書の提出が必要です。受け
付けには要件がありますので、詳しくは問い合わせくだ
さい。
●手続き方法 現在住んでいる市町村の特別定額給付金
担当窓口へ申出書を提出してください。
※申出書を提出しても、現住所などの情報を知られるこ
とはありません。
※申出書を提出することで、世帯主でなくとも申請を行
い、給付金を受け取ることができます。
※申請書の添付書類など詳しくは問い合わせください。
●問い合わせ 生活支援課自立支援係 ☎85‑7126

給付金詐欺に注意！

●給付金に関して、市や総務省が「ATM の操作」
をお願いすることは絶対にありません。
●市や総務省などが、特別定額給付金の給付のた
めに「手数料の振込」を求めることは絶対にあり
ません。
●詐欺と思われる電話・郵便・メールが届いたら、
最寄りの警察署に連絡してください。

感染症が疑われる場合は田川保健福祉事務所に相談（平日☎42-9379、夜間休日☎092-471-0264）
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小早川 晶 医師
がん

緩和ケアは、癌の患者さんだけではなく、
老年期や救急・集中治療、心不全や脳梗塞

など、人に苦痛を与えている疾患や生活の
場で、痛みなどの苦痛を柔らげる働きのこ

とです。
田川市立病院の内外で、緩和ケアを届け
ていきます。４月からは、月・木曜日の14
時〜15時30分に緩和ケア内科外来（完全
予約制）を行っています。

消化器内科 医員
た か の

け い す け

整形外科 医員
す ぎ

髙野 恵輔 医師 杉
当院は、田川の救急
医療、地域医療の中核
を担っています。微力
ですが、貢献できるよ
うに頑張ります。よろ
しくお願いします。

整形外科 医員
あ だ ち

じゅんき

小児科 医員

しゅうぞう

ひがしじま

り

え

こ

修造 医師 東島理絵子 医師 金政

山口から来ました。
小児のアレルギーを
整形外科の杉修造です。 専門としています。
田川地域のみなさん
田川地域のみなさん
の医療に少しでも貢献 に貢献できるよう頑張
できるよう精進して参 ります。
ります。よろしくお願
いします。

産婦人科 医員
ま え だ

小児科 医長
か ね ま さ

ゆ

み

整形外科 医員

こ

あ り た

た か ふ み

ひかる

消化器内科 部長
き し

光 医師 岸

子どもたちの笑顔に
毎日元気をもらってい
ます。
子どもたちとその家
族の笑顔のため、小児
医療に尽力します。

小児科 医員
と う や

田川市立病院

あきら

新任医師 の
紹介

こ ば や か わ

令和２年４月１日に着任した
医師を紹介します︒

緩和ケア内科 副院長

しゅんいちろう

ま さ ひ ろ

昌廣 医師

田川の地域医療へ貢
献できるよう、精一杯
努めます。よろしくお
願いします。

総合診療科 医員
お お き

こ う す け

安達 淳貴 医師 前田裕美子 医師 有田 卓史 医師 東矢俊一郎 医師 大木 公介 医師
患者さんの声をよく
を売りに頑張ります。 聞いて、相談しやすい
よろしくお願いします。 存在でいられたらと思
います。精一杯頑張り
フットワークの軽さ

ますので、よろしくお

田川地域の医療に少

しでも貢献できるよう
努めます。よろしくお
願いします。

願いします。
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◆問い合わせ 田川市立病院（☎44-2100）

田川地域の子どもた

担当になった患者さ

ちに寄り添えるように んのさまざまな悩みに
頑張りたいと思います。 真摯に対応し、より良
よろしくお願いします。 い医療を提供できるよ
う、日々精進していま
す。

進む 汚水処理

ポイント

● 補助の対象と補助金額

「転換」
は、
令和５年度までがお得です。
くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
「転換」
する場合の
補助金額は段階的に減少していきます。
また、
令和11年度以降は、
補助金額が新設と同じになると同時に店舗や公民館、
アパートなどの専用住宅以外の建物が補助対象ではなくなります。
主な補助対象項目

新

建物用途
人

槽

設

専用住宅

すべての建物用途

10人槽以下

すべての人槽

本体工事

令和元〜５年度
5人槽

令和６〜８年度

市では、くみ取り便槽や単独処理浄化槽を早急に合併処理浄化槽に転換できるよう
令和元年度から新たな浄化槽の補助制度を始めました。

63.2万円

43.2万円

6 ・ 7人槽

41.4万円

91.4万円

51.4万円

54.8万円

71.4万円

8〜10人槽

補助対象外

31〜50人槽
51人槽以上
撤去・配管

104.8万円

84.8万円

64.8万円

143.9万円

123.9万円

103.9万円

197.2万円

177.2万円

157.2万円

253.7万円

233.7万円

213.7万円

282.6万円

262.6万円

242.6万円

［ く み 取 り 便 槽］撤去：６万円、配管：14万円
［単独処理浄化槽］撤去：９万円、配管：30万円

令和元年度

83.2万円

21〜30人槽

制度開始から１年。これまでの実績や設置事例などを紹介します。

令和９・10年度

33.2万円

11〜20人槽

〜続けよう、きれいな川を守るため〜

転換

件
前年度比 約８倍増
新

平成30年度
令和元年度

狭い場所でもスッキリ収まる

一般的に、合併処理浄化槽を設置する敷地の広さは軽自動車１台
分程度が目安です。しかし、それに満たない敷地でも周囲の状況や
施工方法によって設置できる場合があります。
「我が家は無理だろ
う」と諦める前に、一度相談してみてはいかがでしょうか。

After

まずは、実際の工事費がどのくらい
かかるか、見積りをとって検討して
ください。

要チェック！

設置場所：Ｎ邸
（猪位金４区）
●工事内容 くみ取り便槽から
合併処理浄化槽
（７人槽）
への
転換

●寸法 幅１ｍ20㎝

Befor

77
64

転

換
19
157

件
増

前年度比 約２倍増

うちくみ取り

16
128

うち単独槽

3
29

計
96
221

浄化槽が
増えています

125増

After

設置場所：Ｔ邸
（春日町）

● 合併処理浄化槽で川をきれいに

多くの市民のみなさんが補助制度を利用して合併処理浄化槽を設置したことで、
汚水処理の取り組みは大きく前進しました。しかし、市内にはくみ取り便槽や単
独処理浄化槽（し尿のみ処理）が数多く残っており、その割合は40％もあります。
これらは、台所や風呂などから出る生活雑排水が処理されないため、そのまま
流されて河川の水質汚濁の原因となっています。

After

汚れのもと
（種類）
と
捨てる量

●工事内容 単独処理浄化槽
から合併処理浄化槽
（５人槽）
への転換

設置場所：Ｙ邸
（猪位金２区）
●工事内容 単独処理浄化槽
から合併処理浄化槽
（７人槽）
への転換

●寸法 幅１ｍ12㎝

単独処理
浄化槽
・くみ取り 合併処理
（約40％） 浄化槽

（約60％）

● 台所から出る汚れをそのまま流すと川や海を汚します

米のとぎ汁
2,000㎖
よく そう

浴槽

●寸法 幅１ｍ25㎝

Befor

設

125

８倍増！

ポイント

こんなところに浄化槽 !?

Befor

157

浄化槽
設置

浄化槽
への転換

お陰様で

魚が住める
水質にするために
必要な水の量

4.2 杯分

みそ汁
200㎖
よく そう

浴槽

4.7 杯分

牛乳
200㎖
よく そう

浴槽

10 杯分

使用済みの油
500㎖
よく そう

浴槽
100杯

100杯

（浴槽１杯：300L）

100杯
10杯

7
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◆補助制度の申し込み・問い合わせ 環境対策課 浄化槽相談室
（汚水処理対策室）
（☎85-7160）

330 杯分

10杯

10杯

6
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施策体系

この計画は、国が示した「地域自殺対策政策パッケージ」の中で、すべての市町村で取り組むことが望ましいとされた「基
本施策」と地域の特性を考慮して取り組む「重点施策」について、本市が取り組んでいる「自殺対策に関連した取組」をカ

テゴリーごとに整理し、推進します。また、市保健センターでは「自殺対策に特化した取組」を、すべての市民のみなさん
を対象に進めます。

自殺対策に関連した取り組み
基本施策

田川市自殺対策計画

日本の自殺死亡率（人口１０万人当たりの自殺による死亡率）は、近年、全体としては低下傾向にあるものの、主要先進
７か国の中で最も高く、年間自殺者数は２万人を超えています。平成１８年に施行された自殺対策基本法は、平成２８年に

改正され、すべての都道府県および市町村が自殺対策計画を策定することになり、本市でも、これまでの取り組みや自殺対
策を総合的に推進していくため「田川市自殺対策計画」を策定しました。

自殺は「個人の問題」ではなく「社会の問題」です。
「誰も自殺に追い込まれることのないまち・田川」の実現を目指し、
あなたに寄り添い、サポートします。

計画の目標

重点施策

●地域におけるネットワークの強化
●自殺対策を支える人材の育成
●市民への啓発と周知
●生きることの促進要因への支援
●児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

令和６年までに、本市の自殺死亡率について国の大綱で定める目標「13.0 以下」を達成することを目標としています。

●子ども・若者への対策
●高齢者への対策
●生活困窮者・無職者・失業者への対策
●勤務・労働・経営対策

本市の自殺の現状と特徴
現

自殺予防月間に合わせ、年１回実施。寸劇などわかり

やすい方法で、こころの健康に関する正しい知識を普及
啓発しています。

こころの健康展

夏休みと自殺予防週間に合わせ年 1 回実施。市民にと

って身近な図書館で、こころの健康に関する正しい知識

を普及啓発しています。パネル展示とともに図書館司書
が選んだ関連図書を設置しています。

こころの広報活動

こころの相談室

自殺に追い込まれる人の心情や社会的背景は他者には

理解されにくいものです。市民が相談機関や窓口の存在
つな
を知らなければ適切な支援に繋げることができません。

そのため、自殺予防月間に合わせ、広報紙などで幅広く
自殺予防に関連する情報を発信しています。

【相談窓口一覧】

市保健センター
田川保健福祉事務所
（精神保健係）
福岡県精神保健福祉センター
ふくおか自殺予防ホットライン
北九州いのちの電話
福岡いのちの電話

9
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こころの悩みを直接臨床心理士に相談することができ
る相談室です。令和２年度は４回の実施を予定していま
す。実施日や対象者などは広報紙や市ホームページでお
知らせします。

年代別自殺者数は、男性が60歳代と70歳代、女性が70
歳代と多くなっており、いずれも高齢者の割合が高くなっ
ています。

状

自殺率の推移
人口10万人当たりの自殺死亡率は、国の平均が減少傾向
にある中、本市は年によって変動があるものの５年間の平
均は23.9と、全国の平均17.9と比べ高い水準です。

35

■

全国

■

田川市

25

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

◆問い合わせ 市保健センター（☎ 44-8270）

間の平均は11.8人です。男女別では、男性が8.4人に対し、
女性は 3.4人で、男性の方が２倍以上多くなっています。

策定：令和２年３月
期間：令和２年度

1

0

0.2 0.2

0.4 0.4

1
0.6

0.4

0.4

0.6

0.4

20歳
80歳
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
未満
以上

自殺の原因・動機別では、健康問題が49.3％と最も高
く、次に家庭問題が14.1％、経済・生活問題が11.3％と
なっています。
その他

7.0％

不詳
家庭問題
11.3％
14.1％

男女問題 2.8％
勤務問題 4.2％

経済・生活問題
11.3％

〜令和６年度（５年間）

※計画の詳細は市ホームページをご覧ください。

1.4

1.5

自殺の原因・動機別割合

本市の自殺者数は、平成27年が15人と最も多く、５年

田川市自殺対策計画

2

2.0

0.0

20

■男 ■女

2.4

2.5

0.5 0.4

自殺者数の推移
☎44‑8270
☎42‑9307
☎092‑582‑7500
☎092‑592‑0783
☎093‑653‑4343
☎092‑741‑4343

（人）

1.0

30

15

徴

年代別自殺者数（５年間平均）

（平成26年〜平成30年）

あなたの心に寄りそうためのさまざまな取り組みがあります
こころの健康づくり講演会

特

健康問題
49.3％

※厚生労働省ホームページ：地域における自殺の基礎資料
（市町村・発見日・住居地）
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自衛官募集事務に関する
対象者情報の提供を行います

安全安心まちづくり課

自衛隊から市に対して、法令に

基づき対象者情報の提供依頼があ

りました。これを受け、対象とな

る市民の情報を自衛隊に提供しま

す。情報の提供を希望しない場合

は、本人または保護者が「除外申

年４月２日～平成

安全安心

日（金）

請書」を提出すれば、提供名簿か

ら削除します。

平成

５月

年４月１日生れの人

▼対象

▼申込期限

▼除外申請書配布場所

ま ち づ く り 課 で 配 布 す る ほ か、

29

14

月

火

水

木

金

土

15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
7

14

6

2

1

8

4

5

6

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

30

3

9 10 11 12 13

この募集は、７月１日（水）～

月

家が発生した場合、抽選順位によ

り入居するためのものです。

12

日

▼申込書配布・申込期間 ６月１

ほか、美術館ホームページでダ

田川市美術館（☎

ウンロードできます。

▼問い合わせ

・６１６１）

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）

日（月）～ 日（金）

隈 ）、 第 ２ 回 九 州 共 立 大 学（ 北

郵送、持参また

日（火）

糒

見立

▼田川市社会福祉協議会へ寄付

紗子
（亡夫義友）

和久
（亡母カズノ）

榮勝
（亡妻純子）
猪位金１区

◎香典返しとして

髙山

川上

永尾

古賀町

（敬称略）

濱田美喜男
（亡母沖島ヒサ子）

42

九州市八幡東区）

▼申し込み方法

は電子申請

19

５月／６月

は、事前に問い合わせください。

田川市住宅管理公社（☎ ・９

▼申し込み・問い合わせ （一財）

44

▼申込期間 【郵送】
５月

日（土）９時～

29

～６月１日（月）※消印有効【電

子申請】５月

16

安全安

福岡県
日（金） 時

17

・７１１

日（日）

11

85

８８８）

月

10

介護支援専門員実務研修受講試験

※受験願書、受験案内は田川地区

▼とき

▼ところ 福岡大学（福岡市城南

防災協会（田川地区消防本部２

階）で配布します。

〒８１

２―００３４福岡市博多区下呉

（ふくおか石油会館

▼申し込み・問い合わせ

服町１―

区 七 隈 ）・ 九 州 国 際 大 学（ 北 九

州市八幡東区平野）

申込書と必要書

類などを、受験申込要領に添付

▼申し込み方法

している申込用封筒に入れ、郵

３ 階 ）（ 一 財 ） 消 防 試 験 研 究 セ

ンター福岡県支部（☎０９２・

２８２・２４２１）

○作品募集

15

❺ 受け取る
申請確認プリントを受け取
って完了

心まちづくり課（☎

❹ 申請する
撮影された写真の位置を調
整し、画面で内容を確認の
上、申請する

伊田商店街から市石炭・歴史博物館付近へ続く一本道で、
炭都の風情を感じる通りとして親しまれている炭都ミュージ
アムロード。そこには、市の炭坑アート事業の協力者である
くろだ せいたろう
黒田征太郎さんが描いた作品やイラストをもとに制作した街
灯フラッグが設置されています。今回、その街灯フラッグの
うち５枚が新しいデザインになりました。この新しいフラッ
グは、昨年 10 月に市美術館で開催したＴＡＧＡＷＡコール
マイン企画展の関連ワークショップで、参加者が制作した水
彩版画のデザインの中から選ばれた 10 点を両面刷りで制作
したものです。

▼申し込み・問い合わせ

３）

街灯フラッグが新しくなりました

送で申込み

※申込書などは福岡県各保健福祉

環境事務所や各市町村介護保険

担当課などで配付します。詳し

くは問い合わせください。

▼受験申込書の配布期間 ６月１

６月４日（木）～

日（月）～７月３日（金）

今号は、新型コロナウイル
ス に 関 す る 支 援 制 度・ 相 談
窓 口 な ど の 情 報 を ま と め た。
日々刻々と変わる情報。一方
で、本当に困っている人々は、
早く確実な情報を求めている。
編集時点での情報となってし
ま う が、 今 は ス ピ ー ド 優 先。
ジレンマを抱えながら情報を
かき集めた。困っている人に
届くこと、そして読者のみな
さんから必要な人に拡散して
いくことを願っています。
▼「できる限り、さまざまな
情報をより多く」との思いで
詰め込んでしまい、読みづら
い紙面になってしまった。猛
省しながら食べたテイクアウ
トの弁当が、心に染みた。（啓）
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15

炭都ミュージアムロードの

順

❸ 撮影する
身だしなみを整えて撮影す
る

▼申し込み期間

第２回タガワアートビエンナーレ
「英展」作品募集

当館では開館の翌年から推薦制

年度からは、さらな

30

７月３日（金）※消印有効

の公募展「英展」を開催してきま

30

▼申し込み・問い合わせ 〒８１

駅南２ ―９ ― （公社）福岡県

２ ―００１６福岡市博多区博多

した。平成

る美術界の振興を目指し、公募制

の隔年開催として再スタート。第

２回目となる本展も、小さな美術

館からのアート革命を掲げ、芸術

日

の枠組みにとらわれない「とんが

った」作品を募集します。

８月１日（土）～

介護支援専門員協会（☎０９２・

４３１・４５９０）

日（日）、

▼応募期間

（月）

※募集要項は、美術館で配布する

31

消防設備士試験

第１回７月

19

甲種
（特類、
第１～５類）
乙種
（第１類～７類）

▼試験日

第１回福岡県立大

第２回７月 日（日）

▼試験会場

学・福岡大学（福岡市城南区七

26

❷ かざす
交付申請書に印字されてい
る QR コードをバーコード
リーダにかざす

手

市ホームページからダウンロー

❶ 選択する
画面メニューで「マイナン
バー」を選択

影

ドできます。

※引っ越しなどによりカード申請書の内容と現状が異な
る場合は、変更後のカード申請書を用意することが必
要です。現在住んでいる市町村のカード担当窓口に問
い合わせください。
●設置場所 市役所正面玄関横
●料金 通常の証明写真撮影 ８００円
カード電子申請
４００円
●問い合わせ 市民課市民年金係（☎85‑7136)

市民のみなさんの利便性向上およびマイナンバーカー
ド（以下「カード」という）の普及促進のため、マイナ
ンバーカード申請機能付き証明写真機を設置しました。
この証明写真機には、通常の証明写真撮影に加え、カ
ードをオンラインで電子申請する機能があります。音声
案内や画面案内に沿って、カード申請書のＱＲコードを
読み込ませ、写真撮影すると、簡単にカードの電子申請
ができます。申請後は「申請確認プリント」が印刷され
ます。

撮

※郵送による申請を希望する場合

証明写真機を設置しました

マイナンバーカード申請機能付き

10

マ イ バ ウ ム

ドイツの春を祝うMaibaum
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！

毎年５月１日から６月１日にかけて、
ドイツの町の広場では不思議な木を見
かけるようになります。常緑樹の葉や紙

り）というお祭りです。そのほか、町の
若者が隣町のマイバウムを盗むという人
気のいたずらや、若い男性が好きな女性

り で 彩 ら れ た そ の 木 は、ド イ ツ 語で
マイバウム
マイ
バウム
Maibaum
（Mai= ５月、Baum= 木）と
言います。マイバウムは、南ドイツや西
部のラインラント地方、そして北海沿岸

作と子孫繁栄を願う習慣は、現在では、
若いカップルが愛を確かめ合うシンボル
へと発展しながら受け継がれています。

のガーランド、それぞれの町を象徴する
店や職業を示すイラスト、カラフルな飾

の家の前に、自分で作った小さなマイバ
ウムを立てるという習慣もあります。豊

の東フリースラント地方を中心に、毎年

さまざまな地域で行われている習慣で
す。歴史はとても古く、およそ数千年前
に始まったとされています。
木の飾りと同様に、マイバウムをめぐ

る習慣は地域によってさまざま。最も有
名な習慣は、マイバウムが立てられる４
マイタンツ

月30日に開催されるMaitanz（５月の踊

今日の言葉
Maibaum（５月の木）

令和２年度固定資産税第１期と軽自動車税の納期限は、
６月１日
（月）
です。
◆問い合わせ 税務課
（☎85-7112）
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TAGAWA

TAKEOUT

PROJECT

＃田川エール飯
め

し

テイクアウトで飲食店を応援しよう

新型コロナウィルス感染症の拡大により、
全国で催しの中止や外食自粛などが続いて
います。市内も同様で、旅館・ホテルを含
む飲食を提供する施設では宿泊や宴会の中
止が相次ぎ、苦境に立たされています。そ
こで、テイクアウトやデリバリーを行う飲
食店を応援するため「＃田川エール飯」プ
ロジェクトを始めます。田川のおいしいお
店の味を家庭で楽しみながら、飲食店を応
援しましょう。

テイクアウトマップのアプリ登場
持ち帰り・配達ができる田川地
域のお店をまとめました。みな
さんからの情報
提供をもとに随
時更新していき
ます。活用をお
願いします。

飲食店のみなさんへ

応援したいみなさんへ

テイクアウトまたはデリバリーが可能なメニュ
ーを撮影し
「＃田川エール飯」
とハッシュタグをつ
けて、お店の SNS で料金や営業時間などの情報
を投稿してください。

テイクアウトまたはデリバリーを利
用したメニューを撮影し「＃田川エー
ル飯」とハッシュタグをつけて、個人
のSNSなどで投稿してください。

※市役所食堂も弁当を販売しています。また、市職員も積極的にエール飯に協力します。

人権コラム： Vol.10

偏見・差別は何も生み出さない

●問い合わせ

人権・同和対策課（☎85‑7133）

〜 新型コロナウイルス感染症と人権侵害 〜
現在、世界中で新型コロナウイルスの感染拡大が大きな問題となっています。目前に
迫っていた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は約１年間の延期が決定。
緊急事態宣言の発令による臨時休校や休業要請・外出自粛などが続き、私たちの生活
にさまざまな影響を及ぼしています。
国民が一丸となって感染拡大防止に取り組んでいる中、残念なことに人権侵害が広
がっています。感染者や医療従事者とその家族、海外からの帰国者や外国人などに対
して、心ない言葉を発したり排除したりする事案が発生しています。感染症を理由とし
たいじめや偏見、不当な差別はあってはなりません。このような差別や偏見、根拠の無
い噂などの拡散は、関係者の心を傷つけ、みなさんの不安を煽り、正しく判断すること
を妨げます。不確かな情報に惑わされて人権を侵害することのないよう、確かな情報に
基づいて冷静に対応してください。年齢も性別も国籍も職業も関係ありません。みんな
で一緒に、この危機を乗り越えましょう。

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
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