弓削田小学校３年生

▼ひまわりの種を植える
猪位金学園３年生

人権の花﹁ひまわり﹂が︑みんなの心に咲きますように︒

▲ひまわりの苗を植える

２〜５ページ・32ページ

同和問題啓発強調月間特集

人権のまち
田川を目指して
ぐ

る

み
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「教育委員会だより GuRuMi」を15〜18ページ、「たがわ情報センターだより」を19ページに掲載しています。

基本理念

将来像

新たな課題の解決のために
部落差別問題（同和問題）をは
じめ、女性、子ども、高齢者、障
がいのある人、外国人などへの差
別や偏見は未だになくなっていま
せん。また、インターネットの普
及や新型コロナウイルス感染症の
問題など、社会環境の変化ととも
に、人権に関する新たな課題が生
じています。私たちを取り巻く社
会の変化に対応するため、本市は
４月に「田川市人権教育・啓発基
本計画」
を改定。目指すものは
「す
べての人の人権が尊重される人権
のまち田川の実現」です。

個人の力が社会を変える
人はそれぞれ違う価値観があり、
さまざまな背景や事情を抱えて生
き て い ま す。 そ こ に 生 き る 人 々
が「あなたも私も大切でかけがえ
のない存在である」と感じられる
まちこそが「人権が尊重されるま
ち」です。まちは、一人ひとりの
個人が集まって成り立っています。
人権問題を自分の課題としてとら
える力を、個人が身に着けること
が、まちを変えていくために必要
不可欠です。本市では、みなさん
に人権問題について関心を持って
もらえるよう、学びの場の提供や
情報発信などに取り組み、人権教
育・啓発を推進します。これから
も、ともに人権の学びを深めてい
きましょう。

７月は同和問題啓発強調月間
福岡県では、毎年７月を「同和
問題啓発強調月間」と定めていま
す。部落差別問題（同和問題）は
今もなお続いており、今この瞬間
も差別に苦しんでいる人がいます。
自分やまわりの人が差別にあった
とき、そのことが問題であると気
づき、解決に向けて行動できるか
どうかが重要です。みなさんの力
で差別を見逃さない環境を作って
いくために、正しい知識を身に付

高齢者

外国人

・
「社会通念、慣習、
しきたり」などが男性優遇
・社会活動へ参加しにくい
・
「ＤＶを受けた
経験あり」が ％

・北朝鮮当局による
拉致被害者等

・生活困窮者
・ホームレス

女性
・直接的被害、精神的不安、
経済的困窮
・うわさや中傷等による
プライバシーの侵害

犯罪被害者等

↓主な課題と推進方針の図解

・
「自分とは無関係」
「隔離政策」
「不安や恐れ」
等に起因する
感染者等への
差別や偏見

感染症患者等

・個人や団体への誹謗中傷
・真偽が定かでない情報の
掲載と拡散

ひぼうちゅうしょう

インターネット

人権問題

様々な

・周囲の無理解や偏見による
孤独や生きづらさ
・第三者による暴露

性的指向
及び性自認

・部落差別が深刻化
（特にインターネット上）
・
「寝た子を起こすな論」
を肯定

（同和問題）

部落差別問題

・高齢化率 ％
・高齢者を取り巻く
状況の複雑化
・高齢者の権利侵害
事象の発生
34

・ヘイトスピーチが深刻化
・
「異文化交流」
「学校教育の充実」
「人権啓発の充実」
の必要性
・外国人住民の社会参加
支援の必要性

障がいのある人
・
「仕事や収入」「人の視線」
等に見られる偏見や差別
・障がいのある人に関する
差別的な発言の発生

子ども
・子育て機能の低下
・地域とのつながりの
希薄化
・児童虐待の増加

2
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け、自分には何ができるかを考え

広報たがわ
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次のページは、人権に関する講座やセミナー、人権擁護委員の紹介などを掲載しています。

Ｑ
＆Ａ
解消されていません。部落差別は今も続いて
います。被差別部落出身であることを理由に、
就職のときに不当な扱いを受けたり、結婚を
反対されたりする差別が起きています。イン
ターネットでは、匿名性を利用した悪質な書
き込みや動画配信が横行しています。

誰にでも関係があります。例えば、
結婚や就職など現実の場面に出会っ
たときに、心の中に潜んでいた自身
の差別性に気付くことがあります。
その差別性を、人権の学びで減らし
ていくことが重要です。

田川市人権教育・啓発基本計画を改定

ることから始めてみませんか。

部落
差別

役立ちます。必要です。社会は個人の集ま
りです。一人ひとりの小さな力が集まれば、
社会を変えることができます。逆に、自身
を非力であると決めつけ、サイレントマジ
ョリティ（物言わぬ大衆）となると、差別
を黙認する社会を助長してしまいます。

関係機関との連携

部落差別はすでに
解消されていますか？
部落差別をする人だけの
問題ではないのですか？
私１人の力でも部落差別の
解消に役立ちますか？

30

教育・啓発
の推進

教育・啓発の推進

啓発の推進
関係機関との連携

自分の人権を守り
他者の人権を尊重する
地域社会
子育て支援の充実
心豊かに育つ環境整備

男女共同参画の推進
権利擁護、環境整備
就労確保などの充実

生きがい
づくりの推進
教育
啓発
相談
教育
啓発
相談
教育機会の提供
多文化共生の
意識啓発

人権のまち
田川を目指して

みなさんが参加できる人権講座や、困ったときの相談窓口などを紹介します。講座やセミナーは、新型コロナウイルス感染症の状況や自然災害などの影響により、延期・中止となる場合があります。

人権・同和教育中央講座

人権擁護委員の紹介
後列左から
は ら だ
きよたか
田 清いさお
高（大浦朝日ヶ丘）
原
こ が
賀 じ ゅ勲
（本町）
古
う し お
んこ
尾
淳
子（弓削田）
牛
いのうえ
りょうへい
井上 領平（伊田町）
前列左から
は ら だ
さ ち こ
田
幸
子（新町）
原
ひろかわ
い く こ
川
郁
子（糒）
廣
さ さ き
佐々木さゆり（猪位金４区）
写真撮影時欠席委員
ひ だ か
ちかはる
日高 親晴（白鳥町）
※敬称略

福岡県人権擁護委員
連合会総会で表彰
人権擁護委員は、市長の推薦に基づき法務大臣が委嘱する民間ボランティ
ア。差別や虐待、
いじめ、セクハラ、プライバシーの侵害など、人権が侵害され
た疑いがある事件を監視し、被害者を救済するための調査や情報収集を行い
ます。また、
法務大臣への報告や関係機関への勧告などを行います。そのほか、
自由人権思想や人権擁護運動の普及に向けた啓発活動にも取り組みます。

問い合わせ
相 談 窓 口

毎月20日前後に市役所で相談所を開設していま
す。人権侵害の悩みなど、いつでも気軽に相談し
てください。※開設日以外の相談は福岡法務局田
川支局で受け付けています。

■ 講師が地域や職場を訪問

5
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☎ 44-1426

～７月30日（金）
市民会館プロムナード

◆問い合わせ 人権・同和対策課
（☎85-7133）

こ う き

組坂

幸喜さん

髙石

たかいし

伸人さん

たけすえ

龍泰さん

九州大谷短期大学人権論研究会主査
の ぶ と

第２回
【講演】いのちの平等な尊厳の実現をめざして
ＮＰＯ法人ちくほう共学舎
あぶ
10月１日（金）
～新型コロナウイルス感染症が炙り出した分断と差別～ 「虫の家」事務局長

武末

［聴いて、感じる］
第３回
【人権コンサート】
今、伝えたいこと
11月26日（金）

たつひろ

久留米市人権啓発講師団講師

なるほど人権セミナーたがわ

●とき 各回19時～20時30分 ●ところ 田川市民会館 ●申し込み・問い合わせ 文化生涯学習課
（☎44-5110）
日 程
演 題
講 師
第１回
８月27日（金）

［人権問題の基本的認識Ⅰ］

正しく学び

なべやま

正しく知る

こういち

鍋山

公一さん

文化生涯学習課長補佐

～「人権の学び」が持つ意味は？～

［人権問題の基本的認識Ⅱ（田川地区の人権の歴史から学ぶ）］
第２回
９月16日（木） 炭鉱と人権問題

光武

みつたけ

ひとし

［差別の現実から深く学ぶⅠ］
第３回
10月12日（火） 若者の立場からみえる部落差別

吉岡

よしおか

綾さん

［差別の現実から深く学ぶⅡ］
第４回
10月28日（木） 「障害」って何？

鍋山

［人権問題解決の展望を拓く］

第５回
「今・ここ・自分事」として考える人権問題
11月16日（火）
～コミュニケーション力の回復の視点から～

均さん
田川地区人権センター事務局長
あや

部落解放同盟福岡市協議会青年部

公一さん
文化生涯学習課長補佐
たにぐち

谷口

け ん じ

研二さん

公益財団法人
福岡県人権啓発情報センター館長

これだけは知っておきたい人権基礎講座

●とき 各回14時～15時30分 ●ところ 田川市民会館 ●申し込み・問い合わせ 文化生涯学習課
（☎44-5110）
日 程
演 題
講 師

●講師 人権・同和対策
課職員（無料）
●申し込み・問い合わせ
人権・同和対策課
（☎ 85-7133）

［人権問題の基本的認識Ⅰ］

第１回
【講演】正しく学び 正しく知る
8月27日（金）
～「人権の学び」が持つ意味は？～

※講座の様子は Facebook で公開中→

市役所と市民会館のロビー
で啓発映像を上映します。
※議会などの開催中は議会
中継を優先。上映時間は未
定です。

くみさか

［「排除」の歴史を繰り返さないために］

市内一円を広報車で巡回
します。

［人権問題の基本的認識Ⅱ］

第２回
【講演】世界からみた日本の人権問題
10月20日（水）
～国際人権条約と国内法との関係から考える～
啓発物品（ポケットティ
ッシュ）を配布して同和
問題啓発強調月間の趣旨
を周知します。

↑懸垂幕・横断幕設置

●と き
●ところ

（福岡法務局田川支局内）

［差別の現実から深く学ぶ］

第１回
【講演】部落差別を問う
７月21日（水）
～反差別・共感・連帯に向けて～

↑啓発物品の配布

「暮らしの中の人権」

幸子

田川人権擁護委員協議会

↑広報車で呼びかけ

７月１日（木）～30日（金）
市役所１階

↑啓発映像の上映

↑パネル展示

●と き
●ところ

原田

～人権・同和問題出前講座～

地域の学習会や企業の研修などに活用できる出前講
座です。本講座は地域貢献活動評価項目の対象です。
●対象 本市に所在する団体
（自治会、消防団、文化活動団体、民間企業など）
●とき・ところ 各団体が指定する日時・場所
※会場使用料などは各団体で負担をお願いします。
●人数 10 人程度からの規模で開催できます

「夜間中学～あかりがともる
よるのまなびや～」

福岡県人権擁護委員
連合会長表彰

●とき 各回18時30分～20時 ●ところ 田川青少年文化ホール ●申し込み・問い合わせ 文化生涯学習課
（☎44-5110）
日 程
演 題
講 師

【設置場所】
のりめん
市役所法面
田川小学校横歩道橋
夏吉歩道橋

鍋山

公一さん
文化生涯学習課長補佐

同和問題啓発強調月間

市の啓発
イベント
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新型コロナウイルスワクチン接種

今後のスケジュール

市では、
接種を希望する65歳以上のみなさんへのワクチン接種を、
７月末までに終わらせる予定です。
その後は、
国が示す優先接種者や市独自の優先接種者への接種を経て、
一般のみなさんへの接種を実施する予定です。
ここでは、
現時点での接種スケジュールを紹介します。

❶市独自の優先接種者
市内の高齢者施設・障害者施設の従事者、保育所
の保育士、小中学校の教職員など
※該当する施設には、市から事前に連絡します。
●対象者の抽出 〜７月下旬
●１回目の接種
８月初旬〜中旬
●２回目の接種
８月中旬〜９月上旬

❷市外の高齢者施設従事者
市内に住んでいる人で、市外の高齢者施設に勤め
ている人は事前に申し出てください。
●１回目の接種
８月初旬〜中旬
●２回目の接種
８月中旬〜９月上旬

※掲載内容は６月17日現在の状況です。国や県
の方針などにより変更する場合があります。

❸基礎疾患を有する人
［50歳〜64歳の人］
●接種券の発送
７月中旬
※接種券は、50歳〜64歳の人全員に送ります。
基礎疾患を有しないみなさんにも接種券が届き
ますが、予約などの手続きは「④一般」の予約
開始時期から行ってください。
●予約開始
７月下旬
●１回目の接種
８月初旬〜中旬
●２回目の接種
８月中旬〜９月上旬
［12歳〜49歳の人］
●接種券の発送
８月下旬
※接種券は、12歳〜49歳の人全員に送ります。
基礎疾患を有しないみなさんにも接種券が届き
ますが、予約などの手続きは「④一般」の予約
開始時期から行ってください。
●予約開始
９月上旬
●接種開始
９月中旬〜

❹一般（12歳〜64歳の人）
●予約開始
●接種開始

９月中旬以降順次
９月中旬以降順次

ワクチン接種の
注意点

持参するもの・接種日時を確認しましょう

ワクチン接種を受けるときは「接種券（クーポン券）
」
「予診票」
「本人確認書類（マイナンバーカード・
運転免許証・健康保険証など）
」を持参して、予約した日時に会場に来てください。

予診票を書いておきましょう

予診票の内容を、受付で確認します。予診票を事前に書いて来場すると、受付がスムーズに進みます。
治療の状況やアレルギーのほか、来場直前に自宅で計った体温も記入してください。

接種券のシールは、はがさないでください

接種券（クーポン券）は、シール状になっています。はがす・貼るなどの作業は接種会場で事務職員
が行います。接種券は、はがさないでそのまま受付に出してください。

詐欺に
注意！

手紙や電話などで「優先的にワクチン接種ができる」と誘い、お金を要求する詐欺が
発生しています。ワクチン接種は無料です。決してお金を振り込まないでください。

◆問い合わせ 保健福祉課新型コロナウイルスワクチン接種対策室
（☎85-7185）
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第２次田川市教育大綱を策定
本年２月に、本市の教育施策の基本的方針となる
「第２次田川市教育大綱」を策定しました。
市長と教育委員会の連携を一層強化し、教育施策の推進に取り組みます。

基本目標
「全ての市民が誇れる教育と文化のまち田川の創造」
を目指します。

学校教育
①「確かな学力」「豊かな心」
「郷土愛」
「志向性」
を育む学校教育を推進します。
②ＳＤＧｓの理念の下、
「魅力ある学校づくり」に
向けて、安全に安心して学べる教育環境づくり
を推進します。
③学校・家庭・地域・行政が一体となり、子ども
の「学び」
「育ち」を支援する体制づくりを推進
します。
④「魅力ある学校づくり」における特色ある教育
を通して、
「田川ならではの教育」をさらに発展
させます。
◆問い合わせ
教育総務課（☎ 85-7165）

社会教育
①誰でもいつでもどこでも学べる生涯学習環境を
つくります。
②社会全体で子どもを守り、子どもの良さや個性
を伸ばす地域環境をつくります。
③自分の人権を守り、他者の人権を尊重する地域
社会をつくります。
④体力・技術・興味・目的に応じて、いつでもど
こでもスポーツができる環境づくりに努めます。
⑤心豊かで質の高い生活を送るため、市民による
芸術文化活動を支援します。
⑥国際交流・多文化共生を推進します。
⑦田川の歴史を受け継ぐ文化遺産を保護・活用・
発信する取組を強化します。

マスクを着けると、
熱中症になるリスクが高まります。

屋外 で、人との間隔が
２m 以上 離れているときは、
マスクをはずしましょう。
熱中症予防×新型コロナウイルス感染防止
マスクを着けると、皮膚からの熱が逃げ
にくくなったり、気付かないうちに脱水状
態になるなど、体温調節がしづらくなって
しまいます。屋外で人と２m 以上（十分な
距離）離れているときは、マスクをはずし
て熱中症を防ぎましょう。また、暑さを避
け、水分を補給するなどの「熱中症予防」と、
マスク着用・換気などの「新しい生活様式」
を両立させましょう。

7
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●マスクを着けているときは激しい運動を
避け、のどが渇いていなくてもこまめに
水分や塩分を補給しましょう。
●涼しい服装・日傘・帽子などで暑さ対策
をしましょう。
●エアコン使用中も、こまめに換気をしま
しょう。
●日頃から適度に運動するなど、暑さに備
えた体づくりに取り組みましょう。

田川市国民健康保険に加入している人は申
請すると医療費が払い戻されます︒１か月間

高額療養費

︵初日から月末まで︶に支払った医療費が一
９月以降に申請した場合は︑申請月の１日
定の額を超えた場合︑申請して認められると
からの認定となります︒
限度額を超えた金額が後から払い戻されます︒
◎医療機関の窓口で﹁限度額適用・標準負担
ただし︑入院時の食事代や部屋代など保険の
額減額認定証﹂または﹁限度額適用認定証﹂
適用とならない支払いは対象となりません︒
を見せると︑医療費の支払いが１か月の自
己負担限度額までになります︒入院の場合︑ ﹇手続きに必要なもの﹈
国民健康保険証
住民税非課税世帯は食事代も減額されます︒
領収書
◎過去にさかのぼって減額することはできま
世帯主名義の預金通帳
せん︒入院などで医療費が高額になった場
合はその月末までに︑医療費が高額になり
そうな場合は早めに申請してください︒
﹇手続きに必要なもの﹈
国民健康保険証
１年以内に 日以上入院した人は︑入院日
数を確認できるもの
世帯主と国民健康保険に加入している世帯
※
全員が住民税非課税の場合
令和３年１月２日以降に転入した人は前の
住所地における所得証明書︑住民税課税・
非課税証明書などが必要な場合があります︒

田川市国民健康保険
８月１日から
に加入している人は
国民健康保険証などが新しくなります

国民健康保険証
現在使っている保険証
︵薄緑色︶
が使用でき
るのは︑令和３年７月 日
︵土︶
までです︒
現在使っている保険証︵薄緑色︶は８月に
なってから処分してください︒
８月１日
︵日︶
から使用できる新しい保険証
︵桃色︶は︑７月 日
︵水︶
までに簡易書留で自
宅に郵送します︒

限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証
●対象 国民健康保険に加入している人︵申
請が必要です︶
※歳以上の人の場合は︑判定区分によって
申請が必要ない場合があります︒詳しくは
問い合わせください︒
◎新規の申請は随時受け付けています︒
◎現在交付されている﹁国民健康保険限度額
適用・標準負担額減額認定証﹂
︑
﹁国民健康
保険限度額適用認定証﹂の有効期間は７月
日
︵土︶です︒８月以降も交付が必要な場
合は︑８月２日
︵月︶
から 日
︵火︶
までに申
請してください︵土日祝日を除く︶
︒なお︑

退職したとき
歳未満の人が退職した場合には︑次の３
つの選択肢があります︒
①家族が勤めている事業所などの健康保険の
扶養に入る︒
②今までの健康保険を﹁任意継続﹂する︒
③国民健康保険に加入する︒
いずれを選択した場合も︑ 歳になれば後
期高齢者医療に移行します︒

病院などの保険医療機関で
受診するとき

医師による適当な治療手段がなく︑はり・
きゅうの施術を受けることを認める﹁医師の
同意書﹂がある場合は︑施術所に保険証を提
示することで︑健康保険が適用される治療を
受 け る こ と が で き る 場 合 が あ り ま す︒
︵事 前
に施術所へ確認が必要です︶
医療機関で同一の傷病に対する治療を受け
た場合には︑はり・きゅうの施術は︑健康保
険の対象となりません︒
物療助成として受診券
※
を交付している施術は︑
健康保険の対象となら
ないため︑医師の同意
書 は 必 要 あ り ま せ ん︒
物療助成は︑疾病予防
対策として︑田川市国
民健康保険の指定の施
術所での施術に対し一
定額の助成を行うもの
です︒
詳しくは問い
※
合わせくだ
さい︒

はり師・きゅう師による
施術を受けるとき

か ど う か は 医 療 機 関 に よ っ て 異 な る た め︑
事前に確認してください︒
特 定 機 能 病 院 厚 生 労 働 省 の 承 認 を 得 た︑
※
高度の医療を提供する能力を有するなど特
別な機能を担うことが出来る病院

窓口は2週目以降が
すいています

広報たがわ
R3. 7月号

8
9

広報たがわ
R3. 7月号

田川市国民健康保険に加入するとき

保険証を提示することで︑年齢などに応じ
た負担割合を支払うだけで︑次のような医療
を受けることができます︒
①診察②治療③薬や注射などの処置④入院
︵入院時の食事代は別途負担︶
︻注意 ︼
◎保険の給付の対象とならないものや給付が
制限される場合があります︒
◎人間ドック︑予防接種︑歯列矯正︑美容整
形などは保険の対象外です︒
◎大病院︵特定機能病院 ※
や一般病床５ ００
床以上の地域医療支援病院︶に紹介状なし
で受診した場合︑定額︵医科初診の場合は
５千円以上︶の特別な料金︵保険対象外︶
を 診 察 料 と は 別 に 必ず 支 払 う こ と に な り ま
す︒
ま た︑一 般 病 床 が ２
０ ０床 以 上 ５ ０ ０床 未
満の病院に紹介状なし
で 受 診 し た 場 合 に︑特
別な料金が求められる

市役所１階 ⑪⑫⑬番窓口
市民課保険係☎８５−７１４０

75

新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため、窓口の混雑緩和
にご協力をお願いします。
８月第１週目は、限度額適用
認定証の手続きで窓口の混雑が
予想されます。緊急の場合を除
き、第２週目以降の申請をお願
いします。
また、来庁するときは、マス
クの着用や手指の消毒など、感
染防止対策にご協力ください。

手続きをするところ・
問い合わせ

31

14

91

31

﹇手続きに必要なもの﹈
職場の健康保険をやめたとき
健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止証明書
田
※ 川 市 に 転 入 し て き た と き お よび 子 ど も が
生まれたときは︑手続きに必要なものはあ
りません︒
別
※世帯の人が届け出るときは︑委任状と委
任された人の顔写真付きの身分証明︵マイ
ナンバーカード︑運転免許証など︶が必要
です︒
︻注意 ︼
国民健康保険に加入するときや国民健康保
険をやめるときは︑必ず 日以内に届出が必
要です︒加入の届け出が遅れた場合には︑そ
の遅れた期間の保険税は最高３年間さかのぼ
って支払うことになり︑その期間の医療費は
全額自己負担です︒また︑資格を喪失する届
け出が遅れた場合には︑過料を支払わなけれ
ばならない場合があります︒
!!

国民健康
保険制度
!!

75

28

職場の健康保険に加入して
いる人や生活保護を受けて
いる人などを除くすべての
人が、国民健康保険の加入
対象者(被保険者)です。

70

31

●後期高齢者医療被保険者証
（保険証）
が更新されます
現在の被保険者証（水色）の有効期限は７月
31日
（土）
です。
８月１日
（日）
から使用できる被保険者証（紫
色）の有効期限は、令和４年７月31日
（日）
まで
の１年間です。７月下旬に簡易書留郵便で郵送
します。ただし、保険料の滞納がある場合は、
通常より短い有効期限の被保険者証を窓口で受

●限度額適用
（標準負担額減額）
認定証が
更新されます

現在使用中の、限度額適用（標準負担額減額）認
定証の有効期限は、７月31日（土）です。
認定証をすでに持っている人で令和３年度の負担
区分（※３）が「現役並み
所得者Ⅲ」または「一般」
以 外 の 人 に は、８ 月 １日
（日）
からの新しい認定証を、
被保険者証とは別に７月下
旬に郵送します。

〇自己負担限度額
（月額）
など
（※３）
負担区分

現役並み
所得者Ⅲ
現役並み
所得者Ⅱ
現役並み
所得者Ⅰ
一

般

区分Ⅱ
区分Ⅰ

外来
（個人ごと）

け取ってもらうことがあります。
８月１日以降に医療機関を受診するときは、
新しい被保険者証（紫色）を窓口に提示してく
ださい。
７月31日までに新しい被保険者証（紫色）
が届かない場合は、市民課保険係へ問い合わせ
ください。
限度額適用
（標準負担額減額）
認定証とは
下表の区分が「現役並み所得者Ⅲ」もし
くは「一般」以外の人は、入院または高額
な外来診療を受けるときに、認定証を医
療機関窓口に提示すると、医療費の自己
負担額は限度額までとなり、入院時の食
事・居住費の負担も減額されることがあ
ります。なお、新たに認定証の交付を希望
する場合は申請手続きが必要です。
［申請に必要なもの］
被保険者証（保険証）など

多数該当
（※４）

（入院代のみ）

24,600円
15,000円

ー
ー

食事代の
軽減
なし
なし
なし
なし
あり
あり

（※４）
過去12か月で３回以上払い戻しを受けた場合の４回目以降の負担額

後期高齢者医療保険料の納付相談
被保険者証
（保険証）
・各種手続きについての問い合わせ
市民課保険係⑩番窓口 ☎85−7139
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●保険料の計算方法
均等割額

（被保険者全員が均等に負担）

55,687円
世帯の所得に応じて
軽減措置があります

所得割額

保険料（年額）

（所得に応じて負担）

＋ ［総所得金額等

−基礎控除額］
（※）
×10.77％
（所得割率）

＝

均等割額と
所得割額の合計

最高限度額64万円
10円未満切り捨て

※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です。
2,400万円を超える場合は異なります。

●保険料の軽減措置
保険料のうち「均等割額」は、下表のとおり所得に応じて７割、５割、２割の軽減措置があります。

252,600円
＋（総医療費−842,000円）
×１％ 140,100円
167,400円
＋（総医療費−558,000円）
×１％ 93,000円
80,100円
＋（総医療費−267,000円）
×１％ 44,400円
18,000円
44,400円
57,600円
8,000円

令和２年中の所得が確定したことにより、令和３年度の後期高齢者医療保険料が決定しました。
被保険者（加入者）のみなさんへ「令和３年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を７月上旬
に郵送します。

〇均等割額の軽減

外来＋入院
（世帯単位）

（年間限度額144,000円）

●令和３年度の保険料額決定通知を郵送します

〇軽減特例の廃止について

令和２年度まで特例により緩和されていた７．
75割軽減は、令和３年度から本則どおりの７割
軽減になります。

軽減後の均等割額
均等割額軽減割合 （年額）令和３年度

同一世帯内の被保険者と世帯主の
軽減対象所得金額（※１）の合計額

７割軽減

16,706円

［43万円
（基礎控除額）］
＋10万円×
（給与所得者などの数−１）
（※２）
以下

５割軽減

27,843円

［43万円
（基礎控除額）］
＋28.5万円×被保険者数
＋10万円×
（給与所得者などの数−１）
（※２）
以下

２割軽減

44,549円

［43万円
（基礎控除額）］
＋52万円×被保険者数
＋10万円×
（給与所得者などの数−１）
（※２）
以下

（※１）
軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額などと同額ですが、
満65歳以上の人の公的年金は「公的年金収入−公的年
金等控除額−特別控除額15万円」となります。
（※２）
下線部の計算式は、以下の①②のいずれかに該当する場合に適用されます。
①同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】を有する場合。
②同一世帯内の被保険者または世帯主が、公的年金などの所得【公的年金等収入60万円超
（65歳未満）
または125万円超
（65歳以上）
】
を有する場合。

〇社会保険の被扶養者であった人の
保険料の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社
などの健康保険の被扶養者」であった人は、制
度加入後２年間に限り被保険者均等割額が５割
軽減となります。

軽減割合

軽減後の保険料
（年額）

５割軽減

27,843円

所得割額はかかりません
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簡単レシピで予防

フレイルを予防・早期発見

食事は運動と同じくらいフレイル予防に重要です。
簡単なのに栄養価の高い、フレイル予防レシピを紹介
します。

フレイルとは、健康な状態と要介護状態の間の状態
のことです。そのままにしておくといずれは介護状態
になってしまいますが、早めに対策をすれば、それ以
上悪化しないようにすることもできます。コロナ禍の
つな
影響で外出の機会が減り、社会との繋がりを持ちにく
くなったり、運動の機会が少なくなったりすると、フ
レイルが進行しやすくなります。日常に潜む兆候を見
逃さず、フレイルを予防・早期発見し、健康づくりに
取り組みましょう。

レシピ

豆腐の卵とじ丼

材料（１人分）

木綿もしくは絹ごし豆腐

……………… 100〜150ｇ

卵

……………………… １個

長ねぎ

かりゅう

………… 1/4本(30g)

和風顆粒だし
水

………… 0.5ｇ

……………………… 少量

※調味料が焦げつかないように入れます
Ａ

砂糖
しょうゆ

醤油

…………………… 3g

…… 小さじ1/2(3g)

みりん…… 小さじ1/2(3g)

ごはん

…………… お好みで

栄養価（１人分）
エネルギー459kcal
たんぱく質18.0ｇ
食塩0.8ｇ
※木綿豆腐100g、ごはん160ｇで計算

運動不足 筋肉量の減少
痩せすぎや肥満

楽しく運動、続けて健康

生きいき健康教室

平成18年10月から始まった「生きいき健康教室」
（以
下「教室」と略称）
。市内高齢者の健康の保持増進や
憩いの場をつくることを目的に、血圧測定や栄養指導、
介護予防体操などを公民館単位で実施しています。
市では教室が参加者のみなさんの健康に及ぼす効果
について、昨年に引き続き検証（年齢区分が同じ60
人の教室参加者と不参加者を比較）
。その結果、今回
も医療と介護の両面で大きな成果が上がっていること
がわかりました。医療面で、教室参加者は不参加者に
比べ、年間の医療費が少なくなっています（図１参照）
。
(円)
1,200,000

腰痛や膝痛など
身体活動の低下

図１

1,000,000
848,384

要介護

年度別医療費（医科）
956,375

作り方

①鍋に（A）を入れ、軽く煮立たせる。
②豆腐をスプーンですくい取りながら（途中で煮崩
れることも考え少し大きめに）①の鍋に入れる。
③ななめ切りにした長ねぎを鍋に入れる。
④長ねぎが柔らかくなってきたら溶いた卵を流し入
れる。
⑤卵が固まったら丼に入れたごはんにかけてできあ
がり。
（お好みで半熟状態に仕上げてもよいですが、
抵抗力が弱っている人や小さな子どもにはおすす
めできません。）
○長ねぎの代わりにカットされた小ネギを使用した

り、三つ葉を手でちぎって入れたりすれば、包丁

ちょっとひと工夫

○豚肉や他にも野菜を加えるとボリュームと栄養価
をプラスできます。味付けが薄くなった場合は、

がらし」などを追加してもおいしいです。
○豆腐から出てくる水分で水っぽさが気になるとき
かたくりこ
は、水溶き片栗粉を加えるととろみが出て味も絡
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◆問い合わせ 市保健センター
（☎44-8270）

田川市健康たーんと体操動画
https://m.youtube.com/channel/
UCNLIGR836eA3iTqXc6BDcvg

［運動でコロナ予防］

免疫力アップシリーズ

https://m.youtube.com/channel/
UCiAgEAJw3d629O3OaM1eHCQ

市では、昨年から「たがたん健幸ポイント事業」を
行っています。日々の歩数や体組成測定、健康診査や
がん検診の受診などを行うことでポイントを獲得。貯
まったポイント数に応じて最高5,000円分の田川商業
振興券と交換できます。
活動量計またはスマートフォンで参加し、日々の歩
数や消費カロリーを確認することができます。定員に
達するまで随時受付を行っていますので、参加を希望
する人は問い合わせください。
※対象は40歳以上の田川市民で、負担金1,000円が必
要です。

平成29年度
平均値

39

40

32

教室不参加者
教室参加者

30
20

340,162

平成30年度
平均値

49

令和１年度
平均値

5

5

7

7

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和１年度

10
0

イレブンチェックで早期発見

企画・制作

筑波大学
久野研究室

平成28年度
平均値

450,425
329,928

55

※上記グラフは年齢区分が同じ60人の教室参加者と不参加者を比較したものです。
※要支援、要介護を数値化
（例：要支援１→１点、要支援２→２点、要介護１→３点、要介護２→４点、要介護３→５点、要介護４→６点、要介護５→７点）

社会性・こころ

みやすく、温度も冷めにくくなります。

密を避けるため集まって運動ができないときでも、
人混みを避けて散歩するなど、自分でできる運動を続
けましょう。体温を高めることで、フレイル予防だけ
ではなく免疫力も高まりコロナに負けない身体づくり
に繋がります。

運 動

塩・こしょうをお好みで加えてください。
○薬味として「ごま」「大葉」「刻みのり」「七味唐

200,000

口 腔

を使わずに調理することができます。
○（A）の調味料は「めんつゆ」でも代用できます。

運動で予防

栄 養

簡単 POINT

400,000

379,934

年度別要支援、要介護度

50

教室不参加者
教室参加者

600,000

図２

(点)
60

1,138,850

912,450

800,000

また、介護面でも、教室参加者は不参加者に比べ要介
護認定を受ける割合や、認定区分の上がるスピードが
緩やかになっていることがわかりました（図２参照）
。
現在、市内56か所の公民館や集いの場で教室が開
催されています。新型コロナウイルスの感染拡大の影
響で、休止と再開を繰り返している教室や、１年以上
休止している教室もあります。今後も、感染防止対策
に十分注意しながらの実施となりますので、ご理解と
ご協力をお願いします。

❶ ほぼ同じ年齢の同性と比較して健康に気をつ
けた食事を心がけていますか

は い いいえ

❷ 野菜料理と主催（お肉またはお魚）を両方と
も毎日２回以上は食べていますか

は い いいえ

❸ 「さきいか」
、
「たくあん」くらいの固さの食品
か
を普通に噛みきれますか

は い いいえ

❹ お茶や汁物でむせることがありますか

いいえ は い

❺ １回 30分以上の汗をかく運動を週２回以上、
は い いいえ
１年以上実施していますか
❻ 日常生活において歩行または同等の身体活動
を１日１時間以上実施していますか

は い いいえ

❼ ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速
いと思いますか

は い いいえ

❽ 昨年と比べて外出の回数が減っていますか

いいえ は い

❾ １日１回以上は誰かと一緒に食事をしますか

は い いいえ

あふ

❿ 自分が活気に溢れていると思いますか

は い いいえ

⓫ 何よりもまず、物忘れが気になりますか

いいえ は い

イレブンチェックとは東京大学高齢
いいじま か つ や
社会総合研究機構
（IOG）
の飯島勝矢教
授らの研究チームが考案した誰でも簡
単にできるフレイルチェックです。
こうくう
このチェックでは「栄養」
、
「口腔」
、
「運動」
、
「社会性・こころ」という４
つの面で自分のフレイル度を確認しま
す。
「はい」と「いいえ」で回答し、左
の欄へのチェックが多いほどよく、右
の欄へのチェックが多い場合は危険信
号。右の欄へのチェックが６つ以上に
なるとフレイルのリスクは高まり、さ
らに１つ増えるごとにリスクが約２倍
に増えることが研究により明らかにな
っています。
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令和３年度

田川市職員採用登録試験
再編ススム
教えて！

開校予定

私が、
やります。

田川市では、いかなる場面でも

スピード感とチャレンジ精神をもって、

市民のために「私が、やります。」と言える

熱意とやる気をもった職員を求めています。

令和５年４月

くん

田川東中学校と田川西中学校の
新築工事が始まりました！

［進捗状況（予定）］
〇両校とも旧校舎の解体が本年３月末に完了し、５月から基礎工事に着手しています。
〇基礎工事は、田川東中学校が本年９月頃、田川西中学校は８月頃までに完了予定です。
〇基礎工事終了後、校舎などの本体工事を始めて行きます。

田川東中学校

（令和３年６月７日現在）

田川西中学校

（令和３年６月７日現在）

市ホームページ

ツイッター

場所：旧伊田中学校敷地内

市ホームページやツイッター
では「田川市中学校再編推進
だより」や中学校再編に関す
る情報を掲載しています。

場所：後藤寺中学校敷地内

●中学校再編に関する問い合わせ
田川市教育委員会 新中学校再編推進室 ☎85‑7169

公務員試験対策不要

従来方式の試験
（教養試験）も選択可能

35歳まで受験可能

知識のみを問う従来の教養試
験ではなく、基礎的な能力検
査（ＳＰＩ検査）を実施
※一般事務Ａは除く

対象年齢の上限は35歳。
スキルや経験などの強みで
チャレンジできます。

事務職では従来方式の試験
（一般事務Ａ）も実施。自分
に合った試験が選べます。

運動施設に新しく設備が整備されました！

採用
トレーニングセンター
職種
予定人数
一般事務Ａ
一般事務Ｂ

（チャレンジ枠）

４人程度

中央公園

受験資格（すべてを満たすことが必要です）

①平成６年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた人
①昭和61年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた人
②自身が持つ能力や経験をいかした市政への貢献について積極的にアピールできる人
▲空調設備
①昭和61年４月２日以降に生まれた人
②測量士（補）もしくは１級（２級）土木施工管理技士の資格を有する人（令和４年３
月31日までに取得見込みの人を含む。）または土木専門課程を履修し、卒業した人（令
和４年３月31日までに卒業見込みの人を含む。）

一般事務Ｃ

（土木技師）

２人程度

一般事務Ｄ

１人程度

①昭和61年４月２日以降に生まれた人
②保健師の免許を有する人（令和４年３月31日までに取得見込の人を含む。）

一般事務Ｅ
▲空気清浄機

１人程度

①昭和61年４月２日以降に生まれた人
▲換気設備
▲遊具・人工芝・バスケットコート
▲LED 外灯
②社会福祉士の資格を有する人（令和４年３月31日までに取得見込の人を含む。）

（保健師）

（社会福祉士）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策や熱中症
対策として、空調設備４台・換気設備４台・空気
清浄機１台を新たに設置しました。設置にともな
■第１次試験日
月
日
（日）
い、利用料金が下記のとおり改正されました。
■試験会場
福岡県立東鷹高等学校

９19

（田川市大字伊田 2362 番地３）
【利用料金が変わりました】
■申込期限
８月 18 日（水）
１回２時間以内（旧） 220円 →（新） 250円
※申し込み方法など詳しくは試験案内をご覧ください。
■試験案内の配布
回数券（11枚）（旧）2,200円 →（新）2,500円
・市役所４階総務課人事係で配布します。
※総合体育館窓口にて購入してください。

中央公園は、遊具の刷新や人工芝・バスケット
コートの整備を実施し、子どもたちが利用しやす
い公園へと生まれ変わりました。また、新型コロ
・市ホームページからダウンロードできます。
ナウイルス感染拡大により、ジョギングやウォー
・
郵送を希望する人は、140円切手を貼った返信用封筒（Ａ
４サイズの用紙が入る大きさ（角形２号）
）を同封し、
キングなど屋外で運動する人が増えています。市
総務課人事係に必ず簡易書留で請求してください。
民のみなさんが健康増進のための軽運動を行うた
■申し込み・問い合わせ
め、夜間でも公園を安全に安心して利用できるよ
〒 825-8501 田川市中央町 1 番 1 号
うLED外灯15基を増設しました。
田川市総務部総務課人事係（☎ 0947-85-7104）

❹

※掲載事業は新型コロナウイルスの関係で
変更・中止になる場合があります。
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教育委員会だより
まち
ぐるみ

地域
ぐるみ

学校
ぐるみ

12 号

第

令和３年７月１日
発行

田川市教育委員会

コロナ禍の中、
子どもも教職員も学力向上、
がんばっています！
田川市教育委員会 教育長

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大による約

き

りゅう

吉

栁

けい

啓

じ

二

これらの結果は、平成28年度から粘り強く、全

３か月の臨時休校等、本当に大変な一年でした。

小中学校の全教職員が「隂山メソッド（読み・書き・

市内の小中学校は 6 月から本格的な教育活動を再

計算の徹底反復）を中心に子どもたちの集中力と

開しましたが、保護者や市民のみなさんから、
「休

学習意欲を高めてきたこと」
「電子黒板等のＩＣ

校が続いた分の勉強の遅れは取り戻せますか？」

Ｔ機器を活用したわかる授業づくりに取り組んで

「子どもたちの学力は大丈夫ですか？」という声

きたこと」の成果だと捉えています。さらにもう

が教育委員会に多く寄せられました。

一つ。これが一番大きな要因だと思いますが、各

その声に対して、私は「田川市は、無理をして

学校が自校の子どもたちの実態を踏まえて「今ま

登校日を増やすことはしません。コロナ禍での子

で経験したことのない厳しい状況の中で、どうす

どもたちの心身の状況を把握しながら、教育活動

れば、子どもたちの力を伸ばせるか」を校長のリ

の質を高め、学力は伸ばします！」と答えてきま

ーダーシップのもと、全職員で工夫検討し、創造

した。臨時休校が始まった３月に教育委員会・学

的な実践に挑戦したことです。

校で作戦会議を開き「授業時間数削減にともなう

この６年間、田川市教育委員会は、 子どもた

学力保障の基本方針」を作成し、
「教科内容・行

ちの育ちの姿とデータの両方で成果を出し、家

事等の思い切った焦点化・重点化」
「基礎基本の

庭・地域に元気と勇気を！ というスローガンの

徹底」
「自学自習力の向上」などに全小中学校で

もと、行政・学校が「ぐるみ」で学力向上に取り

取り組みました。

組んできました。まだまだ、
コロナ禍は続きますが、

その結果、令和３年２月に市内全児童生徒を対

子どもたちと教職員と共に、
「今の状況の中でも

象に実施した「標準学力テスト」において、小中

出来ること」
「今の状況だからこそ出来ること」

学校とも前年度を上回る結果を出すことができま

を探りながら、さらに前進したいと思っています。

した。特に小学校の算数は、１年生から６年生全

市民の皆様の応援、よろしくお願いいたします。

学年が全国平均を大きく超えることができました。
（図 1 と図 2）
（標準スコア）

小学校 算数

（標準スコア）

50

55
50

45

45

40

40
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

図1 学年別（小１〜小６）の調査結果

小学校 国語・算数
全国平均

全国平均

55

■ 国語

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
（２年生）

（３年生）

（４年生）

（５年生）

● 算数

令和２年度
（６年生）

図2 令和２年度小学６年生の調査結果の推移

編集・発行：田川市教育委員会 教育総務課 〒825‑0002 田川市大字伊田2550番地 1 ☎0947‑85‑7165
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❶

小中学校全校に

「筑豊一代」
の紙芝居が
贈呈されました

エアコンフィルターを設置
５月下旬に小中学校全
校の各教室に設置してい

田川ライオンズクラブから「筑豊一代」

るエアコンに、特殊な加

の紙芝居の複製が、全小中学校に寄贈され

工フィルターを取り付け

ました。この紙芝居を教材として、山本作

ました。このフィルター

兵衛さんの炭坑記録画のすばらしさを知る

はエアコンを通って循環

ことや、当時の筑豊炭田の様子や人々のい

する空気中に含まれるウ

きざまを学ぶことが期待できます。今後、

イルスや雑菌などの汚染

社会科や総合的学習など、様々な学習で活

物質をキャッチし軽減す

用していきます。

ることにより、室内空気

本

作

兵

衛

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

ユネスコ「世界の記憶」登録10周年記念事業
１

炭坑記録画
原画展

内容

会場

⑴市石炭・歴史博物館
市博物館、東京富士美術館で炭坑記
録画原画を中心とした展覧会を開催
⑵東京富士美術館
します。

秋季：10月26日㈫～11月23日㈫
⑵令和 4年 2月11日㈮
～ 3月13日㈰

①交流展示
福岡県内５か所と友好館協定を締結
している新平溪煤鑛博物園区とを合
わせた６館で山本作兵衛コレクショ
ン関連展示を行います。また、その
交流
会期中は市博物館でも相手方の所蔵
２
キャラバン展 する資料の展示を行います。

⑴北九州市立自然史・歴 ⑴ 3月16日～ 4月18日【終了】
史博物館
⑵柳川市民文化会館・柳 ⑵ 4月29日～ 6月 6日【終了】
川市歴史民俗資料館
⑶築上町 旧藏内邸
⑶ 6月24日㈭～ 7月20日㈫
⑷九州歴史資料館
⑷ 7月27日㈫～10月 3日㈰
⑸大野城心のふるさと館 ⑸11月 2日㈫～12月 5日㈰
②交流講演会
⑹新平溪煤鑛博物園区
⑹10月下旬～11月下旬
交流展示を開催する館の関係者が本
（台湾） ※休館日、
開閉館時間、観覧料は各会
市で講演し、市博物館の学芸員が相
場に応じます
手方館で講演します。

３

４

まちなか
展覧会

学校博物館

⑴市内
⑴令和4年2月まで（順次開催予定）
商店街／田川伊田駅／
市内外で山本作兵衛コレクションや
いいかねパレット等
その解説をするポスター展示をしま
⑵市外
⑵福岡県庁11階
す。
福岡県庁／北九州空港 （福岡よかもんひろば）
（秋予定）
5月10日㈪～ 7月 2日㈮
市内小中学校のうち展示を希望する
学校で、山本作兵衛コレクションを
市内小中学校（希望校） 令和4年2月まで
（順次開催予定）
子ども向けに解説したポスター展示
を行います。

図書館・美術館・博物館の３館連携 ⑴市立図書館
三・館・楽
で山本作兵衛コレクション関連展示 ⑵市美術館
５
プロジェクト
⑶市石炭・歴史博物館
等を行います。

令和3年4月27日～6月27日【終了】

※すでに終了した事業も含みます。
※上記の内容は、変更・中止する場合があります。また、内容によっては事前の申込みが必要な場合があります。詳しくは市のホー
ムページをご確認ください。
（https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/list01207.html）
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❸

学習意欲、計算力、語い力を育
成します。

川市ならではの学力向上策」に市内全校で取り組みます。

基礎学力の
育成

会期

⑴春季： 4月27日～ 5月30日【終了】

まな学習の基礎となる集中力や

上を目指して、本市では、３つの歯車を連動して進める「田

歯車①

歯車③
自学自習力の
育成

朝の学習において、毎日音読

などに取り組むことで、さまざ

しい結果となりました。この結果を励みに、さらなる学力向

自分のよさや特製を生かし、自立し、
進んで社会参画する子ども

基礎学力の育成

や百マス計算、漢字・計算練習

令和２年度の結果は、前ページのグラフのとおり大変喜ば

田川市が目指す
子ども像

※『筑豊一代』原資料は、市美術館に寄託されています。

歯車①

毎年３学期に実施しています。

紙芝居『筑豊一代』表紙
©Yamamoto Family

▲エアコンフィルターを取り
付ける市職員

山

事業

標として小学１年から中学２年を対象に「標準学力調査」を

集中して主体的に学ぶ力

きます。

学力向上策

市教育委員会では、市内児童生徒の学力状況を把握する指

▲

をきれいにすることがで

田川市ならではの

歯車②

社会を生き抜く力の育成

主体的な学びにつながる授業

改革や教育の情報化の推進、英
語教育の充実をさらに力強く推
し進めることで、複雑化する社
会をたくましく生き抜くために
必要な「主体的に学ぶ力」や「さ
まざまな情報を上手く活用する
能力」
、
「コミュニケーション力」
を育成します。

歯車②
社会を
生き抜く
力の育成

歯車③

自学自習力の育成

家庭学習の必要性を感じなが

ら、自ら学習計画を立て、授業
につながる予習などに積極的に
取り組むことで、自学自習力を
育成します。

行きたい！楽しい！「魅力ある学校づくり」の推進

田川市教育委員会は、学校と県立大学、専門機関、PTA 等が連携して、
「キャリア教育」と「教育相談機能」をさらに強化した、全ての子ども
たちが行きたくなる「魅力ある学校づくり」の推進に取り組んでまい
ります。

※詳細は、
田川市ホームページを
ご覧ください。

学力向上

情報活用能力の育成を目指して
小中学校全校で
タブレットパソコンを使った
学習がスタート！

一人１台タブレットパソコンを使った学習が本格的にス
タートしました。これは、情報化社会をたくましく生き抜

くために必要な情報活用能力の育成、学力の向上が目的で
す。各学校では、すでに、タイピング練習やインターネッ
ト検さく、プレゼン資料の作成、オンライン授業など、様々
な学習場面で積極的に活用しています。

❷

▲オンライン授業の練習をする様子
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教えて！
令和５年４月

開校予定

再編ススムくん
田川東中学校と田川西中学校の
新築工事が始まりました！

［進捗状況（予定）］
〇両校とも旧校舎の解体が本年３月末に完了し、５月から基礎工事に着手しています。
〇基礎工事は、田川東中学校が本年９月頃、田川西中学校は８月頃までに完了予定です。
〇基礎工事終了後、校舎などの本体工事を始めて行きます。

田川東中学校

（令和３年６月７日現在）

田川西中学校

（令和３年６月７日現在）

市ホームページ

ツイッター
場所：旧伊田中学校敷地内

場所：後藤寺中学校敷地内

●中学校再編に関する問い合わせ
田川市教育委員会 新中学校再編推進室 ☎85‑7169

市ホームページやツイッター
では「田川市中学校再編推進
だより」や中学校再編に関す
る情報を掲載しています。

運動施設に新しく設備が整備されました！

トレーニングセンター

中央公園

▲空調設備

▲空気清浄機

▲換気設備

新型コロナウイルス感染拡大防止対策や熱中症
対策として、空調設備４台・換気設備４台・空気
清浄機１台を新たに設置しました。設置にともな
い、利用料金が下記のとおり改正されました。
【利用料金が変わりました】
１回２時間以内（旧） 220円 →（新） 250円
回数券（11枚）（旧）2,200円 →（新）2,500円
※総合体育館窓口にて購入してください。

▲遊具・人工芝・バスケットコート

▲LED 外灯

中央公園は、遊具の刷新や人工芝・バスケット
コートの整備を実施し、子どもたちが利用しやす
い公園へと生まれ変わりました。また、新型コロ
ナウイルス感染拡大により、ジョギングやウォー
キングなど屋外で運動する人が増えています。市
民のみなさんが健康増進のための軽運動を行うた
め、夜間でも公園を安全に安心して利用できるよ
うLED外灯15基を増設しました。

❹

※掲載事業は新型コロナウイルスの関係で
変更・中止になる場合があります。
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【子育て支援課】
区

分

一般調査項目

確認した事実
❶指定された合議漏れ（随意契約）
❷見積書を請書に代える場合の業者の記
名押印漏れ
❸起案に必要な事項の記載漏れ
❶重要備品登録と現物の不一致
❷郵便切手の不統一管理
❸決裁権者の誤りと指定された合議漏れ
❹定められた補助金交付申請書の不使用

契約事務

財産管理事務

指摘などの内容

適正な事務処理を行うこと

特別調査項目

係ごとの近隣市比較により職員数は概ね
適切との認識があるが、共通する事務事
項などによる比較は行われていない。

各市共通事務で業績比較ができる説明指
標を活用し業務執行のあり方を含む他市
との客観的水準比較を行うことで、真に
職員配置の適正性の検証が可能となる。

3月31日付け支出負担行為およ
び、それに伴う支出命令の状況

請求書の日付が手書き

請求書は債権者が作成する書類であり、
職員が日付を記入することのないよう留
意し、日付が空白で提出された場合は必
ず債権者に日付の記載を求めること

【たがわ魅力向上課】
一般調査項目

区

分

確認した事実
❶収入印紙の貼付漏れと印紙税額の誤り
❷見積書を請書に代える場合の業者の記
名押印漏れ

契約事務
委託料の支出状況
負担金、補助金及び交付金の支
出状況
平成 27 年度定期監査の指摘事
項の改善状況

指摘などの内容

適正な事務処理を行うこと

前金払の会計管理者へのてん末報告漏れ
速やかに改善すること

行革の取り組み実績と効果など

スケジュール共有アプリなどを活用した
時間外勤務の縮減の努力・工夫がありな
がら、その効果額が算定・報告されてい
ない。

効果額が算定可能な場合は、経費の増加
要素と相殺させることなく、行革の成果
として微細なものまで効果額を計上すべ
きである。

課（係）の配置人員と説明指標
の推移

近隣の市と、ふるさと納税の納税額およ
び担当者の数を中心とする比較のみを実
施し、課としての配置人員は概ね適正と
の認識がある。

各市共通事務で業績比較ができる説明指
標を活用し、業務執行のあり方を含む他
市との係単位、部門単位での客観的水準
比較を行うことで、職員配置の適正性の
検証レベルが向上する。

請求書の日付が手書き

請求書は債権者が作成する書類であり、
職員が日付を記入することのないよう留
意し、日付が空白で提出された場合は必
ず債権者に日付の記載を求めること

3月31日付け支出負担行為およ
び、それに伴う支出命令の状況

よ し あ き

丸谷

芳昭

監査委員

確認した事実

資金前渡事務

精算事務の遅延

契約事務

❶契約書での必須事項の記載漏れと相手
方の押印漏れ
❷市教育委員会名で委託契約を締結（市
長名で締結すべき）
❸見積書を請書に代える場合の業者の記
名押印漏れ

区分

調

査

事

項 （件数）

・資金前渡事務（３件）
・契約事務（９件）
・財産管理事務（６件）
・委託料の支出状況（２件）
・負担金、補助金及び交付金の支出状況（６件）

財産管理事務

❶重要備品登録と現物の不一致
❷郵便切手の不統一管理

負担金、補助金及び交付金の支
出状況

❶補助金額の確定通知漏れ
❷事務事業実績報告書の提出遅延

特別調査項目

行革の取り組み実績と効果など

「窓口環境の改善」の取り組みによる窓
口対応時間の短縮を効果として挙げなが
ら、効果額が算定・報告されていない。

各課の事務改善などの努力結果は、数値
化が可能なものは数値化し、行革の取り
組みの成果として市民に報告すべきであ
る。

課（係）の配置人員と説明指標
の推移

❶課で担う事業の違いを理由に、他市と
の比較を実施していない。
❷業務の多様化・複雑化などで現有の配
置は適切ではないとの認識がある。

各市共通事務で業績比較ができる説明指
標を活用し、係単位、部門単位での客観
的水準比較を行うことで、真に職員配置
の適正性の検証が可能となる。

3月31日付け支出負担行為およ
び、それに伴う支出命令の状況

請求書の日付が手書き

請求書は債権者が作成する書類であり、
職員が日付を記入することのないよう留
意し、日付が空白で提出された場合は必
ず債権者に日付の記載を求めること

摘

要

過去５年間の定期監査の指摘事項からリスクの評価
を行い、特に重要度が高いものを「Ａランク」
、重要
度はやや落ちるが指摘頻度が高く注意が必要なもの
を「Ｂランク」のリスクとして調査項目を抽出しま
した。

・前回定期監査における指摘の改善状況
・行革の取り組み実績と効果など
業務の執行状況や組織体制などから、監査委員が市
・課（係）の配置人員と説明指標の推移
民の信頼確保のため特に必要と認める項目を抽出し
・3月31日付け支出負担行為および、それに伴う支出命令の状況 ました。
・その他

２ 主な指摘事項
【財政課】

指摘などの内容

適正な事務処理を行うこと

寿人

１ 監査の主な実施内容（着眼点）

区

分

確認した事実

指摘などの内容

契約事務

❶契約書の作成省略不可の
案件を省略
❷見積書を請書に代える場
合の業者の記名押印漏れ

適正な事務処理を行うこと

前回定期監査（平成 24 年度・平
成 27 年度）指摘事項の改善状況

１件の未改善事項あり

速やかに改善すること

行革の取り組み実績と効果など

各課独自の創意工夫による
事務改善などの取り組みの
効果（額）の捉え方につい
て「効果の検証・報告は余
分な人件費も想定されるた
め必ずしも必要ない」との
消極的な認識にとどまって
いる。

❶各課独自の事務改善などは、可能な限り努力工夫
の効果を数値化させ、予算査定・編成の中で「最少
の経費で最大の効果があげられているか」について
積極的に見極め評価すべきである。

特別調査項目

一般調査項目
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分

今村

ひ さ ひ と

■対象部署 財政課、子育て支援課、たがわ魅力向上課、学校教育課
■対象事務 令和元年度を中心とする財務などの執行状況
■監査期間 令和３年２月５日～令和３年５月25日

令和２年度定期監査
（後期）の結果

【学校教育課】
区

い ま む ら

昨年２月に策定した「田川市監査基準」に基づき、対象事務に
誤りや不適切なものはないか、経済性や効率性は保たれているかなどの視点で、
リスクを重視した質の高い監査の実施を目指しています。

一般調査項目

特別調査項目

2 件の未改善事項あり

ま る た に

代表監査委員

一般調査項目 特別調査項目

課（係）の配置人員と説明指標
の推移

監査結果を公表します

❶職員配置は全体の人員を
市長の政策判断で割り振る
もので、一部の部署を切り
取って他市と比較すること
は不適切との考えがある。
課（係）の配置人員と説明指標の
推移

❷職員配置の適正化は、総
務課が進めるべきとの基本
認識がある。
❸❶の考えとともに「管理
部門としては難しい」との
理由で他市比較による検証
などは行われていない。

3 月 31 日付け支出負担行為およ
び、それに伴う支出命令の状況

請求書の日付が手書き

❷各課の努力の成果は、積極的に市民に説明・報告
されるべきであり、真の行財政改革は 1 円の効果を
積み上げる意識から始まることを各課に浸透させて
いくべきである。
❶自治体に求められる「最少の経費で最大の効果の
発揮」は、職員配置についても実証が必要であり他
市比較は、その一助となり得る。それには、配置の
適正化に向けた各課のマネジメントによる努力・プ
ロセスが何より重要であり、初めから全体人員の答
えがあって、市長の政策判断で割り振るという性質
のものではない。
❷財政課も、予算編成関連通知により「効率的事務
事業の執行や職員配置の工夫などによる適正化」を
各課に求めており、総務課や行革担当課とともに強
いリーダーシップを発揮すべき立場にある。つまり、
職員配置の適正化は庁内管理部門と各課の共同作業
で成し得るものである。
❸組織の違いはあっても、係単位や業務部門単位な
どの工夫で業績などを含む他市比較は十分可能と考
えられる。これを否定するのであれば、課としての
検証方法の考えを示すべきである。
請求書は債権者が作成する書類であり、職員が日付を
記入することのないよう留意し、日付が空白で提出さ
れた場合は必ず債権者に日付の記載を求めること

※紙面の都合上、すべてを掲載できません。結果報告の全文の閲覧を希望する人は、総務課または行政委員会事務局（監査事務局☎ 85-7171）に問い合わせください。また、市ホームページにも掲載しています。
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田川市立図書館（☎・FAX 44‑0384）

BOOK FOREST

【開館時間】火〜金：９時30分〜20時（土日祝日は18時閉館）
【７月休館】5日（月）、12日（月）、19日（月）、26日（月）
ブック
スタート

市立図書館では、４か月児健診会場（市保健センター）
で、赤ちゃん
と保護者に絵本やおすすめ図書リストなどを配付しています。

PICK
UP

はた
こうしろう（絵）

茜

以はある日、脱獄犯の男
と姿を消してしまう

自分で野菜を育ててみた
いと思ったら、キッチン
でゆる〜く育てられる
「コップ栽培」がおすす
め。42 種類の野菜のつ
くり方を紹介する

ぼくとがっこう

やさい畑編集部（他、編）

千早

う男子から守ってくれた
ま い
真以に心を寄せるが、真

コップひとつから始めるゆる～い野菜づくり

ひきなみ
小学校最後の年を瀬戸内
よう
の島で過ごす葉。からか

NEW

おすすめ図書

うちにいるとぼくは子ど
も。学校では生徒。ぼく
は大勢の中のひとりにな
る。なじめない中で、自
分の見たいもの、感じた
いものを見つけて…

新着図書の紹介

●一般書
（夏川 草介）
臨床の砦
小説 8050
（林 真理子）
THE やんごとなき雑談
（中村 倫也）
野菜まるごと冷凍レシピ （沼津 りえ）
おとな世代の暮らし替え （岸本 葉子）
●児童書
つくろう！つくろう！おべんとう
（若菜ひとし）
いきもの口図鑑 （長谷川眞理子
（監修）
）
世界一トホホな算数事典
（細水 保宏
（監修）
）
校長先生、ちょっとこわくてふしぎな話を
聞かせて
（竹宮 竜）
夜明けをつれてくる犬
（吉田 桃子）
とりで

【連続「朝活」講座】
「ロシア語初級講座」
本市はドイツとベラルーシのパラリンピック車いすフェンシングの事前キャンプ地です。
ベラルーシ共和国ではロシア語が広く使われています。ロシア語を学んで、選手を歓迎してみませんか？
●とき ７月４日、11日、18日、25日、８月１日、８日 全６回
※いずれも日曜日、８時30分～９時30分
お か だ としふみ
●講師 市立図書館 館長 岡田年史
●定員 10 人※要事前申込。参加費無料。
※詳しくは問い合わせください。

◆レコードコンサート ７月15日（木）18時30分～図書館２階視聴覚室（※予約制）内容：モーツァルト ２台のピアノのためのソナタ K.448など

第100回達成

「療養中の不安」抱えこまないで！〜患者相談窓口を利用しませんか〜
患者さんとご家族の不安をなくし、安心して治療に専念できるよう、当院では、外来・入院・通院を問わず医療上の心
配ごとや生活上の問題、
退院後の生活に関することなど、
さまざまな相談を受ける相談窓口を設置しています。
相談内容に応じて看護師や保健師、医療ソーシャルワーカーなどの各担当者が対応します。相談は、1 階医療支援
センター「患者相談窓口」に直接来訪または、電話（☎44-2100）で気軽に相談してください。予約も可能です。
（受付時間：月曜日〜金曜日８時30分〜17時）
相談内容
・病気や療養上の不安、治療の相談
・介護や介護保険の相談
・医療費に関する相談

・入退院・転院についての相談
・在宅医療・訪問看護の相談
・緩和ケアに関する相談

など

１人で悩まず
一緒に考えま
しょう
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1

市有地を売却します

伊田4998番12外3筆
面積 ：

832.44㎡（約252坪）

2

3

新町3228番6外5筆
面積 ：

1525.96㎡（約462坪）

伊加利1948番17
面積 ：

565.74㎡（約171坪）

［最低売却価格］

［最低売却価格］

［最低売却価格］

［市有地等購入奨励金］

［市有地等購入奨励金］

［市有地等購入奨励金］

円〜［坪74,975円〜］
18,879,739［坪51,504円］
〜
50万円

［坪 67,395円〜］
円〜
31,130,000［坪51,504円］
〜
50万円

［坪36,690円〜］
6,270,000円〜
［坪51,504円］
〜
50万円

月美台

4

5

伊加利1952番8外1筆
面積 ：

273.96㎡（ 82坪）
約

6

白鳥町2260番14
面積 ：

264.24㎡（ 80坪）
約

糒2200番28
面積 ：

228.17㎡（約69坪）

［最低売却価格］

［最低売却価格］

［最低売却価格］

［市有地等購入奨励金］
※最低売却価格で購入した場合

［市有地等購入奨励金］
※最低売却価格で購入した場合

［市有地等購入奨励金］
※最低売却価格で購入した場合

［坪 37,350円〜］
3,090,000円〜
［坪51,504円］
〜
30.9万円

［坪 50,247円〜］
4,016,448円〜
［坪51,504円］
〜
40.1万円

［坪 30,902円〜］
2,132,933円〜
［坪51,504円］
〜
21.3万円

月美台

7

川宮817番7外6筆
面積 ：

1210.79㎡（約366坪）

8

面積 ：

513.69㎡（約155坪）

面積 ：

215.72㎡（約65坪）

［最低売却価格］

［最低売却価格］

［市有地等購入奨励金］

［市有地等購入奨励金］

［市有地等購入奨励金］
※最低売却価格で購入した場合

［坪 36,590円〜］
5,639,288円〜
［坪51,504円］
〜
50万円

一般競争入札

●申込期間 ７月１日(木)〜28日(水) ※土日祝日を除く
●入札日時 ８月４日(水)13時30分(13時15分受付)
●入札場所 市役所３階 入札室

先 着 順

重

要

●引き渡し時の現状で引き渡します。
立木・雑草などの除去、
工作物の補修および撤去などは、
一切、
市では行いません。
●地下埋設物、
地盤調査および地質調査は実施していません。
●市有地等購入奨励金、
市内業者利用奨励金ともに申し込み
期間内でも、
予算額に達し次第受付を終了することがあり
ます。

［坪 4,000円〜］
261,021円〜［坪51,504円］
〜
2.6万円

市有地等購入奨励金
●対象 自己の住宅を新築するために市有地を購入した個人
または社員寮などを建設するために市有地を購入した法人
※参加申し込みに必要な書類は、市ホームページをご覧にな
るか問い合わせください。

奨励金を支給します

入札会で落札者がいない場合は、
先着順で売却します。
●申込期間 ９月１日(水)〜令和４年２月28日(月)
※土日祝日・年末年始（12月29日〜１月３日）を除く
※参加申し込みに必要な書類は、市ホームページをご覧に
なるか問い合わせください。
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位登1589番3

［最低売却価格］

［坪 38,337円〜］
14,041,531円〜
［坪51,504円］
〜
50万円

広報たがわ
R3. 7月号

9

位登1585番6

土地取得額の ※上限50万円
市内業者利用奨励金
●市内業者 本市の住民基本台帳に記載され、かつ、市内に
事業所を有する個人事業主または市内に本店・支店を有す
る法人で、本市の競争入札参加有資格者名簿または小規模
修繕契約希望者登録名簿に登録されている業者です。

◆申し込み・問い合わせ 財政課財産管理係
（☎85-7108）

奨励金を支給します

市有地等購入奨励金の交付を受け
市内業者により住宅を新築すれば

介護保険制度は、
みなさんが納付した
保険料で成り立っています。

保険料納付にご理解とご協力をお願いします。
65歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料は３年に１度見直されます

少

A
B
C

高

安

みなさんが納める介護保険料

多

グループ

田川市

介護サービス利用給付実績

介護保険料は、福岡県介護保険広域連合を構成する33市町村のうち、
給付水準が高い方から順に、
Ａ、
Ｂ、
Ｃグループに分けて決められています。
本市は、前期（令和２年度まで）と同様、今期（令和５年度まで）も「Ｂ
グループ」に決まりました。
令和３年度の介護保険料決定通知書は７月下旬から８月上旬に郵送し
ます。介護保険料の決まり方は、広報たがわ５月15日号と一緒に配布し
た
「みんなで支える介護保険」
の冊子
（11〜12ページ）
をご覧ください。
令和６年度以降の介護保険料は「みなさんが介護サービスを利用した
給付実績」などで決まります。引き続き、健康増進を図り、介護サービ
スの適正な利用をお願いします。

介護保険料の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」があります
特別徴収

普通徴収

●年金が年額18万円以上の人
【下記の人は対象外】
• 本年度 65 歳になる人
• 年間保険料が変わった人
対象
• 他の市町村から転入した人
• 年金担保貸付を利用している人
• 年金が遅れたり、止まったりしている人など

左記以外の人

●年金から天引き
４・６・８月に天引き（仮徴収）します。続けて、
支払
方法 年間保険料の残額を、10・11・翌年２月に天引き
（本徴収）して納付が完了します。

●納付書または口座振替
納付書での収納は、夜間・休日も支払い可能なコン
ビニ収納も利用できます。また、口座振替を利用す
ると納め忘れがないため安心です。

納期 ６期（４月から翌年２月までの偶数月）

８期（８月から翌年３月まで）

介護保険料を滞納すると、介護サービス利用時に利用
料を一旦全額支払う「償還払い」が発生したり、利用者
負担が３割または４割に引き上げられたりします。分割
納付や減免制度を利用できる場合がありますので、納付
が困難な場合は早めに相談してください。

要件・手続

滞納する前に相談を！分割納付や減免制度の紹介
【要件】災害や失業など、やむを得ない理由で納付
が難しい場合（新型コロナウイルス感染症の影響
も含む）など
【手続】申請が必要。本人や世帯員の収入、資産、
預貯金の調査と審査があります。

７月31日
（土）
で介護保険負担限度額認定証の期限が切れます
更新手続きが必要／預貯金などの条件が変更／食費の負担限度額を改定

介護保険施設を利用するときの食費と居住費の負担を軽減する
「負担限度額認定証」の有効期限は７月31日
（土）
です。引き続き
施設利用が必要な場合は、更新申請を行ってください。
８月から利用者負担段階の第３段階が細分化され、食費の負担
限度額が変わります。詳しくは「みんなで支える介護保険」の冊
子36ページ（※）をご覧ください。

◆問い合わせ 高齢障害課高齢介護係
（☎85-7129）

※
「みんなで支える介護保険」の冊子36ペ
ージ中、第２段階の居住費等負担限度額
（従来型個室）の括弧書きの金額に誤り
がありました。正しくはこれまでどおり
420円です。おわびして訂正します。
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夏休みは自由な時間が増えて楽しい一方で、
さまざまな誘惑に引き込まれる危険性があります。
「地域の子どもは地域ぐるみで守り育てる」を合言葉に、
地域ぐるみで子どもの安全を守りましょう。

地域の子どもは地域ぐるみで守り育てる
～７月は青少年の非行・被害防止全国強調月間～

明日を担う青少年が、社会性や自立性を身に
つけ、心豊かにたくましく成長していくことは、
すべての市民の願いです。しかし、家庭や学校、
地域社会など、子どもを取り巻くさまざまな環
境の中で、小さなきっかけで非行に走ったり、
犯罪の被害に遭ったりすることが少なくありま
せん。国は、７月を「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」と定めており、期間中は全国的
な運動が展開されます。本市でも、青少年が非
行に走ることなく健やかに成長できるよう、家
庭・学校・地域・行政・企業が一体となって青
少年の非行・被害防止に取り組みます。市民の
みなさんのご協力をお願いします。

青少年の健全育成に向けた活動
●青色パトカーによる巡回活動（通年）
青少年対策室、青パトいかり隊、警友会による児童
生徒の下校時見守りパトロール
●夜間街頭補導パトロール（通年）
田川警察署少年補導員による
後藤寺・伊田方面の巡回パトロール
●乗車マナー向上運動（通年）
地元高校生、少年補導員、田川警察署による
ＪＲ田川伊田駅・ＪＲ田川後藤寺駅での啓発活動
●青少年の非行・被害防止キャンペーン（７月）
田川市まちぐるみ子ども安全連絡会議による
街頭での啓発活動

■子どもを守る３つのポイント
どもたちがインターネットを使う機会が増えま
した。小学生の約６割、中学生の約８割、高校
生の９割がインターネットを利用しています（内
ョンや情報収集・発信の力を養う一方、生活習
慣が乱れる・依存症になる・犯罪の被害者や加

家庭のルールを子どもと一緒に作る

３

フィルタリングを積極的に使う

フィルタリングは、危険なサイトの閲覧を制限
する機能です。制限のレベルを変えたり利用し
たいサイトを個別に設定したりできます。

害者になる・いじめに巻き込まれるなど深刻な
問題が発生。特に、ＳＮＳを利用した子どもの
性被害が増加しています。
上で起こる危険から子ど

福岡県青少年健全育成条例の定めがあります

もを守るために、保護者

青少年がスマートフォンを購入する場合、販売代理店が
フィルタリングを設定するよう県の条例で定められてい
ます。購入済の家庭では、改めて設定を確認しましょう。

が取り組む３つのポイン
トを紹介します。

25

２

実社会でもインターネット上でも、やってはい
けないことは同じ。人権尊重の視点でルールを
考え、守る習慣を身につけさせましょう。

閣府調査）
。グローバルな世界でコミュニケーシ

広報たがわ
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適切な利用を促す

インターネットを初めて使うときが肝心。なぜ
必要なのか、どう使うのか、使用時間などを話
し合いましょう。

コロナ禍により家庭で過ごす時間が増え、子

そこで、インターネット

１

◆問い合わせ 文化生涯学習課青少年対策室
（☎44-5110）

田川市役所 TEL：0947‑44‑2000 代表／ FAX：0947‑46‑0124
ホームページ https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/

行事の延期・中止が
続いています

令和３年 ５月末現在

新型コロナウイルス感染症の拡大
を防ぐため、行事やイベントなどの
延期や中止が続いています。本号に
掲載している行事やイベントなどは、
６月１７日時点の情報です。開催直近
の状況によって延期や中止となる場
合があります。

人

▼とき
７月１日
（木）
～８月
日
※ 公 売 財 産 や 申 し 込 み 方 法 な ど、

詳しくは市ホームページをご覧

の
談

（火）
までのすべての火・木・土・

ろ
相

７月８日（木） 時～

こ
康

13

ください。

こ
健

23

▼申込期間

母 子・児 童 相 談

（児童虐待含む）

・７１４６）

子 育 て 女 性
就職支援相談

日曜日と祝日

談

問農政課（☎

相

13

28

日（水） 時

性

85

85

10

▼入札期間 ８月３日（火） 時～

女

23

新築・増築の家屋調査

談

５日（木） 時

相

ご協力をお願いします

働

（産業振興課）

問税務課収納係（☎ ・７１１２）

労

新築・増築された家屋は、完成

考

日時（受付時間） 場
所 備
考
25日㈰
９：30〜12：30
14日㈬・28日㈬ スマイルプラザ ☎44-5757
13：00〜16：00
田川
13日㈫
９：30〜10：00

弁 護 士 無 料
13日㈫
福岡法務局 法テラス福岡
法 律 相 談 予約制、条件・定員あり 田川支局 ☎050-3383-5502
月〜金（祝日を除く）福岡県弁護士会筑豊部会 ★注１
13：00〜16：00 田川法律相談センター
ふ れ あ い 月〜金（祝日を除く）スマイルプラザ 電話受付可
悩みごと110番
福祉総合相談
10：00〜15：00
田川
☎46-4848
市役所１階
高齢障害課
５日㈪
補 聴 器 相 談
13：00〜14：00
12会議室 ☎85-7130

市役所２階 ☎85-7112
税務課
市役所４階 前日までの予約制
見える化ルーム ☎85-7145
月〜金（祝日を除く）男女共同参画センター ☎44-0159
９：00〜17：00
ゆめっせ
１日㈭（予約制） 男女共同参画センター 前日までの予約制
ゆめっせ
☎85-7134 女性の健康相談
13：30〜15：30
月〜金（祝日を除く） 市役所１階 ☎44-0678 不 妊 相 談
８：30〜16：30 子育て支援課
隣 保 館 の
要予約
13日㈫10：00〜 福岡県田川
保健福祉事務所 ☎42-9307 人権・生活相談
８日㈭
17：00〜19：00
28日㈬
13：00〜16：00

健康や食育に関するアンケート

所 備

電話相談のみ受け付けています。
士 14日㈬のみ９
：00〜16：00
談 福岡県行政書士会☎092‑641‑2501

納税窓口相談

の翌年度から固定資産税が課税さ

本市では、平成 年度から「健

書
相

アンケートの回答にご協力を

こ れ は、 家 屋 の 評 価 額 を 算 出 す

康たがわ推進計画」に基づき、市

日時（受付時間） 場

九州管区行政評価局☎092-473-1100

政
料

46,507人（前月比37減）

※都合により相談日は変更されることがあります。
★印の相談の問い合わせは市民課
（☎85-7135）

名
称
身障なんでも
電話相談などを受け付けています。
（祝日を除く）
９：00〜16：00
（12：00〜13：00を除く） 相
談
交 通 事 故 相 談 月〜金
福岡県交通事故相談所☎092-643-3168
聴力言語障害
電話相談のみ受け付けています。 生 活 相 談
く ら し・行 政 【行政相談のみ】
（祝日を除く）
８：30〜17：45
な ん で も 相 談 月〜金
行
無

15

れるため、税務課では、課税対象

るための基礎調査です。職員が訪

民のみなさんの健康づくりを支援

するための施策に取り組んでいま

31

す。今回は、第２次計画の最終評

歳の人

64

アンケートを実施します。アンケ

～

30

となる家屋の調査を行っています。

問したときは、調査へのご協力を

お願いします。

価と第３次計画策定のため、市民

令和３年１月２日以降

ご協力をお願いします。

に新築・増築した家屋（住居

▼とき ７月１日（木）～ 日（土）

▼対象

税務課に連絡してください。ま

歳の人⑤

29

６年生の保護者③中学校３年生

④ ～

称

⑥ 歳の人の中からそれぞれ４

００人程度を無作為に選定。

▼方法 対象者の自宅または学校

に調査用紙を配布。回答方法は、

７月の 定 例 相 談

名

70 20

口

男 21,601人 女 24,906人
世帯数 24,193（前月比19減）
出生 31人
死亡 59人
転入 98人
転出 107人

･

た、市内にある家屋を取り壊し

になる子どもの保護者②小学校

▼対象 市内在住の①本年度３歳

ート用紙が届いた場合は、回答に

たときも、税務課に連絡してく

店舗 工
･場 倉
･ 庫など）
※対象となる家屋を建てたときは、

ださい。連絡がないと、翌年度

以降も家屋台帳に登録されたま

・７

85

まになることがあります。

問税務課固定資産税係（☎

１１１）

差押財産のインターネット公売開始

食事につい

配布された用紙を確認してくだ

さい。

▼質問の主な内容

44

て・健康管理について・食育に

ついて など

０）

地籍調査事業にご協力を

土木課国土調査室

市では、大字位登・夏吉（伊田、

夏吉地区）
・川宮の一部で地籍調

査を実施します。この地籍調査で、

土地一筆ごとの地目や境界などを

調べ、正確な面積を測量し、調査

の成果を登記します。

調査対象の土地の所有者・管理

者には、境界を確認するために現

地 で の 立 会 を お 願 い し て い ま す。

月※予定

みなさんのご理解とご協力をお願

調査対象の土地の所有

８月～

いします。

▼とき

令和３年度固定資産税第2期と国民健康保険税第2期の納期限は、
８月２日
（月）
です。◆問い合わせ 税務課
（☎85-7112）

問市保健センター（☎ ・８２７

また、指定希少野生動植物種が

指 定 希 少 野 生 動 植 物 種 は 捕 獲、

指定される前にその種の捕獲など

忘れず手続き国民年金

保険料を納めることが困難な場

を行い、指定の際、現に所持して

所持、陳列・広告等に規制があり、

合、申請して認められると、保険

いる場合は、知事への届出が必要

罰則が適用されることがあります。

料の納付が「全額免除」・「一部免

保険料免除・納付猶予申請受付

除」または「猶予」されます。

問福岡県環境部自然環境課（☎０

です。

は、申請は必要ありません。

９２・６４３・３３６７）

田川市市民プール

営業を休止します

例年、市内外から多くの人が訪

※継続審査の対象となっている人

本市に住民票がある人で、

本人と配偶者・世帯主（納付猶

▼対象

予の場合は本人と配偶者）の前

令和３年７月～令和

▼対象

・７１

者・管理者※個別に連絡します。

問土木課国土調査室（☎

11

年所得がいずれも基準以下の人

▼対象期間

も、新型コロナウイルス感染拡大

・５１

れている田川市市民プール。本年

防止のため、営業を休止します。

85

４年６月

▼手続きに必要なもの ①年金手

問文化生涯学習課 （☎
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44

５９）

国民健康保険と後期高齢者医療では、次の要件を
満たす世帯の保険税（料）を減免します。減免には
申請が必要です。
●要件 新型コロナウイルス感染症の影響により、
①または②のいずれかに該当する世帯
①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負
った世帯
②主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
（令和３年中の事業収入、不動産収入、山林収入、
給与収入のいずれかが前年収入の３／ 10 以上
減少見込であること。ただし前年中の所得が一
定額を超える場合は減免不可）
●減免対象保険税（料） 令和３年度分
●減免額
①に該当する世帯…全額免除
②に該当する世帯…一部を減額
●申請受付期限 令和４年３月31日
（木）
※詳しくは事前に問い合わせください。
●申請・問い合わせ
国民健康保険…税務課市民税保険税係
（☎ 85-7110)
後期高齢者医療…市民課保険係（☎ 85-7139）

帳など基礎年金番号がわかるも

国民健康保険・後期高齢者医療

の②失業が理由の場合は離職

保険税
（料）
減免の申請を受付中

１０）

新型コロナウイルスの影響による

票・雇用保険受給資格者証など

85

問 直 方 年 金 事 務所（☎０９４９・

・０８９１ 、)市民課市民年金
係
（☎ ・７１３８）

指定希少野生動植物種

種を指定しました

「福岡県希少野生動植物種の保

護に関する条例（令和３年５月１

日 施 行 ）」 に 基 づ き、 特 に 保 護 が

種を「指定

必要なキビヒトリシズカやムラサ

希少野生動植物種」に指定しまし

キ、コバンムシなど

た。これは、希少野生動植物種の

保護により、生物多様性を確保し、

人と野生動植物とが共生する豊か

な自然環境を次代に継承すること

を目的に制定されたものです。

20

20

22

入札参加希望者を募集します

※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）をすでに受給している人は、重複して受給することはできません。
※同じ児童について、本給付金を重複して受けることはできません。
※令和３年４月 1 日から令和４年 2月28日までに生まれた児童も、支給要件を満たせば対象になります。
※所得申告をしていない人は審査ができません。必ず申告してください。
問子育て支援課子育て給付係（☎85-7132）

農作物の被害を防ぐ

非課税
相 当

ドバト・カラス・ゴイサギの駆除

（申請が必要）
④①～③のうち、令和３年度分の住民税は
課税だが、令和３年１月以降、家計が急
変し、住民税が非課税相当額になる人

本市では紀尾井町戦略研究所㈱

非課税

ア本人確認ができるもの
（マイナンバーカード・運転免許
証など）
イマイナンバーのわかるもの
８月２日
ウ給付金の振込口座がわかるもの 申請内容を審査後、
～
（本人名義の通帳の写しなど） できるだけ速やかに
令和４年
エ印鑑（シャチハタは不可）
支給します。
２月28日
オ令和３年１月以降のいずれかの
月の収入がわかるもの（給与明
細など。配偶者の分も必要）
※非課税の人は、オは不要です。

に申し込みが必要です。

（申請が必要）
②平成15年４月２日から平成 18年４月１
日までに生まれた児童のみを養育してい
る人
③公務員（職場から証明を受け、住んでい
る市町村に申請が必要）

の官公庁オークションを利用して

７月中旬～７月下旬
（対象の人には事前
にお知らせします）

非課税

農作物への被害を防ぐため、市

支給時期（予定）

差押財産のインターネット公売を

申請に必要なもの

行います。

（申請はいりません）
①令和３年４月分の児童手当または特別児
童扶養手当の受給者（公務員は除く）

申請期間

内一円で銃によるドバト・カラス・

支給要件

ゴイサギの駆除をします。駆除中

内訳

※入札に参加するためには、事前

【支給額】児童 1 人当たり５万円（令和３年 3 月 31 日時点で 18 歳未満、障害児は 20 歳未満）

は危険です。十分に注意してくだ

さい。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
（ひとり親世帯以外の方に給付金を支給します）

面接相談
（予約制）
福岡県
７日㈬13：30〜16：30 嘉穂・鞍手 （専用ダイヤル）
電話相談（祝日を除く） 保健福祉 ☎0948-29-0277
月〜金９：00〜17：00 環境事務所

月〜金（祝日を除く）中央☎44-8181、弓削田☎
９：00〜16：00 44-3318、上伊田☎44-3410

注１）
市内に住む人対象、
予約制。
市民課で発行する紹介状が必要
（受付：平日８時30分〜17時・木曜日
［祝日除く］
は19時まで）

傍聴できます。
定例教育委員会 ７月９日
（金）
14時30分～ 田川市民会館 ◆問い合わせ 教育総務課
（☎85-7165）
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★お知らせの続き

労働保険年度更新

第 回
「社会を明るくする運動」

７月は強調月間です

援を受けられる環境を作ること

者などが、社会復帰に必要な支

こと④犯罪をした高齢者・障害

期的に支える地域の環境を作る

依存からの回復と社会復帰を長

戻る人の数を減らすこと③薬物

がないまま、刑務所から社会に

数を増やすこと②帰るべき場所

▼相談電話番号

支給されます。
福岡県優生保護

※詳しくは問い合わせください。

生手術などを受けた人に一時金が

れています。この法に基づき、優

くおわびするということが述べら

に対し、真摯に反省し、心から深

身に多大な苦痛を受けてきたこと

照射を受けることを強いられ、心

生殖を不能にする手術・放射線の

は、事前に通行止め・雨量などの

止めを行っています。大雨のとき

リに達した場合、危険箇所の通行

があるため、連続雨量が２００ミ

砂崩れなどの災害が発生する恐れ

では、大雨などの異常気象時に土

国道２０１号八木山峠や烏尾峠

備えあれば憂いなし

⑤非行少年などが学びを継続で

▼調査期間 ８月～

るように心がけましょう。

道路情報を確認して安全に通行す

・３５９

日（金）まで。

ームページ
http://www.qsr.

筑 豊 維 持 出 張 所（ ☎ ０ ９ ４ ８・

mlit.go.jp/kitakyu/
問国土交通省北九州国道事務所
・７９４２）

布あそび体験教室

７月１日
（木）
～
▼とき
１千円（材料費含む）

田川青少年文化ホール

日（土） 時～

布を使ったくし形ストラップを作り

無作為に選んだ市内在住
▼ところ

時

▼とき

▼参加費

７０）

・６４

針、糸（白）、

人※先着順

※いずれも水曜日

ポリテクセンター飯塚

・４９８８）

碓井琴平公園

夏休み子ども自然観察会

４８・

問ポリテクセンター飯塚（☎０９

※参加費無料・申し込み不要

（飯塚市柏の森）

▼ところ

時～

問田川文化センター（☎

▼定員

はさみ、木工用ボンド

▼持ってくるもの

※親子での参加も可能です。

糸を使え、玉留ができる人

小学５年生以上で、針と

７月

▼対象
歳以上の人（１千人）

の満
▼方法
配布。回答方法は、配布された
用紙を確認してください。
近所づきあい

について・日常生活支援体制に

▼質問の主な内容

など
・

ついて・ボランティア活動につ
いて・福祉について
問保健福祉課福祉政策係（☎
７１１８ )

前まで
問令和３年度働き方改革地域実践
事業運営事務局（☎０９２・４
０６・２６８０）
公共職業訓練受講生
（９月生）
募集

ポリテクセンター飯塚

▼対象

郵送でアンケート用紙を

日（土）

▼国土交通省北九州国道事務所ホ

法一時金受付・相談窓口（☎０

月

市民アンケート

地域福祉に関する調査を実施

開設は

５・２５７５）※同センターの

金電話相談窓口（☎

問厚生労働省 旧優生保護法一時

９２・６３２・５１７５）

からすお

大雨のときは道路情報の確認を

きる環境を作ること
５０９）

問田川保護区保護司会（☎ ・０

労働力調査にご理解とご協力を

総務省統計局・福岡県
総務省統計局と福岡県では、毎
月 労 働 力 調 査 を 実 施 し て い ま す。
この調査は、失業率や雇用の実態
を明らかにする、重要な統計調査
「第２次田川市地域福祉計画」策

本市の地域福祉推進に役立てる

調査へのご協力をお願いします。
定のため、市民アンケートを実施

です。調査員が訪問したときには、
※個人情報は保護されます。

防止と罪を犯した人たちの更生に
▼調査地区
稲荷町地区の一部）
問福岡県調査統計課（☎０９２・
６４３・３１８６）

年４月 日「旧優生保護

一時金が支給されます

旧優生保護法による優生手術
などを受けたみなさんへ

平成
法一時金支給法」が成立しました。

は、回答にご協力をお願いします。

します。アンケートが届いた場合

理解を深め、それぞれの立場で力

月

※「かたり調査」に注意してくだ

労働保険料などの申告と納付の
を合わせ、犯罪や非行のない明る

手続きを忘れずに
手続きは、管轄の労働局・労働基
い社会を築こうとする全国的な運

さい。

準監督署または最寄りの銀行・郵
動です。

すべての国民が、犯罪や非行の

便局などの金融機関の窓口で行う
▼行動目標

大 字 伊 田（ 桐 ヶ 丘、

ことができます。また、電子申請
①犯罪や非行のない

や郵送での申告も可能です。
安全・安心な地域社会を築くた

日
（月）

▼申請期間
めの取り組みを進めよう②犯罪

～７月

※詳しくは厚生労働省ホームペー
や非行をした人たちの立ち直り
を支えよう
①出所者などの事情

ジをご覧になるか、問い合わせ
▼重点事項
法の前文では、旧優生保護法の下、

オストメイトのための医療研修会

参加費無料

パウチ（袋）からの漏れ

離職などで再就職を希望する人

10

44

ください。
問年度更新コールセンター（☎０

電話またはＦＡ

人※先着順

を理解した上で雇用する企業の

▼定員
▼申し込み方法
Ｘで申し込み
日（日） 時～

時

サン・アビリティーズ

８月

▼とき

日
（金）
▼ところ

７月

▼内容

いいづか研修室

▼申込期限
・１１９３ＦＡＸ０９４

問福岡県緑化センター（☎０９４
３・
・１５５８）※月曜日は

03

に向け、専門的知識や技能を学ぶ

13

８００・５５５・６７８０）

緑化講習会

分～

参加費無料
せんてい

７月

庭木の剪定と管理
日
（土） 時

▼とき

▼内容
時
３・

16

て、自然環境の大切さや生物の多

身近な自然との触れ合いを通し
※訓練受講中の託児サービスがあ

様性を学ぶ「夏休み子ども自然観

のづくり溶接科・

人【ビジネ

▼ 訓 練 科・ 定 員 【 通 常 訓 練 】 も

▼とき

ませんか。

の不思議さや大切さを体感してみ

い出に、自然と触れ合い、生き物

察会」を開催します。夏休みの思

ススキル講習付き】ものづくり

※雨天の場合は８日（日）に延期
上臼井）

碓井琴平公園（嘉麻市
無料

人※先着順
７月７日
（水）
～

日

県内在住の小学生※保護

▼参加費
▼対象
者同伴
▼定員

▼申込期間

①参加者全員の

・

・４１６２、メール
kahokura
）
te-hhe@pref.fukuoka.lg.jp

４９７５、ＦＡＸ０９４８・

地域環境課（☎０９４８・

問嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

ルで申し込み。

先を記入し、ＦＡＸまたはメー

表者の連絡先④当日の緊急連絡

氏名と年齢②代表者の住所③代

▼申し込み方法

（火）

時
ＣＡＤ科ＮＣコース・３人、ビ

日（月）
日

日
（火）ま

８月１日（日）９時～
ル管理技術科・４人、住宅リフ

▼ところ

（水）

日（水）

公共職業安定所に求職を
８月

８月

７月７日・

日

安定所で申し込みください。

でに、住所を管轄する公共職業

▼申し込み方法

※筆記、面接を行います。

▼入所選考日

申し込んでいる人

▼対象

などの費用は別途必要）

▼受講料

無料（教科書や作業服

月２日（木）～令和４年３月

【ビジネススキル講習付き】９

日（木）～令和４年２月

▼訓練期間 【通常訓練】９月２

設機械科・４人

ォームＣＡＤ技術科・４人、建

問い合わせください。

ります。利用条件など詳しくは

ための職業訓練を実施します。

17

in

に関する体験とそれぞれの対応
策について
お願いします。
ぼうこう

※来場するときはマスクの着用を
こうもん

人工肛門・人工膀胱を持

つ本人（オストメイト）とその

▼対象

家族、医療・介護関係者など
筑豊分会（☎０８０・１１６０・

12

12

問日本オストミー協会福岡県支部
５０５０）

働き方改革
地域実践事業参加企業募集
福 岡 県 で は、「 働 き 方 改 革 地 域
実践事業」を実施しています。全

分

22

7

施設見学会・説明会
▼とき

20

３ 回 の ワ ー ク シ ョ ッ プ を 通 し て、
魅力ある職場づくりや、アドバイ
ザーの個別伴走など、働き方改革
の実践までを支援します。
日（木）

時

日

日（火）【最

▼とき 【基本講座】
７月
月

時 分～

終報告会】令和４年１月

【中間報告会】
（月）

各開催日の平日３日

無料

社程度

飯塚市役所（飯塚市新

※いずれも
立岩）

▼ところ
▼定員
▼参加費

▼申込期限

10

22

85
30

15

17

庄内交流センター（飯

おおむね
月１回以上

▼ところ

③食事を調理し、提供する事業（子ども食堂）

休館

おおむね
週１回以上

塚市有安）

②学習指導および相談、進学相談などに関する事業

広報たがわ
R3. 7月号

28
防災行政無線の音声案内 ☎0120－894－215 ◆問い合わせ 安全安心まちづくり課
（☎85－7114）
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）

29

広報たがわ
R3. 7月号

おおむね
週１回以上

31

71

42

15

30

13
21
23

10

30

28

24

29

13

15

18

10

21

16

20

31

80

30

①子どもが集い、交流する場の提供および子ども同士の
交流の促進に関する事業

１回当たり
おおむね
５人以上

実施頻度

72 72

【補助対象団体】
○市内で活動する５人以上で組織する団体
○組織運営に関する規約、会則などがあること
○社会福祉法人は、事業実施年度において社会福祉充実残額がないこと など
【交付の制限】
○１団体につき、年間12万円（総額60万円）を限度に補助金を交付
（内訳：運営費補助金10万円、感染症予防対策費補助金２万円）
○補助対象は、保険料・ボランティアへの謝礼金・交通費・食事の調理提供に必要な
食材費など、事業に必要な運営費
問保健福祉課（☎85-7118）

13

事業内容

18

本市が舞台となった映画「夏、至るころ」のＤＶＤを市
役所でも販売します。
市役所で購入すると、先着で限定ポストカードをプレゼ
ントします。本市のさまざまな場所が、主人公の青春とと
もに美しく描かれた本作を、自宅でも楽しみませんか。
※ポストカードのプレゼントはなくなり次第終了します。
●販売価格 3,300 円（税込）
●販売開始 ７月２日（金）※平日８時 30 分～ 17 時
●販売場所
市役所３階産業振興課
たがわ魅力向上推進室
問産業振興課たがわ
魅力向上推進室
（☎85-7147）
12

利用者数

12

「夏、至るころ」ＤＶＤ販売
17

家や学校以外に、子どもたちが自分の居場所と思えるような場所を提供する「子ど
もの居場所づくり」の事業に取り組む団体などに補助金を交付します。

13

12

16

あの夏の思い出をもう１度
本市が舞台の青春映画
16

「田川市子どもの居場所づくり事業費補助金」
を
活用しませんか

自衛官採用試験
第２回一般曹候補生
第３回自衛官候補生・航空学生

９月６日
（月）

一般曹候補生・自衛官候補生
▼受付締切
日
（土）
または

未定

９月

日本国籍を有する

日
（日）

▼試験日
▼試験会場

歳に達していな

歳未満の人・採用予定

▼受験資格
歳以上
月の月末現在
い人

司法書士による相続・遺言相談会

航空学生
▼受付締切

９月９日
（木）
日
（月祝）

未定

９月

▼試験会場
高等学校卒業者（卒

▼試験日
▼受験資格

８月中旬

案に携わる医師を募集します。
▼試験日
福岡県庁（福岡市博多

※受験者へ直接通知します。
▼ところ
区東公園）
▼申込期限 ８月２日（月）

電話・メール・面談

９月

日（日）

福岡市など

７月６日（火） 時～ 日（木）※

▼申込期間 【インターネット】

務官（高卒者区分）

▼試験区分 【一般職】裁判所事

▼試験会場

▼第１次試験

裁判所事務官・高卒者区分

裁判所職員
（一般職）

０９２・６４３・３２３７）

問福岡県保健医療介護総務課（☎

合わせください。

業見込みを含む）または高等専

歳未満の人

歳 未 満 の 人【 航 空 】

※申し込み方法など詳しくは問い

歳以上

門 学 校 ３ 年 次 修 了 者 で【 海 上 】
歳以上
・４

問自衛隊福岡地方協力本部飯塚地
域事務所（☎０９４８・
８４７）

福岡県公衆衛生医師採用試験
福岡県
福岡県保健福祉環境事務所など
で保健・医療・介護施策の企画立

▼相談方法
※面談での相談は予約が必要です。

受信有効【郵送】７月６日（火）
～９日（金）※消印有効
※受験資格など、詳しくは裁判所
で配布する受験案内または裁判
所ホームページをご覧ください。
問福岡地方裁判所事務局人事課
（☎０９２・９８１・９６４２）

田川市立病院正規職員採用登録
試験
（医療ソーシャルワーカー）

田川市立病院

▼募集人数

▼募集職種

▼試験会場

昭和 年４月２日以

１人

社会福祉士

田川市立病院

▼試験日 ９月５日（日）

▼受験資格
降に生まれた人で、社会福祉士

※（ ）内は市内在住の料金、土曜
日は高校生以下無料
【関連イベント】

資格取得者または令和４年４月
８月
・２１０

日（金）

末までに資格取得見込みの人
▼申込期限
問市立病院総務課（☎
０）

月の乳幼児健診
場所は市保健センター

新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、予定を変更する場合
があります。

井上
大畑

聴覚支援センター（☎０９２・

諸隈

渡邉

▼相談電話番号・問福岡県乳幼児
４０２・２６７３、ＦＡＸ０９
のワークショップ。好きなときに

福岡県司法書士会
相続登記や遺言書の作成に関す

好きなモノを作ってみませんか。

高倉

る相談などのほか、不動産の名義
２・ ４ １ ５・ ３ １ ２ ６ メ ー ル

片山

▼参加費

だけの風鈴を作ろう。

俊美（亡母美里） 西平松町
下伊田

仁美（亡母長谷村美知子）

奈良

川宮

後藤寺東団地

正博（亡母キミ子）
英明（亡姉百合子）
経之（亡母敦子）

仲哀の名水愛好者一同
友末寺門徒会

野上

位登団地

和明（亡母ヱミ子）
綾子（亡夫昭生）

西本

企画。平成

なし

宮尾町
敬(称略

)

※健診の対象者には、健診日の１週間程度前に世帯主宛に案内を郵送します。
（転入してきた場合などは、健診日が異なることがあります）
●問い合わせ 市保健センター（☎44-8270）

松原１区

◎社会福祉事業資金として

博した「こわくないオバケヤシキ

③缶バッジづくり

▼定員

あなたが考えたおばけを缶バッ
ジにしてみませんか。

春次

だけのオリジナルのマスクを作っ

８００円

ておばけに変身しよう。展示室に
▼参加費

山本

○開催中の展覧会
▼定員

１００人※会期中先着順

作家がつくる 帰ってきた！
こわくないオバケヤシキ美術館

美術館」が帰ってきます。筑豊で

夏の風物詩である風鈴。あなた

②風鈴づくり

生まれてくる赤ちゃんの千人に

活 躍 す る 作 家 た ち と 作 る 本 展 は、

今回で５回目となる夏休み特別

平成30年
６月生まれ
７月27日
（火）

福岡県認知症介護相談窓口
相談料無料・秘密厳守
福岡県では、認知症の人やその
家族が抱える認知症に関する介護
の悩みごとに対し、電話または面
談による無料相談窓口を開設して
います。１人で悩まず気軽に相談
してください。※電話相談の場合
水・土曜日

時～

時

は、通常の通話料金がかかります。
▼とき
クローバープラザ（春

時～

時

高齢者自立支援センタ

火～土曜日

９３０・

・２３７０）

認知症サポートセンター（☎０

▼相談電話番号・問福岡県若年性

ー内（行橋市金屋）

▼ところ

▼とき

※面談での相談は予約が必要です。

す。気軽に相談してください。

談による無料相談を実施していま

就労などに関して、電話または面

やその家族を対象に、医療・福祉・

福岡県では、若年性認知症の人

相談料無料・秘密厳守

県若年性認知症サポートセンター

４・０１９０）

介護相談窓口（☎０９２・５７

▼相談電話番号・問福岡県認知症

日市原町）

▼ところ

※面談での相談は予約が必要です。

16

16

44
当日の朝とった尿を
送付した容器に入れ
て持参してください。

３歳児健診

11

10

20

令和２年10月26日
７月30日
（金） 13：15
～11月30日
～
令和元年
14：30
１歳６か月児健診 ７月６日
（火）
12月生まれ

作ったマスクを持っていくと…。

色を付けて絵を描いて、あなた

会期中いつでも参加できる３つ

変 更、 成 年 後 見 制 度 や 借 金 問 題、

①おばけマスクを作ってみよう！

おたのしみワークショップ

賃貸借トラブルなど、日常生活で
アドレス
fmc.choukaku@
）
fukuoka.med.or.jp

生じる法律問題の相談に、司法書
時

☎０５７０・７

８月１日
（日） 時～

士が応じます。
▼とき
▼相談電話番号
８３・５４４
問福岡県司法書士会事務局（☎０
９２・７２２・４１３１）

子どもの聞こえに関する相談

１人～２人は、生まれつき耳が聞

作品だけでなく楽しいフォトスポ

気軽に相談してください

こえないことがあると言われてい

ットもあり、子どもから大人まで

１千円

ます。早期に発見し、早くからコ

３００円
なし

▼参加費
▼定員

時

７月の市民課窓口延長日

●時間外窓口 １日、
8日、
15日、
29日
※いずれも木曜日17時～19時
※マイナンバーカードに関する手続きも可能です。
※住民異動・戸籍届出など、時間外窓口では取り扱いできない手
続きがあります。詳しくは問い合わせください。
●マイナンバーカード時間外窓口
①６日、
13日、
20日、
27日※いずれも火曜日17時～19時
②11日
（日）
8時30分～17時
※手続きには時間がかかります。時間に余裕をもって来庁してく
ださい。
問市民課市民年金係
（☎85-7136）

年に開催し、人気を

ミュニケーションをとる練習をす

一緒に楽しめます。

会期中の 時～

①～③共通
▼とき

▼ところ 展示室内

問田川市美術館（☎ ・６１６１）

▼田川市社会福祉協議会へ寄付

７月１日
（木）
～９月
全館

西平松町

宮尾町

▼ところ

一美（亡妻静香）

◎香典返しとして
中村

絢子（亡夫實）

一般４００
（３００）円、
高大生２００
（１００）
円、中学

香田

▼観覧料

日

ることが、赤ちゃんの言葉の成長
のためには大切です。
福岡県乳幼児聴覚支援センター
では、支援が必要な子どもの療育

▼とき

８か月児健診

22
12

４か月児健診

20

生以下１００円、２歳以下無料

26

７
備考

21 23

29

ブックスタートで本
の配布のみを行って
います。

対象生年月日

18 18

（日）

10

42

開始までのフォローアップや、子
どもの聞こえに不安がある保護者
の相談に、専門の職員が応じます。

時～

１人で悩まず気軽に相談してくだ
さい。
月・水・金曜日

福岡県乳幼児聴覚支援

時※年末年始、祝日を除く。

▼とき

南）

センター（福岡市博多区博多駅

▼ところ

16

16

16

令和３年２月12日
～３月９日

受付時間
健診日

12

15

19
18

KBC の各番組内で、本市が１週間特集されます。放
送にあたり、本市のおすすめ情報を募集します。採用さ
れた場合は、KBC の各番組で放送されます。
●募集内容 市内のおすすめグルメ、スポット、イベン
ト、元気な企業や団体、人物など
●募集期間 ７月１日(木)～21日(水) ８時30分～17時
※土日を除く。
●申し込み方法 申込書に必要事項を記入し、郵送・Ｆ
ＡＸまたはメールで提出
※申込書は市ホームページからダウンロードできます。
問産業振興課たがわ魅力向上推進室
〒 825-8501 田川市中央町１番１号(☎85-7147、
FAX 46-0124、メール miryoku@lg.city.tagawa.
fukuoka.jp)

10

広報たがわ
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編集後記「リロード」：マスクで過ごす２回目の夏。マスク生活に慣れても油断は禁物。熱中症対策は本号７ページを要チェック。
（麻）
広報たがわ
R3. 7月号

KBC「ふるさと Wish」放送内容募集

田川市の魅力を発信しませんか？
10

７月９日
（金）

健診名

10

63

18
33

あなたが知っている

30
◆有料広告の申し込み ： 株式会社NOTE
（☎0948−52−3244）

31
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人権の花に願いを込めて
子どもたちが種から育てる
昭和57年に福岡県の人権の花に選ばれ
た「ひまわり」
。人権の花を育てることで、
協力することや命の大切さを身に付け、優
しい思いやりの心を育てることを目的とし
た「人権の花運動」の一環として、市内の
小学校でひまわりを育てています。
５月15日、猪位金学園の３年生24人が、
ひまわりの種を植えました。水と初夏の日
差しをたっぷり浴びて、種が芽吹き、立派
な苗に成長。子どもたちは、水をやったり
雑草を抜いたりしながら（写真右上）
、丁
寧に育てています。
弓削田小学校では、子どもたちが種から
育てた苗を定植するため、６月７日に苗植
えを実施しました（写真右）
。この日は、３
年生57人が素手で畝に穴を堀って準備。
茎や根を傷つけないよう、慎重にポットか
ら苗を取り出し、穴に入れて優しく土を被
せました。現在は水やりを続けながら、花
が咲く日を心待ちにしています。
うね

※２校で行われた種植えや苗植えの様子は、
今号表紙でも紹介しています。

大切なことを伝えたい 人権ポスター募集
人権の大切さを訴えるポスターを市内に住む小中学生から募
集します。選ばれたポスターは市民会館などで展示します。
●規格 画用紙四つ切まで
●募集期間 ９月１日
（水）
〜22日
（水）
●提出方法 市内の小中学校に通う児童・生徒は、所属する学
校に提出。市外の小中学校に通う児童・生徒は、
作品の裏に
「学
校名」
「学年」
「氏名」を記入し、文化生涯学習課に提出。
※ポスターは、
人権週間期間中（12 月３日（金）〜 10 日（金）
）
に市民会館プロムナードで展示します。また、来年度に作成
する予定の「人権啓発うちわ」のデザインは、応募されたポ
スターの中から採用する予定です。
●問い合わせ 文化生涯学習課（☎44‑5110）
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

32
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