
新型コロナワクチン 回目接種を実施します

市からのお知らせ

新型コロナワクチンについては、 回接種した後の有効性の持続期間や、 回目接種の有効
性・安全性に関する知見、諸外国における対応状況等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に
かかった場合の重症化予防を目的として、 回目接種を実施することとなりました。
うきは市では、 回目接種から カ月経過した 歳以上の方に、接種券を順次送付します。
また、 歳未満であっても、初回（ ・ 回目）接種の時に、優先予約のために「基礎疾患
があることの自己申告」をした 歳以上の方にも、順次接種券を送付します。
令和 年 月末まで、無料（全額公費負担）で接種できます。

●

「基礎疾患等のある方」とは、下記の■のうち つでも該当する方です。

■下記の基礎疾患があり、通院／入院している方
・慢性の呼吸器の病気・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病・血液の病気
（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）

・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
・染色体異常
・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持して
いる（※ ）、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や
知的障がい（療育手帳を所持している（※ ）場合）
（※1）精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している方については、通院又は入院
をしていない場合も、基礎疾患のある方に該当します。

■ が 以上である方（ 体重 ÷（身長 ×身長 ））
■新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方

うきは市ワクチン接種対策室☎

接種できる人 ３回目接種から5カ月以上経過した方で下記の①または②に該当する方
①60歳以上の方
②18歳以上60歳未満で基礎疾患等のある方、その他重症化リスクが高いと医師が

認める方 ※年齢は4回目接種日時点の年齢です

②に該当する方で、4回目接種を希望する場合は、申請が必要です。（申請方法は次ページ）
※初回（1・2回目）接種の時に「基礎疾患があることの自己申告」をした方は申請不要です。



■申請方法（下記①～③のどれか）
①インターネットで申請 右記 コードを読み取り、必要事項を入力してください
②うきは市コールセンター ☎ （平日 時～ 時）に電話
③窓口で申請 【うきは市役所西別館保健課】または【浮羽市民課コンシェルジュ係】

●接種方法について
①個別接種（市内の協力医療機関で接種）
②集団接種（るり色ふるさと館で接種）※ 月と 月のみ実施

●予約について（接種券が届いてから）
うきは市コールセンターまたは
インターネットで予約を受け付けます。

●使用するワクチン
「武田／モデルナ社製ワクチン」および
「ファイザー社製ワクチン」

市民生活課国保・年金係 ☎

「令和 年度国民年金保険料の免除申請」を 月 日から受け付けます

保険料免除制度とは

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請し承認されれば保険料

の全部または一部が免除される制度です。

●免除承認期間は 月から翌年 月です。

●申請免除制度（全額免除・一部納付）には、「全額免除」、「 分の 納付」、「半額納付」、

「 分の 納付」の 種類があります。

●本人、配偶者、世帯主の所得状況などによって、「全額免除」「一部納付」に該当するか

審査されます。

●退職または失業、廃業により納付が困難となった場合など、離職票等の写しを添付すると

免除または猶予を受けることができる場合があります。

※保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の

事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、年金

保険料の納付が困難な場合は、保険料免除申請をご検討ください。

【お持ちいただくもの】

・年金手帳、基礎年金番号通知書または納付書など基礎年金番号がわかるもの
・マイナンバーカードまたは本人確認書類（運転免許証等）
・（退職の場合）雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など

※ご注意ください

申請免除は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」「世帯主」

それぞれ所得の申告が必要です。

一部納付の承認を受けた場合は、一部保険料を納めないと保険料未納期間となります。
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市民生活課住民係 ☎

マイナポイントのシステムメンテナンスに伴うサービス停止のお知らせ

マイナポイントのシステムメンテナンスに伴い、マイナポイント申込や申込状況照会など、
全てのメニューがご利用いただけなくなります。

ご利用いただけない機能
マイナポイントの予約・申込サイト
・マイキー の発行
・マイページの各機能

ご利用いただけない日程
6月25日（土）00:00～6月30日（木）午前中まで

※市役所でのマイナポイント予約・申込支援等についても行えません。

※マイナンバーカードの申し込みや受け取りについては通常どおり行えます。

農林振興課農政係 ☎

令和４年度 狩猟免許試験案内

実施日 試験会場
所管農林事務所

月 日 曜 住 所 会場名

７ ２８ 木 朝倉市甘木１９８ １ ピーポート甘木 朝 倉

７ ２８ 木 筑後市大字和泉６０６－１ 福岡県筑後農林事務所 筑 後

福岡県では、狩猟免許（網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟）試験を行います。

※受験される方は事前に申請書の提出が必要となります。

☆☆狩狩猟猟免免許許取取得得のの助助成成をを行行いいまますす！！
うきは市では、農業者が地域の被害軽減のため、新たに狩猟免許
（わな猟）を取得する場合は、免許取得に係る経費の一部を助成します。

市民生活課国保・年金係 ☎

保険証（国民健康保険、後期高齢者医療保険）の
郵送を希望しない方へ

● 月 日から使用できる保険証を 月下旬に簡易書留で郵送します。

郵便ではなく市役所窓口で受け取りされたい方は、 月 日（金）までに市民生活課国保・
年金係（☎ ）へご連絡ください。
新しい保険証の受け取りは、 月 日（火）以降に、希望した窓口《市役所国保・年金係
または浮羽市民課（市民センター２階）》へお越しください。
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市民生活課生活環境係 ☎

野外焼却の禁止

禁止されているごみの「野外焼却」の例

×ドラム缶を使用してごみを焼却する

×ブロック囲いでごみを焼却する

×地面に穴を掘ってごみを焼却する

×法基準を満たしていない家庭用小型焼却炉で

ごみを焼却する

例外規定

以下に挙げるもので、社会慣習上やむを得ない

または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微で

ある場合に限ります。

○農林業を営むためにやむを得ないもの

（焼き畑、畔草や下枝の焼却等）

○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる

軽微なもの（落ち葉焚き等）など

※例外であっても、住宅地近くにおける焼却はご

近所の迷惑になることがあります。十分な配慮を

お願いします。（洗濯物に臭いが付く、窓が開け

られないなど）

ごみの野外焼却は廃棄物処理法により禁止されています。違反した場合には罰則が科せられる
場合があります。

うきは市農業委員会 ☎

令和４年度標準農作業賃金表（春季）

作 業 名 基　　本 金　　額 備 考

麦収穫作業 ア－ル

春田すき ア－ル

荒田すき ア－ル

土壌改良剤散布作業 ア－ル

代かき ア－ル

水稲育苗 苗箱１箱

機械田植え ア－ル 苗別

防除作業（乗用防除機） ア－ル 農薬別

一般作業 日 時間 賄い別

農作業標準賃金額は、農作業受委託において、委託者及び受託者間で適正な労働賃金を
設定できるよう、その目安となる標準額を定めたものです。農業委員会で定める農作業
標準賃金額については、あくまでも目安となるものです。当事者間の話し合いを通して、
適正な額を定めてください。
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                                                                              男女共同参画センターだんだん  ☎77-2661

指1本から始める親子クッキング講座

今年の３月まで地域おこし協力隊として活躍されていた矢野尚美さんによる、家族と毎日
を120％楽しく暮らすためのヒントが盛りだくさんの講座です。炊飯器を使用した「指１本
クッキング」の実演もあります。家事はひとりだけで頑張るものではありません！３歳以上
でやる気のある子どもさんと保護者の方、是非ご参加ください。

開催日時　7月23日（土）14:00～15:30
定　　員　20名（先着）
会　　場　うきは市立図書館３F（浮羽町朝田582-1）創作室
受付開始　6月16日（木）9:00～
対　　象　3歳以上の子どもと保護者
参  加  料　おひとり 300円
持  参  品　筆記用具

※ 調理実習はありません。「指１本クッキング」の実演と試食があります。
※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止することがあります。
※ 託児（未就学児まで）については、７月14日（木）までにお申し込みください。

お申込み・お問合せ   男女共同参画センターだんだん  ☎77-2661

                                                                         うきはブランド推進課商工振興係   ☎ 76-9095

お仕事をお探しの方、無料職業紹介所に求職登録しませんか？

        無料職業紹介所では、うきは市民の皆さんの求職登録を随時受け付けています。
        ご希望の職種・時間・賃金等ご記入していただき、登録後は求人の情報提供や紹介も行い   
     ます。尚、公益法人福岡県高齢者能力活用センター（久留米）では長年の経験を活かしたい
     高齢者の方を募集しています。HPで確認可。同センター☎0942-35-0520

場　所　うきは市民センター別館U-BiC   ☎0943-76-9095
            （うきは市浮羽町朝田582-1）
時　間　8:30～17:15（平日のみ）
メール    ukihashigoto@city.ukiha.lg.jp　

                                                                                             総務課人事秘書係  ☎75-4980

うきは市職員採用試験ＷＥＢ説明会 

    うきは市では、令和４年度の職員採用試験の受験を考えていらっしゃ
る方々を対象に、職員採用試験説明会を開催します。
説明会は新型コロナウイルス感染症を予防する観点から、ＷＥＢ形式で
行います。
申込は、６月２９日（水）まで、うきは市役所ホームページで受付けます。 

講師: 矢野直美さん

うきは市無料職業紹介所 検索
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うきは市立総合体育館 うきはアリーナ ☎

身体を動かして気分をリフレッシュしませんか？

うきはアリーナからのお知らせ

種類 対象 市内料金 市外料金

温水プール
及び

サウナ利用券
（当日利用 ）

当
日
券

一般・高校生 ¥310 ¥520

小・中学生・満 歳以上 歳未満 ¥210 ¥410

歳以上 ¥100 ¥210

回
数
券

一般・高校生 ¥3,100 ¥5,200

小・中学生・満 歳以上 歳未満 ¥2,100 ¥4,100

歳以上 ¥1,000 ¥2,100

トレーニング
ジム利用券

（当日利用 ）

当
日
券

一般・高校生 ¥210 ¥410

中学生・満 歳以上 歳未満 ¥150 ¥310

歳以上 ¥100 ¥210

回
数
券

一般・高校生 ¥2,100 ¥4,100

中学生・満 歳以上 歳未満 ¥1,500 ¥3,100

歳以上 ¥1,000 ¥2,100

フリーパス券
（当日利用 ）

当
日
券

一般・高校生 ¥410 ¥620

中学生・満 歳以上 歳未満 ¥310 ¥520

歳以上 ¥210 ¥410

回
数
券

一般・高校生 ¥4,100 ¥6,200

中学生・満 歳以上 歳未満 ¥3,100 ¥5,200

歳以上 ¥2,100 ¥4,100

うきは市商工会 ☎

プレミアム付「うきは市買い物券」販売

うきは市商工会では、新型コロナウイルス感染症拡大により売上が減少している事業者
支援、地域内消費の喚起及び地域経済活性化のため、プレミアム付うきは市買い物券を下
記の通り販売します。

販売額 億円

プレミアム率 ％

（ 冊 円で 円分）

申込者 歳以上のうきは市民限定
（令和 年 月 日現在うきは市

住民基本台帳に登録されている方）

申込限度額 お 人様 円まで

予約申込期限 月 日～ 月 日必着
使用期限 令和 年 月 日～令和 年 月 日（ ヶ月間）

期限後は利用不可

事前予約制による販売です。

事前予約後、引換期間内に所定の会場で本人確認のうえ、

現金と引換えします。

申込みが多数の場合は抽選し、少なかった場合は、引換日

以降に販売します。

ホームページ
詳しくは商工会へお尋ね頂くか、新聞折込チラシ、商工会ホームページを参照下さい。

商工会からのお知らせ

※回数券は 回分お得です（ 回ご利用可能）
プールが気持ちの良い季節になりました。
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行政書士による交通事故無料
相談会
日時 （土） ～
場所 石橋文化会館
相談内容 交通事故解決まで
の流れが知りたい、保険請求
手続、後遺症（後遺障害）認
定申請手続きなどについて
備考 予約申込不要（相談し
たい交通事故に関する資料を
お持ちください。例：事故証
明書、後遺障害診断書、加入
保険証券、相手方からのお手
紙など事故に関するもの一式）
●問合せ 福岡県行政書士会
☎

日曜労働相談会
賃金未払い、職場のハラス
メント、解雇・雇止め等、働く
うえでの問題や悩み、疑問に
対するご相談をお受けします。
新型コロナウイルス感染症

の影響による休業等の相談も
お受けします。
労働者・使用者どちらもご

相談ください。
相談方法 面談または電話に
よる相談（相談無料・予約優
先・秘密厳守）
日時 （日） ～

（受付 まで）
（相談内容により弁護士相談
も行います。時間等は問合せ
先まで）
●相談会場・問合せ
福岡県筑後労働者支援事務所
久留米市合川町
久留米総合庁舎 階
☎

無料調停相談会
日時 （日） ～

（受付 ～ ）
場所 えーるピア久留米
（ 階 学
習室）
相談事項
民事問題・家事問題
主催 久留米調停協会
共催 久留米市
●問合せ ☎

～ （平日）

広域情報 新型コロナウイルス感染拡大の影響による、イベント等の開催内容変更がある場合がございます。
変更などの詳細は主催者に直接お問い合わせください。

令和４年度福岡県介護支援専
門員実務研修受講試験
試験日 （日）
会場
・福岡大学（福岡市城南区七
隈 丁目 番 号）
・九州共立大学（北九州市八
幡西区自由ケ丘 ）
受験申込書配付時期
（金）まで

受験申込書配付場所
・うきは市役所保健課
介護・高齢者支援係

・浮羽市民課他
受験申込期間
（金）まで※消印有効

●問合せ
（公社）福岡県介護支援専門
員協会（福岡市博多区博多駅
南 丁目 番 号）
☎

断酒会に参加しませんか
■浮羽断酒友の会

・ （火） ～
うきは市民センター
【問】中野
☎
■浮羽断酒会
・ （月） ～

総合福祉センター
（月） ～

朝倉市総合市民センター
【問】石川
☎

久留米地区職業訓練協会
講座のお知らせ
①簿記 級対策
★ ～ （火・金）

～
★定員 名
★受講料 円
②エクセルプログラミング実践
★ ～ （月・木）

～
★定員 名
★受講料 円
③ 体験講座
★ ・ （土）

～
★定員 名
★受講料 円
①～③先着順受付、定員にな
り次第締切。会場は全て久留
米地域職業訓練センター。
電話予約後、申込・案内書を
送付、入金の流れになります。
●問合せ
久留米地域職業訓練センター
☎

県民向け介護講座
日時・会場
月～令和 年 月
クローバープラザ東棟 階
介護実習室（春日市原町 ）
内容
在宅で介護をされている方、
施設で介護に従事されている
方、介護に関心を持っている
方など、県民の皆さんを対象
に介護講座を開催します。
・介護予防講座・介護入門講
座・認知将介護講座・テーマ
別介護講座
参加費 無料
●問合せ
福岡県社会福祉協議会
福祉・介護研修センター
☎
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広告

広告

～身近な犯罪・交通事故の発生状況（令和 年 月中）～
《うきは署管内》交通事故（物件・人身） 件

久留米税務署からのお知らせ
令和５年 月１日から消費税の新たな仕入税額控除の方式として適格請求書等保
存方式（インボイス制度）が始まります。
消費税の仕組みやインボイス制度の概要についての説明をお聞
きになりたい方は、国税庁主催のオンライン説明会や局署主催の
対面式説明会を開催しておりますのでご参加ください。
詳しくは国税庁 インボイス特設サイト「インボイス制度の説
明会」をご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

インボイス制度の説明
会情報はこちらから

パターンⅠ
市役所を騙る者からの電話
「市からの支援金を受け取ることができます」
「どこの口座を持っていますか」
「申請手続きをするので、氏名、生年月日
などの個人情報を教えてください」

パターンⅡ
自動音声が流れる電話
「福岡県庁から補助金の申請です」
「給付金を受領される方は 番を押して
ください」

●公的機関が電話で口座情報や暗証番号を聞くことは絶対にありません！
●個人情報を教えない
●電話でお金の話は全て詐欺！すぐに相談！ 番！

安心や （ねー）うきは 令和 年 月号

久留米税務署　☎0942-32-4461
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