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市民生活課住民係　☎75-4972

証明書の種類 取得できる範囲 

住民票の写し 本人分及び本人を含む世帯分 

住民票記載事項証明書 

本人分のみ 

印鑑証明書 

戸籍の附票 

独身証明書 

身分証明書 

　受付は24時間365日（メンテナンス時間は除きます）行うこと
ができ、証明書についてはマイナンバーカードに登録された住所
に郵送します。（発行・郵送業務については開庁日に行います。）
　支払いはLINEPayで行うことができ、令和4年度中は郵送費用が
無料となります。※クレジットカードによる支払いも近日中に対応予定です。

ご自身のスマートフォンで交付申請ができるようになりました。

　うきは市公式LINEでマイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号を
用いて安全に各種証明書の申請が出来ます。

【発行が可能となる証明書】

11/1よりスマートフォンで住民票等の交付申請が可能となりました。 

　マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限が12月末まで
延長となりました。
　うきは市役所市民生活課住民係では、通常開庁日に加え、12月まで
第2・第４日曜日の9:00～12:00までマイナンバーカード及びマイナ
ポイントに関する臨時窓口開庁を行っています。

マイナポイント対象のカード申請期限が延長となりました

この機会に是非、右記QRコードから
うきは市公式LINEとの友達登録をよろしくお願いいたします。

この機会に是非カードの申請・マイナポイントの申請をお願いいたします。

トークで申請
をタップして
ください。



市民生活課国保・年金係　☎75-4973

「ジェネリック医薬品」に切り替えませんか 

※新薬とジェネリック医薬品は、有効成分はほぼ同じですが、全く同じ薬ではありません。
　　ジェネリック医薬品に変更したら、効き方に変化がないかチェックしましょう。 
※特許期間中であるなど、ジェネリック医薬品がない薬もあります。また、薬局に在庫がなく、すぐに希望
   通り変更できないこともあります。 
※体質や病気等により、医師の判断でジェネリック医薬品に変更できない場合もあります。 

Qジェネリック医薬品とは？　

市民生活課国保・年金係　☎75-4973

「第三者行為」により、国民健康保険を使って治療をされた場合は
届け出が必要です！

〇第三者行為とは ・・・
   第三者（自分以外の人）が原因でけがや病気の治療を受けることになった場合を指します。 
主な例として、交通事故がこれにあたります。また、飲食店などの食中毒やけんかなどの傷害事件、
他人の飼い犬に噛まれた場合などが対象となります。 
※自損事故は第三者行為にはなりませんが、届け出をしてください。
    なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。

Qジェネリック医薬品のメリットは？ 

Qジェネリック医薬品を希望するときは？ 

＜うきは市国民健康保険の取組＞
 「ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ」をお送りしています！ 
ジェネリック医薬品に切替えすることにより、患者負担額が１００円以上の減額となる方の
うち効果の高い１7０名に対して、毎月差額通知を送付しています。ただし、変更を強要す
るものではなく、変更にあたっては医師や薬剤師と十分にご相談されてください。 

　　ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）の
特許が切れた後に、効き目や安全性などが新薬と
同等であるとして国から承認された後発医薬品です。 

（２）医療費の節約につながります 
　　　　うきは市国民健康保険の一人あたりの医療費は、少子高齢化などにより毎年増え続けています。
　     ジェネリック医薬品に変えることで、医療費全体の節約につながり、医療保険財政の改善や医療保険
　     制度の安定的な運営にもつながります。 

  医師が処方箋の「変更不可」欄にチェック及び
署名などをしなければ、ジェネリック医薬品に
変更できます。 薬剤師に相談し、説明を受けて、薬
を選びます。 

〇医療費は相手（第三者）が負担 
　 交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、過失割合に応じて相手（第三者）が負担します。
国民健康保険を使って治療を受けた場合は、一部負担金以外を国民健康保険が一旦支払い、後日、
相手に請求することになります。 

※国民健康保険を使うときは必ず市民生活課国保・年金係へ届け出をお願いします。   

（１）お薬にかかる家計の負担が減る可能性があります。 
　　　　　　ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を

　　使用し、開発コストが抑えられているため、新　
　　薬と比べて低価格です。
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市民生活課国保・年金係　☎75-4973

１１（いい）月３０（みらい）日は「年金の日」です！！ 

  厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを
巡らしていただく日」として、１１月３０日を「年金の日」としました。 

都市計画準備課計画・調整係　☎76-9063

事業所へ従業員の家賃を最大２万円/月補助します 

申請者　　事業所が対象者をまとめて申請してください（個人での申請は不可）　　　　　　

対象者　　令和4年4月1日以降に事業所に雇用または、異動などで赴任され、市民になった方  

要件
1.住民票の住所が市内であること     
2.雇用保険に加入していること        
3.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと  
4.賃貸住宅の契約者が被雇用者（個人）であること 
5.賃貸住宅が雇用主の所有する社宅や寮でないこと 
6.公営住宅等の公的な住宅でないこと 
7.雇用主は被雇用者に家賃補助として支給すること
8.市税等を滞納していないこと 

・事業所から住宅手当を受けていない方 　家賃（※１）の1/２、浮羽町域は２/３ 

・事業所から住宅手当を受けている方　　　 家賃（※１）から住宅手当を除いた金額の１/２、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浮羽町域は２/３ 

　　うきは市は、市内で住宅を借りる従業員を雇用する事業所に対し、令和４年４月より補助金を支給します。
事業所で働く方の市内居住を促進し、域内での雇用の強化と、地域経済の活性化を期待するものです。 

  この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の
年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について
考えてみませんか。
 
  「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金
記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、
ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもで
きます。 

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページで
ご確認ください。 
日本年金機構ホームページ: https://www.nenkin.go.jp/ 

「ねんきんネットで
未来の生活設計について

考えてみませんか？

ただし、いずれも上限額は、２万円／月となります。（最大３年間） 
（※１）家賃とは、共益費、管理費、駐車場費等を除いた金額  
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建設課建設管理係　☎75-4987

令和4年度県営住宅入居者募集 

市民生活課生活環境係　☎75-4972

犬を飼う時の「義務」ご存じですか？ 

募集住宅 
県内に所在する県営住宅（詳細については募集案内書をご覧ください。） 

募集案内書配布場所 
うきは市民センター２階　浮羽市民課または、うきは市役所２階　建設課建設管理係 

募集案内書配布期間 
12月1日（木）～12月16日（金）

問合せ　　県住宅供給公社県営住宅管理部管理課 　
　　　　　　　　☎０９２－７８１－８０２９ 

狂犬病は発症すれば死に至る恐ろしい病気です。これらの義務を怠り検挙
された事案もあり、実際に警察は狂犬病予防法違反で毎年全国で200人近く
検挙しています。飼い主として責任を持った飼育をお願いします。

なお、飼い犬が亡くなったときは、登録抹消のため、問合せ先までご一報
ください。

●犬は市に登録する
●年に１回、狂犬病予防注射を受けさせる
●登録鑑札と狂犬病予防注射済票を首輪などに装着する

犬の飼い主には次のような狂犬病予防法に基づいた義務があります。

登録鑑札

注射済票

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？  
  うきはブランド推進課商工振興係   ☎76-9095

　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　

  検索うきは市無料職業紹介所
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                                                                            　　　　　　人権・同和対策室  ☎75-4984

うきは市　人権フェスティバル

（うきは市吉井町1001-4） 入場無料

講師プロフィール   
講師　仲岡　しゅんさん （弁護士　うるわ総合法律事務所）  

　大阪弁護士会に所属する弁護士。大阪の西天満で「うるわ
総合法律事務所」を開設し、弁護士４名で民事、家事、刑事、
企業法律まで幅広い法律分野に対応する。LGBTなどをはじ
め、ジェンダー、セクシュアリティに関する相談や問題にも
多く対応する。

プール教室
【アクアファイター】
水中で音楽に合わせて動く、格闘技系エクササイ
ズです。
★毎週水曜日　11:30～12:00
★毎週金曜日　20:15～21:00

【4泳法】
クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ。
4泳法を軸に安定したきれいに泳ぎたい方に
おススメの教室です。
★毎週木曜日　11:15～12：15
   上記のほかにもスタジオ、プールで様々な教室 
がございます。
   定員がございますので、詳しいお問い合わせは
うきはアリーナまでお気軽にお尋ねください。

成人教室・サークルのご案内
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うきはアリーナ　☎74-8080　

　　うきはアリーナのスタジオ・プールでは、成人向けの運動教室2022年度第3期(10月～12月)コース型
教室＆サークルの受講生を募集中です。
　　うきはアリーナで楽しく体を動かして気持ちよく汗をかきませんか？
　　定員に空きがあれば都度利用も可能です。豊富なバリエーションで皆様をお待ちしています。

スタジオ教室
【ZUMBA】
ラテン系のダンス教室です。心肺機能向上や楽
しみながら筋力UP出来るクラスです。
★毎週水曜日　11:05～11:50

【フラダンス】
初めての方におススメのクラスです。ハワイア
ンの音楽で基礎ステップから楽しく学べます。
★毎週水曜日　12:10～12:55

【メガダンス】
どなたでもお気軽にご参加いただけるダンス系
のクラスです。
★毎週木曜日　12:30～13:15

                                
   うきは市内の福祉施設や就労支援施設・
作業所による物品販売を行います。
（講演会中は中断します）

バザー 12:30～16:00 ステージ　

市内小・中学校による人権に関する発表
～出演予定～　

山春小学校・千年小学校・浮羽中学校
　　　

13:10～13:55

～楽しく学ぶ、ジェンダー・セクシュアリティ～

11/21～12/1：市役所1階ロビー小中学生及び人権擁護委員による人権に関する展示ならびに
　　　　　　　　北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」の上映を行います。 

◆ ◆

12月4日（日）1２:30～　 白壁ホール

 講演会　　性的マイノリティってなに？
14:0０～15:30　※手話通訳あり　・　託児あり　　（託児のみ11/26までに申し込み必要）
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自主活動サークル　　
UNWうきはノルディックウォーカーズ   代表 中山 則弘

　 毎週１回程度、屋外での活動を中心に、感染予防対策
として健康チェックと距離を保ちながら、健康づくりと仲間
づくりを楽しんでいます。体験会でノルディックウォーキング
の基礎を学んだ後は楽しく実践あるのみ！
　 日程については体験会でお尋ねください。　

ノルディックウォーキング体験会のご案内 
 
　　２本のポールを使って歩くノルディックウォーキングは全国各地で大人気です。
　　一見、杖のように見えるポールは正しい使い方をマスターすると、何も持たずに歩くウォーキングより
エネルギー消費量がアップし、姿勢改善効果も期待でき、日頃の歩き方の見直しに繋がります。
　　コロナ禍で体力低下が問題視されている今、屋外で気軽にできるノルディックウォーキングをぜひ
一度体験してみませんか？ 

開催日　①基礎編　12月2日（金）　9:00～11:30 
　　　　②実践編　12月9日（金）　9:00～11:30 
　　　　体験会終了後、自主サークルでの活動をご案内します。 

会　場　 うきはアリーナ　研修室・多目的アリーナ 

内　容　　 血圧測定・健康チェック、講話と実技の体験 

　　　　①は基礎編の内容で、②は実践編の内容になります。 

対　象・定　員　おおむね65才以上の方　10名 

参加費　300円（初回１回のみ必要です。レンタルポール料・会場使用料を含む） 

持参物　水分補給用の水またはお茶、室内用・外用運動シューズ、 

　　　　動きやすい服装（ジーパン不可、帽子等） 

指導者　諫山 千沙美 氏　（日本ノルディックフィットネス協会認定　インストラクター） 

申込み　保健課介護・高齢者支援係　☎75-4105 

申込締切　11月30日（水）まで （但し、定員になり次第〆切ります） 

“クリスマス社交ダンスパーティー”へのおさそい 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課スポーツ文化振興係　☎75-3343　

　　コロナ禍で自粛していたクリスマスパーティーを久々に開催する事となりました。 
素敵なダンスタイムをお楽しみ頂きますよう、会員一同心からお待ちしています。 

■会場　　るり色ふるさと館　ホール 

イベントに関するお問い合わせは下記までお願いします。 

●主催：うきは社交ダンス愛好会 会長 石田 富彦 
●問合せ先：事務局 伊藤 迅人 （☎ ０９０－１９７７－９３６９） 

■日時　　１2月4日（日）　　開始１３：００～１６：００

■入場料　５００円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健課介護・高齢者支援係　☎75-4105
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■トップインタビュー■

Q.創業から現在に至るまでの御社の歴史

と事業内容を教えてください

　昭和の半ばから氷屋、農業を営んで

いましたが、井筒屋（久留米井筒屋う

きは店、百貨店）を核とした商業施設を運営し、その 1階で食料品スーパー

も経営していました。井筒屋の撤退に伴い、現在は 2階の店舗運営も行い、

お陰様で創業 35 年を迎えました。私は 2009 年に事業を引き継ぎ、地域

の方に喜んでもらえるように、競合他社や大手企業などとの価格競争に負

けない取り組みをしてきました。

　例えば、地元の野菜・果物や頭のついた丸魚など、地元スーパーならで

はの商品を販売することにより、おいしい、明るい、健康で笑顔あふれる

食卓、食育の提案など行っています。

Q.御社のこだわりを教えてください　

　地域の方に喜んでいただくために、従業員一同、日々考えながら行動し

ています。1社 1店舗のため、大手チェーン店よりもフットワークが軽く、

店内で決めたことを行動に移す早さに自信があります。お惣菜コーナーで

は、旬の食材を店内で調理していますので、美味しい状態で提供すること

ができます。また、私が自ら売り場に立つことで、お客様とのコミュニケー

ションをとっているのですが、このことが地域密着型店舗である当店の特

徴の 1つとなっています。 

Q.会社として挑戦したいこと、伸ばしていきたいところはどこですか　

　ここ 2年のコロナの影響で、今まで出来ていたことが制限されてしまい

ました。以前は、いろんな場所で試食会を実施するなどお客様とのコミュ

ニケーションはとても多かったのですが、現在はそれが全くできなくなっ

てしまったので、どうやって再開していくかですね。料理の楽しさとか、

大事さをさらにお伝えしていきたいなと思っています。

Q.中小企業の強みはどんなことだと思いますか

　大手企業がいろんなことをやってきても、当店を含めたどの中小企業も

「なにくそ」と、なんとか現状を打破しようとしていると思います。その

気持ちと小回りの良さで、めげずに前向きに様々な行動を起こしていく。

そういう強みが中小企業にはあると考えますね。

Q.学生に伝えたいことはありますか

　学生に伝えたいことは、「えっ？」と思われるかもしれませんが、自分

自身で料理をしてほしいということです。当店は、料理をすることを応援

しており、料理離れの脱却を目指しています。「早寝、早起き、朝ごはん」

も推進しており、当店のスローガンのひとつでもあります。できる範囲で

構いません。学生の方々には、積極的に料理に関わってほしいですね。

Q.うきは市の皆さんに伝えたいことはありますか

　うきは市は、野菜や果物が豊富なすばらしい町ですが、野菜や果物の消

費量が少ないとも言われています。地元の野菜、地元の果物も含めて食べ

て健康、明るく元気で前向きな地域であってほしいと願っています。一緒

に頑張っていきましょう。

創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」特別編　大学生による市内事業所インタビュー

株式会社  サンピット
うきは市では、創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」
の中で市内創業者・事業所の紹介をしています。

昨年度に引き続き、広報うきはでも久留米大学生による取材記事を掲載します。
うきは市の様々な産業の魅力をお届けします。

　★取材を終えて★
　社長自らも現場で働き、地域の方々と親しげに交流されている姿がとても印象
的でした。自社の経営だけでなく、地域とどう関わり、盛り上げていくかを真剣
に考える姿勢には、地域経済を学ぶ自分たちが見習うべき部分が多くあり、地域
に対する向き合い方という点において大変勉強になった取材でした。　(石井 )
　若者の料理離れはスーパーにも影響していることを新たに学ぶことができまし
た。普段は料理をしませんが、今回の取材をきっかけにスーパー
の食材を使って料理をしようと思いました。　(白濱 )
　今回の取材に参加させていただくまで、私は、うきは市につい
てはほとんど知りませんでしたが、今回の取材を通して、桃や柿
などの農作物、それを使った様々な料理や温泉など、うきは市に
ついて多くの情報を知ることができ、充実した取材を行うことが
できました。　（星野） 

 
 

久留米大学3年
白濱　生成

久留米大学3年
星野　翼

久留米大学3年
石井　璃澄

会社名　株式会社  サンピット

所在地　うきは市浮羽町朝田 587-1

電　話　0943 -77 -6335

ＦＡＸ 0943 -77 -6213

ＨＰ　ht tp s : / / www . f a c e b o o k . c om / s u n p i t v a l u e s u n p i t v a l u e

この記事に関する問い合わせ先
うきはブランド推進課商工振興係
TEL:0943-76-9095
取材協力：筑後信用金庫

株式会社  サンピット
代表取締役

     久次　辰巳さん
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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。

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。 
■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　11/27（日）
10：00～18：00（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・問合せ先 
福岡県筑後労働者支援事務所 
久留米市合川町1642-1
久留米総合庁舎１階 
☎0942-30-1034 

介護のお仕事復帰セミナー
◆11/25（金）11:00～16:00
定員　20名　参加費　無料
対象　介護福祉士か介護関係研
修課程修了者で介護分野に就職
していない方。
●問合せ　
福岡県社会福祉協議会　
福祉人材センター
☎092-584-3310

福岡県立柳河特別支援学校幼稚部
募集要項説明会
日程　12/13（月）14:00～
会場　福岡県立柳河特別支援学校
対象
り、平成29年4月2日から令和
2年4月1日までに生まれた未就
学児
締切　12/2（金）17:00まで
●問合せ　柳河特別支援学校
☎0944-73-2263
（担当：永田） 広告

広告

■全国一斉年末借金・生活お困り
ごと３６時間LINE・電話相談
12/3（土）10：00～12/4（日）22:00
■相談方法　
電話相談・LINE相談

●問合せ　
福岡県司法書士会事務局☎092-722-4131　

久留米地区職業訓練協会講座
①パソコンで備える確定申告 
12/4（日）10:00～16:00
定員15名　受講料5,500円
②無料でできるネットショップ構
築講座 
12/10（土）10:00～16:00
定員15名　受講料5,500円
③Illustrator＆Photoshop入門 
12/10～3/4（土）13:00～17:00
定員15名　受講料35,200円
※会場は久留米地域職業訓練セ
ンター
●問合せ
久留米地域職業訓練センター
☎0942-44-5201

うきは市の方を対象に「子どもの
発達とその対応」の講座を開催し
ます。
日程　12/5（月）10:30～12:00
講師　臨床心理士　穴井千鶴先生
場所　るり色ふるさと館
定員　先着30名　受講料　無料　
申込締切　12/2（金）
●問合せ・申込先
ファミリー・サポート・センターく
るめまでご連絡ください
☎0942-37-8888

県立久留米高等技術専門校訓練生
募集
①パソコン初級・中級連続養成科4期
◆1/5（木）～5/31（水）
◆㈱パソコンタイム朝倉校
◆定員＝25名◆試験日＝12/9（金）
②介護職員初任者研修科2期
◆1/5（木）～3/31（金）
◆日建学院久留米校
◆定員＝20名◆試験日＝12/12（月）
③Pythonと情報処理技術者初級科2期
◆1/6（金）～3/31（金）
◆久留米地域職業訓練センター
◆定員=25名◆試験日＝12/13（火）
◆申込書＝住所管轄のハローワーク
◆申込締切=12/1（木）まで
◆選考方法＝学科試験、面接
◆試験場所＝久留米高等技術専門校
◆受講料及び受験料は無料
（ただし、入校時の教科書代等必要）
●問合せ 県立久留米高等技術専門校
　☎0942-32-8795
　FAX0942-32-8793

LINEQR

　見え方に気になる点があ

☎0120-7832-36
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