


令和 年度 上半期の財政状況

うきは市財政状況の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、令和 年 月 日から令和 年
月 日までの財政に関する状況を公表します。
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９月末における一般会計全体の収入は、予算額に対して ％の約 億 万円になってい
ます。
科目別にみますと、「国・県支出金」について、事業完了後の 月以降交付される分があるた
め、収入率が ％となっています。市債と繰入金については、ほとんどが令和 年 月末までの
出納整理期間中に収入をする予定です。

（単位：千円）

月末における一般会計全体の支出は、予算額に対して ％の約 億 万円になっています。
「農林水産業費」は各種補助金など事業完了後に支出するものや、年度後半に支出するものがある
ため支出率は ％と低くなっています。また、土木費や災害復旧事業費を含む「その他の支出」
については現在のところ ％の支出率になっています。
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企画財政課財政係 ☎
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３ 基金の状況
基金とは、自治体にとっての貯金をいい、使途の目的ごとに区別して管理するもの

月末における各
基金の状況です。
上半期については、

国債等による運用益
を、一般会計に約

万円、特別会
計に約 万円積み
立てています。

※基金の会計区分は、地方財政状況調査方式に準じて区分｡

地方債の現在高の状況
地方債とは、「市債」と同じ意味で、市の借入金

上期分の償還（返済）は、
合計で元金 億 万円、
利子 万円です。

特別会計予算の収支状況

用

語

解

説

◆繰越明許費…令和 年度に執行できなかった予算を、議会の議決を経て、令和 年度へ繰り越して
執行することができるもの

【歳入】
◆地方交付税…地方の収入（財源）の偏りを是正するために、国が地方に交付するもの
◆市債…市の借入金
◆繰入金…市の基金を取り崩して財源とするもの及び他会計から繰り入れるもの

【歳出】
◆民生費…社会保障や福祉に関する費用
◆総務費…市の総括的なことに関する費用
◆公債費…市の借入金の返済費用

◆教育費…学校教育・社会教育に関する費用
◆衛生費…保健・衛生・環境に関する費用
◆土木費…道路や河川などの公共土木施設や

公営住宅に関する費用

会計区分 予算現額
歳入 歳出

収入済額 収入率 支出済額 支出率

国 民 健 康 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

自 動 車 学 校

合計

区分 現在高

一般会計 合計 基金）

国民健康保険事業特別会計 国民健康保険財政調整基金

自動車学校特別会計 財政調整基金

合計
（及び土地 ㎡）

会計区分 件数 現在高

一般会計

（単位：千円）

特別会計とは、ある特定の事業を行うために、特定の歳入・歳出を一般会計と区別して
経理するための会計

（単位：千円）

▲朝田古墳群の国指定 周年を記念して、
紹介映像等を制作し、講演会を行います
（写真の重定古墳は 月 日に特別公開予定）

（単位：千円）

▲結婚してうきは市で新生活を始める
世帯に住宅家賃等の補助をしています
（くわしくは市 をご覧ください）
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総務課人事秘書係 ☎

令和５年４月１日採用 うきは市会計年度任用職員を募集します

試験区分
採用予定
人数（※）

職務内容

一般行政事務 名程度
パソコンを使った資料作成・データ入力などの事務作業、窓口の

受付応対などに従事します

一般行政事務
（障がい者）

名程度
パソコンを使った資料作成・データ入力などの事務作業、窓口の

受付応対などに従事します

運転士 １名 市長車の運転業務などに従事します

応募方法や試験の詳細、勤務条件等の詳細については、うきは市ホームページをご覧くだ
さい。

会計年度任用職員とは、１会計年度（ 月 日～ 月 日）の間に任用される職員のこと
です。任用期間終了後、同一の職務内容の職が設置された場合は、人事評価等の能力実証を
行った上で、再度の任用を行うことがあります。（再度の任用は最大 回まで）

学校教育課教育総務係 ☎

令和 年４月１日採用
うきは市立小・中学校勤務 会計年度任用職員を募集します

試験【職種】区分 募集人数 備考

学校用務員 ７名程度

◇募集期間
月 日（水）まで

◇任用期間
令和５年４月１日～令和６年３月３１日

※能力に応じて、再度の任用が可能です。

栄養士 ※① ４名程度

学校支援員 １０名程度

特別支援学級支援員 ９名程度

不登校等対応支援員 １名程度

図書司書補 ※② ６名程度

学校事務補助（小学校） １名程度

学校事務補助（中学校） ２名程度

学校教育課事務員
（教育センター） １名程度

※①【栄養士】は管理栄養士または栄養士の免許が必要です。
※②【図書司書補】は司書資格の有無は問いません。
※学校用務員以外の職種は簡単なパソコン操作ができる方を希望します。
※応募方法等の詳細についてはうきは市ホームページを御覧ください。

※採用予定人数は、変更することがあります。

◇任用期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（予定）
◇申込受付期間 １２月 日（木）～１ 月 日（月）まで
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税務課（徴収対策室） ☎

令和５年度から市税の納め方が変わります！

税目 納付回数 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

固定資産税
（市外住民・共有者・
法人の固定資産税含む）

回 期 期 期 期

市県民税 回 期 期 期 期

国民健康保険税 回 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期

今まで市県民税・国民健康保険税・固定資産税の３税を合わせて「集合税」として課税され
ていたものが、単独となり、それぞれの税目の納期限までに納めていただくように変わります。
単税化による年税額の影響はありません。

令和５年度からの「単税化」とは？Ｑ

納税通知書や納付書が３税それぞれ発行されますので、課税内容が分かりやすくなります。
また、口座振替も税目ごとに設定できるようになります。税目ごとの口座振替の申込は、年度
末を予定しています。受付が開始されましたら、改めてご案内します。

どのようなメリットがあるの？Ｑ

固定資産税と市県民税は、今年度の年税額を４期で割ったものがおおよその目安になります。
本人確認書類を持って来庁いただければ、今年度の税額をもとに具体的にご説明します。
なお、極端に増額した場合などは納税相談もできますので、お気軽にお問い合わせください。
※次頁に具体例を掲載しています。

毎月の支払額がイメージできないＱ

現在、市税は ・ でのお支払いが可能です。
単税方式という全国標準になることで、今後利用できるキャッシュレス決済の拡大を検討して
いきます。

キャッシュレス化は？Ｑ

第 報

令和 年度からの単税方式
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◆納期のたびに支払いに行く必要がありません。
◆自動引き落としのため支払い忘れがありません。
◆ご利用の金融機関窓口でお申し込みいただけます。
※税目ごとの口座振替申請方法については改めてご案内いたします。
詳細は税務課（徴収対策室）☎ までお問い合わせください。

～支払月と支払額の具体例～
年税額が固定資産税 万円、市県民税 万円、国民健康保険税 万円の場合

税目 納付回数 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計

集合税 回 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

税目 納付回数 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計

固定
資産税

回 万円 万円 万円 万円 万円

市県
民税

回 万円 万円 万円 万円 万円

国民健康
保険税

回 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

月別計 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

令和 年度まで

令和 年度から

税務課住民税係 ☎

確定申告相談会及び市県民税申告

令和 年 月 日（木）～ 月 日（水）（土・日・祝日を除く）

うきは市役所 階 大会議室

～ （昼休み休憩有）

受付 うきは市役所 階ロビー

受付時間

相談開始 ～

以下の申告については、ほかの所得申告を計算後、久留米税務署での申告をお願いすることがあります。
土地や建物を売った譲渡所得や、株式等の譲渡・配当所得、山林所得や仮想通貨の取引による

収入、住宅借入金等特別控除など
※青色申告、消費税申告は今までどおり受付できませんので、税務署等の申告をお願いします。

市税の納付には便利な口座振替がおすすめです！
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市民協働推進課消防防災係 ☎

自主防災組織に補助金を交付しています

補助対象事業名 補助金額 経過期間

防災資機材整備事業
補助対象経費の ／
※ただし、 万円を限度とする

年

防災訓練支援事業

（ア）世帯数※ × 円＋ 万円
（イ）補助対象経費
（ウ） 万円
※（ア）（イ）（ウ）のうち、いずれか少ない額とする

年

防災士育成事業※ 補助対象経費のうち、 人につき※ 上限を 万円とする ― 

うきは市では、地域の皆さんが協力し合って自主的な防災活動を行う「共助」の取り組みを支援
するため、自主防災組織に対し補助金を交付しています。

※ 当該年度の 月 日現在の数とする。
※ 原則として、ひとつの自主防災組織につき 名までとし、市内在住の者に限る。
※ 福岡県防災士養成研修・試験との併用で実質全額補助。（ただし、写真代、交通費は除く）

市民協働推進課消防防災係 ☎

高齢者の安全運転装置設置に補助金を出しています

今年度も高齢者に対する交通安全対策として、「うきは市高齢者安全運転装置設置促進事業
補助金」を実施しています。補助の対象者、要件および対象となる装置などは以下の通りです。

対象者
市内に住所を有し、安全運転装置を購入・設置した車両の車検証に記載された者
※ただし、事業用・販売目的の車両は除く

要件
① 歳以上②市税に滞納がないこと③免許証を所持（期限内）
④設置後 年以上使用すること⑤暴力団ではないこと
⑥同一の補助対象経費に対する他の補助金と重複していないこと

対象装置
急発進防止装置、安全運転支援機能を有するドライブレコーダー

補助金額
①費用の半分を補助。ただし、上限を 円とする。
②急発進防止装置とドライブレコーダーを同時に設置する場合は、上限額に 円を加算する。

注意事項
補助を受けるためには事前の申請と交付決定が必要です。先に商品を購入すると補助の対象とな
りません。

補助事業の内容について
自主防災組織が防災・減災を目的に実施する①資機材の整備、②防災訓練、③防災士の育成に対し、
予算の範囲内で補助金を交付します。
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補助対象事業名 区分 補助対象経費

防災資機材整備事業
（※消防施設事業補
助金との重複不可）

①活動用
活動用ベスト、ヘルメット、ヘッドライト、長ぐつ、
かっぱ等

②情報関係用 携帯用ラジオ、トランシーバー、メガホン等

③消火用 消火器、格納器具一式、バケツ、ジェットシューター等

④救助用
ジャッキ、スコップ、かけや、梯子、ロープ、つるはし、
ハンマー、斧、のこぎり、救命胴衣等

⑤救護用
救急医療用具、担架、車いす、テント、防水シート、
簡易トイレ、毛布、AED等

⑥避難用
発電機、投光器、コードリール、強力ライト、リヤカー、
誘導旗、腕章等

⑦給食・給水用
炊飯装置、給水タンク、緊急用ろ水装置、釜、なべ、
やかん、飯ごう、ビニールシート等

⑧その他 市長が、防災資機材に関し必要があると認めたもの

防災訓練支援事業
例）初期消火訓練、避
難所運営訓練、避難行
動要支援者支援訓練、
初動対応訓練、

防災マップ作成訓練

①防災訓練 防災訓練にかかる経費

②講師派遣 防災講習会等の講師派遣にかかる報酬及び旅費

③防災マップ 防災マップ及び防災マニュアル作成にかかる経費

④その他 市長が、防災訓練に関し必要があると認めたもの

防災士育成事業 ①資格取得

特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する防災士資
格の取得に必要な受講経費のうち次のもの
（１）講座受講料
（２）防災士資格取得試験受験料
（３）防災士認証登録申請料
（４）防災士教本代

補助対象経費について
詳しくは市民協働推進課消防防災係（☎ ）までお問い合わせください。

うきはアリーナ 冬の短期子ども水泳教室
うきはアリーナ ☎

寒い冬こそ、うきはアリーナの温水プールで水泳にチャレンジしてみませんか？
日間続けて泳ぐことで強いカラダを作りましょう！

実施日時 月 日（火）～ 日（木） ～

対象者 歳～小学生

定員 名

実施場所 うきはアリーナ 温水プール

料金 円（税込）
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                                                                            　　市民協働推進課消防防災係　☎75-4961

宝くじ助成金を活用し防災用ポータブル蓄電池等を整備しました

　コミュニティ助成事業とは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源
として実施しているものです。近年、災害の頻発化、激甚化や、猛烈な勢力の台風接近など、　
日本各地で大規模な災害が発生しています。災害時に大規模な停電が発生した場合に備え、防災
用ポータブル蓄電池などが宝くじの助成金を活用し整備されました。

ポータブル蓄電池×５ ソーラーチャージャー×５ 

                                                                            　　　　　　　　　　　会計課　☎75-4971

浮羽市民課における収納金（税、下水道使用料等）の取扱いを終了します

　浮羽市民課（うきは市民センター）の窓口で収納しています税金や使用料等について、収納取扱
いを終了します。

　一度手続きをすれば翌年度以降も自動更新され、納期のたびに支払いに出かける手間が省けて
便利です。振替を希望する金融機関窓口にてお手続きをお願いします。ご不明な点は、税や使用
料等担当の所管課にお尋ねください。

①預金口座から自動振替されるため外出は不要です（感染症対策に有効）
②納付書を使用しないため納付書の紛失、納付忘れの心配が有りません。
③預金通帳に記帳されるため納付管理に便利です。

口座振替を推奨しています

口座振替のメリット

うきは市の所管課連絡先

変更日：

うきは市役所、納付書記載の金融機関本支店、
指定の全国コンビニエンスストア

令和５年4月3日～

納付ができる窓口：

水環境課☎75-4983

保育料

後期高齢者医療保険料

税金 市営住宅使用料

水道使用料・下水道使用料または受益者分担金

税務課☎75-4977 福祉事務所☎75-4961 建設課☎75-4987

市民生活課☎75-4973
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「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが
達成すべき共通の基準として、昭和２３年１２月１０日の第３回国連総会において採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の１２月１０日を「人権デー」と定め、法務省及び

全国人権擁護委員連合会は、毎年１２月４日から同月１０日までの１週間を「人権週間」と定め、全国的な
人権啓発活動を行っています。

■障害者週間（ ～ ）
「障害者週間」は、平成１６年６月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉に

ついての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極
的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」（１２月９日）に代わるものとして設
定されました。
「障害者週間」の期間は、毎年１２月３日から１２月９日までの１週間です。この期間を中心に、国、地方

公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発に係る取組を展開します。

■北朝鮮人権侵害問題啓発週間（ ～ ）

人権・同和対策室 ☎

１２月４日～１０日は人権週間です。

市民生活課国保・年金係 ☎
未就学児の一部負担金が無料になります

令和5年1月1日から、うきは市子ども医療が変わります。対象者には、12月中に医療証を
発送します。
＜変更点＞
歳以上小学校就学前までの一部負担金は、令和4年12月31日までは月上限600円までを

ご負担いただいておりますが、令和5年1月1日から無料になります。
※未就学児の一部負担金が無料となるため、重度障がい者医療の受給対象者が 歳以上から小学
生以上へ変更となります。

区分 入院 通院

歳未満 自己負担なし

歳以上小学校
就学未満

自己負担なし 円 月
（上限）

●令和 年 月 日まで ●令和 年 月 日から

区分 入院 通院

歳未満 自己負担なし

歳以上小学校
就学未満

自己負担なし

北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際
社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止
を図ることを目的として、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による
人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責
務等が定められるとともに、毎年１２月１０日から同月１６日までを「北朝鮮人権
侵害問題啓発週間」と定められました。
拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題は、我が国の喫緊

の国民的課題です。被害者の方々の早期帰国や問題の解決のため、私たち一
人一人が関心を持ち、認識を深めましょう。

うきは市は、うきは警察署と連携・協力して啓発活動に取り組んでいます。被害者の方々の早期帰国
や問題の解決のため、私たち一人一人が関心を持ち、認識を深めましょう。
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建設課建設管理係 ☎

老朽危険建物の解体費用を助成します

危険なブロック塀等の撤去費を補助します
建設課建設管理係 ☎

対象となる建物
周辺の住環境に悪影響を与え、放置されている木造または軽量鉄骨造の建築物。隣接地に

与える影響や破損の程度などについて事前に判定を行い、基準を満たしているもの。
※既に工事の契約や着工しているものを除きます。

対象者（以下 つの要件を満たすもの）
・ブロック塀等の所有者または相続関係者
・市内の工事施工者が撤去工事を行うもの
・市税に滞納がない者

対象となるブロック塀等
市耐震改修促進計画に定める避難路（国・県・市道や通学路）に面する高さ メートル以

上のブロック塀等で、ひび割れまたは傾きが認められる等、特に危険な状態にあるもの。

※現地調査を行い、市で定める「ブロック塀等の診断カルテ」で基準を満たしているものに限る。
※既に工事の契約や着工をしているものは補助の対象になりません。

補助金額
撤去費用の 分の （上限 万 千円）

募集件数
先着順 件程度

補助を受けるためには、必ず市と事前の協議が必要となります。また、事業年度の 月末ま
でに事業完了の報告をお願いします。

空家などが長期にわたって放置され、適正に管理されないまま老朽化すると、瓦や外壁が落下した
り、倒壊したりして、近隣の人や通行人に危険が及ぶ恐れがあります。また、防災や防犯、景観、衛生な
どの面でも、周囲の環境に悪影響を与えます。
市民の皆さんの安全な生活環境や、まちの良好な景観を維持するために、老朽化して危険性の高い
建物を解体する費用を助成します（予算の範囲内）。

市では、地震等により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を
妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の撤去費用を補助します（予算の範囲内）。
※ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造、組積造（石造、れんが造、コンクリート
ブロック造等）による塀のことです。

対象者
・建物の所有者、または相続関係者
・市内の工事施工者が解体工事を行うもの
・市税に滞納がない者

助成金額
解体費用の 分の （上限： 万円）

募集件数
先着順 件程度
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                                                                            　　保健課介護・高齢者支援係　☎75-4960

介護予防サポーター養成講座　受講生募集

  市では健康づくり、介護予防についての情報を知り、地域での「集いの場」や健康づくりなどの
活動をサポートできるよう、下記の内容で養成講座を実施しています。
　地域活動やサポートまでは自信がない…という方でも、まずはご自分の健康づくり、介護予防に

　ついての勉強の場として気軽にご参加ください。

【参加者の声】
★毎週の実技のおかげで、血糖値の改善がみられた。運動の習慣がついたので、地域の
   みなさんにも伝えたい。
★サポーター活動をしていると、地域のみなさんから元気をもらい、結果自分のために
   なってます。

　【日程・会場等】
内容 介護予防概論 ロコモ・認知症 口腔機能向上 栄養・食事

講義 
各講座１回以上参加

 12月9日 1月13日 2月10日 3月17日

全日程金曜日  14:30～16:00

実技
毎週金曜日に実施している『元気が出る学校』へ８回参加

毎週金曜日9:30～12:00
会場

（実技・講義）
市役所 西別館（1月6日は、福富コミュニティセンター）

★終了後、フォローアップ教室に参加いただきながら、希望者には地域での
   集いの場等への  サポーター活動にご協力いただいています。

門松カード無料配布！

  うきは市緑づくり推進協議会では、緑化運動の一環と
して、日本の自然美の代表といえる松を乱伐等から守
るため、門松の代用として「門松カード」の普及に努め
ています。
  右記配布場所で無料配布していますので、ぜひご利
用ください。
※デザインは変更になる場合があります。

   配布期間
   12月1日（木）～23日（金）
   
   

 

  配布場所
   ・農林振興課林政係
   ・浮羽市民課
    （うきは市民センター2階）
   ・各自治協議会
   ※うきは市ホームページからも
　　ダウンロードできます。

※新型コロナウイルスの感染状況により中止させていただく場合がございますので、予めご了承ください。 
※途中からの受講でもかまいません。 
　　講義は毎日の生活のなかでもすぐに役立つ内容で、実技は教室へサポート役として参加しますが、ご自分で
　　お家でもできる体操等の実技が中心です。　　 
　　事前予約制（申込み多数の場合は人数制限をさせていただく場合がございます。詳細は、問い合わせ先へ
   ご連絡ください。） 

                                                                            　農林振興課林政係　☎75-4975

　　るり色ふるさと館の2階に読書コーナーがあることをご存じでしょうか。 ここには市立図書館で1度役
目を終えた本が置いてあります。もしお気に入りの本がありましたら、ご自由にお持ち帰りいただけます。 
　　また、毎月第1、第3土曜日14：00から14：30の間、ボランティアによる読み聞かせを行っています。
　　大人も子どもも気軽にご参加ください。 なお、ワクチンの接種会場との兼ね合い等により中止の場合
もありますので 気になる方は1度お問い合わせください。 

るり色ふるさと館の読書コーナーについて 
図書館　☎77-3050

●問合せ  高松　☎090-4482-9457
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うきは防災だより  No.32
                              市民協働推進課☎75-4982／防災ネットワーク・うきは☎090-4985-1124                                          

健康料理教室
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健課食育・健康対策係　☎75-4960

    市の食育事業の取組みとして、うきは市食生活改善推進会の指導の下「健康料理教室」を開
催します。 
　テーマは、「忙しい師走に冬野菜たっぷりの簡単メニュー！！」です。料理初心者の方も作
れるお料理にチャレンジしてみませんか？お申込みお待ちしてます！！ 

募集人数：20名　（※定員に達し次第、締切）
申込締切：12月12日（月）まで
参加費：300円
調理講師：うきは市食生活改善推進会

耳納ねっと！の料理教室
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再生工房　耳納ねっと！　☎76-2077

　耳納ねっと！では、料理教室を開催しています。12月の教室は下記のとおりです。 

料理教室の他、リフォーム・布ぞうり・裂織・一閑張り・きんつぎ教室、
ダンボールコンポスト講習会を開催しています。 

    参加には、受講料と材料代が必要になります。なお事前の予約が必要です。
皆様のご参加をお待ちしています。  

･「手打ちそばを打ちましょう」 　　　12月9日（金）10:00～ 
･「冬野菜おいしく」                           12月 2日（金）10:00～ 

12月15日（木）10:00～12:00頃（受付 9:30～）
御幸コミュニティセンター1階　調理実習室

・豚肉と千切り野菜のフライパン蒸し
・白菜の簡単クリーム煮 
・山かけほうれん草・大根もち（みたらし味） 

～メニュー～

防災カフェ
日時:12月16日（金）13:30～
場所:るり色ふるさと館 

○「今年の災害に対するあなたの反省は？」
○みんなでトーク（話題:自由）

ためになる話題が沢山です。
　お誘いあってお越しください。

～共助の心得～ 
地域の被害を少なくするためには、皆さんの協力が必要です 

①自主防災組織の活動に積極的な参加を！ 　
　自主防災活動は役員のためのものではありません。みなさんの「参加と協力」が大切です。

　　　　　浸水などで避難するタイミングで適切なも
のはどれでしょうか？　
①気象情報が出てから ②避難情報が出てから
③自分が危険と感じたとき

地域のみんなで助け合おう

③防災訓練やその他の催し物に積極的に参加しましょう。 
　参加することにより、問題点や改善点が見えてきます。 

②いざという時の「支援関係」を確認しましょう。 
　避難の支援が出来ますか？支援が受けられますか？心配な方は、地域の方に相談しましょう。

答え  避難情報が発令された時はそれに従いますが、発令されていな 
          くても自ら危険と感じたときは、避難情報等の発令の如何に関
          わらず避難を開始してください。

防災クイズ

広報 うきは　2022 （令和４年）.12.１ 15





まちの話題

●主催 うきは市吉井町町並みをよくする会
（事務局うきは市教育委員会☎ ）

「ぼく・わたしの好きなうきは市内の風景」絵画コンクールに 点のご応募ありがとうございました。

この絵画コンクールは、小中学生を対象に、市内の風景や祭りなど「うきは市内の風景」を
テーマに実施しました。
今回は 点の応募があり、厳正な審査の結果、各学年より特選 点、準特選 点を選定しました。
なお、優秀作品については 月 日～ 月 日までるり色ふるさと館にて展示していますので、
是非ご来場ください。

◎小学２年生の部
特 選：吉井小学校 中野 瑛士朗

準特選：千年小学校 吉田
諌山

蓮
準特選：御幸小学校 燈

◎小学１年生の部
特 選：御幸小学校 佐々木 柚花

準特選：福富小学校 吉野 文彦
準特選：大石小学校 衛藤 梨央

◎小学４年生の部
特 選：吉井小学校 刈茅 友希

準特選：千年小学校 古本 瑛祐
準特選：千年小学校 家永 倖道

◎小学３年生の部
特 選：福富小学校 合屋 一

準特選：福富小学校 足立 蒼眞
準特選：千年小学校 松木 悠真

◎小学６年生の部
特 選：千年小学校 熊抱 優

準特選：御幸小学校 永井 蓮華
準特選：御幸小学校 牛草 眞佳

◎小学５年生の部
特 選：福富小学校 宮﨑 琴未

準特選：福富小学校 大石 紗叶
準特選：大石小学校 権藤 希実

◎中学２年生の部
特 選：浮羽中学校 篠原 悠月

準特選：吉井中学校 坂口 風歌
準特選：吉井中学校 矢冨 玲唯

◎中学１年生の部
特 選：吉井中学校 内木場 希

準特選：浮羽中学校 髙木 咲耶
準特選：浮羽中学校 諌山 蒼一郎

◎中学３年生
特 選：吉井中学校 今野 小春

準特選：浮羽中学校 井手 晴香
準特選：浮羽中学校 出利葉 夢空
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《子ども向け》･･･第1･第3日曜日

   12月4日「サンタ・カンパニー／クリスマスの秘密｣ 

 12月18日   他イベントのため中止 

《大人向け》･･･第2･第4日曜日

 12月11日　他イベントのため中止

 12月25日「マチネの終わりに｣ 

市立図書館 Tel 77-3050 Fax 77-3220
開館時間＝9:00～18:00（金曜は19:00まで）

※3階施設は9:00～22:00（大会議室等利用は要申込）
            12月の1階休館日 

5日、12日、19日、23日(館内整理日)、26日、29～31日

〈一般図書〉
●｢掌に眠る舞台｣ 
                   小川　洋子／著　
●｢私のことば体験｣  
                   松居　直／著
〈児童図書〉

●｢スカイブック｣ 

        アンナ・クレイボーン／文

●｢ソクラてすのすけ｣

         藤谷　治／著

●｢とんかつのぼうけん｣

         塚本　やすし／作

今月のおすすめ!
★一般図書★
●｢ハヤブサ消防団｣ 
           池井戸　潤／著

   ★児童図書★　
   ●｢へんしんロボット｣ 
                                        あきやま　ただし／作・絵

亡き父の故郷である
「ハヤブサ地区」に
移り住んだミステリ
作家の三馬太郎。地
元の人の誘いで消防
団入りした太郎を、
連続放火事件が待ち
受けていた。のどか
な集落に隠された真
実とは…。

かわいいロボット、
かっこいいロボット、
強そうなロボット、
キミはどんなロボッ
トになりたいかな?
最初にやってきたの
は、ことりのピーコ
ちゃん。「ピーコ」
「ピーコ」とくりか
えし言うと…。

★その他おすすめ★　

12月12日（月）健診受付 13:30～
　対象:10ヵ月児健診対象者

今月のブックスタート（市役所西別館）

おはなし会（1階おはなしコーナー）
   
　

 第1～4週土曜日 11:00～ 約30分間
  12月の日程＝3日、24日 
   　対 象：幼児～小学生

12月20日（火） 11:00～ 約20分間
　対 象：0歳～3歳 の乳幼児と保護者

おひざだっこのおはなし会
（1階おはなしコーナー）

今月の映画館（3階小ホール）
 第1～4週（日曜日）14:00～

イベント等の開催内容に変更がある場合がございます。
防災無線、図書館ＨＰ、チラシ等で随時お知らせさせ
ていただきます。ご不明な場合は、直接市立図書館に
ご確認を!!

うき♪うき★ 図書館だより

今月の　　
特集展示

★一般室：「お正月準備」 
 ～何かと忙しい年末！～

★児童室：「クリスマス」
 ～ハッピー・クリスマス！～

うきは市立図書館公式ホームページ

日時：12月17日（土）10時30分～12時30分
場所：市立図書館西側駐車場、おはなしコーナー
　　　・地震体験車による地震体験
　　　・警察、消防車両展示
　　　・警察官による自作紙芝居など（11時予定）

※参加無料、申込不要です。
※雨天時は内容変更する
　　場合があります。

12月11日（日）
　第一部　10:30～11:30
　第二部　14:00～15:00

第一部　からこま座 人形劇

図書館3階小ホール
※事前申込必要　※先着順各75名

↑事前申込

｢図書館クリスマス会202２｣　
　 

｢警察・消防による
　　　スペシャル安全教室｣　
　 

第二部　うきどく
講師　桃戸 栗子さん
「どうしてパパとけっこんしたの？」作者）

｢さちとクジラぐも｣
「あかずきん」
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空路の拡大を目指した実証実験が成功

写真左 クロード・オニヅカ氏

ハワイ福岡県人会、「エリソン鬼塚を後
世に語り継ぐ実行委員会」との集合写真

月 日、うきは市内でドローンを使った荷物輸送の実証実験を行い無事に成功しました。
うきは市、西久大運輸倉庫株式会社、株式会社トルビズオンの 者が協力して実施し、 にじ

園芸流通センターから屋部地蔵公園まで自律飛行を行い、荷物を無事に配送しました。
うきは市の高齢化率が高く、山間部においては買い物弱者もおり、画期的な取り組みになって

います。今後は陸路だけでなく空路網の拡大を進めていきます。

月 日にうきは市、西久大運輸倉庫株式会社、株式会社
トルビズオンと「ドローンを活用した持続可能な地域づくり」
に関する 者連携協定を締結しています。

当日の飛行の様子
はこちら

エリソン・オニヅカ氏 銅板レリーフ ハワイ福岡県人会へお披露目

月 日、エリソン・オニヅカ氏（うきはにルーツ

をもつ日系 世でハワイ州出身の宇宙飛行士）の功績を

刻んだ銅板レリーフのお披露目会を、エリソン・オニヅ

カ氏の弟クロードさんをはじめ、福岡県にルーツをもち、

米国ハワイ州で活躍した日系人の親族らの来訪歓迎式に

合わせて開催しました。

オニヅカ氏は祖父母がうきは市出身で、スペースシャ

トル「チャレンジャー号」の爆発事故で 年に 歳

の若さでなくなりました。過去には浮羽中学校で夢を持

つことの大切さについて講演したこともあります。

レリーフには現在も米国パスポートに記載されている

「すべての人々は次世代のために、さらなる高みを目指

して努力しなければならない」との言葉や経歴などが刻

まれており、クロードさんは、広く後世に伝えていくた

め、たくさんの人々に目にしてもらいたい、ハワイと福

岡、うきはとの関係を強化していきたいと語ってくれま

した。

※銅板は道の駅うきはの改修工事終了後に展示予定
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ルリーロ福岡に 万円の寄付

写真左 木下株式会社 木下取締役統括本部長

人権の花、遠くまで届け！
世界的フルート奏者
石井希衣さん大石小学校へ

情報教育功労者表彰受賞

神戸国際フルートコンクールで３位を獲得
するなど、留学中のフランスと日本で活躍さ
れている石井さん。祖母が大石校区にあるこ
とから、幼少期から、よくうきは市にきてい
たこともあり、 月 日、大石小学校の 年
～ 年生を対象にキャリア教育授業を行いま
した。
授業では、ご自身がフルート奏者に感動し

夢を抱き、努力をして夢を叶えたという経験
や、いろんなことに興味をもつことなどを子
どもたちに伝え、フルートのきれいな音色を
披露しました。子どもたちは、努力の大切さ
を学べたと語ってくれました。

うきは市教育センター副所長の矢野昌之
さんが、令和 年度視聴覚教育・情報教育
功労者表彰を受賞しました。
学校の授業における の効果的活用、

特に、 スクール構想の１人一台タブ
レット導入後は、授業活用、オンライン授
業の円滑化、校務の効率化を図るための環
境整備に尽力し、多大な貢献をしたことが
評価され受賞しました。

月 日、木下株式会社より「企業版ふ
るさと納税」を通じてルリーロ福岡に
万の寄付をいただきました。
木下統括本部長からは「ルリーロ福岡の

『地域貢献』という理念に共感して寄付を
させていただいた。活躍を期待しています」
と語りました。

月 ７日千年小学校と山春小学校におい
て、人権擁護委員協議会の取組として、「人
権の花運動」が実施され、3年生の児童が人
権学習を受けたあと、人権擁護委員と先生方
の協力のもと、エコ風船（水溶性の紙で作ら
れた風船）にひまわりの花の種を付けて、遠
くの人に届くようにと願いを込めて飛ばしま
した。

＜人権の花運動の趣旨＞
「人権の花」ひまわりを協力して栽培するこ
とにより周囲を思いやる心、相手の立場を考
える心、命を大切にする心を育てるものです。
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うきは警察署でルリーロ福岡、防犯・交通安全協会・うきは警察署がスクラム

準優勝

第65回福岡県民スポーツ大会（筑後川総合運動
公園グラウンド）のソフトボール大会が開催され、
県内から チームが参加しました。チームは パー
トに別れ競技が行われ、その１パートで、うきは市
一般男子チームが優勝しました。

月 日（日）｢

第 回オープントー

ナメント全日本空手道選手権大会」（エ

ディオンアリーナ大阪）が開催されました。

中学３年生女子 軽

量級の部に瀧内優香さん（拳栄会所属）と

小学 年生女子 軽量

級 ㎏未満に江藤早紀さん（神武会所属）

が出場し、 選手ともに準優勝しました。瀧内優香さん
（拳栄会所属）

江藤早紀さん
（神武会所属）

月 日、うきは警察署で防犯・交通安
全グッズの贈呈式が行われました。
ルリーロ福岡と防犯・交通安全協会・うき

は警察署の 者がスクラムを組んで地域の安
全安心を見守ることを目的に開催されました。
贈呈式には浮羽究真館高校、浮羽工業高校

が参加し両校の女子生徒 名に防犯ブザー
と反射材を贈呈しました。ルリーロの選手達
は練習帰り等に子どもや女性の安全安心を見
守ることを固く誓いました。

月 日、 にじ耳納の里で秋の交通
安全運動が行われ、千草保育園の園児がお
客様に、「振り込み詐欺などに気を付け
て！」と呼びかけながら、市特産の柿を加
工した「柿チップ」やチラシを配るお手伝
いを行いました。

園児たちが安全・安心キャンペーンをお手伝い

うきは市チーム大奮闘！
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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。

■久留米地区職業訓練協会講座
①エクセル入門
◆ ～ （土） ～
◆定員 名◆受講料 円
②エクセル関数マスター
◆ ～ （土） ～
◆定員 名◆受講料 円
③ 入門
◆ ～ （火） ～
◆定員 名◆受講料 円
※場所 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
☎

■ひとり親サポートセンター
◆就業支援
来所相談と出張相談（各市町村
役場等）随時受付
◆養育費相談
電話相談（※離婚協議中の方も可）
●問合せ 久留米ひとり親サポート
センター 久留米市城南町
☎
月～金 ～
土 ～ （電話相談対応）
※祝日、年末年始を除く
◆無料弁護士相談（要予約）
来所相談：先着順各 名
毎月第１（水） ～
毎月第 ・ （水） ～
●問合せ
ひとり親サポートセンター
（春日市原町 クローバー
プラザ内）
☎
月～金 ～
毎週（土）と第 ・第 （日）

～
※祝日、年末年始を除く

■行政書士によるくらしの無料相談会
（水） ～

（予約不要）
るり色ふるさと館 研修室
◆相続・遺言など
●問合せ
福岡県行政書士会くるめ支部
行政書士ひろざわ事務所
廣沢暢臣☎

■シルバー人材センター会員募集
うきは市内にお住いの 歳
以上で、働く意欲のある方なら
どなたでも入会できます。
◆主な職種
剪定、草刈り、施設管理、公園
清掃、子育て支援など地域に密
着した仕事を受け付けています。
◆入会説明会
毎月 日 から事務所にて
開催しています。
●問合せ 公益社団法人
うきは市シルバー人材センター
☎■甲種防火管理新規講習

①第 回甲種防火管理新規講習
◆ （木）・ （金）
②第 回甲種防火管理新規講習
◆ （木）・ （金）
③甲種防火管理再講習
◆ （水）
◆時間 ①② ～

③ ～
◆定員 ①②各回 人③ 人
◆受講料 ①② 円

③ 円
◆講習場所＝①～③ともに久留米
シティプラザ 階 大会議室
◆申込期間 ① （火）～
② （月）～③ （月）～
◆申込方法 原則インターネッ
ト申込み
右記 コードから

●問合せ（電話・ 受付不可）
久留米広域消防本部予防課
☎

■普通救命講習会にご案内
～ 日の防災とボラン

ティア週間中に心肺蘇生法や
の使い方など、大切な人の

命を守るための講習会を開催い
たします。
◆ （日） ～
◆場所るり色ふるさと館 階
研修室 ・ （吉井町 ）
◆受付期間

（金） まで
◆定員 名
●申込・問合せ 浮羽消防署消防課
☎

■吉井小学校平成 年度在籍
の皆様！タイムカプセルを掘り
起こします！（小雨決行）
吉井小学校では 年 月
に埋めたタイムカプセルを掘り
起こします。 年後の自分に
あてた夢や思い出が書かれた手
紙などが詰め込まれています。
日程の合う方は是非ご参加くだ
さい！
◆日時 （日）９ ～
◆持ち物スコップ・動きやすい服
●問合せ 吉井小学校
☎

■令和 年度小郡駐屯地モニ
ター公募のお知らせ
◆活動内容
駐屯地内外で行う訓練・行事の
見学及びアンケート調査への協力
◆応募資格
歳以上で議会議員、公務員、

行政相談員以外の方
◆応募方法
官製はがきに、住所・氏名（ふ
りがな）年齢・生年月日・職
業・電話番号・公募の理由を記
入の上ご送付ください。
◆任期 年（ ～）
◆締切 月 日（金）
問合せ 〒
小郡市小郡
小郡駐屯地広報班
☎

広報 うきは　2022 （令和４年）.12.１22



有
料
広
告
欄

～ちくご路かわら版～

～久留米市～第 回くるめ光の祭典「ほとめきファンタジー」
月 日（金）～ 月 日（日）久留米市中心市街地

●くるめ光の祭典実行委員会事務局☎ ／
～大川市～第 回大川木の香マラソン大会
２月２６日（日）筑後川総合運動公園周辺（大川市大野島）
●大川木の香マラソン大会事務局☎ ／

安心や （ねー）うきは 令和 年 月号

大切な人が犯罪被害にあわれたら

うきは市公式 友達募集中！！
うきは市公式 では、通常時はセミ

ナーやイベントなどを発信し、災害時には避
難情報等を発信するなど市民の皆様の生活に
役立つ情報を発信しています。

まだ友達登録をされていない方
は友達登録をお願いいたします。

犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」を知っていますか？

福岡県警察では、犯罪被害にあわれた方々の心の
ケアを行う専門の相談窓口、犯罪被害相談「心のリ
リーフ・ライン」を開設しています。
匿名でも構いません。
女性の臨床心理士が丁寧にお聴きします。

福岡県警察本部犯罪被害者相談「心のリリーフ・ライン」

■相談受付時間 月～金 午前 ～午後
（祝日・年末年始を除く）☎

性犯罪被害相談電話
「＃ （ハートさん）」

福岡県内から「＃ 」にダイヤル
していただくと、福岡県警察本部の
性犯罪被害相談電話に繋がります。

●平日の昼間（ ～ ）
女性の警察官または臨床心理士が対応
●土日、祝日および夜間
警察本部の当直員が対応（男性の警察
官が対応する場合もあります）
●電話の機種によっては使用できない
場合があります。
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うきはっ子 おめでとう

LINEでも申込受付中！右記QRコードから友だち追加、

「トークで申請」からお申込みください。

『ふるさとの「川や海」絵画コンクール』で小学生4名が受賞

　夏休みに県内の小学生を対象に実施された、福岡県地区衛生連合会主催の『ふるさとの
「川や海」絵画コンクール2022』について、応募作品5,048点の中から、金賞1名・銀
賞1名・入賞2名、計4名の小学生が見事受賞されました（うきは市からは151点の応募が
ありました）。おめでとうございます。

●問合せ　うきは市衛生組合協議会
（市民生活課生活環境係）☎75-4972

金　賞

入  賞

銀　賞

【川】矢羽田 凜さん（福富小3年） 　 【川】山口　泰明さん（御幸小6年）

【川】とりごえ　こうがさん（福富小1年） 【海】りゅうとう　あんさん（御幸小1年）

吉
よしもと

本　充
みつき

希 ちゃん

令和３年12月28日 (1歳)

みつきちゃんお誕生日お
めでとう♥ゆっっくり大き
くなってみんなで TDL
に行こうね！

池
い け だ

田　 葵
　あおい

 ちゃん

令和元年12月31日 (2歳)

お誕生日おめでとう！お
花と歌が大好きな葵い
つもニコニコ笑顔をあ
りがとう！

足
あだち

立　羽
う  た

音 ちゃん

令和元年12月20日 (3歳)

お誕生日おめでとう♥ニ
コニコ笑顔で優しいうた
がだいすきだよ♥元気に
大きくなーれ♪

中
なかしま

嶋　光
ひかり

俐 ちゃん

令和元年12月13日 (3歳)

いつもみんな大好きと
言ってくれてありがとう
♥いっぱい食べて大きく
育ってね♪

江㟢　琴
ことみ

美 ちゃん

令和２年12月27日 (2歳)

2 歳のお誕生日おめで
とう♥これからも笑顔
で元気にすくすく育っ
てね♪

井
い で

手　絵
かいせい

晴 ちゃん

令和３年12月13日 (1歳)

いつもニコニコ笑顔で元
気に大きくなってね☆お
ねぇちゃん達とずっと仲
良くね♥

藤
ふじた

田　咲
さつき

月 ちゃん

令和２年12月30日 (2歳)

2歳の誕生日おめでとう
♥♥♥これからもお姉
ちゃんと弟と仲良く過ご
してね♪

岸
きしもと

本　悠
かなた

叶 ちゃん

令和３年12月14日 (1歳)

お誕生日おめでとう☆か
なくんの笑顔で家族みん
なが癒されてるよ♥健や
かに育ってね！

森
もり

　喜
きっぺい

平 ちゃん

令和元年12月15日 (3歳)

喜平お誕生日おめでと
う！パパとママの宝物
♥これからも笑顔で元
気に過ごしてね！

※うきは市在住の1月生まれのお子さん（1～3歳）を12月1日
～7日まで先着12人受け付けます。写真・メッセージ（４０字以
内）を総務課情報政策係にお持ちください。

西
にしむら

村　了
りょうすけ

祐 ちゃん

令和３年12月８日 (1歳)

お誕生日おめでとう！
笑顔いっぱいの了祐！
これからも元気にすく
すく成長してね！

令和４年12 月1日（No.411） 広報うきは ㉔


