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昨年を振り返りますと、今もなお続く新型コロナ
ウイルス感染症の中で非常に感染力の強い｢オミク
ロン株｣に置き換わり、第 波、第 波と爆発的な感
染者が確認され、私たちの日常生活や社会経済活動
にも大きな影響を及ぼしました。うきは市において
も、連日新規感染者数が増加し、市民の皆さまには
感染への不安やご不便をお掛けしたところでありま
す。重症化予防に有効なワクチン接種については、
生後 カ月～ 歳の乳幼児接種も始まり、全世代を
対象に安全に進めることができました。また、物価
高騰の影響を受ける市民や事業者の皆さまの下水道
使用料 カ月免除や 度に渡るプレミアム商品券発
行事業など、様々な支援策を行ってきたところであ
ります。今後も引き続き、社会全体で力を合わせて
感染症対策に取り組む必要があります。皆さまには、
感染予防のためにマスクの正しい着用・手洗い・手
指消毒・三密の回避・換気など基本的な感染対策に
努めていただきますようよろしくお願いいたします。
さて、 月にラグビーチーム｢ルリーロ福岡｣がう

きは市に誕生しました。国内最高峰のリーグワンへ
の参入を目指しながら、チーム活動として地域活性
化や社会貢献などにも取り組んでおり、うきは市と
しても応援していきたいと考えております。
また、 月の航空法改正に先駆けて、 月に

うきは市と西久大運輸倉庫株式会社、株式会社トル
ビズオンの 者で「ドローンを活用した持続可能な
地域づくりに関する連携協定」を締結しました。人
口減少により労働力が不足していく地方部において、
ドローンを活用することにより空路での輸送の確保
や災害時の被害状況の確認のほか、将来的には買い
物や移動が困難な方々に対する福祉施策にも役立つ
よう期待するものです。
令和 年を迎え、久留米・うきは工業団地に進出

された中山リサイクル産業株式会社の新工場がまも
なく完成予定です。廃木材や間伐材等が燃料等にリ
サイクルされることに期待をしております。そして、
三春工業団地の最後の 区画地には、株式会社九州
イノアックが進出され、今年から新工場建築工事が
始まるとお聞きしております。
また、かねてから福岡県により架け替えの工事が

進められております主要地方道八女香春線に架かる
今川橋と一般県道朝田日田線に架かる分田橋につい
てですが、それぞれ今年の 月と 月に完成します。

どちらも拡幅され、安全に走行できるものになりま
す。その他にも浸水被害が多発している県営河川
山曽谷川周辺整備として河川の改修・浚渫などの治
水対策を進めており、旧浮羽東高等学校周辺の浸水
対策については、市営河川の安免川の改修工事の詳
細設計を行い、今年中に工事着手ができるよう進め
ているところです。引き続き皆さまのご理解と
ご協力をお願いいたします。
そして秋には、道の駅うきはの隣にマリオット・
インターナショナル系列のロードサイド型ホテル
｢フェアフィールド・バイ・マリオット・福岡うき
は｣が開業予定です。このホテルのコンセプトは、
｢道の駅を拠点に地域の知られざる魅力を渡り歩く
旅を提案する」ことで、うきは市にはフルーツなど
の農産物や地域産品、温泉、森林、水といった観光
資源が豊富にあることから、外国人旅行者を含めた
観光客の受け入れと、まちの賑わいを期待しています。
また、現在発掘調査中の我が国最古級の西ノ城古

墳（双方中円墳）については、うきは市の歴史を
考える上で、とても重要な遺跡であり、その結果が
待ち望まれるところです。
なかなか収束がみえない新型コロナウイルス禍に

あって、長期化するロシアによるウクライナ侵攻、
円安などによりエネルギー・食料品等の価格高騰が
続いており、先の見えない厳しい状況にありますが、
基本的な感染防止対策を徹底、継続しつつ社会経済
活動の回復を進めるウィズコロナ時代を見据えて
「新しい生活様式」を踏まえた対策に取り組んで
参りたいと思います。
うきは市ならではの歴史や文化・自然などの特性

や地域資源を活かすとともに、先人から受け継いだ
魅力ある“うきは”にさらに磨きをかけ、誰もが健
康で心豊かな生活が送れ、次代を担う子供たちのた
めに夢と希望に満ちたうきは市のまちづくりを市民
の皆さまとともに進めて参りますので、市民の皆さ
まには一層のご理解とご協力をお願い申し上げます
とともに、本年が皆さまにとって幸多き素晴らしい
年となりますことを心より祈念いたしまして、新年
の挨拶といたします。

新年明けましておめでとうございます。市民の皆様に
おかれましては、健やかに新年をお迎えになられたこと
と、心からお慶び申し上げます。また平素より、市政に
対し深いご理解とご支援、ご協力を賜っておりますこと
に対し、年頭にあたり厚くお礼申し上げます。
新年を迎え、愛する郷土うきは市をこれからもしっか
りと子や孫に引き継いでいかなければならないと決意を
新たにしているところであります。
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新年あけましておめでとうございます。
年頭にあたり、うきは市議会を代表して、市民の皆様に謹んでごあいさつを申し上げます。
市民の皆様におかれましては、新春をお健やかにお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
また、日頃から市議会に対する温かいご理解と格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
いまだに止まぬコロナ禍。マスクで顔を覆う窮屈な日々の生活を刻みながら、また新たな年を
迎えました。
平成 年から政府が地方活性化策として取り組んできた東京一極集中是正政策「地方創生」は
成果もむなしく、この政策も未曽有のコロナ禍で薄れ、都市と地方の格差は広がる一方にあり
ます。
この 年余、社会・経済は機能不全に陥り、自然豊か

な我がまちも隣人関係さえ遠のき、代々受け継がれてき
た賑わいの伝統文化も、少子・高齢化とも相まって個々
個人の生活が当然のように、特に若者の煩わしさからの
逃避は、「時代も思考も変わった」というほかありませ
ん。まして、うきは市の人口は減少の一途を辿り、平成
年の合併当時 万 千人から 千人減少し、昨年 月に

旧浮羽町は過疎地域に指定されるという衰退の途に直面
しています。

一方で昨年 月、ロシアによるウクライナ侵攻の勃発は、世界の遠い国の出来事のはずが、
エネルギーと食料を国外に頼る我が国の脆弱が、私たち末端の生活に直結する現実に、目覚め
させられました。
ところが、コロナ禍に重なるこのような事態においても、我がうきは市の魅力は底強く機動し
ています。それは「道の駅」と「 耳納の里」の盛況です。うきは市は「フルーツ王国」とし
て、驚くほどにその地名を轟かせています。筑後川と耳納連山が織りなす自然の造形美と肥沃な
農地が育む「農業」、そして全域の大半を占める山林こそ、うきは創生の源泉だと確信します。
世界は今、エスディージーズ（ ）、そして気候変動を抑制する脱炭素（カーボンニュー
トラル）への取り組みが台頭しています。そして急速に進展する「デジタル化」とともに若者が
目指す近未来が、このまちの発信源として期待されています。
食料の海外依存（自給率38％）を脱却する食料安保、みどりの食料システム戦略等々、
政府は農業の憲法である「食料・農業・農村基本法」の構造改革に着手しています。このような
動きを踏まえ、うきは市政と我々議会が取り組む共通の命題は、「次世代に継ぐ、生き残りをか
けた・うきは創生」にあると考えています。
若者に伝えたい。うきはの魅力は「水と緑、そして穏やかな民土」にあり、そして今、衰退す
る「農業・林業」にこそチャンスがあると…。

次世代に継ぐ、生き残りをかけた「うきは創生」
うきは市議会 議長 江藤 芳光
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２月12日（日）

◆チーム編成
中学生以上の 人 組を チーム
【年齢は令和 年 月 日現在】
〇ジュニアの部
（合計年齢が 歳以下）
〇一般の部
（合計年齢が 歳～ 歳）
〇シニアの部
（合計年齢が 歳以上）
〇女子の部
（チーム全員女性）

【駅伝の部】

◆スケジュール
～受付⇒ ～開会式
（大石小学校体育館）
～スタート
（大石小学校敷地内）
頃ゴール・閉会式
（スポーツアイランド）

◆表彰 総合優勝（ チーム）／各部門３位まで表彰／区間賞（男・女）／参加賞

スタート 第 中継所 第 中継所

第 中継所 第 中継所 ゴール

◆注意事項
・ゼッケンは教育委員会で準備します。
・原則としてオープン参加は認めません。
・雨天時（大雨、大雪時）は中止とし、中止の際は当日に防災無線でお知らせします。
・伴走及びこれに類する行為は危険なため一切禁止します。

●申込方法
うきは市ホームページから入力フォームで申込いただくか、または、指定の申込様式を
ダウンロードしていただき、るり色ふるさと館の窓口でお渡しいたします。なお、申込
チラシの全戸配布は行いませんのでご了承ください。《申込期間：1月4日（水）～1月20日（金）》

●代表者会議（駅伝参加チーム）について
日程 月 日（水） ～
会場 るり色ふるさと館 階ホール ※チームの代表者は必ず出席すること

１区 ２区 ３区 ４区 ５区 計

男

女

◆大石小学校～スポーツアイランドまでの５区間

生涯学習課スポーツ文化振興係 ☎

第 回 うきは市民ロードレース大会参加者募集

◆部門 駅伝の部、小学生マラソンの部

◆申込期間１月 日（水）～ 日（金）

●申込場所るり色ふるさと館☎
うきは市民ホール☎
（かわせみホール）

広報 うきは　2023 （令和５年）.１.１4



参加費
無料

【小学生マラソンの部】

❶本部
❷救護室
❸着順カード記入台

◆スケジュール
～受付
（多目的グラウンド東側本部テント）
～開会式
～ 年生から順次スタート

※競技終了後随時解散

会場：スポーツアイランド

※予定時間が過ぎても受付をされていなかった
場合、参加出来ないこともありますので、
なるべくお早めにご来場ください。

◆表彰 各学年男女 位まで表彰

小学生マラソンの参加申込書は１月上旬に各小学校の ・ ・ 年生へ
配布いたします。

●申込方法・期間
右記 コード、または下記 からの
応募フォームからお申し込みください。

▲昨年の「広報うきは表紙」

新型コロナウイルス感染状況により
急遽中止する場合があります。

観光会館「土蔵」 ☎

第 回筑後吉井おひなさまめぐり「はじめてのおひなさま 大集合」

～「雛人形と一緒に記念写真」撮影会～

おひなさまめぐり実行委員会では、初節句を迎えるお子様をお雛様と
一緒に写真撮影を行い、お祝いをする｢はじめてのおひなさま大集合｣を、
万全なコロナ対策を講じた上で開催します。

毎年大好評をいただいています。多数の応募をお待ちしています。

お祝い内容

①集合写真を撮影し｢広報うきは｣の表紙に掲載
②個人写真を撮影し、写真と記念品をプレゼント

日時 月 日（火） ～

集合場所 観光会館「土蔵」（吉井町 ）

対象者 今年、初節句を迎える女の子（限定 組、抽選）

※お子さまは着物姿でお越しください。
着物を準備できない場合はご相談ください。

お申し込みは 月 日（金）まで

※イベントの詳細については応募フォームの
留意事項でご確認ください。
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福岡県介護保険広域連合うきは・大刀洗支部介護認定調査員の募集

令和5年度採用 うきは市会計年度任用職員を募集します

試験区分 募集受付期間 担当係 詳細

生涯学習課 ☎ ／うきは市立図書館☎

社会教育指導員
地域活動指導員

月 日（金）～ 月 日（金） 社会教育係

文化ホール従事者 月 日（金）～ 月 日（火） スポーツ文化振興係

文化財専門員
文化財整理作業員
資料館管理者
（吉井･浮羽歴史民俗資料館、
金子文夫資料展示館）

月 日（金）～ 月 日（金） 文化財保護係

図書館司書
図書館職員（補助）

月 日（金）～ 月 日（火） 図書係

福祉事務所 ☎

児童福祉専門員
保育士
看護師
代替給食調理員･代替保育士

月 日（水）～ 月 日（月）

保育所係

家庭児童相談員
子育て支援センター
子ども交流室
・センター長（保育士）
・職員（保育士）
・代替保育士

子育て支援係

面接相談員 保護係

保健課 ☎

地域支援事業関係業務
・社会福祉士
※社会福祉士に準ずる者
を含む

月 日（水）～ 月 日（火） 介護・高齢者支援係

任用期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日
※能力に応じて、再度の任用をすることができます（上限あり）

※勤務条件や試験の詳細については、上記 コードを読み取り、うきは市ホームページを
ご覧ください。

福岡県介護保険広域連合うきは・大刀洗支部では、訪問調査に従事する介護認定調査員
（会計年度任用職員）を次のとおり募集します。

任用期間 令和５年４月１日～令和 年 月 日（勤務成績により再度任用する場合があります）

応募期限等 １月４日（水）～１月25日（水） ～ （土・日・祝日除く）

※勤務条件や試験の詳細については、市ホームページをご覧ください。

福岡県介護保険広域連合うきは・大刀洗支部総務係　☎74-5355
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社会保険料控除証明書の送付

昨年度給与支払報告書を提出いただいた事業所を中心に、｢給与支払報告書及び普通徴収
申請書｣を昨年 月に発送いたしました。
給与支払報告書は住民税等の課税の根拠となる重要な書類となりますので、うきは市在住

（令和 年 月 日時点）の方の給与支払報告書（総括表）及び個人別明細書を正しく記入
のうえ 月 日（火）までに必ず提出いただきますようお願いします。

退職等で特別徴収できない人の分は総括表と
併せて｢普通徴収申請書｣を提出してください。

｢普通徴収申請書｣の提出がない場合は、特別
徴収になりますのでご注意ください。
（一部除く）

うきは市においては給与支払報告書の提出は、
一人につき１枚だけご提出ください。

～給与支払報告書等の電子申告による提出について～

うきは市では、給与支払報告書や異動届出書の提出など、特別徴収等に係る手続きにつきま

して、自宅やオフィス、税理士事務所等のパソコンから、インターネットを通じて簡単に行う

ことができる電子申告（ ：エルタックス）サービスを行っています。複数の市区町村

に申告する場合、作成した申告書をそれぞれの窓口へ提出する必要がありますが、 に

よる電子申告では、複数の市区町村への申告書を一度に送信できます。

ご利用の手続きにつきましては、 ホームページ（ ）を

ご参照ください。（注）個人の方の市（県）民税の申告には対応していません。

●問合せ 税務課住民税係☎

国民健康保険税納付証明書
令和 年に納付された国民健康保険税の納付証明書を納税義務者宛てに、 月中旬に郵送
します。

後期高齢者医療保険料の納付証明書
令和 年中の後期高齢者医療保険料の納付証明書を 月下旬に郵送します。
郵送するのは、保険料を納付書または、口座振替で納付した人（普通徴収）です。

※年金天引き（特別徴収）のみの人は、令和 年分公的年金等の源泉徴収票に記載されて
いますので、郵送しません。

納付証明書は確定申告・市県民税申告の際に社会保険料控除（１名のみ控除適用可）
として申告することができます。

●問合せ 市民生活課国保・年金係☎

税務課住民税係 ☎

～事業主のみなさまへ～ 令和 年分 給与支払報告書提出のお願い
※

イ
メ
ー
ジ
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市県民税の申告が必要な人
令和 年 月 日現在、うきは市に住所を有する人で、次に該当する人

１．営業･農業･不動産･配当･雑･一時･譲渡などの収入がある人で、所得税の確定申告が不要な人

２．給与所得者（パート・アルバイト等の収入を含む）で
●勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない人
●給与以外の所得が 万円以下の人（給与以外の所得が 万円以下のときは確定申告の
必要はありませんが、市県民税の申告は必要となります。）
●２か所以上の事業所から給与を受けている人
●年の中途で就職、退職した人で年末調整をしていない人

３．令和 年中に収入がなく、同居の家族の扶養親族になっていない人
（「所得がない」という内容で申告していただく必要があります。）

４．遺族年金や障害年金、失業保険などの非課税収入のみの人

※ただし、下記に該当する人は申告を行う必要がありません。

◆所得税の確定申告を行う人

◆令和 年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から市へ｢給与支払報告書｣が提出されている人

◆令和 年中の所得が公的年金等のみで、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・寄付金
控除等の控除がない人

市県民税の申告は忘れずに

申告をしていないと、児童手当や児童扶養手当、保育園などの入園申請などに必要な所得課税
（非課税）証明書等の発行ができません。
また、国民健康保険税等の正しい算定が行えず、軽減措置が受けられません。

申告に必要なもの
１．令和 年度市県民税申告書
２．所得の計算に必要な書類
（１）給与・年金所得者・・・・・・源泉徴収票、給与明細書又は事業主の支払証明書
（２）給与・年金所得者以外・・・・営業、農業、不動産所得の人は収支内訳書
３．所得控除を受けられる場合は、それらの支払証明書、領収書等は申告書に添付し、医療費は
明細書を作成すること

申告書の提出
１．提出先 ●うきは市役所 税務課住民税係

（郵送の場合）〒 うきは市役所 税務課住民税係宛
●浮羽市民課（うきは市民センター２階）

２．提出期限 月 日（水）

申告書の郵送について
令和 年度の課税状況などを参考に、申告が必要と思われる人に「令和 年度市県民税申告書
兼国民健康保険税申告書（以下：市県民税申告書）」を１月中旬に郵送します。
※令和 年度の課税状況などを参考にしているため、ご自宅に市県民税申告書の郵送がない人で
も申告が必要な場合があります。下記事項を参考に該当する人は申告を行ってください。

令和 年度（令和 年中の所得分）市県民税申告のお知らせ
税務課住民税係 ☎
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月 日（木）～ 月 日（水）
～ （土日及び祝日を除く）※受付は から

会場：うきは市役所 階大会議室 ※受付はうきは市役所 階ロビー

【分離課税】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
【専門的知識が必要なもの】仮想通貨の取引、先物の取引など
【住宅借入金等特別控除】 年目で複雑なもの

確定申告をスマホ申告でしてみませんか！
令和 年分の確定申告について、スマートフォンを利用した
申告説明会兼申告会を久留米税務署と合同開催します。

●問合せ 税務課住民税係 ☎
久留米税務署個人課税部門 ☎

（自動音声案内に従い｢２｣を選択してください。）

スマホ申告は、案内画面に従って金額等を入力すれば、税額等が自動で計算され、計算誤り
のない確定申告書が作成できます。また、税務署や市役所等にお越しいただくことなく、マイ
ナンバー方式又はＩＤ・パスワード方式による送信が可能です。

税務課住民税係 ☎

税の申告が始まります 所得税確定申告ならびに市県民税申告

※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。

※青色申告、消費税申告は今までどおり受け付けできませんので、税務署等での申告をお願いします。

開催日時 月 日（月） ～
※事前準備が必要ですので、 ： ごろまでにはお越しください。

開催場所 るり色ふるさと館 階 研修室４・５（うきは市吉井町 番地 ）

対象者 給与、年金収入の方
株式等の譲渡所得・配当所得のある方

必要なもの
①スマートフォン ②マイナンバーカード、利用者識別番号のわかるもの
③ＩＤ・パスワード（税務署で過去に発行されたもの）のわかるもの
④令和４年分給与もしくは公的年金の源泉徴収票
⑤申告に必要な控除証明書等
・医療費控除を受けられる方は領収書等から作成した「医療費の明細書」
・ふるさと納税の証明書等

⑥上場株式の特定口座年間取引報告書（令和３年分の申告で譲渡損失額の
繰越をされた方は、申告書付表の控えなど各年の繰越額がわかるもの）
⑦（還付申告の場合）申告された方の還付先口座番号がわかるもの

※参加希望の方は事前予約となります。予約は右記ＱＲコードよりお願いします。

※②③はいずれかひとつご持参ください。

※⑤⑥⑦は申告内容に応じて必要。ご不明な際はお問い合わせください。
※今回マイナンバーカードをお持ちでない方でも、税務署職員が運転免許証
などで本人確認を行い、スマホ申告用のＩＤ・パスワードを発行すること
ができます。
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市民生活課国保・年金係 ☎

２０歳になったら国民年金

税務課資産税係 ☎

令和５年１月から軽ＪＮＫＳが始まります

令和 年 月から、軽自動車の継続検査（車検）を受ける場合、軽 （軽自動車税納付確認
システム）で納付確認を行うことにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になり
ます。
納付情報については、軽自動車検査協会がオンラインにより

確認します。ただし、二輪の小型自動車は軽 の対象外です。
以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

●納付したばかりのため、軽ＪＮＫＳに納付情報が登録されていない

●中古車の購入直後

●他の市区町村へ引っ越した直後

●対象車両に過去の未納がある

車体課税について（ ）
地方税共同機構ホームページ

税務課資産税係 ☎

令和５年度から税目ごとに口座振替ができるようになります

令和 年度までは集合税方式でしたので、市県民税（住民税）・国民健康保険税・固定資産
税の 税は「集合税」として一つの口座からしか振替できませんでした。
令和 年度からは、 税を単独で納めていただく単税方式へ変更（単税化）となりますので、

税目ごとに振替口座を設定できるようになります。
令和 年 月 日から新規口座振替の受付を開始しますが、現在登録の口座のまま振替を
継続する場合は、申込不要です。
新規口座振替の詳しい申込方法については、 月 日号広報で改めてご案内いたします。

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障がいが残ったとき、家計を支える人が亡く
なったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金は、 歳以上 歳未満の方は加入することが義務付けられています。

１老齢年金 老後を支えます

２障害年金 病気や事故で障がいの状態になったときに支えます

３遺族年金 加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます

学生で本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の支払いが猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外の日本分校に在学する方です。

歳未満で本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の支払いが猶予される制度です。

保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合があります。
また、保険料には学生納付特例制度、納付猶予制度の他、免除制度があります。
ご利用の場合は、申請が必要となります。

国民年金のポイント

出典：地方税共同機構

学生納付特例制度

納付猶予制度（学生以外）
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医療機関、薬局で支払った１カ月の医療費の合計額が一定額（自己負担限度額）を超えている
場合は、高額療養費として請求ができます。
自己負担限度額については、年齢等により取扱いが異なります。また、加入されている保険者

で請求方法等が違いますので、各保険者にご確認ください。
※治療を受けた日の翌月の１日から２年を経過すると、時効となり払い戻しができませんので
ご注意下さい。

※確定申告で医療費控除を申請される方は、申告前の確認をお勧めします。

歳未満の方の区分

区分 １ヶ月の自己負担限度額 多数該当
（４回目以降）

上位所得【ア】 円＋（総医療費－ 円）×１％ 円

上位所得【イ】 円＋（総医療費－ 円）×１％ 円

一般 【ウ】 円＋（総医療費－ 円）×１％ 円

一般 【エ】 円 円

低所得 【オ】 円 円

歳以上 歳未満の方の区分

区分
１ヶ月の自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得

Ⅲ 円＋（総医療費－ 円）×１％
《多数該当： 円》

Ⅱ 円＋（総医療費－ 円）×１％
《多数該当： 円》

Ⅰ 円＋（総医療費－ 円）×１％
《多数該当： 円》

一般 円
円

《多数該当： 円》

低所得
Ⅱ

円
円

Ⅰ 円

●医療の適正化にご協力ください ～保険証は正しく使いましょう～

社会保険等加入や転出などにより国民健康保険の資格を喪失する場合は、国民健康保険証は
市役所窓口へご返却ください。また、その旨医療機関等にお申し出ください。
国民健康保険証を提示し医療機関等で診療等を受けた日が、社会保険等加入日以降の場合は、

国民健康保険が給付した医療費を返還していただくことになります。

市民生活課国保・年金係 ☎

高額療養費の請求はお済みですか？

福祉事務所子育て支援係 ☎

子育て世帯生活支援特別給付金事業

●ひとり親世帯分（ 月 日号掲載）
●その他の子育て世帯分（ 月 日号掲載）
●学生等世帯分（ 月 日号掲載）
●住民税均等割のみ課税世帯分（ 月 日号掲載）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する
低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の
支援を行うために、給付金を支給しています。
給付金の種類は４種類です。 それぞれの給付金は重複して支給を

受けることはできません。
申請期限は令和 年 月 日です。
各号をご確認のうえ、お早めに申請
をしてください。
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市民生活課国保・年金係 ☎

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
令和 年度の保険料（税）減免の申請期限が迫っています！

コミュニティ助成事業（宝くじの助成事業）で活動用備品を整備
市民協働推進課コミュニティ支援係 ☎

コミュニティ助成事業とは、地域活動の健全な
発展を目的として、（一財）自治総合センターが、
宝くじの社会貢献広報事業として実施しています。
右記のとおり、吉井地区ではロビーチェア等の

備品の整備がなされ、今後の地域住民の交流や活
動などに活用されます。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少が見込まれる方は、国民健康保険税、後期
高齢者保険料、介護保険料が減免できる場合があります。

●問合せ市民生活課国保・年金係 ☎ ／保健課 介護・高齢者支援係 ☎
税務課住民税係 ☎

減免の対象となる期間
令和 年度の保険料（税）のうち、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間に
納期限が設定されているもの

申請期限
（１）国民健康保険税･････令和 年 月 日（金）まで

（２）後期高齢者保険料･･･令和 年 月 日（金）まで

（３）介護保険料･････････令和 年 月 日（金）まで

※申請期限を過ぎた場合は、免除申請を受付けることができません。

必ず期日までに申請してください。（郵送の場合は必着）

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により

補填されるべき金額を控除した額）が令和 年の事業収入等の額の 分の 以上であること

イ 世帯の主たる生計維持者の令和 年の合計所得金額が 万円以下であること

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和 年

の所得の合計額が 万円以下であること

減免となる要件（新型コロナウイルス感染症の影響によるものに限る）
①主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」と
いう。）の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯

※介護保険料の減免はイの要件はありませんので、アとウの両方に該当する世帯となります。

※申請に必要な書類や減免額の割合の詳細などは市ホームページをご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。
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市民協働推進課消防防災係 ☎
うきは防災だより

文化財防火デーに伴う防災訓練開催について
生涯学習課文化財保護係 ☎

文化財防火デーは、昭和 年 月 日に法隆寺金銅壁画が焼損したことにより、この日を文化財防

火デーと定め、全国的に文化財防火運動を展開し、文化財愛護に関する意識の高揚を図ることを目的と

しています。うきは市におきましても下記の内容で、防災訓練を開催いたします。

浮羽消防署より、消火器による初期消火訓練も行いますので、是非ご来場ください。

■期日：１月２９日（日） （※小雨・降雪決行）

■時間： ～ 時間程度

■場所：吉井歴史民俗資料館（うきは市吉井町 ）

■内容：火災を発見して、 番通報、避難誘導訓練、初期消火訓練

※消防車両が赤色回転灯を点灯して出動しますので、本当の火災と

お間違えの無いようにお知らせします。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
自然災害が比較的に少ない今の季節、「防災への取り組み」の再スタートの時です。
無理なく計画的に備えを共に致しましょう。

○乾燥しやすい時期（１１月～３月頃）
・夏場＝高温＝空気中の水分量が増加
・冬場＝低温＝空気中の水分量が少ない

・ 火事で恐ろしいのは、火炎より『煙』です。
・ 火災で亡くなる原因は、火傷よりも煙による「一酸化炭素
中毒」や「窒息」が少なくありません。

お出かけは マスク戸締り 火の用心
「 全国統一防火標語」

冬期に起こりやすい自然災害
それは乾燥による火災です。

防災クイズ 火事で家の中に煙が充満しています。避難の要領で適切なものはどれでしょう。
①危険なので急いで逃げる ②大切なものを持って逃げる ③姿勢を低くして避難する。

答え ③
高い位置にある煙は濃度が濃く高温で危険です。低い位置にある煙は濃度が薄いため比較的安全です。
状況により、濡れたタオルやハンカチを鼻や口に当てて這うようにして早期の避難が大切です。

防災カフェ
日時 月 日（金） ～
場所 るり色ふるさと館

① 「火災について注意すること」
② 今の季節に行う防災行動は？
○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下さい。

協 力：浮羽消防署、うきは市消防団
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                                                                        企画財政課契約管財係　☎73-9152

令和５年度入札参加資格審査申請（指名願い）の受付を行います。 

「食」に親しむ食育事業 
保健課食育・健康対策係　☎75-4960

　　市では、食育事業の一環として市内の保育所・保育園・幼稚園の年長児を対象に、食に親しみなが
ら食への知識を深めるため、年間を通して園児の食育体験事業を実施しています。 
　　今回はJAにじの協力により、にじの耳納の里横の畑で、さつまいもと里いも堀り、大根とニンニクの
植えつけ体験を行いました。この収穫体験をとおして、土と自然に触れ合い地元の安心・安全な食材と
食に対する知識を深めました。 

受付期間：２月１日～２月２８日（土日祝日を除く） ※２月２８日以降も随時受付可。 
有効期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
受付場所：うきは市役所２階　企画財政課契約管財係（郵送または持参） 
対　　　 象：市内事業者

詳しくは、うきは市HPをご確認ください。 
※市外事業者の方（令和４・５年度）は随時受付中

                                                                        企画財政課企画調整係　☎73-9152
本田工業株式会社様よりうきは市へ寄付をいただきました。 
 
　　本田工業株式会社（うきは市吉井町生葉）様より、災害復旧や新型コロナウイルス感染症対策等に
活用してほしいとうきは市へ250万円の寄付を頂きました。 
　　同社は、昭和２８年に創業し、令和４年３月で創業７０周年を迎えられました。セメント瓦の製造から
始まりコンクリート二次製品・生コンクリート製造を主とし、道路用製品や農業用品の製造から、現在では
河川用製品、擁壁類及びOEMによる特殊製品の製造も行っており、永きにわたり地域インフラの整備、
促進に貢献されております。頂いた寄付は、災害復旧やコロナ感染症対策等へ大切に活用させていた
だきます。 

                                                                        保健課介護・高齢者支援係　☎75-4105
福岡県介護保険広域連合からのお知らせ  
 

令和６年度から令和８年度までを計画期間とする第９期介護保険事業計画の策定に当たり、介護保険
事業計画策定委員会を開催します。委員会では、広く住民の意見を計画に反映させるため、保健・医療・
福祉等の各分野の委員とともに参画できる住民代表の委員を公募します。 

募集期間：２月１日（水）～２月２８日（火） 

詳細は、福岡県介護保険広域連合のホームページをご覧いただくか、下記までご連絡ください。 
問合せ　　福岡県介護保険広域連合　事業課事業推進係　☎092-981-9076

10月20日 千年保育園 １１月1日　千草保育園 １０月２１日 うきは幸輪保育園 １０月19日　いずみ保育園 
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令和４年度うきは創業塾　開講のお知らせ！！ 
                                                                       うきはブランド推進課商工振興係　☎76-9095

「かわはらさんち」交流会のご案内　～家族介護交流・リフレッシュ事業～
保健課介護・高齢者支援係　☎75-4105

　　うきは市商工会では、｢夢を実現したい！｣、｢空いた時間を有効に活用したい｣、｢セカンドキャリアとして
創業したい｣など創業への想いをカタチにするための学びの場を開催します。 

　　市では、家族で介護をする方々の交流会を実施しています。参加される方は市内に居住する方を介護
しているご家庭の方ならどなたでも構いません。交流会で日常生活の出来事や何気ない疑問をお話し
しませんか。
　　理学療法士、管理栄養士、看護師といった専門職も参加します。ご家族揃っての参加もできますので、
お気軽にご参加ください。 

■開催日時：　2月5日（日）、2月12日（日）、2月19日（日） 

　　　　　　　　　　　　10：00～17：00（最終日のみ16：00） 

■開催場所：　うきは市民センター別館（U-BiC）　 

■受講料：　2,000円 

■講義内容：　経営、財務、労務、販路開拓、創業体験談、POP作成、創業計画書作成 

■講師：　ユアブレイン・オフィス（千葉　真弓 氏）、内村明子商業施設コンサルタント（内村　明子 氏）、

　　　　　　　　日本政策金融公庫久留米支店、うきは市 

■定員：　先着10名（少人数制で手厚くサポートします） 

■修了者：　①全講義受講者には終了証を交付します。 

　　　　　　　　　　②セミナー終了者はうきは市創業奨励金に申請することができます。 

　　　　　　　　　　③創業実現まで商工会がサポートいたします。 

●問合せ：　うきは市商工会　経営支援指導課　　☎77-2239 

　　　　　　　　　　mail：ukihashi@shokokai.ne.jp　／　HP：http：//ukiha-sho.com 

日 時間 場所 主な内容　 参加費・定員

第3回
1/17（火） 

10:00～
12:00 

つどいの場 
「かわはらさんち」 
吉井町1097-1

●10:00～11:45  交流会 
※個別相談の希望がある方は
　　合間に専門職が対応します 

●11:45～12:00  体ほぐし運動 

参加費：無料 
定　　員：15名程度

　　今年度、全4回の実施を計画しており、第1、2回は
御幸地区にて実施しました。
　　次回4回目を3月7日（火）に計画しています。期日が
近づきましたら広報うきはにて募集予定です。 
※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。 
※お車で来られる方は、右記の土蔵（くら）の駐車場を
ご利用ください。 
締切：1月12日（木） 

南新川

土 蔵

居蔵の館 かわはら
さんち

駐車場 N
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政治家の寄附は禁止（贈らない）！政治家の寄附を求めない！受け取らない！

「三ない運動（贈らない、求めない、受け取らない）」は、きれいな政治、お金のかからない政治
の実現、選挙の公正の確保を目指しています。政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもち
ろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄附は禁止！有権者が政治家に寄附を求めることも禁止！

政治家の寄附禁止の対象例
◆お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
◆結婚祝※1）、香典※1）、卒業祝、入学祝など
◆お歳暮・お年賀など
◆落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
※1）政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合

には、罰則が適用されない場合があります。

※次の行為が禁止されています
【平時より禁止されるもの】
◆政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をす

ることは、その時期や名義のいかんに関わらず、
罰則をもって禁止されています。また、政治家
以外の者が政治家名義の寄附をすることも
罰則をもって禁止されています。
◆政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求を

することも禁止されています。政治家を威迫し
て、あるいは政治家の当選または被選挙権を失
わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されて
おり、威迫して求めると処罰されます。
◆政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、

選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表
示したり、氏名が類推されるような方法で寄附
をすることは禁止されており、選挙に関し
て寄附をすると処罰されます。
◆政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選

挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的
により行われる行事や事業に関する寄附以外の
寄附をすると、その時期や名義のいかんに
関わらず処罰されます。

うきは市選挙管理委員会事務局 ☎

「三ない運動」をご存じですか？

【選挙に関して行うことが禁止されるもの】
◆政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推さ

れるような名称が表示されている団体が、選挙
に関し、選挙区内にある者に対して寄附をする
ことは、名義のいかんに関わらず、罰則をもっ
て禁止されています。
◆請負等の契約の当事者の寄附の禁止
国、地方公共団体と請負その他特別の利益を

伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄
附をすることや、これらの者からそれぞれの選
挙に関して寄附を受けることは、罰則をもって
禁止されています。

【その他、禁止されている行為】
◆政治家が選挙区内にある者に対して、答礼の
ための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見
舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出す
ことは禁止されています。
◆政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援
会）が、選挙区内にある者に対して、主として
挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テ
レビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処
罰されます。
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うきはブランド推進課ブランド戦略係 ☎

再生工房 耳納ねっと！ ☎

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当の支給期間が
令和５年 月 日まで延長

市民生活課国保・年金係 ☎

調理用ロケットストーブ製作教室

日時 月 日（土） ～ 頃
場所 再生工房（耳納クリーンステーション南側）
材料代 円
定員 名（先着順）
持参物 軍手・エプロン
※作業しやすく暖かい服装でお願いします。

ロケットストーブは非常に燃焼効率が良く、木材の切れ端や枯れ枝を燃料にお湯を沸かしたり
調理をすることが出来ます。
屋外活動や非常時の調理／暖房器具としても力を発揮します。
燃料高騰の昨今では、身近な木質バイオマスを利用した代替エネルギーとして活躍します。
この講座ではオイル缶と煙突を材料にロケットストーブを組み立ててその原理と使い方を紹介します。

耳納ねっと！の料理教室
再生工房 耳納ねっと！ ☎

耳納ねっと！では、料理教室を開催しています。 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。

･「柚子を使った料理」 月 日（金） ～
･「温かいにゅう麺」 月 日（金） ～

うきはのばあちゃんに教わる季節料理～春～

開催日 月 日（土）

時間 １０： ～１ ：

場所 御幸コミュニティーセンター

定員 先着２０名

参加費 円／ 人

給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者（個人事業主は対象外）が、新型コロナ
ウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合、療養のために
仕事を休み給与が支給されなくなった期間に対して傷病手当金が支給されます。
申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。対象者や支給額の詳細については、
市のホームページに掲載していますのでご確認いただき、申請される際は、事前にお電話で
お問い合わせください。
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市立図書館
開館時間＝ ～ （金曜は まで）

※3階施設は ～ （大会議室等利用は要申込）
月の 階休館日

～ 日、 日、 日、 日、 日（館内整理日）、 日

〈一般図書〉
●｢川のほとりに立つ者は｣

寺地 はるな／著
●｢月の立つ林で｣

青山 美智子／著
〈児童図書〉

●｢ずかん単位｣

清水 洋美／文

●｢おいらとぼく｣

長田 真作／作

●｢ことばとふたり｣

ジョン・エガード／ぶん

今月のおすすめ

《子ども向け》･･･第２･第４日曜日

月 日「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 三巻／お稲荷せんべい｣

月 日 「うっかりペネロペ みんなともだち編」

《大人向け》･･･第３･第５日曜日

月 日「老後の資金がありません｣

月 日「君がいる、いた、そんな時。｣

★一般図書★
●｢機械仕掛けの太陽｣

知念 実希人／著

★児童図書★
●｢きょうりゅうかくれんぼ｣

アレックス・ラティマー／作
年、世界は一変

した。大学病院の勤務
医、女性看護師、町医
者…。未知のウイルス
と最前線で戦う医療従
事者たちが直面する、
混乱、絶望、そして希
望を描く感動の物語。

やっほー こんにちは。
ぼくの名前はアンキ
サウルス。これから
一緒に遊ぼうよ。何
をするかって それは
ね、きょうりゅうか
くれんぼ 小さな恐竜
アンキサウルスと一
緒に、かくれた恐竜
たちを探しにいこう。

★その他おすすめ★

月 日（月）健診受付 ～
対象 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（ 階おはなしコーナー）
第 ～ 週土曜日 ～ 約 分間
月の日程＝ 日、 日、 日、 日
対 象：幼児～小学生

月 日（火） ～ 約 分間
対 象： 歳～ 歳 の乳幼児と保護者

おひざだっこのおはなし会
（ 階おはなしコーナー）

今月の映画館（ 階小ホール）
第２～５週（日曜日） ～

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：「冬の過ごし方」
～冬を楽しむ１冊、読んでみませんか？～

★児童室：「お正月」
～新しい年をお祝いしよう！～

うきは市立図書館公式ホームページ

蔵書点検のお知らせ

「ブックリサイクル」
《一般・児童・雑誌類》
月 日（土）～ 日（木） ～
市立図書館 階オープンギャラリー
※状況により冊数の制限、人数や時間の制限予定
※ から事前受付開始。

《第 部》
１月 日（土）～ 日（木） ～
市立図書館 階ロビー

「読み聞かせ講座～中級編～」
月 日（日） ～
市立図書館 階 小会議室
定員： 名
講師：白根恵子さん
（佐賀女子短期大学名誉教授）

申込：電話または図書館カウンター

月に開催した読み聞かせ講座の第２弾です。
子どもに対する読み聞かせ、親子の触れ合い方
の参考になりますので気軽にご参加ください。

月 日（火）～ 月 日（金）まで蔵書
点検のため休館させていただきます。蔵書点
検とは市立図書館に置いてある全ての本を
チェックする期間です。市内の返却ポストは
利用できますので一部の資料を除いて、返却
はそちらをご利用ください。

「野菜づくり教室～春･夏野菜編～」
月 ８日（土） ～
市立図書館 階 大会議室
定員 名
講師：佐藤圭さん（農文協）
申込：電話または図書館カウンター

９月の秋･冬野菜編に続き、今回は春･夏野菜
編です。

無料

無料
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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

　私は沖縄で生まれ育ったのですが、

仕事の関係で 11年前に当地区に移住し

てきました。この地で妻と出会い、仕事を続けていましたが、うきは市に

は沖縄料理の店が少ないと感じていました。私は沖縄で飲食店の経験があ

り、妻からの後押しもきっかけとなり、飲食店の開業を決意しました。　

　令和２年の 11月に起業したのですが、実際に「まーさん食堂」をオー

プンしたのは令和３年の１月です。新型コロナウイルスの影響により、オー

プンするまでに時間がかかりました。現在、７種類の沖縄そばと私の出身

地である沖縄県金武町のタコライスが看板メニューとなっています。

Q.御社のこだわりを教えてください　

　本場の沖縄料理は、うきは市では当店でしか食べることができません。

食材にもこだわっており、地元沖縄の食材をふんだんに使っているので、

うきは市にいながら沖縄を感じることができます。老若男女問わず、幅広

い年齢層に向けて、おいしい料理を提供しています。また、安くてお腹一

杯食べられるので、うきは市の会社員やスポーツ選手などから人気です。 

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　

　たくさんの方にお店を知ってもらい、まずは店舗の経営を安定させたい

です。そして、新たな店舗を展開していこうと考えています。２号店をオー

プンするとしたら、久留米市に出店したいと考えています。最終的な目標

としては、福岡市内に出店することです。

Q.中小企業の強みはどんなことだと思いますか

　チャレンジしたいことがあったら、すぐに行動を起こすことができます。

どのくらい仕入れをするか、どのくらい仕込みをするかなどを自分の裁量

で調整できるところも飲食店の強みだと思います。また、お客様の要望に

も柔軟に対応できるので、遅くとも翌日には改善事項を取り入れることが

できます。

Q.学生に伝えたいことはありますか

　まずは、将来の目標を決めましょう。学生の進む道は幅広く迷うことも

あると思いますが、目標を掲げてみてください。目標を掲げることにより、

自分のやりたいことが明確になり、自分の進むべき方向性が定まると思い

ます。それと、ぜひ、「まーさん食堂」に食べに来てください。

Q.うきは市の皆さんに伝えたいことはありますか

　当店は、お客様にお腹一杯と言ってもらえる沖縄料理店で、お客様から

リクエストがあれば、三線の演奏なども行っています。沖縄料理が好きな

方や食べたことのない方、コロナの影響等で旅行に行けてない方も、ぜひ

一度来ていただいて、沖縄料理店の雰囲気や料理を味わって欲しいです。

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

まーさん食堂
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★
　今回の取材で、経営者の苦労や葛藤を学ぶことができました。経済学部生
として参考になることばかりでした。自分のこれからの進路に向かって見
つめ直す良い機会になったと思いました。　( 吉川 )
　今回は、沖縄に行ったこともなく、沖縄料理を食べたことがない中での
取材でした。実際に沖縄料理を振る舞っていただき、味や雰囲気を感じるこ
とができました。仲村さんがおっしゃった後悔しない人生を
送ってくださいとの言葉が印象的でした。　( 白濱 )
　このコロナ渦でうきは市に沖縄料理店を開くという試み
に感動しました。仲村さんはとても明るく親しみやすい方で
した。私も目標を掲げ、常に挑戦し続けることができるよう
になりたいです。　（星野） 

 
 

久留米大学3年
白濱　生成

久留米大学3年
町田　俊介

久留米大学3年
吉川　尚輝

会社名　まーさん食堂

所在地　うきは市吉井町 1416-1　　

電　話　0943 -75 -3533

ＦＡＸ 0943 -75 -3533

ＨＰ　ht t p s : / / www . i n s t a g r am . c om /ma a s a n s h o k u d o /

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

まーさん食堂
店主

     仲村　良一さん
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うきは産「あまおう」いちごを
使った新スイーツが登場！ うきは×昭和学園のコラボ商品完成！

道守うきはネットワーク

日田市の昭和学園高等学校とうきは市地
域おこし協力隊の共同で、うきはの規格外
フルーツの活用方法を考え、５つの加工品
を作りました。ラベルは製菓学科の生徒が
デザインし、学園祭で販売、完売すること
ができました。また、調理学科は天領祭り
で追加販売を行いました。今後も様々な取
り組みを予定しています。昭和学園高等学
校の生徒達の活動にご注目ください！

上段：調理学科 左より梨ポン酢、梨ドレッシング
下段：製菓学科 左より梨スプレッドジャム、巨峰
スプレッドバター、桃スプレッドバター

筑後信用金庫より図書をいた
だきました

筑後信用金庫から市内小学校 校に図書を寄
贈いただきました。
筑後信用金庫は地域との関わりを大切にし

ていきたいとの考えのもと、平成 年から筑
後地区の各小中学校に寄贈されており、今年
は「お金」に関する図書をいただきました。

うきは市の
企業パートナー
「ピエトロ」
（福岡市）が、
うきは産のあま
おうイチゴを使
用したスイーツ
メニューを開発
し、 月 日
から全国 店
舗のピエトロレ
ストランで提供
されています。
ピエトロでは、 年 月には福岡と東京

の３店舗限定でうきは産シャインマスカット
を使用したスイーツの提供を行ったところ、
大変好評をいただき、今回のいちごスイーツ
の開発に繋がりました。今回は九州の 店舗
に加え、関東・中部地方の店舗でも提供され
ており、全国でうきは産あまおうの旬のおい
しさを味わっていただけます。

（2023年3月末まで販売予定）

道守うきはネットワークが道守九州会議令
和 年度道守功労者として表彰されました。
同団体は、平成 年に発足し、よしいコスモ
ス街道実行委員会や久大生コン内環境美化委
員会などが国道 号バイパス沿道等の植樹
帯に花植え活動をするなど、道を愛し、道を
守り、楽しく道守活動を続けていることが評
価され表彰されました。

中央：道守うきはネットワーク 家永重信代表
左：道守うきはネットワーク 大鶴芳明氏
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うきは警察署年末年始
特別警戒活動出動式

「日本精工九州」
大規模工場の火災想定訓練

月 日、日本精工九州株式会社で大
規模火災を想定した訓練が関係機関合同
で行われ、日本精工九州 名、浮羽消
防署 名、うきは市消防団第 分団 名、
うきは警察署 名が参加しました。
訓練では、工場内での出火を想定し従

業員の避難誘導、はしご車からの放水、
要救助者の救出等を行い本番さながらの
訓練となりました。

月 日、 にじ耳納の里で巨瀬川幼
稚園の園児 名を一日警察署長に迎え、
うきは警察署年末年始特別警戒活動出動
式を実施しました。
出動式ではパトカー、白バイ等 台、

青パト、消防団車両等 台の計 台が出
動の掛け声とともに一斉に出発し、年末
年始における事件・事故の抑止を図り、
安全安心を確立するため街頭活動を更に
強化していく「年末年始特別警戒活動」
のスタートとなりました。 製品安全対策優良企業表彰

株式会社龍宮が製品安全対策優良企業表
彰「中小企業製造事業者・輸入事業者部門
で「技術総括・保安審議官賞」を受賞しま
した。
同社の製品に対する安全性の取り組み、

製品の流通経路を把握できるトレーサビリ
ティの導入などが評価され今回の受賞とな
りました。
また、今回の受賞を受けて、ルリーロ福

岡に対しパシーマフェイスタオル 枚を
寄贈しました。

三春団地に（株）九州イノアック
進出が決定

月 日、株式会社九州イノアックが浮羽
町三春にある工業団地（約 万 千㎡）の最後
の一区画に工場を新設することが決定し、立
地協定を結びました。
新工場は 年春に完成予定で、新規雇用

など地域経済の活性化が期待されます。

写真中央 （株）九州イノアック 飯田代表取締役社長

広報 うきは　2023 （令和５年）.１.１24



うきは市民の方は下記の半券に必要事項をご記入の上、受付掲示していただく事で、１世帯無料で
入場していただけます。当日は受付に設置してあるアンケートへの回答のご協力をお願いします。



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。

■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

危険物取扱者試験
◆受付期間
郵送： まで（消印有効）
電子申請： まで
◆試験日、試験種類、受験地

乙種第４類
【福岡地区】福岡女学院大学
【筑豊地区】福岡県立大学
全種類
【筑後地区】久留米大学御井学舎

全種類
【福岡地区】西南学院大学

九州産業大学
乙種第４類以外
【筑豊地区】福岡県立大学
◆受験料乙種 円
危険物取扱者試験準備講習会
「乙種第４類」
◆日時 ～
◆場所浮羽消防署 階会議室
◆講習科目①消防関係法規
②物理・化学③危険物の性質と
消火の方法
◆受講料
防災協会員・学生 円
その他 円
◆テキスト代
危険物取扱者必携（法令編）

円
〃 （実務編）

円
乙種第 類例題集 円
◆受付期間 ２ ３まで

～ （平日）
◆受付場所 浮羽消防署 警防
課（久留米市田主丸町鷹取

）
◆問合せ 浮羽地区防災協会事
務局（浮羽消防署内）
☎

臨時教員等登録制度
◆対象職種 講師（常勤・非常
勤）、養護教員、学校栄養職員、
学校事務職員
◆対象者 希望する校種・教科
の教員免許状を有する人（取得
見込も可、栄養職員は栄養士の
資格で可、事務職員は不要）
◆勤務場所 うきは市、久留米
市、朝倉市、朝倉郡、三井郡、
小郡市の公立小・中学校
※週数時間から勤務可能
●問合せ 北筑後教育事務所
☎

令和５年度福岡県立久留米聴覚
特別支援学校幼稚部入学者選考
◆対象者 聴覚に障がい（両耳
の聴力がおおむね 以上）
があり、次に該当する幼児
【入学】
令和 年 月 日から令和 年
月 日までに生まれた幼児
（ 歳児）
【編入学】
平成 年 月 日から令和 年
月 日までに生まれ、編入学を
希望する幼児
◆受付期間

（金）〜 （金）
～ （最終日は正午）

◆申込み
入学願書・調査書を本校へ持参
もしくは郵送
◆入学選考日時
月 （金） ～
◆合格発表
○申込み・問合せ
福岡県立久留米聴覚特別支援学
校（担当：田中雅子）
☎

「 番の日」に関するお知らせ
緊急時 あわてずあせらず 番
月 日は 番の日です。
番は、事件事故の緊急通報

専用電話です。
急を要しない相談ごとなどの
番は、 分 秒を争う緊急

の事件への対応を遅らせる原因
となります。
● 番は緊急電話
●相談ごとは
番の適正な利用をお願いします。

●問合せ うきは警察署
☎

うきは
・うきは市のイベントがわかる
・うきは市のお店の情報がわかる
・会員ポイントがたまる
・ポイントを貯めてプレゼントがもらえる
・会員限定の情報が来たり、
                      限定のイベントに参加できる

ファン

アプリ
会員大募集‼

クラブ

入会
無料

年会費
無料

特典
あり

市民のみなさんも
是非会員に

なってください！

うきは観光みらいづくり公社  TEL  0943-77-5611

有
料
広
告
欄
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有
料
広
告
欄

～ちくご路かわら版～

～小郡市～如意輪寺 火渡り
月 日（火）清影山 如意輪寺
●清影山 如意輪寺（かえる寺）☎

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。

■優良運転者被表彰の申請
◆受付期間 ～
◆受付場所浮羽地区交通安全協会
（うきは警察署内）
◆受賞資格①現に自動車を運転
し、 年以上継続して無事
故・無違反・無処分であること
②うきは市・田主丸町に居住し、
交通安全協会の会員であること
◆必要書類①優良運転者被表彰
申請書②自動車安全運転セン
ター発行の「無事故・無違反証
明書」 通
※上記書類は安全協会
問合せ 浮羽地区交通安全協会
☎

■シニアのための就業セミナー
◆対象者おおむね60歳以上で、
就労意欲のある方
◆日時 （木） ～
◆場所八女市立花市民センター
研修室

◆講師福岡県生涯現役チャレン
ジセンター統括専門相談員
◆内容仕事探し・就職活動のポ
イント、履歴書の作成、面接の
ポイント等
◆定員 名（要事前申込）
●申込み・問合せ 福岡県生涯
現役チャレンジセンター事務局
☎

■うきは市成年後見制度、市民
後見人普及・啓発講座
第 回「成年後見制度ってなに？～
空家問題・消費者被害～」

（水） ～
第 回「終活を見据えた対策！
相続と遺言、任意後見制度」

（水） ～
◆講師岩城法律事務所

弁護士岩城和代氏
◆会場うきは市総合福祉セン
ター 階大会議室
◆定員 名（市内在住在勤の方）
◆申込締切 （金）まで
●申込み・問合せ
うきは市社会福祉協議会
☎

ヒノキの枝が燃え落ちた後の灰の上を裸足で歩き、
一年の息災と幸福を祈る行事です。
※午前 時～初観音法要、午後 時～火渡り
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うきはっ子 おめでとう

まちの話題

千年小黒砂糖作り体験

月 日、千年小学校3年生が黒砂糖作りの

体験学習を行いました。

この取り組みは、昭和 年頃まで千年校区で

盛んだったさとうきび栽培と黒砂糖作りの伝統

文化を伝えようと「千年さとうきびの会」が平成

18年から始めたものです。ここで育ったさとう

きびは糖度が20度近くあり、近隣の洋菓子店か

らの引き合いも多いとのことです。

11月12日に行われた第23回福岡県農林水
産まつりにて、石井好人氏（株式会社みずほ
ファーム　代表取締役）が、農林水産賞を受
賞しました。
水稲の作業受託や麦の基幹借地を通して地
域農業をけん引し、 全農ふくれん麦部会長
として、麦の安定生産、品質向上に尽力する
ほか、近隣の就農希望者や農大生を研修生と
して受け入れるなど、市・県の農業振興に多
大な貢献をしたことを評価されました。

福岡県農林水産まつり農林水産賞受賞

栗
くりた

田　風
ふうが

我 ちゃん

令和２年１月15日 (3歳)

風我お誕生日おめでと
う♥ぱぱとままの元に産
まれてきてありがとうね
♥ ! !

古
こ が

賀　陸
り く と

翔 ちゃん

令和４年１月 10 日 (1 歳 )

りくくん 1 歳の誕生日
おめでとう！
いつもニコニコ笑顔で
元気いっぱいに育って
ね♥

熊
くまだき

懐　湊
みなと

 ちゃん

令和４年１月20日 (1歳)

お誕生日おめでとう！湊
の素敵な笑顔に家族み
んな癒されてます。い
つもありがとう！

江
えしま

島　音
おと

 ちゃん

令和４年１月26日 (1歳)

かわいい音くん♥お誕生
日おめでとう♥元気いっ
ぱい大きくなってね♪

飯
いいだ

田　奈
な な の

菜乃 ちゃん

令和２年１月10日 (3歳)

３歳おめでとう♥これ
からもニコニコ元気に
大きくなーれ♪ずっと
姉妹仲良しで居てね♥

谷
たにぐち

口　陽
ひなの

音 ちゃん

令和４年１月19日 (1歳)

お誕生日おめでとう♥た
くさん食べてたくさん遊
んで、毎日ニコニコで
過ごそうね！

宮
みやざき

﨑　凪
なぎと

澄 ちゃん

令和３年１月19日 (2歳)

いつもなっくんの笑顔
に救われてます♪
これからも元気いっぱ
いでいてね！

松
まつもと

本　結
ゆいと

翔 ちゃん

令和３年１月29日 (2歳)

2 歳の誕生日おめでと
う！
これからも元気いっぱ
いに育ってね！

田
たなか

中　杏
あ　こ

心 ちゃん

令和４年１月21日 (1歳)

1 歳のお誕生日おめで
とう！これからも元気
にすくすく育ってね。
大好きだよ☆

※うきは市在住の2月生まれのお子さん（1～3歳）を１月４日～
11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。

小
おの

野　想
そ な た

名太 ちゃん

令和４年１月１日 (1歳)

お誕生日おめでとう♥
いつもニコニコ可愛い
そなたがみんな大好き
だよ！

山
やました

下　詩
し　の

乃 ちゃん

令和２年１月２日 (3歳)

我が家の笑顔の中心で
みんなをいつも笑顔に
してくれる詩乃。
お誕生日おめでとう！

飯
いいだ

田　都
みやび

雅 ちゃん

令和４年１月19日 (1歳)

みやびくんいつもみん
なを笑 顔にしてくれて
ありがとう♥すくすく元
気に成長してね♪

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。

令和5年新春合併号（No.413） 広報うきは ㉘


