


　本日は私達が二十歳を迎えるにあたり、 このような素晴
らしい式典を開催して頂き誠にありがとうございます。
　私は 20 年前にここ、 うきは市で生まれました。 自然に
囲まれたこの土地で ､ 小中高と学び高め合ってきた仲間
と、 本日こうして再会し二十歳としての誓いを共にできたこ
とを、 嬉しく思います。  
　時にはぶつかり、 励まし合って歩んできた仲間たち、 熱
心にそして親身になり御指導いただいた先生方、 いつも温
かく見守ってくださった地域の方々、 そしてたくさんの愛情
を注ぎ、 大切に育ててくれた父、 母そして家族、 全ての方々
とのつながりや支えがあったからこそこの日を迎えることが
できました。 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。  
   この 20 年間を振り返ると、 沢山の思い出が浮かんでくることでしょう。 その中でも私にとって家族の存在は
いつもすぐそばにあり ､ そしてとても偉大だったことに改めて気付かされました。 いつも頼り甲斐があり手を差し
伸べ勇気づけてくれた父。 どんなに疲れていても毎日私たちのために家事をこなし優しい表情で悩みや相談を
聞いてくれた母。 両親に言えない話も真剣に聞き、 支えてくれた“ 兄妹” ､ そんな家族にいつも背中を押され、
私はここまで成長することができました。 また、 いつも何気ない会話をしたり、 喜怒哀楽を共にしたりできる友
人の存在も忘れることができません。 私ごとではありますが、 本日となりで共に挨拶をしているのは、 私の親友
です。 大切な親友とこのような素晴らしい日に、 一緒に挨拶ができたことは嬉しく、 一生忘れられない思い出と
なりました。  
   20 年間の中で沢山の出会いがありましたが、 今私と関わってくださっている方々とのつながり、 これからの
人生での多くの出会いは、 私にとって財産であり、 これをずっと大切にしていきたいと強く感じます。  
   現在すでに社会に出て働いている人、 勉学に励んでいる人、 将来の事で悩んでいる人、 それぞれ置かれて
いる立場は違いますが自身の目標に向けて一歩いっぽ、 歩み続け、 これからも人との関わりを大切にし、 自分
も誰かの支えとなれるよう日々精進して参ります。  
   結びになりますが ､ 本日私達がこうして集い、 記念式典を迎えることが出来たのは皆様のお陰です。 私たち
は“ ハタチ” という大きな節目を迎えましたが社会人としてはまだまだ未熟です。 人生の先輩でもある皆様の
支えを必要とする場面もあるかと思います。 その時はどうか、 お力添えをお願いします。 うきは市出身の二十歳
として恥じない、 立派な大人になる事を、 ここに誓い二十歳の集い代表挨拶とさせていただきます。

   1月8日 白壁ホールで、「うきは市二十歳の集い」が開催されました。新型コロナウイルス感染症、
インフルエンザが同時流行するなか開催された式典でしたが、マスク着用、検温、手指消毒や保護
者の入場制限などのコロナウイルス感染拡大防止策を行い、参加者は、久しぶりに会う友人たちや
送迎を行ってくれた保護者と写真を撮るなど、笑顔あふれる式典になりました。

「二十歳の集い」 代表あいさつ 樋口くれはさん   宮﨑詩月さん
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～税目ごとに口座振替ができるようになります～

令和５年度から市税の納め方が変わります！〔第 報〕
税務課（徴収対策室） ☎

市からのお知らせ

令和５年度からの単税方式の納期

税目 納付回数 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

固定資産税
※市外居住者、共有、
法人固定資産税含む

４回 １期 ２期 ３期 ４期

市県民税 ４回 １期 ２期 ３期 ４期

国民健康保険税 回 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期

令和４年度までの集合税方式は、市県民税・国民健康保険税・固定資産税の３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５年度からは単税化されますので、
それぞれの税目ごとに振替口座を設定できるようになります。
令和５年２月１日から新規口座振替の受付を開始します。税目ごとに振替口座を設定したい方
や納付方法を変更したい方は、下の表を参考にお申込ください（令和５年２月１日からは集合
税９期及び 期の口座振替の新規申込はできません）。

集合税 単税化後（令和 年度から） 申込方法

口座振替
現在登録の口座のまま
振替を継続したい

申込不要

口座振替 一部税目の口座を変更したい 変更したい金融機関窓口で
お申し込みください。市内
の支店窓口には申込用紙が
備え付けてあります。納付書 口座振替に変更したい

市税の納付には便利な口座振替がおすすめです！
◆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。

登録できる金融機関
○福岡銀行 ○西日本シティ銀行 ○筑邦銀行 ○筑後信用金庫 ○にじ農業協同組合
○ゆうちょ銀行

申込には、通帳・銀行印が必要です。

※振替方法についても、全期前納または期別納付を税目ごとに選択できます。
※ご不明な点がある場合、うきは市役所税務課や浮羽市民課までご連絡ください。
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受付期間 月 日（木）～ 月 日（水） （※土日祝日を除く）
受付時間 ～ （相談は９ から行います）※ ～ は休憩
受付場所 うきは市役所 階ロビー ※相談会場は 階大会議室です

所得税は、納税者自身が所得と税額などを計算し、正しい申告と納税をする「申告納税制度」
をとっています。
また、所得税がかからない人（所得が所得控除額以下の人）でも、営業・農業・不動産等の
所得がある人は、所得状況把握のため市県民税の申告が必要になります。該当する人は必ず
申告をしてください。（広報うきは 月 日号参照）

②自宅のパソコンから申告
■国税庁のホームページ
「確定申告書等作成コーナー」で金額を
入力し、税額などを自動計算。提出用
の申告書を印刷し、書類を税務署へ郵送

※確定申告書等作成コーナー
（

）

■インターネットのｅ
（イータックス国税電子申告・納税システム）
データを送信すれば申告完了！
スマホでも申告できます。

※詳しくはホームページをご覧ください。
（ ）

確定申告をする必要がある人

◎事業所得があった人
■商業、工業、農業などの自営業を営んでいる人
■地代、家賃などの所得のある人
※白色申告者でも、事業所得、不動産所得を生ず
る業務を行っている場合は、確定申告をすると
きに、その年の総収入金額や必要経費の内容を
記載した「収支内訳書」の添付が必要です。

◎給与所得があった人
給与所得者の所得税は、通常年末調整で精算
されますが、次のような人は確定申告が必要
です。
■給与の年収が 千万円を超える人
■『給与所得・退職所得』以外の所得金額の
合計が 万円を超える人

■２ヶ所以上から給料を貰っている人

新型コロナウイルス感染防止策を講じた上で開設します。
受付後（番号札を取得後）、順番が近づくとスマホや携帯電話に連絡をいたしますので、会場に
待機する必要はありません。
その他に、検温の実施、マスクの着用、最少人数でのご来場等、納税者の皆様にはご不便をお掛け
しますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

確定申告の流れ

事前に、確定申告に必要な書類（明細書・証明書等）をそろえ、医療費控除や事業等の
収支内訳書等の計算を済ませた上で、次の①②③いずれかの方法で申告をしてください。

③久留米税務署で申告
月 日（水）～ 月 日（水）（土日祝日を除く） 受付時間： ～
当日配布（先着順）か、 からの事前予約による入場整理券が必要です。
※駐車場は大変混雑します。事故防止のため、満車時の国道沿いでの入場待ちはご遠慮ください。

●問合せ久留米税務署課税第１部門 ☎ （自動音声案内に従い、｢２｣を選択）

①市役所の相談会場で申告
会場等については上部をご確認ください。

以下の申告については、ほかの所得申告
を作成後、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（収用）・
株式等の譲渡・配当所得、山林所得など

■分離課税での申告

■専門的な知識が必要なもの
先物、仮想通貨の取引、住宅借入金特別控除

次ページへ続く

税務課住民税係 ☎

所得税確定申告・市県民税申告の準備はお済みですか

■青色申告、消費税申告は今まで通り本会場
での受付はできません。
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⑦その他各種控除を受ける方はそれらの
証明書または領収書
■寄付金控除や医療費控除（※2）など

確定申告に必要なもの

②税務署から送付された｢申告書｣｢案内ハガキ｣
■送付されている人のみ
※利用者識別番号の記載があるもの

③令和 年中の所得が証明できるもの
■給与、年金などの「源泉徴収票」
個人年金支払金額等のお知らせ
（保険会社によって名称が違います。）
■給与明細書
■収支内訳書（事業所得・農業所得のある人）

④社会保険料控除証明書
■国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料などの納付証明書、国民年金保
険料控除証明書など

⑤生命保険料や地震保険料の控除証明書

⑥障害者控除を受ける方
障害者手帳など障害を証明するもの（※1）

⑨前年の確定申告書、
収支内訳書の控（ある方のみ）

⑧本人名義の通帳

①本人確認ができるもの（申告者本人のもの）
■マイナンバーカード（写真入りの個人番号カード）
か、通知カード（記載変更なしのみ）と本人
確認書類（免許証、保険証など）
※扶養親族等がいる方は扶養親族等のマイナンバー
記載が必要です。

※農業所得申告をされる方にお知らせです。
令和 年産の保有米単価は 俵（ ㎏）

円と決定しています。

（※1）「⑥障害者控除を受ける方」に該当するもの

※医療費控除を受けられる方へ
領収書を「①医療を受けた方ごと」に、
「②病院、薬局ごと」に集計し、医療費
の明細書を作成してきてください。明細
書は税務課窓口でも配布しています。
集計した領収書を持参しても結構です。
生命保険・高額療養費等で補てん
された金額がある場合も併せて集計して
ください。医療費通知を添付すると、
明細の記入を省略できます。
税務署が領収書の提示または提出を求
める場合がありますので、領収書は 年
間自宅で保存してください。

●問合せ 税務課住民税係 ☎

障害者手帳等をお持ちでない介護保険要介護認定者で、要介護１～５に認定されている人の
うち、一定の要件にあてはまる人。
■申請を行い「障害者控除対象者認定書」の交付を受け申告してください。
※交付には申請から 週間程度時間をいただきます。
■本人または、親族が申請することができます。申請をされる方の印鑑をご持参ください。

●申請窓口 うきは市役所西別館 保健課・介護高齢者支援係
うきは市民センター 階 浮羽市民課

●問合せ 保健課・介護高齢者支援係☎

（※2）「⑦その他各種控除を受ける方」のうち医療費控除を受ける方

医療保険制度では定期的に「医療費通知
（医療費のお知らせ）」をお送りしています。
この医療費通知を添付することで、確定申告
（住民税申告）の「医療費控除」を申告する
ときに必要な「医療費控除の明細書」の記入
を簡略化することができます。ただし、確定
申告期間内の通知ができない診療月もあるた
め、その場合はご自身で領収書等に基づいて
「医療費控除の明細書」に記載してください。

国民健康保険 後期高齢者医療保険
診療月 発送月 診療月 発送月

月･ 月分 月 月～ 月分 月

月･ 月分 月 月～ 月分 月

月･ 月分 月 月～ 月分 月

月･ 月分 月

月･ 月分 月

月･ 月分 月

この医療保険ではない
期間の保険については、
それぞれの保険者に
お尋ねください。

●問合せ 国保・年金係☎
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うきは市選挙管理委員会では、市民の皆さんに政治や選挙に関心を持っていただき、選挙を

より身近なものに感じていただくため、各選挙における期日前投票立会人を募集します。

あらかじめ期日前投票立会人希望者として登録いただき、実際の選挙の際に登録された人の

中から期日前投票立会人を選任させていただきます。

期日前投票立会人とは、期日前投票に立会い、選挙が公正に行われているか確認する人のこ

とをいいます。選挙制度などに関する知識は、特に必要ありませんので、興味のある方は、お

気軽にご応募ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うきは市選挙管理委員会事務局　☎75-4980

期日前投票の投票立会人を募集します

募　集　案　内

仕事の内容
期日前投票所で、投票が公正かつ適正に行われるように投票手続きの全般に
立ち会います。
投票所閉鎖後に投票録へ署名します。

応募資格
うきは市の選挙人名簿に登録されている人
政党その他の政治団体に属している人や特定の候補者の選挙運動や政治活動を
行っている場合、投票立会人になれない場合があります。

立会場所 吉井町期日前投票所（うきは市役所内）
浮羽町期日前投票所（うきは市民ホール　コミュニティルーム）

立会期間
選挙の公示（告示）日の翌日から投票日前日までのいずれかの日。（各投票所
毎日２名体制）
※選挙の種類によって、期日前投票の期間が異なります。

従事時間

8:30～20:00（終日交代なし）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※長時間の立会になるため、体調に不安のある方の応募はご遠慮ください。
※原則、立会時間中に外出することはできません。（休憩、食事等は投票所
　施設内で取っていただきます）

選任方法 選挙管理委員会で登録要件を確認し、期日前投票立会人として選任します。

報酬額
１日13,000円　※交通費、食費は支給しません。
※規定の源泉所得税を控除します。
※報酬を支払うにあたり、マイナンバー確認書類および本人確認書類が必要

応募方法

「期日前投票立会人登録申込書」を提出。提出時に簡単な面談を行います。
※市ホームページまたは下記QRコードよりダウンロードできます。
　また、選挙管理委員会窓口（うきは市役所２階総務課内）
　でも入手できます。

応募期限 随時

詳しくは、うきは市公式ホームページを
ご覧ください。
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   口座振替には、当月分保険料を当月に振替納付することにより、月々50円割引される
「早割制度」や、まとめて前払い（前納）すると年金保険料が割引になる「6か月前納」
「１年前納」「２年前納」があります。
   口座振替をご希望の方は、年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参のうえ、年金事務所
またはうきは市役所にお申し出ください。

新たに令和5年4月から口座振替での前納を

ご希望の方は、

令和5年2月28日（必着）までに書類等に

不備がない状態で年金事務所にお申し込み

ください。

うきは市役所にてお申し込みいただく場合は、

　令和5年2月22日まで　にご提出ください。

期日を過ぎると割引になりません。（継続の方は、

　変更がなければ申込みの必要はありません）

※初めて口座振替で前納制度をお申込みされた

場合は、直前の1カ月分の保険料が未納の場

合、前納保険料額と同時に振替となりますの

で、残高不足とならないようご注意ください。

残高不足で口座からの振替ができなかった場

合は、次の振替日（２年前納、１年前納の場

合は翌年４月末）までの間、割引が無い翌月

末振替になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民生活課国保・年金係  ☎75-4973

国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます

※保険料が一部免除された方は、口座振替の前

納制度をご利用いただけません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校教育課学事係　☎75-4950

令和5年度就学援助申請の受付を開始しました

 申請受付：令和5年1月～        申請場所：お子さまが通学している学校

　就学援助制度は、小中学校で必要な学用品や給食などにかかる費用をうきは市がサポート

する仕組みです。給食費、学用品費、通学用品費、修学旅行費など教育を受けさせるのに必要

な費用が支給されます。就学援助制度を希望される方は申請が必要です。申請をして、認定さ

れた場合は就学援助を受けることができます。

※申請は毎年度必要です。現在援助を受けている方も、お子さまの学年が変わるたびに申請が

　必要です。

対象者：小学生または中学生がいる世帯で、次のいずれかにあてはまる世帯。

①生活保護の停止、または廃止になった世帯で学費に困っている世帯。

②世帯全員の市町村民税が非課税もしくは減免されている世帯。

③国民年金の掛金が全額免除されている世帯。

④児童扶養手当の全額支給を受けている世帯。

⑤保護者の死亡・離別・失業などの特別な事情で生活状態が急激に悪化したと

    認められる場合。

※令和5年4月に新小学1年生、新中学1年生になる児童生徒が対象で、入学前に入学用品費の　

　支給を受けたい方は令和5年2月25日までに申請書の提出をお願いします。認定された場合、　

　支給は3月下旬を予定しています。
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市民協働推進課コミュニティ支援係 ☎
うきは市運送事業者等支援金～エネルギー価格高騰支援策～

■交付額 交付対象車両 台につき 万円（ 事業者につき１回限り）

■申請方法
申請書と必要な書類を同封し、市役所 階市民協働推進課へ持参または郵送

■郵送先 ※窓口混雑による新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
〒 うきは市吉井町新治 番地 うきは市役所市民協働推進課コミュニティ支援係

■申請書配布先 ※可能な限り、うきは市ホームページからダウンロードしてください。
○うきは市ホームページ（ホーム＞くらし・手続き＞公共交通＞うきは市運送事業者等支援金）
○うきは市役所２階市民協働推進課コミュニティ支援係窓口

■申請期限 ２月２８日（火）まで 当日消印有効

エネルギー価格高騰に伴う、運送事業者への影響緩和、社会インフラとして重要な運送事業者の
事業の維持および改善を図るため支援するもの。

１ 令和５年１月 日時点において、道路運送事業等に必要な許可または認定を全て有し、交付申請
時点において市内で当該道路運送事業等を実施していること。
２ 交付申請後においても、市内で道路運送事業等の継続の意思があると認められること。
３ 交付対象車両を有していること。

■対象者 ※１～３の要件を全て満たす事業者

犬を飼育されている方へ ～ルールを守って住みよい社会に～
市民生活課生活環境係 ☎

◆散歩中のフンは持ち帰ってください

◆犬を放し飼いにしないでください

◆鑑札や迷子札を付けましょう

◆不妊・去勢手術をしましょう

◆愛犬が亡くなったら市へ連絡をお願いします

◆動物の遺棄・虐待はせず、責任をもって飼いましょう

最近、ペット（犬・ネコ等）についての苦情や相談が増えています。ペットを飼う場合は、飼い主としての
責任を自覚して、同じ地域で暮らす皆さんの迷惑にならないように、ルールを守って飼いましょう。

●自動車検査証において使用の本拠の位置が市内にある登録車両
●次に掲げる交付対象者が営む道路運送事業等の区分に応じ、それぞれに定める車両

① トラック事業（被けん引自動車を除く）
一般貨物自動車運送事業用自動車（特別積合せ含む）
特定貨物自動車運送事業用自動車
貨物軽自動車運送事業用自動車

② 観光バス事業等
一般貸切旅客自動車運送事業用自動車
特定旅客自動車運送事業用自動車

③ 自動車運転代行業 運転代行業の随伴用自動車

※①・②についてはリースを含む緑・黒ナンバーのみ対象

交付対象車両とは
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「うきはテロワール」が2022日本観光特産大賞「金賞」受賞 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　うきはブランド推進課ブランド戦略係　☎76-9029

会計年度任用職員（土木技師・道路技術員）の募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　建設課公共土木係　☎75-4987

　　一般社団法人日本観光文化協会（東京都）が、
毎年12月に選定している「日本観光特産大賞」に、
うきは市の「うきはテロワール」が選定され「金賞」を
受賞しました。 
　「うきはテロワール」は、農業に適したうきは市の
自然環境を総称するものであり、地形・気温・土壌・水
などを定量的に調査した結果、良質な農産物が生産
される環境であるということが立証されています。

■受付期間   ２月１３日（月曜日）まで　　※必着
■雇用期間   令和５年４月１日から令和６年３月３１日　まで
※能力に応じて、公募によらない再度の任用ができます（最大２回）
※勤務条件・試験の詳細は、右記QRコードからホームページをご覧ください。

 職種（試験区分） 募集人数 職務内容

土木技師 ２名程度
・市道、市営河川、公共施設等の計画・設計・　
　積算・施工監督に関すること。
・窓口対応業務に関すること。

道路技術員 ２名程度 ・市道、市営河川の維持修繕・管理に関すること。

　　無料職業紹介所では、うきは市内の事業者さんの求人登録を随時受け付けております。 

雇用・契約形態は、正社員、臨時・パートタイム・アルバイトに加え、在宅ワーク・内職の求人も受け付けを

開始します。また、来年度(令和5年4月)から就労開始の求人も登録可能です。お気軽にご相談ください。 　

場　所　うきは市民センター別館U-BiC （うきは市浮羽町朝田582-1） 
　　　　　　　☎0943-76-9095 /　ukihashigoto@city.ukiha.lg.jp 
 

時　間　８：３０～１７：１５　（平日のみ） 

事業者の皆さん、無料職業紹介所に求人登録しませんか？   
                                                                  うきはブランド推進課商工振興係　☎76-9095

   「うきはテロワール」の環境のもとに育まれた農産物のブランディングに関する取り組みが、今回の
受賞に繋がりました。 
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■検査申込み　 
　　受付期間　 ２月６日（月）～１０日（金） 午前９時～午後５時まで 
　　受付場所　水環境課水資源対策係（うきは市役所２階　７番窓口） 
　　　　　　　　　　　浮羽市民課（うきは市民センター２階）受付のみ 

■検査項目　飲用適否基本１３項目検査　５，５００円 

 

 

■容器の回収　申込みをされた人は２月１６日（木）に井戸水と検査料金を
　　　　　　　　　　　　 　　持参してください。 

■回収場所　うきは市役所吉井庁舎１階ロビー　 
 

一般家庭用井戸水の水質検査 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　水環境課水資源対策係　☎75-4983

井戸水の水質検査を希望される人はお申し込みください。 申込時に容器をお渡しします。

お住まいの飲み水は
大丈夫ですか？
定期的な水質検査で
水質を確認しましょう

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 
有機物、鉄、硬度、塩化物イオン、ｐH値、味、臭気、色度、濁度　など 

令和4年度県営住宅入居者募集 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　建設課建設管理係　☎75-4987

○募集住宅                                                          ○募集案内書配布場所
　　県内に所在する県営住宅                                       うきは市民センター２階　浮羽市民課 
  （詳細については募集案内書をご覧ください。）           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                                          ○お問い合せ先                                  
　　2月17日（金）～3月6日（月）      　　　　　　　　　　　     県住宅供給公社県営住宅管理部管理課 
                                                                            　　☎０９２－７８１－８０２９

新設市営高見団地　入居者募集 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　建設課建設管理係　☎75-4987

◇募集期間　　２月１日（水）～2月２８日（火） 
◇場 　    所　　うきは市浮羽町高見９３番地
　　　　　　　　　　　 （JR筑後大石駅より徒歩１５分 ）
◇募集戸数　　８　戸　（１ＤＫ　２戸　、２ＤＫ　６戸　）
◇家 　    賃 　入居される方の収入（所得）状況により異なります。
◇入居制限　　※うきは市に住民票または勤務先がある方。 
　　　　　　　　　　　　※所得等の制限があります。 
　　　　　　　　　　　　（詳しい条件はお問い合わせください。） 

募集期間内に建設管理係にお越しいただき、申込書をご記入ください。 
◇抽 選 会　　３月１日（水）　受付９：３０～開始１０：００～予定 
（抽選会の開催場所については申込みの際にお伝えいたします）　 
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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。

対象者（以下3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

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2月末ま
でに事業完了の報告をお願いします（令和5年4月以降の次年度においても予算の範囲内で
引き続き受け付けます）。

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（以下3つの要件を満たすもの）
・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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                                                                            　　　企画財政課企画調整係　☎73-9152

株式会社ハラショー観光より企業版ふるさと納税の寄付を
いただきました

　　株式会社ハラショー観光は、より安全で快適な旅を一番に、部活やスポーツ観戦などの日帰り旅行、
宿泊を伴う社員旅行や団体旅行、多種多様なニーズに応える貸切バスを大小取り揃えております。
　　また航空券、新幹線、ホテルの手配など全国様々な用途に合わせたプランを作成しています。全国旅
行支援のご相談にも応じております。 
 

　　この度うきは市のラグビータウンプロジェクトに賛同され寄付をいただきました。 

                                                                            　　　企画財政課企画調整係　☎73-9152

　　ＡＭＵＳＥ株式会社はツアーコンダクター（添乗員）、イベントスタッフ、コール
センタースタッフなどお客様が求める人材をいち早く派遣し、多言語を含む
電話対応や事務、世界的なスポーツイベントの運営やアテンドなど様々なニー
ズに幅広く柔軟に対応することが可能です。

この度うきは市の清流のまち うきはの水プロジェクトに賛同され、昨年度に
引き続き２度目の寄附をいただきました。 

「うきはの観光を考えるワークショップ」参加者募集について 
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　うきは市は近年、観光地としての人気が高まり、週末には市外からの観光客でにぎわうようになってき
ました。うきは観光みらいづくり公社では、地域資源を生かした持続可能な観光まちづくりとは何かを、
市民の皆さんと一緒に考えていくことが必要と考えており、下記の日程でうきはの観光を考えるワーク
ショップを開催いたします。 
　　うきは市にとってよりよい観光まちづくりについて、ご一緒に考えてみませんか？ 

開催スケジュール：（※各回のテーマは予定です） 
第1回：２月１６日（木）１９時～ 「うきはの観光の姿を言葉にしてみよう」 
第2回：３月　２日（木）１９時～ 「将来のために何をするか考えよう」 
第3回：３月１６日（木）１９時～ 「みんなの役割を考えよう」 

　　ワークショップは各回、約１時間30分程度を予定しています。 
　　毎回ごとに小グループに分かれ、段階的に議論を深めていく内容になっています。 
 
■場所：うきは市民センター３階　創作室（全３回とも） 
■募集：20～30名程度　参加費：無料 
■申込み・問合せ　
　　☎0943-76-3980（観光会館 土蔵　担当：小田） 上記のGoogleフォームからも申し込みできます。
　　※原則として市内在住の方、市内に勤務の方に限らせていただきます 
　　※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます 

　観光庁 広域周遊観光促進のための専門家、(株)ビーワゴン　代表取締役

主催：一般社団法人うきは観光みらいづくり公社（観光庁登録　地域DMO） 　　後援：うきは市 

講師：田中　徹氏

          　うきはブランド推進課ブランド戦略係　☎76-9029／観光会館　土蔵　☎76-3980

ＡＭＵＳＥ株式会社より企業版ふるさと納税の寄付をいただきました 
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第２回JAL’s 寺子屋～パイロットと学ぼう！空の世界～ 
                             都市計画準備課計画・調整係☎76-9063                                          

‼　
■協  力：うきは市 

■日  時：２月１９日（日）　13：00～15：00まで 

■場  所：るり色ふるさと館（うきは市吉井町983-1）　２階研修室４・５ 

■募集人数：２０名（参加無料） 

■応募資格：うきは市在住の小学５年生～中学３年生まで（保護者の方も見学可能） 

■応募方法：QRコードから申込をお願いいたします。 ※保護者氏名・連絡先他、お子様の氏名、学年等 

■応募期間：２月１日（水）～２月１５日（水）まで ※期間中でも申し込み人数に達し次第終了いたします。 

 

うきは防災だより　No.34 
      　市民協働推進課消防防災係　☎75-4982/防災ネットワーク・うきは　☎090-4985-1124

1995年（平成７年）１月１７日 　　阪神・淡路大震災が発生 
近畿圏の人口が集中した都市地域を中心に、大きな被害を受けました。

最大震度「7」　死者6,434名  

　Q大地震が発生、家の中に自分より体重の重い人が倒れ
     て動けません。さて、どうやって運び出しますか。 
    ①毛布で体全体をくるんで運ぶ

    ②ひもをわきの下に巻いて運ぶ　

    ③ジャンパーを着せて襟を引っ張って運ぶ 

防災カフェ

日時：2月１7日（金）
          13：30～15：00
場所：るり色ふるさと館

○ミニ講演：阪神・淡路大震災から
　　　　　　　　　　　　学ぶことは？ 　　　　　
○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。

答え
①毛布で体全体をくるんで運ぶ。 
脇の下だと力が及ぶところが狭いため、ヒモもジャンパーも
強い力がないと運べない。 

地震対策 
・転倒防止金具などで固定し、倒れにくくする。 

・サイドボード、食器棚や窓ガラスの飛散防止を。 

・本棚やタンスなどは、重いものを下に収納し重心を低くする。

『第２回JAL’s 寺子屋～パイロットと学ぼう！空の世界～』

■主  催：日本航空地域事業本部『ふるさとの“わ”』福岡県 /チームうきうきU・KI・HA

　　企業・団体等が、うきは市内に滞在し、業務に関連した取り組みを行うことで、地域活動や課題解決に
繋がることを期待して、うきはワーケーション推進事業を行っています。 
　　今回は、日本航空株式会社とともに空の世界について学ぶプログラム『第２回JAL’s　寺子屋～パイ
ロットと学ぼう！空の世界～』を共同開催いたします。 
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景行天皇と浮羽
生涯学習課文化財保護係  ☎75-3343

耳納風土記 22

　突然ですが皆さん、今私たちが生活しているうきはの地にはどのような由来があるかご存じ
でしょうか？山辺には柿畑が多く作られ、耳納連山扇状地北側には肥沃な穀倉地帯が展開してい
るうきはの地には、縄文時代から集落が形成され多くの人々が生活していました。筑後川流域に
は日本を代表する装飾古墳が複数築かれ、この地に残された遺跡からもいかに重要な土地であっ
たか見て取れます。
　今回の耳納風土記では「景行天皇と浮羽」と題し、浮羽の由来について見ていきましょう。　　
私たちにとって「浮羽」の音の響きはなじみのあるもので今や当たり前のことと思います。しか
し、その由来は古く古代までさかのぼり、「浮羽」の地名が初めて登場するのは天武天皇の命に
より編修された『日本書紀』です。

「八月に、的邑に到りて進食す。是の日に、膳夫等、盞を遺る。故、時人、某の盞を忘れし 

  處に號けて浮羽と曰ふ。今的と謂ふは訛れるなり。昔筑紫の俗、盞を號けて浮羽と曰ひき。」

はづき いくはのむら いた みをし かしはらで うき わす ときのひとかれ うきそ

ところ うきはなづ い いまいくば い よこなま むかしつくし ひと うきはなづうき い

こ

　４世紀前半頃、第十二代天皇である景行天皇が九
州南部の熊襲を平定された帰り、筑後地方を巡幸し
た際にこの浮羽の土地を訪れた時のことです。炊事
係が杯を忘れたために「惜しきかも、朕が酒盞はや」
と嘆いたことで、この地に浮羽という名前がつけられまし
た。酒盞とは杯のことを指しますが、もともと筑紫
の人々は杯のことをうきはと呼んでいたという話も
あります。

くまそ

あたら わ うき

景行天皇がお座りになったとされる御座石（浮羽島）
熊襲を征伐するために九州の各地を巡幸した景行

天皇は浮羽以外にも多くの地を訪れています。

福岡県南部地域に数カ月間滞在したようで、浮羽を訪れていたのもこの時期だとされており、
周辺の八女市や大分県日田市にも浮羽と同じような地名由来説が残っています。
　『日本書紀』の他には『豊後国風土記』、『肥前国風土記』、『筑後国風土記逸文』の中にも
同じような内容での記載があります。このように4つの古代文献に浮羽の名前が記載されている
ことは注目すべき点で、前述した考古学的遺跡・遺物からも中央政権にとって大切な地域であっ
たことが明白に分かります。そしてこの地を統率していた人物とされているのが的臣です。建内
宿禰の子で葛城長江曽都毘古の子孫とされている的臣は武事をもって中央政権に仕え、射術に優
れていたことなど『日本書紀』に複数の記述がみられる人物です。「浮羽」の由来については複数
説があり、この的臣が訛って浮羽となった話も残っています。次回の耳納風土記ではこの的臣
について詳しく見ていきましょう。

いくはのおみ たけのうちの

すくね かつらぎのながえのそつびこ

　西ノ城古墳は令和2年に新しく発見され、特異な
形状をした初期古墳として注目を集めています。今
後も発掘調査が続く西ノ城古墳ですが、今年度まで
の調査成果を公表する現地説明会を2日間開催しま
す。参加には申し込みが必要です。詳しくはうきは
市ホームページをご覧下さい。

西 ノ 城 古 墳 現 地 説 明 会 を 開 催 し ま す ●日時 2月25日(土)・26日（日）
●集合場所　うきは市民ホール前駐車場

　※現地まではバスで送迎致します。

あたら

ぶ ん ご こ く ふ ど き ひ ぜ ん こ く ふ ど き ち く ご こ く ふ ど き い つ ぶ ん
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伝統食料理教室のお知らせ 
                             保健課食育・健康対策係　☎75-4960                                          

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

　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「伝統食料理教室」を開催します。 
　 テーマは、「上巳（桃）の節句料理を味わおう！」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！！ 

■日　 　　時：２月２３日（木）　１０：00～正午頃まで（受付9：30～）　

■場　 　　所：御幸コミュニティセンター　１階　調理実習室

メニュー　ひなちらし寿司、はまぐりのお吸い物、菜の花の辛子和え、甘酒まんじゅう

■募集人数：２５名　（※定員に達し次第、締め切ります。） 

■申込締切：２月２０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！では、料理教室を開催しています。令和５年２月の教室は下記のとおりです。 

・「手軽にできる西洋料理」　　2月10日（金）１０：00～ 
・「おいしい牛丼」　 　　　　　　 　　２月２４日（金）１０：00～ 
　　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おります 

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。 

有機栽培の畑の見学と昼食会 
       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再生工房耳納ねっと　☎76-2077

　　農薬や化学肥料を使わない家庭菜園講師の井上永太郎さんが、
実際に栽培している畑の見学会を行います。 
　　基本的な有機栽培についての解説と、畑の様子を案内していただきます。 
　　また、畑で取れた野菜で調理した簡単なお昼ごはんを用意します。 

■日　　　 時：　2月18日（土）　9：30～12：30
■募集人数：　10名 
■参 加 費 ：　1，200円 
■集合場所：　再生工房（耳納クリーンセンター南側）に9：30に集合
　　　　　　　　　　　　集合後、スタッフが先導して各自の車で井上果樹園へ向かいます。

温かい服装
歩きやすい靴で
来てくださいね！
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“フレイル”について知っていますか？
保健課介護・高齢者支援係 ☎

フレイル とは、

年とともに心身の機能が少しずつ低下し、「健康」と
「要介護」の間にあることを言います。
要介護の状態から健康な状態に戻ることはとても
難しいですが、フレイルから健康な状態に戻れる
可能性は十分にあります。

フレイルは大きく つあり、それぞれが歯車のように
作用しており、どれかが悪くなると、他の部分にも影響を
及ぼします。
フレイルを予防するには、心身のちょっとした衰えに

いち早く気づくことが大切です。そして、自分事として
前向きに考えて行動することが重要です。
まずは、自分の身体の状態を右上の基本チェックリ

ストを使って、確認してみましょう。

１日森林セラピー 吉井の山辺を歩こう
　　うきはブランド推進課地域振興係 ☎

うきはの野山を森林セラピーガイドと一緒に 日ゆっくり歩いてみませんか？（４キロ程度）
癒しの里うきは市の景観が一望できるコースです。

■日時：２月２６日（日） ※小雨決行

・集合場所：吉井百年公園（うきは市吉井町富永４２３－１）

・集合時間：１０：００までに集合

午前 森林散策 昼食 午後 森林散策 解散 ： 頃

■参加料： ，０００円 森林セラピーガイド料込み

※お弁当希望の場合はプラス１，０００円でご用意できます。

■持参品：昼食、飲み物、タオル、雨具、帽子、敷物

■服 装：長袖、長ズボン（虫さされや草まけ予防）、履き慣れた運動靴

■予約方法：１週間前迄に、下記の コードから、またはお電話にてご予約をお願いします。

※お弁当を注文された方のキャンセルにつきましては、実施３日前の１７：００までに必ずご連絡お願いします。
キャンセルが遅れた場合や当日ご参加いただけなかった場合は、キャンセル料が発生しますのでご了承ください。

うきは市癒しの旅先案内人協会企画
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判定基準 リスク該当項目

質問項目 ～

までの 項目の

うち 項目以上に

該当

生活機能全般

質問項目 ～

までの５項目のうち３

項目以上に該当
運動機能

質問項目 ～

の２項目のすべてに該

当
栄養状態

質問項目 ～

までの３項目のう

ち２項目以上に該当
口腔機能

質問項目 に該

当
閉じこもり

質問項目 ～

までの３項目のう

ちいずれか１項目以上

に該当

認知症

質問項目 ～

までの５項目のうち２

項目以上に該当
こころ

いかがでしたか？いくつ該当しましたか。
いつまでも健康でいきいきとした生活を送るには、生きがいをもって家族や地域と

関わりながら生活することがとても重要です。
地域の中では様々な活動が行われております。上手に活用していつまでも元気に過ごしましょう。

他にも様々な事業を行っています。何か少しでも気になることがあれば、うきは市地域包括支援
センター☎ にお気軽にご相談ください。

うきは市では、健康づくりや介護予防のために、ストレッチやトレーニングなど個人に合
わせたプログラムをつくり、歯科衛生士やリハビリの専門職、管理栄養士がお手伝いをする、
通所型サービスＣ事業「元気が出る学校」を開催しています。

質問項目 回答

バスや電車で 人で外出していますか はい いいえ

日用品の買い物をしていますか はい いいえ

預貯金の出し入れをしていますか はい いいえ

友人の家を訪ねていますか はい いいえ

家族や友人の相談にのっていますか はい いいえ

階段を手すりや壁を伝わらずに昇っていますか はい いいえ

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか はい いいえ

１５分間くらい続けて歩いていますか はい いいえ

この１年間に転んだことがありますか はい いいえ

転倒に関する不安は大きいですか はい いいえ

ケ月間で２～３㎏以上の体重の減少はありましたか はい いいえ

（体格指数）※が 未満ですか はい いいえ

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか はい いいえ

お茶や汁物等でむせることがありますか はい いいえ

口の渇きが気になりますか はい いいえ

週に１回以上は外出していますか はい いいえ

昨年と比べて外出の回数が減っていますか はい いいえ

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか はい いいえ

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか はい いいえ

今日が何月何日か分からない時がありますか はい いいえ

（ここ２週間）毎日の生活に充実感がない はい いいえ

（ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった はい いいえ

（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる はい いいえ

（ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない はい いいえ

（ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする はい いいえ

※BMI=体重（ ）÷身長（ ）÷身長（ ）

●基本チェックリスト…
自身の生活や健康状態を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかをチェックするためのものです。
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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 48 年に宮崎建設として創業

しました。町屋大工から始まって、

昭和 50 年頃から宮大工としてお寺などを作り始めました。そして、

平成２年に有限会社宮崎建設へ法人化しました。事業内容としては、

社寺建築設計・施工を行っています。これまでに 200 件以上の寺社

仏閣を施工させて頂いています。

Q.御社が誇れること（強み）やこだわりを教えてください
　一番の強みは、製材所がある宮大工であるということです。現在の

建設業界では、多くの会社が大工と製材所を分業しており、一般的な

宮大工であれば、製材した角材を仕入れて、使用します。それに対して、

弊社では市場での丸太の買い付けから行うことで、木一本一本のくせ

や乾燥期間、育成環境などを把握したうえで、木を大切にした無駄の

ない製材を行い、使用しています。

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　
　皆さんに木の良さを再認識して頂きたいです。その取り組みとして、

伐採体験を行おうと思っています。自分で伐採した木を自分の建てる

お寺の一部に使用できます。将来的には、植林体験も行い、山に還元

していくのを実感して頂ければと思います。

Q.中小企業の強みはどんなことだと思いますか
　中小企業の強みは、決断までのスピード感が早いことです。ここが

大手との違いですね。社員とトップが直接話をして、連携を取ること

ができて隔たりがとても少ないです。また、コミュニケーションを取

る上で、不満なども直接聞いて改善やアドバイスにつなげることがで

きています。

Q.学生に伝えたいことはありますか
　学生時代にしかできないことを通して、いろいろな価値観に触れて

ほしいということです。就職したり家族ができたりすると分かること

ですが、自分のためだけに時間やお金を使えるのは学生時代までだと

思います。特に、大学生は長期の休みなどが多いので、それを利用し

て旅行に行くというのも良いと思います。大学生活は 4年間しかあり

ませんが、その中で様々な経験をしてほしいなと思います。

Q.うきは市の皆さんに伝えたいことはありますか
　市民の方と直接関わることがないので、今回の取材をきっかけに、

宮崎建設という会社を知って頂いて、少しでも宮大工という仕事に目

を向けて頂けたらと思っています。そして、特に若い方に地元で働く

意識を持って頂きたいです。

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

株式会社  宮崎建設
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★
　宮崎建設さんは、製材所がある建設会社というのが強みで、製材所にかか
るお金を覚悟でその強みにこだわり続ける姿勢に感動しました。
　今回の取材で、少しでも多くの方に宮大工に興味を持って頂けたらと思
います。　( 古賀 )
　宮崎建設の代表である青木さんからは、建設業に興味を持ってもらいたい
という意志が強く感じられました。体験をしたら価値観も変
わると思うので自分も実際に触れてみたいなと思いました。
( 海江田 )
　一般住宅建設とは異なり、工期が非常に長い寺社建設にお
いて、丸太の買い付けや製材するところから自社で行うとい
う徹底した品質管理をされているというところに会社の強
いこだわりを感じました。　（高橋） 

 
 

久留米大学3年
海江田　曜典

久留米大学２年
高橋　世馬

久留米大学3年
古賀　悠太

会社名　株式会社宮崎建設

所在地　うきは市浮羽町小塩 1553

電　話　0943 -77 -4422

ＦＡＸ 0943 -77 -4432

ＨＰ　　http : / /m iyazak i - kense t su . co . j p /

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

株式会社宮崎建設
代表取締役社長
    青木　翼さん
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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 48 年に宮崎建設として創業

しました。町屋大工から始まって、

昭和 50 年頃から宮大工としてお寺などを作り始めました。そして、

平成２年に有限会社宮崎建設へ法人化しました。事業内容としては、

社寺建築設計・施工を行っています。これまでに 200 件以上の寺社

仏閣を施工させて頂いています。

Q.御社が誇れること（強み）やこだわりを教えてください
　一番の強みは、製材所がある宮大工であるということです。現在の

建設業界では、多くの会社が大工と製材所を分業しており、一般的な

宮大工であれば、製材した角材を仕入れて、使用します。それに対して、

弊社では市場での丸太の買い付けから行うことで、木一本一本のくせ

や乾燥期間、育成環境などを把握したうえで、木を大切にした無駄の

ない製材を行い、使用しています。

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　
　皆さんに木の良さを再認識して頂きたいです。その取り組みとして、

伐採体験を行おうと思っています。自分で伐採した木を自分の建てる

お寺の一部に使用できます。将来的には、植林体験も行い、山に還元

していくのを実感して頂ければと思います。

Q.中小企業の強みはどんなことだと思いますか
　中小企業の強みは、決断までのスピード感が早いことです。ここが

大手との違いですね。社員とトップが直接話をして、連携を取ること

ができて隔たりがとても少ないです。また、コミュニケーションを取

る上で、不満なども直接聞いて改善やアドバイスにつなげることがで

きています。

Q.学生に伝えたいことはありますか
　学生時代にしかできないことを通して、いろいろな価値観に触れて

ほしいということです。就職したり家族ができたりすると分かること

ですが、自分のためだけに時間やお金を使えるのは学生時代までだと

思います。特に、大学生は長期の休みなどが多いので、それを利用し

て旅行に行くというのも良いと思います。大学生活は 4年間しかあり

ませんが、その中で様々な経験をしてほしいなと思います。

Q.うきは市の皆さんに伝えたいことはありますか
　市民の方と直接関わることがないので、今回の取材をきっかけに、

宮崎建設という会社を知って頂いて、少しでも宮大工という仕事に目

を向けて頂けたらと思っています。そして、特に若い方に地元で働く

意識を持って頂きたいです。

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

株式会社  宮崎建設
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★
　宮崎建設さんは、製材所がある建設会社というのが強みで、製材所にかか
るお金を覚悟でその強みにこだわり続ける姿勢に感動しました。
　今回の取材で、少しでも多くの方に宮大工に興味を持って頂けたらと思
います。　( 古賀 )
　宮崎建設の代表である青木さんからは、建設業に興味を持ってもらいたい
という意志が強く感じられました。体験をしたら価値観も変
わると思うので自分も実際に触れてみたいなと思いました。
( 海江田 )
　一般住宅建設とは異なり、工期が非常に長い寺社建設にお
いて、丸太の買い付けや製材するところから自社で行うとい
う徹底した品質管理をされているというところに会社の強
いこだわりを感じました。　（高橋） 

 
 

久留米大学3年
海江田　曜典

久留米大学２年
高橋　世馬

久留米大学3年
古賀　悠太

会社名　株式会社宮崎建設

所在地　うきは市浮羽町小塩 1553

電　話　0943 -77 -4422

ＦＡＸ 0943 -77 -4432

ＨＰ　　http : / /m iyazak i - kense t su . co . j p /

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

株式会社宮崎建設
代表取締役社長
    青木　翼さん

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）
            2月の1階休館日 
6～17日、20日、27日

〈一般図書〉
●｢応援消費｣ 
                   水越　康介／著　
●｢おもみいたします｣  
                   あさの　あつこ／著
〈児童図書〉
●｢ディエゴ・マラドーナ｣ 
              千田　純生／まんが
●｢ばーちゃる｣
       　      次良丸　忍／作
●｢ぼうし｣
                 こみね　ゆら／作

今月のおすすめ!

《子ども向け》･･･第1･第3日曜日

 2月5日｢ふしぎ駄菓子屋銭天堂　四巻／ビッグリもなか｣ 

 2月19日 ｢ざんねんないきもの事典」

《大人向け》･･･第2･第4日曜日

 2月12日 蔵書点検期間のため中止

 2月26日「君がいる、いた、そんな時｣ （1月未実施分）

★一般図書★
●｢栞と噓の季節｣ 
           米澤　穂信／著

   ★児童図書★　
   ●｢え?A!｣ 
                                  大日本タイポ組合／作

高校で図書委員をつ
とめる次郎と詩門は、
ある日、図書室の返
却本の中に、押し花
の栞を見つける。そ
れは猛毒のトリカブ
トで、校舎裏で栽培
されているのも発見
され…。「本と鍵の
季節」の続編。

「A」は「APPLE」、
りんごだよ。ページ
をめくって、まどを
のぞいたら、りんご
がアルファベットの
「B」になっちゃっ
た!そして、アルファ
ベットの「A」は
「BREAD」、パンに
なった!

★その他おすすめ★　

2月2０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1.３.4週土曜日 11:00～ 約30分間
  2月の日程＝4日、18日、25日 
   　対 象：幼児～小学生

2月21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１.３.４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：「運動と健康」 
 ～筋トレ・ダイエット・ストレッチ…～

★児童室：「猫」
 ～2月22日はにゃんこの日！！～

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」 

「子どもの読書活動推進計画（第３次）｣策定
のために年長児と小２の保護者にアンケート
調査を実施しました。その中に、｢子どもが騒
ぐと利用者の方にご迷惑がかかるので、図書
館に行けない。｣という、ご意見がありました。
　図書館は、静かなところというイメージが
強いですが、もっと気軽に、周りに気兼ねせ
ず、声に出して絵本を読んだり、本の話をし
たりして、みんなで楽しく利用できる図書館
にできないかと考えています。そこで、今回、
試行として、２月の第１土曜日と日曜日を
｢としょかん うきうきデー｣として、図書館を
開放したいと思います。赤ちゃんが泣いても、
ちょっとしたおしゃべりもOK。試行後、利用
者のご意見をいただき、今後の実施のあり方
を決定していきたいと思います。
  ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

　　2月7日（火）～2月17日（金）まで蔵書点検のため休館させていただきます。
　　図書館では、毎年2月上旬から図書館を休館にして、約2週間の蔵書点検を行います。市民
の皆様の読書環境を維持・向上するために、全蔵書約11万冊と保存資料の点検・整備、書架等
の整理、各コーナーの充実、施設設備の安全点検を行います。
　　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※返却については、市内の返却ポストまたは18日以降の返却をお願いします。

２月４日(土)、２月５日(日)
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令和 年うきは市消防出初式

月 日、白壁ホールで令和 年うきは市消防
出初式が開催されました。
昨年に引き続き、本年もコロナ禍により、規

模を縮小しての開催となりましたが、消防車両
による機械器具点検やラッパ隊などによる展示
訓練が披露されました。
式典内では、殉職者及び物故先輩に対する黙

とうを捧げた後、表彰状および感謝状を授与し
ました。

消防車輛による機械器具点検

福岡県知事表彰

防火思想普及感謝状
株式会社栗木商店代表取締役栗木良祐様

人命救助
福岡銀行 吉井支店様
河北和彦様、河北直美様

第 分団による小隊訓練

ラッパ隊による吹奏

第 分団による小隊訓練
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税の作文表彰

月 日、第一生命保険株式会社久留米支
社より 台の車いすを贈呈をいただきました。
贈呈いただいた車いすは、うきは市立図書

館と江南小学校で活用させていただきます。
同社の横山副支社長からは「地域の幸せの

実現のために役立ててほしい」と語っていた
だきました。

御幸小 年生 租税教室

うきは市では、次の世代を担う小学生や中学生の皆さんに税金への関心を高め、税金の意義や役割を
正しく理解してもらうため、管内の税務署などと協力して設置している「租税教育推進協議会」の
一員として、税務に携わる市役所の職員が派遣講師となり、｢租税教室｣を行っています。
授業では、税金の使い道や税金がない世界を描いたアニメを視聴し、最後には講師から「小学
校生活でかかるお金は 人で約 億円です。教科書をはじめ遊具や道具は税金で準備をしている
ので、大切に使ってください」と伝え、 億円の重み（約 キロ）を感じてもらいました。

「税金のはなし」の感想 御幸小学校 ６年生 吉瀬 莉希さん
税金は色んな人々が便利で安全に暮らせるようにするために、とても大切なものだというこ

とを学びました。私は今まで消費税ってなんだろう、本当に必要なのかな？と思っていました。
でも今回の学習で税金は私達の生活には欠かせないもので、税金によって国の笑顔が増える
事が分かりました。なのでこれからは税金のことをもっと知ってどのように使われるのか、そ
して税金によって払われているものを大切にあつかっていきたいと思いました。

車いすを寄贈していただきました

月 日、国税庁等が毎年実施している税
についての作文の表彰が行われました。
久留米税務署管内で高校生 編、中学

生 編の応募があり、吉井中学校 年生澤田
青波さん（写真右）が「税金の大切さ」で、
浮羽究真館高校 年生尾花愛華さん（写真左）
が「税金の使い道」で共にうきは市長賞を受
賞されました。
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市町村対抗駅伝大会開催

鳥越良雄さんが
県スポーツ功労表彰受賞 杉彩文海さん箱根駅伝で区間賞

パート（行政区） 優勝：大村 位：にゅうたうんず パート（行政区） 優勝：若宮 位：大村

第 回うきは市民ソフトバレーボール大会結果

月 日（日）筑後広域公園で第 回
市町村対抗駅伝大会が開催されました。
うきは市の選手団の総合順位は チーム

中の 位でした。なお、第 区を走った今村
仁さんが区間賞をとりました。個人記録は以
下のとおりです。

第 区（ ㌔）森山　翔太 17分  3秒
第 区（ ㌔）須山　弘美 7分42秒
第 区（ ㌔）大野　峰揮 10分22秒
第 区（ ㌔）宇治川真央 8分  6秒
第 区（ ㌔）園田　孝允 15分29秒
第 区（ ㌔）中村　優太 7分59秒
第 区（ ㌔）坂本　直美 7分  9秒
第 区（ ㌔）今村　　仁 8分  9秒
第 区（ ㌔）友松　真悟 15分48秒

月 日、福岡県スポーツ功労表彰を受賞
した鳥越良雄さんが市長を表敬訪問しました。
福岡県スポーツ功労表彰は、長年の活動によ
り地域スポーツの推進に貢献し、その功績が特
に顕著と認められる個人（団体）に対して表彰
を行うものです。
鳥越さんはうきは市サッカー協会の会長とし

て、少年サッカーの指導に尽力するとともに、
うきは市体育協会の副会長、会長として市のス
ポーツ振興に尽力したことが評価され受賞とな
りました。

月 日、 日に開催された第 回東京箱根
間往復大学駅伝競走で、うきは市出身の杉彩文
海（すぎ・さふみ）さん（明治大学3年生）が、
区間賞を取ったことを市長に報告しました。
杉さんは箱根駅伝初出場で 区（ ）
を走り、 時間 分 秒の区間歴代 位の記録
を残しました。

　　1 月 2 日、 3 日に開催された第 99 回東京箱
根間往復大学駅伝競走で、 うきは市出身の杉彩
文海（ すぎ・さふみ） さん（ 明治大学 3 年生） が、
1 時間 02 分 43 秒で 7 区（ 21.3km） 区間賞
を取りました。
　　杉さんは江南小学校から吉井中学校を卒業後、
駅伝の強豪校である鳥栖工業高校へ進学。
　　鳥栖工業高校では 3 年連続で全国高校駅伝を
走り、 初めて箱根駅伝に出場しました。
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「広報うきは」「うきは市ホームページ」で
                                    会社や商店などのPRをしませんか

4 月 か ら の 有 料 広 告 募 集 受 付 ： 2 月 2 4 日 （ 金 ） ま で

   うきは市では、地域経済の活性化と住民サービスの向上を目指し、併せて自主財源の確保などを
図ることを目的に、総務課情報政策係での広告事業を行っています。市広報紙は年12回発行され、
1回あたりの発行部数は約11,000部。行政や暮らしの情報、地域の話題などを市内各世帯にお届け
しています。会社のPRや商店の売り出しなど、この機会に広報紙の「有料広告」をご利用ください。
   また、うきは市ホームページのバナー広告も募集します。

❶広報うきは
   毎月1日発行

❷うきは市HP

募集枠数
※いずれも掲載枠の位置

指定はできません

上限8枠
※希望により2枠を合わせて合併枠と
して使用することもできます。

上限12枠  

掲載料（税込み）
①市内事業所等
②市外事業所等

※一括前納

①1枠10,000円／合併枠 20,000円

②1枠20,000円／合併枠 40,000円

①    5,000円
② 10,000円
※6カ月以上の掲載をいただくと10%
割り引く制度があります。

規格

大きさ  
1枠・・・ 縦42㎜、横82㎜
合併枠・・縦42㎜、横170㎜
刷色
フルカラー

大きさ
縦98ピクセル、横177ピクセル
形式 GIF、JPEG
データ容量 30KB以下

掲載期間 4月1日号から令和６年3月1日号　広告掲載は1回単位

※広告の内容等については、うきは市の基準にあったものに限ります。うきは市広告掲載要綱およ
びうきは市広告掲載基準をご参照ください。（うきは市ホームページまたは総務課へ）
★広告の原稿は原則申込者での作成となります。ただし、powerpointでの簡単なデザインの広告で
   あれば情報政策係でも作成できます。お気軽にご相談ください。

    5月以降の募集受付については随時ご相談ください。

    ■広報うきは有料広告の原寸サイズ（1枠）

42.0㎜

82.0㎜

企業や団体だけでは
なく、個人店の事業
主の皆さんもPR
してみませんか

広告 広告広告 広告 広告 広告

広告 広告広告 広告 広告 広告

    ■うきは市HPの広告イメージ

    

■

        

https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/

■申込方法（広報うきは・うきは市HP共通）

   申込書に必要事項を記入し、広告の原本を添えてお申込みください。申込書は総務課情報政
策係（市役所2階）に用意しているほか、うきは市HPからもダウンロード出来ます。
※「うきは市広告掲載要綱」に基づき審査したうえで、掲載可否を決定します。
枠数を超える申込があった場合は定められた順序により決定します。
   詳しくはうきは市ホームページをご覧いただくか、総務課情報政策係まで
お問い合わせください。☎75-4985
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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。

第41回福岡県酒害対策大会　
市民公開セミナー開催
2/12（日）12:30～16:00
うきは市文化会館（白壁ホール）
◆テーマ「酒、呑みますか？や
めますか？」
◆記念講演　医療法人社団淡窓
会　大分友愛病院院長　山本亨
先生
「アルコール依存症からの回復」
その他、酒害者本人や家族によ
る酒害体験発表や無料酒害相談
●問合せ
一般社団法人福岡県断酒連合会
事務局　小原龍雄
☎090-5944-8505

ファミサポ交流会・事業説明会
2/27（月）10:30～12:00　
うきは市役所西別館 健康増進室
◆内容クラフトバンドでペンス
タンド作り
◆定員先着20名（子連れOK）
◆参加費無料　　
◆締切2月17日（金）
●問合せ　ファミリー・サポート・
センターくるめ
☎0942-37-8888　
FAX0942-37-8822
Mail:famisapo@ktarn.or.jp

親子のための相談LINE
子育てがつらいと感じる、子ど
もとどう向き合えばいいか分か
らない保護者の方
親に気持ちをうまく伝えられな
い、親に話を聞いてもらえない
子ども自身LINEで相談してみ
ませんか？
福岡県内在住の保護者や子ども
が、子育ての不安や家族関係の
悩みを気軽に相談できます。
相談料は無料。
相談受付時間：毎日10:00～
20:00（12/29～1/3を除く）

＜親子のための相談LINE＞
※厚生労働省が開設した

全国共通アカウント

司法書士会「相続登記はお済で
すか月間」
福岡県司法書士会では、2月を
相続登記はお済ですか月間と定
め、相続登記に関する相談に無
料で応じます。
◆2/1（水）～2/28（火）
◆場所 福岡県司法書士会会員事
務所
◆司法書士センターにて、最寄
りの司法書士事務所を紹介いた
します。
●問合せ　
電話092-722-4131
（平日10:00～16:00）

小学校３年生が火の用心を啓発
～防火ポスター展示～

久留米広域消防本部では、管内
の小学校３年生を対象に、火災
予防思想の普及啓発として防火
ポスターコンクールを実施して
います。
火災の恐ろしさや、防火の大切
さが伝わってくる児童達の力作
を見に来てください。
作品展示場所
うきは市役所1階ロビー
展示期間
2/22（水）～3/7（火）
※新型コロナウイルスの感染状
況等により、入賞作品の展示を
中止する場合があります。
●問合せ　浮羽消防署警防課
☎0943-72-4193
FAX0943-72-4192

■久留米地区職業訓練協会講座
①illustrator基本講座
◆2/14・17（火・金）
18:30～21:00
◆定員15名◆受講料5,500円
②シニア世代のためのパソコン入門
◆2/21・28（火）13:00～15:30
◆定員15名◆受講料5,500円
③ガス溶接技能講習
◆ 2/26・3/5（日）8:45～17:00
◆定員30名◆受講料:9,200円
※場所①②久留米地域職業訓練
センター③人材開発センター
●問合せ　
久留米地域職業訓練センター
☎0942-44-5201
FAX0942-43-2964

■日田共同高等職業訓練校訓練
生募集
◆訓練科目
住宅施工科（建築大工、左官、
木工）
◆募集条件　建築職人を目指す人
（男女・年齢は問いません）
◆訓練期間3年間（毎週木曜）
◆授業料5,000円/月
◆申込方法
日田共同高等職業訓練校に電話
◆募集人数15人程度
◆申込期限3/31（金）
●問合せ　日田共同高等職業訓
練校（平塚）☎090-1197-
3520

行政書士による無料相談会
◆2/22（水）9:30～15:00
うきは郵便局
◆内容
相続・遺言・後見など
※予約不要
◆主催　
福岡県行政書士会久留米支部
●問合せ　
井村☎090-5471-6190

行政書士による暮らしの無料相
談会
◆2/8（水）13:30～15:30
るり色ふるさと館研修室3
◆内容
相続・遺言など
※予約不要
●問合せ　行政書士ひろざわ事
務所　廣沢暢臣☎050-7108-
4360
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～ちくご路かわら版～

～久留米市～第 回城島酒蔵
３年ぶりの通常開催。町民の森会場にて「城島の酒」の飲みくらべや、シャトルバスで巡る各
酒蔵の新酒等が楽しめます。
月 日（土）～ 日（日）町民の森公園（メイン会場）・解放 蔵・三潴総合支所駐車場
●城島酒蔵びらき実行委員会☎

耳納クリーンステーションからのお知らせ
＜定期点検期間中の受付について＞

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。

立候補予定者説明会及び事前審査について
（福岡県議会議員一般選挙）

〇立候補予定者に対して、次のとおり説明会
を開催します。
◆３ （水） ～
◆場所 福岡県庁 ３階講堂
◆備考
・各候補につき、２人まで参加できます。
・筆記用具を御持参ください（印鑑不要）。
・できるだけ公共交通機関でお越しください。
●問合せ 福岡県選挙管理委員会
☎

◆ （月） ～
◆場所 久留米市役所 階
●問合せ久留米市選挙管理委員会
☎

久留米市・うきは市選挙区立候補予定者説明会

事前審査

２月１３日（月）～２月１８日（土）の期間にて、
ごみ処理機器の定期点検を予定しています。
期間中は、ごみの持ち込みに制限がありますの
でご注意ください。

◆直接持ち込み停止＝可燃ごみ・粗大ごみ
◆直接持ち込み可能＝資源ごみ（分別収集・新
聞・雑誌・ダンボール・衣類・布団・剪定枝木・木
廃材）

※可燃ごみの収集業務につきましては、通常ど
おり行います。

※２月２０日（月）より通常どおりの直接持ち込
み受付となります。

◆問合せ：耳納クリーンステーション ☎ －２０１０
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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。

まちの話題

月 日～ 日、 日～ 日に浮羽稲荷神社ライトアップアート が開催されました。
（主催：うきは観光みらいづくり公社）
回目の開催となった今年は、昨年よりも演出をバージョンアップし、約 段の鳥居階段には
台以上の灯籠アートとライティングでさらなる絶景に。境内の森は、光のオブジェとプロジェ

クションマッピング、竹細工アートで彩られました。
また、期間中は「光のマルシェ」コーナーで、地元飲食店の味を堪能いただきました。

浮羽稲荷神社ライトアップアート

中
なかの

野　礼
れな

菜 ちゃん

令和２年２月21日 (3歳)

れ な ち ゃん 3 歳 お め
でとう♥大好きなお兄
ちゃんズと楽しく大き
くなってね！

杉
すぎ

　依
い ぶ き

風希 ちゃん

令和３年２月15日 (2歳)

HappyBirthday ☆ こ
れからもみんなで笑顔
いっぱいの毎日を過ご
そうね♥

小
おざさ

笹　寿
ひさき

輝 ちゃん

令和２年２月23日 (3歳)

ひーくん☆お誕生日お
めでとう♪
お姉ちゃんとたくさん
遊んで笑ってね！

足
あだち

立　幸
ゆきと

音 ちゃん

令和４年２月９日 (1歳)

お誕生日おめでとう！あ
なたの笑顔にいつも幸
せをもらってます♥すく
すく育ってね☆

鎗
やりみず

水　咲
さくや

久也 ちゃん

令和２年２月12日 (3歳)

虫が大好きな咲久也♪
お姉ちゃんたちと仲良
く、元気に大きくなっ
てね！

栗
くりき

木　凪
なぎと

人 ちゃん

令和４年２月14日 (1歳)

一歳おめでとう！いつも
にこにこなぎくん♥こ
れからもすくすく元気
に育ってね♪

福
ふくみ

味　月
つきの

乃 ちゃん

令和２年２月16日 (3歳)

元気いっぱいで逞しい
月乃ちゃん♥３歳も楽
しく過ごそうね♥お誕
生日おめでとう♥

石
いしい

井　源
げんじゅうろう

十郎 ちゃん

令和３年２月23日 (2歳)

いつもみんなを笑顔に
し て く れ て あ り が と
う！これからも元気で
いてね！大好きだよ♥

石
いしい

井　翔
しょうた

虎 ちゃん

令和２年２月１日 (3歳)

沢山ご飯を食べて、体
をいっぱい動かして健
康でいて下さい☆

※うきは市在住の3月生まれのお子さん（1～3歳）を2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。

平
ひらやま

山　朝
あさひ

陽 ちゃん

令和３年２月25日 (2歳)

あっくん 2 歳おめでと
う♪これからもニコニ
コ笑顔で大きくなって
ね～！

平
ひらた

田　福
ふくみ

美 ちゃん

令和３年２月27日 (2歳)

お姉ちゃんと仲良く！元
気に育って下さい。

保
ほさか

坂　千
ちはる

春 ちゃん

令和４年２月16日 (1歳)

千春の笑顔は幸せと希
望のかたまり☆
みんなの宝物♥
初めてのお誕生日おめ
でとう！
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