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●水巻町第二保育所餅つき大会（令和３年 12 月８日撮影）

謹んで新年のごあいさつを申
し上げます。
町民の皆様におかれましては
希望に満ちた輝かしい新春をお
迎えのことと心からお慶び申し
上げます。また、日頃から水巻
町政全般に対する温かいご支援
と絶大なるご協力をいただき心
から感謝申し上げます。
昨年はコロナ禍の中、東京オ
リンピック・パラリンピック競
技大会が 年越しの開催となり
ました。ほぼ無観客での開催に
なるなど異例ずくめの大会とな
りましたが、大いに盛り上がり、
非常に忘れられない出来事とな
りました。
町としては、そのような状況
の中、新型コロナウイルスのワ
クチンを早急に接種できるよう
取り組み、町民の皆様のご協力
をいただきながら、非常に高い
水準で接種率を上げることがで
きました。
また、皆様にご不便をおかけ
しておりましたＪＲ水巻駅南側
については、駅前広場・ロータ
リーなどの整備事業を推進する
とともに、町有地へ民間の健康

羽ばたく町民の活躍を大変誇ら
しく感じました。
さて、今春には町民の皆様が
待ち望まれた健康入浴施設がオ
ープンします。皆様の健康づく
りや介護予防に寄与することと
期待しているところです。
本年は「壬寅」の年。厳しい冬
を越え、草木が芽吹き、新しい成
長の礎となる年だと言われてい
ます。まさに２０２２年はそう
なってほしいと願うばかりです。
新型コロナウイルスは未だ収
束に至っておらず、今後も私た
ちの生活に影響を及ぼしそうで
す。誰もが安心して暮らし続け
ることができる町を目指し、今、
私たちにできることを確実に行
うことが、水巻町の明るい未来
につながっていくことだと信じ
ています。
その役割と責務を果たせるよ
う、議員一同、全力で活動して
まいります。今後ともご支援、
ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
結びに、皆様のご健康とご多
幸をお祈り申し上げ、新年のご
あいさつといたします。

入浴施設を誘致することができ
ました。
これらは、町民の皆様のご支
援とご理解なくしては、実現で
きなかったことであり、水巻町
の未来への明るい息吹が着実に
芽生えつつあるものと感じてお
ります。
本年も、引き続き新型コロナ
ウイルスの感染状況に注視する
こととなりそうですが、未来へ
持続していける町となるよう、
これまで以上に皆様と対話を重
ね、手を携え合いながら、住ん
で良かったと感じていただける
「住みよき水巻」に向けて、こ
れからも水巻町のため全身全霊
でまちづくりをやり遂げて参る
覚悟です。
今年もなお一層の、町民の皆
様のご支援、ご協力をいただき
ますよう心からお願い申し上げ
ます。
結びになりますが、本年が皆
様お一人おひとりにとって、実
り多き素晴らしい一年となりま
すよう、心からお祈り申し上げ、
新年のごあいさつとさせていた
だきます。

「住みよき水巻」へ向けて

明けましておめでとうござい
ます。町民の皆様には、お健や
かに新春をお迎えのことと、心
よりお慶び申し上げます。また、
日頃から町議会に対し、深いご
理解と温かいご支援・ご協力を
賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年は一昨年から続くコロナ
禍で、度重なる緊急事態宣言が
発出され、町民の皆様におかれ
ましては、何かと不自由な生活
を送られたことと思います。
そのような中、夏に東京オリン
ピック・パラリンピックが開催さ
れ、日本人選手の活躍が私たちに
希望を与えてくれました。また、
月には地球温暖化の研究に貢
献した眞鍋淑郎さんが 歳でノ
ーベル物理学賞を受賞、 月には
メジャーリーグの大谷翔平選手
がＭＶＰを受賞するなど日本人
の活躍に勇気づけられました。
本町に目を向けますと、ＳＮ
Ｓを通じて、町内在住でダンサ
ー・振付師である yurinasia
（ユ
リナジア）さんの水巻町を拠点
にした活躍や、かわいらしい尾
脇兄弟のテニスの実力が世界で
注目を浴び、水巻町から世界に

明るい未来へ「確実な一歩」を
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美浦 喜明

白石 雄二

水巻町長
水巻町議会議長

７

６

昨年、町が発令する避難情
報が大幅に変更。
「危険な
場所から全員避難」が必要
な時に出されるのは？
① 緊急安全確保（レベル５）
② 避難指示（レベル４）
③ 高齢者等避難（レベル３）

５

赤ちゃんの世話・授乳の
仕方が相談できる産後ケ
アが始まりました。利用で
きる町内唯一の施設は？
① ひだまりの家
② 桑原産婦人科医院
③ 九州バースセンター

町の定住施策の１つ。中学生以下
の子とその親からなる世帯が家
を取得すると、いくらの助成が？
① ５万円
② 10 万円
③ 20 万円

３
１月中旬から始まる新型コ
ロナワクチンの３回目予約。
町がインターネット予約を
最も推奨する理由は？
① 混まずに予約できる
② 他の予約法がない
③ 何となく

４

２

広報みずまき
新春クイズ
応募方法

はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、クイズの答え、広
報紙への意見・感想などを記
入して応募してください。
全問正解者の中から抽選で
人に賞品をプレゼント。当
選発表は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。
●申込期限
１月 日（月）必着
●応募先
〒８０７‐８５０１
（住所不要）
水巻町役場広報係
●賞品（６人分）
みずまろのキーホルダーと
「水巻のでかにんにくみそ」
甘口・辛口セット
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JR 水巻駅周辺の混雑解消
や歩行者の安全性確保の
ため、実施している駅南口
の整備。完成予定はいつ？
① 令和４年３月
② 令和５年３月
③ 令和６年３月

JR 水巻駅南口前に開業する入浴施設。
町内在住の 65 歳以 上の人を対象に
平日限定の健康促進事業が始まります。
利用料 880 円がいくらで利用できる？
① 700 円
② 500 円
③ 300 円

昨年夏、洪水時の避難目安
となる水位線を遠賀川に設
置。赤・黄・青に色分けさ
れた施設の設置場所は？
① 猪熊
② 立屋敷
③ 伊左座

６

5

1

明けましておめでとうございます。
いよいよ、新しい年がスタートしました。恒例の新春クイズ
に応募して今年初の運試しをしてみませんか。
●問い合わせ 役場広報係☎ 201-4321
広報みずまき 2022.1.10
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あなたの周りの出来事や
身近な話題をお待ちしています

中学生の税の作文表彰
12 月７日、国税庁が税の知識や理解を深
めることを目的として実施している「税の作
文」コンクールで、
次の３人が表彰されました。

【北九州西県税事務所長賞】
水巻南中学校３年生
のりひろ
谷岡徳優さん
題名「改めてしった税金の使い方」

【水巻町長賞】

「カリグラフィー講座」国際交流協会
11 月 27 日、中央公民館でカリグラフィー講座が行われました。カ
リグラフィーとはギリシャ語で「美しい書き物」を意味し、文字を美
しく見せるための手法を指します。講師から、文字の傾斜をそろえる
ことや線の強弱を意識すること、ペン先のしなりを利用することなど
の説明を受けて繰り返し練習しました。参加者は「こんな字を書けた
ら自分が賢くなった気がするね」と話していました。最後に来年用の
年賀状を作成。水彩えんぴつで黄色い丸を描き、それを水でのばし
て思い思いの目や鼻、しま模様をかくとあっという間に来年の干支の
虎が完成。参加者の誰かからかわいい虎の絵と美しい文字で書かか
れた年賀状が届きましたか。

伊左座コスモス祭り
11 月３日、伊左座区でコスモス祭りが開催されま
した。伊左座老人会が公園の花壇や休耕田を利用し
て植えたコスモス。７月の大雨で一度種が腐ってしま
い、ほとんどがだめになりましたが、今年こそはコス
モス祭りを開催したいと再度種をまき、一生懸命世
話をしてきました。そんな想いが伝わったのかコスモ
スはきれいな花を咲かせてくれました。当日は、地区
の役員が中心となり地域全体、大人も子どもも楽し
めるように、輪投げや射的、スーパーボールすくいな
ど祭りならではのさまざまな楽しい催し物を準備され
ており、地域の人を中心に約 250 人もの人が集まり
ました。久しぶりのお祭りに大人も子どもも関係なく
みんな一緒に楽しんで、伊左座公民館付近は熱気が
あふれていました。

蝶々からの幸せの贈り物！？
可愛い蝶々の置物コース
11 月 18 日、いきいきほーるでふれあい活動普及講座が行われ、
「可愛い蝶々の置物コース」に 13 人が参加。これは町内のボラン
ティア団体が日頃の活動を活かした講座を行うことで、ボランティ
アの輪を多くの人へ広げたいと毎年行っているものです。
水巻すみれ会が講師を務めた置物コースでは、受講者が１人ず
つ指導を受け、和紙や食品の包み紙などを使ってカラフルな蝶々
を作っていきました。そして、
完成した蝶々にはワイヤーを取り付け、
まるで生け花のように小さな器に挿して出来上がり。小川スミ子講
師は「蝶は幸せを呼ぶ生きもの。ぜひ玄関先に飾って幸せを呼び込
んでください」と縁起物としての使い方も伝授していました。

11 月 23 日、石原良純さんと宮本アナ
ウンサーが水巻町にやってきて、
「勝手に
PR 動画」の撮影が行われました。
河川敷のコスモスやちょうど紅葉の見
頃をむかえていた八劔神社の大イチョウ
など 町内のいろいろなスポットをまわ
り、ラップにあわせて水巻町を PR。途中
ICOTTO!MIZUMAKI を訪れていたとき
に、なんと美浦町長が登場。
「しっかり水
巻町を PR してくださいね」と良純さんと
宮本アナにお願いしました。
この模様は 12 月 16 日に KBC 九州朝
日放送「アサデス。７」で放送されました。
皆さんご覧になりましたか。良純さんと
宮本アナがさまざまな場所で、町民とふ
れあいながら、水巻町の魅力をしっかり
PR していただけたのではないでしょうか。

ＫＢＣ朝日放送アサデス。７

11 月 28 日、総合運動公園で行われた水巻町スポーツ少年団駅伝・
マラソン大会の結果は次のとおりです。
（敬称略）
【マラソン男子】
●１年生 小野海晴
（伊左座ソフト）
●２年生 木下蒼葉
（水巻
空手道）●３年生 山口遼（猪熊野球）●４年生 中島拓飛（伊左座野球）
●５年生 小野将秀（伊左座ソフト）●６年生 谷岡賢道（伊左座野球）
【マラソン女子】
●１年生 南結椛（吉田水泳）
●２年生 木下愛結（頃末水泳）
●３年生 黒田愛子（頃末水泳）●４年生 末吉柑菜（頃末水泳）●５年生
末吉千咲（頃末水泳）●６年生 入江咲良（伊左座野球）
【駅 伝】●男 子 伊左座野球 A ●女 子 頃末水泳 A

久しぶりの祭りのにぎわい

良純くん・宮本くんの勝手にＰＲ動画

１本のタスキを仲間の元へ！

水巻南中学校３年生
ひ な
守田陽菜さん
題名「軽減税率と女性」
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大切な人に美しい文字でおくる

水巻町スポーツ少年団駅伝・マラソン大会

水巻南中学校３年生
かりん
平城夏凜さん
題名「それ本当に必要？」
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コンビニ交付サービス
メンテナンスのため一時停止
メンテナンスのためコンビニで
の戸籍附票の交付サービス申請受
付を一時停止します。
●停止日 １月 日（火）
●問い合わせ 役場住民係

福祉のしごと就職フェア
ＥＢ面談会
●と き １月 日（土）
・２月
日（土）
・３月 日（土）午後１
時～４時
●内 容 ＺＯＯＭのブレイクアウ
トルームを利用したＷＥＢフェア
です。参加法人とオンライン上で
直接やり取りができます。

●対 象 社会福祉施設・事業所
への就職希望者
※資格や経験は問いません。
●参加方法 インターネット環境
が整ったパソコンやスマートフ

ています。第２期は平成 30 年度から令和５年度までの６

中間評価・結果
改善した点

いきいきほーる健康課☎２０２局３２１２番

かる医療費の割合が高い状況で
す。特に脳血管疾患は高額の状態
が続いています。これらは高血圧
や糖尿病などの生活習慣病が重症
化していることが考えられます。

新たな課題

内に住んでいる健康な人

健康寿命を延ばすために定期的
に健康診査を受診し、自分の体の
状態を知ることが大切です。現在
新型コロナ感染症の影響による健
康診査の受診控えで生活習慣病の
重症化が懸念されています。健康
診査は不要不急の外出には当たり
ませんので、早めに受診をしてく
ださい。
町のホームページに
計画書と概要版を載せ
ていますので確認して
ください。

糖尿病の診断項目の１つ
で、過去２か月間の血糖値
の平均を表したもの。

●問い合わせ

●特定健診受診率・特定保健指導
実施率の改善
平成 年度の特定健診受診率は
・７％でしたが、令和元年度は
・１％と向上しました。特定保
健 指 導 実 施 率 は、 平 成 年 度 の
・７％から ・５％に向上して
います。
後期高齢者の約 ％が医療機関
を受診していますが、後期高齢者
健康診査の受診率は令和元年度で
７ ％ と 低 い 状 況 で す。 高 血 圧 や
糖尿病などの生活習慣病の多く
は、コントロール不良となり、重
症化すると脳血管疾患や認知症と
いった要介護状態を引き起こす原
因となります。現在治療中であっ
ても、１年に１回定期的に健康診
査を受けて、糖尿病や高血圧など
の重症化を予防していくことが大
切です。

今後の目標
●特定健診受診率・特定保健指導
実施率の向上
●高血圧や高血糖、脂質異常症の
予備群、該当者を減らし、未治
療者を減らす
●虚血性心疾患や脳血管疾患、透析
患者の新規患者の割合を減らす
●入院医療費・高額になる疾病の
医療費の割合を減らす

「退職したけどまだまだ働きた
い」
「生きがいのために誰かの役
に立ちたい」
と思っている皆さん。
シルバー能力活用事業で一緒に働
きませんか。
（土）
・ 日
（土）
●と き １月 日
午前 時～ 時
●ところ サクラほーる
●対 象 おおむね 歳以上で、町

５年３月 日（金）

●内 容 募集する仕事内容や手
続き方法の説明
●持ってくるもの 申請書・印鑑
※申請書はシルバー能力活用事業
事務所または社会福祉協議会事
務局で配付しています。
●登録期間 ４月１日（金）～令和

が必要です。

※現在登録している人も更新の申請

（ヘモグロビンエーワンシー）

ＨｂＡ１ｃ

kazu-0512@rc5.so-net.ne.jp
●申込期限 ２月 日（日）
●申し込み・問い合わせ 水巻町
バドミントン協会（本田）☎（０
９０）５２８７局９１８４番

●と き ３月６日（日）午前９時
●ところ 町民体育館
●種 目 男子・女子ダブルス
※試合は実力別にク
ラス分けし、実施。
マスターズクラス
もあります。
●費 用 １人１０００円
●申込方法 メールに住所・氏名・
年齢・連絡先を記入の上申し込
んでください。大会要項などは
町民体育館窓口で取得できます。
※チームでの申し込みが必要です。
▽メールアドレス

参加してみませんか
水巻バドミントン選手権

●申し込み・問い合わせ シルバ
ー能力活用事業事務所☎２０１
局３３５０番

休日 受け取り専用窓口

横ばい・悪化した点

オンラインライブ配信
遠賀川流域リーダーサミット
●と き ２月６日（日）午後１
時～５時
●内 容 オンラインライブ配信
▽首長などによるパネルディスカ
ッション「流域治水（防災・減
災）
、コロナ禍における河川空
間の利活用」
▽遠賀川で活動する団
体・子どもたちの活
動発表など
●問い合わせ 遠賀川河川事務所
調査課☎（０９４９）２２局１
８３０番

まだまだ働きたい
シルバー就労者登録説明会

北九州市上下水道局
・お客様センター ☎ 582- 3031
・西部工事事務所 ☎ 644- 7820

用 語 説 明
マイナンバーカード

28

サクラほーる（高齢者福祉センター）
☎ 201- 3344

●高血糖・高血圧の割合の増加
特定健診受診者のうち、糖尿病
の診断項目の高血糖の人や高血圧
の人が多い状況です。特定健診受
診者における高血糖の人の割合は
福岡県内で３位、高血圧は７位と
県内でも上位を占めています。平
成 年度と比較すると HbA1c
が
６・５％以上の人の割合が増加し、
高 血 圧 に つ い て も 血 圧 160/100
以上の人の割合は横ばいの状況で
し た。 ま た そ の う ち 治 療 に つ な
がっていない人も多く、高血圧は
約７割が未治療のままとなってい
ます。
●医療費の増加
町の医療費全体のうち脳血管疾
患や虚血性心疾患、人工透析にか

障害者福祉センター ☎ 201- 0794

を見直しました。

ォンからエントリーして参加で
きます。
●問い合わせ 福岡県社会福祉協
議会福祉人材センター☎（０９
２）５８４局３３１０番

下水道排水設備責任技術者
新規・更新登録申請

☎ 201- 0999

の写し（いずれも有効期限内の
もの）
▽住民票
▽印鑑
※申請書などは、役場下水道課窓
口や町ホームページで取得でき
ます。
●申し込み・問い合わせ 役場下
水道課

歴史資料館

計画です。健康寿命を延ばし、医療費の適正化を目的とし

●と き ２月１日
（火）
～ 日
（火）
※土曜日・日曜日・祝日は除きます。
●対 象 福岡県下水道協会が行
う責任技術者試験に合格した人
（更新の場合は、更新講習を受講
した人）
●費 用 ２０００円
※申請時に支払います。
●持ってくるもの
▽排水設備工事責任技術者登録申
請書
※更新の場合は継続登録申請書と
なります。
▽誓約書
▽写真２枚（縦 ㎜×横 ㎜）
▽責任技術者試験合格証の写しま
たは責任技術者更新講習修了証

22

41 32
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水巻町新型コロナ相談窓口
平日午前９時～午後５時 ☎ 202- 3212
60

67

☎ 201- 5000
FAX 201- 0995

93

遠賀中間休日急病センター
★ 休日救急医療 ★ ☎ 282- 9919
15

11

完成したカードが休日にも
受け取れます。
●と き １月22 日（土）
・23
日（日）午前９時～正午
●ところ 役場住民係
●問い合わせ 役場住民係
13

10

28

図書館

で約６年と長期間であることが課題になっています。

総合運動公園

50

28

ほっとステーション ☎ 203- 1555
203- 1553

保健事業実施計画は、健康・医療情報を活用して PDCA

いきいきほーる ☎ 202- 3212
健康課
FAX 202- 3621
15

（児童少年相談センター） FAX

年計画になっており、令和２年度に中間評価を行い、計画

☎ 203- 5772
FAX 203- 5806
子育て
支援センター

であり、平均寿命と健康寿命の差が男性で約３年、女性

南部公民館

活を送る期間「健康寿命」は男性 78. ３歳、女性 81.１歳

☎ 202- 2472
FAX 202- 2473

わが国は世界トップレベルの長寿社会となり、令和元年

☎ 201- 4321
FAX 201- 4423
水巻町役場

となりました。しかし、一方で健康を維持し、自立した生

☎ 201- 0401
FAX 201- 0411

度の水巻町の「平均寿命」は男性 80. ８歳、女性 87.１歳

中央公民館
19

サイクルに沿った効果的な保健事業の実施をはかるための

24

INFORMATION
11

12 15

コミュニティ無線 確認ダイヤル
☎ 201- 9119
31

W

・スポーツ振興係 ☎ 201- 4000
・テニスコート
☎ 201- 5757
36

生 活 情 報

データヘルス計画
中間評価報告

こんにちは保健師です

健康づくりシリーズ 416

中間・ 遠 賀 地 区
出張労 働 相 談 会 の 開 催
解雇や賃金未払
い、いじめ・パワ
ハラなどの労働相
談に福岡県北九州
労働者支援事務所職員が相談に応
じます。
●と き １月 日
（金）
午後１時
～５時
※事前に予約が必要です。１月
日
（火）
までに予約してください。
●ところ 中間市地域交流センタ
ー（中間市垣生）

●問い合わせ 福岡県北九州労働
●申込開始日 １月 日（月）午
に相談してください。相談は電話
者支援事務所☎９６７局３９４
前９時（先着順）
でもできます。
５番
●費 用 無料
●と き 毎週月曜日・金曜日
（祝
●申し込み・問い合わせ 折尾法
日は除く）午後１時～４時
県下一斉
律相談センター☎６９１局２１
※受け付けは午後３時 分までです。
無料法律相談会
６６番
【弁護士の無料法律相談】
弁護士会の法
●と き
月 日
（月）
・ 日
（金）
社会福祉協議会の
律相談活動・市
午後１時～４時
相談事業
民サービスのＰ
●対 象 町内に住んでいる人
Ｒ活動として、県下 か所すべて 【介護支援専門員の介護相談】
●定 員 各６人（先着順）
の法律相談センターにて無料相談
介護で困っていることや悩んでい
●申込開始日 １月 日（月）午
を行います。電話申込制です。
ることがあれば、相談してください。
前８時 分
●と き ２月１日
（火）
～ 日
（月） ●と き
月 日（水）午後１ 【行政相談委員の行政相談】
※平日のみ午後１時 分～４時です。
時～４時
毎日の暮らしの中で、行政に対
●相談場所 折尾法律相談センタ
※受け付けは午後３時 分までです。 する意見や要望、苦情などはあり
ー（八幡西区折尾）
【住民相談員の住民相談】
ませんか。総務大臣から委嘱を受
●相談時間
分程度
日常の悩みを一人で抱え込まず
けた行政相談員が相談に応じてい
ます。
●と き １月 日（月）午後１
時～４時

高齢者のおむつ代医療費控除
手帳を持っていない人の障害者控除

※受け付けは午後３時 分までです。

【共通事項】
●ところ 社会福祉協議会（いき
いきほーる２階）
●問い合わせ 社会福祉協議会
☎２０２局３７００番

社会福祉協議会
月 日～ 月 日受付分
【香典返し寄付】
吉田二
故・井上 順一郎様
井上
静子様
新生街
故・柴田
幸惠様
柴田
徹哉様

作成してください。
③その他
▽マイナンバーカード・通知カード
※通知カードの場合は免許証や保
険証などの本人確認書類も必要
です。
▽本人名義の通帳の口座番号

無収入 などの簡易申告

有料広告欄

どの記入をして役場住民税係窓口
に提出するだけで申告を済ませる
ことができる手続きです。
ただし、
簡易申告では各種所得控除を受け
ることができません。
●簡易申告の対象者の例
▽無収入の人
▽給与収入 万５０００円以下の人
▽遺族年金や障害年金などの非課
税収入のみの人

●と き ３月 15 日（火）まで
15日（火） 立屋敷 吉田東

25

簡易申告は、収入や扶養親族な

パソコンやスマートフォンから国税庁ＨＰで
申告することもできます。24 時間申告ができ
るため、忙しい人はぜひ利用してください。
14日（月） 猪熊 樋口 樋口東

12

10
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③インターネット

11日（金） おかの台 梅ノ木団地
10日（木） 宮尾台 緑ケ丘

96

３月 ８日（火） 二東 二西
９日（水） 高尾 美吉野

▽医療費控除・セルフメディケー
ション税制の明細書
※医療保険者などが発行する医療
費通知を添付することで明細書
の記入を省略できます。
ただし、 月までに届いた国
民健康保険の医療費通知は 月
診療分までの内容となるため、
月・ 月支払の医療費などに
ついては、領収書から明細書を

３日（木） 下二東 下二西

●と き ２月 20 日（日）
、27 日（日）
午前９時～午後４時
7日（月） 吉田西 吉田南

７

17

30

31

30

９

２日（水） 高松 伊左座

② AIMビル（JR小倉駅前）
４日（金） 古賀 頃末北

２

30

11

※土曜日・日曜日・祝日は除きます。
※確定申告会場への入場には「入場整理券」
が必要です。入場整理券は会場で当日配付
しますが、LINE アプリでも来場
希望日の 10 日前から事前発行
をしています。

２月 28 日（月） 朳 中央 鯉口
１日（火） 頃末南 吉田団地

10

22 日（火）梅ノ木団地

11

▷公的年金以外の申告

令和３年度以降「 遠賀コミュニティセ
ンター会場」は開設しません。
21日（月）二東 二西

●と き ２月１日（火）～３月 15 日（火）
午前９時～午後４時
25 日（金）頃末北 頃末南

19

中央 高尾
18 日（金）
立屋敷 宮尾台

12

①若松税務署
朳 古賀
樋口 樋口東

24 日（木）

24

30

●問い合わせ 若松税務署☎ 761-2536

●問い合わせ 役場高齢者支援係

１

役場だけじゃない！
12

２月 17 日（木） 高松 緑ケ丘
おかの台

町県民税・国民健康保険税 の申告

▷公的年金のみの申告

申告できる場所は
美吉野 吉田南
吉田団地

16 日（水）

18

30

中央公民館大ホール

混雑を避けるために、申告期間を

14

９日（水） 猪熊七丁目～九丁目

場 所

長めに設定し、地区割を細かくしてい

11

15 日（火） 下二東 下二西

30

●問い合わせ 役場住民税係☎２０１局４３２１番

※都合がつかず、指定日以外の日に来
るときに連絡の必要はありません。

左記の日程で申告相談を受け付
けます。申告相談を行う人は、申
告会場（中央公民館大ホール）入
口の番号札を取って、場内で待機
してください。
※会場入口で検温を行い、 ・５
度以上ある場合、入場できませ
ん。また、マスクを着用してい
ない場合も入場できません。
※駐車場は限りがありますので、
ゆめあいバスなど公共交通機関
を利用してください。
※事前に申告書が必要な人は、問
い合わせてください。

申告に協力をお願いします。

申告 に必要 な書類

※午前８時 30 分から中央公民館大ホ
ール前で番号札を配布します。

①令和３年中の収入が分かる書類
▽給与所得の源泉徴収票
▽公的年金などの源泉徴収票
▽報酬、謝礼などの支払調書
▽個人事業・農業・不動産業など
の収支内訳書
▽保険の満期など一時所得の支払
明細
▽個人年金の支払明細
②所得控除額の分かる書類
▽国民年金保険料控除証明書
▽任意継続の健康保険、建設国保
などの保険料領収書
▽地震保険料、生命保険料の控除
証明書
▽障害者手帳、療育手帳（本人・
扶養親族）
▽寄付金控除用領収証

14 日（月） 吉田東 吉田西

18

ます。できるだけ各地区指定日での

37

申告内容で必要書類が異なりま

地区割

す。主な必要書類は次のとおりです。

午前９時～午後４時

診断書を役場高齢者支援係に提出し手続きす
ると、障害者手帳を持っていなくても、障害者
控除の対象となることがあります。診断書の用
紙は役場高齢者支援係で配布しています。
●対 象
▷65歳以上で、知的障がい者（軽度～重度）に
準ずる人または身体障がい者（１級～６級）に
準ずる人
▷65歳以上の寝たきり高齢者
※役場高齢者支援係が発行する認定書を申告
時、提出してください。

10 日（木） 鯉口 伊左座

おむつ代医療費控除・障害者控除

21

高齢者のおむつ代が医療費控除の対象となる
ことがあります。
●対 象
寝たきりなどで治療上おむつが必要な高齢者
※申告時、医師が発行する
「おむつ使用証明書」
が必要です。用紙は役場住民税係で配布して
います。
※前年の申告でおむつ代医療費控除を受け、現
在要介護認定を持っている人で要件を満たせ
ば、役場高齢者支援係が発行する証明書を代
用することができます。申告時、提出してくだ
さい。
８日（火） 猪熊一丁目～六丁目

確定申告の知恵袋
時 間

もしも

「みずまろと 災害 に備えよう！」こ た え あ わ せ
たくさんの応募ありがとうご
ざいました。厳選な抽選のうえ、
当選者にはメールにて通知して
います。

答えはわかったっちゃろ？
解答をのせるから
答え合わせしてみるっちゃろ！

★最後の答えの見つけ方

最後の謎を解き

ハートのカタチに折ると
さいごの答えがでるよ！

国民健康保険加入者は、１か月の医療費の自己負
担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた
額が高額療養費として支給されます。申請には保険
証、領収書、世帯主の通帳、印鑑が必要です。
70 歳未満の人、70 歳以上で現役並み所得者や下
表の低所得Ⅰ・Ⅱに該当する人は、事前に減額認定証・
限度額適用認定証の交付を役場保険年金係で申請し
てください。
●自己負担限度額の計算のポイント
▷月ごと（受診日が１日から末日）の自己負担額を計
算します。
▷70 歳未満の人は、医療機関ごとの入院と外来に区
分して計算します。同じ医療機関でも歯科は別区
分です。ただし、21,000 円を超える区分が複数あ
るときは、それらを合算できます。
▷過去 12 か月間に４回以上、同一世帯で高額療養
費の支給があった場合は、４回目から限度額が下
がります。
▷入院時の食事代や、保険の利かない差額ベッド代な
どは対象外です。
●自己負担限度額（70 歳未満）

【総所得金額等－基礎控除
（33万円）
】

環境 station

飼い主のいない猫に餌を与えてい
ると、餌を求めて猫が集まり、糞や尿、
鳴き声などさまざまな迷惑を周囲に及ぼすことがあ
ります。また新たに子猫が生まれ、結果的に不幸な
猫を増やしてしまうことにもつながります。その行為
によって起こる影響を認識し、地域住民への配慮を
忘れないようにお願いします。
●不妊去勢手術
猫は年２～４回出産し、すぐに増えてしまいます。
餌を与えるだけで飼わないのであれば、不妊去勢手術
をして繁殖をふせぎましょう。手続きは動物病院に問
い合わせてください。
●野良猫の侵入を防ぐには
▷猫が入り込む隙間を埋める
金網や柵、においやとげのある植物も効果的です。
▷猫が嫌う臭いのあるものを散布、設置する
タバコ・唐辛子・酢・コーヒー豆のカスなど
▷超音波猫避け器を置く
役場環境係で 15 日間の無料貸し出しを行っていま
す。詳しくは問い合わせてください。
●問い合わせ 役場環境係☎ 201-4321

自己負担限度額

25 万 2,600 円 +

901 万円超

町の環境情報を発信

（総医療費－84万2,000円）
×１％

600万円超～ 901万円
210万円超～ 600万円

16 万 7,400 円 +

（総医療費－55万8,000円）
×１％

８万100 円 +

（総医療費－26万7,000円）
×１％

210 万円以下

５万 7,600 円

住民税非課税世帯

3 万 5,400 円

●自己負担限度額（70 歳以上の国保加入者）
所得要件
現役並み所得者

広報みずまき 2022.1.10

●注意点
▷申込期間後の申請は、翌月分からの支給となります。
必ず期間内に手続きをしてください。
▷就学援助の認定は、前年の所得などで判断します。
現在認定を受けていても、毎年申請が必要です。
▷国立・県立の学校では、援助内容が一部異なる場合が
あります。
▷特別支援学級の子どもや、法律に規定された障がいの
ある子どもは、その他の補助制度に該当することがあ
ります。詳しくは問い合わせてください。
●持ってくるもの
▷世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
※マイナンバーカードや通知カードの提示に同意しない人
は、生計を同一にする人の令和３年中の所得を確認で
きる書類（確定申告書や源泉徴収票など）が必要です。
▷借家の人のみ、月額家賃が分かるもの（契約書や口座
引き落とし額が分かる通帳）
▷印鑑
▷通帳
●申し込み・問い合わせ 役場学校教育係☎ 201-4321

１

か月の病院代
が高くなったときは

所得要件

猫への餌やり

就学援助の申請

13

国民年金の役割は、老後の所得保障だけではありま
せん。病気やけがで重い障がいが残ったときなどにも
年金を支給し、人生の「万が一」もサポートします。
●加入のお知らせの送付
日本国内に居住している 20 歳～ 59 歳の人は、国
民年金の加入者となります。20 歳になった人には、日
本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせし
ます。ただし厚生年金保険に加入している人を除きます。
●保険料 月額１万 6,610 円（令和３年度）
保険料の納付が困難な人には
「 学生納付特例 」や
「 免除・納付猶予 」などの制度があります。この手続
きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、年金が
受け取れなくなる場合があります。納付が困難なとき
はすぐに相談してください。
●問い合わせ
▷役場保険年金係☎ 201-4321
▷八幡年金事務所☎ 631-7962
▷日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu
/20kanyu.html

飼い主のいない

毎年の申請が必要です

公立の小・中学校に在学・入学する子どもが、経済的
な理由で学校に行けない場合、教育費の援助を受けられ
ます。
●対 象
▷生活保護法に定められた「要保護者」と同程度に困窮
している人
▷特に補助の必要があると認められる人
※生活保護法の教育扶助を受けている人は除きます。
●補助内容 学校給食費、学用品費、新入学学用品費、
修学旅行費、校外活動費
※正式な認定を受けるまでは、上記費用の支払いが必要
です。
※新入学学用品費のみ、
前倒しで支給しています。ただし、
受領後に援助対象外の学校へ入学した場合は返還して
いただきます。
▷２月に申請（３月支給）
▷３月～４月末に申請（４月以降支給）
●申込期間
▷在校生 １月 14 日（金）～３月 31 日（木）
▷新１年生 １月 14 日（金）～４月 28 日（木）

新

成人の皆さん
20 歳になったら国民年金

町民税課税標準額
690万円以上

外来 + 入院【世帯単位】
外来

【個人ごと】

25 万 2,600 円 +

（総医療費－84万2,000円）
×１％

町民税課税標準額
16 万 7,400 円 +
380万円～690万円未満 （総医療費－55万8,000円）
×１％
町民税課税標準額
８万100 円 +
145万円～380万円未満 （総医療費－26万7,000円）
×１％

町民税課税標準額
145万円未満の課税世帯

1万8,000 円
※３ 5万7,600 円

低所得Ⅱ※1

8,000 円 2万4,600 円

低所得Ⅰ※2

8,000 円 1万5,000 円

※１ 低所得Ⅰを除く町民税非課税の世帯
※２ 同一世帯の世帯主と70 歳以上の国保加入者が、それぞ
れ年金収入80万円以下で、その他の所得がない町民税
非課税の世帯
※３ 年間の限度額は 14 万 4,000 円

●問い合わせ 役場保険年金係 ☎201-4321

広報みずまき 2022.1.10
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令和４年春オープン 水巻天然温泉「いちょうの湯」

高齢者の入浴料助成サービスはじめます！

高齢者の健康増進・介護予防の推進をはかるため、町内
に住んでいる 65 歳以上の高齢者を対象に、今春オープンす
る天然温泉「いちょうの湯」の入浴料助成を行います。

通常の風呂に加えて、介護予防の
機能を備えた「健康促進風呂」や「足
つぼロード」が整備予定です。入浴
の機会を通じて健康増進・介護予防
をはかります。

マリンテラスあしや

入浴料助成サービス終了
現在行っている「マリンテラスあしや」の
入浴料助成サービスは、令和４年３月 31 日
をもって終了します。
※マリンテラスあしやは設備工事のため、
令和４年１月 11 日～２月 28 日まで入浴利
用ができません。

筋トレ（腕立て・懸垂など簡単な運動）

ジェットバス
お腹や腰のマッサージ

令 和３年 12 月 24 日
（金）に振り込み済み
です

申請は不要です

※ 12 月以降に出生の児
童分については随時支
払います。

１月 13 日
（木）

③①・②の高校生などの兄姉

公務員の人

④令和３年９月 30 日時点で児童手当を受給して
いない世帯が養育する高校生などの児童
※平成 15 年４月２日～平成 18 年４月１日生まれ

申請が必要です

申請書を記入し、必要書類と一緒に役場子育て支援
係窓口に提出してください。
※児童を養育している人のうち所得の高い人が申請者と
なります。
●共通事項
▷申請書 12 月に郵送しています。また町
ホームページからも取得できます。

■あけましておめでとうござい
ます。今年も広報みずまきをよ
ろしくお願いします。
今回の表紙は 月に行われた
第二保育所の餅つき大会です。
小さな体で、重い杵を持って一
生懸命に餅をつく園児たちのか
わ い い 姿 に 癒 さ れ、 重 い 杵 を
軽々と持ち、軽快に餅をつく保
育士さんたちのたくましい姿に
感動すら覚えました。あまり余
計なことを書くと保育所に行け
なくなるかな・・・。 （山本）
■明けましておめでとうござい
ます。
「分かりやすい広報紙を
皆さまに届けられるよう」今年
も精一杯頑張ります。どうぞよ
ろしくお願いします。
前号の表紙で紹介した年賀状
作り。紹介しきれませんでした
が、絵たよりの会では毎月２回、
いろいろな題目で絵たより作り
を行っているそう。筆絵以外に
も版画にちぎり絵もあるそうな
ので興味のある方は社協に電話
して、
参加してください。（近藤）
12

ＷＥＢ広報みずまき

支給日

※ 11 月末までの新生児について
は 12 月 24 日
（金）に振り込み
済みです。

必要書類

昇降運動

広報みずまき 2022.1.10

①令和３年９月分の児童手当
支給対象児童
②令和４年３月 31 日までに
生まれた児童手当の支給 公務員以外の人
対象児童

申請

申請受付後、
随時支払います

申請方法

ステップ

15

主たる
生計維持者

対象

さまざまな手すりの設置
※イメージ図です。

10 万円

新型コロナの影響を受けている子育て世帯の生活を支
対象児童１人あたり
給付
援するため、18 歳以下の子どもを養育する世帯に対し、
臨時特別給付を行います。
●問い合わせ 役場子育て支援係☎ 201-4321

国の所得制限
以上の人

呂
風
促進
康
健

子育て世帯への臨時特別給付金

国の所得制限
未満の人

●対 象 水巻町に住民票があり令和４年３月 31 日時点
で 65 歳以上の人
※４月以降 65 歳になる人は、誕生月の初日からサービスが
利用できます。
●対象施設
水巻天然温泉「いちょうの湯」
（頃末南三丁目 23 番２号）
●助成内容 平日限定で、通常の入浴料 880 円が 300 円
で入浴できます。
●利用方法 事前に登録した利用者カード（無料）が必要
です。施設利用時に窓口で提示してください。
●カードの作成 施設オープン前に事前手続きができます。
日程など詳しくは折込チラシを確認してください。
※オープン後も施設窓口で随時手続きできます。
●問い合わせ 役場高齢者支援係☎ 201-4321

令和３年度

町ホームページでは、最新の「広報みずまき」のほかバックナンバーも楽しめます。 https://www.town.mizumaki.lg.jp/

国の所得制限について
児童を養育している人の所得が所得制限限度
額以上の場合は、国の子育て世帯への臨時特別
給付金の対象外となりますが、町から同額の給付
金を支給します。

※申請書が届いていないなど不明な点がありましたら問
い合わせてください。
●養育する児童と別居している人
▷児童の世帯全員の住民票（省略がないもの）
●公務員の人
▷所属庁から児童手当を受給していることがわかる書類
（支払通知書の写しなど）
●提出期限 ２月 28 日（月）

●所得限度額表

（単位：万円）

扶養親族などの数

所得制限限度額

収入額の目安

１人

660

875.6

２人

698

917.8

３人

736

960

※扶養親族等の数が１人増えるごとに 38 万円（70 歳以上の場
合は 44 万円）加算になります。
※給与収入の目安の額です。

広報みずまき 2022.1.10
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▲申し込みはコチラ

ちゃん
坂本 芽依
３年１月 29 日生まれ

二西

木村 充汰くん

ひら かわ

ちゃん
平川 りあ
３年１月７日生まれ

頑張ってます

町の頑張っている人を紹介するコーナーです

挨拶が
たちの
ルギー
子ども 々のエネ
我

福岡県遠賀郡水巻町頃末北一丁目１番１号☎(093）201-4321 印刷／社会福祉法人 福岡コロニー

の

は

ら

ま

さ

伊左 座

中央

み

ゆ

き

こ

野原 正實 さん・由紀子 さん

●職 業 理容師（ヘアーサロンみずほ・下二）

かけはし

え

猪熊

ま

ちゃん
梯 咲愛生ま
れ
３年１月５日

かさはら

む つ は

吉田西

ちゃん
笠 原 睦花
３年１月 14 日生まれ

ゆりちゃん１歳おめでとう！
すくすく大きくなあれ♥♥

祝１歳♥♥誰にでも優しくて
思いやりのある子に育ってね

誕生日おめでとう！
はじける笑顔をありがとう

編集・発行／水巻町役場企画課広報係 〒 807-8501

末松 昴 くん
３年１月 28 日生まれ

活 動
訪 問

しゅうた

３年１月 27 日生まれ

頃末 北

す え ま つ すばる

き む ら

産まれてきてくれてありがとう
♥♥すくすく育ってね♥♥

い

１歳のお誕生日おめでとう
たくさん笑って過ごそうね

め

ニコニコ笑顔の咲愛ちゃん
誕生日おめでとう♥♥

さか もと

お誕生日おめでとう♥♥お兄ち
ゃん２人といっぱい遊ぼうね

皆を笑顔にしてくれて有難う♥♥
元気に大きくなってね♪

,
22 1/10 N0.1035

[ 赤ちゃんアルバム ]

町内の１歳の元気な赤ちゃんを大募集。
３月生まれの子は２月 15 日（火）までに
申し込んでください。
●問い合わせ 役場広報係☎ 201-4321

ふじわら

か な と

梅ノ木団地

くん
藤 原 叶翔
３年１月 14 日生まれ

とがみ

猪熊

ちゃん
戸上 ゆり
３年１月４日生まれ

今月は通学路に立って子どもたちの見守りを行う、地域安全パト
ロール隊の野原正實さん・由紀子さん夫妻を紹介します。

●由紀子さんが先に始めた？
（由紀子）自宅の前が横断歩道で、昔から地域の方が立つ姿を
見てきたんです。２年ほど前、毎日立っている方が体調不良をお
して立っていて、見かねて「朝誰も立っていない時は私が立つ」っ
て声を掛けたんです。始めは週１回だったんですけど、子どもた
ちの元気な挨拶がうれしくて、今では週４回立ってるんですよ。
●正實さんは？
（正實）始めは妻のピンチヒッターです。半年前、
店が８時開店な
んですけど、妻のお客さんが７時半に来られて、急きょ私が横断
歩道に。やってみたら、子どもたちから元気を分けてもらえて楽
しかったんです。それに「横断歩道の両端に２人が立たないと危
ない」
って感じて、
妻 1人だけじゃなく私も出るようにしたんです。
●立っているときに気を付けていることは？
（由紀子）私たちは黄色の上着に旗を持っていて、運転手が遠くか
ら気が付けるよう、少し大袈裟に旗を振っています。そして、車が
完全に止まったのを確認して、子どもたちを渡らせているんです。
（正實）自宅前の土手につながる道は、
幅が広くて見通しも良いの
でスピードを出した車が多いんです。朝急ぐ運転手の気持ちは分
かりますが、早めに行動して、ゆとりを持って運転してほしいです。
●旗振りの魅力は？
（由紀子）子どもたちの挨拶に元気をもらえることと、その子ど
もたちの成長を見れることが楽しみです。私たちは「ちょっとし
た縁」で旗振りを始めて、やってみたら、すごく充実しています。
旗振りって、やってみないと分からない楽しみがたくさんあるん
ですよ。ぜひ他の方にも体験してもらいたいですね。

