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みずた

せ な

水田 聖菜ちゃん

（高尾）

やました

り お

山下 莉愛ちゃん

（下二東）

の ぞ え すず

野添 鈴ちゃん

（緑ケ丘）

おがた りんか

みぞぐち ひ ま り

溝口 向日葵くん

（二西）

ふじさき がく

藤﨑 樂くん

（吉田東）

た な か きょうじ

あずま ゆ い

はまぐち り の ん

加藤 暖子ちゃん

たなか ひかる

くぬぎお す み と

（おかの台）

東 優衣ちゃん

田中 陽翔くん

なみき ちさね

ふくしろ まりん

（猪熊）

並木 千実ちゃん

（古賀）

さえき ひなと

（猪熊）

福城 海 ちゃん

（高尾）

はやの こ ゆ き

緒方 倫花ちゃん

田中 響慈くん

佐伯 陽斗くん

早野 心友季ちゃん

さとう きよはる

くどう ひ な の

あしざわ る ら

たかくら の あ

（中央）

佐藤 清玄くん

（朳）

りゅうとう な な は

龍頭 七葉ちゃん

（伊左座）

（緑ケ丘）

工藤 日菜乃ちゃん

（猪熊）

ふくだ

福田 ゆあちゃん

（猪熊）

（二東）

芦澤 琉羅ちゃん

（二西）

か わ の はやと

河野 颯 くん

（猪熊）

かとう ひなこ

濵口 莉暖ちゃん

（猪熊）

高倉 希空ちゃん

（下二西）

う め き こと

梅木 琴ちゃん

（宮尾台）

（二西）

欅尾 菫人くん

（二東）

きづき め い さ

木月 愛々咲ちゃん

（樋口東）

すえなが は る

末永 遥大くん

（頃末北）

たけうち あ や と

竹内 彪斗くん

（古賀）

まつだ な な

松田 菜奈ちゃん

（頃末南）

なかむら はる

中村 陽くん

ひ が かいせい

（二東）

すえまつ すばる

末松 昴くん

（頃末北）

やました き っ か

山下 桔花ちゃん

（頃末南）

よしだ とうま

吉田 斗真くん

（立屋敷）

さきもと わたる

﨑元 渉くん

（頃末南）

まつした ともき

松下 智輝くん

（頃末北）

比嘉 海惺くん

（伊左座）

よしざき と う ま

吉崎 叶真くん

（樋口東）

ふじさき か い と

藤﨑 海斗くん

（吉田東）

まつうら み

り

松浦 美凛ちゃん

（猪熊）

し が

え ま な

志賀 瑛茉奈ちゃん

（古賀）

しんはぜ み お と

新枦 澪人くん

（宮尾台）

18

歳からできること

●親の同意がなくても契約できる
▷携帯電話の契約
▷ローンを組む
▷クレジットカードを作る
▷部屋を借りる

未親の同意のない契約は「未成年者取消権」

成年者の契約には親の同意が必要です。

によって契約を取り消すことができましたが、
成年年齢が 18 歳に引き下げられることで、こ
れからは取消権を行使できなくなります。
安易に契約を交わさず、日頃から契約に関す
る知識やルールを学びましょう。
● 10 年有効のパスポートを取得
●婚姻可能年齢が男女とも 18 歳になる
※令和４年４月１日時点で 16 歳以上の人は引き続き
18 歳未満でも結婚できます。
●国家資格の取得（公認会計士・司法書士など）
●家庭裁判所で性別の取り扱い変更審判を受けられる

18

民法改正により成年年齢引き下げ

歳でもできないこと

●飲酒・喫煙
健康面の影響や非行防止、青少年保護などの観点
から、飲酒・喫煙についてはこれまでどおり 20 歳
からです。
●公営競技・投票券の購入
（競馬・ボートレースの馬券・舟券など）
ギャンブル依存症対策などから、
20 歳から解禁となります。
●大型・中型自動車免許の取得
大型免許は 21 歳、中型免許は
20 歳が取得可能年齢となって
います。これは、大型免許は３
年以上、中型免許は２年以上の
免許経験が取得要件となってい
るため、必然的に 20 歳以上と
なります。
●国民年金の加入
●養子をむかえる
18 歳で成年となっても、経済面など養親として十分
な責任を果たすことは難しいことから、20 歳のまま
とされました。

令和４年４月１日から

18 歳は大人です
明治以降 20 歳とされてきた成年年齢が約 140 年
ぶりに見直され、
今年４月から18 歳で成人となります。
親の同意なく契約できたり、自分で部屋を借りられ
たりと自由が増える分、自らが負う責任も大きくなり
ます。
自分たちの生活の中で、何が変わって、何が変わら
ないのか。また、気を付けないといけないことなどを
紹介します。
●問い合わせ 役場広報係☎ 201-4321

法律の移り変わり

悪質な業者は社会経験が乏しい青年に狙いをつけ、
「絶対もうかる」
「今だけお得」など甘い言葉を使って近
づいてきます。一度交わした契約は取り消すことは困難
です。契約は事前にしっかり考えてから行いましょう。
もし消費者トラブルに巻き込まれたときや困ったこと
ときには、１人で悩まず早めに相談しましょう。
消費者ホットライン

20
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18

18

18
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生年月日
成年となる日
平成 14 年 4 月 2 日～
令和４年４月１日
平成 16 年４月 1 日
平成 16 年４月２日以降 18 歳の誕生日

18

に引き下げられたことにより、若者
の自己決定権を尊重し、積極的な社
会参加が期待されています。
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18

Ｑ．
成年年齢はいつから 歳
になるんですか？

3

成人式は奈良時代以降、12 〜 16 歳
の男子が行った「元服（げんぷく）
」とい
う儀式が由来といわれています。この儀
式では髪を大人の髪型に結い、服装も
大人のものへと改め、貴族や武士は冠
や烏帽子を着用しました。また、徳川家康が竹千代か
ら改名したように、幼名から新しい名前に替えたりし
たそうです。
女子の場合は「裳（も）
」と
も
いう腰から下にまとう衣服を
裳
身につける儀式「裳着（もぎ）
」
を 12 〜 16 歳 で 行いました。
同時に髪を結い上げる髪上げ
も行われ、子どもの髪型から
大人の髪型へと変えて成長を
お祝いしたそうです。

18

成年年齢を 歳に
引き下げることを内
容 と す る「 民 法 の 一
部を改正する法律」
は令和４年４月１日
から施行されました。
令和４年４月１日
時点で 歳以上 歳
未満の人はその日に、
歳未満の人は 歳
の誕生日に成年に達
することになります。

●受 付
▷平 日 午前９時～午後９時
▷土曜日 午前９時～午後５時
※祝日・年末年始は除きます。
※メールによる問い合わせは法テラスホームページで
24 時間受け付けています。
●連絡先 ☎（0570）078374

昔の成人の儀式

Ｑ．
成人式は何歳でするんで
すか？

日本司法支援センター

●明治９年（1876 年）
太政官布告第 41 号 「自今満弐拾年ヲ以テ丁年ト相定候」
●明治 29 年（1896 年）
民法第３条 「満二十年ヲ以テ成年トス」
●平成 16 年（2004 年）
民法第４条 「年齢二十歳をもって、成年とする」
●令和４年（2022 年）
民法第４条 「年齢十八歳をもって、成年とする」

豆知識

ちょこっと

成人式の対象年齢や時期について
は、法律に決まりはなく、各自治体
の判断で開催しています。多くの自
治体では１月の成人の日前後に、
歳の人を対象に実施しています。
町 で は、 成 年 年 齢 引 き 下 げ 後 も、
これまでどおりその年度に 歳にな
る人を対象に式典を開催することを
決定し、令和２年度から成人式の名
称を「水巻町二十歳のつどい」に変
更しました。
対象者には 月頃に案内を出しま
すので確認してください。

●連絡先 ☎１８８
※自動音声のあと住所の郵便番号を入力してください。
身近な消費生活センターや相談窓口を案内します。

烏帽子

Ｑ．
どうして民法の成年年齢
を引き下げるんですか？

契約などでこまったときは

近年、選挙権や憲法改正国民投票
の投票権の年齢が 歳に定められる
など、若者にも国の重要な事項の判
断に参加してもらう政策が進められ
てきました。
その中で市民生活に関する基本法
である民法でも、 歳以上を大人と
して扱うのが適当ではないかという
議論がされてきました。
このような経緯から平成 年６月
に民法が改正され、成年年齢が 歳

成年年齢に関する

えぼし

広報みずまき 2022.5.10

2

福岡新水巻病院

203-2220
松本クリニック

201-2616

子宮の入り口の細胞を採り、顕
微鏡で調べる検査です。早期の子
宮頸がんは自覚症状がないため、
歳を過ぎたら、２年に１度は検
診を受けましょう。
●町が実施するがん検診の対象
歳以上の人（２年に１度）
●申込方法 指定医療機関に予約
し受診してください。
●費 用 ５００円

がん検診

本人確認ができる書類

約し、保護者同伴で受診してく
ださい。
●費 用 無料
●持ってくるもの 母子健康手帳・

201-7171

いきいきほーる健康課☎２０２局３２１２番

ワクチンを接種しています。
●効 果
体内に抗体が作られ、子宮頸が
んの原因となるウイルスの感染を
～ ％防ぐことができます。
●リスク
注射部位の痛み・腫れがでるこ
と が あ り ま す。 ま た、 接 種 者 の
１％未満の確率で、手足が動かし
にくい、体の一部が勝手に動くな
どの症状も報告されています。ま
れにこれより重い症状が報告され
ることもありますが、それは接種
者１万人当たり６人の確率です。
●定期接種の対象 小学６年生～
高校１年生相当の女子
●申込方法 右表の病院などで予

とよさわクリニック

●問い合わせ

子宮頸がんは、毎年国内で１万
１千人が発症し、３千人弱が亡く
なっています。がんで亡くなった
歳未満の女性の中で、２番目に
多いがんとなっています。
子宮頸がん発症の原因は、ヒト
パピローマウイルス（ＨＰＶ）に
感染することです。性交渉で感染
するＨＰＶは、多くの女性が一生
に一度は感染すると言われていま
す。通常は感染しても、免疫機能
により排除されますが、排除され
ずに長期間感染が続くと、がん化
することがあります。
子宮頸がんで苦しまないために
今 で き る こ と は、「 Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チ
ンの接種」と「がん検診の受診」で
す。ワクチン接種で感染のリスク
を軽減させ、検診で早期発見・治
療につなげましょう。

ＨＰＶワクチン接種
平成 年度から小学６年生～高
校１年生相当を対象に、国は定期接
種を始めました。しかし、接種後に
多くの副反応が報告されたため、す
ぐに案内を中止に。その後、国は
安全性の検証を行い、令和３年度、
接種の有効性が副反応のリスクを
上回るとの結果を公表しました。
※カナダやイギリス、オーストラ
リアなどでは女性の８割がこの

令和４年３月福島県沖地震
災害義援金の受け付け

県と北九州地域の自治体の共催
で、空き家相談会を開催。所有する
空き家の不安を、専門の相談員と
自治体職員に個別相談ができます。
●と き ５月 日（木）午前
時～午後４時
●ところ 中間市役所別館３階
特別会議室（中間市中間）
●対 象 県内に空き家を持って
いる人・持ち家に住んでいる人

202-3270

こんにちは保健師です
～ 歳代の女性に多い

ワクチン接種と検診を始めよう

また、高齢者や障がいのある人の
見守りや援助、子どもたちへの声
かけなどもしています。皆さんも
この機会に民生委員・児童委員に
悩みを気軽に相談してください。
●問い合わせ 役場生活支援係

住民基本台帳
令和 年度の閲覧状況
法律の定める目的であれば、町

70

コミュニティ無線 確認ダイヤル
☎ 201- 9119

20

定期接種を逃した人は
今から接種（キャッチアップ接種）
50

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

子宮頸がんは、若い年齢層で発症する割合が高く、 代
から増え始め、 代でピークを迎えます。若い女性の中で
は、乳がんの次に発症者が多く、近年その数は増加傾向で、
早急な対策が求められています。
子宮頸がん予防のため、今できることはワクチンの接種
とがん検診の受診です。今回は子宮頸がん発症の原因とな
るウイルスの感染を、 ％～ ％抑制できるワクチンを紹
介します。

困りごとはお任せください
民生委員・児童委員
５月 日～ 日は、民生委員・児
童委員の活動強化週間です。民生委
員・児童委員は介護や子育て、生活
困窮など、相談内容に応じて関係
機関へのつなぎ役となっています。

サクラほーる（高齢者福祉センター）
☎ 201- 3344

の住民基本台帳（氏名・住所・生
公民館、南部公民館、図書館・
年月日・性別）の閲覧が認められ
歴史資料館、いきいきほーる
ています。令和３年度は５件の閲 【郵便振替（手数料免除）
】
覧を許可しましたので、内容を公
●口座名 日赤令和 年 月福島
表します。
県沖地震災害義援金
●閲覧目的・閲覧者
●口座番号
▽隊員募集・自衛隊
００１３０ ７ ４２１１８４
▽消費者意識基本調査・
（社）新情
※ 受領証が必要な人は、通信欄に
報センター
受領証希望と記入してください。
▽家族の法制に関する世論調査・ 【共 通】
（社）中央調査社
●受付期限 ６月 日（木）
▽宝くじに関する世論調査・
（社） ●問い合わせ 役場生活支援係
中央調査社
あなたの空き家は大丈夫
▽生活保障に関する調査・
（社）中
無料の個別相談会
央調査社
●問い合わせ 役場住民係

障害者福祉センター ☎ 201- 0794

●内 容 １組 分の予約制相談会
●定 員
組（先着順）
●費 用 無料
●持ってくるもの 固定資産税納
税通知書など建物情報が分かる
もの
●申込期限 ５月 日（火）
●申し込み・問い合わせ 福岡県
空き家活用サポートセンター
☎
（０９２）
７２６局６２１０番

災害時用の
試験放送が流れます

全国瞬時警報システム・Ｊアラ
ートを使った自動放送訓練を実施
します。今回の試験放送は訓練で
す。慌てて行動することがないよ
うに注意してください。
●と き ５月 日（水）午前 時
●問い合わせ 役場庶務係

4
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☎ 201- 0999

つだ小児科医院

17

歴史資料館

701-6886
30

☎ 201- 5000
FAX 201- 0995

20

自動車税の期限は

５月 31日

☎ 203- 5772
FAX 203- 5806
子育て
支援センター

25

図書館

20

いきいきほーる ☎ 202- 3212
健康課
FAX 202- 3621

●発症年齢 20 歳代～ 40 歳代
●原 因 HPV などへの感染
●ワクチンの効果
HPV への感染を 50％～ 70％抑制
●リスク 注射部位の痛み・赤み・腫れ、
手足が動かしにくいなど（個人差あり）

アームクリニック

自動車税は毎年４月１日現
在の自動車所有者に課税され
ます。５月上旬に納税通知書
を郵送しています。納め忘れ
がないよう注意しましょう。
●問い合わせ 北九州西県税
事務所☎ 662-9312
14

総合運動公園

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

40

「公共施設での募金箱」や「郵
便振替」の方法で義援金を受け付
けています。被災された人の支援
に、協力をお願いします。
【募金箱】
●ところ 役場住民係窓口、中央

11

☎ 202- 2472
FAX 202- 2473

電話番号

11

!?

南部公民館

町内の実施医療機関

18

3

遠賀中間休日急病センター
★ 休日救急医療 ★ ☎ 282- 9919
4

☎ 201- 0401
FAX 201- 0411

平成 25 年度～令和３年度は定期接種
の案内を中止していました。接種の機会
を逃した人は、今から無料で接種が受け
られます。対象者には５月から順次、案
内を郵送しますので、確認してください。
●対 象 平成９年４月２日～平成 18
年４月１日生まれの女子
●定期接種・キャッチアップ接種
30

中央公民館

70

☎ 201- 4321
FAX 201- 4423
●と き（全て午前 10 時開始）
６月 ２日（木） 本会議（提案）
６月 ６日（月） 本会議（質疑・付託）
議会運営委員会
６月 ９日（木） 本会議（一般質問）
６月 10 日（金） 本会議（一般質問）
６月 13 日（月） 文厚産建委員会
６月 14 日（火） 総務財政委員会
６月 16 日（木） 議会運営委員会
６月 17 日（金） 本会議（採決）
※日程は変更になる場合があります。５月下
旬の議会運営委員会で最終決定します。
●問い合わせ 役場議会事務局

郡内火災発生 確認ダイヤル
☎（0180 ）999- 998
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乳がんの次に発症者が多い

議会 6 月定例会
6月２日
（木）
開会予定

（児童少年相談センター） FAX

子宮頸がん

健康づくりシリーズ 420

町内で野生のキツネが目撃
絶対に触らないで！
野生のキツネが人を襲うことは
ありません。しかし、触れると動
物由来の感染症に感染する恐れが
あります。感染の原因となる細菌
や寄生虫はキツネの毛や糞に潜ん
でいるため、触れてしまった場合
は手洗い・うがいを徹底しましょ
う。まずは絶対に近づかないでく
ださい。
※ペットのエサを屋外に放置する
とキツネが寄ってきます。エサ
はその都度、片付けましょう。
●問い合わせ 役場産業振興係
☎２０１局４３２１番

皆でボールをつなげよう
親子ビーチボールバレー大会

競技
●費 用 無料
●申込期限
月 日（火）
●申し込み・問い合わせ 総合運
動公園スポーツ振興係☎２０１
局４０００番

ターゲットバードゴルフ大会
一味違うゴルフで腕試し
このゴルフは、バドミントンの
羽をつけたボールをゴルフクラブ
で打って、打数の少なさを競う競
技です。今回、初心者からゴルフ
経験者まで楽しめる大会を企画し
ました。ぜひ挑戦してください。
●と き ６月４日（土）午前９
時～正午
●ところ ターゲットバードゴル
フ場（猪熊・遠賀川河川敷）
●費 用 無料
●申し込み・問い合わせ 水巻町
体育協会☎７０１局７７４１番

手話奉仕員
養成講座（入門課程）
遠賀郡４町と中間市が合同で手
話奉仕員養成講座を行います。
●と き ６月 日～ 月 日午
後７時～９時（水曜日・全 回）
●ところ 岡垣町いこいの里（岡
垣町高倉）
●対 象 遠賀郡・中間市に住ん
でいる、または働いている人
●定 員
人程度（抽選）
●費 用 ３３００円（教材費）
●申込方法 役場障がい支援係窓

口で申し込んでください。
●申込期限 ６月 日（金）
●問い合わせ 役場障がい支援係
☎２０１局４３２１番

市民後見人・法人後見従事者に
なりませんか

10

住み慣れた地域で誰もが安心し
て暮らせるよう、地域住民の視点
で支援を行う市民後見人・法人後
見従事者の養成講座を開催します。
●対 象 町内に住んでいる、ま
たは勤務している 歳以上の人
●と き ６月４日・ 日、７月
２日・ 日・ 日、８月 日・
日（土曜日・全７回）
●ところ いきいきほーる

ワンコとの楽しい暮らし方、こ
の４日間で見つけてみませんか。
【講 義】
●と き ６月８日（水）午後１
時 分～ 時間
●ところ 宗像・遠賀保健福祉環
境事務所遠賀分庁舎（吉田西）

犬のしつけ教室
飼い犬のワガママどうしてる

●費 用 ２０００円（教材費）
●定 員
人（選考）
●申込方法 社会福祉協議会窓口
に申込書を提出してください
●申込期限 ５月 日（金）
●問い合わせ 社会福祉協議会
☎２０２局３７００番
20

に相談してください。相談は電話
●と き ５月 日（水）午後１
でも受け付けています。
時～４時
●と き 毎週月曜日・金曜日（祝
※受け付けは午後３時 分までです。
日は除く）午後１時～４時
【人権擁護委員の特設人権相談所】
※受け付けは午後３時 分までです。
近隣とのトラブルや学校でのい
【司法書士の無料法律相談】
じめ、差別などの人権相談に応じ
●と き ５月 日（土）午後１
ます。
時～４時
●と き ５月 日（月）午後１
※受け付けは午後０時 分～３時
時～４時
分までです。
※受け付けは午後３時 分までです。
●内 容 財産、相続、多重債務 【共通事項】
などの相談
●ところ 社会福祉協議会（いき
●申込開始日 ５月９日（月）午
いきほーる２階）
前８時 分
●問い合わせ 社会福祉協議会
【介護支援専門員の介護相談】
☎２０２局３７００番
介護で困っている、悩んでいる
ことがあれば、相談してください。
社会福祉協議会
３月 日～４月 日受付分
【一般寄付】
匿名１件
【香典返し寄付】
二
故・山口 敞康様
山口 哲郎様
梅ノ木団地東 故・松本 和雄様
松本 玲子様
みずほ
故・柳原
澄様
柳原 久美様
美吉野
故・渡邊カズヱ様
渡邉 隆治様
猪熊
故・巴田 初男様
巴田 幸子様
猪熊
故・髙橋 恭子様
髙橋恵里子様
匿名１件

【実 技】
●と き
月 日・ 日・ 日
の水曜日午前 時 分～ 時間
●ところ 遠賀町ふれあいの里
（遠賀町浅木）
【共通事項】
●対 象 生後４か月以上で、畜
犬登録・狂犬病予防注射を受け
ている犬
※４日間全てに参加が必要です。
●定 員
組（先着順）
●申込期間 ５月 日（水）～
日（水）
●申し込み・問い合わせ 宗像・
遠賀保健福祉環境事務所保健衛
生課☎（０９４０）４７局０３
４４番

0120-66-2503
有料広告欄
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PCサイト

〒803-0812 北九州市小倉北区室町3-1-2

2

北九州PET健診センター

②インターネットにて
北九州PET
検索
①お電話ください

資料請求
お問い合わせ
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30

・健康状態に不安のある方 ・がん家系の方 ・安心したい方
・人間ドックやがん検診を受けていない方
・がん経験者
（現在症状はないが再発・転移を確認したい）
是非、このような方は
ご検討ください

!?

9 15

18

① がん早期発見
② 一度にほぼ全身チェック
③ 苦痛なく短時間（3.5時間）

30

!?

20 16

井戸を寄付受領
20

18

16

11

6

10

PETがん健診 を受けてみませんか？

20

31

29

災害時の
生活用水に
全身のがんチェック

18

5

20

５

40
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14

ビーチボールを使ったバレーボ
ール大会です。一緒に友人の輪を
広げませんか。
●と き ６月５日（日）午前９時
※集合時間は午前 時 分です。
●ところ 町民体育館
●対 象 町内に住んでいる、ま
たは町内で働いている中学生以
上の人
※水巻町体育協会会員も対象です。
※親子でなくても参加可能です。
●大会の概要
▽１チーム４人
▽女子の部・男子（混合）の部で
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16

30

45
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20

30

50

30

30
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４月 19 日、水巻町体育センター（役場隣）で水巻町への
防災井戸贈呈式が行われました。これは遠賀ロータリークラ
ブとひびき青年会議所が、異常気象が続く昨今、
「活動地域
の防災を手助けしたい」と共同で井戸を設置し、町に寄贈し
てくれたものです。
体育センター駐車場に掘られた井戸は、洗濯・トイレ・手洗
いなどの生活用水として活用でき、断水した場合など災害
時に、有効的に活用していきます。
（飲料用ではありません）
●問い合わせ 役場庶務係☎ 201-4321
PET検査
の特徴

11

あなたも地元の
守り神！！

27

30

消防団には
「自分たちの町は、
自分たちで守る」
という精神に基づき、本業を持ちながら活躍して
いる人が集まっています。火災時の消火活動は
もちろん、災害時には状況の確認や事態の収拾、
それ以外にも毎月の定例訓練、町内巡回、消火栓点検
などを行っています。
※活動中の負傷などは公務災害として補償します。
●対 象 町内在住、または在勤の 18 歳以上の人
●問い合わせ 詳しくは役場庶務係☎ 201-4321 へ

8

●対 象
歳～小学６年生
お試しで体を動かしませんか
●費 用 ３００円
水巻ゆう・あい倶楽部
※ゆう・あい会員は無料です。
●定 員
人（先着順）
【ヨガ短期教室】
●と き ６月 日
（土）
・ 日
（土） 【共通事項】
●申込方法 水巻ゆう・あい倶楽
午前 時～正午
●ところ 中央公民館和室
部窓口や電話で申し込んでくだ
●対 象
歳以上の人
さい。
●費 用 １回４００円
● 問 い 合 わ せ 水巻ゆう・あい倶
●定 員
人（先着順）
楽部☎７０１局７７４１番
【キッズダンス・スポーツ教室】
簡単なダンス教室の後、リズム
トレーニングやドッジボールなど
社会福祉協議会の
を行います。
相談事業
●と き ５月 日（土）午前
【住民相談員の住民相談】
時～正午
日常の悩みを一人で抱え込まず
●ところ 頃末小学校体育館

消防団員募集

家

庭教育学級
みんなで子育てを楽しもう

毎年大人気の家庭教育学級講座。家族はもちろん自
分も笑顔にするために、子育てに関わる全ての人に聞
いてほしい内容です。小さな子どものいる人も託児が
あるのでゆっくりと受講できて、きっと自分を見つめ
直すよい機会に。今この瞬間、
「学び」
始めてみませんか。
●ところ 中央公民館
●対 象 子育てに興味のある人
●定 員 20 人
●費 用 ５回で 500 円
※ 9/14 のみ、別途材料費が必要です。
●申込方法 役場生涯学習係に電話、または中央公民館・
南部公民館窓口で申し込んでださい。次の QR コード
からも申し込めます。
●申込期限 ５月 25 日（水）
●問い合わせ
詳しくは役場生涯学習係☎ 201-4321 へ

町

内の中小事業者に
耳寄りな融資制度を紹介

保証料（町が補助）

0円

融資年利（固定）

1.45％

町内の中小事業者へ
「商工業振興制度の融資貸付」
を実施しています。
●対 象 次の条件を全て満たす事業者
▷町内で同一事業を１年以上営んでいる
▷常時使用する従業員の数が 20人以下
▷町税を完納している
▷資金の必要性があり、融資効果がある
▷福岡県信用保証協会の保証が得られる
●融資金額 500 万円以内
●融資期間 ５年以内
●問い合わせ 詳しくは遠賀信用金庫☎ 201-0034 へ

と き

内容（講師）

６月８日
（水）
イライラしない私になる魔法の質問
午前10 時～正午 （こころ塾ぎゃろっぷ 中村孝史さん）
７月６日
（水）
身近なお金のはなし
午前10 時～正午 （福岡財務支局）
８月９日
（火）
知っておきたい救命法
午前10 時～正午 （日本赤十字社 福岡県支部）
９月 14 日
（水）
午前10 時～正午

おうちで愛でる苔森の世界
～コケテラリウムの作り方と育て方～
（ボクドベール 小野しのぶさん）

10 月５日
（水）
午前10 時～正午

コミュニケーションを深め、
自分と周りを輝かせる「ほめ達」の極意！
（ほめる教育研究所 竹下幸喜さん）

交

通事故などの受診時
第三者行為の届け出を忘れずに

交通事故に遭ったり、他人の飼い犬にかまれたりする
などの「第三者の行為」で、けがや病気をした場合も国
民健康保険（国保）が使えます。ただし、医療費は加害
者が負担することが原則となりますので、国保が医療費
を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
●届け出を忘れずにしましょう
国保で医療を受けるときは、必ず事前に役場保険
年金係に連絡し、すみやかに「第三者行為による傷病
届」を提出してください。
●示談は慎重にしましょう
「第三者行為による傷病届」の提出前に加害者から
治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国
保が加害者に請求できなくなる場合があります。また、
医療費を返還しなければならない場合もありますの
で、必ず役場保険年金係に事前相談をしてください。
●問い合わせ 役場保険年金係☎ 201-4321

■今回の表紙はこどもの日の赤
ちゃん写真です。広報にきて初、
ＧＷ前の入稿までのタイトスケ
ジュールに泣きそうになりなが
らも子どもたちの屈託のない笑
顔に癒されました。話は変わり
ますが、３月頭に壊れてからは
や１か月半。待ちに待った新し
い給湯器がついに我が家に届き
ました。いやぁしかしボタンを
押すだけで、ちょうどよい温度
のお湯が勝手に入る風呂ってほ
んと贅沢で最高ですね。
（山本）
■新型コロナの感染者が増えて
いるため、３回目のワクチン接
種を急いで計画。２回目接種か
ら６か月が過ぎて、接種券がち
ょうど届いたので、かかりつけ
病院に電話しました。２回目と
比べて、接種日とかがすんなり
選べて良かったですよ。今年こ
そはコロナが早く収束して、コ
ロナに気を使わない生活に戻り
たいです。どこにも行けず、自
粛ばかりのＧＷはもうこりごり
です。
（近藤）
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情

報公開制度・個人情報保護制度
令和３年度下半期の運用状況を公表

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/

令和３年度下半期の情報公開制度の請求は２件で、個
人情報保護制度の請求はありませんでした。
【情報公開制度】
町が保有している情報の公開を義務付ける制度です。
公開範囲は、町が保有する公文書で議会や教育委員会、
選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会も含みます。住民の皆さん一人ひとりは、正確
な情報を得て判断する権利があります。知りたいことや疑
問に思うことがあれば、気軽に情報公開制度を利用して
ください。
※役場１階情報公開コーナーでは予算書や決算書などを
見ることもできます。

悪

臭やトラブルの原因
野焼きを止めましょう

町の環境情報を発信

環境 station

近年、役場や保健所には「煙たくて窓を開けられ
ない」
「洗濯物が干せない」
「喘息を持っているので息
苦しい」といった野焼きの苦情が増えています。
自宅の庭などで、
ごみを燃やすと、
近所迷惑になった
り、ダイオキシンなどの有害物質が発生したりするた
め、原則禁止されています。野焼きを行った場合、５
年以下の懲役、1 千万円以下の罰金のいずれか、また
は両方が科せれられることがあります。
近隣トラブルを引き起こす野焼きは控え、適正に分
別してごみ収集に協力してください。
※農家がやむを得ず行う場合などは、近隣の迷惑に
ならない限り例外とされています。ただし、通報が
あった場合は町や保健所などが現地確認して、中止
してもらうことがあります。
●問い合わせ 役場環境係☎ 201-4321

●情報公開制度の運用状況（２件）
請求の内容

取扱機関

決定内容

令和３年９月議会
本会議と委員会の議事録

議会

公開

令和３年 12 月議会
本会議と委員会の議事録

議会

公開

【個人情報保護制度】
個人情報を正しく取り扱うことを町に義務付け、自分
の情報を見たり、訂正したりできる制度です。町が保有
する情報は本人分のみ開示請求などができます。
●問い合わせ 詳しくは役場庶務係☎ 201-4321 へ

若
整利用方法に注意しましょう
者世代へ３万円給付
骨院・接骨院
水巻町次世代エール給付金

新型コロナ支援策として国が 18 歳以下に給付した「子
育て世帯への臨時特別給付金」
。町は支援の対象外とな
った若者を応援するため、独自に給付金を給付します。
●対 象 平成 11 年 4 月 2 日～平成 15 年 4 月 1
日生まれで、次のいずれかに該当する人
①令和 4 年 3 月 31 日時点で町内に住民登録がある
②町外在住で、令和 3 年度の住民税において町内者
に扶養されている
③町外在住で、令和 4 年 1 月 1 日時点で、町内者の
健康保険上の扶養となっている
※②③の場合、扶養者が令和３年度末から申請日ま
で引き続き町内で住民登録があることが必要です。
●申込方法
▷町内者 ４月上旬に書類を郵送しています。書類を
記入し、添付書類を同封して返送してください。
▷町外者 町が対象者を把握できないため、本人や
扶養者が役場定住促進係に問い合わせてください。
●申込期限 ５月 31 日（火）
●問い合わせ 役場定住促進係☎ 201-4321
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ひらい り こ

原口 大 和くん

おおの けいご

大野 景吾くん

（朳）

き む ら しゅうた

し お た れん

ふじわら か な と

（伊左座）

やまむら み つ き

山村 晄揮くん

（吉田西）

まつだ

（伊左座）

藤原 叶翔くん

（梅ノ木団地）

としみつ み こ と

利光 美琴ちゃん

（立屋敷）

な

頃末南

な

松田 菜 奈ちゃん
３年５月１日生まれ

３年５月７日生まれ

木村 充汰くん

塩田 蓮くん

日髙 琉毅くん
３年５月 15 日生まれ

吉田西

はらぐち や ま と

平井 莉心ちゃん

（朳）

吉田東

き

３年５月 16 日生まれ

まつなが

松永 はるちゃん

（伊左座）

うちやま

内山 かのんちゃん

（猪熊）

かわはら なるひと

しんはぜ み お と

新枦 澪人くん

宮尾台

３年５月 26 日生まれ

アッキーお誕生日おめでとう♥♥
いつも笑顔で 元気に育ってね★★

（下二東）

る

中村 陽くん

３年５月 31 日生まれ

おめでとう♥♥
のびのび大きくな～れ

毎日幸せをありがとう♥♥たく
さん笑って元気に育ってね

編集・発行／水巻町役場企画課広報係 〒 807-8501

い ご ゆ あ

以後 結愛ちゃん

ひだか

二東

なかむら はる
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ぜんふく あきなり

善 福 晃 成くん

宮尾台

３年５月 31 日生まれ

はらぐち やまと

原口 大和くん

（吉田西）

やまもと たすく

山本 侑 くん

（吉田東）

く ぼ た あのん

おちあい な つ き

まき あ お と

牧 蒼斗くん

（頃末北）

とがみ

落合 夏生くん

（吉田西）

こ や

な ゆ は

川原 徳仁くん

久保田 彩暖ちゃん

戸上 ゆりちゃん

古谷 菜結遥ちゃん

かけはし え ま

いたしき りょうま

ひらかわ

みのはら な つ き

（猪熊）

梯 咲愛ちゃん

（猪熊）

町内の１歳
（６月生まれ）
の赤ちゃんを大募集。６月 日
（水）
までに役場広報係窓口やホームページで申し込んでください。
●問い合わせ 役場広報係☎２０１局４３２１番

吉田西

山村 晄揮くん
３年５月 28 日生まれ

古賀

ちさね

お誕生日おめでとう！かわい
い笑顔で元気に育ってね♪

お 誕 生 日 お め で と う♥♥ す く
すくパパより大きくなあれ

やまむら み つ き

なみき

並木 千実ちゃん

お誕生日おめでとう♥♥
強く・優しく育ってね★★

お誕生日おめでとう 元気に雄
叫びあげる千実も大好きよ♥♥

★★１歳の誕生日おめでとう★★
幸せな毎日をありがとう♥♥

欅尾 菫 人くん

３年５月９日生まれ

笑顔がサイコーなミツキくん♥♥
すくすく大きくなってね♥♥

,
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二東

くぬぎお す み と

（猪熊）

板敷 亮真くん

（猪熊）

（猪熊）

平川 りあちゃん

（中央）

（猪熊）

蓑原 渚月くん

（高松）

ぜんふく あ き な り

善福 晃成くん

（宮尾台）

かさはら む つ は

笠原 睦花ちゃん

（吉田西）

ひだか る き

日髙 琉毅くん

（吉田東）

