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みなぎる希望は
活力へとつながる
大任中学校職場体験学習 詳細は４・５ページ

過去の経験を生かし
迅速な判断を下す
このたびの豪雨災害でお亡くなりになられ
た方のご冥福をお祈りいたしますとともに、
ご遺族の皆さまに衷心よりお悔やみ申し上
げます。また、被 災された皆 様に心からお
見舞い申し上げます。
町内では豪雨の影響で、役場前の大任中
央線や道善・玉川線などで道路が冠水する被
害が発生し、通行止めとなる場所もありま
した。また、道路の冠水に加え、土砂崩れや
側溝の氾濫などの被害に見 舞われ、特に玉
川地区や成光地区、県道の立石峠や大行事
川崎線などの一部の箇所では、大きな被害を
受けました。
私は町のかじ取り役として、災害発生時
などの緊急事態の際に心がけていることがあ
ります。それは被 害を最小限にとどめ、町
民の皆さんの安 全を第一に考 え、事 態を迅
速に判断し、職員に対して的確な指示を出
すことです。今回の豪雨では、災 害 対策 本
部を迅速に立ち上げ、避難所を開設し、町
内 全 域 に 避 難 を 呼 びかけ まし た。その 後、
土砂崩れと道路の冠水の影響で通行止めと
なった道善・玉川線やそのほかの被害が発生
した場所への早期復旧に務めました。また、
土のう運びや情報収集を終えた職員に対し、
二次 災 害 に 備 え、 時 間 待 機 させるな ど、
災害に対し迅速に対応できる体制をとりま
した。そういった努力や町民の皆さんのご協
力もあり、これだけの災害であったにもかか
わらず、
一人の犠牲者も出さずに済みました。
今後も町では、災害に強いまちづくりに
努めていきますので、町民の皆さまのご理解

置などを掲載しています。最寄りの避難場所

防災マップは作成時に、一度全世帯に配布

企画財政課窓口で入手することができます。
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しています。まだ、お持ちでない人は、総務

16

や緊急連絡先などを確認して、災害時には迅

とご協力をお願いします。

速に避難できる準備をしてください。

被害を受けた施設の清掃などの業務を行った
と報告を受けております。また、避難所の縮
小や仮設住宅の建設、道路の復旧なども行わ
れており、少しずつ復旧・復興に向かってい
るようです。しかし、唯一の避難所となって
いる吉田公民館では、８月 日現在で 世帯
人が避難所で生活を送っている状況であり
ます。こうした状況を踏まえたうえで、今後
も助け合う心を忘れず、福岡県を含めてでき
るだけの支援を続けていきたいと思います。

防災マップには、町内の災害危険箇所や避

命を守る「自助」
「共助」
「公助」
災害が発生したとき、行政をはじめ消防
や自衛隊などの防災関係機関が支援する「公
助」に頼る人も多いと思います。しかし、災
害は各地で同時多発的に起こることが多く、
消防や行政からすぐに助けを受けられると
は限りません。今回の豪雨においても、土の
うの設置依頼や被害報告などが同じ時間帯
に集中し、すべての要望に対して迅速に対応
することは難しい状況でありました。
防災の根源となるのは「自助」です。自分
の命を自分で守ることができ、はじめて隣近
所で共に助け合う「共助」へとつながり、そ
して最後に消防や行政機関からの支援を受
ける「公助」を待つことができるのです。
近年、熊本地震や九州北部豪雨など、広
範囲に被害をもたらす災害が増えています。
そこで重要となるのが緊急時の備え、避難所
や避難経路の確認です。日ごろからいつ起き
るか分からない災害に備え、防災意識を高
くもつことを心がけてください。その意識が
「自助」
「共助」
へとつながります。
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難所情報、災害発生時の対応、防災機関位
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2018. ９月号
3

愛媛県宇和島市に職員２名を派遣

大任町防災マップ

今回のこちら町長室では、７月５日から６日にかけて町を襲った平成 30 年７月豪雨
による災害時の対応や被害状況、復旧への取り組みに加え、大きな被害を受けた愛
媛県宇和島市への職員派遣についてお話しします。

豪雨により死者 人、住家被害３千４０３
件、土砂災害３５０箇所などと甚大な被害を
受けた愛媛県宇和島市に対し、福岡県では７
月 日から職員派遣を行いました。県職員と
市町村職員の合同チームでの派遣となり、大
任町からも計２名の職員を派遣しました。被
災地で活動した職員からは、避難所の運営や

災害に備える１冊

50

町を愛する気持ちを想いに
共に助け合う心を胸に
11

側溝に詰まった土砂を撤去する様子（成光）

①学校のグラウンドなど数か所
が土砂の運び場となっている
② ④ 避難所の吉田公民館で
は、仮設住宅の完成を待ち、
現在も多くの人が避難生活を
送っている。また、災害ボラ
ンティアによる炊き出しなど
が現在も行われている
③ ⑤豪雨の影響で今もなお残
⑤ る災害の傷跡

大任中央線の一部が冠水し、通行止め
を余儀なくされた（成光）

②

こちら町長室×災害に強いまちづくり
19

①
③

▲

豪雨の影響で水位を増した彦山川

愛媛県宇和島市の様子

町内ではあらゆる箇所で土砂崩れが
発生（道善）

④

▲

※ 上記の写真は、愛媛県宇和島市で８月 16 日に撮影したものです

ゲームに関わる仕事がしたいと
思っています。道の駅おおとう桜街
道を希望した理由は、接客技術や商
品整列のコツなどを学びたいと思っ
たからです。しかし、体験してみると
一つひとつが細かく大変でした。今
後も職場体験で学んだことを忘れず、
夢に向かって努力していきます。

春永拓海さん

中山愛唯さん

道の駅おおとう桜街道

子どもと関わる仕事に興味があった
ので、今任保育園を希望しました。体
験してみると、教室やプールで子ども
たちと接することが楽しく、とてもやり
がいを感じました。この職場体験で学
んだことを日々の学校生活や「花の日」
など、小学生や園児と関わる学校行事
などで生かしていきたいと思います。

一人ひとりに
秘められた可能性は無限大
大任中学校職場体験学習

今任保育園

担当：丹村碧斗さん

担当：﨑野樹さん

８月１日から３日までの３日間、大任中学校の２年生が校舎を離れ、事業所や施設などで職場体
験を行いました。生徒たちは職場体験を通じて、礼儀や社会のルールを学び「将来の仕事」や「現
在の社会状況」について真剣に考える機会となりました。また、５ページは主に広報係を体験した
生徒２人が写真撮影や取材、編集まで限られた時間の中で一生懸命に取り組み完成させました。

職場体験で見つめる未来

人が職場体験学

44

８月１日から３日までの３日間、大

任中学校の２年生

習を行いました。生徒たちは２人から

2018. ９月号

祉施設、飲食店など、町内を中心とす

5

担当：﨑野樹さん

城乃越焼建窯

21

３人のグループに分かれ、保育園や福

担当：丹村碧斗さん

ヘアーメイクBEE

に出て働く大変さや責任感を肌で感じ

ラーメン「壱好」

大森明人さん

る か所の事業所で仕事を体験。社会

寺戸琳さん

昔からものづくりが好きで、将来、も
のをつくる仕事に携わりたいと思ってい
ます。城乃越焼建窯を希望した理由は、
ものづくりをする上で大切なことや焼物
の技術を学びたかったからです。この３
日間で、私は、人に大切に使ってもらう
ことができいつまでも使えるものをつく
りたいという気持ちが強くなりました。

役場には、丹村碧斗さんと﨑野樹さ

折田琉弥さん

人をきれいにする仕事に興味があり、
技術を学んでみたいと思ったのでヘアー
メイクBEEを希望しました。最初は緊張
し、パーマヘアーなど全然できなかった
けれど、経験を重ねることで、次第にで
きるようになりました。この経験を通じ
て、私は諦めないことの大切さを実感し、
美容師への興味も高まりました。

ました。

将来は美味しくて人気のあるラーメン
屋さんを目指しているので、ラーメン壱
好を希望しました。体験してみると、
ラー
メンをつくるだけでなく、接客やゴミ出
し、大きな声でのあいさつなど、一つひ
とつの作業の重みを肌で実感しながら
学ぶことができました。今後も夢の実現
に向けて、一生懸命に頑張っていきます。

んの２人が訪問。２日間、数か所の課

【町外】㈱萬平浪漫（田川市）/キッチンTAKASE（川崎町）/味の蔵
めん処「九ちゃん」
（添田町）/ 筑豊らーめん山小屋（香春町）/かしわ
ぎ（田川市）/ ㈱明屋書店（田川市）/田川東部環境衛生施設組合（添
田町）/ ヘアーメイクBEE（川崎町）

で業務を体験し、最終日は他の事業所

【町内】どんぐり保育園 / 今任保育園 / 誠慈保育園 /ラーメン壱好 /
ゆめマート/ 道の駅おおとう桜街道 / ㈱くすりのコーエイ/グループ
ホームしじみ苑 / 特別養護老人ホームよろこび / ㈱大任エネルギー
大任給油所 / ㈲滝口自動車整備工場 / 城乃越焼建窯 / 大任町役場

を訪れ、職場体験の取材や広報紙原稿

の執筆などにチャレンジしました。

協力いただいた職場体験学習先（順不同）

Interview

夏休みに３日間の職場体験を実施した大任中学校

安藤 志保美

校長

社会人に向けての第一歩
大任中学校では10数年以上も前から、将来必要となる「人間力
の向上」
「社会人基礎力の育成」などを目的とし、３日間の職場体
験学習を毎年実施しています。職場体験後のアンケートでは、日
数を重ねるごとに生徒たちは成長し、礼儀や言葉遣いなどもしっ
かりとできていたという声が受け入れ先から多く寄せられていま
す。生徒たちに「働く・仕事をもつという意味」
「社会人としての
責任」
「振り返って自分を見直す」という３つのことを期待したと
き、やはり３日間という日程確保を重視しなければなりません。そ
して学習を実施するためには、地
域や事業所のご理解とご協力が必
要です。多忙な中、生徒の将来を
考え、受け入れてくださった皆さ
まに心から感謝しています。生徒
たちは職場体験を通じて数年後に
「どのような自分でありたいのか」
「どんな職業に就きたいのか」を想
像することができ、社会人に向け
ての第一歩を踏み出せたと思いま
す。今後も大任中学校では、学校
や地域、行政との連携を大切にし、
生徒たちの将来に役立つ教育に教
職員一同取り組んでいきます。

2018. ９月号

4

おしらせ
広場

平成 30 年度仲秋囲碁大会
大任町公民館で、下記のとおり仲秋囲碁大会を開催します。
■ とき

くらしに役立つ
情報をお届けします

９月19日水

受付：９時20分 開会：９時30分
■ ところ

大任町公民館（２階和室）

■ 参加費

500円（昼食代）

■ 対象者

町内在住の人または町内で勤務している人

無料巡回相談会

自立相談支援事務所と子ども支

援 オフィスの合同で、巡回 相 談 会

月

11

日㈫

27

つながればうれしいです」と話していました。

☎63・3002

参加者は「この活動が少しでも犯罪のない地域社会づくりに

水道課

☎63・3293

した９チームは抜群のチームワークに加え、日ごろの練習で

大任町公民館

☎63・2242

７月１日、金田ドームで行われた第 40 回ゲートボール大会

磨いた技術などを大いに発揮。手に汗握る勝負が各コートで
繰り広げられました。激戦を勝ち抜いたのは、大任町Ｂチー

レインボーホール・レインボー図書室・
B&G海洋センター・サボテンハウス
☎63・4832

しくも表彰こそ逃しましたが、９チーム中４位と好成績を残

大任町社会福祉協議会 ☎63・4828

しました。Ｂチームで大会に出場した安武七郎さんは「団体で

ふるさと館おおとう

☎ 41・2055

今任町民会館

☎63・2506

島台隣保館

☎63・2243

28

ム。見事優勝を勝ち取りました。また、大任町Ａチームは惜

▲ ふれあいと対話を大切にし、皆さんのチカラで社会を明るくしましょう

初優勝できたことをうれしく思います」と話していました。

▼ 今年は定員を大幅に超える28人での実施となりました

６

▲ 児童たちは飯ごう炊さんに挑戦し、カレーライスを作りました

子どもの社会力と生きる力を育む

問い
合わせ

３日間の通学合宿（サマースクール）を実施

◉福祉課 年金係 ☎ ・３００４
◉直方年金事務所
☎０９４９・ ・０８９１

＝ 年額で1,624円増額

田川郡民体育大会第 40回ゲートボール大会
に、大任町から A・B の２チームが出場しました。大会に出場

国民年金だより

１カ月分の後納保険料を納めることで、増額する老齢基礎年金額の目安

本番でも実力を発揮し見事優勝

福祉課（福祉全般・後期高齢
者保険・国民健康保険・国民
年金・同対係） ☎63・3004

国民年金保険料の納め忘れがある人は、
後納制度の利用をおすすめします

⑵ 将来受け取る年金額が増額します

2018. ９月号

れた人にチラシやティッシュを配布し、非行や罪を犯した人

税務課

日

不足している期間の保険料を納めることで、年金の受給資格を得られる可能性があります。

7

連絡協議会が参加しました。道の駅おおとう桜街道では、訪

教育課（学校教育係・社会教
☎63・3110
育係）

●後納制度の申し込みは９月

年９月ま

⑴ 年金の受給資格が得られる可能性があります

480カ月（40年×12カ月）

われました。大任町と添田町の参加者が合同で道の駅など３
か所をまわり街頭広報活動を実施。大任町からは大任町更生

たちが立ち直るための社会づくりに協力を呼びかけました。

までに行ってください

月から平成

30

後納制度で２年以上前の保険料を納付するメリット

779,300円（平成30年４月時点の満額の年金額）

☎63・3001

し尿・じん芥処理施設建設室 ☎63・2254

後納制度とは、時効で納めること

年

10

ができなかった国民年金保険料を、

平成

での３年間に限り、過去５年分まで

後納制度を利用することで年金

納めることができる制度です。

額 が増えたり、年 金を受給できな

かった人が年金受給資格を得られた

りする場合があります。

後納制度を利用するためには「国

年９月

民年金後納保険料納付申込書」の

提出 が必要です。平成

日までに最寄りの年金事務所で申し

27

エクセルの基本操作も学べます。

月９日㈫～

21

10

▼大任町からはＡ・Ｂチーム合わせて16人の選手が出場しました

地域で取り組むことを目的とした社会を明るくする運動が行

住民課（戸籍・衛生）☎63・3003

■とき

19

時～ 時

大任町公民館 パソコン室

原田和美さん

毎週火曜日

■ところ

■講師

先着 人

歳以上で町内に在 住

10

を開 催します。この相 談 会は、相

■募集定員

■対象者

の人または町内勤務の人

※高校３年生は可

１，
０００円（テキスト代）

９月 日㈫～ 日㈮

教育課 社会教育係

込みの手続きを行ってください。

28

■参加費

■申込期間

■申込先

問 教育課 社会教育係

☎ ・３１１０

歳未満の人で、５年

30

18

談支援員 が相談の内容に応じて課

分
28

題を整理し、必要な制度や手続き

時
18

につなぐなどの支援を実施します。

分～

12

生活 全般で困り ごとがある人、子

時

30

育てや家族の悩み がある人は、気

日㈮

軽に相談ください。

■とき

９月
10

30

63

●後納制度を利用できる人

歳以上

60

大任町役場 視聴覚室

田川郡・嘉穂郡に住んで
①

歳未満の人で、①の

以内に納め忘れの期間（免除以外）

歳以上

20

■ところ

■対象者

いる人

絵てがみ体験教室

②
65

や未加入期間がある人

歳以上の人で、老齢年金の受

期間のほか任意加入中に納め忘れ

③

の期間がある人

60

※予約者を優先します

15

大任町在住で絵てがみ作家の崎山

時～ 時

13

問 福岡県自立相談支援事務所

月８日㈪

10

恵子さんが教室の講師を務めます。

■とき

５００円

田川青少年文化ホール

歳以上で老齢基礎 年 金を受け

給資格がなく任意加入中の人など

※

取っている人は申し込みできません

65

■ところ

■参加費

９月 日㈰

30

☎ ・８６３１

パソコン教室

■申込期限

問 田川文化センター

☎ ・６４７０

60

パソコンを使って家計簿や忘年会

のお知らせ、年賀状づくりに挑戦し

てみませんか。そのほか、ワードや
44

14

まちの話題

７月 20 日、犯罪や非行を防止し、罪を犯した人の更生に

総務企画財政課 ☎63・3000
事業課・産業経済課

☎ 63・3000

社会を明るくする運動を実施

ホームページ
http://www.town.oto.fukuoka.jp/

問教育課 社会教育係 ☎63・3110
44

再出発を見守る社会へ

大任町役場
☎63・3000

※ 椅子席を準備

９月10日㈪までに社会教育係に電話で申し込み

■ 申し込み

問 総務企画財政課 広報係

８月５から７日までの３日間、町内の小学５・６年生を対象
とした通学合宿が自然の森キャンプ場で行われ、28 人の児童
が参加しました。児童たちは、積極的に食事の準備や後片づ
けなど、さまざまな家事をみんなで協力して行いました。共

22

同生活を経験して協調性や自主性を養うなど、昨年と同様に
いくつかのテーマを掲げ実施した通学合宿。参加した児童は

63

「友達と一緒にご飯を作ったり、テレビやゲームから離れた生
活を送ったりと、日常とは少し違う時間を過ごせたので、とて
▲ 自然体験活動として流しそうめんや水上スキー体験などを行いました

も良い経験になりました」と充実した様子で話していました。

2018. ９月号

6

ゴミの分別に協力をお願いします
日ごろより、ゴミの分別にご協力をいただいておりますが、可燃ゴミ袋の中に空きカン等の
不燃ゴミが混入していることがあります。
正しく分別されていないゴミは回収できませんので、再度ゴミの分別の徹底をお願いします。

■募集人数

１人（試用期間あり）

健康な人）

（ただし
※年 齢・性 別は問いません

筑 豊地域の市町村から、自慢の

■勤務場所

筑豊フェア２０１８

グルメや 特 産品、ゆるキャラたち

ター

大 任町 学 校 給 食セン

が 天 神 中 央 公 園 に 大 集 合 し ま す。

８時 分～ 時（８時

17

■給与 時給８２０円

■勤務時間

間勤務）

特産品 が多数出展するほか、物作

■休日

15

筑 豊 で 人 気 の グ ル メ や ス イ ー ツ、

りの体 験 ブースも併設。ステー ジ

ンダーによる）

土日、祝日ほか（学校カレ

のイベントも実施します。

では、ダンスや 郷 土のお どりな ど

16

各 種 保 険 完 備・有 給 休 暇

問 福祉課 福祉係 ☎63・3004

11

■待 遇

大任町公民館 １階会議室

29

時～ 時

■ ところ

９月 日㈯

大任町では、下記のとおり大任町戦没者
慰霊祭を開催します。
■ とき ９月 22 日土 10 時～ 12 時

■とき

平成 30 年度大任町戦没者慰霊祭

63

あり（６カ月以上勤務にて）

2018. ９月号

恒久の平和を祈念

☎63・3000

天神中央公園（福岡市）

粗大ゴミ

資源ゴミ

問 住民課 衛生係 ☎ 63・3003
9

問 総務企画財政課 総務係

■ところ

・必ずリサイクルマークの付いたペットボトルを出してください
・マークの付いていないものは可燃ゴミで出してください
・キャップは可燃ゴミで出してください
・中身を全部出して水洗いしてください
・ボトルのラベルをはがしてください

第三者行為で交通事故などにあった場合は連絡を！
■ 国民健康保険に加入している人へ

交通事故など第三者の行為によるケガや病
気でも、国民健康保険で診療を受けることが
できます。
第三者の行為でケガや病気にあった場合は、
必ず福祉課国保年金係へ連絡し「第三者行為
による傷病届」などの必要書類を提出してくだ
さい。被害者が健康保険で治療を受けた場合、
もともと加害者が支払うべき治療費を国民健

※上記の表の色は下記の内容を表しています

不燃ゴミ

平日９時～ 16時まで

・中身を全部出して水洗いしてください
・キャップは可燃もしくは不燃ゴミで出してください
・化粧品ビン、薬ビン、油の付いたビンは不燃ゴミで出してください

・草、木くず等は個人で田川郡東部じん芥処理センターに持ち込
草、葉、木くず、
みをお願いします
家電リサイクル対象４品
・上記以外の捨てられないゴミは収集も個人持ち込みもできませ
捨てられないゴミ
（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）
、
んので、販売店に引き取ってもらうか専門の処理業者へ引き取
産業廃棄物、建築廃材など
りの依頼をしてください

可燃ゴミ

■ 閲覧時間

問 教育課 学校教育係

リサイクルマークのついた
ペットボトル

総務企画財政課

☎ ・３１１０

資源ゴミ
（ペットボトル）

■ 閲覧場所

問 福岡県広域地域振興課

・石油ストーブは、必ず燃料を抜いてください
・布団、毛布、カーペット等は束ねてください
・粗大ゴミ専用票せんを必ず付けてください
家具類、家電製品類、自転車類
・粗大ゴミ専用票せんは 10㎏を超えるごとに１枚ずつ付けてくだ
さい（例：15㎏であれば２枚）
・引越し等に伴う大量のゴミは回収できません

飲料用ビン、食品用ビン

覧できます。

・スプレー缶は使い切って必ず穴を空けてください

・必ずリサイクルマークの付いたカンを出してください
・マークの付いていないものは不燃ゴミで
資源ゴミ
（カン） リサイクルマークのついたカン
出してください
・中身を全部出して水洗いしてください

資源ゴミ
（ビン）

ました。今後５年間、閲覧時間内であれば閲

☎０９２・６４３・３１８０

粗大ゴミ

金属類、陶器類、
ガラス類、小型家電製品類

者等の資産等報告書の審査意見書が提出され

大任町学校給食センター
調理員募集

不燃ゴミ

・台所のゴミは水をよく切ってください
・食用油等は布や新聞紙等に吸わせてください
・ひも、ホースなど長いものは、50㎝程度に切り分けてください

７月１日付で、仁和清さん（向田）が、新
たに人権養護委員に委嘱されました。人権
擁護委員は、人権侵害事件の調査処理や
人権啓発活動、人権相談などを行っていま
す。現在、大任町で活動している委員は下
記の写真の３名です。
左から、松﨑茂彦さん（成光）、仁和清
さん（向田）、奥永アイ子さん（向田）
問 福祉課 福祉係 ☎ 63・3004

町長、副町長、教育長、議会議員、その配偶

大任町では、次のとおり学校 給

可燃ゴミ

生ゴミ類、紙類、
布類、プラスチック類

ゴミの出し方の注意点

仁和清さんが新しく人権擁護委員に委嘱

８月20日、大任町政治倫理審査会から、

食 センター調 理員（調 理・洗 浄 ）を

主なゴミの種類

平成 30 年資産等報告書の審査意見書提出

人権擁護委員を紹介

募集します。

区分

Information

康保険が負担したことになりますので、後日、

捨てられないゴミ

国保年金係は、その治療費を加害者もしくは自
動車保険会社などに請求します。この請求に
必要な書類が「第三者行為による傷病届」など
です。

■ 届け出に必要なもの

①国民健康保険被保険者証
②印鑑
③交通事故証明書（自動車安全運転センターが交付する原本）
④ 第三者の行為による傷病届
⑤ 事故発生状況報告書
※ 大任町ホームページ
⑥ 念書兼同意書（被保険者記入）
から様式をダウンロード
できます
⑦ 誓約書（相手方が記入）
⑧同意書（相手方が記入）
■ 交通事故など第三者行為によるケガや病気の一部の例

交通事故、他人のペットなどによるケガ、不当な暴力や傷
害行為によるケガ、購入食品や飲食店などでの食中毒など。
問 福祉課 国保年金係 ☎ 63・3004

2018. ９月号

8

1,000円

エコー検査

40歳以上・女性

1,000円

マンモグラフィー

40歳以上・女性

1,000円

乳がん

1,000円

歯科健診

40 歳以上

無料

骨粗しょう症

40 歳以上・女性
5 歳ごと 70 歳まで

1,000円

※１ アミノインデックス

40 歳以上

２万円

※胃がん、子宮頸がん、マンモグラフィーは原則２年に１度です
※１. 過去にがんと診断された人は受診できません
※２. 胃内視鏡胃カメラ検査については、医学協会附属診療所へ
受診に行ってください

40 28

11

月 日㈯

40 歳以上

歳以上の人は、なる

腹部エコー検査

大任町役場

1,000円

９月３日㈪～ 日㈮

B 型・C 型肝炎血液検査 40 歳から５年ごとに
※受診は一度限り
無料

10

11

63

29

次世代を担う
子どものために

30 歳以上の女性

大任町では少子化対策の一環として出産を応
援し、子どもたちにスクスクと健やかに育っ
てもらうことを願って、平成 年度から出産
祝金を支給しています。

500円

幸せな生活を支える総合健診

20歳以上・女性

問 住民課 衛生係 ☎ ・ ３００３

子宮頸がん
子宮頸がん＋ HPV
（ヒトパピローマウィルス）

74

国保集団特定健診・健康診査・がん検診を 月に行います。
まだ受診していない人は、ぜひ受診してください。

1,000円

人は、各医療保険者が指定する健診機関で受診

50歳以上・男性

次の ① から ③ に当てはまる人は、町が実施す

前立腺がん（採血）

してください。

500円

る特定健診・健康診査を受診してください。

1,000円

40 歳以上

※詳しくは加入している医療保険者へお問い合わ

40 歳以上

大腸がん

歳ま

胃がんリスク検査（採血）

40

歳から

1,000 円

① 国民健康保険に加入している

50 歳以上

せください

1,000円

※２ 胃がん（カメラ）

での人。

1,000円

50 歳以上

◉国保集団特定健診・がん検診の案内

40 歳以上

胃がん（バリウム）

■とき

心不全マーカー（採血）

② 後期高齢者医療に加入している人。

無料

③ 全国健康保険加入者の扶養家族の人。

500円

65 歳以上

■ところ

40 歳以上

がん検診については対象年齢であれば、加入し

胸部レントゲン

（65 歳以上結核検診）

■受付期間

500円

ている保険に関係なく受診することができます。

40歳以上（喫煙指
数が600以上など）

※生活保護を受給している

痰（たん）検査

子宮・乳がん検診のクーポン券が届いていて、

500円

べく町が行う集団健診を受診してください

500円

後期加入者

※国保 集団特 定健 診およびがん検 診 料について

国保加入者

健康検査

は、左の表を確認してください

特定健診

クーポン券を使用する人は、申し込みの際に係

料金

国民健康保険以外の健康保険に加入している

対象者

肺がん・結核

健診項目

にクーポン券使用と伝えてください。

健診・検診一覧表

大任町出産祝金は、田川地区の中でも手厚い額となっています

第１子
第２子
第３子
第４子以降

50,000円
70,000円
200,000円（100,000円×２年）
500,000円（100,000円×５年）

※ 第１子、第２子などの決定は戸籍法に基づきます
※ 第３子、第４子以降については分割支給になります
※ 生活保護受給世帯については別の支給方法となります
※ 祝金受給後、下記の支給要件に一つでも該当しなくなったときは、

祝金を返還していただきます

金城丸
属 柱サボテン類の仲間
● 原産地 アルゼンチン北部
● 特 徴 ５月初旬に花茎 20㎝くらいの純白の大
輪を一斉に咲かせます。花は１日から２日で萎えて
しまいます。自家受粉をしますのでほとんどの花は
結実し、ピンポン玉より一回り大きな実が付きま
す。熟すると果皮が割れ、ドラゴンフルーツみたい
な白い中身が見えます。筆者は 15 年くらい前に食
べてみましたが、これほどの甘いサボテンの実は未
だに食べたことがありません。この頃は来館者にも
試食してもらっていますが、皆さんも甘さにビック
リしています。
問 ふるさと館おおとう ☎ 41 2055
・

●種

11

2018. ９月号

申請方法
出産の日から６ヶ月以内に、出産祝金支給申請
書に下記の関係書類を添えて、福祉課福祉係の
窓口に提出してください。申請書類は福祉課福祉
係の窓口に備えています。
● 申請に必要なもの

① 住民票謄本
② 戸籍謄本
③同意書
④ 誓約書
⑤ 大任町で居住している根拠となる領収書など
⑥印鑑
■ 申し込み・お問い合わせ

福祉課 福祉係 ☎63・3004

支給要件
平 成 29 年４月１日
以降に出産した人（平
成 29 年３月31日以前
の出産は対 象 外）で、
出生児、養育者ともに
次のいずれにも該当す
る人
⑴ 出産の日に大任町
に住民登録している人
⑵ 出産の日から継続
して１年以上大任町に
居住しようとする人
⑶ 町税などの滞納が
ない人（世帯員すべて）

2018. ９月号

10

問 OTOレインボーホール
☎ 63・4832

▼ 西藤幸代さんは平成28年にも福岡法務局長から感謝状が贈られています

９月の休室日
日

月

火

水

木

金

土

26

27

28

29

30

31

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

23

30

の日が休室日です。
く ん １歳
さいとう

さち

Ｈ29年９月８日生まれ
さくら団地・男の子

よ

西藤 幸代さん

ち ゃ ん ３歳

Ｈ27年９月13日生まれ
成光・女の子

い、一人ひとりがもつ考えを理解することで、その人の生
き方などが分かり、とても勉強になりました」と穏やかな表

10 月に誕生日を迎える３歳までのお子さんの写真を募
集します。次回の締め切りは９月14日金です。
問 総務企画財政課 広報係 ☎63・3000

とをうれしく思いますし、12年間の活動の証だと思ってい
ます」と笑顔で話してくれました。また、西藤さんにこれま
での活動について聞くと
「主に小学校での人権教室や県の電
話相談、町の心配ごと相談などをしてきました。それから
人権擁護委員には、いくつかの部会があり、年に数回ほど
研修会があるんです。私は、その研修会に積極的に参加す
ることを心がけていました」
と話してくれました。
西藤さんの趣味は茶道。近所に先生がいたこともあり、
子どもの頃から始めたそうです。また、喜寿の祝いで京都
に訪れ、
家元に表彰をいただいたこともあります。そして「若
い子を育てるのが楽しい」と田川高校（香春町）や竜徳高校
（直方市）などの数箇所で茶道部の講師を務めています。
最後に西藤さんは「人権擁護委員として役割を果たせた
のかは分かりませんが、私なりに一生懸命に取り組んでき
たつもりです。この12年間の活動を通じて、本当に多くの
方との交流があり、新しいつながりができました」と語って
くれました。
※ 人権擁護委員とは、法務大臣から委嘱を受けた人たちで

す。基本的人権の擁護を目的とし、地域住民が人権につい
て関心をもつような啓発活動を行ったり、町の公共施設な
どで特設人権相談所を随時開設したりと、住民からの人権
相談に応じる役割などを担っています

クローズ・アップ

−人権擁護委員（法務大臣表彰）−
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2018. ９月号

vol.109
vol.143

場合があります。

教育

通信

一般書

● 無暁の鈴

体験活動を重視した通学合宿（サマースクール）

と DVD（ ビ デ オ ）は １ 点 ず つ

D V D

西條 奈加

著

● この世界の片隅に

片淵 須直

監督

佐々木 幹夫

発

● ブルージャスミン

ウディ・アレン

監督

● かみさまは小学５年生

すみれ

著

● X ｰ MEN アポカリプス

ブライアン・シンガー

監督

● とっとっとピイちゃん

きむら ゆういち

作

● LOVE it

西野 カナ

● 消えた時間割

西村 友理

作

● ザ・ベスト・オブ・ギター

福田 進一

● 親子でおりがみ

新宮 文明

著

● Kiss Miss Kiss

CHIHIRO

児童書

教育委員会

合 計 /10 点

※そのほか、多数入庫しています

● みんなの子どものいる暮らし日記

としての任期満了を迎え、同委員を退任されましたが、12
賞状を受け取った西藤さんは「このような賞をいただけたこ

※休室日を変更する

※ CD

情で話してくれたのは西藤幸代さん。今年で人権擁護委員
年間務めた功績が認められ、法務大臣表彰を受賞しました。

９ 時 ～ 17 時

◉ 貸し出し

人との出会いから広がる輪
「人権擁護委員（※）をしたことでいろんな人たちと出会

◉開室時間

C D

８月５日から７日までの３日間、小学５・６年生を対象と
した通学合宿（サマースクール）が自然の森キャンプ場で

町と地域をつなぐ糸

開催され、28人の児童が参加しました。
今年は「保護者から離れ、学校も学年も違う者同士での
共同生活や様々な体験活動を通して、上級生、下級生そ

～道の駅おおとう桜街道から情報を発信～

れぞれの立場で相手を思いやる気持ちを育み、併せて『生
きる力』の育成を図る」という目的で開催しました。
１日目は竹工作・飯ごう炊さん、２日目は流しそうめん・
魚釣り、最終日は水上スキー・親子夕食など多くの体験活

オープン当時から
変わらない清潔感

平均年齢 60 歳を超え
ても元気いっぱいです

動を行いました。日数を重ねるごとに児童たちの積極性や
自主性が見受けられ、自分たちで夕食のメニューを決めた
り、食事の準備をしたりと班行動の随所で成長を見ること
ができました。
最後に通学合宿を開催するにあたってボランティアとし
て協力いただいた町民の皆さまに対し、厚くお礼申し上げ
ます。
問 教育課 社会教育係 ☎63・3110

田中ゆかりさん 髙瀨美鈴さん
企業組合オールジャパンクリーンの従業員である私た
ちは、みんなで協力しながら一億円トイレの清掃を行っ
ています。私たちのモットーは、いつも清潔感のあるト
イレを維持することです。そのため細かくチェックをし
ています。休日はトイレの利用者も増えるため特に大変
です。しかし、大変な中でもお客さんからの明るい言葉
を聞くとやりがいを感じます。今後もお客さんが気持ち
よく利用でき、また来たいと思ってもらえるきれいな道
の駅を築きます。
問 道の駅おおとう桜街道 もみじ館 ☎63・4430

Big Sisters OTO 姫
大任町商工会女性部は、町の花木である椿を利用した
「ツバキ油」や国内産しじみを活用した「大ちゃん味噌汁」
などを商品化しています。また、平成 29 年８月に町の
PRを目的に活動するパフォーマンスユニットとして「Big
Sisters OTO姫」を結成しました。このユニットの特徴は、
手作りのスコップ三味線を持ち、自分たちで作詞した地
元愛あふれる曲を町のイベントや町村フェアなどで披露
しているところです。今後も大任町の知名度をより一層
高められるよう、みんなで協力して頑張っていきます。
問 大任町商工会 ☎63・2241
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９月行事予定表
想いをまちづくりに
大任町では、次のとおり職員採用試験を行
います。
試験事項や申込用紙は、役場総務企画財
政課で配布します。申込方法など詳しい内容
はお問い合わせください。
■ 職種 一般職
（行政職初級）
■ 採用人数 ４人程度
■ 受付期間
９月３日月～ 28 日金 ９時～ 16 時
※ 役場閉庁日
（土・日・祝日）を除く
※ 郵送で受験申込をする場合は、封筒の表に
「受験申込」と朱書きし、82 円切手を貼った
宛先明記の返信用封筒（定形）を同封してくだ
さい。ただし、受付期間中の消印のあるもの
に限ります。
■ 試験日
１次試験（教養）10 月 14 日日 10 時開始
（合格発表 11 月５日月 13 時）
２次試験（作文・面接）
１次試験合格者に通知
■ ところ 大任町役場
■ 受験資格 昭和 57 年４月２日から平成 13
年４月１日までに生まれた日本国籍を有する人
■ その他
地方公務員法第 16 条（欠格条項）に該当しな
い人
問 総務企画財政課 総務係
☎ 63・3000

日
９/９
日
開催

平成 30 年大任町敬老会

大任町では、長年にわたって地域の発展に尽力いただいた皆さんの長寿を
祝うことを目的に敬老会を開催します。
９月９日日 受付：８時 30 分 開式：９時 30 分

■ とき

レインボーホール

■ ところ

75 歳以上の人（昭和 19 年４月１日以前に生まれた人）

■ 対象者

爆笑劇団！
「いろは座」
（全国各地で人気の一座が抱腹絶倒の 60 分

■ 余興

■ 必要なもの

２

水

28

３

※ 敬老祝金の受け取りには
「案内ハガキ」と「印鑑」が必要です。また、当日

４

食進会

１/13
日
開催

９

大任町敬老会

平成 31 年成人式開催のお知らせ

10

【レインボーホール
受付：８時 30 分
開式：９時 30 分】
※ 詳細は15ページ

１月 13 日日 受付：13 時 開式：13 時 30 分

■ 対象者

16

※ 町内在住の人には、今年 12 月上旬に案内状を送付す

17

る予定です。また、他市町村に転出している人でも、成

11

12

食進会

13

18

19

食進会

心配ごと相談

９月19日水
仲秋囲碁大会

【公民館 開会：９時30 分】
※詳細は７ページ

（平成 30 年７月末現在）
計

女

1,684 人 （－５） 1,125 人（＋３） 2,809 人 （－２）

計

3,355 人（－ 13） 1,885 人（＋１） 5,240 人（－ 12）

世帯数

23
30

2,508 世帯（－９）
) 内は前月比

24

25

食進会

15

※ 詳細は７ページ

20

21

障がい者
大任町戦没者
心の健康相談 慰霊祭

【視聴覚 10時〜12時】【公民館 10時～12時】
※ 詳細は８ページ

( ４・７・12 ヵ月児
対象者個別通知)
【集会室13時30分〜
14時30分】

26

心配ごと相談

22

９月21日金～ 30日日
秋の交通安全県民運動

27

28

29

( ふれあい弁当作り) (女性民生委員が対応)
【集会室 ９時〜】 【視聴覚 10時〜12時】

10月７日日
大任小体育会

２ヵ月児
親子家庭訪問

今任小学校
体育会

★ＧＴＯ編集室

▼先日、飯塚・小倉・直方の花火大
会に行 きました。メインの花 火よ
りも、出店の食べ歩きが目的の私。
焼 き鳥やイカ焼、かき氷な ど、美
味しそうなものを隅から隅まで食
べ尽 くしました。しかし、最 後に

悲劇が ･･･
。それは唐揚げの詰め放
題、なんと５００円。大きな紙コッ
プに ぎっしりと詰め、最 後は竹 串
にいっぱい刺してフィニッシュ。そ
して半 分くらい食べたとき、突 然
胃もたれ が。やはり「 放題」とつく
ものは最 高です が、限 度を超えて
しまうと辛いことになると唐 揚 げ
に教えられた気がします。（勇輝）

▼今 月の 表 紙 は、大 任 中 学 校２年
生が城乃越焼建窯で職場体験学習
をしている 様 子です。生 徒 は、ろ
くろ体 験 をしたり、お皿の型 どり
をしたりしました。
今 回 の 職 場 体 験 学 習 を 通 じて、
生徒たちは成長し、社 会人に向け
ての第一歩を踏み出せたのではない
でしょうか。

◆今月の表紙

( 対象者個別通知)
【対象者自宅 】
※ 要予約

【今任小グラウンド
９時～】

防犯

夏の土用入り

心配ごと相談 定例教育委員会 困りごと相談室
巡回相談
【視聴覚 10時30分〜
未来広場開講式
12時30分】

乳児健診

☎ 63・3110

1,671 人 （－８）    760 人（－２） 2,431 人（－ 10）

８

14

( ふれあい弁当作り) 【視聴覚 10時〜12時】
【集会室 ９時〜】

人式に出席することができます

男

７

小暑

【川崎町青少年勤労
ホーム 13時〜 16時】

９月10日月～ 16日日
自殺予防週間

まれの人

65 歳以上

１

救急の日のつどい

【公民館 16時〜18時】

平成 10 年４月２日～平成 11 年４月１日生

※数字は住民基本台帳から。(

６

31

( ふれあい弁当作り) 【視聴覚 10時〜12時】【研修室 10時〜】
【集会室 ９時〜】

レインボーホール

問 教育課 社会教育係

５

土

( 対象者個別通知)
【多目的13時30 分〜
14時 30 分】

新成人の二十歳の門出を祝う

■ ところ

30

金

１歳６ヵ月児健診

☎ 63・3004

平成 31 年成人式は、下記の日程で開催します。
■とき

29

心配ごと相談

来られない人は、後日、福祉課福祉係窓口で受け取ることができます
問 福祉課 福祉係

木

( ふれあい弁当作り) (人権・行政相談あり)
【集会室 ９時〜】 【視聴覚 10時〜12時】

案内ハガキ、印鑑

65 歳未満

2018. ９月号
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火

【集会室】
町内３校
食進会
心配ごと相談
今任小土曜授業
８月31日金
→役場住民集会室 ２学期始業式 ( ふれあい弁当作り) 【視聴覚 10時〜12時】
（除草作業）
町県民税・固定資産税
【集会室 ９時〜】
【視聴覚】
２ヵ月児
ロコモ
若
返り
第２期納期限
→役場視聴覚室
親子家庭訪問
教室
【多目的】
( 対象者個別通知)
８月31日金
【集会室 13時30分〜
→役場多目的ホール 15時】
【対象者自宅 】
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
【公民館】
※ 要予約
第２期納期限
→大任町公民館

をお届けします）

人の動き

15

場所

笑顔で元気、健康と長寿を祝う

月

長月

急ぐほど 正しく
はっきり110番

田川警察署からのお知らせ
ＡＴＭを操作してお金が戻ってくる
ことは絶対にありません。
電話でお金の話をされたら詐欺と
疑ってください。

町内犯罪発生状況（７月中）
種類

件数

自動車盗

０件

オートバイ盗

０件

性犯罪

０件

車上ねらい

０件

空き巣・忍び込みなど

０件

交通

■

防犯・交通の問い合わせ

田川警察署 ☎４２・０１１０
大任交番
☎６３・２１１０

交通事故発生状況（７月中）
●物件事故

12 件（84 件）
●人身事故 ３ 件（18 件）
●死亡者数 ０ 件（１件）
●負傷者数 ３ 件（25 件）
（ ）内は平成 30 年の累計
2018. ９月号
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９
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