小郡市からのお知らせ

事業者の新型コロナウイルス感染症対策を支援します
申

1

商工・企業立地課商工観光係（南別館３階）☎72-2111

事業者の新型コロナウイルス感染症対策を支援するため、
県が発行する「感染防止宣言ステッカー」を掲示した事業者
に対し支援金３万円を支給します。さらに、感染拡大防止
への協力事業者として市ホームページで紹介します。
詳しくは、市ホームページ（ホーム▶イベント・観光・
産業▶商工業▶小郡市感染拡大防止対策事業者支援金）を
ご覧ください。
対象

市内に有人の常設店舗があり、来店客に対し対面で
サービスの提供や物品の販売などを行う事業者
み
ほ
ん

県が発行する「感染防止宣言ステッ
カー」の掲示が必要です。県ホーム
ページから申請してください。
支給額

店舗ごとに一律３万円
（複数の店舗がある場合は上限６万円）
支給時期 書類に不備がない場合、申請から２週間程度で
指定口座に振り込みます
※支給決定通知書は送付しません

72-5050

shoko@city.ogori.lg.jp

市独自
支援

申請方法 必要書類を郵送
【必要書類】
・申請書（市役所本館１階、市ホームページ
で取得できます）
・写真（いずれもモノクロ印刷可）
①社名や店舗名が入った店舗などの外観写
真
②対策を講じた店内状況が分かる写真
③県の「感染防止宣言ステッカー」を掲示し
ていることが分かる写真
・直近の確定申告書別表一の写し（法人）また
は本人確認書類の写し（個人事業者）
・振込口座を確認できる書類
（通帳の口座情報ページの写し）
【郵送先】 〒838-0198 小郡市小郡255-1
小郡市役所対策事業者支援金担当
申請締切 11月30日（月）

安心して利用できる店舗の目印に！「
」×「安心のお店」マップ公開中
市内で感染防止宣言ステッカーを提示している店舗と、「♯おごおりエール飯」参加店を
マップで紹介しています。利用する際の参考にしてください。

差押不動産の公売会を開催します
2
日時
会場
公売物件

申

収納課収納係☎72-2111

10月22日（木）／午前10時
南別館３階大会議室
土地３筆（一括公売）
市街化調整区域（建ぺい率60％・容積率200％）
松崎38番１（619.09㎡）
松崎38番２（911.00㎡）
松崎37番１（269㎡）
持参物
公売保証金、本人確認書類（運転免許証など）
印鑑、委任状（代理人の場合）
※公売物件や参加申込方法など詳しくは、市ホームページ
（ホーム▶くらし▶税金▶不動産公売のお知らせ）で確認、
またはお問い合わせください
※滞納市税などが完納された場合は、公売が中止になるこ
とがあります

甘木鉄道

三井植木組合
大添堤

公売
物件

国道500号
小郡市松崎

三井水道
企業団
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申込み先

問合せ先

ファクス

Ｅメール

ホームページ

高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を実施します

3

健康課健康推進係☎72-6666

今冬は、新型コロナウイルス感染拡大の可能性があります。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症と
の同時流行を防ぐため、予防接種を受けましょう。

10月１日（木）〜令和３年１月31日（日）

実施期間
対象

情報は、９月18日時点のものです。
今後、国や県の施策によって、料金
などに変更がある場合
があります。最新情報
は、市ホームページを
ご覧ください。

市内に住民票がある人で次に該当し、接種を希望する人
①接種当日に65歳以上の人
②接種当日に60〜64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い
病気がある人、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫
の機能に障がいがある人（身体障害者手帳１級程度の人）

料金（自己負担額）

1,500円

※市民税非課税世帯・生活保護世帯は個人負担金免除の制度あり（下記参照）
接種場所

・市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関（下表参照）
・県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関（医療機関にお問い合わせください）
※施設への入所等により、実施医療機関以外で接種する人は、接種前に健康課への申出が必要です
持参物

健康保険証、健康手帳（持っている人）、身体障害者手帳の写しなど（②に該当する人）

＜個人負担金免除の制度＞
予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯、生活保護世帯は個人負担金が免除（無料）されます。接種の際に
は必ず下記書類の（１）〜（５）のうち、いずれか１つを医療機関に提出してください。（提出がない場合は無料
になりません）
※対象区分・有効期限を確認し、原本または写しを提出してください
（１）後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（適用区分が区分ⅠとⅡ）の写し
（２）今年度介護保険料納入通知書（所得段階が第１段階〜第３段階）の写し
（３）介護保険負担限度額認定証の写し
（４）予防接種用非課税確認書（あすてらす内健康課発行）の原本
（５）生活保護受給証明書（福祉課発行）の原本
※（２）、（３）は個人負担金免除用の書類としての再発行はしていません。紛失した場合は（２）、（３）以外の書
類を医療機関に持参してください
※（４）、（５）は接種前に申請した人に発行しています。接種後の申請は受け付けていません

市内インフルエンザ予防接種実施医療機関
医療機関名
あかし心療クリニック
赤松医院
井手胃腸科内科医院
梯医院
かわち内科循環器科医院
河原内科クリニック
菊池整形外科医院
協和病院
倉岡医院
権藤内科循環器科
嶋田病院
聖和記念病院
5

電話
41-2233
72-2519
73-1112
72-2800
41-2244
41-2330
72-1106
72-2121
75-5111
72-3000
72-2236
75-1230
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医療機関名
髙橋クリニック
高山泌尿器科クリニック
田中クリニック
とみた内科循環器科
富安医院
中原内科クリニック
ながたクリニック
西原内科医院
橋本眼科医院
浜崎外科整形外科医院
ひやまクリニック呼吸器内科
古川医院

※事前に予約をしてください

電話
23-0777
75-4511
75-5377
65-5000
73-1271
75-8021
23-0800
72-4701
72-2335
73-1606
23-8550
72-2415

医療機関名
古川整形外科医院
本間病院
松尾医院
まどかファミリークリニック
丸山病院
山口整形外科クリニック
山下こどもクリニック
山下泌尿器科医院
ヨシタケ脳神経外科クリニック
渡辺内科胃腸科医院

電話
72-3489
73-0111
72-2011
23-0066
73-0011
65-3841
41-7400
73-5301
73-3550
75-3733
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公費医療助成制度をご存じですか？
4

①国保年金課医療・年金係（本館１階）☎72-2111②③子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111

市は、子ども・重度障がい者・ひとり親家庭などを対象に医療費を助成しています。
医療証は、前年中の所得を基準に毎年10月１日に更新されます。今まで所得制限のために受給できなかった
人も10月１日から対象となる場合があります。
助成の対象となるのは、申請月分の医療費からです。新規申請の場合は早めに申請してください。
なお、各医療証は申請しなければ適用（交付）されません。詳しくはお問い合わせください。

①重度障がい者
医療費支給制度

②子ども医療費支給制度

●対象
身体障がい者（身体障害者
手帳１・２級）、知的障が
い者（療育手帳Ａ）、重複
障がい者（身体障害者手帳
３級、療育手帳Ｂの両方）、精神障がい者
（精神障害者福祉手帳１級）、障害基礎年金
１級かつ症病名が「精神遅滞」の人
※65歳以上の医療証の色は白
●自己負担額
○通院 500円／月（上限）
○入院
３歳〜小学生 500円／日
月７日限度
（非課税世帯は、300円／日）
中学生以上 500円／日
月20日限度
（非課税世帯は、300円／日）
※就学前と中学生のお子さんの入院費は、「子
ども医療費支給制度」により差額支給となる
ため、別途申請で自己負担額を払い戻しま
す
●所得制限
３歳〜小学生は児童手当に準拠
中学生以上は特別障害者手当に準拠
●必要書類（④は該当者のみ）
①健康保険証
②印鑑（認印）
③障がいの程度を証明するもの
④令和元年中の所得額がわかるもの（令和２
年１月２日以降に小郡市に転入した人な
ど）
みほん

●対象
０歳〜中学生
みほん
※中学生は医療証の発行はありません
●自己負担額
○通院
０歳〜３歳未満 無料
３歳〜就学前 800円／月（上限）
小学生 1,200円／月（上限）
○入院
０歳〜就学前 無料
小・中学生 500円／日（月７日限度）
●所得制限 なし
※生計維持者の所得確認は毎年実施
●必要書類（④は該当者のみ）
①子どもの健康保険証
②印鑑（認印）
③生計維持者のマイナンバーがわかる書類
④令和元年中の所得額がわかるもの（３歳以上の
子どもの保護者で、令和２年１月２日以降に小
郡市に転入した人など）

③ひとり親家庭等医療費
支給制度
●対象

みほん
母子家庭、父子家庭、
養育者家庭
※離婚や死別だけでなく、配偶
者に重度の障がいがある場合
や生死不明、拘禁されている
場合も含む
●自己負担額
○通院 800円／月（上限）
○入院 500円／日（月７日限度）
●所得制限 児童扶養手当に準拠
●必要書類（⑤⑥は該当者のみ）
①健康保険証（親、18歳未満の子）
②印鑑（認印）
③戸籍謄本
④マイナンバーがわかる書類
⑤令和元年中の所得額がわかるもの
（令和２年１月２日以降に小郡市に転入した人
など）
⑥児童扶養手当・遺族年金などの証書
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令和３年度保育所（園）入所者を募集します
（新入園児・転園希望者対象）
申

保育所・幼稚園課保育支援係（あすてらす）☎72-6666

保育所（園）は、保育を必要とする児童
入所受付日時・場所
いずれかで申込み
の養護と教育を一体的に行う児童福祉施
各保育所（園）で申込み
設です。入所希望者は、右記で申込場
受付時間（保育所（園））
期日
所・日時を確認し、お申し込みください。
午前９時〜11時
午後１時30分〜３時30分
入所要件
保護者が次の①〜⑤のいずれかに該当
する場合
①住まいの内外で仕事をしている
②母親が妊娠中または出産後間もない
③保護者が病気または心身に障がいが
ある
④同居する長期療養者などの介護をし
ている
⑤求職活動中
申請書配布開始日 11月２日（月）〜
申請書配布場所
保育所・幼稚園課（あすてらす）、各保
育所（園）での受付時
市ホームページ（ホーム▶子育て・教
育▶保育所▶入所手続き（新年度））
持参物 印鑑

11月５日
（木）

小郡保育園

みすず保育園

11月11日
（水）

松崎保育園

さくら乳児保育園★

11月10日
（火）
11月13日
（金）
11月17日
（火）

11月19日
（木）
11月24日
（火）

三国保育所

小郡中央保育園

城山保育園

御原保育所

のびっこ園

大崎保育所

三国が丘保育園
★

すばる保育園

大原保育園
味坂保育園

※あすみ園★への申込みは により保育所・幼稚園課で行ってく
ださい
※三井幼稚園の保育部分への申込みは11月２日（月）に園で行いま
す。詳細は、園にお問い合わせください。☎72-6984
★さくら乳児保育園・のびっこ園・あすみ園は０〜２歳児（令和
３年４月１日時点）が対象です
保育所・幼稚園課（あすてらす）で申込み
市内すべての保育所（園）で申込みを受け付けます。
受付日時 11月２日（月）〜12月28日（月）
午前８時30分〜午後５時
※土日祝日を除く

令和３年度小郡市立小郡幼稚園園児を募集します
申

6

小郡幼稚園（小郡1600-2）☎72-5501

募集人員
区分

園公開（要申込）
定員

３年保育（３歳児） 60人

応募資格
市内在住者で、平成29年４月２日
〜平成30年４月１日に生まれたお子さん

入園前のお子さんや保護者など
を対象に園を公開します。
日時 10月12日（月）〜15日（木）
午前10時〜正午

※２年保育（４歳児）・１年保育（５歳児）は欠員補充のみ
始業・終業時間 午前８時30分〜午後２時10分（４・５歳児は２時30分まで）
※令和３年度までの期間限定で、休園中の三国幼稚園から小郡幼稚園まで、直通バスを運行しています
※預かり保育を実施しています
願書配付 小郡幼稚園、保育所・幼稚園課（あすてらす内）
願書受付 10月22日（木）・23日（金）／午前９時〜午後５時
※定員を上回る応募があった場合は、現在年少・年中組に在園する園児の弟妹を優先したうえで抽選します
（抽選は、10月26日（月）／午後４時から小郡幼稚園で行います）
「♯小郡幼稚
園日記」で検索
！
小郡市立幼稚園のようすを市のフェイスブック・ツイッターで発信しています。
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今年はウェブで開催！
「小郡市WEB文化祭2020」参加者を募集します
申

市民文化祭実行委員会（文化会館内）☎72-3737

例年11月に開催している市民文化祭を、今年は新型コロナウイルスに対応させた「小郡市WEB文化祭2020」
として開催します。皆さんから音楽・演劇・ダンスなどの動画、短歌・絵画・書などの作品の写真を募集し、
１月ごろ市ホームページやYouTubeで発信します。初めての人もぜひご参加ください。
対象

市内居住、または市内を主な拠点に、
文化芸術関連の活動を行っている団
体・個人

動画部門

参加費 無料
募集期間 10月15日（木）〜11月20日（金）
作品掲載開始 令和３年１月中旬頃予定
写真部門

12月に文化会館で実
行委員会が撮影します。
実行委員会が準備する
ステージ設備（照明な
ど）・素舞台での実施
が条件です。
募集内容 音楽・演劇・ダンス・舞踊
伝統芸能 など
募集数 20団体（個人による応募も含む）
動画時間 10分まで
撮影場所 文化会館大ホールステージ
撮影期間 12月21日（月）〜24日（木）
※撮影日程は、事前に打ち合わせます
応募方法 応募書類を文化会館に持参・郵送

募集内容
短歌・俳句・川柳
絵手紙・絵画・水墨画
書・生け花・手芸
陶芸 など
募集数 １応募者（個人）につき１枚まで
※団体で応募する場合は、１応募につき団体の人数
分までの枚数とし、最大15枚まで
応募方法 応募書類と合わせて、作品の写真をCD-R
などに保存し、文化会館に持参
応募書類は、文化会館・市ホームページ（ホーム
▶学ぶ･スポーツ･人権▶文化事業▶「小郡市WEB
文化祭2020」参加者募集）で取得できます。

令和３年度に使用する中学校教科書を採択しました
8

教務課教務係☎72-2111

令和３年度から市立中学校で使用する教科書を、小郡市・朝倉市・うきは市・大刀洗町・筑前町・東峰村か
らなる第八地区教科用図書採択協議会で選定し、次のとおり各教育委員会で採択しました。小学校は今年度と
同じ教科書を使用します。
種目
国語
書写
地理
歴史
公民
地図
数学
理科
音楽

発行所
光村
光村
東書
帝国
東書
帝国
啓林館
大日本
教芸

教科書名

国語
中学書写
新しい社会 地理
社会科 中学生の歴史
新しい社会 公民
中学校社会科地図
未来へひろがる数学
理科の世界
中学生の音楽

種目
器楽
美術
保健体育
技術
家庭
英語
道徳
特別支援

発行所
教芸
日文
大日本
東書
教図
開隆堂
日文

教科書名
中学生の器楽
美術
中学校保健体育
新しい技術・家庭 技術分野
技術・家庭 家庭分野
SUNSHINE
中学道徳 あすを生きる

生徒の状況に合わせて、検定済教科書など
から選択します

広報おごおり R２・10・１

8

小郡市からのお知らせ
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10月からロタウイルスの予防接種が
定期接種（無料）になりました
健康課健康推進係☎72-6666

10月からロタウイルスの予防接種が定期接種（無料）になりました。対象者には、生後２か月ごろに行う「赤
ちゃん訪問」で案内します。
対象 令和２年８月１日以降に生まれた人
接種方法
ワクチン名

接種時期

接種回数

ロタテック（５価）

生後６週〜 32 週

３回

ロタリックス（１価） 生後６週〜 24 週

２回

接種間隔
27 日以上

※ワクチンは２種類あるため、どちらかを選んで決められた回数を接種します
※１回目の接種を生後14週６日（約３か月と10日）までに受けてください

生ごみ処理機の購入費を補助します
10

申

生活環境課リサイクル推進係☎72-2111

市は、一般家庭から出る生ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機の購入に対し、補助をしてい
ます。補助を希望する人は、購入前に予約が必要です。
生ごみ処理機を使用すると
・ごみの量が減ります
・生ごみを堆肥化して、家庭菜園などに有
効活用できます
対象
コンポスト容器（１世帯２個まで）
補助金額 購入金額の半額
（１個２千円を上限）
EMボカシ容器（１世帯２個まで）
補助金額 購入金額の半額
（１個１千円を上限）
電気式生ごみ処理機（１世帯１台まで）
補助金額 購入金額の半額
（１台２万４千円を上限)

手続の流れ
①市生活環境課窓口または電話で予約
②予約後１か月以内に購入し、販売店で購入領収書をもらう
③領収書、保証書（電気式のみ）、印鑑、振込口座が分かるも
の、住所が分かるものを市生活環境課へ持参
④交付決定通知後、補助金を指定の口座へ振込み
注意
・購入の店舗、機種（メーカー）の指定はありません
・一度補助を受けると、以後４年度、同じ種類の生ごみ処理
機の申請ができません
・補助は市の予算の範囲内での実施のため、なくなり次第終
了となります

狂犬病予防集団注射を実施します
11

生活環境課環境係☎72-2111

延期していた狂犬病予防集団注射を実施します。令和２年３月２日以降に、飼い犬に狂犬病予防注射を受け
させていない人は、次の集団注射か動物病院で接種してください。
日時 10月15日（木）／午後２時30分〜３時20分
会場 小板井ふれあい公園（七夕通りマクドナルド西側）
※今年度の集団注射の最終日です
※新型コロナウイルス感染症などの影響で中止する場合は、市ホームページ・フェイス
ブック・ツイッターでお知らせします
9
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