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「養育里親」って聞いたことありますか？ ２〜５ページ
忘れていませんか 納税を ６ページ
年末年始のお知らせ

16 〜 17 ページ

写真：10
月 16 日開催の大木中学校体育大会と 23 日開催の小学校運動会（詳細は 22 ページに掲載）
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福岡県里親支援機関ＯＨＡ

里親家庭とは？

里親になるには？

支援の事業です。２０２０年

誕生した慈愛会の里子・里親

しています。

護施設などの「施設」で暮ら

子どもたちが乳児院や児童養

ます。そのうち３・８万人の

（０～ 歳）が約４・５万人い

庭で生活できない子どもたち

いること

義・演習・実習）を受講して

③ 法律に定められた研修（講

有していること

② 子どもへの豊かな愛情を

解と熱意があること

① 子どもの養育に対する理

国が定めた要件があります。

には福岡県から里親支援事業

里親家庭では、このような

などが挙げられています。

日本には自分が生まれた家

を受託しました。現在久留米

子どもたちが家庭での生活を

資料送付

３

初回面接

す。子どもたちのニーズに応

えるためには様々な里親さん

５

実習２日間

６

家庭訪問

７

里親審査部会

８

里親登録

18

が必要です。

県里親支援機関 ＯＨＡＮＡ

㉄社会福祉法人慈愛会 福岡

この数字は社会的養護を必

里親登録が可能かどうか審議されます。

０９４２‐７７‐３３８８

OHANA スタッフと児童相談所の職員が家庭
訪問します。

(

子どもの委託の話が来るまで待ちます。

ＮＡに聞きました！

児童相談所管内で、養育里親

通し、たくさんの愛情を受け

２

要とする子どもたちの人数で

実習で、児童養護施設などに生活している子ど
もと関わります。

ＯＨＡＮＡトレーニング

(0944-32-1022

「 Ｏ Ｈ Ａ Ｎ Ａ 」に つ い て

さんの募集から登録のための

ながら育つことを目的として

里親の役割や子どもの行動など、子どもを安全
に養育するために何ができるか理解を深めます。

４

ＯＨＡＮＡは２０１８年に

研修、登録後のサポートまで

問い合わせ

福岡県内で７４５人

を行っています。
「ひとりひと

います。

ＯＨＡＮＡの事務所で面談します。

りが大切にされる地域社会を

ＯＨＡＮＡよりリーフレットが送付されます。

つくること」を目標に活動し

まずは、
ＯＨＡＮＡに連絡しましょう。
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ています。

養育里親になるまで

さまざまな理由から生まれた家庭での
養育が困難になった子どもや家庭を失っ
た子どもを、自分の家庭に引き取って、
深い愛情と正しい理解をもって育ててく
ださる方を「養育里親」といいます。

㉄こども未来課 子育て世代包括支援センター

「 養 育 里 親 」っ て
聞いたことあり
ますか？

養育里親とは？
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里親さんの体験談
大木町で里子を受け入れた里親さん。里親になろうと思ったきっかけや里親になるまでの研修で

ナ禍で、お盆や正月など、数

のできごと、里子さんとのかかわりを聞きました。
習は、小学生未満の幼児棟で

回預かっただけでした。
施設では、姉弟一緒に生活

行われ、私たちはとても緊張
していました。子どもたちは

里親になったきっかけ
里親制度には、親が入院等

里子さんの体験談

歳まで児童養護施設にかかわりのあった里子さん。長期休

す。

たことが良かったと思いま

に、それを少しでも体験でき

も里親さんの家に帰った時

暇などに数日間同じ里親宅に滞在する「家庭養育体験」につい
ての体験談です。

小学２年生の時に連れて

里親さんとの生活

行ってもらった里親会の行事

できないので、我が家では、
姉弟が仲睦まじくしているだ

で里親さんと出会いました。

快く受け入れてくれました。

けでも、お預かりした意味が

での子どもの預りや、児童養
護施設に入所している児童の

あるかなと思いました。

当時、里親という制度を知ら

一時預り（家庭生活体験）が

もう１件は、ひとり親世帯

なかった私は、ただただお肉

里親さんと出会って、血の

あることを知りました。
これならば、我が家でも子

で母親が入院することにな

が食べられるということには

里子を経験して
今思うこと

どもの受入れができるかなと

り、小学１年生の男児を１週

ることを知りました。今は長

思い、夫は、元々子どもと関

えています。連休などには里

期休暇の時にしか帰れていま

繋がりがなくても家族になれ
夫と一緒にお風呂に入った

親さんの家に帰るようにな

しゃいでいたことを今でも覚

福祉関係の仕事に携わってい

り、日曜日は魚釣りや買い物

間程度お預かりしました。

て、 子 ど も や 子 育 て 家 庭 が

せんが、離れていてもお互い

いる感覚はあります。そのよ

り、いつも温かく迎え入れて

うに感じられる存在を持てた

したり楽しく過ごしました。

困ったときに、ほんの少しで

里親さんと出会ってよかっ

を思う気持ちの中で繋がって

ご飯をおいしそうに、たく

たと感じることは、旅行に連

内容は、講義、里親さんの

催の研修が数回ありました。

里親になるためには、県主

年生となりました。受入れと

が、今は中学２年生と小学３

初は小学生と幼稚園でした

一時受入れをしています。当

４年前から、施設の姉弟の

少違いがあると思います。で

ん。家庭と施設の生活には多

中のルールをよく知りませ

設で生活してきた私は家庭の

とだと感じています。長く施

いちばんは一緒に過ごせたこ

たことなど沢山ありますが、

ちもうれしかったです。

さん食べてくれたことが私た

もお役に立てればと、夫婦で
里親へ応募しました。

ことに感謝しています。

体験発表、乳児院施設見学、

いっても私たち夫婦は、フル

味しいご飯を食べさせて頂い

れて行って頂いたことや、美

いただきました。

わることが好き、私は、児童

実際に子どもを
預かった感想は

児童福祉施設への２日間の実

で働いている上に、このコロ

里親になるまで

特に、児童福祉施設への実

習だったと記憶しています。
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「子どもの権利条約」
って
知っていますか？
㉄まちづくり課 情報戦略チーム (0944-32-1047

里親になるためのトレーニングの中で「子どもの権利」についても学びます。
「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）
」は、大人と同じように子ど
もの人権を認め、大人に成長するまでの子どもたちの権利を定めたものです。
大きく分けて４つの権利が記されています。

生きる権利

すべての子どもの命が
守られること

育つ権利

持って生まれた能力を
十分に伸ばして成長でき

守られる権利

暴力や搾取、有害な労
働から守られること

るよう、医療や教育、生

参加する権利

自由に意見を表した
り、団体を作ったりでき
ること

活への支援を受けたり、
友達と遊んだりすること

12 月４日 か ら10 日 は 人 権 週 間 で す
人権週間の集い

ギャラリー展

●日時 12 月４日㈯
13 時受付 13 時 30 分開会
・小学生人権作文発表

「子どもの権利条約って知っていますか？」
●日程 12 月２日㈭～ 12 日㈰

・講演会
「命をいただいて、つないでいくこと」

●場所 図書・情報センター内ギャラリー

うちだ み ち こ

講師 内田美智子氏

4

の方々と運営しています。大木町図書・情報センターに来て下さいね。

大溝小学校３年生の教室で

紙を出してくださいね。みん

たら、ＳＯＳミニレターで手

月

行われました。
人権擁護委員の皆さんから

ますよ。
」とのお話しがありま

人権の花の活動に

参加したみんなの

良くなる第一歩。一言だけど

らは、
「あいさつはみんなと仲

人権擁護委員の中村さんか

の感想を披露してくれました。

だきありがとうございまし

まわりの育て方を教えていた

てて、仲良くなれました。ひ

の花のひまわりをみんなで育

最後に児童代表から「人権

思った。
」

「友達を大切にしたいと

メッセージ

みんなを幸せにする良い言葉

た。
」と人権擁護委員の皆さん

「笑顔あふれる小学校に

した。

でとても大切。
」人権擁護委員

に感謝の言葉を伝えられまし

で、毎日水をやった。
」

「花が咲くのが楽しみ

の境さんからは、
「悩みがあっ

なってほしい。
」

感謝状を贈呈され、思い思い

なの力になって、全力で助け

日に人権の花閉校式が

月３日から９日は
「笑顔あふれる小学校に」
障害者週間
人権の花閉校式

障害者週間は、障がいの有無にかかわらず、障がい者の福祉
についての関心と理解を深め、障がいのある人が日常生活のあ
らゆる分野で積極的に社会参加ができるよう促進する期間で

つくり、町のにぎわいの場所にしたい」という考えで大木町周辺の福祉施設

す。社会全体で障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮ら
しやすい地域社会をつくっていきましょう。
「障がいのある人もない人も生まれた地域で暮らし、働いていける場所を

28

た。

月４日の人権

参加したみんなのメッ

セージは

12

週間の集いで展示されま

す。

人権特集

5

「こっぽーっとカフェ」
福祉施設と連携

10

12

大木町では福岡県と県内市町村と連携し、
県下一斉に税の滞納者に対する徴収対策を強化しています！

取り壊した家屋は
ありませんか？
固定資産税は、毎年１月
１日（賦課期日）現在の固
定資産の状態に対して課税
されます。
そのため、家屋を取り壊

各税・料金の

各種通知書の様式が

変わります

来年１月から、システム

の変更により、各税・料金

の納付書等の通知書様式が

なお、現在使用している

変更されます。

と現地確認ができず、翌年

納付書も引き続き使用でき

した場合は、届け出がない
度も課税されてしまう場合

ます。

コンビニやスマホ決済アプリ

で納付できます！
固定資産税が課税されます

かり納付を忘れてしまう 」

場に行けない」
、
「ついうっ

「 普段は仕事で銀行や役

ニやスマホ決済アプリで納め

裏面に記載されているコンビ

されている場合は、納付書の

税金の納付について

があります。このような事
がないよう、届け出を忘れ
ずにしてください。
今年、
新築（増築）された方へ

令和３年中に新築
（増築）

が、家屋の評価額を算出す

納付書にバーコードが記載

るためには家屋調査が必要

ることができます。

納期限日に口座から引き

口座振替が便利です！

という方は・・・

した家屋には、来年度から

みほん

です。
調査に伺いますので、
新築（増築）された方は連
絡をお願いします。

固定資産税チーム

落としされます。

¥¥

6

金

税

㉄税務町民課
０９４４‐３２‐１０６７
(

車を公売します！

売掛金差押

その他、
不動産や電話加入権、生命保険解約返戻金等も差押えられます。
取引先にも
知られます！

給料差押

税の納付期限が大幅に過ぎてほったらかしておくと ･･･

¥¥

金
税

勤務先にも
知られます！

預貯金差押

自動車差押

令和３年度
（令和４年４月採用）

産前産後期間は
保険料が免除できます！

個人情報漏洩に
対するお詫び

先般、町県民税更正決

定通知書発送にあたり、

【免除期間】

健康福祉課保険福祉グループ

【提出先】

した。個人情報を含む書

いう事務ミスが発生しま

内容物を入れ間違えると
・出産予定日または出産日が

類を別の方にお送りする

間」も保険料を納付したもの

出産日が２０１９年（平成
年）２月１日以降の国民年

年金事務所でも受付可

詳細は国民年金ホームペー
ジをご覧ください。

大木町長 境 公雄

に努めてまいります。

等による職員の資質向上

を徹底すると共に、研修

きないようチェック体制

い、同じようなミスが起

扱いには細心の注意を払

再度、個人情報の取り

び申し上げます。

りましたことを深くお詫

不信感を与える結果とな

快な思い、行政に対する

には、多大なる不安や不

る不手際で、対象者の方

にも落ち度があり度重な

た、その後の職員の対応

い事務ミスが発生し、ま

という、あってはならな

０９４４‐３２‐１０６０

◎採用試験の詳細は、総務課

として老齢基礎年金の受給額

用）試験案内」をご覧くださ

で配布する「令和３年度大木

■ 受験資格

◎町のホームページからもダ

い。

平成３年４月２日から平成

ウンロードできます。

（出産後の申請時は、不要）

母子健康手帳など

【必要書類】

金第１号被保険者

31

【一般事務】
年４月１日までに生まれた

人
（１） 地方公務員法第 条の
欠格条項に該当する人は受験
できません。
（２） 日本国籍を有しない人
も 受 験 で き ま す が、採 用 後、

㉄総務課
(

16

【対象者】

■ 試験区分・採用予定人数

は、
「 保険料が免除された期

産前産後期間の免除制度

【メリット】

の３か月前から６か月間

定日または出産日が属する月

・多胎妊娠の場合は、出産予

属する月の前月から４か月間

金保険料が免除されます。

国民年金第１号被保険者が出産した時は、出産前後の国民年

国 民
年 金
に反映

す。

格者についてのみ実施しま

※第２次試験は第１次試験合

作文試験、個人面接試験

令和４年２月 日 予定

【第２次試験】

務適性検査・職場適応検査

教養試験（高卒程度）
・事

９時開始予定

令和４年１月 日㈰

【第１次試験】

■ 試験の内容・日程

大木町職員採用試験案内
募集内容
■ 採用予定日
令和４年４月１日
■ 申込受付期間
（持参）
月１日㈬～１月７日㈮
（土日祝日除く）

８時 分～ 時 分
㈰

町職員採用（令和４年４月採

必着

23

13

【一般事務】 ２人程度

総務課 人事庶務

■ 受付場所

月１日㈬～１月７日㈮

（郵送）

15

任用に一定の制限があります。

大 木 町 役 場
ホームページ
Ｑ Ｒ コ ー ド

０９４４‐３２‐１０３５

7

17

(

保険料の産
前産後期間
の免除制度
ＱＲコ ード

12

30

12
16

ひし

ギリを見学しました。

穫に使用していた木製のハン

チャレンジ ！！「「菱菱の実」収穫体験

大木町の秋の味覚といえ
ば、
「菱の実」
。菱は大木町の
堀に生える一年草の水生植物

堀一面に広がる菱

赤紫色をした菱の実が現れま
した。実を収穫するのに力が
いると思っていましたが、意
外と簡単にもぎ取ることがで
きました。

割ると真っ白い実が！

んのり甘みがあって、格別な
おいしさでした。

豆腐と甘酒のガトーショコラ。 小玉みちる
濃厚でコーヒーに、あう！

こだま

たためるエコバック

で秋になると三角形に似た形

転覆することもなく無事に
終わった菱の実収穫体験。収
穫した菱はよく洗い、水から
分ほど塩ゆでして、いただ
きました。自分で収穫した菱
の実は、栗のような食感でほ

して
で冷や
冷蔵庫
た
し
ま
いただき

もの量り売りなど、たくさんの商品がかわいらしく
ディスプレイされ、みなさん楽しそうにお買い物さ
れていました。
主催者は 2019 年に行われた女性による元気な

地域おこし協力隊

地域づくり応援講座に参加されていた前牟田在住の
お の だ
小野田あづささん。今回、同講座のメンバーや友人
に声を掛け、第 1 回目の「あおぞらマルシェ」を

開催されました。次回は 12 月 5 日㈰ 10 時 30 分～ 15
時、ＷＡＫＫＡで開催予定です。

11 月 14 日にＷＡＫＫＡで行われた「あおぞら

マルシェ」に行ってきました。会場には米粉で作ら
れたパンや水引で作られたアクセサリー、さつまい

堀岸の木柵からなかなか手を離せない
鮮やかな赤紫色した菱の実

の実がなります。
今回、
クリー

「もしかして、今からこれ
に乗るの？」と思い怖がって
いたら、
「 このハンギリに乗
る の は 難 し い か ら、 こ っ ち
ね。
」と タ イ ヤ の 付 い た 現 代
版ハンギリが登場。少し安心
し、菱の実を求めて堀へ！
乗ろうとするのですが、水
上で安定しないので、なかな
か片足を地面から離すことが
できず、悪戦苦闘しました。
やっとの思いで乗るとタイ
ヤのお陰かしっかりと安定
し、ひと安心。堀に生えてい
る菱の株をつかみ上げると、

30

クの里石丸山公園で菱の実の
収穫を体験しました。

まず、公園内にあるクリー
ク資料館へ。昔、菱の実の収

木製のハンギリ

Let's

「あおぞらマルシェ」におじゃましました

茹でると実の色はうす茶色に

8

いもの ” が最近増えてきて

ている “ リサイクルできな

プラごみ、紙ごみに混ざっ

せん。

ごみとして出すことができま

れている商品はプラスチック

電池やバッテリーが内蔵さ

ル施設での爆発事故が９月か

スで不法投棄が相次いでいま

地区の古紙回収常設ボック

によると、国内での牛肉の消

食べていますか？農林水産省

みなさんは週に何回お肉を

スの偏りが出ないように食べ

メです。ただし、栄養バラン

きるので、健康面でもオスス

楽しんで 日々の工夫で 脱炭素

【不法投棄されたもの】

すぎには注意してください。

ごみの始末も忘れずに。

野菜の付け合せも含めて、

写真の一皿を作るために出た

ごみの量は ｇ。大木町では

そこで、牛肉の替わりに代

７８０ 分）に相当します。

ℓ（ ＝ 車 で の 移 動 距 離 約

を。 （環境グループ・髙田）

みからも脱炭素への第一歩

るので燃やすごみは０ｇ。ご

生ごみ、プラごみとして出せ

ソ リ ン に 換 算 す る と、 年 間

また、
食べるだけではなく、

費量は年間で一人当たり約６
だそうです。

実は、温室効果ガスの排出

量のうち、家畜に関するもの

は全体の１４・５％を占める

とされていて、特に牛由来の

ものが大きいと言われていま

牛肉１キロを生産するため

す。

に排出される温室効果ガスは

各校区の缶ビン
ペットボトル用常設ボックス

ＣＯ２換算で２３・１ 。ガ
環境プラザへ

替肉の一つである「大豆ミー

ト 」を使ってハンバーグを
作ってみました。

め、紙類としてリサイクルで

接着剤で固められているた

ありますが、子ども達も、
「美

りません。大豆独特の風味が

したが、食感はお肉と遜色あ

そんしょく

大豆ミートは初めて食べま

きません。燃やすごみか粗大

味しい！」とおかわりしてく

なたんぱく質と食物繊維が豊

れました。大豆ミートは良質

ごみとして出しましょう。

❖ 紙管

・乾電池

または環境プラザへ

・びん

❖ びん、乾電池

それよかと？
ごみ出し前に 再確認
います。ごみ出し前に、異物
小型家電

電池

・バッテリー

い。

資源ごみとして出してくださ

本体とバッテリーを分けて

・本体

が入っていないか再度確認を
お願いします。

❖ プラごみ
小型バッテリーを内蔵した
プラスチック製品がプラス
チックごみの中に混入し、大

ら２件発生しています。バッ
す。

❖ 紙ごみ

テリーの混入は大変危険で

【持ち込みできるもの】

木町が委託しているリサイク

す。捨てる前に電池が内蔵さ

❖ 雑紙・段ボール・新聞紙
※十字に縛って出してください

れていないか必ず確認をしま
しょう。
【間違いやすいもの】
❖ 電動歯ブラシ、携帯電話、
電動髭剃りなど

49

kg
㉄まちづくり課環境グループ

9

km

⬇

kg

60

富で、脂質を大幅にカットで

大豆ミートの蓮根ハンバーグ

⬇

⬇

０９４４‐３２‐１１２０
(

⬇

区長会研修会報告

ゆたかで 暮らしやすい 未来の大木町へ
～大木町らしい地域自治を求めて～
㉄まちづくり課 地域づくり推進グループ (0944-32-1120

大木町では「持続可能な地域づくり」に向けて、
「行政区」から地域自治組織「自治区」への
移行説明会を行っています。
そこで 11 月 6 日、町区長会により「自治区」をテーマに研修会が開催されました。当日は
つじ け い こ

行政区長、地域の役員など 120 名が参加して、講師の辻桂子さんから佐賀市松梅校区の自治
会と校区づくりの取り組みについて話を聞きました。冒頭、辻さんから「10 年後の自分はどん
なふうに過ごしているでしょうか」の問題提起がされ、参加された皆さんに 10 年後の自分をイ
メージしてもらいながら、研修会がスタートしました。
今月は、研修会講師の辻桂子さんの話を交えながら自治区移行について考えます。

佐賀市松梅まちづくり協議会の皆さんにも事例報告していただきました。
松梅校区は 90％が、土砂災害予測危険ゾーンのため災害対策が課題でした。そこで、まちづくり協議会で「防災企画委員会」
を立ち上げ、みんなで住民の安全を守る方法を考えた結果、自治会ごとに自主防災会を立ち上げ、校区で支援することに。
「ま
ちづくり協議会があったから、自分たちの地域の課題を自分たちで解決する意識が高まった。校区ごとに課題は違うので、校区
で考える仕組みがあるとよいと思った」と話されました。
つじ け い こ

辻 桂 子さん

福岡市・佐賀市などでまちづくりアド

バイザーとして活動中。現在、大木町

で
「地域福祉計画・地域福祉活動計画」
の策定に関わってもらっている。
そえじま え み こ

まつながみ き や

えがしらよしたか

地域自治の歴史

左より副島恵美子さん、松永幹哉さん、江頭嘉隆さん
「まちづくり協議会と自治会が車の両輪となり、自治会だけで
はできないことを協議会で支援し、よい結果を生んでいる」

戦前 （経済は不活性）

「女性や若者のやりたいことが実現し、活躍の場ができた」

・三世代同居
・仕事が一緒で地域が単位 地域で支える
↓
・社会教育・交流・福祉・防災を「地域で担う」

「まちづくり協議会設立後、校区内の地域同士の助け合う機会

イン

戦後 （右肩上がりの時代）

ト

ポ

が増えたので、住民の一体感が生まれた」

１

時代の変化 ⇒昔と状況が違う。
今後はさらに違う。

⬅

・地域の支え手がいなくなった時、
一番困るのは高齢者・弱者。
・地域組織を持続可能にするために
体力がある今なら、自分たちで変えられる。

・核家族（都会へ）
・仕事がばらばらで家族が単位 地域に支え手がいる
↓
・社会教育・交流・福祉・防災を「行政＞地域が担う」

令和 （右肩下がりの時代）

・単身家族（少子高齢化）
・仕事も生活もそれぞれで個人が単位 地域の支え手不足
↓
・社会教育・交流・福祉・防災を「行政と地域が担う」
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より、行政からの業務（文書の回覧・配布・

調査・報告・申請・町主催行事への参加など）
に加え、住民からの多種多様な要望がさらに
増えると見込まれています。

そこで、今までのように行政区長だけです

べてに対応するのは難しくなると考え
「自治区」
への移行が進められています。

地 域 の課題
町 の課題

⬇

こ れ か ら の ま ち づ く り

⬇

ポ

ト

われています。今後は、人口減少・高齢化に

２

現 在 の 課 題 と将 来 予 測

感のない決め方をすることが大

「自治区」移行をきっかけに、
もう一度振り返ってみませんか？

地域活動をできる範囲にする

役員の都合に合わせて

各地域では、
運動会や夏祭り、 切です。

清掃活動、防災訓練、親睦など、

さまざまな行事が行われていま

できない人に事情を聴き、事

負担を減らす

長く続けてきた行事でも、高

情があってもできるだけ運営に

す。

齢化や人口減少などによって参

参加できるよう考えましょう。

の資料を配布して会議の時間短

時間に合わせたり、事前に会議

会議は、役員の参加しやすい

加者が少なくなっているものも
あります。

自治区の活動は地域住民の協

力で成り立っています。

自分のペースで引き受けやす

縮をする工夫をしましょう。

め、無理のない範囲で行い、継

いような業務の分担（一つの役

人手も資金も限られているた

続が目的ではなく、楽しい、安

を複数人で担当）の工夫。

せんか。住民が不満に思ってい

という理由だけで活動していま

「以前からそうだったから」

ルールを決めてトラブルを防ぐ

心な地域づくりをするため、活

動を整理して、
みんなの夢実現・

課題解決をしましょう。

不公平間のない役員の決め方

仕 事 や 育 児・ 介 護 な ど の 事

役員の決め方や会費の使い道

情で、
「役員の仕事ができない」 ることもあります。

と言われる方が増えています。

などトラブルが起こることはあ

安心して活動できます。

員になる人や新規加入する人も

約）を決めておけば、新しく役

みんな（総会）でルール（規

りませんか。

だからといって役員を免除す

ると、他の会員が不公平感を感

じてトラブルになる可能性があ
ります。

役員を選出する際には、各家

庭の事情を考慮しつつ、不公平
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これまでとこれからの違い
【これまで】
・行政区長
＝ 特別非常勤職員＝個人で行政の仕事を引き受ける
【これから】
・自治区長
＝ 地域組織の代表＝みんなで行政からの仕事を分担する
自治区の活動
・行政から自治区に依頼された仕事をみんなで分担する
・地域の課題を自治区で、または行政との協働で解決する

現在、行政区の仕事は行政区長を中心に行

イン

・今後は人口減少により、財政難に陥るおそれがある

・担い手不足による 地域活動の停滞
・緊縮財政で、地域サービスが行き届かなくなる

・人口減少により、班の維持が難しくなる など

住民と行政が連携して、地域の維持・活性化に取り組んでいきたい！

「行政から地域へ」の縦割りから

「行政と地域は同じ立場」が連携してまちづくりを進める

大木町らしい地域自治を求めて
㉄まちづくり課 地域づくり推進グループ (0944-32-1120

各地区で自治区移行説明会が開催され、組織作りな
どの検討が行われています。
（写真：土甲呂区住民説明会）

◆◆住民自治組織（自治区）への移行説明会で出された主な質問◆◆
Ｑ

行政区長さんはどうなるの？

これまでの「行政区長」は非常勤特別職の公務員として町長が委嘱していましたが、
今後は、自治区の代表者「自治区長」として、これまでどおり「町とのパイプ役」とし
て活躍していただきます。

Ｑ

役場からの依頼業務はどうなるの？

町の事業の周知、補助金等の申請手続き、住
民からの苦情対応などを「行政区長」にお願いし
ていましたが、今後は地域組織である「自治区」に
お願いすることになります。自治区長お一人に負担
が偏らないような体制づくりをお願いします。

Ｑ 行政区から自治区へ何が変わるの？
お金の流れが変わります。これまでは、目的別
にそれぞれの部署から補助金や報償費を交付して
いましたが、自治振興交付金として一括して自治区
へお支払いします。自治区内の実情に合わせた活
用ができるようになります。

Ｑ 自治区移行に必要なことで、規約の整備ってなに？
自治区は、自主的・民主的な運営を行うためにも、一定のルールづくり（規約の整備）
が必要になります。ルールを明文化しておくことで、新しく加入する世帯に、自治区で
決められたことを説明でき、住民同士のトラブルを防ぐ役割もあります。規約がすで
にある地域においても、再度内容の確認をお願いします。
それぞれの地域で、環境美化、防犯防災対策、
交流事業など、地域の人々のつながりを深める
活動を行いながら、住みよい地域づくりが実践
されています。今後、さらに高齢化・人口減少
が進む中で、
地域の体力がある今のうちに、
しっ
かり地域組織の土台作りをしておくことは、
年後、 年後の大木町を維持するためには不可
欠です。
町もしっかり地域に寄り添いながらサポート
しますので、不明な点などは、まちづくり課へ
お尋ねください。

女性ネットワーク
おおきで勉強会
10 月 28 日に女性ネットワークおおき（北島理香
会長）で、自治区移行の意見交換会が開催されま
した。会員さんが校区ごとに分かれ、町の職員にい
ろいろな質問をしました。
「各地区の自治区移行の
検討会に女性を登用して欲しい」
、
「登用してもらえ
るにはどうしたらいいか」
「誘いがあれば積極的に
参加しましょう」などの意見が聞かれました。
「地域
のことを考える有意義な機会でした。今後も開催し
ていきたい」と北島会長は話されていました。

20

未来の大木町を
維持するためには
地域の力が不可欠

まちづくり課
野田課長

10

12

毎日の生活の中で、地域の人々にたくさん「支え」られていることがあります。
実は、その支えになかなか気づかないことも多いようです。
今月は、子どもたちの登下校時の交通安全や、不審者からの犯罪防止のために活動さ
れている見守り隊員の方のあたたかい「おおきな気持ち」をご紹介します。

で
まさひろ

正宏
さん （古賀区）

つるおか ま さ か つ

鶴岡 政勝
さん

と元気になります。これが一番かな」と伊藤さん。
「子どもたちのあいさつに丁寧に返してあげることが大
切なこと」と力強く話されました。

い

さん

言われた後には、伊藤さんも「はいありがとう～」と
丁寧にお辞儀をされます。
「子どもの顔を見て声を聞く

井手

子どもたちの帰りを待つ鶴岡
さん。暑い日には電信柱の陰
で暑さをしのぐそうです

（上牟田口南区）

てつお

横断歩道を渡る子どもたちのそばに立って、
「はいど
うぞ～」と旗を上げながら元気に声をかけ、
渡り終わっ
た子どもたちから「今日もありがとうございました」と

朝急いでいるときは、
車の中からですが、
「お
じちゃん、暑い中ありが
と う ご ざ い ま す！ お ば
ちゃん寒い中ありがとう
ございます！」と見守り
隊の方々に、保護者とし
て「ありがとう」の言葉
を伝えるようにしていま
す。
子どもにも、「おじちゃ
んたちが立ってくれてい
るのは当たり前ではない
とよ」と話しています。
「 今日も立ってくれて
ありがとう」という気持
ちであいさつするんだよ
と伝えています。

13

８

見守り隊歴 ５年

いとう

伊藤 鐵夫

年

（小入区）

見守り隊歴
10

伊藤さんの元気なかけ声は子
どもたちの気持ちのいい一日
のスタートにつながります

子どもが大好きという井手さ
ん。夏休みなど子ども達に会
わない日が続くと「とぜんな
かね（寂しい）」と話されます。

年

井手さんの見守り隊のユニフォームベストには３つの
必需品が備えられています（写真右下）。まずは子供が
忘れたときのためのマスク。２つめは子供が転んだとき
にのための傷テープ。３つめは、鼻血が出たときのため
のティッシュ。
井手さんは毎朝、登校班の最後の班の子どもと一緒
に歩いておしゃべりをします。子どもの表情を見ると、
怒られてきたとすぐわかるそうで、そんなときは「大丈夫、
がんばれ」と声をかける井手さん。
「毎朝、子どもたち
の元気な姿を見るのが楽しい」と笑顔で話されます。

見守り隊歴

シリーズ ～「おおきな気持ち」をありがとう ① ～

「おおきな気持ち」をありがとう

「夏の暑い日には、
『おじちゃ～ん、今何時？』
と聞いてくるので、
『ズバリ当ててみよう』と時間
当てクイズをします。そこで、お互いに和んで、
『気
をつけて帰るんだよ』と声をかけながら、自分の

孫のような気持ちで見守っています」と鶴岡さん。

「子どもは地域の宝。地域で見守ってあげんとで
すね。子どもとの会話が元気の源ですよ」と笑
顔で話されました。

「当たり前ではないんだよ」
と子どもに伝えています
小中学生の子どもを育てる
つじ

み よ こ

辻 美代子

さん

（前牟田東区）

