
療機関において「うみっ子健診」を
実施しています。対象の人には、
案内文書（受診票）を配付または
郵送しています。

まだ受診していない人は、ぜひ
指定医療機関に予約のうえ、受診
してください。なお、受診には保
護者の同意が必要です。事業の
詳細は、案内文書をご確認くださ
い。
▶予約受付期間

７月１１日（月）～８月２６日（金）
▶健診期間

７月１９日（火）～８月２９日（月）
　 こどもみらい課　子育て支援係
☎933-0777　FAX933-0210

生活・くらし

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金   
　令和４年度に新たに住民税均等
割が非課税となった世帯に対し
て、支給要件確認書を7月末から
随時送付しています。給付金を受
給するためには、確認書の必要事
項を記入し、健康福祉課まで返送
する必要がありますので、お早め
にお手続きください。
▶提出期限
　10月31日（月）
　また、令和４年１月以降に新型コ
ロナウイルスの影響で収入が減少
し、非課税相当となった世帯も給
付金の対象になる可能性がありま
すので健康福祉課までご相談くだ
さい。
▶提出期限
　９月３０日（金）
▶支給額
　１世帯１０万円
※令和３年度非課税世帯などです
　でに受給している場合は、令和４ 
　年度が非課税であっても対象で
　はありません。
　 健康福祉課　障がい・福祉係
☎934-2278　FAX933-7512（代）

子宮頸がん予防ワクチン
（HPVワクチン）のキャッチアッ
プ接種　　　　      

健康
HPVワクチン任意接種費用の
償還払い    

　子宮頸がんなどの病気の発生に
関わるヒトパピローマウイルス

（ＨＰＶ）への感染を防ぐワクチン
（ＨＰＶワクチン）の定期接種を積
極的勧奨の差し控え期間中に自費
で接種した人に対して「償還払い」
を実施しています。
▶対象

・令和４年4月1日時点で町に
住民登録のある平成9年4月
2日～平成17年4月1日に生
まれた女性

・16歳となる日の属する年度
の末日までに、3回の接種を 
完了していない人

・17歳となる日の属する年度
の4月1日～令和4年3月31
日に、任意接種を受け自己負
担した人

・ＨＰＶワクチンキャッチアップ
接種事業を受けていない人

▶助成される費用
接種費用（文書料などは除く）

▶期限
令和7年3月31日

　 健康福祉課　健康長寿係
☎934-2243　FAX933-7512（代）

第9回市町村対抗「福岡駅伝」
宇美町選手選考会
－参加者募集－   
　 市町村対抗「福岡駅伝」（11月
20日(日）、筑後広域公園開催）の
町代表選手を選考する長距離記録
会を開催します。
　年齢区分に応じ、9人の宇美町
代表を選考します。健脚自慢のラ
ンナーや元長距離選手など奮って
ご参加ください。
　また、未来のオリンピック選手
発掘のため、小学生の記録会も行
います。
▶日時

9月10日（土）
開会式17時～　記録会18時～

▶場所
総合スポーツ公園（少雨決行）

▶対象
小学生の部
800ｍ（選手選考対象外）　　
中学・高校・一般女子の部
3.0km
シニアの部（男女）　3.0km　
中学・高校男子の部　3.0km
一般の部（男子）　5.0km

▶参加料
　無料
▶申込方法
　以下の申込先へ電話
（受付時間：月～金の8時30分

～ 17時15分）
▶申込期限
　8月26日（金） 
　 ・　社会教育課　社会教育係
☎933-2600　FAX933-2741

うみハピネストレーニングルーム
元気に営業中　ミニレッスンも
再開     
　皆さんが安心してご利用できる
よう感染予防策を講じて、トレー
ニングルームを開室しています。
コロナ禍で低下した体力の回復や
運動不足を解消するために運動し
ましょう。ヨガやピラティスなど
のミニレッスンも再開しています。
ぜひご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡
　大状況により、内容を変更する
　場合があります。
▶対象

15歳以上の人（ただし、中学3
年生は20歳以上の保護者の同
伴が必要）

▶利用料
町内在住・在勤・在学　350円/回

▶開室日
・火～土　10時～ 21時
・日　10時～ 17時

※月曜日・祝日・お盆・年末年始
は閉室

　 健康福祉課　健康長寿係
☎934-2243　FAX933-7512（代）

問

問

問

問

問

小児生活習慣病予防健康診
査（うみっ子健診）   
　町内の小学５・６年生および中
学２年生を対象に、町内の指定医

（医療機関については、送付さ
れている案内で確認するか、健
康福祉課までお問い合わせくだ
さい。）

▶対象
①接種当日、町に住民登録のある

平成9年4月2日～平成18年4
月1日の間に生まれた女性

②過去にＨＰＶワクチンの接種を
合計3回受けていない人

   （1回接種したことがある人は
残り2回、2回接種したことが
ある人は残り1回を無料で接種
することができます。）

▶接種費用
無料

　 健康福祉課　健康長寿係
☎934-2243　FAX933-7512（代）

　子宮頸がんなどの病気の発生に
関わるヒトパピローマウイルス

（ＨＰＶ）への感染を防ぐワクチン
（ＨＰＶワクチン）の定期接種につ
いては、積極的勧奨を差し控えて
いましたが、令和3年11月の専
門家の会議において安全性につい
て特段の懸念が認められないこと
が確認され、接種による有効性が
副反応のリスクを明らかに上回る
と認められました。
　このことにより、接種機会を逃
した人に対して、公平な接種機会
を確保する観点から、令和4年度
よりキャッチアップ接種を実施し
ています。
　7月中に町で3回接種が確認が
できていない人に対して、案内を
送付しています。
　内容を確認のうえ、接種を希望
する人は、早めに接種をしてくだ
さい。
▶期限

令和7年3月31日
▶場所

県内接種指定医療機関での個別
接種

※接種前に事前問い合わせ必要。

子育て・教育

　塗魂（とうこん）ペインターズ（全
国１００以上の塗装店で組織するボラ
ンティア団体）が町や社会への還元
活動の一つとして、駅前のモニュメ
ント、駅舎の一部、駅前トイレの塗
り替えをボランティアで行います。
　そこで、次の内容でＪＲ宇美駅前
トイレ外壁の色塗りをお手伝いして
くれる人を募集します。ぜひご参加
ください。
　駅をご利用する人にはご不便をお
かけすると思いますが、ご理解とご
協力の程よろしくお願いします。
▶日時

９月24日（土）、25日（日）
それぞれ10時～ 12時、13時～
15時

▶場所
JR宇美駅前

▶対象
どなたでも参加可能（お子さん
も参加可）

▶参加料
無料

▶その他
事前申込不要。汚れてもいい服
装で参加してください。

　 まちづくり課　商工観光係
☎934-2370　FAX934-2371

JR宇美駅前トイレ外壁の色塗
りを一緒にしませんか？ 

募集

問

申 問

その他

第十一回 戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金   
　 第十一回戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金の請求期限は、令
和5年3月31日です。
　期限を過ぎると、第十一回特別
弔慰金を受ける権利がなくなりま
すので、お早めにご請求ください。
詳しくは、以下へお問い合わせく
ださい。
　 健康福祉課　障がい・福祉係
☎934-2278　FAX933-7512（代）
問

スマホで町の情報をチェック
「マチイロ」    
　町広報誌がスマホアプリ「マチ
イロ」で読めるようになりました。
　いつでもどこでも、スマホひと
つで町の情報をチェック！
　アプリのダウンロードは二次元
コードから
　 

　 総務課　情報管理係
☎932-1111（代）　FAX933-7512（代）
問

「KBCふるさとWish」放送の
お知らせ    
　県内60市町村の魅力を伝える
ふるさとWish「宇美町」が、8月
29日（月）～ 9月4日（日）の一週
間展開されます。
　KBCの テ レ ビ・ラ ジ オ・SNS
を通じて、町の魅力をたくさん紹
介していただく予定です。ぜひ、
ご覧ください。
　 総務課　情報管理係
☎932-1111（代）　FAX933-7512（代）
問
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