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５月１日に臨時議会を開催しました

賛成・・・○　　反対・・・●　　欠席・・・欠

●町長の議案理由説明

※議長は賛否の意思表示をすることはできません

●令和２年度一般会計補正予算（第１号）の採決
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専決処分の承認
（国土利用計画審議会条例の一部を改正する条例）

専決処分の承認
（税条例の一部を改正する条例）

専決処分の承認
（国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

専決処分の承認
（令和元年度一般会計補正予算（第7号））

専決処分の承認
（令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号））

専決処分の承認
（令和元年度下水道事業会計補正予算（第4号））

国民健康保険条例の一部を改正する条例

令和2年度一般会計補正予算（第1号）

令和2年度国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

　新型コロナウイルス感染症対策に係る経済対策の補正予算など９件の議
案が提出され、各議案は承認、可決されました。
（片渕栄二郎議長の開会あいさつ）
  まずもって、新型コロナウイルスの感染により亡くなられた方々のご冥福を
お祈りいたしますとともに、感染闘病されている方にお見舞い申し上げます。
　４月１５日には、議員各位の意向を受け、議長名で町長に対し感染予防と
併せ、町民の皆様への経済的な支援要請も致したところです。
　先の見通せない見えない敵との闘いと言われていますが、議会といたしま
しても、今後も十分な感染予防対策の実施と、多大なる経済的な打撃を受け
られている町民の皆様への速やかな支援対応ができるよう、執行部とともに
努めて参る所存でございます。

補正予算のお知らせ
●令和元年度３月２７日補正予算
新型コロナウイルス感染症拡大防止による小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の臨時休校に伴い、学童保
育事業費や障害児通所支援給付費が増加したため、および特別交付税が確定したため、地方自治法の規定に基
づき、３月２７日付けで専決処分を行いました。このことについては、５月１日の町議会臨時会で報告し、承認され
ました。
　◎一般会計補正予算（第７号）

●令和元年度３月３１日補正予算
令和元年度の後期高齢者医療特別会計で保険料の額の確定により、広域連合への負担金が決定したため、地方
自治法の規定に基づき、３月３１日付けで専決処分を行いました。このことについては、５月１日の町議会臨時会
で報告し、承認されました。
　◎後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

【主な補正予算の内容】　【新】は、今年度から新たに取り組む事業であり、当初予算で計上していない経費です。

●令和２年度５月補正予算
５月の町議会臨時会に提案し、可決されました。
　◎一般会計補正予算（第１号）

　◎国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

補正前の予算額 補正後の予算額補正額

15,425,123 15,507,02281,899

補正前の予算額 補正後の予算額補正額

328,353 329,172819

補正前の予算額 補正後の予算額補正額

14,493,000 16,874,3312,381,331

補正前の予算額 補正後の予算額補正額

3,428,000 3,428,800800

「しろいし応援団」限定プレミアム商品券2020発行事業【新】

４０，０００千円

担当：総合戦略課　白石創生推進係　0952-84-7132

新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ町内
各事業者の売上向上と、消費者の購買意欲の向上および
町外流出の防止を目的に、プレミアム付き商品券を発行
します。

特別定額給付金給付事業【新】

２，２９０，０００千円

担当：企画財政課　政策調整係　0952-84-7112

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決
定されたため、町民一人につき10万円の特別定額給
付金を支給します。

子育て世帯臨時特別給付金給付事業【新】

２９，５４４千円

担当：保健福祉課　福祉係　0952-84-7116

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている
子育て世帯を支援する観点から、児童手当を受給する
世帯（0歳～中学生のいる世帯）に対し、臨時特別給付
金を支給します。

ふるさと飲食店応援事業【新】

２０，０００千円

担当：商工観光課　商工係　0952-84-7123

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛の影
響により、売上が激減するなど特に大きな影響を受け
ている飲食店に対し、応援金を支給します。

【歳入】学校給食費徴収金

△６７，１８９千円

担当：学校教育課　学校給食係　0952-84-2713

子育て支援のために実施している小６・中３への給食
費無償化を、令和２年度に限り、新型コロナウイルス感
染症対策事業として、全学年の児童・生徒へ拡充します。

センター給食運営費

１，７８７千円

担当：学校教育課　学校給食係　0952-84-2713

新型コロナウイルス感染症対策事業として全児童・生
徒を対象に給食費を無償とするため、町外の学校へ通
学する小６・中３の児童・生徒への補助金を、全学年の
児童・生徒へ拡充して交付します。
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特別定額給付金の申請はお済みですか

子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します！

問  保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 特別定額給付金 相談窓口　TEL 0952-84-7120    
白石警察署　TEL 0952-84-2021

５月中旬に特別定額給付金の申請書を各家庭の世帯主に発送しました。

まだ申請が済んでいない人は記載例を参考に、申請書に振込口座などを記入し、本人確認

書類と通帳等のコピーを貼付して、同封の返信用封筒により早めに申請をお願いします。

※「子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援す
　る取組の一つとして、児童手当を受給する世帯（０歳～中学生のいる世帯）に対する臨時特別の給付金（一時金）です。

白石町や総務省などが以下を行うことは

×現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

絶対にありません

原則、申請は不要です。

給付金の詐欺にご注意ください！

「怪しいな？」と思ったら遠慮なく、役場相談窓口や白石警察署にご相談ください。

問 保健福祉課 福祉係 「子育て世帯への臨時特別給付金」窓口　TEL 0952-84-7116

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）の受給者に支給します。所得制
限を超えている特例給付受給者を除きます。　対象児童１人につき、１万円です。

Ｑ．誰が支給対象者になりますか？

Ｑ．引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？

Ａ．令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当の支給を受けている人です。対象
　児童は、３月３１日までに生まれた児童であり、３月まで中学生だった児童
　（新高校１年生）も含みます。

Ａ．「子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月３１日）時点
　での居住市町村から支給されますので、転入された人は、転入前の市町村
　にお問い合わせください。

Ｑ．公務員への支給方法はどうなりますか？

Ａ．公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が
　居住市町村に申請してください。　

●受付について

６月

受付期間

受付時間

　　　23日(火) 24日(水)　　 25日(木)　 26日(金)

地　　域 　 全地域　　　 　
8:30～17:00

受付場所 役場1階　会議室1　（正面玄関を入って右側）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送での提出をお願いします。

　　　なお、記入方法が分からない人は、以下の日程で受け付けます

●対象者
　中学校卒業まで（15歳に達した後、最初の3月31日まで）の子どもを養育している人

●支給額
　　3歳未満　　　　　　　　　　15,000円（一律）
　　3歳以上小学校終了前　　　　10,000円（第1子・第2子）

15,000円（第3子以降）
10,000円（一律）

　※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

●支給時期
　毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。 

６月中に児童手当の現況届が必要です！

問・申込 保健福祉課 こども未来係・健康づくり係　TEL 0952-84-7116

子育てで
心配なことはありませんか?
　「白石親子相談室」では、お子さんの発達に心配のあるご家族
からの相談を受け、一緒に支援方法を考えていきます。
　また、必要に応じて医療機関や訓練機関につなげていくため
の相談、発達障害の診断のある子どもの相談（集団での生活や
就学のこと等）も受け付けます。
　まずは電話でご相談ください。

　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生
計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
　提出がない場合には、6月分以降の手当が 受けられなくなりますので、ご注意ください。
　対象者には6月の支払い通知と一緒に現況届の用紙を発送しますので必ず提出してください。
※公務員は勤務先への届出となります。

●日　時　６月２９日（月）
　　　　　１３：３０～１５：００
●場　所　白石町健康センター　
　　　　　和室

なかなか言葉がでない、落ち着きがない、集団に入れない、
育てにくさを感じる…等
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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について
　国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の
疑いのために働くことができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病
手当金の支給が受けられます。
　支給対象者は下記の要件すべてに該当する人が対象となります。

１　白石町在住の人で、佐賀県国民健康保険または佐賀県後期高齢者医療に加入している人
２　勤務先から給与の支払いを受けている人
３　新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状が出て、その療養のために働くことがで
　　きず、給与の全部または一部の支払いが受けられない人
４　働くことができなくなった日から数えて４日目以降の働くことができなくなった期間のうち、働く予
　　定日があった人

 　対象となる期間や支給額などの詳細については、白石町ホームページをご確認ください。
問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

今のうちに、自宅が安全かどうかを確認しましょう！

避難行動判定フロー
あなたがとるべき避難行動は？スタート！

ハザードマップ※で自分の家がどこにある
か確認し、印をつけてみましょう。

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそ
ばなどにお住まいの方は、市区町村からの避難情報を参考
に必要に応じて避難してください。

　※浸水に危険があっても、
　①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの高
　　い区域の外側である
　②浸水する深さよりも高いところにいる
　③浸水しても水がひくまで我慢できる、
　　水・食糧などの備えが十分にある場合は自宅に留まり
　　安全確保することも可能です。
　※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等
　　の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全確保
　　することも可能です。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人は
いますか？

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの
高い地域を着色した地図です。着色されていないところで
も災害が起こる可能性があります。

家がある場所に色が塗られていますか？

災害の危険があるので、原則として※、
自宅の外に避難が必要です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

警戒レベル３が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう(日頃か
ら相談しておきましょう)

警戒レベル４が出たら、
安全な親戚や知人宅に
避難しましょう(日頃か
ら相談しておきましょう)

警戒レベル３が出たら、
市区町村が指定してい
る指定緊急避難場所に
避難しましょう。

警戒レベル４が出たら、
市区町村が指定してい
る指定緊急避難場所に
避難しましょう。

はい

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

例外

はい

はい はい
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■保育日時        

健(検)診の種類 〇年齢は、令和3年3月31日を基準日とします。

12月(特定健診・町内３会場)、２月(がん検診)も実施予定です。

■利用料金 　　        
　　 夏休み（学童保育を利用している人）  　　　　　　　　 ４，０００円 
 　　夏休み土曜日利用（学童保育を利用している人で申請者のみ）　５，０００円 
 　　夏休みのみ参加      　５，０００円 
 　　夏休みのみ参加土曜日利用（申請者のみ） 　　　　　　　　 ６，０００円 
 　　延長料金（１８：００～１８：３０） 　　　　　　　　　　　　　 ５００円 
 　　延長料金（１８：００～１9：0０） 　　　　　　　　　　　　１，０００円 
　　傷害保険料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年間      ８００円 

●対象者　　小学校１～６年生 ※申込多数の場合、低学年を優先する事があります。
●入所要件　昼間、保護者（父母・６５歳未満の祖父母等）が就労などで不在の家庭
●受付期間  ）く除を日祝、日、土（）金（日６２～）月（日８月６　

８:３０～１７:１５　●受付時間
●受付場所　保健福祉課 こども未来係
　申込書および添付書類は役場保健福祉課で配布します。
　必要事項を記入し、雇用証明等と一緒に提出してください。同居の祖父母等が
６５歳未満の場合は、祖父母等の雇用証明書も必要です。
※現在学童保育を利用している人は、所属クラブで受付を行います。

夏休み期間の「学童保育」の
参加申込受付を行います

令　和
2年度

……………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………
…………………………………
…………………………………

今年も健診、受けて安心！
●集団健診は予約制で10月から実施します(感染症拡大防止のため)
　毎日健診、個別健診(医療機関)は6月15日から受診できます(要予約)
　詳細は、各世帯に配布する住民健診ガイドブックを確認ください。
　個人への健診案内通知は６月中旬までに発送予定です。

対象者

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

特定健診・30代健診
各種がん検診
(ピロリ菌検査以外）
特定健診・30代健診
各種がん検診
(子宮・乳がん以外）

武雄・杵島地区医師会
検診センター

受診場所 健診内容 期　間

6月15日～2月26日 0952ｰ37ｰ3314
平日8:30～17:00

0954ｰ22ｰ3414
平日10:00～16:006月15日～2月26日

予約方法 予約先

特定健診
30代健診

1,000円 1,000円 無料1,000円 500円

肺がん
検診

大腸がん
検診

500円

前立腺
がん検診

700円

乳がん
 検診

子宮頚
がん検診

20歳
以上

肝炎
ウイルス
検査

1,080円

30代
ピロリ菌検査

胃がん
検診

（エックス線）

200円
（痰:500円）

30歳～74歳の
白石町国保
加入者

30代
健診受診者で
検査未実施者

30歳～74歳で
検査未実施者

料金
（毎日・集団）

40歳以上

毎日健診 要予約

①健診通知書を手元
　に用意する。
②電話で白石町の毎
　日健診希望とお伝
　えください。

白石町
総合センター

特定健診・30代健診
各種がん検診

受診場所 健診内容 日　程

13日(火)　14日(水)　
15日(木)　16日(金)　17日(土)
19日(月)　20日(火)

予約方法は後日、
通知や広報等で
お知らせします

予約方法

集団健診(10月分) 要予約

・７月２２日（水）～８月３１日（月）（祝日、日曜日を除く）
　７：４０～１９：００
　（１８:００以降は、事前申請者以外は３０分ごとに５０円の延長料金が生じます）
　※夏休み期間は、新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨時休校の影響で短縮する場合があります。
　※８月１３日（木）、８月１４日（金）、８月１５日（土）は休みです。
　※開設場所については、参加人数確定後決定します。
・土曜日  
　７：４０～１８：００ （時間延長はありません）
　※土曜日のみの利用はできません。 

◎治療中の皆さんも　
特定健診は、糖尿病（HbA1c）や腎機能低下（eGFR）の早期発見など、普段は検査をされていない項目も含まれ
ています。県内医療機関等で、受診の際に特定健診を受けることをお勧めします。
◎職場の健診や、個人で人間ドック等を受ける人は、健診結果（写し）の提供にご協力ください
特定健診の受診率が、国から町へ交付される補助金等に影響します。受診率アップが町民の負担軽減につなが
ります。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に訪問による健康相談を実施します。家庭でより良く
生活するために、健康に関することや医療機関の利用方法等について、情報提供やアドバイスをします。
　身体の不調や気になることがあればご相談ください。

※ 対象となる人には、広域連合から個別に事業の案内文書を送付します。
※ 訪問健康相談は、無料です。

６月４日（木）～１０日（水）は「歯と口の健康週間」です。
この機会にお口の健康について考えてみませんか？
歯と口は、食べるだけでなく、コミュニケーションにも大切な器官です。

●歯ブラシ等を使って、歯と口腔をきれいに保ちましょう
●一口３０回を目標に、よく噛んで食べましょう
●かかりつけ歯科医を持ち、定期的な健診を受けましょう

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870
ＴＥＬ 0952-64-8476　ＦＡＸ 0952-62-0150
https://www.saga-kouiki.jp/

～咲かそうよ　笑顔の花を　歯みがきで～
訪問健康指導事業（訪問健康相談）のお知らせ

あなたのお口は
健康ですか？
あなたのお口は
健康ですか？
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問

介護保険料の軽減措置が拡充されます。

※基準月額は5,986円（年額71,832円）となります。

■介護保険料の減免制度について
　第１号被保険者（６５歳以上の人）や、その被保険者が属する世帯の生計を主として維持する人に対し
て、下記のような場合に減免の対象となります。
《災害等による減免》
１　震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著し
　　い損害を受けたとき。
２　死亡、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その人の収入が著しく
　　減少したとき。
３　事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。
４　干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減
　　少したとき。
《低所得者減免》
　保険料段階が第１段階または第３段階に該当する人で、下記１～４のすべてに該当する場合。ただし、
生活保護受給者は対象になりません。（第２段階に該当する人は、保険料率が減免後と同率となるため対
象となりません。）
１　収入が次のいずれかに該当するもの。
　(1) 保険料段階が第１段階の人で、世帯全員の収入額が４２万円（他の世帯員１人につき１８万円ずつ
　　加算）以下
　(2) 保険料段階が第３段階の人で、世帯全員の収入額が８４万円（他の世帯員１人につき３６万円ずつ
　　加算）以下
２　住民税課税者に扶養されていないこと。
３　住民税課税者と生計を共にしていないこと。
４　資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にあるとき。

消費税率の引上げによる公費が投入されることにより介護保険料の第１段階
から第３段階まで（住民税非課税世帯等）に該当する人の保険料の軽減措置が
拡充されます。

介護保険
ｰ制度改正ｰ

み
ん

なの
　あんしん

保険料段階 対象となる人 年　度 保険料率

２６，９４０円

２１，５５２円

４４，９０４円

３５，９１６円

５２，０８０円

５０，２９２円

保険料(年額）

第１段階

平成３１年度
（令和元年度）

基準月額
×0.375

基準月額
×0.3

基準月額
×0.5

基準月額
×0.625

基準月額
×0.725

基準月額
×0.7

本人も世帯員も
住民税非課税の

場合

平成３１年度
（令和元年度）

平成３１年度
（令和元年度）

令和２年度

令和２年度

令和２年度

第２段階

第３段階

●生活保護受給者 　　　　　　　　　　
●老齢福祉年金受給者で、本人と世帯全員
　が住民税非課税の人
●本人も世帯員も住民税非課税で、本人の
　前年の課税年金収入額+その他の合計所
　得金額が80万円以下の人

本人の前年の課税年金収
入額+その他の合計所得
金額が80万円を超え、
120万円以下の人

本人の前年の課税年金収
入額+その他の合計所得
金額が120万円を超える
人

令和２年度の介護保険料額納入通知書は、普通徴収（納付書払い）は６月中旬に、特別
徴収（年金天引き）は７月中旬に郵送します。

杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 業務係
TEL 0954-69-8223
ホームページ http://www.kitou-web.jp/kaigo/
長寿社会課 高齢者係  TEL 0952-84-7117

「飲み残してしまった薬の話」

問 一般社団法人　佐賀県薬剤師会
佐賀県佐賀市本庄町本庄1269-1
ＴＥＬ　0952-23-8931
ＦＡＸ　0952-23-8941
http://www.sagayaku.or.jp/

佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870
ＴＥＬ　0952-64-8476　　
ＦＡＸ　0952-62-0150
https://www.saga-kouiki.jp/

　薬は正しく飲むことで効果が期待できますが、ちゃんと飲んだつもりでも残ってしまうことはあ
りませんか。そんな飲み残してしまった薬を、勝手な判断で飲んでも効果は期待できませんし、家族
が間違って飲んでしまっても大変です。
　それでは飲み残した薬は、どのようにしたらいいのでしょう。

薬を飲み残す時って
どんな理由があるの？

飲み残した薬や
飲まなくなった
薬をそのままに
しておくと・・・

そうなる前に
「かかりつけ薬剤師・
薬局」に相談して
みましょう。

◎「かかりつけ薬剤師・薬局」は安全・適正な医薬品の使用をサポートしてくれます。ぜひご活用ください。

「朝ごはんを食べないから食後には飲めなくて・・・」
「種類が多くてどれを飲むかわからなくなって・・・」
「お医者さんに薬が余っているのを言いそびれて・・・」
「体調がよくなったので飲むのをやめたら・・・」など、飲み残してしまう理由
もさまざまです。決められた飲み方を続けて、しっかり薬を飲むことが理想
ですが、なかなか難しいことだと思います。

　残った薬がどんどん増えて、時間も経ってくると、
「いつもらった薬かわからなくなった」
「何の薬かわからなくなり、必要のない薬を飲んでしまった」
「きちんと飲まなかったので、症状がぶり返してしまった。」など、困ったこと
になってしまいます。病気になったときに、適切な薬を正しく飲むことがで
きないと意味がありませんね。

　飲み残した薬を「おくすり手帳」と一緒に「かかりつけ薬局」へ持って行き
ましょう。薬剤師が薬の整理をお手伝いします。残った薬が再利用できる場
合は、普段の薬の処方日数を調節して、その日の薬局での支払いが減った
り、医療費の削減につながります。
　飲み間違いの防止策や飲むタイミング、薬の数や種類についても「かかり
つけ薬剤師」に相談してみましょう。

令和２年度 白石町戦没者追悼式の中止について
令和２年度白石町戦没者追悼式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。
ご遺族をはじめ、町民の皆様のご理解をお願いします。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116
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空き家・空き地バンクをぜひご活用ください！

農業者年金現況届の提出はお早めに！
農業者年金を受給している皆さんへ

【空き家・空き地バンクとは】　
　「空き家を売りたい、貸したい」、「空き地を売りたい」という所有者から申し込みを受けた物件を、白石町
空き家・空き地バンクホームページに掲載し、「白石町に住みたい」、「空き家や空き地を探している」という
人に情報発信する制度です。

　令和２年４月から、空き家バンクに加えて、空き地バンクの取扱いを開始しました。なお空き地バンクに
登録できる空き地については、登記地目が「宅地」になっているものに限ります。

★経営移譲年金・特例付加年金を受給している人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　受給者本人が農地を取得するなどして農業を再開していないこと、農業所得の申告などの諸名義が経営
移譲の相手方に変更していること等を確かめ、現況届の『１．支給停止事由等に該当していないことの自己
チェック』、『２．受給権者の欄』に記入をして農業委員会に提出し、内容の確認を受けてください。

★農業者老齢年金を受給している人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　現況届の『受給権者の欄』に記入をして、農業委員会に提出してください。

●提出期限　　６月３０日（火）まで
●提出先　　　白石町役場　２階　農業委員会事務局

　町の資源物回収に出された古紙は、指定業者に有価で売却し、その収益は各地域の回収量に応じて地元に還
元しています。
　この還元金は、各地区で活動費等に充てられています。古紙は町の回収をご利用ください。

●菓子の空き箱や包装紙、メモ紙なども古紙として出せます。
●古紙を結ぶ際に茶色の紙ひもで結ぶとリサイクルの際に支障があるため、必ず
　白の紙ひもで結んでください。

・白石地域　　２３０,２００円
・福富地域　　１０５,１００円
・有明地域　　１６７,１００円

毎年６月５日は、環境基本法により「環境の日」と定められ、この日を中心とする
６月の１ヵ月間を「環境月間」と位置付けられています。皆さんもこの機会に、身
のまわりの環境について考えてみましょう。

川の水をきれいにするために私たちができること。
　・調理くずなどを流さないようにしていますか？
　・使用済みの食用油を流さないようにしていますか？
　・使用する洗剤は適量ですか？
　・下水道への接続や合併浄化槽の設置も、地域の水質改善に
つながります。
地球温暖化対策のために・・・。
　・家電の買替え時はエコ家電を選びましょう。
　・過度な冷房、暖房に頼らない生活の工夫をしましょう。
　・地球にも財布にもやさしい「エコドライブ」をしましょう。
地域の自然や地球環境を守るために、家庭や職場で取り組んでみましょう。

６月は
環境月間です

問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

問 農業委員会 事務局　TEL 0952-84-7127

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　町では猫に関する苦情が多く寄せられています。
　野良猫にエサをやったりしていませんか？
　猫は食べものをもらえる所に居着き、そこで増えていきます。
　繁殖を希望しない場合は、不妊去勢手術を行いましょう。

※誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで猫を捨てないで‼　　動物の遺棄は犯罪です。

野良猫を増やさないために

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

『現況届』は農業者年金の受給を継続するため、毎年提出しなければなりません。

現況届が届く時期は

5月末頃に農業者年金基金か
ら送付されます。

現況届の提出時期は

6月1日から6月30日までに農
業委員会に必ず提出してくだ
さい。

現況届の提出を忘れると

11月の支払いから提出される
までの間、年金の支払いが差し
止められますのでご注意くだ
さい。

町の古紙 収にご協力をお願いします町の古紙回収にご協力をお願いします
～古紙は大切な資源です～

令和元年度資源物回収地元還元金

　空き家・空き地バンクを利用して物件の契約をした人には、奨励金等を交付する支援制度がありますの
で、町内の空き家・空き地の利活用を検討している人は、総合戦略課までご相談ください。

【白石町空き家・空き地バンクホームページ】
https://www.shiroishi-town.jp/akiya/

  空き家を   
借りたい人、
買いたい人

  空き地を
買いたい人

  空き家を   
貸したい人、
売りたい人

  空き地を
売りたい人
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 in  Shiroishiまちのわだい

受賞おめでとうございます
第17回佐賀県たまねぎ生産改善共進会で入賞

 in  Shiroishiまちのわだい

Topics

医療従事者に感謝
白石中生徒会千羽鶴贈呈

Topics

マスクありがとうございますTopics

Topics

　３月２４日、佐賀県たまねぎ生産改善共進会表彰状授賞式が行わ
れ、木室信幸さん、敏子さん夫妻が個人賞の最優秀賞（農林水産大臣
賞）を、田島弘一さんが１戸当たり総販売数量の部の優秀賞（農林水産
省生産局長賞）を受賞しました。
　受賞おめでとうございます。

　５月２０日、佐賀県医療センター好生館で白石中学校生徒会から
医療従事者へ千羽鶴の贈呈式が行われました。
　千羽鶴は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため最前線で
戦っている医療従事者の皆さんに対し、感謝の気持ちと激励の想い
を込め生徒一人が１羽以上の鶴を折り、生徒会で集約しました。
　生徒会長は「コロナウイルスが流行している中、医療従事者が頑
張られている姿を見て、感謝の気持ちを伝えたかった」と述べ、生徒
会役員から千羽鶴とメッセージボードを手渡しました。
　贈呈された千羽鶴とメッセージボードは、好生館の職員更衣室前
に飾られるそうです。

　４月２２日、白石町建設業組合様から不織布マ
スク１０，０００枚を寄贈していただきました。
　建設業組合の溝口隆治会長は「町内での新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のためにマスク１枚で
も役に立ちたい」と語りました。
　寄贈されたマスクは町内の内部障害を持つ身体
障害者、妊婦、医療機関・福祉施設等に配布させて
いただきました。

　５月１１日、山口利光様（内堤）から「皆さんに役
立ててほしい」と不織布マスク５００枚を寄贈し
ていただきました。

　５月１２日、株式会社ＩＭＫコーポレーション様
(中区)から「町民の皆さんに役立つように」と不織布
マスク２，０００枚を寄贈していただきました。

研修頑張ります
白石地区いちごトレーニングファーム２期生入校式

マスク寄贈

▲左から研修生の福地さん、谷口さん、久田さん

▲町長へ受賞を報告

▲医療従事者の皆さんありがとうございます

▲溝口会長から手渡されました

▲手作りマスクをいただきました

　４月１７日、白石地区ＪＡ会館で令和２年度白石地区いち
ごトレーニングファーム２期生の入校式を開催しました。
　２期生の３人は、有明地域新開地区にある高設栽培システ
ムや環境測定装置が導入された研修ハウスで４月から研修
を開始しました。１年目は実地研修や座学等で基礎研修を行
い、２年目は経営者として実践的な模擬経営を経験し、令和
４年５月卒業予定となります。
　就農後は、研修で得た技術と優れた経営感覚を身に付け地
域を支えるリーダーになることが期待されています。

　５月１４日、溝口功美子様（今泉）から町内の保育園・幼稚園年長児、小学校１年生に手作り布マスク約４００枚
を寄贈していただきました。マスクは、子どもたちに人気のキャラクターなどの柄の生地を使用し１人で製作さ
れたそうです。
　今回の寄贈にあたり溝口さんは「今までマスクとは縁がない生活でしたが、子どもたちを感染から守るため、マ
スク着用の必要性を感じました。一日も早く終息してほしい」と語りました。
　受け取った田島町長は「大変ありがたい。子どもたちにも喜ん
でもらえると思っている。溝口さんの気持ちを忘れずに大切に
使ってほしい」と感謝の言葉を述べました。
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白石町税集合徴収の

納付書および納税通知書を送付します。

納付書で納付する人

口座振替で納付する人（現在、口座振替依頼を提出している人）

　白石町では、収入不足や借金問題などの金銭的問題で納税が困難な人を対象にファイナンシャル
プランナー（ＦＰ）による納税相談を行っています。
　ＦＰとは、家計（事業）収支、返済計画の見直しなど、総合的な診断と助言を行う国家資格を持つ人
のことで、町が相談員として委託し、職員とともに相談を受けることになります。
　ＦＰ相談を受けることで、ライフプラン全般を見直し、安定した生活および計画的な納付に結び
つける方向性を一緒に考えることができます。
　収入不足や借金問題などの金銭的問題で納税が困難な人は、一度ご相談ください。

　障害者手帳、補装具交付、障害
福祉サービスに関すること等、障
害者の相談を受けていただく相
談員を紹介します。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のために、例年実施してい
る相談会は当分の間休止します。
　なお、相談会の開催については
決定次第広報等でお知らせしま
す。

家族全員の収入や支出を見直し、無駄な支出を抑え、借金の返済や納税に繋がった。

　来署による相談は十分な相談時間をもって対応する必要があるため、税務署窓口への相談は、「事前予
約制」としています。　　
　予約を希望する人は、武雄税務署（TEL：0954-23-2127）へ連絡し、自動音声に従って「２」番を選択
後、その旨を申し出てください。

※国税に関する一般的な税務質問については、武雄税務署へ電話後、自動音声に従って「１」を選択してくだ
　さい（国税庁ＨＰのタックスアンサーもご利用ください）。
※相談日時等については予約の状況から、希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。

　6月中旬以降に、白石町税集合徴収（住民税・固定資産税・国民健康保険税）の第1期納付書・全期前納用納
付書および納税通知書等を送付します。
　納付の方法は、次のとおりです。

納付書は、全期前納用納付書と１期分納付書（各月ごと納付用）を送付します。
①本年度の町税を全額納付する人は、全期前納用の納付書をご利用ください。
②各月ごとに納付する人は、１期分納付書（各月納付用）をご利用ください。
　※納付の際は①、②のどちらかの納付書で納付してください。両方（２枚）の納付書で納付した場合は二重　
　納付となり、還付手続きに時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

便利な口座振替を推進しています。
口座振替への変更を希望する場合は、金融機関窓口で手続きを行ってください。金融機関での手続き後、振
替開始までしばらく時間がかかりますので、納付書が届いている間は納付書で納付をお願いします。

※相談は予約制になっています。事前に税務課収納対策係へご連絡ください。

現在口座から各月末振替をしている人のうち、本年
度1期（６月分）から口座振替による全期前納への変
更を希望する人

現在口座から全期前納の振替で納付している人のう
ち、本年度１期（６月分）から各月末振替への変更を
希望する人

前年度全期前納で納付しており、今年度も前納で納
付する人

前年度と同様に本年度も各月末の振替で納付する人

納税相談のご案内ファイナンシャル
プランナー（FP）による

白石町障害者相談員の紹介令和２年度武雄税務署からのお知らせ

問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

問 税務課 収納対策係　TEL 0952-84-7113
問 税務課 納税係　TEL 0952-84-7113

問 武雄税務署　TEL 0954-23-2127（自動音声2番）

①
6月18日（木）までに税務課
納税係へご連絡ください。

連絡は不要です。

②

③

④

家 計

住宅ローンを見直し、毎月の返済額が下がった分で納税に繋がっている。借 入

詳しい聞き取りから、過払金の発生が分かり、相談者が弁護士への手続を依頼。
過払金請求に繋がっている。

過 払

年金受給資格を確認し、年金が受給できるようになった。年 金

ＦＰ相談が改善に繋がった主な事例

相 談 日

時 間

会 場

相 談 員

相 談 料

９：００～２０：００　（最終受付 １９：００）  概ね1時間

白石町役場　庁舎内の個室

ファイナンシャルプランナー

無料

6月

16日

火

7月

16日

木

8月

17日

月

9月

15日

火

10月

15日

木

11月

17日

火

12月

15日

火

1月

18日

月

2月

16日

火

3月

16日

火

区　　分

身体障害者相談員

 

知的障害者相談員

氏　　名
深川　則義
川﨑　信之
橋本　　博
前田弘次郎
森　　武治
溝口　　猛
中溝　章代
津田千代子
井﨑えみ子

　 地 区 名 　
神 辺
揚 田
中 区 西 中 南
深 浦 東 分
牛屋東分中央
戸 ケ 里
宮 田
東 区 権 和
牛屋西分西南
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令和２年度狩猟免許試験実施のお知らせ

●狩猟免許の試験区分

●狩猟免許試験の日程

●手数料および試験の内容

●申込書配布、提出先

日　　時 場　　所 区　分 申込期限

佐賀県生産者支援課(鳥獣対策担当)　TEL0952-25-7113
農業振興課 振興係　　　　　　　　 TEL0952-84-7121

町営住宅入居者募集
のお知らせ

・住ノ江住宅　２戸
白石町大字福富下分２９６６番地１６
（住ノ江橋南側）
昭和６１年建築（簡易耐火構造２階建）
３ＤＫ、水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み

・６月１５日（月）～３０日（火）
※５月２９日（金）までに応募があった住宅は、６月
　の募集を中止する場合があります（新規募集を除
　く）。詳細はお問い合わせください。
※期間内に申し込みのなかった住宅は、
　７月３１日（金）まで募集期間を延長します。

・六角橋住宅　1戸
白石町大字東郷２０１０番地３
昭和５４・５５年建築（簡易耐火構造２階建）
３ＤＫ、水洗トイレ、浴槽あり

・六角住宅　１戸
白石町大字東郷２１８７番地（六角神社西側）
昭和５２年建築（簡易耐火構造２階建）
３ＤＫ、水洗トイレ、浴槽あり

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問

・上区住宅　２戸
白石町大字福富４４９番地１
昭和５０年建築（簡易耐火構造平屋建）
３ＤＫ、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み
※６０才以上の人など条件によって単身の入
居が可能です。

■募集する住宅

■募集期間

〈継続募集〉
５月に募集した次の住宅のうち、５月末までに
応募がなかった住宅を６月に募集します。

・入居申込書（白石町役場にあります）
・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）
・令和２年度（令和元年中）所得証明書（入居希望者全
　員分）
・平成３１年度（平成３０年中）所得証明書（入居希望
　者全員分）
・納税証明書（入居希望者全員分の完納証明書など）
※ただし、入居申し込みには所得制限などの要件が
　あります。また、上区住宅を除き単身での入居はで
　きません。

入居要件の詳細は白石町ホームページでも確認でき
ます。
https://www.town.shiroishi.lg.jp/jyuumin/
seikatsu/jyuutaku_keikaku/jyuutaku.html

※連帯保証人が必要です（町内に居住し、入居者と同程
　度以上の収入を有し、税金等に滞納がない人）

■応募に必要な書類

4月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

0件
0円

2件
10,000円

2件
10,000円 0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円0円

0件
0円

0件
0円

2件
10,000円

2件
10,000円

2年度累計

4月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円

1件
5,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円

1件
5,000円

2年度累計

〈継続〉

〈継続〉

〈継続〉

〈新規〉

  狩猟免許を取得して狩猟者登録をすると、狩猟期間内は農林漁業被害をもたらす野生鳥獣を捕獲することが
できます。狩猟に興味がある人や、「野生鳥獣による農作物被害をなんとかしたい！」と考えている人は、狩猟
免許を取得してみませんか。
　また、狩猟免許取得に向けて、試験前に予備講習会も予定しています。予備講習会については、条件付きで費
用を助成します。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。

麦の収穫作業や田植えなどの準備でコンバインやトラクターに乗る機会が多い時期となり
ました。焦りや油断は禁物です。安全第一で農作業を行いましょう。

◆(社)佐賀県猟友会   　　　　　 TEL：0952-26-6543
◆(社)佐賀県猟友会白石支部　(支部長　副島 桂)　TEL：0952-84-2831
 添付書類等   
 ・銃砲所持許可証(写)または医師の診断書(概ね申請前6ヵ月以内)   
 ・佐賀県収入証紙(手数料として申請書に貼り付ける)   
 ・写真１枚(縦3.0×横2.4cm。6ヵ月以内に撮影。裏面に氏名、撮影年月日を記載)   

網猟免許 
わな猟免許 
第一種銃猟免許 
第二種銃猟免許 

7月15日（水）
10：00～17：00

わな猟

わな猟

あみ猟
わな猟

第一種銃猟
第二種銃猟

あみ猟
わな猟

第一種銃猟
第二種銃猟

相知交流文化センター
（唐津市相知町中山3600番地8）

佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

佐賀県森林会館
（佐賀市本庄町本庄278番地4）

7月29日（水）
10：00～17：00

８月２日（日）
9：00～17：00

令和３年１月24日 （日）
9：00～17：00

7月1日（水）

7月17日（金）

7月17日（金）

令和3年1月12日 （火）

網　[むそう網、はり網等の猟具]　を使用する猟法
わな　[くくりわな、はこわな等の猟具]　を使用する猟法
銃器　[装薬銃、空気銃（圧縮ガス銃を含む）]　を使用する猟法
空気銃　[圧縮ガス銃を含む]　を使用する猟法

狩猟免許を初めて取得する人

現在狩猟免許を持っている人で
別の種類を取得する人

手数料　5,200円
(試験区分１種類につき) 知識試験

適正試験
技能試験手数料　3,900円

(試験区分１種類につき)

※試験当日の受付は各試験開始時間の30分前から開始します。
　時間に余裕を持って試験会場にお越しください。

試験の内容

ノーミス・ノー事故 農作業！
春の農作業安全運動実施中 運動期間 ～5 1月 日 6 30月 日
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［有明東小学校］～あいさついっぱい・元気いっぱい東っ子～

「学校のためなら
ひっきゃで！！」協力　
東小コミュニティ・
スクール

東っ子ふるさとフェスティバル ５年生稲刈り体験
　１１月５日、５年生が、稲刈り体験を行
いました。しろかき・田植えを体験しての
稲刈りだったので、収穫の喜びをかみしめ
ながらの体験で
した。PTA役員
や保護者の皆さ
んの応援をいた
だきありがとう
ございました。

もちつき会
１月２５日、もち
つき会を行いまし
た。つきたてのも
ちは最高においし
かったです。JA干
拓支所青年部から
お手伝いをいただ
きました。

白石町コミュニティ・スクール 
　　　　　　～「自己肯定感」を高める取組の推進 ～

 「自己肯定感」を高める取組

コミュニティ・スクールとは、地域の声を生かして、学校と家
庭・地域が一体となって子どもたちを育むため、地域とともに
ある学校づくりを進めていく制度です。
自己肯定感とは、「自分の存在を大切に思うこと」です。
子どもたちの「自己肯定感」を高め、困難に立ち向かう勇気と
活力を養いましょう。

　有明東小は、「進んで学ぶ子」、「さわやかな子」、「たくましい子」を育成していく
ために学校・家庭・地域の連携のもと教育を推進していきます。また、今年度はコミュニ
テイスクールが５年目を迎えます。これまでの取組を踏まえ、学校運営協議会や地域の皆
様と一層の連携を図ります。

　毎年年度当初に学校運
営協議会委員の皆さんと
打ち合わせを行い教育活
動充実のためにたくさん
の支援をお願いしていま
す。

　１２月１日、東っ子フェスティバルを開催
しました。各学年の「学習発表」や地域発表
「東分子ども浮立・読書発表」と出し物が続
き、大盛況となりました。
　子どもたちは、ステージに立ったり発表を
観たりすることで、それぞれがお互いの良さ
を発見したり、ふるさと「佐賀・白石」への
思いを抱いてくれたりしたようです。きっと
これからの成長につなげてくれるものと思い
ます。子どもたちの発表に温かい拍手をいた
だいた皆さん、ありがとうございました。

支援の例
○町探検の見学場所や特徴の説明
○「有明海」について教えてくれる人
○学校園での野菜作りの実地指導
○畑の耕し
○しめ縄作りの指導
○通学路安全点検の支援
○昔遊び体験
○平和学習・薬物乱用防止教育の講師紹介
○老人会との交流
○レンコン掘り体験の支援　等

■創　立：明治８年

■校　長：福岡　浩彰

■児童数：１２５人（R2.5現在）

■住　所：白石町大字牛屋６８３３番地２

■HPアドレス

https://www.education.saga.jp/hp/ariakehigashi-e

　平成30年度の家庭生活アンケートの結果から「あいさつの励行」「家庭での手伝い」
がより大きな課題であることが分かりました。そこで、令和元年度の取組は「あいさつの
励行」「家庭での手伝い」を重点項目として取組を推進しました。自己肯定感を高めるた
めに、日頃からの小さな成功の積み重ねが大切と考え、令和2年度も継続していきます。

　平成30年度と比べると令和元年度は、家族へのあいさつをよくする子ど
もたちが増え、特に中学生の意識が高まってきました。しかし約１７％が
十分にできていません。家庭での手伝いは小学生が多いです。ただ、でき
ていない子どもたちは、約３５％近くもいます。家庭での生活スタイルを
見つめ直し、「小さな成功体験を積み重ねていくこと」が、自己肯定感を
高めていきます。「自分も人の役に立てている」（貢献感）と思える時、
一気に自己肯定感が高まります。
　そのためにも、大人から進んで行動しましょう。

「非認知能力」を育むと自己肯定感も高まります。
「くじけない心」「思いやり」「共感力」「意欲」
「コミュニケーション力」「やり抜く力」「我慢する
力」…等

認知能力
（数値化しやすい能力、テスト、ＩＱ等）

非認知能力
（数値では表しにくい能力）
「思いやり」「やさしさ」「前向き…」

★　家庭でのあいさつでつながりを深めましょう！
★　毎日のお手伝いと「ありがとう」「助かったよ」などの声かけをしましょう！

「よくする」を6割に！

バランスが大切ですね。

学校運営協議会＋地域の支援

「いじめ」問題等の根っこにある「不安感」を軽減し子どもたちの自信と勇気を高める取組を進めましょう！

平成30年、令和元年度家庭生活アンケートの結果より

学校運営協議会

しめ縄作り

〔東分子ども浮立〕 〔長崎への修学旅行〕

〔全校でもちつき会〕

〔稲刈り体験〕

実際の生活でこそ身につけて
いける「生きる力」

問 学校教育課 学校教育係　TEL 0952-84-7128
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７月の相談日
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白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

※開催日や会場は変更になっている
場合があります。それぞれの役場
にお問い合わせください。

江北町・大町町

日時：火曜日・水曜日
10：00～16：00
（12:00～13:00は昼休み）

場所：江北町公民館　談話室
電話 0952-86-5615
大町町役場１階　第３会議室
電話 0952-82-3112当日は電話での相談も受け付けています。

「消費生活相談」とお伝えください。

6月   4日（木）・１1日（木）
　  18日（木）・25日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

６月の相談日
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新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。

 事例１　
 　「マスクが購入できる」というSNSの書き込みを見て通販サイトで申し込んだが不審だ。（４0歳代 女性）
 事例２　
 　保健所の依頼で来たとかたる事業者から、新型コロナウイルスの検査薬を販売すると勧誘された。不審
だったので契約していないが、詐欺ではないか。（70歳代　男性）

　株式会社オプティムが、空の産業革命レベル３を実現するために必要な固定翼型ド
ローンによる長距離目視外飛行の実証実験を、大字八平付近で行います。当日は、撮影場
所に「立入管理区画」を設定しますので、ご理解、ご協力をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、外国人、医療従事者や飲食店等に対する誤解
や偏見に基づく差別をおこなうことは許されません。
　誤った情報や根拠のない噂に惑わされず、公的機関が提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めま
しょう。
　不当な偏見、差別、いじめ等の人権相談窓口は次のとおりです。

■実証実験予定日時：６月１０日（水）１２：００～１３：００
　　　　　　　　　（予備日６月１１日（木）１２：００～１３：００）
　　　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の状況により変更の可能性あり
■離発着場所：軽量飛行機飛行場（新拓地区内貯水池北側）
■飛行の内容：高度１４５m、時速約７０㎞で海岸線と
　　　　　　 平行に数回往復し、約２２５ha
　　  　　　  の農地を１フライトで撮影予定

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123
佐賀県消費生活センター相談専用ダイヤル
　　　　　　　　 　TEL 0952-24-0999

問 白石町農業再生協議会
（事務局：農業振興課）  TEL 0952-84-7121
株式会社オプティム　 TEL 0952-41-4277

 ＜ひとこと助言＞

★新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。 

★行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない     

　送信元からのメール・SMS・SNSなど怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。

★今後、新たな手口が現れる可能性があります。国民生活センターでは新型コロナウイルスに関連した情報

　発信を行っています。（「国民生活センター　コロナ」等で検索）根拠のないうわさなどに混乱せずに正確

　な情報に基づいて冷静に対応することが大切です。

★困ったときは、白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活センター等にご相談ください。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　                                           　　　　　　　　　　  （消費者ホットライン188）

上記の日程以外でも、商工係では毎日相談や情報提供を受け付けています。
佐賀県消費生活センターでは、土・日・祝日も相談を受け付けています。
（年末年始はお休みです）

※相談される際は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、マスク着用
　のご協力をお願いします。

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

「緑黄色野菜を食べましょう」

さやえんどうの卵とじ

 

 

・さやえんどう
・しらす干し
・卵

……… 250ｇ
…………　50ｇ

………………………3個

　・だし汁………･…200㎖
　・薄口しょうゆ…･大さじ 1と ¹⁄₂　
　・みりん………･…大さじ 1と ¹⁄₂
A

■材料：4人分

■作り方

①さやえんどうはへたと筋をとる。しらす干しは
　熱湯をかけておく。
②鍋にAを入れ煮立て、さやえんどうを入れて1～
　2分煮て溶いた卵をまわしかけ、ざっくりと混
　ぜ、卵が半熟状態になったら器に盛り、水気を
　切ったしらすをのせる。

　さやえんどうは、中の豆が成長する前に収穫しさやごと食べるものをいいま
す。さやごと食べることで栄養的にもカロテン、ビタミンＣ、食物繊維を豊富に
とることができ、緑黄色野菜として扱われています。

（1人分：119kcal　塩分1.9ｇ）

固定翼型ドローンによる補助者なし
目視外飛行実証実験のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

●みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）
　０５７０－００３－１１０　（平日８：３０～１７:１５）
●子どもの人権１１０番　
　０１２０－００７－１１０　（平日８：３０～１７:１５）
●Foreign̶language Human Rights Hotline　（外国語人権相談ダイヤル）　
　０５７０－０９０９１１（Weekdays 9:00-17:00）
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その話、諸説あります。
ナショナルジオグラフィック編
鈴木 悠介ほか監修
日経ナショナルジオグラフィック社

三輪 泰史編著
日本総合研究所研究員著
日刊工業新聞社

●６月の休館日

新型コロナウイルス感染症の予防のため、
以下のご協力をお願いします。

ゆうあい図書館
図書紹介

流浪の月
凪良 ゆう著　東京創元社

図書紹介

間違いだらけの洗濯術
洗濯ブラザーズ
（茂木貴史、茂木康之、今井良）著　
アスコム
 　

図書紹介

図解よくわかる
スマート農業  

おやくそくえほん
高濱 正伸監修　林 ユミ絵
日本図書センター

図書室
有明公民館

6月 /8日(月)/15日(月)/22日(月)/25日(木)
/29日(月)

7月 /6日(月)開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・6月5日～7月10日

TEL 0952-87-2171

●6月の休館日
楽習館 6月 /8日(月)/15日(月)/22日(月)/29日(月)

7月 /6日(月)
開館時間：火曜日から金曜日　10:00～18:00
　　　　　土曜日・日曜日　　10:00～17:00

・6月5日～7月10日TEL 0952-71-5245

TEL 0954-65-3135

こども読書の日スタンプキャンペーン開催中！
期間　～6月30日（火）　対象　中学生まで
期間中に本を借りたらスタンプカードにスタンプを押しま
す。５個たまったらゆうあい図書館のカウンターにもって
きてください。抽選でプレゼントが当たります。ぜひ参加
してくださいね！（スタンプは１日１回。期間中ひとり何
枚でも応募できます）

　モナ・リザのモデルは誰? 明
智光秀はなぜ本能寺の変を起こ
した? ヒトの寿命は何歳まで延
びる? 渡り鳥が目的地に行ける
理由は? さまざまなジャンルで
提唱されている24の謎と、その
解明に迫る諸説を紹介します。

　スマート農業の現在地を具体事
例を中心に紹介するとともに、ス
マート農業の導入ステップや失
敗しないためのポイントを解説
します。農水省などによるスマ
ート農業の研究開発支援、普及
支援政策、規制改革の方向性に
も触れます。

きょうもうれしい
えがしら みちこ作・絵　理論社

「メシが食える大人」になるための
土台として、小学校入学前後に身に
つけたい42の習慣を紹介した、親子
で読みたいしつけの絵本です。でき
たことにチェックを付ける「おやく
そくリスト」も収録しています。

●風邪（熱や咳など）の症状等、体調に不安がある場合は、
　来館を控え、自宅で療養されるようお願いします。
●手洗いや手指の消毒、マスク着用や咳エチケットにご協力
　をお願いします。（図書館入り口に消毒液を設置）

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
6月のおはなし会　13日(土)　27日(土)　14:30～
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止する場合があります。

　2020年本屋大賞受賞作品
　あの事件から15年、更紗は34
歳になった文と再会します。世間
から見たら誘拐犯の男性と被害女
性。再会すべきではなかったかも
しれない男女がもう一度出会った
とき、運命は周囲の人を巻き込み
ながら疾走を始めます。
　新しい人間関係への旅立ちを描
き、実力派作家が遺憾なく本領を
発揮した、息をのむ傑作小説です。

　昨日の「うれしい」はなん
だった？今日の「うれしい」
はなんだろう？明日もきっと
「うれしい」ね。「おはよ
う」から「おやすみ」まで、
毎日の「うれしい」を子ども
目線で描く、心温まる絵本。
一見マイナスと思えることだ
って、角度を変えたら プラスがいっぱい。ぼくの一
日を疑似体験しているうちに「うれしい」をキャッ
チするくせが、きっと伝染していることでしょう。

「生乾きの臭い、黄ばみ、シワ、シミ」
などの洗濯の悩みから、服を傷めず長持
ちさせるまで、クリーニングのプロがお
教えします。洗濯することそのものが、
楽しい時間になりますように！

図書館情報
！
うも
読
を
本

！
うも
読
を
本

　「あるある文化財」第１６１号（平成３０年１０月）で紹介した戸ケ里・弥福寺

所蔵の阿弥陀如来立像と像内納入品の浄土三部経が、令和２年４月３０日付

けで佐賀県重要文化財（彫刻）に指定されました。

　阿弥陀如来像は、衆生を救済するため４８の本願を立て長年修行し、悟りを

開かれ仏（＝如来）となられた姿を表した仏像です。平安時代、仏教の力が衰え

世の中が混乱するのではないかという末法思想の広まりにより、阿弥陀如来に

救いを求める浄土信仰が盛んとなりました。あみだくじの「あみだ」は阿弥陀如

来が語源とされることからも、広く民衆に知られた仏様であるといえるでしょう。

　弥福寺所蔵の阿弥陀如来立像は、近年実施された調査により、鎌倉時代の

一流の仏師により制作され、また像内に未開封の浄土三部経が納められてい

ることが分かりました。

　この仏像は来迎印を結ぶ像高77.7cmの小ぶりな三尺阿弥陀像で、ヒノキ

材の一木造り、内刳りを施しているため内部は空洞となっています。丸みを帯び

た顔は半眼の穏やかな表情を表し、体部は袈裟や覆肩衣等の衣服をまとって

います。像全体が金泥（金粉を膠で溶いた絵具）で塗られ、着衣部分は非常に

細く切った金箔で卍繋文や二重亀甲繋文等を表す「截金」という高等技法が

用いられており、当初は皆金色仕上げだったと思われます｡

　像内納入品の包紙表面には「浄土三部経　承久二二年壬午正月九日／大

檀那金剛念盛／佛師琳賢」と墨書されており、またCTスキャンにより、内部に複

数の経典が存在することが確認されています。墨書の意味は、承久４（１２２２）

年正月９日に「金剛念盛」が出資し「仏師琳賢」が阿弥陀如来像を作った、とい

うものです。

　これらにより、本像の重要性が評価され、佐賀県重要文化財に指定されるこ

とになりました。

　弥福寺所蔵の阿弥陀如来立像と同時代（１３世紀前半）にかけて制作され

た著名な仏像としては、運慶・快慶により建仁３（１２０３）年に制作された東大

寺南大門の仁王像として知られる木造金剛力士立像（国宝）、浄土宗開祖法然

の一周忌に際し、弟子の源智により建暦２（１２１２）年に造立された木造阿弥

陀如来立像（浄土宗蔵、国重文）などがあります。後者の源智の造立による阿弥

陀如来立像の内部には願文等の納入品が納められており、調査により鎌倉時

代の社会構造の一端が解明されるなど重要な発見がなされました。

　弥福寺所蔵の阿弥陀如来立像に納入された浄土三部経についても、今後

の調査により新たな知見が得られることが期待されます。

<参考文献>
・末吉武史「木造阿弥陀如来立像」（『國華』第1493号　朝日新聞出版令和２年）
・『浄土九州　九州の浄土教美術』福岡市博物館　平成30年
・中村元他編『岩波　仏教辞典』岩波書店　平成元年
・工藤美和子「勢観房源智『阿弥陀如来像造立願文』について」（『佛教大学歴史学部論集』 
　第四号　平成26年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

佐賀県重要文化財（彫刻）

木造阿弥陀如来立像（弥福寺蔵）
もくぞう あみだ にょらいりゅうぞう　 みふくじ

と が り

ぞうないのうにゅうひん じょうど

しゅじょう

らいごういん さんじゃく

いちぼくづく うちぐ

はんがん け　さ ふっけんえ

かい

し りん けん

きょうてん

こんじき

じょうきゅう みずのえ おお

だんな こんごうねんじょう ぶつ

うんけい かいけい けんにん

りきしりゅうぞう ほうねん

がんもん

げんち けんりゃく

におう こんごう

うま

きんでい

まんじつなぎ にじゅうきっこう きりかねもん

きんぷん にわか

ぽうまっ

さんぶ きょう

木造阿弥陀如来立像

像内品 浄土三部経

※いずれも福岡市博物館提供
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4月末現在

犯罪発生件数
うち窃盗犯

33件

24件

前年比  ＋5件

前年比  

前年比  

＋7件

4件

4件

3件

3件

0件

　±0件

前年比   －2件
 

前年比  ＋3件

前年比  ＋1件

前年比   ±0件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗

万引き

車上狙い

オートバイ盗

空き巣、忍込み等

職業訓練受講生募集（８月入所生）

『鉄道近接工事』にご注意ください！！

EXPRESSEXPRESS
■募集科名・定員
　ＣＡＤ／ＮＣオペレーション科、溶接技術科、
　住環境ＣＡＤ科　３科で１７人
■訓練期間
　８月４日（火）～２月２６日（金）
■募集期間
　７月１日（水）まで
■入所選考
　７月８日（水）
■受講料
　無料　※テキスト代等は自己負担
■申込方法
　最寄りのハローワークでご相談ください
■問合せ先
　ポリテクセンター佐賀　訓練課
　ＴＥＬ　０９５２ー２６ー９５１６　

介護補助養成講座

　介護のための基礎知識、認知症の基礎知識とケア
等介護技術を習得するための講習です。
■日時・場所
　７月１４日（火）～１６日（木）３日間
　武雄市シルバー人材センター　中会議室
　（武雄市　勤労者福祉会館内）
■受講対象者
　佐賀県内在住で原則６０歳以上の人、受講後シル
バー人材センターに入会を希望する人
■申込締切
　７月３日（金）
■申込み・問合せ先
　公益社団法人　佐賀県シルバー人材センター連合会
　佐賀市本庄町大字袋２４６－１
　ＴＥＬ　０９５２－２０－２０１１
　ＦＡＸ　０９５２－２０－２０１５

令和２年度 税務職員（高等学校卒業程度）募集
■受験資格
　令和２年４月１日時点で、高等学校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から３年経過していない
人および令和３年３月までに高等学校または中等教
育学校を卒業する見込みの人
■出願期間
　６月２２日（月）９：００～７月１日（水）
　インターネットで申し込んでください。
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
■試験日
　１次試験　９月６日（日）
■問合せ先
　インターネット申込：人事院人材局試験課　
　ＴＥＬ　０３－３５８１－５３１１
　試験に関する問合せ：福岡国税局　人事第二課　試験研修係
　ＴＥＬ　０９２－４１１－００３１

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故
や感電事故等、大惨事を引き起こす可能性があり
ます。
　建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採等、
路線に近接した作業を行う場合は、ＪＲ九州へご
相談ください。
　路線と近接して樹木を持っている人は、路線側
に倒れないように管理をお願いします。

※作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ
　以上の場合でも近接工事の適用となる場合があ
　ります。

●連絡先
　長崎本線（ＪＲ九州佐賀鉄道部）
　ＴＥＬ　０９５２－２３－２９３９
　詳しくはＪＲ九州ホームページをご覧ください。

情報
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※5月15日現在の予定です。今後、変更になる場合もありますので、ご了承ください。

（6月5日～7月10日）※都合により変更になる場合があります。
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14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

4328 29 30 1

6

2

●駐在員会
　　9:00～

★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　  13:15～
　事前申込者

●日本語交流会
　　19:00～21：00

◆ファイナンシャル
　プランナー相談会
　要予約
　　9：00～20：00
◆家計の困りごと
　相談会 要予約
　　10：00～16：00
●日本語交流会
　　19：00～21：00
★2歳6ヵ月児歯科健診
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［H29.10月・11月生］
　母子健康手帳・問診票

●日本語交流会
　　19：00～21：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［H30.9・10月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［H28.11月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

◆法律相談
　　10：00～12：00

◆法律相談
　　10：00～12：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

●IHを使った料理
　教室　要申込
　　10：00～13：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診・ブックスタート
　　〈受付〉13：15～13：40
　　［R2.2月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

★２ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［R2.4月生］
　母子健康手帳、出生届の
　時の資料、育児やこころ
　の健康チェック票

元

元

●日本語交流会
　　13:00～15：00元

元

有公

ゆ

ゆ

交

大

大

総

総

健

ミ

相

相

ミ

元

元

5 6 7 8 9 10
◆女性のための
　巡回相談
　　10：00～16：00
　

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

役場１階相談室１
役場１階ミーティング室1
役場３階大会議室
白石町健康センター
白石町総合センター

白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
　有明公民館

月  日 曜日 内　科 外　科
６月７日
　　14日
　　21日
　　28日
７月５日

日

日

日

日

日

有明医院

白石共立病院

藤崎医院

池上内科

有島病院

白石町

白石町

江北町

白石町

白石町

0952-84-2842

0952-84-6060

0952-86-3231

0952-87-2107

0954-65-4100

重村医院

川崎整形外科医院

白浜医院

有島クリニック

高島病院

白石町

大町町

白石町

白石町

白石町

0952-84-2656

0952-82-5551

0954-65-5006

0954-65-2066

0954-65-3129

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆人権相談・行政相談
　　9:00～12：00

◆女性のための
　巡回相談
　　10：00～16：00
　

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

●日本語交流会
　　19:00～21：00元
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再生紙を使用しています 〔編集／印刷〕誠文堂印刷

無 料 送 迎

●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋37）
（＋15）
（＋2）
（＋13）

7,718世帯
22,630人　
10,726人　
11,904人　

R2年4月末現在（対前月比）

広報白石 2020.6 No.186 令和２年6月5日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1
tel.0952-84-2111（代）　fax.0952-84-6611

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/
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