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　令和元年度の一般会計、特別会計、水道事業会計および下水道事業会計の決算が、9月の
定例議会で認定されましたので報告します。あわせて、各種財政指標を公表します。

【一般会計】
歳出の町民1人当たりの額（目的別）
令和2年1月１日現在の住民基本台帳人口
（22,780人）で算出

　一般会計の決算額について、歳入は前年
度比8億2,301万円の増（＋5.6％）、歳出
は前年度比8億2,032万円の増（＋5.8％）
と、どちらも増加しました。
　これは、歳入については、ふるさと納税
や地方債借入額が増加したことが主な要因
です。また、歳出については、国営筑後川
下流白石土地改良事業の償還において、利
子負担軽減のため、財政措置の有利な過疎
債を借り入れて繰上償還を行ったためです。

　なお、全国から白石町へのふるさと寄附金
は5億5,873万円となりました。
　特別会計では、全ての特別会計で黒字決算
となりました。
 水道事業会計では、収益的収支において、
当年度純損失となりました。資本的収支の不
足額は、自己財源で補てんしています。
　下水道事業会計では、収益的収支において、
当年度純利益を計上しました。資本的収支の
不足額は、自己財源で補てんしています。
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一般会計

町税
21億8,061万円
14.1％

49億2,448万円
31.8％

使用料および手数料
1億6,470万円　1.1％

分担金および負担金
1億703万円　0.7％

財産収入
2,705万円　0.2％

寄附金
5億7,094万円　3.7％

繰越金
4億1.316万円　2.7％

繰入金
14億5,511万円　9.4％

諸収入
5億2,720万円　3.4％

地方譲与税
1億4,760万円　0.9％

各種交付金
4億2,216万円　2.7％

地方特例交付金
5.382万円　0.3％

154億9,689万円
歳  入

自
主
財
源依

存
財
源
64.7％

35.3％

地方交付税
うち普通交付税
44億4,501万円 28.7％
うち特別交付税
4億7,947万円 3.1％

国庫支出金
10億4,242万円　
6.7％

県支出金
15億9,967万円　
10.3％

町債
18億5,620万円　
12.0％

交通安全特別交付金
475万円　0.0％

　　　　会　　　計

一般会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

歳入（千円）

15,496,885

3,547,703

329,601

歳出（千円）

15,081,036

3,437,516

328,348

形式収支（千円）

415,849

110,187

1,253

【令和元年度各会計決算概要】

　　　　水道事業会計

収益的収支（税抜き）

資本的収支（税込み）

収入（千円）

548,587

29,707

支出（千円）

615,170

189,166

　　　　下水道事業会計

収益的収支（税抜き）

資本的収支（税込み）

収入（千円）

676,181

577,483

支出（千円）

657,168

787,523

　　税　目

個人町民税

法人町民税

固定資産税

軽自動車税

たばこ税

一般会計合計

国民健康保険税 

歳入額（千円）

854,175

69,845

986,622

99,345

170,624

2,180,611

751,339

収納率（％）

99.2

99.9

98.9

99.2

100.0

99.2

96.4
※収納率は、現年度分

一般会計

【目的別】
150億8,104万円
歳  出

人件費
22億6,314万円
15.0％ 総務費

29億5,740万円
19.6％

民生費
37億1,441万円
24.6％

衛生費
13億9,908万円
9.3％

農林水産業費

土木費

29億3,929万円
19.5％

教育費
11億3,323万円

7.5％

公債費
15億6,302万円

10.4％

公債費
15億6,302万円

10.4％

扶助費
18億4,249万円

12.2％

普通建設事業費
20億3,141万円

13.5％

物件費
16億9,859万円

11.3％

補助費等
30億9,125万円

20.5％

積立金
11億8,580万円

7.9％

繰出金
11億3,525万円

7.5％

災害復旧費
5,471万円　0.3％ 労働費

209万円　0.0％

商工費
1億3,082万円　
0.9％

消防費
4億8,638万円　
3.2％

災害復旧費
4,335万円　
0.3％

5億8,634万円　3.9％

その他2億1,538万円　1.4％ 議会費 1億2,563万円
　　　　　0.8％

一般会計

【性質別】

【款性質別】

150億8,104万円
歳  出

的

経

費
37.6％

13.8％
48.6％

義
務

投資的経
費

その
他
の
経
費

1人当たり総額 662,030円
（30年度：613,522円）
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問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112 問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

各種財政指標

健全化判断比率・資金不足比率（財政健全化法に基づく公表）

・経常収支比率　96.6（平成30年度：94.7） ・財政力指数　0.334（平成30年度：0.333）

・町債残高（一般会計分）・積立基金現在高（一般会計分）

町民1人当たり積立基金現在高（預金）

368,381円（平成30年度：384,716円）

町民1人当たり町債現在高（借金）

392,103円（平成30年度：357,123円）

１．健全化判断比率

２．公営企業会計に係る資金不足比率

　白石町では、実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため、「―」で表示しています。

　白石町では、資金不足はなく黒字のため「―」で表示しています。

比率が低いほど新たな行政需要へ対応ができること
になり、財政構造に弾力性があると言われる。

指数が高いほど財政力が強く、「1」を超えると
地方交付税のうち普通交付税が交付されない。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のほか、
災害発生時に役場への通勤が困難な場合や、在宅
での業務を余儀なくされた場合、役場庁舎外から
業務を行うことができるように、テレワーク（在
宅勤務）の環境整備を行います。

災害時の指定避難所開設で新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、避難所備品としてパーテー
ション、サーモグラフィカメラおよび各避難所に
おける機材収納庫等を整備します。

新型コロナウイルス感染予防対策事業として、庁
舎窓口カウンターにパネルおよびスクリーンの設
置を行います。また、新たな課名表示およびフロ
ア案内板を設置し、来庁者への配慮と接触機会軽
減による安全性の確保を行います。

有明海沿岸道路福富ICの開通に伴い、福富ICから国
道444号までの間の交通量増加が見込まれる中、道
の駅しろいしの駐車場だけでは、道路休憩所として
の機能に不足することが想定されるため、新たに町
道東区干拓線に道路休憩施設を整備します。

8,391,717千円（平成30年度：8,942,341千円）
定額運用基金を除く

下記の4つの財政指標のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には自主的な改善努力による財政健
全化を図ることとなり、財政再生基準以上の場合には、その早期是正のために国等の関与を受けること
となりますが、白石町では、いずれも基準を下回っています。

13,915,223千円（平成30年度：13,516,620千円）
うち、臨時財政対策債（全額国が地方交付税で補てん）
を除いた現在高
8,932,113千円（平成30年度：8,300,976千円）

指　標

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

（参考）標準財政規模

―（30年度：―）

―（30年度：―）

9.2（30年度：8.5）

15.8（30年度：17.1）

13.90 

18.90 

25.0

350.0

20.00

30.00

35.0 

 

白石町の状況

令和元年度決算に
基づく比率（％）

一般会計等を対象とした実質赤字の標準
財政規模に対する割合

全会計を対象とした実質赤字の標準財政
規模に対する割合

一般会計等が負担する元利償還金の標準
財政規模に対する割合

一般会計等が将来負担すべき負債の標準
財政規模に対する割合

一般財源（地方税や地方交付税など）の
規模を示すもの

早期健全化
基準（％）

財政再生
基準（％）

判断基準

摘　要

区　分
白石町の状況 判断基準

令和元年度決算に
基づく比率（％）

経営健全化
基準（％）

水道事業会計

下水道事業会計

―（30年度：―）

―（30年度：―）

20.0

20.0

7,454,482千円（30年度：7,659,389千円）

補正予算のお知らせ

テレワーク環境整備事業【新】
25,210千円

担当：総務課　広報情報係　0952-84-7111

教育のICT環境を充実させるために、町内小・中学
校の児童・生徒に1人1台の端末とそれを利用可能
にするネットワーク整備を行います。

学校ICT環境整備事業【新】
200,451千円

担当：学校教育課　学校教育係　0952-84-7128

【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、当初予算で計上していない経費です。　　

●令和2年度9月補正予算 9月の町議会定例会に提案し、可決されました。

●令和2年度9月追加補正予算 9月の町議会定例会に追加提案し、可決されました。

◎一般会計補正予算（第6号）

補正前の予算額

17,253,046

補正額

267,486
補正後の予算額

17,520,532

◎国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

補正前の予算額

3,428,800

補正額

95,306  
補正後の予算額

3,524,106

◎後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

補正前の予算額

351,800

補正額

1,252
補正後の予算額

353,052

（単位：千円）

◎一般会計補正予算（第7号）

補正前の予算額

17,520,532

補正額

191,769
補正後の予算額

17,712,301

（単位：千円）

庁舎新型コロナウイルス感染予防対策整備事業【新】
16,000千円

担当：企画財政課　財産管理係　0952-84-7112

道路休憩施設整備事業【新】
28,520千円

担当：商工観光課　観光係　0952-84-7123

【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、当初予算で計上していない経費です。

防災費
10,501千円

担当：総務課　危機管理・防災係　0952-84-7111
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中学校の統合再編計画について

白石小学校体育館

須古小学校体育館

北明小学校体育館

六角小学校体育館

福富小学校体育館

有明東小学校体育館

有明西小学校体育館

有明南小学校体育館

白石町総合センターホール

福富ゆうあい館ホール

有明公民館大会議室

10月27日（火）

10月28日（水）

10月30日（金）

11月  5日（木）

11月  6日（金）

11月10日（火）

11月12日（木）

11月13日（金）

11月14日（土）

11月15日（日）

11月15日（日）

白石小学校区

須古小学校区

北明小学校区

六角小学校区

福富小学校区

有明東小学校区

有明西小学校区

有明南小学校区

白石地域

福富地域

有明地域

日　程

19：00～

19：00～

19：00～

19：00～

19：00～

19：00～

19：00～

19：00～

 9：00～

 9：00～

14：00～

時　間 参 加 対 象 者対 象 地 区 会　　場

各小学校区に
居住する小中学
生以下（乳幼児
を含む）の子ど
もを持つ保護者

各地域に居住
する住民

※当日は、マスクの着用、手指消毒にご協力ください。

住民説明会を開催します

問 学校教育課 学校統合再編係　TEL 0952-84-7128　

※説明会の全体時間は、1時間30分を予定しています。
※新型コロナウイルス感染予防のため、参加対象者を分けて開催する予定ですが、他会場への参加
　も可能です。

　白石町立小中学校の統合再編に関しては、白石町学校統合再編審議会で、昨年度の1年間、計12回審議
され、3月に「白石町立学校の統合再編について」の答申をいただきました。
　これを受け、白石町および白石町教育委員会では、「白石町立中学校統合再編計画」を策定することに
しました。(小学校の統合再編計画は令和4年度策定予定)

　今回、白石町立中学校統合再編計画に関する説明会を、下記のとおり開催しますので、ご参加ください。

　新型コロナウイルス感染症について正しく理解し、感染者やその家族、対策や治療に取り組む皆さんを傷つけ
るようなことはやめましょう。
　悪いのは人ではなくウイルスです。
　「もし自分や大切な人が感染したら」と考えて、大変な状況にある人の心に寄り添い、皆で支え合ってこの困難
を乗り越えていきましょう。

　経済産業省では、5月の緊急事態宣言の延長で、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるた
め、地代・家賃の負担を軽減する給付金を給付します。

※支給要件・給付額の算定方法・提出書類・申請方法など、詳しくは
　経済産業省ホームページまたは町ホームページに掲載しています。

●対象者：個人・法人を問わず、商工業者および農林漁業者も対象

●給付額：法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円

●申請方法：ポータルサイトから電子申請

●申請に関する問合せ先
　家賃支援給付金コールセンター　
　0120-653-930
　平日・日（土・祝除く）8：30～19：00

やめよう！コロナ差別

「家賃支援給付金」についてのお知らせです

～悩み事は一人で抱えずこちらにご相談ください～

【電話受付時間】平日8：30～17：15

問 総務課 総務係　TEL 0952-84-7111

問 農業委員会　TEL 0952-84-7127
商工観光課　TEL 0952-84-7123

詳しくはこちらから☟

広報白石 R2・10 07広報白石 R2・1006



10月は「食品ロス削減月間」です。
食べ残し、売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、食べられるのに捨てられてしまう食品「食品ロス」。日本の
食品ロス量は年間600万tを超え、国民1人あたりの食品ロス量は年間で約51㎏です。

食品ロスを減らすためには、一人ひとりが意識して
食品ロスの削減を目指すことが大切です

①買い物をする時の工夫
　買い物の前には事前に冷蔵庫内をチェックしましょう。買い物は大量に購入するのではなく、食べら
　れる量だけ購入するようにしましょう。また、購入する時には、手前に陳列している食品から選んでい
　くことで、食品ロスを減らすことができます。

②保存する時の工夫
　冷蔵庫を含め、食品を保存するときは最適な保存方法と場所に保存するようにしましょう。冷凍や乾燥
　など下処理をするときは、まとめて行うことで食品ロスを減らせます。
　期限の長い食品を奥に、近い食品を手前に保存することで、使い忘れによる期限切れを防ぐことができます。

③調理する時の工夫
　調理の時には残っている食材から使うようにしましょう。いつか食べると残してある食品は食品ロス予
　備軍になります。
　その日に食べきれる量を作るように心がけましょう。定期的に冷蔵庫や収納庫を整理する日を決め、食
　材を上手に食べきるよう工夫することも食品ロス削減につながります。

10月1日は「浄化槽の日」です！
家庭で使った水をきれいにしてから、自然にかえしましょう。

浄化槽が守る　持続可能な　水環境
　 　　　　　 　   　（第34回「浄化槽の日」標語最優秀賞）　

・浄化槽は水質保全と快適な生活を両立することができます。
・下水道の計画がないところでは浄化槽を設置しましょう。
※町では、各家庭に設置する浄化槽に対し、経費の一部を助成します。（下水道整備区域を除く）
　 助成には事前申請が必要です。希望する人は、早めに生活環境課へご相談ください。

1　保守点検、清掃は定期的に行い、必ず年1回の法定検査を受けてください。

2　台所では、使った油や調理くずなどは、流し台から流さないようにしましょう。

3　洗濯は、適量の洗剤・塩素系漂白剤を使いましょう。

4　トイレでは、トイレットペーパー以外のものは、流さないでください。

5　浄化槽ブロワの電源は、絶対に切らないでください。

家族のみんなが知っておくべきこと

　一定面積以上（別表）の土地取引をした場合には、国土利用計画法で契約締結日も含め2週間以内に、買主が土
地の利用目的および取引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されている土地利用
に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。

《届出義務者》　買　主　　　　　　　　　　　

《届出の時期》　契約締結日も含め2週間以内

《届　出　先》　土地の所在する市町村

《罰　　　則》　6月以下の懲役または100万円以下の罰金

大規模な土地取引には届出が必要です

浄化槽設置補助額

5人槽（600,000円）

7人槽（720,000円）

10人槽（920,000円）

市街化区域

(別表)

2,000㎡

5,000㎡

10,000㎡

市街化区域以外
の都市計画区域
都市計画区域
以外の区域

もったいない！
食べられるのに捨てられる
　　「食品ロス」を減らそう

【ごみの分別のお願い！】
　ごみの分別は、ごみポスター等でお願いしていますが、「もえないごみ」の中に、バッグ（布製）・クーラーボ
ックス・プラスチック製ハンガー・おもちゃ・ヘルメットなどの「もえるごみ」が混入し、分別が十分出来ていな
いケースがあります。
　このような場合、さが西部クリーンセンターでの適正な処理ができません。ごみ出しルールを守ることで、
ごみの減量化や再資源化につながります。「白石町のごみポスター」や「資源とごみの分別ガイドブック」を参
考にごみ出しをお願いします。
※バッグ（布製）や洋服等についているボタン・ファスナー程度の金属であれば、「もえるごみ」として出すことができます。

プラスチックハンガー（もえるごみ） バッグ・クーラーボックス（もえるごみ）

Ｑ なぜ食品ロスを減らさなければ
　 ならないの？
　食品ロスを減らすことは、ごみのリデュース（発生
抑制）のみならず、温室効果ガス削減などの環境負
荷低減効果にもつながります。

Ｑ 食品ロスを減らすために
　 家庭でできることは？
　必要な量だけ購入し、食べきることが基本
となりますので、それを意識した上で次の①～
③を実践してみましょう。

問 佐賀県 土地対策課　TEL 0952-25-7034
総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118
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　令和3年4月からの保育施設（保育園や認定こども園（保育園部分）など）への入所を希望する人を対象に入所
申し込みを受け付けます。
　なお、令和3年度中に中途入所を希望する人の申し込みも受け付けます。

インフルエンザは例年1月上旬から3月上旬に流行します。接種後、免疫がつくまでに約2週間かかるといわれて
います。インフルエンザの予防には、流行前の予防接種が有効です。

支給認定申請書（入所申込書）、添付書類（就労証明書など保育を必要とする証明書）　
◎事前に必要事項を記入のうえ、持参してください。　
※申請書および添付書類は役場保健福祉課こども未来係で配布します。
　また、ホームページからもダウンロードできます。
※証明書には、民生委員の証明等が必要になる場合もありますので、早めに準備をお願いします。

保護者の就労や出産、疾病、病人の看護などの理由で、常時保育を必要とする家庭の児童

・見学を希望する場合は、事前に各園へお尋ねください。
・受付の際、係員が話を伺ったうえで申し込みを受け付けますので、お子さんや家庭の状況に詳し
　い人の出席をお願いします。
・受付では、感染症拡大防止のため、マスクを着用し密にならないようにしてください。
・幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）への入所を希望する人は、直接各園へお申し込みください。

・65歳以上の人
・60歳以上65歳未満の人で心臓・じん臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる
　免疫の機能に障害を有する人（障害者手帳1級程度）
※上記以外の人は10月26日まで接種をお待ちください。
　65歳以上の人が接種できるようにご協力をお願いします。

・基礎疾患を有する人　・医療従事者　　　接種を希望する人は早めにお願いします
・妊婦　・生後6ヵ月～小学校2年生
※上記以外の人も接種できます。

・感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い の徹底もお願いします。
・示した日程はあくまで目安で、前後があっても接種を妨げるものではありません。

認定事務が集中し審査に時間を要するため、2月中旬頃に決定通知を送付予定です。　

国の法改正で平成30年9月から、未婚のひとり親世帯が寡婦（夫）控除のみなし適用を受ける場合は
役場に申請が必要になりました。対象となる人は申請をお願いします。まずは保健福祉課こども未来係
にお尋ねください。

施設名・受付場所

ふくた保育園

運営 申込受付日 受付時刻

15:30

※ありあけ幼稚園は、保育園部分の利用希望者のみの受け付けになります。

19:00

私立

有明わかば保育園 私立

みのり保育園 私立

ありあけ幼稚園 私立

須古保育園 私立

六角保育園 私立

あかり保育園 公立

有明ふたば保育園 私立

福富保育園

11月17日（火）

11月17日（火）

11月18日（水）

11月18日（水）

11月19日（木）

11月20日（金）

11月24日（火）

11月25日（水）

11月26日（木）私立

※下記の日程で申し込みができない場合は、
　11月2日（月）～30日（月）　8:30～17:15　［土・日曜、祝日を除く］
　に役場保健福祉課こども未来係で申し込みができます。

必要書類

入所対象者

入所の決定

　　　　　
注意事項

　　　　　　

　　　　　　

令和3年度

保育施設入所申し込みのご案内

幼保連携型認定こども園

インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します

季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い

高齢者インフルエンザ予防接種

助成対象者

10月1日～

10月26日～

助 成 期 間

実 施 場 所

10月1日～12月31日

子どもインフルエンザ予防接種

接種当日に白石町に住所があり、次のいずれ
かに該当する人
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で心臓・じん臓・呼
吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害を有する人（障害
者手帳1級程度）

自己負担額

接種料金　 　4,350円
　うち助成額　3,050円
　自己負担額　1,300円（1回のみ）

※生活保護世帯の人は無料
（事前に福祉係にご連絡ください）

接種当日に白石町に住所がある0歳から中学
3年生までのお子さん

佐賀県内の実施医療機関
（やむをえず県外で接種する場合は、必ず事
前に相談してください）

武雄市、杵島郡内の実施医療機関

自己負担額：接種料金から助成額を差し引い
た金額です。
助成額
・0歳から12歳まで（2回接種）
　（1回目1,000円、2回目1,000円を助成）
・13歳以上の中学生（1回接種）
　（2,000円助成）

持参するもの
・健康保険証または後期高齢者医療被保険
　者証
・身体障害者手帳（対象者②の人のみ）

・母子健康手帳
・健康保険証
・子どもの医療費受給資格証

【武雄市、杵島郡内の医療機関以外で接種した人】
・助成申請の手続きが必要です。母子健康手
帳または接種済証、領収書、印鑑、通帳を
持って保健福祉課へお越しください。
申請期限：令和3年3月31日（水）
・健康被害の補償内容が異なります。

接 種 方 法

注 意 事 項

事前に医療機関に予約してください。

上記の対象者以外、実施期間以外の接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。

※助成金が現金で支給されるわけではありません。

【佐賀県内の広域実施医療機関以外で接種を希望
する人】
・白石町と接種を希望する医療機関で契約をかわ
す必要があります。契約をしていない医療機関で
の接種は全額自己負担となります。

)

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
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6月に送付した「令和2年度住民健診通知」を確認のうえ、自身の健康管理のためにぜひ受診してください。

特定健診・・・予約制（予約方法を確認のうえ予約をお願いします）
がん検診・・・通常通り（予約なしで実施しますが、会場では入場制限を行う場合があります）
　※特定健診とがん検診の同時受診を希望する人は、特定健診を先に受診してください。

～ロタウイルス感染症とは～
ロタウイルスは感染力が強く、5歳までにほとんどの乳幼児が感染すると言われています。主な症状は、突然
の嘔吐、水様性下痢、発熱で、特に初感染時が重症化しやすく、嘔吐・下痢に伴う脱水やけいれん、腎不全、脳
症などの合併症を併発した場合、入院治療に至ることもあります。

　ロタウイルス感染症予防接種は2種類あり、どちらも飲むタイプのワクチンです。どちらも効果や安全性に
差はありませんが、接種回数が異なります。特別な事情がない限り、途中での種類変更はできませんので、最初
に接種したワクチンを2回目以降も接種します。

●対象　　　：令和2年８月１日以降生まれの人
●接種期間　：ロタリックス（1価）生後6週～24週までに2回
                    ロタテック　（5価）生後6週～32週までに3回
　　　　　　　27日以上の間隔をあけて接種します
●注意点　　：安全性の観点から初回接種は生後14週6日までに接種しましょう
　　　　　　 10月1日以降に接種した場合、無料
　　　　　　  対象者には順次、通知・説明書・予診票を配布します
　　　　　　  9月30日以前に接種した場合は自己負担となります。

【特定健診予約方法】
受診希望日時（以下の時間帯から選択してください）

詳しくは、個人宛の通知または各世帯に配布したガイドブックをご覧ください。

予約期間：10月健診分　　9月23日（水）から　【受付時間　8:30～17:00】
　　　　　12月健診分　　11月9日（月）から　【受付時間　8:30～17:00】　　　
予約先　：役場保健福祉課健康づくり係　0952-84-7116
　　　　　※定員になり次第予約を終了します。

　　　　　　

　　　　　　

令和2年度住民健診が始まります
　生活習慣病などの早期発見・重症化予防のため、後期高齢者医療制度加入者を対象として健康診査を実施し
ます。
　健康診査の結果は、「今あなたの体の中に起きていること」を伝えてくれます。高血圧や糖尿病などの生活習慣
病は、自覚症状がなく重症化し、突然、脳卒中や心筋梗塞などに至ることがあります。
　ぜひ、年1回の健康診査を受けて、いつまでも健康な生活を送りましょう。対象者には、9月下旬に受診券・受診
票を送付しました。

　佐賀県国民健康保険や佐賀県後期高齢者医療の保険証は、毎年８月に新しい保険証に切り替わ
ります。
　保険証の切り替えのため、加入者に７月中旬から下旬にかけて新しい保険証を郵送しました。
　しかし、保険証を失くし、再発行する人が大変多くなっています。

　保険証は身分確認に使用できる場合があり、
第三者に悪用されることがあります。犯罪に巻
き込まれないためにも、保険証は大切に保管し、
失くさないように心掛けてください。

※昭和20年4月1日～昭和20年9月30日生まれの人、65歳～74歳までの障がい認定による後期高齢者医療制
　度の被保険者の受診券等は、11月上旬に送付します。

年に1回 後期高齢者「健康診査」を受けましょう

10月1日からロタウイルス感染症予防接種が定期接種(無料)になります

【総合センター】

10月
13日(火)　14日(水)　15日(木)
16日(金)　17日(土)　19日(月)
20日(火)

8日(火)　9日(水)　11日(金) 3日(木)　4日(金) 1日(火)　2日(水)

特定健診（予約制）
がん検診

がん検診3日(水)　4日(木)　5日(金)

12月

2月

【福富ゆうあい館】 【有明公民館】 健(検)診の種類

受診日

13日(火)　14日(水)　15日(木)
16日(金)　17日(土)　19日(月)
20日(火)
1日(火)　2日(水)　

3日(木)　4日(金)　

総合センター

有明公民館
福富ゆうあい館
総合センター

① 　 8:30～
②　  9:00～
③　  9:30～
④　10:00～
⑤　10:30～

各15人

8日(火)　9日(水)　11日（金）

12月
健診

10月
健診

会　場 時間帯 定　員

健診対象者

　　　　　　　…問診、身体計測、血液検査、尿検査など
　　　　　　　…無 料
　　　　　　　…県内医療機関（要予約）
　　　　　　　…10月1日（木）～令和3年2月26日（金）
　　　　　　　…受診券、受診票(問診票)、後期高齢者医療被保険者証　

…昭和20年3月31日までに生まれた人

健診を受ける
必要がない人

※ 病院や診療所に半年以上継続して入院している人
※ 特別養護老人ホームなどに入所している人

健 診 内 容 
料 　 金
健 診 場 所
健 診 期 間
持参するもの

保険証の管理、きちんとできていますか？
問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116
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また
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「かかりつけ薬剤師・薬局」と健康相談

●『かかりつけ薬剤師・薬局』を決めておくと

　薬や健康について、なんでも気軽に相談できる馴染みの薬剤師や薬局『かかりつけ薬剤師・薬局』を
決めていますか？

あなたが使用する薬を、ひとつの薬局・いつも同じ薬剤師が管理することで、複数の医療機関から同じ
薬が出されることを防いだり、注意を要する飲み合わせのチェックができたりします。また、飲み残しや
副作用の確認もできます。

●『かかりつけ薬剤師・薬局』で健康相談も
「サプリや市販の薬を飲もうと思うが、今飲んでいる薬や治療中の病気と問題がないか心配」「健康診
断の結果の見方がわからない」。そんな時、ぜひ『かかりつけ薬剤師・薬局』に相談してください。

●『かかりつけ薬局』に今飲んでいる薬は置いているの？
薬はとてもたくさんの種類があり、在庫がないこともあります。
ただ、薬の在庫がなくても時間があれば、ほとんどの薬はその日のうちに取り寄せることができます。
まだ手持ちの薬があるようなら、翌日以降、揃った時点で薬を渡すことも可能です。
また、次回から「ここでこの薬も用意して欲しい」と、事前に伝えておくことで、次の受診日までに薬を揃
え、待たせることなく渡すことができます。

◎自分や家族の健康のために
 “何でも相談できる”『かかりつけ薬剤師・薬局』を持ちましょう。

・かかりつけ薬剤師とは？
 「かかりつけ薬局の薬剤師の中でも何でも相談しやすい・話しやすい薬剤師」
・かかりつけ薬局とは？
 「いつも利用している相談しやすい薬局」

子育てで、心配なことはありませんか?
　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

●日時：10月28日（水）13:30～15:00

●場所：白石町健康センター　和室

　「白石親子相談室」では、お子さんの発達に心配のある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。

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

問 一般社団法人　佐賀県薬剤師会
TEL　0952-23-8931
URL　http://www.sagayaku.or.jp/

佐賀県後期高齢者医療広域連合
TEL 　0952-64-8476　　
URL　https://www.saga-kouiki.jp/

広報白石 R2・1016

白石町不妊治療助成事業
…白石町では不妊治療費の一部を助成しています…
●助成対象者（次の条件にすべて当てはまる人）
　①　佐賀県不妊治療支援事業または佐賀県不妊治療支援（はじめまして赤ちゃん応援）助成対象者
　②　不妊治療が終了した日において、夫または妻のいずれか一方または両方が、町内に1年以上居住してい
　　　る人、または1年以上居住見込みである人
　③　夫および妻に町税等の滞納がないこと

●対象治療
　不妊治療指定医療機関で実施した健康保険が適用されない、夫婦間で行う体外受精および顕微授精、人工
授精、男性不妊治療

●助成金額
　医療機関で支払った費用から、佐賀県不妊治療支援事業または佐賀県不妊治療支援（はじめまして赤ちゃん
応援）助成の助成金額、かつ、他の市町から受けた助成金額を差し引いた額の1/2以内の額

●申請期限
　佐賀県への助成申請を先に済ませてください。

【佐賀県への申請】
　助成金の申請は、治療が終了した日が属する年度内（3月末日まで）に行ってください。2月から3月までに終了
した検査・治療に限り5月末日まで申請が可能です。（ただし、今年度新型コロナウイルス感染防止のため延期し
た治療の申請期限は、治療が終了した日が属する年度内になります）詳しくは県ホームページをご確認ください。

【白石町への申請】
　白石町不妊治療助成事業補助金は、治療が終了した日が属する年度内（3月末日まで）に申請してください。た
だし、2月から3月までに終了した治療は、佐賀県不妊治療支援事業承認決定通知書の決定通知日の翌日から
起算して60日以内の申請とします。

⑴　対象者の年齢について
　【現行】1回毎の治療開始時の妻の年齢が43歳未満
　【今回の取り扱い】1回毎の治療開始時の妻の年齢が43歳未満。ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が
　　　　　　　　　42歳であるときは、1回毎の治療開始時の妻の年齢が44歳未満

⑵　助成回数について
　【現行】初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満は通算6回まで、40歳以上は通算3回まで
　【今回の取り扱い】
　　　　初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満は通算6回まで、40歳以上は通算3回まで。
　　　　ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳であるときは、初めて助成を受けた際の治療開始時
　　　　の妻の年齢が41歳未満は通算6回まで、41歳以上は通算3回まで

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う白石町の取り扱いについて

　今年度、新型コロナウイルス感染防止のため治療を延期し、令和2年4月1日～令和3年3月31日に治療が終了
したもので、令和3年3月31日までに県へ申請したものに限り、白石町では下記のように年齢要件等を緩和します。



〈申込方法〉

※事情により中止または延期する場合があります。
※各講座とも申込先でのみ受付します。
※電話が混雑する場合があります。ご了承下さい。
※収集した個人情報は講座の運営のみに利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

大人のプラバンでアクセサリー作り

申　込　先 生涯学習係　0952-84-7129

日　　　時　   11月14日(土)　10:00～12:00

場　　　所 福富ゆうあい館

参　加　料　　 1,500円　　　定員　　15人

講　　　師　　 堤　英子　氏

親子九州オルレ　～唐津コース～

申　込　先 生涯スポーツ係　0952-84-7129

日　　　時　   11月22日(日)　7:30～16:30

場　　　所 唐津（桃山天下市から波戸岬）

参　加　料　   1,026円　　　定員 　親子10組

講　　　師 現地ガイド

本格味噌作り

申　込　先 福富公民館　0952‐87-2149

日　　　時　　 11月10日(火)　13:30～15:30

場　　　所 福富ふれあい干拓館　調理室

参　加　料　　 1,500円　　  定員　　10人

講　　　師　 片渕　浩明　氏

秋の陶芸教室
申　込　先 生涯学習係　0952-84-7129

日　　　時   

①11月  4日(水)　②11月  7日(土)
③11月21日(土)　④11月28日(土)
①は18:00～21:00 ②～④は 9:00～12:00

場　　　所 白石町陶芸館

参　加　料　   500円　　   　定員　   10人

多肉植物の寄せ植え

申　込　先 白石公民館　0952-84-6925

日　　　時 　 11月14日(土)　10:30～11:30

場　　　所 白石町総合センター

参　加　料 1,500円　　  定員　    １2人

講　　　師 （有）フラワーウッド

申　込　先 有明公民館　0954-65-3135

日　　　時 11月28日(土)　10：00～11：30

場　　　所 有明公民館　1階大会議室

参　加　料　  無料　　　　　定員　15人

講　　　師 古川　京子　氏

ヨーガ教室～入門編～

新しい趣味や体験をしてみませんか？　皆さんの参加をお待ちしています

大人のハンドメイドとしても人気を集めているプラバン。
今回は、立体的で可愛いお花の
ブローチを作ります。
気分が上がるオリジナルアクセ
サリーを作ってみませんか？
初めての人でも楽しく、素敵な
アクセサリーが作れます。

親子で参加してみませんか。（小学4年生以上）
九州オルレは地図を片手にリボンや標識を辿って行く旅で
す。唐津の風を五感で感じ、桃山文化を辿るオリエンテー
リングです。
自然と歴史を感じることができる11.2㎞のコースを約4～
5時間かけて歩きます。（白石町役場に7：30集合です）

①お気に入りの湯のみや皿などの形を作る
②形を仕上げる　③下絵・色づけ
④窯から作品を取り出し仕上げ・講評・鑑賞します
※できるだけ4日間通しての参加をお願いします。
陶芸に興味がある人、初心者の人、大歓迎です！

手軽に楽しむDIY講座（キーボックス作製）

申　込　先 国民スポーツ大会・全国障害者
　　　　　　　スポーツ大会推進係　0952-84-7129

日　　　時
①11月10日(火)　9:30～11:30

　　　　　　  ②11月18日(水)　9:30～11:30 

場　　　所 白石町大字戸ヶ里

参　加　料　   1,000円　　   定員　各回4人 計8人

DIY（自分で作ってみる）に挑戦しよう！キーボックスを
自分好みに作ってみませんか。当日は手ぶらでOK！
作り方や道具の使い方は講師が優しく教えるため、初めて
の人でも安心です。世界に1つだけのオリジナル作品を作
りましょう！
①と②の日程から、どちらか選んでください。

トリム体操

申　込　先 有明公民館係　0954-65-3135

日　　　時 11月16日(月)　9:30～11:30  

場　　　所 有明公民館　2階ホール

参　加　料　    無料　　　　   定員　 15人

トリム体操とは、心身共にバランスのとれた健康体へ
と導いていくことを目的とした体操です。
高齢者、体の弱い人、運動の苦手な人、誰でも、どこ
でも、いつでも、楽しく無理なくできる運動です。
皆さんの参加をお待ちしています。

白石地域文化祭の中止について
　10月31日(土)～11月1日(日)に開催を予定していた「白石地域文化祭」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。

有明文化まつりの中止について
　11月7日(土)～8日(日)に開催を予定していた「有明文化まつり」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。

しろいしぺったんこ祭の中止について
　11月15日(日)に開催を予定していた「しろいしぺったんこ祭」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。

玄関にも飾れる、かわいい多肉植物の寄せ植えに、チャレ
ンジしてみませんか。多肉植物は、葉や根にたくさんの水
分を蓄えていて、ぷくぷくとした葉の質感やその愛らしい
フォルムで人気の植物です。秋の多肉植物は、紅葉するも
のもあり、見た目にも1番楽しめるシーズンです。
初心者向けの講座です。ぜひ参加してください。

身体と心をバランスよく結びつけるヨーガ。
初心者でもわかりやすい内容のヨーガです。
特別な道具は必要ありません。バスタオル1枚あれば大
丈夫です。ぜひ、心のリフレッシュをしてみませんか。
参加をお待ちしています。

地元白石産大豆を使って体にやさしい味噌を作ってみ
ませんか？
昔から日本の生活とともにある味噌、健康促進・病気
予防等いいことづくしの発酵食品です。
この機会にぜひ参加してください。
出来上がった味噌は持ち帰ることができます。

（弁当代　税込） （親1人:子1人)

問 白石文化協会事務局 筒井　TEL 0952-84-3653

問 有明文化協会事務局 小池　TEL 0954-65-2230

問 商工観光課 観光係　TEL 0952-84-7123

ニュースポーツフェスティバルの中止について
　11月15日(日)に開催を予定していた「ニュースポーツフェスティバル」は、同時開催予
定だった「しろいしぺったんこ祭」の中止に伴い中止します。

問 生涯学習課 生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129

申 込 先　各講座の申込先へ「住所、氏名、電話番号」をお伝えください。
申込受付　10月20日（火）10:00から受付開始
申込締切　各講座とも定員になり次第締め切ります。
対 象 者　白石町内に在住または勤務している人

令和2年度
『秋の講座』受講者募集のご案内

講　　　師　　 川﨑　ふき枝　氏 講　　　師　　 小森　マリ子　氏
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 in  Shiroishiまちのわだい

感染症拡大防止のためにTopics

　8月21日、佐賀県南部地区郵便局長会杵島東部会様から消毒液96本を寄贈していた
だきました。
　同会は、町内の8郵便局と江北町の2郵便局の郵便局長で構成されている組織で、郵便
局ネットワークを通じたユニバーサルサービスの提供や地域に密着したサービスの展
開、地域振興への貢献など様々な活動をされています。今年度は、コロナウイルス感染症
の拡大を受け「町民の感染防止に役立ててほしい」と
消毒液の寄贈を発案していただきました。
　今回、寄贈された消毒液は、コロナウイルス感染症
拡大防止のため有効活用させていただきます。

　9月4日、北明小学校4年生30人と、有明西小学校4年生
27人がれんこん収穫体験を行いました。
　この体験学習は、学校食育推進事業として開催し、自分
たちが住む地域の食について関心を高め、食が自然の恩恵
のうえに成り立っていることを理解することを目的として
います。
　子どもたちのほとんどは初めてのれんこん収穫で、緊張
しながら圃場に入っていました。圃場に入ると、泥だらけ
になりながらも楽しみ、大きなれんこんが収穫できると歓
声を上げていました。

　8月29日、ボランティア団体「九州を笑顔に」様に、有明西小学校学童保育所の玄関前階
段をスロープにしていただきました。
　子どもたちが安全にクラブに登所することができます。ありがとうございました。

「九州を笑顔に」
…九州の未来を見据えて、
子ども達の笑顔の輪を広め
ていきたい！ そんな熱い想
いを持った町内や近隣市町
のメンバーで構成されてい
るボランティア団体です。
ミニ畳作り体験やベンチ作
り体験等子どもたちの笑顔
と未来のためにいろいろな
活動をされています。

郵便局長会杵島東部会　消毒液贈呈式

泥だらけになって収穫を体験
れんこん収穫体験学習

Topics
▲消毒液を寄贈していただきました

▲泥だらけでれんこん掘り

お礼

　8月26日、白石町総合センターで第7回須古地区地
域づくり協議会設立準備委員会が開催されました。今
回は「須古地区の暮らしと未来をつくる第1回会議
（ワークショップ）」での役割分担や開催についての
周知の方法、参加者の取りまとめの仕方などについて
話し合いが行われました。
　「須古地区の暮らしと未来をつくる第1回会議（ワ
ークショップ）」の様子は、広報白石11月号でお知ら
せします。

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

須古地区地域づくり協議会設立準備委員会

町内2団体が設備・備品等を整備しました

～白石町町民協働によるまちづくり～

▲話し合いの様子

　町内2団体が、宝くじの助成金である「コミュニティ助成事業」
で、設備・備品等を整備しました。
　「コミュニティ助成事業」とは、宝くじの社会貢献広報事業と
して、宝くじの受託事業収入を財源として実施され、地域社会の
健全な発展と住民福祉の向上を目的に様々なコミュニティ活動に
助成を行うものです。

今回事業を行った団体は次のとおりです

事業実施団体名
福吉区
廻里津区

事業内容　　　　
机・椅子、冷蔵庫等の整備（一般コミュニティ助成事業）
空調設備、テレビ、掃除機等の整備（一般コミュニティ助成事業）

▶福吉区

▶廻里津区

▶福吉区

▶廻里津区
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困ったら　ひとりで悩まず　行政相談

「2021年版　さが県民手帳」販売しています！

10月は
「年次有給休暇
取得促進期間」
です

10月は
「年次有給休暇
取得促進期間」
です

第十一回特別弔慰金が支給されます
～戦没者等の遺族の皆さんへ～

問 総務省佐賀行政相談センター　TEL 0952-22-2651　FAX 0952-22-2652
総務課 総務係　TEL 0952-84-7111　FAX 0952-84-6611

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 佐賀労働局 雇用環境・均等室　TEL 0952-32-7128

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

　今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表
するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。

請求手続きについて
　戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦
没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、第十一回特別弔慰
金が支給されます。

◇こんなとき該当になります◇
　例1　これまでに特別弔慰金を受け取ったことがある。
　例2　公務扶助料や遺族年金を受給していた遺族が令和2年3月31日までに亡くなった。
　　　　→後で紹介する遺族の順位の最先順位の人ひとりが請求できます。
　例3　これまで特別弔慰金を受給していた遺族が令和2年3月31日までに亡くなった。
　　　　→後で紹介する遺族の順位の最先順位の人ひとりが請求できます。
　※その他の事例も考えられます。細かい条件がある場合があります。詳しくは福祉係までお問い合わせください。

　道路、税金、年金、福祉など役所の仕事についての疑問や要望はありませんか。
総務大臣に委嘱された行政相談委員が相談に応じています。
　相談は無料で、秘密は厳守します。お気軽にご利用ください。

　佐賀県のくらしがこれ1冊でわかる！ 　くらしに役立つ情報満載

　★白石町役場2階　総務課 広報情報係
　★北有明郵便局　　で販売中！　ぜひご利用ください。

事業主の皆さんへ
　10月は「年次有給休暇取得期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実
践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の
様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
　詳しくは、お問い合わせください。

※相談する場合は、手指消毒やマスク着用など、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。

～定例相談所～
◆日　時　　毎月第1月曜日　9：00～12：00
◆場　所　　健康センター　研修室　（ただし10月は総合センター）

順位

1

2

3

4

5

対　象　者

援護法による「弔慰金」の受給権を取得した遺族

戦没者等の子

戦没者の死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚
姻・養子縁組をしていない
①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

上記3以外の　①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹

戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族（甥、姪等）

支給対象者　対象となる遺族は、次の順番による先順位の遺族一人です。

支給内容　　額面25万円　5年償還の記名国債

請求期間　　令和5年3月31日まで
　　　　　　　　※この期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求受付窓口　　保健福祉課　福祉係
　　　　　　　　※請求書の受け付けは、請求者が住民登録を行っている市区町村です。

よくある質問　　

来庁時のお願い　　◇過去に受給していた特別弔慰金の裁定通知書や国庫債券などがあると、案内がスムーズに進みます。
　　　　　　　　◇窓口の混雑が予想され、時間がかかることがあります。時間に余裕をもってお越しください。
　　　　　　　　◇感染症予防のため、マスクを着用し、体調がすぐれない人は来庁を控えてください。

　※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
　※戦没者死亡後に出生した弟妹・孫・三親等内親族は、対象遺族になりません。

特別弔慰金は、墓守料と聞きましたが、違うのでしょうか？　
特別弔慰金は、国が戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表するため支給するも
のです。墓守料、線香代、お花代等として支給するものではありません。
戦没者等の死亡後に生まれた孫は、対象になりますか？
特別弔慰金は、「弔慰」の意を表するという制度の趣旨を踏まえ、戦没者等の死亡当時の
遺族（三親等内）を対象とするため、戦没者等の死亡後に生まれた人は対象になりませ
ん。ただし戦没者等の実子は対象になります。
今まで特別弔慰金をもらっていましたが、第十一回特別弔慰金のお知らせ通知が届きますか？
国や役場から、請求手続きのための個人通知は届きません。

問1
答1

問2
答2

問3
答3

～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として
　「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～

サイズ

縦15.7cm×横9cm 700円
・ネイビー
・アイスグレー
・ピンク

価格（税込） 色
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～笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生～

キャッチフレーズ

『トライし続ける 輝くA.J.H.S』

明るい元気なあいさつ・返事！　自ら正しく判断し！
思いやりの心をもって行動・そうじ

明るい元気なあいさつ・返事！　自ら正しく判断し！
思いやりの心をもって行動・そうじ

■創立：昭和37年

■校長：下平 博明

■生徒数：205人（R2.5現在）

■住所：白石町大字坂田290番地１

■HPアドレス

https://www.education.saga.jp/hp/ariake-j/

　今年度の入学式の様子。
　コロナウイルス感染拡大が懸
念される時期だったので、来賓
なし、在校生なしでの入学式で
した。少し寂しい感じもしまし
たが、新入生の輝く瞳のおかげ
で学校全体がとても明るくなり
ました。　

　今年の中体連は、コロナウ
イルスの影響で県大会以上の
大会が中止になりとても残念
でした。しかし、部活動の締
めくくりとしての地区大会で
は、各部活動、全力でプレー
しすばらしい成績を収めてく
れました。

　廊下のワックスがけの様子。
　中学生ともなれば、生徒た
ちが自ら廊下や教室の床のワ
ックスがけを行います。おか
げで、築20年以上たった校舎
は今でもピカピカです。

「ハートフル宣言」制定から
2年足らず。
　少しずつ学校全体に浸透し、
生徒の話の中からも”ハート
フル”という言葉が聞かれる
ようになってきました。
　生徒会を中心にハートフル
な行動が満ちあふれる学校を
これからも目指します。

学校教育は今

消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

11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」と伝えてください。

10月 1日（木）・  8日（木）
　  15日（木）
29日（木）

・22日（木）

10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

10月の相談日
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インターネット通販でトラブルに
　　　　　　　　　  巻き込まれないようにもう一度確認を！

■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。

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

 ＜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。

★ウイルス対策ソフト等を導入し、常に最新の定義ファイルにしておくことが大切です。

★少しでも不安に感じた場合には、契約前に、サイト内に表示された住所などをインターネット上で検

　索し、不審な点がないかを調べるなどして、その事業者の存在をよく確認しましょう。

★今後、新たな手口が現れる可能性があります。不審に思った場合や、トラブルに遭った場合は、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。
（年末年始は休みです）

※相談する場合は、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。

・企業を装ってメールを送り、メールの受信者に実在する企業の偽ウェブサイトにアクセスさせて、クレジット    
　カード番号等を入力させるなどして、不正に個人情報を入手する「フィッシングサイト」に関する相談が寄せ
　られています。
・また、次のようなショッピングサイトには注意が必要です。
　①「.xyz」など見慣れない拡張子が使用されている
　②全ての商品が他のサイトと比較して大幅に割引されている
　③前払代金の振込先口座の名義がサイト上の事業者名や責任者名と異なっている

　今年度の有明中学校は、1年生82人、2年生64人、3年生59人の合計205人の生徒と32人の
学校スタッフが一緒になって学校教育目標「心身ともに健康で、主体的に学び行動し、未来を拓
く生徒の育成」をめざして日々活動しています。
　今年度は、「 トライし続ける　輝くA.J.H.S（Ariake Junior High School) 」を、めざす生徒
像実現のためのスローガンとして掲げました。「A＝あいさつ・Action」、「J＝時間　
Judge」、「H＝ﾊｰﾄﾌル　Heartful」、「S＝そうじ・Safety」の4つを全校生徒・教職員で
共通理解して、長年、本校で受け継がれてきた「笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生」をめざして、
毎日の授業や学級活動、学校行事や生徒会活動、部活動など一つ一つの取り組みに一生懸命に頑
張っています。
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VOL.185

商う狼
永井 紗耶子著  新潮社

川島 徹著　三五館シンシャ　フォレスト出版　

●10月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

カケラ
湊 かなえ著　集英社

図書紹介

おまつり万歳！
たかぎ なおこ著　文藝春秋

図書紹介

メーター検針員テゲテゲ日記

かみさまのベビーシッター
廣嶋 玲子作　木村 いこ絵　
理論社

図書室
有明公民館

10月 /5日(月)/12日(月)/19日(月)
/26日(月)/29日(木)
/2日(月)/4日(水)/9日(月)11月開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・10月5日～11月10日

TEL 0952-87-2171

●10月の休館日
楽習館 10月 /5日(月)/12日(月)/19日(月)/26日(月)

11月 /2日(月)/3日(火・祝)/9日(月)
開館時間：10:00～17:00

・10月5日～11月10日TEL 0952-71-5245

TEL 0954-65-3135

10月31日（土）
11月  1日（日）10:00～16:00　

　甲斐の農家から江戸の飛
脚問屋の養子となった茂十
郎は、永代橋の崩落事故で
妻と跡取り息子を失う。そ
の悲しみを糧に、三橋会所
頭取となり橋の運営に要す
る費用を集め…。江戸の繁
栄に生涯を捧げた実在の改
革者に迫る歴史小説。

　職務質問間違いなしの検
針員の七つ道具、月27万円
稼ぐ女性検針員の秘儀、ハ
ンディ盗難事件の後始末、
ふたりの検針員の死、突然
のクビ宣告…。電気メータ
ー検針員として過ごした10
年間の経験を、日記形式で
綴る。

パンダくんのおつかい
いしかわ こうじ絵・文　ポプラ社

　商店街の福引きで幸介が当てたの
は「かみさまのたまご」。たまごか
ら生まれたのは、ねこのような、フ
クロウのような、よくわからない生
き物だった。かみさまのお世話係に
なった幸介の願いごとは、果たして
かなうのか?

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
　10月のおはなし会　10日(土)・24日(土)　14:30～

　美容外科医橘久乃。カウンセリング
に訪れた友人から、ある少女が自殺し
た話を聞く。久乃は真相を探るため彼
女に関わる人達を訪ね、それぞれが久
乃に語る形で話が進む。容姿が人生に
それほど影響を与えるのか。他人の視
線と自分の理想。少女の心を追いつめ
たものとは。「美容整形」をテーマに、
容姿をめぐる固定観念をあぶりだす心
理ミステリー長編小説です。

　絶景のお祭り、伝統のお祭り、かわ
いいお祭り、踊りまくりのお祭り…等
々。春夏秋冬、近所のお祭りから旅先
のお祭りまで大盛り上がりのお祭りコ
ミックエッセイです。今年は行けなか
ったお祭り、中止になったお祭り、せ
めてお祭り気分だけでも味わってくだ
さい。

図書館情報
！
うも
読
を
本

！
うも
読
を
本

干拓堤防跡の石造不動明王立像
かんたく ていぼう あと　　  せきぞう  ふどう みょうおうりゅうぞう

なみ なみ  きりふどうみょうおうりゅうぞう

うしやひがしぶん ぶぜんぼう

ひがしろ ふ かたく

すみのえ

こうぼうだいし

ろくせんげんどいあと しんめい　 めい  じ がらみ

ごせんげん

さんこけん けんさく

しゅじょう ばんじゃくざ か る  ら  えん

しおどめかんのん

ふさ せんじゅかんのん

はとう

　平成30年12月号と同31年1月号『広報白石』の「あるある文化財」で、町内の「浪（波）切不動明王立像」のうち、

その造立のいわれが記されている牛屋東分・谷神社（豊前坊）の昭和２（1927）年３月15日銘「波切不動」明王立

像と東六府方区・龍神社の昭和３（1928）年５月28日銘「浪切不動明王」立像２体を詳しくご紹介し、東六府方区・

六千間土居跡の昭和30（1955）年３月造立と考えられる「浪切不動明王立像」と新明・明治搦堤防跡の昭和

33（1958）年２月銘の「身代波切不動尊」立像２体を写真でご紹介しました。

　上記のように、「浪（波）切」つまり干拓地に迫る大波をその剣で切り裂き、干拓地を守ってもらうべく造立されたこ

とが明確な不動明王立像は４体ですが、町内にはこの他に干拓堤防上に造立された不動明王立像が２体確認さ

れています。

　まず１体目は、住ノ江郵便局北約150ｍ地点、国道444号線から西側に入った五千間土居跡にある不動明王立

像です。切石積み基壇上に修行姿の弘法大師立像と共に大正14（1925）年８月に造立されています。顔をしかめ

て大きく両眼を見開き、右牙を上方に左牙を下方に出し、右手に三鈷剣（全ての災厄を切り払う剣）・左手に羂索

（衆生を救う縄‐現在は失われています）を持ち、盤石座（岩座）に立ち、背後の火炎は迦楼羅炎（伝説上の巨鳥を

表現した火炎）という、不動明王像としては一般的な姿態となっています。岩座が乗る円柱には、「世話人」として多数

の氏名が刻まれています。ちなみに、右側の大師立像の円柱にも、「大師講」「世話人」として同じように大多数の氏

名が刻まれています。

　２体目は、福富ゆうあい館の南西、国道444号線沿いの「潮塞観音」が祀られている地にあります。「潮塞観音」と

は、大正３（1914）年８月に、高潮による五千間土居の決壊を塞いでくれた千手観音のことで、その呼び名には感

謝の意味が込められています。

　こちらの昭和６（1931）年５月に造立された不動明王立像も、同様に一般的な姿態で現わされています。岩座が

乗る円柱には、造立のための費用を寄附をした方の氏名が、基礎には「発起人」「寄附世話人」等の氏名が刻まれ

ています。

　この２体の不動明王立像には造立のいわれ等が刻まれてはいませんが、いずれも干拓堤防上に造立されている

ことからすれば、その右手の剣で高潮等の波濤を切り裂き、干拓地を守ってくださいと言う願いも込めて造立された

浪切不動明王と考えて良いでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

五千間土居跡の不動明王立像 六千間土居跡(潮塞観音横)の不動明王立像

　　　　　

●ブックリサイクル

11月3日（火・祝）
内容：人形劇「白雪姫」、お楽しみBINGOゲームほか
問合せは、ゆうあい図書館までお願いします。

●図書館まつり

　パンダくんは、夕食の食
材を頼まれ、お買い物に行
った帰り道、石につまずい
て、買ったものをあちらこ
ちらに飛ばしてしまいまし
た。竹やぶ、広場、チュー
リップ畑などいろんな場所
から、買ったものを見つけ
出せるでしょうか。色彩も豊かで、2歳からの子どもに
ぴったりの絵本です。ぜひ親子で楽しんでください。

場所：ふれあいホール
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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

・10月15日（木）～30日（金）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

■募集する住宅

■募集期間

・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（平成31年・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、単身での入居はできません。

※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

8月分 0件

0件
0円

1件
3,000円0円

1件
3,000円

0件
0円

3件
15,000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

1件
3,000円

1件
3,000円

5件
21,000円

2年度累計

8月分 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

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

0件
0円

1件
5,000円2年度累計

〈継続〉

102020
Octoberくらしのカレンダー 10/5▶11/10

※9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。

（10月5日～11月10日）※都合により変更になる場合があります。

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

30 31

6 7

25 26 27 28

6

29

8 9 10

●日本語交流会
　　19:30～21：00
★２歳６ヵ月児歯科健診
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［H30.2月～3月生］
　母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

◆家計の困りごと相談会
　　10:00～16:00
　要予約
●日本語交流会
　　19:30～21：00
★住民健診
　　  〈受付〉8:30～11:00

●日本語交流会
　　19：30～21：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

●駐在員会
　　9：00～
◆ファイナンシャル
　プランナー相談会
　　9:00～20:00
　要予約
◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★住民健診
　　 〈受付〉8:30～11:00

★住民健診
　　 〈受付〉8:30～11:00

★住民健診
　　 〈受付〉8:30～11:00

◆働き方改革推進支援
　センター
　「白石町相談コーナー」
　　 10：00～16：00
★住民健診
　　  〈受付〉8:30～11:00

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［H29.3月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

元

●日本語交流会
　　19：30～21：00

★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　   13:15～事前申込者

元

●日本語交流会
　　13:30～15：00

★住民健診
　　 〈受付〉8:30～11:00元

元

有公

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

交

大
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総

総

総

総　 　 

総

総

総

総 総

健

ミ

大

相

元

元

交

大
●日本語交流会
　　19:30～20：30
★住民健診
　　 〈受付〉8:30～11:00

◆法律相談
　　10：00～12：00

★２ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R2.8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

★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
10月11日

　　18日

　　25日

11月１日

　 　 3 日

　 　 8 日

日

日

日

日

火・文化の日

日

吉村医院

武岡病院

順天堂病院

カタフチ医院

副島医院

原田内科医院

白石町

江北町

大町町

白石町

白石町

白石町

0952-84-2155

0952-86-3013

0952-82-3161

0952-87-2233

0952-84-2205

0952-87-3737

川崎整形外科医院

白浜医院

高島病院

有島クリニック

順天堂病院

藤井整形外科病院

大町町

白石町

白石町

白石町

大町町

白石町

0952-82-5551

0954-65-5006

0954-65-3129

0954-65-2066

0952-82-3161

0952-84-5880

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆女性のための
　巡回相談
　　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
     ［R2.6月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

1 2 3 4 5

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆法律相談
　　10：00～12：00
●おはなし会
　　おはなしのへや
　14：30～

●おはなし会
　　おはなしのへや
　14：30～

●ブックリサイクル
　　ふれあいホール
　10：00～16：00

◆人権相談・行政相談
　　9:00～12：00

●図書館まつり
　　10:00～18：00

●ブックリサイクル
　　ふれあいホール
　10:00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆人権相談・行政相談
　　9:00～12：00
★子育て相談室
　「すくすく相談」
　　13:15～
　事前申込者

交

文化の日

ゆ ゆ
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税務署からのお知らせ

EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESS
　毎年11月に開催している年末調整説明会は、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大等を踏まえ、今年
度の開催を中止します。ご理解をお願いします。
　年末調整に関する各種情報については、国税庁
ホームページをご覧ください。
■問合せ先　
　武雄税務署 法人課税部門
　（源泉所得税担当）
　TEL 0954-23-5297

職業訓練受講生募集（12月入所生）

看護学生募集

■募集科名・定員
　　　　　　CAD／NCオペレーション科 15人　
　　　　　　溶接技術科 12人
　　　　　　住環境CAD科 15人
■訓練期間　12月1日（火）～5月26日（水）
■募集期間　10月28日（水）まで
■入所選考　11月4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　0952-26-9516

　武雄看護学校では看護科の令和3年度一般入学
試験（前期入試）を実施します。
■募集人員　40人
　　　　　　【推薦・一般・Uターン入試を合わせて】
■受験資格　准看護師の資格を有する人または見
　　　　　　込みの人
■出願期間　11月9日（月）～20日（金）
　　　　　　（受付9：00～16：00）
■試験日　　12月1日（火）
■試験会場　武雄看護学校
■試験科目　人体のしくみと働き・基礎看護、成人
　　　　　　看護、国語（作文含む）
■問合せ先　武雄看護学校　看護科　
　　　　　　TEL 0954-23-7171

准看護科学生募集

　武雄看護学校では准看護科の令和3年度社会人
入学試験（後期）を実施します。
■募集人員　35人【高校推薦・社会人（前期・後期）・
　　　　　　 一般入試（前期・後期）合わせて】
■受験資格　23歳（令和3年3月31日現在）以上で、
　　　　　　  職業歴（主婦業を含む）がある人、
　　　　　　かつ看護職になる意思が明確で、学
　　　　　　 習意欲がある人
■出願期間　11月9日（月）～20日（金）
　　　　　　（受付9：00～16：00）
■試験日　　12月1日（火）
■試験会場　武雄看護学校
■問合せ先　武雄看護学校　准看護科　
　　　　　　TEL 0954-23-7171

働きたいシニアのための合同企業説明会
■日時　10月 30日（金）9:00 ～ 12:00
■場所　白岩体育館（武雄市武雄町 4814）
■内容　①シニアのためのお金と働き方講座
　　　　（9:00 ～ 10:00　小競技室、定員 35人）
　　　　②シニアのための合同企業説明会
　　　　（10:00～ 12:00　大競技室、定員100人）
■参加対象　概ね 60歳以上の求職者
■出展企業　30社（予定）
■申込締切　10月 28日（水）
■申込・問合せ先　
　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会
　TEL 0952-33-7380

高齢者活躍人材確保育成講習
（60歳からの活躍応援セミナー）
■日時　11月 1日（日）10：00～ 14：00
■会場　佐賀市文化会館
■内容　①セミナー　
　　　　よしのがり牟田＆ヒーマンによる応援トーク
　　　　第 1部　11:00 ～ 12:00　　
　　　　第 2部　12:00 ～ 13:00
　　　　②合同企業説明会、無料体験（同時開催）
　※状況により内容が変更になる場合があります。
（シニア女性のためのメイク＆コミュニケーション講習）
■日時　11月24日（火）～26日（木）　3日間
■会場　佐賀市文化会館
■内容　活き活きとしたシニア女性のためのメイ
　　　　クやコミュニケーション等を基礎から学
　　　　ぶ講習
■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
■受講料　無料
■申込締切日　11月 13日（金）
■申込・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

労福協　無料法律相談会

【36ぷらす3運行開始】

　佐賀県労働者福祉協議会は県内勤労者とその家
族の生活支援（相続、労働、借金など）を目的に、弁
護士による無料法律相談会を開催します。
■日時　10月18日､11月15日､12月20日､
　　　　 1月17日､2月21日､3月21日
　　　　（各日曜：13:00～16:00）
■場所　佐賀県労働会館3階
　　　　(佐賀市神野東四丁目7-3)
■申込・問合せ先　
　（一社）佐賀県労働者福祉協議会ライフサポート
　センターさが
　TEL 0120-931-536
　※相談は原則予約制です。事前に電話でお申し
　　込みください。

「暮らしの手続き」無料相談会
　杵藤地区の行政書士が相談に応じます。
■日時　10月18日（日）13：00～16：00
■場所　ふれあい交流センター ネイブル　
　　　　2階学習室（小）
■テーマ（1）遺言書作成や相続の手続き
　　　　（2）持続化給付金、家賃支援給付金等の手続き
　　　　（3）農地転用や事業開業等、官公署の許認
　　　　　  可が必要な手続き
　　　　（4）外国人の在留資格についての手続き
※予約制（当日予約可）で、相談時間は30分としま
　す。相談する場合は、マスクの着用をお願いしま
　す。また、状況により中止する場合があります。
■予約・問合せ先　
　佐賀県行政書士会杵藤支部（尾形）　
　TEL 0952-82-3600

労使間のトラブル相談重点受付週間
　佐賀県労働委員会では、労使間のトラブル（解雇
や賃金未払いなど）について電話・来所での相談を
通年無料で行っています。秘密は厳守しますので
安心してご相談ください。
■重点受付期間
　（平日の時間延長と土日の相談を受け付けます）
　10月26日（月）～11月1日（日）
　平日    8：30～20：00（受付19：00まで）
　土・日  9：00～17：00（受付16：00まで）
■場所・問合せ先　
　佐賀県労働委員会事務局　
　TEL 0952-25-7242
　佐賀県庁南館3階（佐賀市城内1-6-5）
　※通常は平日8：30～17：15まで相談を受け付
　　けています。

犯罪発生件数

うち窃盗犯

68件

52件

前年比  ＋10件

前年比  

前年比  

＋12件

11件

7件

7件

4件

＋3件

前年比 －1件
 前年比 ＋4件

前年比 －7件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗

万引き

車上ねらい

空き巣、忍込み等

自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

8月末現在

九州のすべてがぎゅーっと詰まった、まさに走
る九州といえる列車。その名も”36ぷらす3”
この列車で、驚き、感動、幸せをお届けし「お客さ
ん、地域の皆さん、JR」がひとつになって、39（サン
キュー！）＝「感謝」の輪を広げていきます。

博多～佐賀～長崎コースの初運行は10月19日（月）
来年3月末までは毎週月曜日の運行（12月21日、28日、1月4日を除く）
下りは肥前白石駅を12：50通過、肥前竜王駅に12：54から約3分停車、
上りは肥前竜王駅を19：32通過、肥前白石駅を19：35通過。
※列車を見かけたら、ぜひ列車に向かって手を振ってみましょう！

問 JR九州　TEL 092-686-3639

情報情報
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋5）
（－18）
（－12）
（－6）

7,731世帯
22,513人　
10,674人　
11,839人　

R2年8月末現在（対前月比）

広報白石 2020.10 No.190 令和2年10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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「備蓄食料品を無駄なくおいしく」

缶詰で作るミネストローネ

 

 

・玉ねぎ
・オリーブオイル
・にんにく（みじん切り）
・ミックスビーンズ缶
・トマト水煮缶（カット）
・水
・コンソメ
・トマトケチャップ
・砂糖
・塩、こしょう
・ドライパセリ

……………………1/3 個
…………小さじ 2

……1かけ
………100ｇ
…・1/2 缶

……………………2カップ
………………………1個

………小さじ 2
……………………小さじ 1

………………各少々
…………………適宜

■材料
　：4人分

■作り方

①玉ねぎは皮をむいて1㎝角に切る。
②鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて弱火にかけ、香りが出たら①
　を加えて炒める。
③ミックスビーンズ、トマト、コンソメ、水を加え、強火で煮立ててあく
　をとり中弱火にしてふたをして15分ほど煮る。（時々混ぜる）
④トマトケチャップ、砂糖、塩、こしょうで味を調え、器に盛り、あればド
　ライパセリをふる。

　災害などが発生したときに備えて、1人3日分程度の水と食料品をストックしておくこ
とが大切です。ときどき賞味期限を確認し、使っては買い足しながら（ローリングストッ
ク）無駄なくおいしく活用しましょう。

（1人分：エネルギー52kcal　塩分0.9ｇ）

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン
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