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国民健康保険税の減免

介護保険料の徴収猶予・減免

　新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少し、要件を満たす世帯は国民健康保険税の減免が受けられます。

【対象者】　
　国民健康保険に加入している世帯で、1または2を満たす場合
1． 新型コロナウイルス感染症により、国保上の世帯主（納税義務者）が死亡または重篤な傷病を負った世帯　
　⇒ 減免対象保険税の全部を減免
2． 新型コロナウイルス感染症の影響により、国保上の世帯主（納税義務者）の収入が減少する見込みで、次の要件
　をすべて満たす世帯　⇒ 減免対象保険税の一部を減免
　〈要件〉
　国保上の世帯主（納税義務者）について
　①事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、前年に比べて30％以上減少する見込みであ
　　ること
　②前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
　③収入減少が見込まれる所得以外の前年の所得合計額が、400万円以下であること
　　※国保上の世帯主（納税義務者）の国保加入の有無は問いません。
【提出書類】
　申請する場合は、収入の減少を証明する書類（帳簿や給与明細など）の提出が必要です。
　※詳しくは町ホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難になった場合は、申請す
ることで介護保険料の支払いを猶予したり減免したりする制度があります。

【対象者】　
　第1号被保険者（65歳以上の人）で、1または2を満たす場合
1. 新型コロナウイルス感染症で、第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する人が死亡または重篤な
　傷病を負ったとき。
2. 新型コロナウイルス感染症の影響で、第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する人の事業収入、
　不動産収入、山林収入、給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見込まれ、次の（ア）および（イ）の全てに該当す
　るとき。
　（ア）事業収入等のいずれかの収入の減少額が令和元年の当該事業収入等の額の30％以上であること。
　（イ）減少することが見込まれる事業収入等に関する所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下　
　　であること。
【対象期間】
　平成31（令和元）年度および令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの
間に納期限が設定されているもの。
【提出書類】
　所定の申請書と併せて、以下の書類の提出が必要です。
　①令和2年の収入状況が確認できる書類（帳簿、給与明細などの写し）
　②保険金、損害賠償等により補填される額が確認できる書類（休業補償金などの書類）
　③令和元年の収入が確認できる書類（令和元年分確定申告書、源泉徴収票などの写し）

国民年金保険料の免除
　新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申
告の所得見込額を用いた簡易な手続きで、国民年金保険料免除申請が可能となりました。ただし、収入減少の状
況によっては、納付猶予となる場合があります。

【対象者】
　1と2の両方を満たした人が対象になります。
1． 新型コロナウイルスの感染症の影響で、令和2年2月以降に収入が減少した人
2． 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、今年中の所得の見込み額が、国民年金保険料免除基準相当にな
　ることが見込まれる人
【対象期間】
　令和2年2月分から6月分まで（7月以降は改めて申請が必要です）
【提出書類】
　①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　②所得の申立書
　※申請書等は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
　　詳細についてはお問い合わせください。

町税の徴収猶予「特例制度」
　新型コロナウイルス感染症の影響で、納期限までに町税の納付が困難な人は、法令および条例に基づき納税
が猶予される場合があります。（注）納税が免除されるわけではありません。

【対象者】　　※新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが前提となります！
　1と2の両方を満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）が対象です。
1．令和2年2月以降の任意の期間（1ヵ月以上）に、事業等に関する収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少
　している。
2． 一時に納付し、または納入を行うことが困難である。
【提出書類】
　各納期限までに、所定の申請書と併せて昨年2月からの収入や支出、預貯金の状況がわかる資料の提出が必
　要です。

人権への配慮をお願いします
　新型コロナウイルス感染症に関連した差別や偏見などの心無い行為で、感染者やその家族、対策や治療に取
り組む多くの皆さんが苦しめられています。
　不安や恐怖の中でも冷静な行動を心掛け、不確かな情報に惑わされず、誰かが傷つくような噂話を広めない
ようにしてください。
　「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
難を乗り切っていきましょう。
　　　　　　　　～人権問題で困っている場合は一人で悩まずこちらにご相談ください～

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

問 税務課 納税係・収納対策係　TEL 0952-84-7113

問 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
長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117 

問 日本年金機構 武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121
住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 　 感 染 症 関 連 の お 知 ら せ

【電話受付時間】平日8：30～17：15
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農業振興費（農業経営負担軽減対策事業）
6,978千円

担当：農業振興課 振興係　0952-84-7121

【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。

◎一般会計補正予算（第2号） 補正前の予算額

16,874,331
補正額

146,978
補正後の予算額

17,021,309

（単位：千円）
5月29日の町議会臨時会に提案し、可決されました。

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

補
正
予
算
の
お
知
ら
せ

令和２年度5月29日補正予算令和２年度5月29日補正予算

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、農業者
にとって厳しい状況が続いているため、従来から取り
組んでいる「農業生産資材廃棄物処理費用」の町負担
額に上乗せを行い、農業者の負担軽減を図ります。

白石町事業継続応援金　【新】
140,000千円

担当：商工観光課 商工係　0952-84-7123

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、売
上が大きく減少している町内の商工業等事業所に
対し、事業継続を支援するため、応援金を支給し
ます。

防災費
1,769千円

担当：総務課 危機管理・防災係　0952-84-7111

【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。

◎一般会計補正予算（第3号） 補正前の予算額

17,021,309
補正額

△9,797
補正後の予算額

17,011,512

（単位：千円）
6月の町議会定例会に提案し、可決されました。令和２年度6月補正予算令和２年度6月補正予算

【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。

◎一般会計補正予算（第4号） 補正前の予算額

17,011,512
補正額

32,825
補正後の予算額

17,044,337

（単位：千円）
6月の町議会定例会に追加提案し、可決されました。令和２年度6月追加補正予算令和２年度6月追加補正予算

災害時の指定避難所開設にあたり新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、避難所備蓄品として簡易ベッ
ド、防災マット等の整備費用を増額補正します。

コミュニティ助成事業【新】
5,000千円

担当：総合戦略課 白石創生推進係　0952-84-7132

宝くじの助成事業を活用して、コミュニティ活動
に必要な備品の整備等に対して助成します。

保育対策総合支援事業
1,241千円

担当：保健福祉課 こども未来係　0952-84-7116

新型コロナウイルス感染症対策として、体温計や消毒
液等を調達し、町内の公立、私立保育園および認定こ
ども園９園に配備します。

保健衛生総務費
2,058千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

保健師（会計年度任用職員）を新たに雇用し、新型コロナ
ウイルス感染症対策業務や母子保健業務、子育て世代包括
支援センター業務の充実を図ります。また、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大を防止するため、マスク、体温計
の備蓄品購入費を増額補正します。

新規農業就業者対策支援事業
1,324千円

担当：農業振興課 振興係　0952-84-7121

白石地区いちごトレーニングファーム2期生3人の
うち、研修終了後白石町内で就農予定の2人に対し
て助成を行います。

林業施設災害復旧費
6,000千円

担当：農村整備課 水産林務係　0952-84-7122

令和元年8月豪雨により被災した林道等の災害復旧
事業において、竹木の根株や転石等が当初の想定
を超えて大量に発生したため、工事請負費を増額
補正します。

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業【新】
280千円

担当：保健福祉課 福祉係　0952-84-7116

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けてい
る低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特
別給付金が県から支給されます。その受付事務等
を町が行うための経費を補正します。

土地改良事業負担軽減特別支援事業【新】
32,545千円

担当：農村整備課 農村整備係　0952-84-7122

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けてい
る農家を支援するため、土地改良事業における負
担金を軽減する支援金を交付します。

｢しろいし応援団｣
限定プレミアム商品券2020
10,000円で12,000円の商品券
発
売
日

8月
9:00～16:00

※売り切れ次第終了します

8日土・9日日

販売場所
白石町総合センター
福富ゆうあい館
有明スカイパークふれあい郷

販売価格

１冊（500円×24枚）を１万円で販売
※1人につき10冊まで購入できます

※購入時に住所と名前を記入していただきます。
※町外の人も購入できます。

白石町商工会　　　　　☎ 0952-84-2043
白石町役場総合戦略課　☎ 0952-84-7132

令和２年８月～令和３年１月

商品券利用期間

問い合わせ

ニイ ニイゼロ ゼロ
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問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

～ 町が発信する防災情報について～

緊急放送受信機の設置について

【町から発令する避難情報】

災害から身を守る

防災行政無線

携帯電話の
緊急速報メール

ケーブルテレビ
町ホームページ

防災ネット「あんあん」

大雨の前に再確認

　屋外に設置したスピーカーや家庭に設置し
た緊急放送受信機から防災情報を放送してい
ます。
※ 0800-2000-787
に電話をすると、直近の放送
内容を聞き直すことができ
ます。
(通話料無料)

　町が避難勧告などの緊急性のある情報を
発信する場合、白石町内の携帯電話にメール
で一斉に通知します。
（専用の警報音と、
画面上の表示で
通知します）

 佐賀県が運営する気象情報や防災情報など
を配信するメールシステムです。利用には、登
録が必要です。登録は、http://esam.jpに直接
アクセスするか、下記のＱＲコードからアクセ
スしてください。

※白石町独自の防災情報
　も配信しています。

　ケーブルテレビに加入している人は、11チャ
ンネル、12チャンネルで防災情報を視聴でき
ます。
　また、町ホームページにも緊急・防災情報を
掲載しています。

受信機の
電池の確認

を!!受信機の
電池の確認

を!!

警戒レベル 住民がとるべき行動 行動を促す情報

警戒レベル５ すでに災害が発生している状況であり、
命を守るための最善の行動をする。

災害発生情報
※災害が実際に発生していること
を把握した場合に、可能な範囲
で発令

警戒レベル４
危険な場所から
全員避難

速やかに避難場所へ避難する。かえって
危険な場合には、近くの安全な場所や
自宅内のより安全な場所へ避難する。

避難勧告
避難指示（緊急）

警戒レベル３
危険な場所から
高齢者等は避難

避難に時間がかかる高齢者等の要配慮
者は避難を開始する。その他の人は避
難の準備をする。

避難準備・高齢者等避難開始

警戒レベル２ 注意報

警戒レベル１ 気象情報等に注意し、災害への心構え
を高める。 警報級の可能性

　これから大雨が降りやすい時期をむかえますが、近年、全国各地で豪雨による被害が発生して
います。白石町でも、毎年のように大雨による冠水被害などが発生しており、今年も大雨被害が
心配されます。今回は、町からどのような方法でどのような防災情報が発信されるのか再確認し
てみましょう。

　令和元年8月末の大雨で、白石町でも降り
始めからの総雨量が400㎜を超え、町内各所
で家屋の浸水や土砂崩れなどの被害が発生し
ました。
　今年も昨年を上回る災害が起こらないとは
限りません。気象庁や町が発表する情報を積
極的に活用し、早めの避難行動を心掛けまし
ょう。

5段階の警戒レベルで避難情報を発令します
　平成30年7月豪雨の反省を踏まえて、全国的
に避難情報に関する基準が定められ、災害の危
険度や住民のとるべき行動を5段階の警戒レベ
ルを使ってお知らせすることとなりました。
　町では、人的被害が発生する危険性が高まっ
た場合に、防災行政無線などで避難情報を発令
します。避難情報が発令された場合は、警戒
を強め、適切な避難行動をとってください。

ハザードマップを確認しましょう
「白石町防災ハザードマップ」は、町内の
浸水想定区域や土砂災害危険箇所などを掲
載し、様々な災害に対する知識と備えをま
とめています。
　みなさんの家庭や職場周辺にどのような
災害の危険性があるのか、また最寄りの避
難場所や避難経路など、雨期前に再度確認
しておきましょう。

　町では、防災行政無線を屋内に放送する緊急放送受信機の設置を進めています。希望する人で
申請が済んでない人は、無料で設置ができますので早めにお申込みください。
　また、すでに受信機を設置している人で、転居等により受信機が不要になった場合は返却が必
要です。
　詳しくは、総務課 危機管理・防災係までお問い合わせください。

ハザードマップ等で、避難場所や避難
経路、避難のタイミング等の再確認を
行い、避難に備える。
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　町で準備できる物品には限りがあります。自身の健康状態を確認するための
体温計など、可能な限り、予め準備している非常持出品に加えておきましょう。

●マスク
●アルコール消毒液（ウエットティッシュ等）
●体温計
●スリッパ

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111
保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう

知っておくべき5つのポイント

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、
災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

●避難とは[難]を[避]けること。
　安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。

●避難先は、町が指定する避難所だけではありません。安全な
　親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

●マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら
　携行して下さい。

●避難情報や開設避難所は防災行政無線等で早めに連絡しま
　す。大雨や台風接近時には町からの防災情報にも気を配り
　ましょう。

●今一度ハザードマップで自宅周辺の危険性を確認しておき
　ましょう。紛失した場合は総務課までご連絡ください。

～新型コロナウイルス感染症対策～

避難所に持っていくもの

　新型コロナウイルスの出現に伴い、今後は、一人ひとりが感染防止の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手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の対策をこれまで以上に取り入れた生
活様式を実践することが求められています。

　室内では・・・
●扇風機やエアコンで部屋の温度を調節
　感染症予防のため、こまめに換気をしましょう
●遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用

　屋外では・・・
●日傘や帽子の着用
●日陰の利用、こまめな休憩
●天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える

　からだの蓄熱を避けるために
●通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
●保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす

●室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、 
　こまめに水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給
　する

熱中症予防のために

暑さを避けましょう

こまめに水分を補給しましょう

●屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保できる場合には、マスクをはずす
●マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分とっ
　た上で、適宜マスクをはずして休憩を

適宜マスクをはずしましょう

●めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
●頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う
重症になると、
●返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い

熱中症の症状

涼しい場所へ
エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる
からだを冷やす
衣服をゆるめ、からだを冷やす（特に、首の周り、脇の下、足の付け根など）
水分補給
水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する

～熱中症が疑われる人を見かけたら～

自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう！
問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116
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令和２年度 

人間ドック、脳ドック 追加募集のご案内
　白石町国民健康保険では、人間ドック・脳ドックを実施しています。対象者には4月中旬に案内通知
を送付していますが、定員に若干の空きがあり今回追加募集をします。希望する人は保健福祉課健康
づくり係までお問い合わせください。
　なお、対象者要件を満たしている人に案内通知をしていますので、案内通知が来た人のみとします。
　追加募集は7月8日～7月末までの受付とし、定員に達したら終了します。（先着順）

医療機関名 武雄杵島地区医師会
検診センター（武雄市） 白石共立病院 織田病院

(鹿島市)
樋口病院

(嬉野市塩田町)
新武雄病院
(武雄市)

身体計測、血液検査、尿検査、血圧、
視力、聴力、大腸がん検査、肺がん
検査、胃がん検査、心電図検査、腹部
超音波検査、眼底検査、診察等

身体計測、血液検査、尿検査、血圧、
頭部MRI検査（ＭRI・MRA)、頸部Ｘ線検査、頸部エコー、
診察 
※がん検診は含まれません。

次の１～５までの要件をすべて満たす人が対象となります。

１ 白石町の国保に加入している。
２ 令和3年3月31日現在で、40歳以上74歳以下である。
３ 国保税の滞納がない世帯である。
４ 令和元年度に特定健診を受診した。または、自己負担で人間ドックを受診した（健診結果の提出が必要）。
５ 令和元年度に白石町国保の人間ドック・脳ドックのいずれも受診していない。

脳ドックは、対象者の要件を満たしても、次のような人は申請できません。
◆脳疾患（脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、水頭症など）の病歴がある人や、現在治療中の人
◆ペースメーカーや人工関節など、身体に金属を埋め込んでいる人
◆眼内異物のある人　◆閉所恐怖症の人　◆入れ墨をしている人　
◆妊娠中またはその可能性がある人

※自覚症状がある人は、健診ではなく、早めに医療機関を受診してください。
※ドック受診者の氏名などの個人情報を、町から医療機関へ提供します。
　また、健診結果は、町と医療機関とで情報共有し、保健指導に活用しますのでご了承ください。
※問診の結果、受診できない場合もありますのでご了承ください。

人間ドック 脳ドック

令和3年3月まで

追加募集人数 １７人 ９人 １９人 ２８人 ２人

12,000円 10,000円 11,000円 11,000円 12,000円自己負担額

受 診 期 間

健 診 内 容

対象者要件

その他要件

留 意 事 項 日本脳炎の予防接種を受けましょう
日本脳炎とは？

【予防法】
～日本脳炎の予防接種が
　　　　　最も効果的～

蚊に刺されないように
工夫しましょう

ウイルス性の急性脳炎で、突然の高熱や頭痛、嘔吐、意識障害およびけいれ
ん等が主な症状となります。感染者の100～1000人に1人が脳炎等を発
症すると考えられています。日本脳炎ウイルスをもっている蚊（コガタアカ
イエカ）に刺されることで感染します。

合計4回の接種が必要です。1期接種は3歳の時に2回、その後おおむね1
年の間隔をおいて1回接種します。2期は9歳の時に1回接種します。  
※平成12年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、20歳の誕生日の
　前日まで定期の予防接種として日本脳炎の未接種分を接種できます。

〇蚊が屋内に侵入しないように網戸の使用や、特に夕方から夜にかけて
　窓や戸の開閉を少なくしましょう。
〇戸外へ出かける必要があるときは長袖・長ズボンを着用したり、虫よけ
　スプレー等をこまめに使用したりするなどの対策をおすすめします。 

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

白石町
国民健康保険
加入者の皆さんへ

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。

●日　時　７月２８日（火）
　　　　　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

予防接種をする際は、必ず医療機関に予約をしましょう

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115
佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476

国民健康保険、後期高齢者医療被保険者証更新のお知らせ

「後期高齢者医療費のお知らせ」の通知時期を変更します

　今お持ちの被保険者証の有効期限は、令和2年7月31日までです。
　新しい被保険者証は、7月中に簡易書留または直接渡しますので、8月以降使用してください。
　今お持ちの被保険者証は、7月31日まで使用して、その後は裁断等をして確実に廃棄してください。
【お願い】
　新しい被保険者証が届いたら、住所・氏名・性別・生年月日の確認をお願いします。
　記載内容に誤りがある場合は、住民課保険係までご連絡ください。

国民健康保険、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額
認定証を持っている皆さんへ《認定証更新のお知らせ》
　国民健康保険、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は令和2年7月31日ま
でです。
　国民健康保険の認定証は、更新手続きが必要ですので、住民課保険係で手続きを行ってください。
　後期高齢者医療の認定証は、既に持っている人には被保険者証と一緒に交付しますので、更新手続き
の必要はありません。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者に「後期高齢者医療費のお知らせ」を送付しています。
今年度から年２回（１１月・２月）の通知に変わります。７月には通知を送付しませんのでご注意ください。

　このお知らせは、確定申告等の医療費控除の手続
きで医療費の明細書として使用できますので、手続
きに使用する人は大切に保管してください。

通知１回目

通知２回目

送付時期

１１月末

２月下旬

通知に記載する診療月

令和２年１月～８月

令和２年９月～１２月

（旧） 黄緑色 （新） 紫色

（旧） 青色 （新） 桃色

国民健康保険

後期高齢者医療
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問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121
問 日本年金機構 武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121
住民課 住民係　0952-84-7115

　• 時　　　　間　　８：３０～１６：００（毎週月～金曜日）　　
　• 予約受付期間　　相談希望日の１ヵ月前から前日まで
　• 予約の電話をする時は、手元に基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書等を準備ください。
　• 予約電話番号　　０５７０－０５－４８９０　【予約受付専用電話】　または
　　　　　　　　　　０９５４－２３－０１２１　【武雄年金事務所】
　　　　　　　　　　最初の音声案内の後に①番をダイヤルし、次の案内で②番をダイヤルしてください。

追納　保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受
ける年金額が少なくなります。また、納付猶予制度の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入
されますが、年金額の計算には反映されません。
　そのため、これらの期間は10年以内であれば、追って保険料を納めること（追納）ができます。追納を
行う場合は、申し込みが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

※「3／4免除」「半額免除」「1／4免除」を受けた場合、残りの保険料（納付すべき保険料）を期限までに納
　付しないと全額未納となります
※「納付猶予」の所得基準は、全額免除の基準に該当する場合です。

◆所得が一定以下の人
◆天災、失業等の理由により、保険料
  を納付することが著しく困難な人
◆所得が一定以下で保険料を全額
  納付することが困難な人
　（一部免除）
◆50歳未満で学生以外の人
　（納付猶予制度）

•印鑑（認印）
•雇用保険受給資格者証または離
職票（会社などを退職した人）
•年金手帳

ご存知ですか？
国民年金保険料免除制度

武雄年金事務所での手続き・相談の際は予約をお願いします

国民年金
だ よ り

免除申請の対象者

過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)までさかのぼって申請できます。
過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある人は、ご相談ください。
希望により毎年の申請が不要になります。
（失業等を理由とした特例免除承認は翌年も申請が必要です。)

所得による免除の基準

申請時に持参するもの免除の種類

全額免除

3／4免除

半額免除

1／4免除

57万円

78万円

118万円

158万円

0円

4,140円

8,270円

12,410円

所得の目安
（参考：単身者の場合
控除額を除く）

月額保険料
（令和2年度の額）

　経済的な理由などから国民年金保険料を納付することが困
難な人は、「保険料免除」や「納付猶予(50歳未満)」を申請
することができます。
　保険料を未納のままにしておくと、老齢年金の他に障害年金
や遺族年金も受けられない場合があります。免除または猶予を
希望する人は住民係窓口へ申請の手続きにお越しください。
　なお、免除や猶予は申請者本人の所得の他に、世帯主や配
偶者にも所得制限があります。世帯構成人数等により制限額
が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

　不特定多数の人が出入りし、イノシシ等の野生
動物が出現するおそれのある場所では、ごみの放
置をやめましょう。
　また、生ごみ等は適切に処理し、野生動物の接
触防止に努めましょう。

　武雄年金事務所では、年金に関する相談や届出のお手続きを予約制で行っています。
　予約することで、事前に準備ができ、相談内容にあったスムーズな相談を受けることができます。

家庭でできる「水質改善」
水質汚濁の７割近くは、一般家庭からの“生活排水”が汚染源とされています。
地域の豊かな水環境を守るため、家庭でできることからはじめましょう。

　①残さない…みそ汁やスープは食べる量だけを作りましょう。
　②ふきとる…食器や鍋の汚れは紙等でふきとってから洗いましょう。
　③流さない…油は紙等に吸わせたり固形化して流さないようにしましょう。

問 生活環境課  環境係　TEL 0952-84-7118

今日か
ら

実践し
て

みまし
ょう。
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佐賀農業高校

白石高校

至塩田

六角小学校

須古小学校

白石中学校

有明南小学校

有明西小学校

有明東小学校
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36
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207

444

444

▲

白石町水質調査採取地点

白石町交流館ゆめてらす

むつごろうカントリークラブ

遊水池公園

有明中学校

白石町役場

白石小学校

福富小学校

福富中学校

新渡大橋

六角橋

住ノ江橋

六角川河口堰

江北町 小城市

北明小学校

白石警察署

白石消防署

福富ゆうあい館

※下水道や合併浄化槽等を利用していてもこれらの取組みをすることで処理施設への負担を減らせます。

町では、河川・水路の水質検査を行っています。（検査結果は、町ホームページに掲載しています。)

CSF(豚熱)および
ASF(アフリカ豚熱)を
拡げないために

生ごみ(特に肉製品)は
ごみ箱に捨てよう！

CSF(豚熱)・ASF(アフリカ豚熱)
の感染拡大防止にご協力ください。
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日時 : ８月１日 (土)、２日 (日) １３：００～１６：００
場所： 白石町役場東側テニスコート駐車場

■町内から発生した剪定枝葉に限ります。（木の根っこは持込み不可）

■造園業・剪定業の人の持込みはできません。　　　　　　　
■指定日時以外の持込みはできません。
■箱、袋、ひも、コンテナ等は必ず持ち帰ってください。
■紙くずなどのごみは取り除いてください。
■枝葉の荷降ろしは各自でお願いします。　　　　　
■荷台はロープでしっかり結ぶなど、枝葉が路上に落ちないようにお願いします。
■竹は分けて置いてください。
■以下のものは受け入れできません。
　・よしず　・すだれ　・家具や建具の一部　・廃木材　
　・草や草花類　・葦　・籐製品（かごなどを分解しても不可）　
■処理料は無料です。

※受付時、運転免許証の提示をお願いします。

剪定枝葉収集実施のお知らせ

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

※中止の場合は防災無線、ケーブルテレビ放送、ホームページでお知らせします。

小雨
決行

20cm以下

＊次回は11月末を予定しています。
＊チップの配布はありません。役場でチップ機の貸し出しを行っていますのでご利用ください。

ごみの収集ではありません。ルールとマナーを守っていただくようお願いします。

○補助対象者
　町内の一般家庭、自治公民館　※事業所は対象外です。
○生ごみ処理器等
　生ごみ処理器等を使って減量した処理物は、有機質肥料として家庭での再利用ができ、良質の「資源」に
　変わります。
○コンポスト容器
　コンポストとは、畑などの土に置きその中に生ごみを入れ堆肥にするというしくみです。
　地上式と埋め込み式があります。
○段ボールコンポスト
　段ボール箱の中に土壌改良材を入れ、微生物の力によって生ごみを分解し堆肥を作ります。

【補助額】
　対象費用の３分の１以内（100円未満は切り捨て）
　２万円を限度とします。
（段ボールコンポストは3回分（1年間分）の経費をまとめても可）
【申請に必要なもの】 生ごみ処理器等またはコンポスト容器の領収書および設置写真、印鑑、通帳
【申請先】 生活環境課 廃棄物対策係

生ごみ処理器等購入の補助金について
　町では、生ごみ処理器等やコンポスト容器（段ボールコンポスト等）の購入者に対し、補助金の交付を
行っています。   

問 生活環境課  廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

天候により中止の
場合もあります。

ごみポスターにしたがって分別すると、リサイクルを円滑に行うことができますので、ご協力をお願いし
ます。あらためて、資源ごみを出すときの手順をご確認ください。

海洋プラスチックごみ問題を含めた環境問題が深刻さを増しています。
できるだけ無駄なレジ袋を少なくし、環境問題解決への第一歩になるようご協力をお願いします。

※カンで出せるものは、ジュ
　ースやビールのアルミ缶・
　スチール缶、缶詰のカン、
　粉ミルク缶、菓子缶などです。
※油缶やツナ缶など洗っても
　油の成分が付着したものは
　「もえないごみ」へ

※ドレッシング瓶や化粧品
　の瓶、油瓶、コップ等の
　ガラス製品は「もえない
　ごみ」へ

※取れないラベルはそのま
　まで構いません

再利用するにはきちんと分別することが大切です。
分別収集にご協力ください

買い物は、マイバックを利用しましょう！

ペットボトルを出す手順

ビンを出す手順

カンを出す手順

捨てればごみ　分ければ資源
分別することで　リサイクルがスタートします！

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

①キャップとラベルを外す

①中を空にして水で洗う

①中を水ですすいで、つぶさずに出す。

キャップは
「もえないごみ」へ

②中を空にして水で洗う ③つぶさないで出す

汚れ（油など）のひどいもの、異物が入って
いるものは「もえるごみ」で出してください

キャップ・ラベルは
「もえるごみ」へ

キャップは
「もえないごみ」へ

～7月1日からレジ袋有料化が始まっています！レジ袋削減にご協力ください！～
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 in  Shiroishiまちのわだい

大きいたまねぎにびっくり！Topics

思いやりいっぱいに育ちますようにTopics

高校生の防災意識を高めるTopics

７月は再犯防止啓発月間です“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～にご協力を

　6月5日、町内の圃場で武雄市の園児がたまねぎ収穫体験を行いました。
この体験は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、たまねぎの需要が落ち
込んでいる中、子どもたちに収穫を楽しんでもらい子どもも農家も元気になっ
てほしいという思いで企画されました。
　園児たちは自分の顔より大きいたまねぎに驚きながら収穫を楽しんでいま
した。また、機械を使った収穫の様子を見学し、一気に取れるたまねぎを見て歓
声が沸き起こりました。

新一年生です。よろしくお願いします！

しろいし農業塾・いちごトレーニングファーム

たまねぎ収穫体験

有明西小「人権の花」運動　

白石高校｢夢T（つなぐ）∞T（つながる）プロジェクト｣

　連絡先　白石町役場農業振興課　0952-84-7121　
　　　　　JAさが白石地区営農経済センター園芸指導課
　　　　　　　　　　　　　　　　　 0952-84-5112

大きいたまねぎを見て笑顔の園児▶

▲広いたまねぎ畑で｢はいチーズ！｣

▲花の苗贈呈 ▲気持ちを込めて花を植えます

　トレーニングファーム二期生「久田真弘」です。佐賀市から
引っ越してきました。これまで、農業経験は全くありません
が、農業に興味があり、白石町のいちご農家になりたいと一
念発起し、まずは、農業の基礎を学ぼうとトレーニングファームに入校しました。まだ研修は始
まったばかりですが、トレーニングファームの先輩や町内のいちご農家で実習しながら経験談を
聞かせてもらいとても充実した毎日を過ごしています。
　先輩達が育てられたいちごの収穫やパック詰め等、初めての作業ばかりでとても新鮮で刺激的
です。まだ、思うように体が動かなかったり、作業への理解度が低い部分などもあり落ち込むこと
もしばしばあります。
　これから暑い時期になってきますので、体調にも気を付けながら頑張っていこうと思います。
　なお、現在借家住まいです。研修後の農業経営開始のため、空き家、農地、中古ハウスを探してい
ます。情報は、連絡先までお願いします。

　6月9日、有明西小学校へ白石町人権擁護委員・武雄人権擁護委員協議会・
法務局武雄支局からサルビアや日々草などの花の苗が贈呈されました。「人
権の花」運動には、花を育てることで命の大切さや思いやりの心を育んでほ
しいとの願いが込められています。
　贈呈された花の苗は、児童全員でプランターに植え、
児童代表が「みんなで協力して、思いやりの心を持って
大切に育てます。きれいな花をたくさん咲かせたいと思
います」とお礼の言葉を述べました。
　今後は、12月に観賞会と人権教室が予定されています。

　6月10日、白石高校普通科キャンパスで防災教育講演会が開催されました。
講演会は、プロジェクトの中の高校と大学が連携する取り組みとして、昨年の
佐賀豪雨災害調査団団長で佐賀大学理工学部の大串浩一郎教授（白石町・白石
高校出身）を講師に招き、「令和元年8月佐賀豪雨災害と今後の水災害への備え」
と題して講演が行われました。
　大串教授は、「地域の知恵が防災・減災の鍵になる。そしてそれを地域で共有することが大切である。自分の
身は自分で守る」と今後の災害への備えを呼びかけました。
　今回の講演を踏まえて、7月27日には、生徒によるに昨年の豪雨被害地域のフィールドワークが行われる予
定です。

ひさだ まさひろ

問 佐賀保護観察所 企画調整課　TEL 0952-24-4291
保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 建設課 維持管理係　TEL 0952-84-7124
農村整備課 農村整備係　TEL 0952-84-7122

農作業時の泥が道路に落ちているところが見受けられます。交通事故
の原因になることもありますので、泥が落ちてしまった際は片付けま
しょう。

道路の美化に
ご協力ください

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で70周年を迎え
ました。
　白石町でも毎年、県知事メッセージの伝達式、町内広報パレード、社会を明るくする運動大会、また、小
中学生を対象に作文コンテスト等を開催しています。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「第70回白石町社会を明るくする運動大会」は、
中止することになりましたが、この運動の趣旨の輪を広げ、つなげ、犯罪や非行を防止し、立ち直ろうと
する人を再び地域の輪に迎え入れて、責任ある社会の一員となるよう支えることで、誰もが活躍できる
社会を築きましょう。
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　個人番号（マイナンバー）を証明するものとして利用できるほか、顔写真付きの
身分証明書としても利用できます。
　今年9月からはマイナポイントも利用できます。申請から交付まで2ヵ月程度
の期間を要します。この機会にマイナンバーカードを作りませんか！
　住民課では、郵送やオンラインでの申請、顔写真の撮影の手伝いも行っています。

　役場からカードの受取方法を記載した交付通知書が届いたら、受け取りの予約をし、申請者本人が受け取
りに来てください。
　お手持ちの通知カードは、マイナンバーカード交付時に回収しますので、処分せず大切に保管してください。

を作りませんか

問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

ヵ

人 人人

役場

役場

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

（住民課でQRコード付きの交付申請書が再発行できます）

QR

QR

WEB

WEB

WEB

WEB

URL

URL ｢マイナポイント｣を受け取るには、｢マイナンバーカード｣を使い『マイナポイントの予約』をする必要があります。
その後、好きなキャッシュレス決済サービスを1つ選択して申込みを行っていただくこととなります。
『マイナポイントの予約』を行った人は、『マイポイントの申込み』を2020年7月以降、順次行うことができます。
ポイントがもらえるのは2020年９月以降です。
チャージまたは買い物をした際に、その金額に対し25％の「マイナポイント」が付与されるという仕組みです。
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問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

問
公益財団法人 佐賀未来創造基金事務局

TEL 0952-26-2228

問・申込 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

問・申込 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

親子で陶芸体験をしてみませんか？
作品が出来上がるまで丁寧に講師が教えてくれます。
人形や器など好きな物を作れますので、親子で楽しく
陶芸をしてみませんか？
４回をとおして参加を希望する親子を募集します。

若い男女の出会いの場でもあった古代の行事「歌垣」にちなみ、「愛」の想いを込め
た短歌（五・七・五・七・七）を募集しています。

※コンテストの詳細については、白石町ホームページ、または白石・福富・有明各公民館に置いている「応募は
　がき」付き募集要項をご覧ください。
※収集した個人情報はコンテストの運営にのみ使用し、それ以外の目的に利用することはありません。

CSOの組織基盤強化や活動の促進のためにぜひご活用ください。
　公益財団法人佐賀未来創造基金では、新型コロナウイルス感染症の影響による活動自粛などで、組織基盤
や活動が停滞しているCSOの活動継続を支援するため、佐賀県との協働で「佐賀型CSO持続支援金」助成
プロジェクトを行っています。

●助成額：原則上限10万円
●対象：佐賀県内のCSO
　※新型コロナウイルス感染症による行政支援（持続化給付
　　金等）を受けることが困難な団体を優先します。
　※申請には佐賀県内中間支援組織の推薦が必要です。
●選考の観点：緊急度、重要性、活動状況（これまでの活動・
　今後の展開）等を考慮して選考会で審査します。

　詳しくは、QRコード（外部リンク 公益財団法人 佐賀未来創
造基金）をスキャンしてご確認ください。

　住民満足度の高い公共サービスを実現する新たな担い手として、CSOへの期待が高まる中、佐賀県と白
石町では地域の課題を解決し、暮らしの満足度を向上するためにCSOからの提案を募集しています。

提案対象事業：県および白石町が現在取り組んでいる業務またはCSOからの提案で県および白石町が新た
に取り組む業務
提案の種類：CSOの特性を活かした県または白石町との協働で高い効果が期待されるもの
主な例
・啓発、イベント事業、公的施設の企画運営などの多くの人々の参加を求める事業
・子育て支援、高齢者介護支援などのきめ細かく柔軟に対応する必要がある事業
・地域防犯、環境保全、道路や河川の管理など地域の実情を踏まえて実施する必要がある事業
・まちづくり、商店街の活性化、高齢・障害者移動支援など住民が当事者性を発揮し、主体的に活動する事業　など
提案の募集期限： 10月30日（金）
提案の方法：協働創出事業提案書を提出してください
　　　　　　県への提案 中間支援組織または佐賀県県民協働課
　　　　　　町への提案 中間支援組織、佐賀県県民協働課または
　　　　　　白石町総合戦略課白石創生推進係
　詳しくは、QRコード（外部リンク 佐賀県県民協働課）を
スキャンしてご確認ください。

　　CSOとは…
　　ＮＰＯ法人、市民活動・ボランティア団体、自治会、町内会、婦人会、老人会、ＰＴＡなどの組織・団体
　　中間支援組織とは…
　　個々のCSO活動を支援するために活動しているCSOで、県内に10ヵ所あります。

場　　所　陶 芸 館（町総合センター駐車場北側・健康センター西側）
講　　師　原﨑 壽 先生
募集人数　親子５組程度　※多数の場合は抽選となります。
受 講 料   ５００円/人(４回分)
申込期限　７月１５日(水)まで
※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。

募集期間　９月３０日（水）まで
部　　門　一般の部・高校生の部・中学生の部・小学生の部
短　　歌　一人２首まで
応募方法　はがきに短歌・住所・名前・電話番号を、児童生徒は学校名・学年もご記入の
　　　　　うえ、下記まで郵送またはご持参ください。
　　　　　〒849-1192　白石町大字福田1247-1
　　　　　　　　　　　　白石町教育委員会　生涯学習課　生涯学習係
投 稿 料    無料
選　　者　江副壬曳子・貞包雅文・塘　健（五十音順）
表彰内容　「歌 垣 賞 」　１首
　　　　　「最優秀賞」　各部門１首ずつ
　　　　　「優 秀 賞 」　各部門３首ずつ
　　　　　「秀　　作」　各部門６首ずつ　計４１首
選考結果　令和３年１月中旬までに入賞者へお知らせします。
　　　　　入賞短歌４１首を白石町ホームページに掲載します。

「佐賀型CSO持続支援金」の申請受付が始まっています

CSOからの提案を募集します

「親と子の焼き物つくり教室」

歌垣の里・白石 三十一文字コンテスト
うたがき

あなたの「愛」を短歌で表してみませんか。

み そ も じひと

回

１

２

３

４

　　期　日

７月２３日（木・祝）

７月２５日（土）

８月  ８日（土）

８月２２日（土）

　　時　　間

９：００～１２：００

９：００～１２：００

９：００～１２：００

９：００～１０：３０

　　　主な作業内容　

陶土をこね、『形を作る』

『形を整える』『形を仕上げる』

『釉薬をかける』『陶器に絵を描く』

作品の『鑑賞』と講評があります。

日程と主な作業

募集

募集
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　白石町では、令和２年度職員採用試験（令和３年４月１日採用予定）を
実施する予定です。
　詳しくは、7月上旬から、役場掲示場、ケーブルテレビ、町ホームページ、
広報白石8月号等で公表します。

■試験区分と採用予定人数
　一般事務他　　若干名
■試験日
　第一次試験　9月20日（日）予定
　第二次試験（一次合格者）
　　　　　　　10月下旬予定
■受験手順
　申込書および試験案内は、7月上旬から
　白石町役場で交付します。
　また、郵便で請求することもできます。
■受験申込受付期間
　7月中旬～8月中旬
■問合せ先
　総務課 職員係　電話　0952-84-7111
　〒849-1192　白石町大字福田1247-1

白石町職員採用試験〈予告〉

令和２年度
杵藤地区広域市町村圏組合
消防職員採用試験案内

【試験区分および採用予定人員】

試験区分

消防・救急救命士 ２人程度
「消防」については消防の業務に従事
「救急救命士」については消防の業務および救急救命士の業務に従事

採用予定 職　務　内　容

採用
試験

採用
試験

【受験資格】

【受　付　期　間】　7月中旬～8月中旬　　土・日・祝日を除く8:30～17:15

【第 一 次 試 験】9月20日（日）予定
【申込書請求場所】杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署

申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に｢採用試験申込書請求｣と朱書し、必ず120円
切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型2号・Ａ4サイズ）を同封してください。
なお、申込書は７月中旬から配布予定です。

【申込・問合せ】〒843-0024
武雄市武雄町大字富岡12634-1
杵藤地区広域市町村圏組合消防本部総務課人事係
電話　0954-23-0160　　http://www.kitou-web.jp/

試験区分

消防・救急救命士

「消防」については平成７年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた人で、
採用後杵藤広域圏内に居住する人
「救急救命士」については平成３年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有
する人で、採用後杵藤広域圏内に居住する人

受  験  資  格

［有明西小学校］笑顔であいさつ さわやか西小っ子

【学校教育目標】笑顔であいさつ　さわやか西小っ子を育てる　チーム有西！
有明西小学校では、「笑顔であいさつ　さわやか西小っ子」を合言葉に、学校、家庭、地域
が一体となった「チーム有西小」による教育を推進しています。子どもたちの未来のために
今必要なこと、大切なことを見据えて、「思いやりあふれる学校」「笑顔と活気あふれる学
校」「やる気をもって学び、互いに高め合う学校」を目指しています。

　「大きな声で」「自分から」「相手を見て」「笑
顔で」「立ち止まって」「名前+あいさつ」あいさ
つのレベルアップを目指しています。気持ちのよい
あいさつは未来にきっと役立ちます！元気なあいさ
つが行き交う地域にしていきたいですね！

■創　立：明治９年

■校　長：櫟村　圭子

■児童数：１３０人（Ｒ２年４月現在）

■住　所：白石町大字戸ケ里１４９３番地１

■HPアドレス

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

◆あいさつレベルアップ！

　子どもたちのためにたくさんの地域の皆さんにご協力をいただいています。今後も登下校時の
見守り，丸付け先生，読み語りボランティアを募集します。よろしくお願いします。

◆コミュニティ・スクールの取組

学校教育は今

～登下校の見守り・丸付け先生・読み語り～

　１、２年生はさつまいも、３年生は大豆の栽
培、４年生は親子料理教室、５年生は米作り、
６年生は椎茸の菌植え付けから収穫体験等、様
々な体験活動に地域の皆さんからご支援いただ
いています。また、出前発表では、学習したこ
とを発表したり地域の皆さんにインタビューし
たりして学びを深めています。地域の皆さんと
ゲームをしたり、肩もみをしたりして楽しく温
かい交流も見られました。
　皆さんからたくさんのことを学ばせていただ
いています。本当にありがとうございます。

◆地域に学ぶ・地域と共に！ ～農業体験・出前発表会・親子料理教室など～
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学力テスト全国最下位からの脱出
諸見里 明著　学事出版

坂詰 真二著　カンゼン

●7月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

すばらしき日本語
清水 由美著　ポプラ社

図書紹介

ん！？
宮藤 官九郎著　
文藝春秋

図書紹介

今日から自宅がジムになる宅トレ

よなかかいじゅうイビキラス
大串 ゆうじ著　白泉社

図書室
有明公民館

7月 /6日(月)/13日(月)/20日(月)/24日(金・祝)
/25日(土)/27日(月)/30日(木)

8月 /3日(月)開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・7月5日～8月8日

TEL 0952-87-2171

●7月の休館日
楽習館 7月 /6日(月)/13日(月)/20日(月)/23日(木・祝)

/24日(金・祝)/27日(月) 8月/3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

・7月5日～8月8日TEL 0952-71-5245

TEL 0954-65-3135

延長開催中！

期間　～8月30日（日）
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）

　6年連続で学力テスト全国
最下位だった沖縄県がなぜ
一気に24位に上昇し、現在
は6位にまでなったのか。当
時の沖縄県教育委員会教育
長が、その苦闘や取組みを
まとめる。沖縄の歴史と教
育に関するコラムも収録。

　ジムに通わなくても自宅
でできる筋トレ&ストレッ
チを紹介。効果的な「宅ト
レ」をするための正しいフ
ォームを、効く部位や、時
間の目安、呼吸と時間、ポ
イント、NG動作などととも
に写真で伝える。

「空腹の時間」が健康を決める
石原 新菜著　石原 結實監修　新星出版社

　お父さんのイビキのせいで眠れ
ない男の子。もしかしたら、口の
中にかいじゅうが住んでいて、夜
中にあばれているのかも!? 夜の
安眠を守るため、さあ「すいみん
けいびたい」の出動だ。

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
7月のおはなし会　11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。

　日本語という言葉は、奇跡のよ
うに整理整頓が行き届いたとても
美しいことば。30数年にわたり、
留学生に日本語を教えてきた日本
語教師が、ユーモアあふれる文章
でその魅力を語る。日本で生まれ
育った日本語ネイティブ（＝大多
数の日本人）が「えっ、そうだっ
たの？」と驚く日本語のヒミツが
たっぷり詰まった一冊。

「血流」こそ健康と若返りの
源。「食べすぎ」をやめ、
「空腹の時間」を長くする
ことで血管を元気にし、病
気を予防・改善する方法を
紹介する。空腹の血管再生
力をサポートする食事、毛
細血管を増やす体づくりな
どを掲載。

　脚本家　宮藤官九郎の「あまちゃん」
から「いだてん」までの５年間にわたる
作品のエッセイ集。ドラマの裏側をちょ
っとのぞいてみませんか？

図書館情報
！
うも
読
を
本

！
うも
読
を
本

ろく せん  げん  ど    い　あと

六千間土居跡

めぐりえ

ろうそく

なべしまはるしげ

ろくふかた てんめい からみがた

ほじょう

あかいし かいかく

のうそ

たんざく

なおまさ

ほんまる

あみだにょらい

とがり みふくじ そうとう

とがり みふくじ そうとう

しゃかにょらい

ごてん

れきがんあんざんがんしつぎょう

しょうれい

しんこう

はぜ

　　
　　ス

タンプキャンペーンこど
も読
書の日

　町東部には現在は役目を終え、道路や畑として使用されてい

る干拓堤防跡が複数あり、江戸時代に築堤された中で大規模

な堤防跡が六千間土居跡（１８世紀後半築堤）です。

　六千間土居跡は、名前のとおり堤防の長さが六千間以上（約

１２km）におよぶ干拓堤防跡です。六角川河口から廻里江川河

口までを結ぶ大規模なものでした。その堤防跡の一部は、現在

国道444号線（新観音～新興付近）となっており、住民の生活

を支える道路として使用されています。

　六千間土居の築堤は、佐賀藩の直営事業として行われました。天下泰平の江戸時代においては、武力により領

地を拡大することは不可能なことでした。多くの藩においては、干拓や開墾による新田開発、蝋燭の原料となる櫨

などの商品作物の生産を奨励し藩の財政健全化に務めました。佐賀藩においても８代藩主鍋島治茂により、殖産

興業機関である六府方が天明３（１７８３）年に設置されました。六府方は山方及び里方、牧方、陶器方、搦方、貸

付方、講方の６つの部署があり、干拓を担当したのが搦方でした。福富地域の地名である六府方は、搦方による堤

防築堤により生まれた干拓地であるためこの名となりました。

　干拓堤防の性質上、新たな干拓堤防が海側（東側）に築かれると、役目を終えた堤防は、道路や新堤防の資材

として使用されるなど、徐々に姿を消していきました。六千間土居跡も例外ではなく、昭和期に行われた圃場整備事

業によって更に姿が失われたと思われます。

　平成２９年、道の駅しろいし進入路建設に伴う発掘調査により、六千間土居の護岸表面を覆っていた石組みが

出土しました。その場所は畑として使用されており、長期間に渡り地中に埋没した状態でした。石組みに使用され

た石材は、赤みがかったもので通称赤石と呼ばれる安山岩質凝灰角礫岩でした。この赤石は直線距離で約９km

離れた多久市納所で産出され、牛津川を利用し現地まで輸送されたと思われます。輸送された赤石は現地におい

て短冊形状に最終的に加工され、護岸に設置されたと思われます。

　またこの赤石は、同じく８代藩主治茂の時代に改修された佐賀城外堀の石垣や、孫の１０代藩主直正の時代に

造営された佐賀城本丸御殿の基礎石として使用されるなど、佐賀城での使用が確認されています。

　堤防護岸の石組みの直下からは松の杭や胴木、竹杭が確認されており築堤の際に堤防の沈下を防ぎ、強化す

るため使用されたと思われます。

　多大な労力と資材を投入した干拓によって生まれた新田は佐賀藩に大きな富をもたらし、幕末の佐賀藩の近代

化をすすめる源泉となりました。

　皆さんが普段何気なく歩かれている道も先人の築いた堤防跡かもしれません。
<参考文献>
・『有明干拓史』九州農政局有明干拓建設事業所　昭和44年　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

「あるある文化財」第161号（平成
30年10月）の内容に誤りがありま
した。訂正してお詫びします。

誤）阿弥陀如来を御本尊とする

　  戸ケ里・弥福寺（曹洞宗）は、

正）釈迦如来を御本尊とする

　  戸ケ里・弥福寺（曹洞宗）は、

六千間土居跡（太線部分）、平成29年調査箇所（矢印地点）

赤石護岸（東から） 内部の松杭や胴木、竹杭（北から）
※写真は平成29年当時のものであり、現在は見ることはできません。
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

８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。

7月   2日（木）・   9日（木）
　  16日（木）・30日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

７月の相談日
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新型コロナウイルス給付金を装った詐欺に注意！

■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。

・新型コロナウイルス感染症に関する特別定額給付金に関連した相談が寄せられています。
・手続きに関して、行政・公的機関、金融機関の職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かったり、電話や 
　メール・SMSで個人情報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。
・行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メール・SMSなどには反応せず、個人情報は教え
　ないようにしましょう。

高齢になるにつれて家庭内での事故が起きやすく
なるため、早めのバリアフリー化対策が大切です。
どんな対策やリフォームが必要なのか建築士に相
談してみませんか？
住宅に関することなら何でも、窓口または電話で
相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせ
ください。

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。 
★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惑わされずに、正確
　な情報に基づいて冷静に対応することが大切です。
★国民生活センターではフリーダイヤル（通話料無料）で、給付金に関する消費者トラブルについての相談
　を受け付けております。
　（新型コロナウイルス給付金消費者ホットライン　0120-213-188）
★少しでもおかしいと感じた場合や、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。
（年末年始はお休みです）

※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。

町営住宅入居者募集
のお知らせ

建築士による
無料住宅相談
　　　　 のご案内

・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

・7月15日（水）～31日（金）
※6月30日（火）までに応募があった住宅は、7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。

・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

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

5月分 0件

0件
0円

0件
0円0円

0件
0円

1件
5,000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

0件
0円

1件
5,000円

3件
15,000円

2年度累計

5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〉

〈継続〉

・上廿治住宅（2階）　1戸
白石町大字廿治1393番地1
昭和59年度建築（中層耐火構造3階建）
3ＤＫ、水洗トイレ、浴槽あり

〈新規〉

窓口設置日 毎週水曜日、日曜日(9：00～17：00)

佐賀県在宅生活サポートセンター
(さがサポセンターいきいき館内)
佐賀市神野東2丁目6番1号

0952-30-2055相談窓口
連絡先

場　　所

出前住宅相談

■窓口設置日　
　月曜日～金曜日（9：00～17：00）※祝日を除く
■相談窓口連絡先　
　0952-26-2198（建築士会）
　0952-22-3541（事務所協会）
■場所　
　住まいまで出向き相談に応じます。

住まいは人の生命・健康に大きく関わっています。
住まいの安全についてサポーター登録建築士に
相談してみませんか？
建築士が現地に出向いて相談に応じます。
お気軽にお問い合わせください。
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7 2020
Julyくらしのカレンダー 7/5▶8/8

※6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。

（7月5日～8月8日）※都合により変更になる場合があります。

5

8

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

13126 27 28 29

6

30

●日本語交流会
　　19:30～20：30
★1歳児歯科健診
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R元.7月・8月生希望者］
　母子健康手帳・問診票
　（希望者へのフッ化物塗布実施）

●日本語交流会
　　19:30～20：30

●日本語交流会
　　19：30～20：30

●日本語交流会
　　19：30～20：30

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆法律相談
　　10：00～12：00

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

◆法律相談
　　10：00～12：00

◆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
◆家計の困りごと相談会
　　10:00～16:00
　要予約
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［H30.11・12月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

●駐在員会
　　9：00～

元

元

●日本語交流会
　　13:30～14：30元

元

有公

ゆ

ゆ

交

交

大

大

総

健

ミ

ミ

相

元

元

★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　  13:15～
　事前申込者

2 53 4 6 7

★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
７月５日
　　12日
　　19日
　　23日
　　24日
　　26日
８月２日

日
日
日

木・海の日

金・スポーツの日

日
日

有島病院
カタフチ医院
坂本内科医院
副島医院
武岡病院

古賀小児科内科病院
順天堂病院

白石町
白石町
大町町
白石町
江北町
江北町
大町町

0954-65-4100
0952-87-2233
0952-71-3060
0952-84-2205
0952-86-3013
0952-86-2533
0952-82-3161

有島クリニック
白石共立病院
森外科医院
順天堂病院
高島病院
古賀病院

藤井整形外科病院

白石町
白石町
白石町
大町町
白石町
江北町
白石町

0954-65-2066
0952-84-6060
0954-65-2059
0952-82-3161
0954-65-3129
0952-86-2070
0952-84-5880

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

◆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
　

総
●日本語交流会
　　19:30～20：30元

★2ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
　　［R2.5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

◆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
     ［R2.3月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

海の日 スポーツの日

広報白石 R2・728

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
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5月末現在

犯罪発生件数

うち窃盗犯

38件

29件

前年比  ＋3件

前年比  

前年比  

＋7件

4件

2件

5件

4件

　－2件

前年比   －2件
 

前年比  ＋2件

前年比  ＋1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

職業訓練受講生募集（9月入所生）

JR九州からのお願い

EXPRESSEXPRESS
■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
　電気保全サービス科　　　　　　　12人
　※8月生の人数も含みます。
■訓練期間　9月3日（木）～2月26日（金）
■募集期間　7月29日（水）まで
■入所選考　8月5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

准看護科学生募集
　武雄看護学校では准看護科の令和 3 年度入学生
を募集します。
■入学試験　社会人入学試験（前期）
■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（主婦業などを含む）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
■試験日　　9月 5日（土）
■試験会場　武雄看護学校
■出願期間　8月 17日（月）～ 28日（金）
　　　　　　（受付 9:00 ～ 16:00）
■問合せ先　武雄看護学校　准看護科　　
　　　　　　TEL　0954-23-7171

放送大学10月入学生募集
　放送大学はテレビ・インターネットで授業を行
う通信制の大学です。10代から90代の幅広い世
代、約9万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、様々な目的で学んでいます。
　ただいま10月入学の学生を募集しています。資料
を送付しますので、気軽にお問い合わせください。
■出願期間　第1回　6月10日～8月31日
　　　　　 　第2回　9月1日～9月15日
■申込み・問合せ先
　放送大学佐賀学習センター TEL　0952-22-3308
　放送大学ホームページでも受け付けています。
　https://www.ouj.ac.jp

こんな心配ありませんか？（生活自立支援相談）
　・仕事がみつからない…　・借金がある…
　・生活が苦しい…　・どこに相談したら良いのか…
　・家賃が払えない…
お気軽にご相談下さい。専門の相談支援員がとも
に解決に向けて取り組みます。
■問合せ先
　佐賀県生活自立支援センター　TEL　0952-20-0095

　線路側に木が倒れないように管理をお願いします。
　倒木による列車衝突や窓ガラス破損などの事故
が発生しています。倒木でJR九州に損害が発生す
ると、賠償請求をする場合があります。
　線路のそばで木を切る際は、事前にJR九州に連
絡をお願いします。
■連絡先
　JR九州佐賀鉄道部　TEL　0952-23-2939
　※万が一、木が倒れて電線に引っかかった場合、
　感電する恐れがあります。倒れた木に絶対に触
　れず、JR九州電力指令へ至急連絡してください。
　JR九州電力指令　　TEL　092-624-3836

車上ねらい5件は、すべて無施錠による被害です。
自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

情報
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　総務省統計局と佐賀県では、労働力調査を実施します。 
　この調査は、完全失業率など雇用・失業の実態を明らかにすることを目的と
して実施され、経済対策や雇用失業対策に役立てられます。
　調査対象地区の中から選ばれた対象世帯へ、「調査員証」を携行した統計調
査員が調査書類の配布・回収等を行います。調査へのご協力をお願いします。

第4回須古地区地域づくり協議会設立準備委員会・新メンバー勉強会が開催されました
　5月27日、三近堂コミュニティセンターで須古地区地域づくり協議会設立準備委員会の新メン
バー勉強会が開催され、町事務局から町民協働によるまちづくりや須古地区がモデル地区となっ
た経緯などについて説明を行いました。
　また、6月3日には須古小学校体育館で、第4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、新メンバーの紹介や組織体制を含めた今後の協議会設立に向けた進め方などについて話
し合いました。
　町では、今後もこの模様を町民のみなさんにお知らせしていきます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記日程の訓練を中止します。

　　　　　・8月  7日　白石町消防団事前幹部訓練
　　　　　・8月22日　白石町消防夏季訓練

『労働力調査』を実施します

令和２年度 白石町消防夏季訓練等の中止について

横手中南

坂　　田

廿治江越

８月から

９月から

１２月から

◆今年度の調査対象地区

問
佐賀県 統計分析課　TEL 0952-25-7184
総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

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
～白石町町民協働によるまちづくり～

▲新メンバー勉強会の様子 ▲設立準備委員会話し合いの様子
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再生紙を使用しています 〔編集／印刷〕誠文堂印刷

●世帯
●人口
　男性
　女性

（－2）
（－38）
（－17）
（－21）

7,716世帯
22,592人　
10,709人　
11,883人　

R2年5月末現在（対前月比）

広報白石 2020.7 No.187 令和２年7月3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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健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

「免疫力を高める食事」
アボカドとチキンのサンドイッチ

 

 

・お好みのパン
・サラダチキン
・トマト
・アボカド
・バター
・レタス

……… 8 枚
………1枚

………………¹⁄₂個
……………1個
…………大さじ 2
………………2枚

・マヨネーズ ………………大さじ 2
・粒マスタード………小さじ 1と ¹⁄₂

A

■材料：4人分

■作り方

①サラダチキンは細かくさき、ボウルに入れAを加えて和える。
②トマトは5ｍｍ幅の薄切りにする。
③アボカドは種にそって包丁を入れ、ひねるようにして2つに割り、種を取る。
　皮をむき、5ｍｍ厚さに切る。
④パンの片面にバターを塗り、レタス、トマト、①のサラダチキン、アボカドを
　をのせ、もう1枚のパンではさむ。

免疫力を高め、感染症を予防する食事方法とは「バランスよく食べること」です。
ポイントとしては、
１．摂取エネルギーは多すぎず、少なすぎず、自分に合った量を取る
２．たんぱく質も毎食しっかりとる
３．いろいろな食材からビタミン・ミネラルをとる　という3点を心がけて食事をしましょう。

（1人分：エネルギー332cal　塩分1.4ｇ）
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