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補正予算

令和２年度 7月補正予算
◎一般会計補正予算（第5号）

7月の町議会臨時会に提案し、可決されました。
（単位：千円）

補正前の予算額

17,044,337

補正額

208,709

補正後の予算額

17,253,046

のお知らせ

【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。

白石町光ファイバ整備事業【新】

150,000千円
担当：総務課 広報情報係

0952-84-7111

光ファイバによる超高速通信基盤が整備されて
いない福富地域で、国の「高度無線環境整備推
進事業」を活用して高速かつ大容量無線局の前
提となる光ファイバ等を整備する事業者を公募
で選定し、その整備費用に対し、補助金を交付
します。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業【新】

5,000千円
担当：保健福祉課 こども未来係 0952-84-7116
国の第2次補正予算事業を活用し、保育所等や子
育て世代包括支援センターでの、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、マスクや消毒液等の
衛生用品や感染防止のための備品を整備します。

新型コロナ感染症拡大防止に向け

「新型コロナウイルス接触確認アプリ
を利用しましょう。
(COCOA)」
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、厚生労働省から、スマートフォンアプリ
「新型コロナウイルス
接触確認アプリ(COCOA)」が提供されています。
このアプリは、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受ける
ことができるものであり、感染の可能性をいち早く知ることができます。それにより、検査の受診など保健所の
サポートを早く受けることや外出自粛など適切な行動を取ることができ、感染拡大の防止につながることが
期待されます。
なお、個人が特定される情報や、陽性者と接触者(接触の可能性があると通知を受けた人)との関係について
の情報は一切記録されず、
プライバシーは十分に保護されています。
インストール方法など詳しい情報は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

アプリのインストール方法

App StoreまたはGoogle Playで
「接触確認アプリ」で検索してイン
ストールしてください。
iPhoneの人はこちら

保育対策総合支援事業

学童保育事業費

3,259千円

4,000千円

担当：保健福祉課 こども未来係 0952-84-7116

担当：保健福祉課 こども未来係 0952-84-7116

町内の保育所等が配備する体温計や消毒液等につ
いては、町が一括調達する予定でしたが、私立保
育園、認定こども園については、各園で必要なも
のを購入する費用を補助金として交付するため増
額補正します。

国の第1次補正予算事業を活用し、放課後児童健
全育成事業に取り組む施設での、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、マスクや消毒液等の
衛生用品や感染防止のための備品を整備します。

Androidの人はこちら

問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

不当な差別や偏見をなくしましょう
地域子育て支援事業費

500千円

白石町たまねぎ再生次期作支援緊急対策事業【新】

41,200千円

担当：保健福祉課 こども未来係 0952-84-7116

担当：農業振興課 振興係 0952-84-7121

国の第1次補正予算事業を活用し、地域子育て支
援拠点事業に取り組む施設（ゆめてらす）での、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マス
クや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品
の購入等に対して補助金を交付します。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外食
などの業務用途が大幅に減少し、たまねぎの市
場価格が暴落したことで経営が悪化しているた
まねぎ生産農家に対し、次期作生産に向けた取
組を支援するため、令和2年5月の出荷実績およ
び4月・5月の需給バランス確保対策の状況に応
じて交付金を交付します。

白石町施設花き再生次期作支援緊急対策事業【新】

900千円
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〜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

白石町肉用牛農家経営維持緊急対策事業【新】

3,850千円

担当：農業振興課 振興係 0952-84-7121

担当：農業振興課 振興係 0952-84-7121

新型コロナウイルス感染症の影響で花きの消費が
減退し、市場価格が急落したことで経営が悪化し
ている花き生産農家に対し、次期作に向けた取組
を支援するため、次期作の取組面積に応じて交付
金を交付します。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、インバウ
ンドや外食などでの牛肉の需要が減少し、牛肉
枝肉価格や子牛販売価格が下落したことで経営
が悪化している肉用牛肥育農家・繁殖牛農家に
対し、営農意欲の維持と経営の安定化を図るた
め、令和2年3月〜9月の出荷状況に応じて交付
金を交付します。

問 企画財政課 財政係 TEL 0952-84-7112
02

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
り組む皆さんを傷つけてはいけません。
不安や恐怖に負けず、
正しい情報を入手して冷静な行動を心掛けてください。
「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
難を乗り越えていきましょう。

問

総務課 総務係

TEL 0952-84-7111
広報白石 R2・9

03

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

年金だより

年金生活者支援給付金は、
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、
年金受給者の生活を支援するた
めに、
年金に上乗せして支給するものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
案内や事務手続きは、
日本年金機構
（年金事務所）
が実施します。
●対象となる人

9月14日から順次調査書類が配布されます

9

14 ㊊

10

調査票(紙)での回答期間

7㊌

10

1㊍

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人

以下の要件をすべて満たしている必要があります

以下の要件を満たしている必要があります

✓ 65歳以上である
✓前年の所得額が4,621,000円以下である
✓ 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
✓ 年金収入額とその他所得額の合計が879,900円以下である

5年に1度の日本で最も重要な統計調査「国勢調査」を10月1日現在で実施します。
国勢調査は国籍や年齢に関係なく、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象で
す。必ずご回答ください。

インターネット回答期間

■老齢基礎年金を受給している人

10

7㊌

●請求手続き
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください

✓

原則、請求した月の翌月分からの支払いとなりますので、速やかな請求手続きをお願いします

✓ 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です

しかし、所得等の変化で支給要件を満たさなくなった場合は、年金生活者支援給付金は支給されません

●日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

✓

回答はかんたん便利なインターネットで！

年金生活者支援給付金の請求で困ったときには、お電話ください。

◆検索サイトまたはQRコードから回答サイトへアクセスします
※白石町のホームページからも
回答サイトを開くことができます

問

◆インターネット回答ブースを設置します
「インターネットで回答したいけど、パソコンやスマートフォンを持っていない…」
「回答がきちんとできるか不安…」
そんな人のために、
インターネット回答ブースを設置します。
※配布された調査書類の『インターネット回答利用ガイド』をお持ちください。
（「ログインID」
「アクセスキー」が必要です。）
・設置期間
9月23日（水）〜10月7日（水）9：00〜17：00
・設置場所
役場1階 会議室1

座を開催します。
あなたも楽しみながら、
地域の身近なボランティアとして活躍してみませんか？
（対象者） 40歳以上で介護認定を受けていない町民の人ならどなたでも参加できます。
（会 場） 楽習館 2階 研修室
（日 時） 下記日程
（全4回） 10:00〜12:00
（申 込） 9月23日(水)までに電話でお申し込みください。
回数

国勢調査は、各種の行政施策や数多くの
企業・団体で幅広く活用される国で最も
重要で大切な調査です。
正確な統計結果を得るために法律で回答
の義務が定められています。必ずご回答
ください。

Q2

住民票の登録データがあるのに、
国勢調査を行うのはなぜですか？

一人暮らしの学生や施設にいるお年寄りなど、
必ずしも住民票と住んでいる場所が一致しな
い人がいることから、
ふだん住んでいる場所で
調査する国勢調査が重要です。
また、
国勢調査で
は働く人の数など、住民票にはないデータが得
られます。
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総務課 広報情報係

日

程

内

容

1

10月 5日(月)

講 義
①ボランティアについて
②白石町の現状

実技および講義

2

10月13日(火)

認知症サポーター養成講座

白石町健康体操2

3

10月20日(火)

高齢期の栄養管理について

歯科口腔に関する
講話・実技

4

10月27日(火)

①今後のボランティア活動について
②サポーティアについて

介護予防レクリエーション

白石町健康体操1

注）
マスク着用、
飲み物持参、
運動ができる服装でお越しください。
会場までの送迎はありません。

国勢調査を装った詐欺や不審な調査にご注意ください。
問

TEL 0952-84-7115

介護予防に関する知識と実技について学び、
地域で介護予防活動を実践する介護予防ボランティアの養成講

■紙の調査票で回答する場合は、10月1日（木）〜7日（水）に
①郵送で提出・・・・国勢調査専用の郵送提出用封筒で直接返送する
②調査員へ提出・・・調査員へ提出する

国勢調査は必ず回答しなければ
ならないのですか？

住民課 住民係

介護予防ボランティア養成講座

新型コロナウイルス感染防止のため、
できる限りインターネットでの回答をお願いします（
。郵送も可能）

Q1

年金給付金

『給付金専用ダイヤル』
：0570−05−1165（ナビダイヤル）

TEL 0952-84-7111

問

長寿社会課 高齢者係（地域包括支援センター） TEL 0952-84-7117
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本気

元気

根気で健康的にやせたか〜！

『3気で減量！運動教室』
たった6回で、健康的にやせて、体力がついて、血流が良くなって心身ともに軽くなるために挑戦しませんか？

毎日健診を受けませんか？

毎日健診とは特定健診とがん検診を予約制で同時に受診することができます。
料金も集団健診と同じ自己負担額で受診できます。

健康づくりの場でよく受ける質問

受診場所

・ゆっくり食べればやせるの？
・筋トレすればやせるの？
・歩数計つけたらやせるの？
・腹筋でお腹まわりはやせるの？

検診センター

健康運動指導士に直接教わるので、
安心して運動ができます♪
内

10月25日(日)

計測(体型、
体力レベル)と面白い対策を練ってみよう！
〜現在のあなたはどのレベル？性格に合わせた面白い対策〜

2回目

11月 1日(日)

講話:本当にゆっくり食べて体重は減る？本当は…！
！
実技:本当にゆっくり走ることはできる？はい、
できます！

3回目

11月 8日(日)

4回目

11月15日(日)

5回目

11月29日(日)

講話:本当に腹筋するとお腹まわりは減る？腹筋すると…！
！
実技:そもそも運動ってどういう効果がある？いろいろあります！

6回目

12月13日(日)

計測(体型、
体力レベル)と効果の確認
〜全員そろって(涙の)卒業式？〜

講話:本当に筋トレで体重は減る？実は…！
！
実技:本当に足が軽くなる体操はある？はい、
あります！
講話:本当に歩数計をつけると体重は減る？実際に…！
！
実技:本当に家でできる効果的な体操はある？はい、
あります！

問

保健福祉課 健康づくり係

（平日8：30〜17：00）

佐賀市水ケ江一丁目12番10号

詳しくは住民健診ガイドブックをご覧ください。

問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

９月９日は
「救急の日」9月6日〜12日は救急医療週間
あなたも、命を救うチームの一員です！

TEL 0952-84-7116

9月13日（日）開催予定の白石町自治公民館対抗男子ソフトボール大会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため中止します。

心停止の予防

早期通報

心肺蘇生とＡＥＤ

病院での治療

傷病者の命を救い、
社会復帰に導くために必要となる一連の行動を
「救命の連鎖」
といいます「
。救命の連鎖」
を
構成する４つの輪がすばやくつながると救命効果が高まります。
皆さんも、
命を救うチームの一員です。
チームワークで命をつなぐために、
応急手当を身につけましょう。

参加を検討いただいていた皆さんや準備いただいた関係者の皆さんには大変申し訳ありませんが、
ご理解をお願いします。
問

生涯学習課 生涯スポーツ係

TEL 0952-84-7129

町民スポーツ大会の中止について
10月11日（日）開催予定の令和2年度町民スポーツ大会(旧:町民体育大会)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。
問い合わせは、各地域の公民館までお願いします。
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特定健診、
30歳代健診、
胃がん
検診、肺がん検診、大腸がん検
診、前立腺がん検診、乳がん検
診、子宮頸がん検診、肝炎ウイ
ルス検査

「救命の連鎖」

白石町総合運動場周辺 (雨天時：白石町総合センター)

9月30日（水）

＜住所＞

0952-37-3314

佐賀メディカルセンタービル内

容

自治公民館対抗男子ソフトボール大会の中止について

06

特定健診、30歳代健診（ピロリ
菌検査も同時受診可）、胃がん
検診、肺がん検診、大腸がん検
診、前立腺がん検診、肝炎ウイ
ルス検査

（平日10：00〜16：00）

佐賀県健診・検査センター

1回目

申込期限

0954-22-3414

武雄市武雄町昭和300番地

日 時

場所

検査項目

＜住所＞

対象は、30〜60歳代の町民先着20人です。

10：00
〜
12：00

予約先

武雄杵島地区医師会

これらを解説しながら、科学的にやせる方法を実践していきます。
一緒に始めてみませんか？

都合がいい日に複数の健診を
一度で受けたい人にオススメ！
！

白石公民館 TEL 0952-84-6925
問 福富公民館 TEL 0952-87-2149
有明公民館 TEL 0954-65-3135

救急車の適正利用にご協力を！
緊急性がないのに救急車を利用する人が増えています。
救急車が本当に必要な人のために、
救急車
の適正利用をお願いします。
なお、
傷病者の様子や事故の状況などから、
急いで病院へ連れていった方が良いと思った時には、
迷わず１１９番通報をしてください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
各種救急講習会は３密を避け、
受講人員を減らして開催しています。
なお、
杵藤地区広域市町村圏組合消防本部のホームページには、
応急手当のＷＥＢ講習や新型コロナウイルス
感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について掲示しています。
詳しくはお問い合わせください。
問

白石消防署 救急係 TEL 0952-84-3283 FAX 0952-84-3284
白石消防署 大町分署 TEL 0952-82-3950 FAX 0952-82-3951
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９月10日は下水道の日です！
下水 道への接続をお願いします。
接続が増えると. . .

●町がきれいに住みよくなります。
下水道への接続が多い地域は、
家庭からの汚れた水を水
路に流さないため、
悪臭や害虫の発生が少なくなり、
住み
やすい環境になります。
●川や海がきれいになります。
家庭からの生活排水を処理場に集めて、
きれいにしてか
ら流すため、
川や海を汚さず美しい自然が守られます。

水洗化はお早めに

●接続工事は
「指定工事店」
で！
台所、風呂、
トイレ等を下水道に接続する工事は、町が許
可している
「白石町排水設備指定工事店」
以外での工事は
できません。
●下水道供用開始地域は早めの接続を！
白石町の環境改善に大きな役割を果たす下水道に早めの
接続をお願いします。
供用開始から3年以内の接続には下
水道使用料の減免制度があります。
また、対象工事費の
10％
（最高10万円）
の接続補助金制度もあります（
。供用
開始からの年数によって金額が異なります。
）
※下水道地域以外に住んでいる人は、
浄化槽の設置に対す
る補助制度があります。

〜できることから減量化〜

生ごみの水切りにご協力をお願いします！
家庭から出る
「燃えるごみ」
のうち、
約4割が
「生ごみ」
と言われています。
その
「生ごみ」
の約80％は水分です。
水分が多いと重くなり、
ごみ出しが困難になるだけでなく、
悪臭の原因に
もなります。
また、
ごみを焼却する時も水分を含んでいると燃やす時間が長くなり、
ごみ処理経費も増えてしまいます。
そこで、
次のように少し工夫をしてみましょう。
１．
乾いた生ごみは初めから濡らさない！
・玉ねぎの皮などはじめから乾いているものは、
水分を含んでいるものとは別にする。
・野菜の皮むきは洗う前に行う。
（洗う前にすれば水分がつきません。
）
・むいた野菜のへた・芯・皮などは乾いたザルなどに入れ、
水に濡れないようにする。
２．
捨てる前に絞る。
・自然に切れる水分量はごくわずかです。
・台所にあるビンやペットボトルを使い、
「ぎゅっ」
と押して絞ると便利です。
※このひと手間で、
ごみの重さが大きく違ってごみの減量化につながります。
・新聞紙で包んで水分を吸収する。
（新聞紙はよく水分を吸収します。
）
３.よく乾かす。
・野菜くずは新聞紙の上に置くなどして乾燥させてからごみに出す。
・お茶がらやティーパック、
コーヒーかすなどは絞って乾燥させてからごみに出す。

生ごみをさらに減量するため、チャレンジしてみましょう！
●食料品は余らないように購入する。
特売商品だからと大量に買い過ぎたりせず、
食べられる分だけ効率よく購入しましょう。
●料理の作り過ぎや食べ残しをしない。
冷凍保存ができない料理を作り過ぎず、
食べ残しのないよう適量を調理しましょう。

「ごみの減量化を目指し、私たち一人一人ができることから 始めましょう！」
問

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

詳しくは生活環境課へおたずねください。

排水設備を大切に

下 水 道 は 私 たち みん な の 財 産です。
ルール を 守り大 切 に 使 いましょう。

●クリーンますの清掃をお願いします！
1ヵ月に1，
2回はクリーンます
（台所の水が流れてくるます）
の中のかごに溜まった野菜くずやますに溜
まった油を取り除いてください。
清掃ができていないと排水管が詰まり、
周囲に汚水が溢れる原因となり
ます。
清掃が困難な家庭は、
清掃業者等に相談をお願いします。
●トイレには、
トイレットペーパー以外のものを流さないで！
紙おむつやティッシュペーパーは水に溶けないので水洗トイレに流さないでください。
トイレや排水管
が詰まる原因となります。
また、流せる掃除シートにも水に溶けるものと溶けないものがあるので、

「食事をおいしく、バランスよく」〜今こそ、主食・主菜・副菜で健康生活〜
外出がままならない時こそ、
食事は量より質
（栄養バランス）
に気をつけましょう。
主食
（ごはん、
パン、
麺）
副菜
（野菜、
きのこ、
いも、
海藻料理）
主菜
（肉、
魚、
卵、
大豆料理）
牛乳・乳製品
果物
を組み合わせて食べ、
毎食
「主食・主菜・副菜」
を揃えて食べるように心がけましょう。
また、
水分も意識してとるようにしましょう。

パッケージ等を確認のうえ使用してください。
流せないものを流したり、
流せるものでも一度に大量に流
すと詰まりの原因となります。
ご注意ください。
問
問
08
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生活環境課 下水管理係

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

TEL 0952-84-7118
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ジャンボタニシ対策・スッポン取らないで

もし、農業用機械や農業用施設が被災した場合は・・・

被災状況の写真や修理や資材の購入に
支払った領収書等を取っておきましょう。

もし、
大雨や台風で農業用機械や農業用施設の被害があった場合は、

災害関連対策事業が措置される場合があります。
災害関連対策事業が行われる場合は、

〇被災状況の写真
〇修理や資材
（苗や肥料等含む）
の購入に係る領収書
が必要ですので、
撮影や保管をしておいてください。
※被災写真は可能な限り、
①撮影日時を入れる
②施設は4方向から撮影する
③機械は全景と被災箇所、
型番プレートなどを撮影しておいてください。
白石町では、
田植え直後の柔らかい稲やレンコンなどがジャンボタニシ
※くれぐれも災害の状況を見ながら安全第一での対応をお願いします。
また、
軽量な機械などは少しでも高い場
所に置いておくなど、
日頃から災害にあわないような対策をお願いします。
問

農業振興課 振興係

TEL 0952-84-7121

（正式名スクミリンゴガイ）
によって食害にあったため、
町内の水路に平成
17年から18年に計2,000匹、
平成24年に1,000匹、
ジャンボタニシの天
敵であるスッポンの稚亀を放流しました。
ジャンボタニシ

大豆の作付農家の皆さんへ

スッポンはジャンボタニシを食べてくれるので、
スッポン

大豆の打ち込みについて

を放流したことによってジャンボタニシによる食害を防止
することができました。

大豆は、
経営所得安定対策等の事業で交付金の対象作物となっています。

スッポンを放流した水路にはガードレールに看板を取り

通常の肥培管理をしたにも関わらず、大雨や台風等の自然災害で、収穫が期待

付けてスッポンの捕獲禁止を呼びかけています。町民の皆

できずに打ち込む場合や、
自己都合で大豆の圃場を他の作物
（苗床・キャベツ等）

さんにはこのことを理解していただき、もし、
スッポンを捕
獲した場合は再放流をお願いします。
また、
町外等からの捕

必ず打ち込む前に共済組合または役
に変更するために打ち込む場合は、

獲者を見かけた場合は注意をしていただくか、役場農業振

場農業振興課までご連絡ください。
問

興課へ報告をお願いします。

佐賀県農業共済組合杵島支所 TEL 0952-84-6411
白石町農業再生協議会（白石町農業振興課内） TEL 0952-84-7121
スッポン放流

「見直そう！農業機械作業の安全対策」
秋の農作業安全確認運動実施中
運動期間 9月1日〜10月31日
〜農業機械の定期的な点検・整備を行いましょう〜
これから米や大豆の収穫作業、
野菜の定植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す。
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。

10
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注意 暖冬などの影響で、近年ジャンボタニシが増加傾向にあります。
水田や水路の壁面で鮮やかなピンク色をしたジャンボタニシの卵を見か
けますが、
卵を潰した時に出る赤い汁には神経を麻痺させる毒がありま
す。
素手では絶対に触らないようにしてください。
また、
ジャンボタニシも
寄生虫を宿していることがありますので注意してください。
ジャンボタニシの卵

問

農業振興課 振興係

TEL 0952-84-7121
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まちのわだい

Topics

まちのわだい

in S h iro ish i

受章おめでとうございます

Topics

叙勲

令和2年春の叙勲等で、
長年それぞれの分野でその進展に尽くされた功績により、
受章の栄誉に輝かれました。

瑞宝双光章

瑞宝双光章

in Sh iro is h i

町の活性化のために
白石高校「地域とつながる高校魅力づくりプロジェクト」
・白石町「若年者地元定着促進事業」

7月17日、白石高校商業科キャンパスの3年生が白石町役場を訪問し、町職員と意見交換を行いました。
今回は、白石町に関する課題研究を行うグループの7人が、白石町
の現状を報告し、一緒に取り組んでみたい事業を提案しました。
町からは、総合戦略課の職員が人口の推移や移住支援策について
説明しました。
生徒は、
「 小中高生を対象にした農業体験を行う」
「 移住者を増
やすために空き家を半額で提供する」
「 特産物を利用したレシピ
イベントを行う」などの提案を行い、この課題研究で企画したイ
ベントなどが実行できるように年間を通して活動していきます。

▲町へ提案しました

元九州農政局筑後川中流域農業水利事務所
浮羽支所長
武富 幸正 さん
九州農政局において32年の永きにわたり、
水路・ダ
ムによる農業水利の確保や農地の開墾などに貢献
されました。

旭日単光章

元北明小学校長

陣内 嘉彦 さん

昭和31年から地元北明小学校長として退職され
るまでの36年の永きにわたり、
教育の振興に貢献
されました。

瑞宝双光章

Topics

人口減少問題解消へ
白石町まち・ひと・しごと創生推進会議

7月27日、白石町役場で「令和2年度第1回白石町まち・ひと
・しごと創生推進会議」を開催しました。この会議は、白石町
の人口減少問題への対応策として策定している「白石町まち・
ひと・しごと創生総合戦略」へ広く関係者の意見を反映するた
めに設置しています。
今回は、第1期（平成27年〜令和元年）白石町まち・ひと・
しごと創生総合戦略の改訂内容の説明や効果検証などを行いま
した。
※この会議の内容は、町ホームページでも随時公開しています。
問 総合戦略課 白石創生推進係

Topics

元白石町議会議員 小野 勇 さん
白石町議会議員として昭和50年10月から3期12
年の永きにわたり、地方自治の発展のために貢献
されました。

Topics

元佐賀県警察警部

警察職務に42年の永きにわたり貢献され、
主に刑
事として多種多様な事件の解決に身を挺して当た
られました。

白石産の米を食べて元気に！
佐賀県農業協同組合

広報白石 R2・9

TEL 0952-84-7132

親子で一緒に
親と子の焼き物つくり教室

7月23日から4回の日程で「親と子の焼き物つくり教室」
を開催し、4組の親子が参加しました。
初回は、陶土をこねて器や好きなキャラクターの置物の形
を作り、3回目に釉薬(ゆうやく)をかけ、陶器に絵を描きま
した。最終回はそれぞれが作った作品の鑑賞を行い、親子で
焼き物つくりを楽しみました。

しろいし米寄贈

7月20日、
佐賀県農業協同組合様と佐賀県農政協議会白石地区様か
ら、
町内小中学校の学校給食用に、
白石産ひのひかり
（900㎏）
を寄贈し
ていただきました。
杵藤エリアの佐々木常務は
「新型コロナウイルスの影響で夏休みが
短縮になった子どもたちに、
地元産の米を食べて元気に学校に通って
ほしい。また、地元の米を食べて食の大切さを学んでほしい」とメッ
セージを送り、
寄贈された米は町内小中学校の給食で提供しました。
12

渕 実 さん

▲話し合いの様子

訂正とおわび
広報白石令和2年8月号13ページの「白石共立病院寄付」記事内において、法人名に誤りがあり
ました。
関係者の皆さんにはご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げるとともに、下記のとおり訂正さ
せていただきます。
（正）医療法人静便堂 白石共立病院
▲ひのひかりをいただきました
広報白石 R2・9
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まちのわだい

まちのわだい

in S h iro ish i

Topics
Topics

バスケットで地域を元気に
カラツレオブラックス

町長表敬訪問

7月14日、唐津市の3人制プロバスケットボールチーム
「カラツレオブラックス」のメンバーが田島町長を表敬訪
問しました。
カラツレオブラックスでは、クラウドファンディングで
資金を集め、新型コロナウイルスで活動ができない子ど
もたちが安心してバスケットができる環境づくりのため
にも協力を呼びかけています。
主将の原さんは「佐賀県のバスケットを盛り上
げようと思い、色々な活動をしている。ぜひ応援
をお願いしたい」と呼びかけ、町長は「スポーツ
は人や地域を元気にするもの。平常心で完全燃焼
を。勝利に向かって頑張ってほしい」とエールを
送りました。

in Sh iro is h i

災害時に支援協力を
佐賀災害支援プラットフォームとの協定締結式

7月31日、佐賀災害支援プラットフォーム（SPF）と白石町が「災害
時等におけるCSO等ボランティア団体との支援協力に関する協定」を
締結しました。
佐賀災害支援プラットフォームは、さまざまな災害対応に精通したボ
ランティア団体から構成されており、災害時に、被災地に「ヒト」「モ
ノ」「情報」などに関する支援を実施されています。
この協定に基づき、「ボランティア派遣の調整」や「被災者への支援
物資提供の仲介」、「被災者ニーズの把握と町への情報提供」などの支
援を受けることにより、災害対応をより円滑に行うことが期待できます。
CSOとは：NPO法人、市民活動・ボランティア団体、自治会、婦人会、
老人会、PTAなどの組織・団体
▶協定を締結しました

Topics

悩み事は人権擁護委員に相談を
白石町人権擁護委員交代式

▶町長がエールを送りました

Topics

平和な世界へ
高校生平和大使

町長表敬訪問

8月17日、核兵器廃絶や世界平和を目指して活動する「第23代
高校生平和大使」に選ばれた町内在住の川﨑花笑さんが田島町長
を表敬訪問しました。
川﨑さんは「幼い頃から戦争や平和、核兵器について関心があ
った。高校生平和大使として核兵器廃絶を訴え、平和な世界を呼
びかける」と大使を目指したきっかけを語りました。
今年は新型コロナウイルスの影響で様々な活動が中止となりま
したが、全国の高校生大使たちと協力して、インターネット上で
の会議や署名活動、SNSを通じて被爆者の体験談を聞く場を設け
るなど、今だからできる活動に取り組んでいます。
川﨑さんは「平和大使の経験や被爆者の声を語り継いでいきた
い」と意気込み、町長は「忙しい中での活動になるが平和大使と
して頑張ってもらいたい」とエールを送りました。

7月20日、白石町役場で、6月30日で人権擁
護委員を退任された白石誠委員への感謝状贈呈
式と、7月1日から新しく委嘱された百﨑和彦委
員の委嘱状交付式を行いました。
その後、白石町人権擁護委員と佐賀地方法務
局武雄支局松尾支局長、田島町長、北村教育長
が出席し、新型コロナウイルス感染症に関連し
た人権問題や学校での人権教育などについて意
見を交換しました。
▲悩み事はご相談ください
町では、現在7人の人権擁護委員が人権教室
の開催や毎月第1月曜日に健康センター（10月のみ総合センター）で人権相談を行っています。
生活の中での悩み事などがある場合は、お気軽にご相談ください。
問 総務課 総務係 TEL 0952-84-7111
Topics

コロナウイルス感染症拡大防止のために
学校用務員消毒液スタンド製作

7月22日、町内小中学校の用務員が手作り消毒液スタンドを製作しました。消毒液スタンドは足踏み式
で、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために実施しました。
製作を呼びかけた白石小学
校用務員の石橋さんは「足踏
み式消毒液スタンドをきっか
けに子どもたちに消毒を習慣
づけてもらえたら良い」と語
りました。
製作した消毒液スタンドは
町内小中学校の玄関や廊下な
どに設置し、児童や生徒が利
用しています。

▶活動への意気込みを語りました

▲消毒液スタンドを製作する用務員
14
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〜白石町町民協働によるまちづくり〜

白石町協働による地域づくり検討委員会
7月20日、白石町役場で「第10回白石町協働による
地域づくり検討委員会」を開催しました。この検討委
員会は、「協働による地域づくり」を進めるための仕
組みやルール作りなどを話し合ってもらうために平成
30年5月に発足し、これまで10回開催しています。
今回は、新委員の委嘱状交付や「町民協働によるま
ちづくり」モデル事業として須古地区で行われている
地域づくり協議会の設立準備へ向けた取り組みの様子
についての情報共有や今年度の検討委員会のスケジュ
ール等について話し合いました。

▲説明を受ける委員

※この会議の内容は、町ホームページでも随時公開し
ています。

須古地区地域づくり協議会設立準備委員会
7月29日、須古小学校体育館で「第6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「地域づくり協議会を設立した場合、地域課
題を協議する体制はどのようなものがいいか」という
ことや「第1回住民参加ワークショップの開催内容を
どうするか」について話し合いが行われました。
●第1回住民参加ワークショップ
〜須古地区の住民で話し合いを行います〜
日時： 9月27日（日）9：30〜11：30

▲話し合いの様子

場所：白石町総合センター 多目的ホール
問

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

落ち着きがない、
集団に入れない、
子育てで なかなか言葉がでない、
育てにくさを感じる…等
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
16
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●日 時 9月２８日
（月）
13：30〜15：00
●場 所 白石町健康センター
和室

保健福祉課 こども未来係・健康づくり係 TEL 0952-84-7116
広報白石 R2・9
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学校教育は今

［白石中学校］
■創立：昭和37年
■校長：川﨑智幸
■生徒数：250人（Ｒ2.7.31現在）
■住所：白石町大字遠江143番地1
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/shiroishi-j/
学

『夢実現

校

教

育

知恵と情熱

目

標

白中佐賀県一』

〜元気に立ち止まって挨拶・時間を守る・気づいて動く〜

今年度は、目標達成に向け、以下の重点項目4つに全力で取り組んでいます。

●学力の向上

●生徒指導の充実

きめ細かな指導
により、基礎・基
本の確実な定着を
めざします。特に
3年生の数学・英
語の授業では「少
人数授業」を取り
入れています。
家庭のパソコン・スマートフォンから

★町内郵便局でも、マイナポイントの予約・
申込ができます！
◎町内のマイナポイント手続きスポット

・役場1階総合窓口付近
・町内郵便局
・コンビニのマルチコピー機 ・携帯電話ショップ など
※支援端末は順次設置されます。
詳しくはマイナポイントHPでご確認ください。

■「マイナポイントアプリ」
または、
「マイナポイントHP」を開きます。
■ マイナンバーカードと読み取って、
「数字4ケタのパスワード」を入力しましょう。

■マイナポイントの予約が完了している状態
で、
「 マイナポイントアプリ」または「マイナ
ポイントHP」から好きなキャッシュレス決
済サービスを選びます。
■選択したキャッシュレス決済サービスのID
などを入力しましょう。

予約完了

申込完了

9月以降、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、
選択した決済サービスのポイントとしてマイナポイントが付与されます！
（付与率 25%）

※2021年3月末までのチャージまたは買い物が対象となります。

問
18
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総務課 広報情報係 TEL 0952-84-7111

「立ち止まり挨
拶の奨励」から、
「徹底」へとレベ
ルアップをめざし
ます。学校はもち
ろん、地域でも行
える生徒の育成を
めざします。
「頭を鍛える」

●気づいて動く生徒の育成

「心を鍛える」

●家庭生活の充実

状況を踏まえ、自分で考え行動することを
通して自主性を育てます。生徒会活動や部活
動を中心に、そのような姿をめざします。

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）
と連携し、以下の3つに取り組みます。
①家族同士でのあいさつ
「おはよう」から「おやすみ」まで、家族
同士であいさつを交わしましょう。
②家族の一員としてのお手伝い
電気消しや靴並べなど、小さなことでも
すばらしいお手伝いです。
③自力登校の奨励
甘えに負けず、心と体を鍛えましょう。

「体を鍛える」

※素直な心で！

☆コロナ禍に負けず、
頑張っています☆
5月20日、生徒会本部役員で
「佐賀県医療センター好生館」
を訪問しました。新型コロナウ
イルス対応で頑張られている医
療従事者の皆さんへ感謝の気持
ちを示すため、全校生徒で作成
した千羽鶴とメッセージボード
を贈呈しました。

今年度の主な行事予定
9/27(日)
第56回体育大会
10/26(月)
3年生修学旅行
11/ 7(土)
文化発表会
合唱コンクール

広報白石 R2・9
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消費生活情報

188

消費者ホットライン…局番なし

新型コロナウイルス感染症に便乗した
受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に注意！
事例１
友人から「サラリーマンでも持続化給付金が受け取れる」と不審な誘いを受けた。
（30歳代 女性）
事例２
友人から「自営していることにして申請すれば持続化給付金がもらえる」と誘われた。
（20歳代 男性）

働き方改革を検討している事業主の皆さん

■佐賀働き方改革推進支援センター
「白石町相談コーナー」
を設置します■
社会保険労務士による働き方改革の対応に向けた相談支援を実施します。
働き方改革に取り組むに当たり、以下の対応はお済みですか？

有給休暇年5日取得

時間外労働の上限規則

各事業主の状況に応じ、具体的なアドバイスを行
います。労働者の相談も可能です。
※コロナウイルスによる、雇用・休業支援金など
の相談も可能です。
（相談無料）

〈事例〉
・現行の就業規則が実態と合っていない。
・同一労働同一賃金の対応に向けて、
現在の状況に問題がないか確認してほしい。
など

＜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。
★受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らないでください。
★持続化給付金は事業者
（個人事業主も含む）
に対して支払われます。
事業を行っておらず受給資格がな
いサラリーマンや学生、
無職の人が、
自身を事業者と偽って申請することは犯罪行為
（詐欺罪）
にあた
ると考えられます。
誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性があります。
★友人や知人、
SNSを通じて誘いを受けてもきっぱり断りましょう。
★今後、
新たな手口の勧誘が行わ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

白石町

白石町商工会

日時：9月〜3月まで
毎月第３水曜日
10：00〜16：00（12：00〜13：00は昼休み）

日時：10月〜3月まで
毎月第1水曜日
10：00〜16：00（12：00〜13：00は昼休み）

場所：役場庁舎1階 相談室1

場所：白石町商工会

電話 0952-84-7123

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。

電話 0952-84-2043

（消費者ホットライン188）

問

協調融資

■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。
白石町

・10日（木）
日時：9月 3日（木）
17日（木）
・24日（木）
10:00〜16:00

（12:00〜13:00は昼休み）

場所：役場庁舎1階 相談室１
電話 0952-84-7123
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。

江北町・大町町

※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。

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

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。

■白石町勤労者福利厚生資金を利用しませんか？■

9月の相談日

勤労者の生活を安定させるために、町と九州ろうきんが提携した勤労者向けの貸付制度を実施しています。

1

2

3

4

5

●利用できる人（以下のすべて満たす勤労者）

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.白石町に居住している人

20

21

22

23

24

25

26

2.世帯における年間の所得金額が800万円以下の人

27

28

29

30

3.勤続年数1年以上、満60歳を超えない人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

広報白石 R2・9

●貸付限度額

300万円
●貸付利率

10月の相談日

年利2.0%

●使いみち
（生活資金等）

（保証料0.7%〜1.2%が別途必要）

教育資金、自動車の購入、
リフォーム費用など、

●返済期間

さまざまな用途で使えます。

10年以内

（債務整理、投機的・事業性等は除く）

●保証人
(一社)日本労働者信用基金協会の
保証をご利用いただきます。
※原則、
保証人、
担保は不要です。

使いみちがわかるもの（見積書など）
※その他審査上必要となる書類
問

20

商工観光課 商工係 TEL 0952-84-7123

白石町&九州ろうきん

●必要書類
問

同一労働同一賃金

九州労働金庫 鹿島支店 TEL 0954-63-5251
商工観光課 商工係 TEL 0952-84-7123
広報白石 R2・9
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図書館情報

ゆうあい図書館
図書紹介

無限の中心で
まはら 三桃著

本
を
読
も
う
！

●9月の休館日 ・9月5日〜10月10日

9月 /7日(月)/14日(月)/21日(月・祝)/22日(火・祝)
/23日(水)/24日(木)/28日(月)
開館時間：10:00〜18:00 10月 /5日(月)

TEL 0952-87-2171

講談社

●ゆうあい図書館 おはなしの部屋
9月のおはなし会 12日(土)・26日(土) 14:30〜

ゆうあい図書館のTwitter始めました。
ゆうあい図書館のイベント
情報、新刊情報、
白石のPR等を
ぽんたくんが
つぶやいていきます。
フォローしてね！

アメリカ横断我ら夫婦ふたり旅

山本 あり著 産業編集センター
夫婦で14日間のアメリカ
横断旅に出た! 西海岸LAから
東海岸フロリダまで、エン
タメ&グルメ情報満載のフル
カラーコミックエッセイ。
レンタカーや寝台列車、費
用といったお役立ちコラム
も収録。

いし

しんばし

はかた

図書紹介

焦眉

幻冬舎

世田谷区の住宅街で中年男性が刺殺され、
捜査一課の樋口顕も現場に急行。野党議員を
内偵中の東京地検特捜部の検事・灰谷卓也は
殺害現場付近の防犯カメラに映っていた事実
だけを理由に議員秘書の身柄を拘束。樋口は
証拠不充分を主張するも、灰谷は独断で逮捕
に踏み切ってしまう。自己評価が低く、上司
の顔色を窺い、部下を気遣い、家族も大切に
する。―等身大の刑事の生き様を照らし出す
人気シリーズ、最新作。

と す

州における鉄道輸送が始まりました。
上記の区間において田代駅、
鳥栖駅
（いずれも現：鳥栖市）
が設置され、
佐賀
県で最初の鉄道建設となりました。
き

たけお

はい

九州鉄道株式会社は、
鳥栖―佐賀間を明治24年
（1891）
に、
佐賀―武雄間を明治28年
（1895）
に、
武雄―早

岐間を明治30年
（1897）
に開通させ、
明治31年
（1898）
に長崎線
（鳥栖―長崎間）
が全通しました。
この時の長崎
おおむら

さ せ ぼ

線は、
鳥栖から武雄、
早岐、
大村を通り長崎に至るもので、
現在の佐世保線、
大村線にあたります。
このルートでの建
ちんじゅふ

設が進んだ要因の一つとして、
長崎県佐世保に鎮守府の設置が明治19年
（1886）
に決定したことが挙げられます。
※QRコードは、
㈱デンソーウェーブ
の登録商標です。

高畠 那生絵

道ばたに転がっている石から、
家や神社の鳥居にいたるまで、身
の回りは石だらけ。そんな石は、
どこから来たんだろう? 生活の
「なぜ?」にこたえる、楽しい
絵本。

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
10月〜3月
10:00〜17:00

今野 敏著

く る め

道株式会社が免許を受け、
同年博多―久留米間の鉄道敷設工事が着工され、
翌明治22年
（1889）
に開業し、
九

鎮守府とは旧日本海軍が軍港都市に設けた本拠地で、
工場や病院など様々な施設の運営・監督を行いました。
国
よ こ す か まいづる くれ

内では佐世保の他に、
横須賀・舞鶴・呉に設置されました。
へいたん

白石町を通る現在の長崎本線は、
当初は有明平坦線と呼ばれていました。
有明海沿岸に鉄道を通すことは、
沿岸
の住民にとっての悲願でした。
しかし、
当時佐賀県内を通る長崎線
（現：佐世保線）
のどの場所を起点にするかにつ

中川 ひろたか作
アリス館

TEL 0952-71-5245

よこはま

よって全国で進められていきました。
九州においても鉄道建設への熱が高まり、
明治21年
（1888）
に民間の九州鉄

ひぜん やまぐち

いては、
大正14年
（1925）
に鉄道省が肥前山口駅から分岐させる計画を発表しますが、
佐賀市郡はこれに反対し、
く ぼ た

あしかり

佐賀駅から分岐させ久保田
（現：佐賀市）
、
芦刈
（現：小城市）
、
福富
（現：白石町）
を通るよう求め、
起点変更運動が
りゅうおう にしきえ

●9月の休館日 ・9月5日〜10月10日

9月 /7日(月)/14日(月)/21日(月・祝)/22日(火・祝)
/23日(水)/28日(月) 10月 /5日(月)

農家の台所

ふくじ

ろっかく

す こ

起こりました。
鉄道省の計画を支持する杵島郡内の龍王・錦江・北有明・南有明・福治・六角・須古各村
（いずれも現
お だ

さ る し

こうほく

：白石町）
と小田・佐留志各村
（いずれも現：江北町）
を中心にして
「肥前山口駅起点維持同盟会」
が結成され、
中央
政界に対し計画どおりの着工を求めました。
結果的に佐賀駅に起点を設け分岐させる案は貴族院の反対により却
下され、
鉄道省の計画どおり肥前山口駅が有明平坦線の起点となりました。
有明平坦線の肥前山口―福治―肥前竜王間の工事は、
昭和元年
（1926）
に始まりました。
一級河川の六角川に
かきょう

楽習館

長崎本線

日本における鉄道の始まりは、
明治５年
（1872）
に開通の東京新橋―横浜間であり、
鉄道の敷設は、
国・民間に

たしろ

数学オリンピックに挑戦
する数学研究部を取材する
ことになった、文系少女の
とわ。部室では3人の部員が
1枚のプリントを前にして興
奮していた。なんでも、数
学の難問を置いておくと誰
かが解答した状態になって
いるといい…。

ながさきほんせん

VOL.184

きょうりょう

昭和５年
（1930）
に架橋された六角川橋梁は現在においても現役です。
六角川橋梁については
「あるある文化財
なんじゃくじばん

第７号」
にて紹介しています。
軟弱地盤のため、
盛土が崩れる、
沈下するなど難工事の連続だったそうです。
難工事の末、
昭和５年
（1930）
に肥前山口―福治―肥前竜王間が開通し、
福治駅
（現：肥前白石駅）
、
肥前竜王
かしま

駅が設置され、
有明平坦線の一部が開業しました。
その後も白石町と鹿島市を隔てる二級河川の塩田川への橋梁
の架橋など工事は続けられ、
昭和９年
（1934）
12月に有明平坦線は全線開通し、
鳥栖―肥前山口―肥前鹿島―

Farmerʼs KEIKO著 主婦と生活社

いさはや

農家になって覚え
たイチ押し料理、作
っておくと便利な万
能調味料、手間なし
ほっこりの野菜のス
ピードおかず。脱サ
ラして農業を始めた
著者が、農家秘伝の
全143レシピを紹介
します。

交流が一層の高まりを見せます。

諫早―長崎間は、
長崎本線と呼称されることになりました。
全線開通により長距離の移動が容易になり、
人的物的
長崎本線では、
開業より蒸気機関車(SL)、
ディーゼル
けんいん

機関車(DL)の牽引により運行されていましたが、昭和
50年
（1975）
７月１日に佐世保線と共に電化がされ、
電
気機関車（電車）による運行が開始されました。昭和61
年
（1986）
には塩田川橋梁が三角形の鋼材を組み合わ
せたワーレントラス構造を持つ現在の橋梁となりました。
平成28年
（2016）
には、
肥前白石駅の旧駅舎
（
「あるあ
る文化財第６号」
にて紹介）
が解体され現在の新駅舎に

有明公民館

図書室

なるなど、時代と共に変化しつつ公共交通機関の一端
TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

富士山うたごよみ

図書紹介 俵 万智 短歌・文

Ｕ・Ｇサトー 絵
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福音館書店

歌人、俵万智さんの短歌とＵ・Ｇサ
トーさんの絵のコラボ。遊び心いっぱ
いの様々な富士山が出てきます。子供
向けの自選短歌集です。

を担い続けています。

三角形のワーレントラス構造の長崎本線塩田川橋梁

〈参考文献〉
佐賀県教育委員会編『佐賀県の近代化遺産−佐賀県近代化遺産（建造物等）総合調査報告書−』平成14年
『白石町史』白石町史編纂委員会 昭和49年
『佐賀県史 下巻』佐賀県史編さん委員会 昭和42年
運輸省編『昭和５１年度運輸白書』
生涯学習課生涯学習係
広報白石 R2・9
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町営住宅入居者募集
のお知らせ

■募集期間

■募集する住宅

・9月15日（火）〜30日（水）
※8月31日（月）までに応募があった住宅は、9月の募
集を中止する場合があります。詳細はお問い合わ
せください。

〈継続〉

・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

■応募に必要な書類
・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）

〈継続〉

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

問

7月分
2年度累計

7月分
2年度累計

0件

0円

0件

0件
0件

0円

0件

0円

0円

0件

0円

0件

0円

0件
0円

0円

0件

0円

0件

3件
0件
15,000円

0件

0円

0件

1件
0件
5,000円

0円

0件

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

0円

0件
0円

0円

0件

0円

0件
0円

0円

0件
0円

0件

0円

0件

0円

0件
0円

1件
1件
3,000円
3,000円
1件
4件
3,000円 18,000円

0件

0円

0件
0円

0円

0件

0円

くらしのカレンダー 9/5▶ 10/10

September
2020

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

※8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。

相 役場１階相談室１

交 白石町交流館

ミ 役場１階ミーティング室1

ゆ ゆうあい館

大 役場３階大会議室

元 元気のたまご

健 白石町健康センター

有公

5

有明公民館

保健福祉課
健康づくり係

総 白石町総合センター

0952８４-７１１６

7

6

8

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

13

14

15

★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜
事前申込者

20

9

●駐在員会
大 9：00〜
◆ファイナンシャル
プランナー相談会
ミ 9:00〜20:00
要予約
◆家計の困りごと相談会
10:00〜16:00
要予約
●日本語交流会
元 19:30〜20：30

21 敬老の日

22 秋分の日

●日本語交流会
元 13:30〜14：30

27

28

29
●日本語交流会
元 19:30〜20：30
★1歳児歯科健診
〈受付〉13：00〜13：30
［R元9月〜10月生］
母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

4

5

6

11

12

◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

◆法律相談
交 10：00〜12：00

16

17

18

19

●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

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：30
［H31.2月生］
母子健康手帳・問診票・尿

26

23

24

25

◆法律相談
ゆ 10：00〜12：00

◆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
［R2.5月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H29.1月〜2月生］
母子健康手帳・問診票・尿

30

1

2

★２ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.7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

7

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

1件
5,000円

10
◆消費生活相談
10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：30
［H31.1月生］
母子健康手帳・問診票・尿

●日本語交流会
元 19：30〜20：30

3

8

9

◆消費生活相談
10：00〜16：00

◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

10
◆法律相談
交 10：00〜12：00

日曜・祝日在宅医

（9月5日〜9月30日）※都合により変更になる場合があります。

月
6 日

曜日

9月6日

日

藤崎医院

江北町 0952-86-3231

順天堂病院

大町町 0952-82-3161

13日

日

溝口医院

白石町 0954-65-2046

森外科医院

白石町 0954-65-2059

20日

日

高島病院

白石町 0954-65-3129

内

科

かわぞえ内科ｸﾘﾆｯｸ 白石町 0952-37-5593

外

科

21日 月・敬老の日 古賀小児科内科病院 江北町 0952-86-2533 藤井整形外科病院 白石町 0952-84-5880
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22日 火・秋分の日

池上内科

白石町 0952-87-2107

白石共立病院

白石町 0952-84-6060

27日

有明医院

白石町 0952-84-2842

古賀病院

江北町 0952-86-2070

日

広報白石 R2・9

25

情報EXPRESS
佐賀県農業大学校学生募集
■募集定員

本科（2年制）50人
専科（1年制）若干名
米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜産など
が学べます。
生産から加工や販売など6次産業化
にも対応。
■応募資格 既高卒者または令和3年3月高卒見
込みの人
■入学試験日 ・推薦入試（高校長推薦）10月 2日（金）
・一般入試（一次）
12月11日（金）
（二次）
2月19日（金）
■問合せ先 佐賀県農業大学校 養成部
教務担当
佐賀市川副町南里1088
TEL 0952-45-2144

職業訓練受講生募集（11月入所生）
■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 11月5日（木）〜5月26日（水）
■募集期間 9月30日（水）まで
■入所選考 10月7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

JR九州からのお願い

高齢者活躍人材確保育成講習
（福祉車両送迎運転者講習）
■日時 10 月 6 日（火）〜 7 日（水） 2 日間
■会場 佐賀市文化会館
佐賀市日の出一丁目 21-10
■内容 一人では外出できない人たちを、安全で
安心して移送サービスを遂行できるため
の、介護技術と運転技術を習得できる講習
■申込締切日 9 月 28 日（月）
（マンション管理員養成講習）
■日時 10 月 14 日（水）〜 16 日（金） 3 日間
■会場 鳥栖市シルバー人材センター
鳥栖市宿町 1152-2
■内容 マンション等の管理員の役割、マンショ
ンの建設設備の仕組み、清掃作業の実習
を取り入れた講習
■申込締切日 10 月 5 日（月）

■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・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

シニア向け無料就労相談会
まだまだ元気にもう少し働きたいシニアの皆さんの
就労相談を受けます。
■とき 月曜日〜金曜日（祝日除く 10：00 〜 16：00）
（来場する前に連絡をお願いします）
■場所 シニアほほえみサロンさが
■問合せ先
佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会
佐賀市兵庫北三丁目 8-36
ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館 2 階）
TEL 0952-33-7380
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遺言公正証書の作成、老後の財産管理、金銭・土
地建物貸借、離婚に伴う子の養育費・財産分与など
公証事務に関する相談に公証人が応じます。
（相談
無料）
■日時 10月2日（金）9：00〜19：00
※「無料相談会＋α」として、通常より
窓口時間を延長して対応します。
■場所・問合せ先
佐賀公証人合同役場
TEL 0952-22-4387
佐賀市駅前中央一丁目5番10号
朝日生命ビル7階

自筆証書遺言書保管制度
7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管
する制度が始まりました。自身で書いた遺言書を
法務局で保管することで、紛失、改ざん等を防ぐこ
とができます。すべての手続きには予約が必要で
す。
詳しい内容は、佐賀地方法務局ホームページま
たは電話でご確認ください。
■手続予約・問合せ先
佐賀地方法務局武雄支局
TEL 0954-22-2435

無料調停相談会
相続、遺産分割、離婚・養育費、借金問題など調停
で解決する手続き等利用方法について、裁判所の
調停委員および弁護士が相談を受けます。
（予約不
要、新型コロナウイルスの感染状況で中止になる
場合があります。）
■日時 9月26日（土）10：00〜15：00
■場所 武雄市文化会館 大集会室B
■問合せ先 武雄調停協会
（佐賀地方裁判所武雄支部内）
TEL 0954-22-2159

7月末現在
犯罪発生件数

佐賀
26

公証人による遺言、各種契約等無料相談

窃盗犯の主なもの

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

情報EXPRESS

うち窃盗犯

61件 前年比 ＋7件
44件 前年比 ＋8件

自転車盗

9件

前年比 ＋2件

万引き

7件

前年比 ＋1件

車上ねらい

7件

前年比 ＋4件

空き巣、忍込み等

4件

前年比 −7件

旧優生保護法に基づく一時金請求の
相談窓口を設置しています
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた人や
その家族などからの相談、一時金の請求に関する
相談に応じます。まずは、下記フリーダイヤルにお
電話ください。
旧優生保護法一時金請求相談窓口

TEL 0120-525-856
9：00〜17：00

土日祝日および年末年始は除く

■問合せ先 佐賀県 こども家庭課
TEL 0952-25-7056

女性総合相談
職場などでの人間関係の悩み、子どもに関する
こと、夫や交際相手からの暴力（DV・デートDV）な
ど・・・
誰にも話せず一人で悩んでいませんか。
女性の皆さんの様々な悩みについて、女性の相
談員が一緒に考えます。
相談内容は厳守しますので安心して電話してく
ださい。
女性のための総合相談
TEL 0952-26-0018
火曜〜土曜 9：00〜21：00
日曜・祝日 9：00〜16：30
（月曜・年末年始は休みです）
※原則予約制です。まずはお電話ください。
女性のための巡回相談
町でもアバンセの女性総合相談員が相談を受け
付けています。一人で悩まず、勇気を出して相談し
てください。
相談日 毎月第2金曜日 10：00〜16：00
場 所 白石町役場1階 相談室1

■問合せ先 佐賀県DV総合対策センター
（アバンセ内）
佐賀市天神三丁目2-11
TEL 0952-28-1492
FAX 0952-25-5591

車上ねらい7件は、
全て無施錠による被害です。
広報白石 R2・9
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カン おい
タン

しい

健康レシピ

「火を使わない簡単クッキング」

さば缶カレー

火を使わずに、
電子レンジで簡単に作ることができるカレーです。
暑くて火を使いたくない時や、
調理に手間をかけられない時などに便利です。
缶詰など
は常備しておけるので、
買い物に行くことができない時にも助かりますよ。

■材料：2人分
・さばの水煮缶 ……………1 缶
・カレールー …………ひとかけ
・野菜ジュース …………200ml
・ごはん …………………360g
・パセリみじん切り ………適量
■作り方
①耐熱容器に汁気を切ったさばの水煮缶を入れ、ざっくりとほぐして
おく。
②刻んだカレールー、野菜ジュースを加え、ふんわりとラップをかけ
600Ｗの電子レンジで2分加熱する。いったん取り出して混ぜ合わ
せ、もう一度ラップをしてさらに2分加熱する。
③器にごはんとともに盛り付け、最後にパセリをかける。
（1人分：エネルギー578kcal 塩分2.5ｇ）

●世帯
●人口
男性
女性

7,726世帯 （＋5）
22,531人 （−24）
10,686人 （−7）
11,845人 （−17）
R2年7月末現在（対前月比）
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