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笑
［写真］佐賀県高等学校駅伝競走大会（13ページ）

白石町立中学校統合再編計画
〜意見公募
（パブリックコメント）
のお知らせ〜
町および町教育委員会では、現在「白石町立中学校統合再編計画」の策定を進めています。
この計画（案）に対する町民の皆さんおよび関係者からの意見を募集します。
募集内容
◆白石町立中学校統合再編計画（案）に対する意見
※計画（案）については町ホームページをご覧ください。
資料閲覧方法
ホームページ掲載資料をご覧になるか、下記の場所に備え付けの資料をご覧ください。
【閲覧できる場所】
白石町教育委員会 学校教育課
【閲覧できる日時】
月曜日から金曜日（土日・祝日は除く）8:30〜17:00
意見募集期間

11月16日(月)〜12月15日(火)（必着）
意見を提出できる人
（1）町内に住所がある人
（2）町内に事務所または事業所がある個人および法人その他の団体
（3）町内の事務所または事業所に勤務する人
（4）町内の学校に在学する人
（5）前各号のほか、その他実施機関が行う政策等に利害関係がある人
提出方法
「白石町立中学校統合再編計画パブリックコメント」として、意見（「該当箇所」およびそれに対する
「意見内容」）、住所・氏名・電話番号を記入のうえ、郵送、FAX、Eメールまたは直接持参するかい
ずれかの方法で提出してください。ただし直接持参する場合は土日・祝日を除きます。
◆任意の様式にご記入ください
・郵送：〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
白石町役場 学校教育課 学校統合再編係 宛
・FAX：0952-84-6611
・Eメール：kyouiku＠town.shiroishi.lg.jp
・持参：白石町役場 学校教育課 学校統合再編係
電話での意見は受けていませんので、ご了承ください。
提出に当たって使用する言語は、日本語でお願いします。
【意見の取り扱い】
※意見内容の確認が必要な場合、こちらから連絡することがありますので、必ず氏名・電話番号を記入し
てください。
※お寄せいただいた意見は、「白石町立中学校統合再編計画」策定に向けた検討の参考とし、類似する意
見は、整理・集約して町ホームページで公表します。
※氏名等の個人情報に係る事項は非公開とします。
※この意見に対し、個別の回答はしませんのであらかじめご了承ください。
また、提出された書面はお返しできません。
※いただいた情報は、「白石町立中学校統合再編計画」策定のために利用し、他の目的で利用することは
一切ありません。
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ONLINE RUN大会

新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、多くのロードレース大会が中止となっている今、日々トレー
ニングに励みエントリーを心待ちにしていたランナーの皆さんの思いに応えるため、GPS機能を使ったオ
ンラインによる大会を開催します！
スマートフォン等に専用のアプリ「TATTA」をインストールし、大会開催期間中に、いつでも、どこで
も、何度でも、皆さんのタイミングで走る大会です。
開催期間 令和3年3月1日(月)〜7日(日) 23:59まで
種 目 5㎞、10㎞、ハーフマラソン ※種目ごとに年齢層、性別の部門を設けます。
参加資格 ・開催期間中に、所定の種目を完走できる健康な人
・お持ちのスマートフォン等にGPSトレーニングアプリ「TATTA」がダウンロードされてい
ること
・新型コロナウイルスへの対応状況をふまえ、それぞれの地域で、安心・安全に走ることがで
きるタイミングと環境で走ること
参加料 2,500円 + エントリー手数料220円
定 員 先着1,000人（高校生以上）
参加特典 参加者全員に、記念タオルと特産品をお送りします。

リーは
エント チェック！
Pを
さらに完走者には順位による飛び賞（抽選）で佐賀牛などの副賞もお送りします。大会H

完走者には総合順位とタイムを表示したWEB完走証をメールでお送りします。
（なお、各部門別による上位者の表彰等はありません）
申込期間 12月1日(火)

12:00〜令和3年2月7日(日) 17:00まで
問

生涯学習課 生涯スポーツ係

TEL 0952-84-7129

令和3年白石町成人式のお知らせ
■日時 令和3年1月4日(月)

受付12:00〜

開式13:00

■場所 有明スカイパークふれあい郷「自有館」多目的ホール
■対象 平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する新成人
①令和2年12月1日現在で町内に住所がある人
②町内の小学校および中学校を卒業した人
※上記以外で希望する人（町内の小中学校に在籍したことがある人）は、
事前に連絡をいただくと参加可能です。
新型コロナウイルス感染症対策として以下のことにご協力をお願いします。
◎入場時の検温、手指消毒、マスク着用にご協力ください。
◎事前に接触確認アプリ(COCOA)のインストールをお願いします。
◎保護者や友人等の新成人以外の人は入館できません。
◎介助等配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。
式典の様子を、YouTubeの白石町役場チャンネルでライブ配信する予定です。
YouTubeで白石町役場チャンネルを検索または左のQRコードを利用ください。
※今後の感染症拡大等の状況の変化で、内容等の変更や式典を中止する場合があります。

問
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学校教育課 学校統合再編係

TEL 0952-84-7128

問

生涯学習課 生涯学習係

TEL 0952-84-7129
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インフルエンザ予防接種費用助成は
12月31日接種分までです
子どもインフルエンザ予防接種費用の一部助成
●助成対象者
接種当日に町に住所がある0歳から中学3年生
●助成対象期間 10月1日〜12月31日
●実施場所 武雄市、杵島郡内のインフルエンザ予防接種実施医療機関
●助成金額 （2回接種） 0歳から12歳まで
1回目1,000円／2回目1,000円
（1回接種） 13歳以上の中学生
2,000円
接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。
※上記、実施場所以外の医療機関で接種をした場合は、役場での手続きが必要です。
申請窓口：保健福祉課 健康づくり係
持参するもの：母子健康手帳または接種済証、領収書（接種した人の氏名、「イン
フルエンザ予防接種代」と明記したもの）、印鑑、申請者名義の通帳
申請期限：令和3年3月31日(水)

高齢者インフルエンザ予防接種費用の一部助成
●助成対象者

接種当日に町に住所があり、次のいずれかに該当する人
① 65歳以上の人
② 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がある人
（障害者手帳1級程度）
●助成対象期間 10月1日〜12月31日
●実施場所
佐賀県内の実施医療機関
1,300円（1回のみ）※生活保護世帯の人は無料（事前に要相談）
●自己負担額
問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

もしかしてがん検診、控えていませんか？
がんは、日本での死因の第一位で、
での死因の第一位で
おおよそ日本人の2人に1人はがんにかかる時代といわれています。
白石町は平成30年のデータでは大腸がん・肺がんの死亡率が全国・県と比べると高い結果でした。
がんは1〜2cmのうちに適切な治療を受ければ、高い確率で治癒が見込まれます。
がん細胞1cm
10〜20年
がん細胞

がん細胞2cm

進行がん

早期がん
1〜2年
がん細胞が
急激に増加

がん検診
ここで発見！
自覚症状がない状態

自覚症状が現れる

早期発見をするためには、毎年がん検診を受けることが重要です！(※乳がん検診は2年に1回)
がん検診は、集団健診や毎日健診等で受けることができます。
※詳しくは住民健診ガイドブックをご覧になるか、健康づくり係までお問い合わせください。

問
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保健福祉課 健康づくり係

意外と知らない？歯周病とからだの関係
歯周病とは…
…
歯と歯ぐきのすきまから侵入した細菌が、歯肉に炎症を引き起こし、歯を支える骨を溶かしてグラグラに
させてしまう病気です。
はじめは自覚症状がないまま進行し、悪化すると歯が抜け落ちたり、※誤嚥性肺炎や生活習慣病など全身
に影響を及ぼしたりすることがあります。
※誤嚥性肺炎：本来気管に入ってはいけない物が気管に入り(誤嚥)、生じた肺炎

歯周病と糖尿病の関係…

歯周病

血糖値を下げるホルモン
(インスリン)の働きを阻害

お互いに影響を及ぼす

糖尿病

歯周病菌が増殖
免疫力低下

糖尿病とは血糖コントロール不良で高血糖状態になる代謝疾患です。
歯周病は歯肉が炎症している状態で、炎症によって生じた物質が血糖値を下げるホルモン(インスリン)の働
きを阻害し、血糖コントロールの悪化をまねく恐れがあることが分かっています。また、糖尿病で免疫力が
低下し、歯周病菌の増殖を制御できないことで、歯周病の悪化をまねく恐れがあると言われています。
なんと、認知機能にも影響を…
口のトラブルで食事や会話に影響が出ると、外出や人との付き合いの減少が予想されます。
それにより体力とともに脳も衰え、認知機能の低下につながる恐れがあります。

健康を維持するためには、歯周病の予防や治療が効果的
白石町歯周病検診について
●対象者：令和3年3月末の年齢が40・50・60・70歳の人 ※対象者には事前にハガキを郵送しています。
●検診内容：口腔検査、個別指導など
●検診料金：無料
●検診期間：令和3年3月31日（水）まで
●検診場所：町内委託歯科医院
●申込方法：自宅に届いた歯周病検診通知ハガキ・認印を持参のうえ、役場保健福祉課健康づくり係まで
お越しください。
問 保健福祉課 健康づくり係 TEL 0952-84-7116

佐賀県後期高齢者医療広域連合第4次広域計画改訂（案）および
第2期長寿健康づくり事業実施計画見直し（案）の意見を募集します
平成31年2月に策定した第4次広域計画について、後期高齢者の状況に応じたきめ細かな保健事業の
実施を推進するため、本広域連合と市町の連携に関する事項について定めます。
また、平成30年3月に策定した第2期長寿健康づくり事業実施計画について､中間評価後に必要に応じ
た計画内容の見直しを行います｡
この2つの計画についてあらかじめ公表し、皆さんからの意見を募集します。
募集期間 12月11日（金）〜25日（金）
公表する資料の閲覧場所等
・佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口
・白石町役場住民課保険係の窓口
問

佐賀県後期高齢者医療広域連合 TEL 0952-64-8476

TEL 0952-84-7116
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令和3年度４月からの

「学童保育」
の入所申込受付を行います
児童クラブ名

定員

福富小学校

すみれクラブ

80人

白石小学校

ひまわりクラブ

75人

六角小学校

わかばクラブ

45人

須古小学校

スマイルクラブ

45人

北明小学校

ひばりクラブ

80人

有明東小学校

こすもすクラブ

40人

有明西小学校

もみじクラブ

35人

有明南小学校

さくらクラブ

25人

■保育時間・利用料金
・月〜金（学校のある日）
放課後〜18:00
月額 2,000円
放課後〜18:30
月額 2,500円
放課後〜19:00
月額 3,000円
・土曜日もあわせて利用する場合
上記利用料金に 月額 1,000円加えた額
土曜日は 7：40〜18：00
（時間延長はありません）
全校区の利用希望児童を六角小わかばクラブで
預かります。土曜日のみの利用はできません。
・夏休みなどの長期休暇
7：40〜19：00 別料金
・傷害保険料
年間
800円
・おやつ代
月額 1,000円

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
「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。
●日時：12月23日（水）13:30〜15:00
●場所：白石町健康センター 和室
問・申込

保健福祉課 健康づくり係・こども未来係

TEL 0952-84-7116

「しろいしママカフェ」に来てみませんか
赤ちゃんを見守りながら、ちょっと体を動かしてみませんか♪
ハタヨガをしながら、子育て中のママ同士、少しリフレッシュしましょう㽈
ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。 ※ ママは、マスクを着用ください。

●対象者 小学校1〜6年生（施設の定員を上回る申込があった場合は、低学年等を優先します）
●入所要件 昼間、保護者（父母・65歳未満の祖父母等）が就労などで不在の家庭
●受付期間 12月7日(月)〜28日(月)まで（土日・祝日を除く）
●受付時間 8:30〜17:15
●受付場所 役場 保健福祉課こども未来係
申込書および添付書類は役場保健福祉課で配布します。
(町ホームページからもダウンロードできます）
必要事項を記入し、雇用証明書等と一緒に提出してください。
同居の祖父母等が65歳未満の場合は、祖父母等の雇用証明書も必要です。
※現在学童保育を利用している人は、所属クラブで受付を行います。
問

保健福祉課 こども未来係

日

時

令和3年1月22日（金）13:30〜15:00

場

所

白石町健康センター 和室

内

容

ハタヨガをしてみよう。
（運動できる服装をして、マットの代わりにバスタオルを持参ください）

対

象

申込期間

4ヵ月〜3歳未満の子をもつ母親・5人
12月24日（木）まで【電話受付、先着順】
（土日・祝日は受け付けませんのでご了承ください）

問・申込

保健福祉課 健康づくり係・こども未来係

TEL 0952-84-7116

TEL 0952-84-7116

『なくそう！望まない受動喫煙』
…
煙とは
喫
動
受

たばこには、本人が吸っている煙（主流煙）だけでなく、他の人が吸っ
て
ているたばこから立ちのぼる煙
（副流煙）やその人が吐き出す（呼出煙）
に ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれています。
にも、
本人は吸っていなくても、身の回りのたばこの煙を吸わされることを
受動喫煙といいます。
受
日本国内では、年間1万5千人が受動喫煙で死亡し
ており、健康への影響は深刻です。
今年も、防煙教育の一環で、町内3中学校の1年生が受動喫煙防止のた
めの防煙標語を作りました。各校から選ばれた標語を紹介します。

吸わないで 大切な人 守りたい
「少しだけ！」 つけたタバコで 消える未来
その1本 やめると明るい 未来ある
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保健福祉課 健康づくり係

おはなし会

参加無料

●日時 12月20日（日）10:00〜11:15
●場所 有明公民館 １階 大和室
●内容 人形劇「白雪姫」
大型絵本、パネルシアターなど
※新型コロナウイルス対策のため例年より時間短縮で実施します。
マスク着用でご来場ください。
状況によっては、人数制限をする場合があります。ご了承ください。

白石中学校 田中心海
有明中学校 峰松さくら
福富中学校 西緋愛
問

伝言板

TEL 0952-84-7116

問

お話会「ありあけ」代表 片渕

TEL 090-1080-1844
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小型充電式電池のリサイクルを始めます
小型充電式電池とは、
充電して繰り返し使える電池です。
携帯電話、
ビデオカメラ、
デジタルカメラ、
ノートパソコ
ン、
電動工具などの電気製品に多く使用されていますが、
近年、
小型充電式電池が原因による発火事故が発生し
問題となっています。
資源のリサイクルと事故防止のため、
家庭で不要になった小型充電式電池は、
役場生活環境課窓口へお持ちく
ださい。

【小型充電式電池の例】
小型充電式電池は生活の様々なところで使われています。
例えば、デジタルカメラ、ビデオカメラ、コードレス
電話、トランシーバー、ノートパソコン、コードレス
掃除機、電動歯ブラシ、携帯ゲーム機、血圧計、電動
工具など

緊急放送受信機の設置はお済みですか？
町では、
災害時の緊急放送を町民の皆さんに確実に伝達するために、
家庭
用の緊急放送受信機の設置を進めています。
設置を希望する人で申請が済ん
でいない人は、
無料で設置ができますので早めにお申し込みください。
また、
すでに受信機を設置している人で、
転出等で受信機が不要になった
場合は返却が必要です。
詳しくは、
お問い合わせください。
問 総務課 危機管理・防災係 TEL 0952-84-7111

冬の交通安全県民運動実施！
！
12月15日
（火）
〜24日
（木）
は冬の交通安全県民運動期間です。
期間中は、
特に交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践しましょう。
ドライバーの皆さんは早めのライト点灯、
歩行者や自転車に乗る人は、
反射材を身につけて
交通事故を起こさないよう、
交通事故に遭わないように心がけましょう。
問

総務課 危機管理・防災係

TEL 0952-84-7111

●回収する小型充電式電池
（いずれも家庭用に限る）
☆ニカド電池

☆ニッケル水素電池

☆リチウム電池

☆モバイルバッテリー

ガソリンを携行缶で購入する皆さんへ
令和元年7月に京都市で発生した爆発火災を受け、
同様の事案の発生を抑えるため、
令和2年2月1日から消防
法でガソリンを携行缶で購入する時に次のことが義務化されました。

①本人確認（運転免許証、マイナンバーカード等）

※小型充電式電池は、
リサイクルマーク
（スリーアローマーク）
が目印です。
※発火事故防止のため、
ビニールテープなどで端子部分を絶縁してください。

②使用目的の確認（農業用、発電機用等）

●回収場所
白石町役場生活環境課窓口
（庁舎2階） 月曜日から金曜日
（土日・祝日、
年末年始を除く） 8：30〜17：15
※詳しくは、
町ホームページでご確認ください。
問 生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0952-84-7118

指定ごみ袋の有料広告を募集します
令和3年度の「もえるごみ特大袋」に掲載する有料広告を募集します。会社・団体等のPRにご活用ください。
広告掲載物
規格および
作成枚数
募集件数
掲 載 料
（広告料金）
掲載期間
申込方法

注意事項

令和3年度に作成・販売する指定ごみ袋
もえるごみ特大袋（縦6㎝×横36㎝）
250,000枚（予定）
3枠
5万円（年額）
前年度分在庫終了（令和3年5月）から
作成分の在庫終了まで
申込書と広告原稿を添えてご応募ください。
申込受付後、原稿を審査のうえ、掲載の可否
を決定します。
なお、応募が多い場合は抽選とします。
広告掲載の決定を受けた広告主は、別に定め
る日までに版下原稿（電子データ）の提出と
広告料の納付をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入する時には、
販売店から上記①、
②について確認がありますので、
皆さんのご理解とご
協力をお願いします。
なお、
ガソリン携行缶は、
消防法に適合した金属製容器等を使用し、
携行缶へのガソリンの注油行為を、

お客さん自身が行うことはできません。

〜ガソリンの特性〜
ガソリンは、
ガソリンスタンドで簡単に購入できる身近な燃料ですが、
以下のような特性が
ありますので、
取り扱いには十分に注意してください。
① 引火点
（火を近づけると燃える温度）
は−40℃です。
⇒
（車庫内で、
ガソリン携行缶の蓋が開いたままになっていませんか？）
常温では、
常に引火性の蒸気が放出されています。
② ガソリンの蒸気は空気より重く、
床面付近に滞留します。
⇒
（ガソリン携行缶の近くでたばこに火を着けようとしていませんか？）
気づかない内に、
足元に危険が及んでいる場合があります。
③ 爆発的に燃焼します。
⇒一度火が着いたら、
容易に消火できません。

こ
こ
に
入
り
ま
す

多量の貯蔵は大変危険です。
必要最小限の量でお願いします。
※ガソリンを40ℓ以上貯蔵している場合は、
消防法または火災予防条例の基準の適用を受ける場合があります
のでご注意下さい。

応 募 期 限 令和3年1月15日
（金）

不明な点は、
杵藤地区消防本部予防課危険物係までお問い合わせください。

※申込書はホームページからダウンロードできます。

問
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③販売店
（ガソリンスタンド）
では、
販売記録の作成

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

問

杵藤地区消防本部 予防課

TEL 0954-23-0129
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令和3・4年度

入札参加資格審査申請要項について

町が発注する建設工事、測量・建設等コンサルタント業務、物品の販売・役務の提供等の入札（見積）に参加
したい企業や事業所は、入札参加資格審査申請を行ってください。

1．受付期間

【令和3・4年度の入札参加資格審査申請の集中受付期間】
12月15日（火）〜 令和3年1月29日（金）
※集中受付期間終了後も、
随時受け付けています。
※集中受付期間以降に提出した場合は、
令和3年度当初の入札には参加できな
いことがあります。

2．提出先
（担当課）

白石町役場 企画財政課 財産管理係
〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
電話 0952-84-7112（企画財政課直通）

3．有効期限

令和3年4月1日〜令和5年3月31日【集中受付期間内に提出したもの】
名簿登録後〜令和5年3月31日【集中受付期間終了後に提出したもの】

4．受付方法

持参・郵送どちらでも可
※持参の場合9：00〜17：00（閉庁日を除く）
※新型コロナウイルス感染防止のため、
郵送での申請にご協力ください。

5．申請様式

申請様式は町ホームページからダウンロードすることができます。
令和2年12月中は、役場企画財政課窓口でも配布しています。
●建設工事
●測量・建設等コンサルタント
●物品の販売・役務の提供等
A4サイズ（クリップ留め）でクリアファイルに入れたものを1部提出
※フラットファイル等への綴じ込みは不要

7．その他

★複数の区分（建設工事と物品の販売等）で申請する場合は、区分毎に申請してください。
★申請の受理が、必ずしも入札に参加できることではないことに注意してください。
★インターネット方式での登録申請は行っていません。
企画財政課 財産管理係

公的年金等とは別に生命保険会社や郵便局（かんぽ生命）、農協等からの年金収入（個人年金）がある人は、
「雑所得」として申告する必要があります。支払先から届く支払年金額等のお知らせや支払調書を保管し、確
定申告に備えましょう。

〜よくある質問〜
Q. 個人年金も所得とみなされ、税金がかかるのですか。
A. 個人年金の契約者と受取人が同一人の場合、個人年金の収入額（受取り額）から経費（掛
金額）を引いた残りの額が個人年金分の「雑所得」となります。「雑所得」は課税対象の所得
ですので税金がかかります。
例：収入額（受取り額）80万円−経費（掛金額）50万円＝差引金額30万円【①】が雑所得

6．提出形態

問

個人年金をもらっている人は
確定申告または住民税申告が必要です

TEL 0952-84-7112

Q. 個人年金分の雑所得【①】が20万円以下の場合は申告しなくても
よいと聞いたことがありますが本当ですか。

A. 個人年金分の雑所得【①】とその他の所得（農業所得等）の合計額が20万円を超える場合
は所得税の確定申告、20万円以下の場合は住民税申告が必要です。
Q. 個人年金の申告をしないとどうなりますか。
A. 個人年金については、税務署から届く法定調書の情報をもとに申告が正しくされてい
るか町で調査を行い、申告の必要がある人については申告の案内通知を送付しています。
申告が遅れた場合、住民税や介護保険料、国民健康保険税等の金額が年度途中で変更にな
り、納付方法が変更になることもあります。

Q. 個人年金の申告はどうしたらいいですか。
A. 令和2年分の所得税の確定申告および住民税申告については、令和3年2月16日〜3月

15日までに行ってください。町が行う申告相談の日程は、広報白石やホームページ等でお
知らせします。個人年金の申告には、支払先から届く支払年金額等のお知らせや支払調書
が必要ですので大切に保管してください。そのほか必要な書類については収入や控除の内
容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
問

〜集合徴収納付書が変わります〜

武雄税務署からのお知らせ
令和2年12月（7期）分の集合徴収納
付書から電算システムの変更に伴い
変更になります。
ただし、納付場所などの変更はあり
ません。
また、
納付忘れを防止するため、
便利
な口座振替もご活用ください。

令和2年分の確定申告は、自宅等からのe-Taxで送信！
自宅等からパソコン・スマートフォンでのe-Taxが便利です。
新型コロナウイルス感染症等からの感染防止の観点からも、
ぜひ、自宅等からe-Taxをご利用ください。
e-Taxの送信方法は2通り！

マイナンバーカードを使って送信
用意するものは、次の2つ！
①マイナンバーカード

Let s
e-Tax！

②ICカードリーダライタ または マイナンバ
ーカード読取対応のスマートフォン
または
問
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税務課 町民税係 TEL 0952-84-7113

税務課 納税係

TEL 0952-84-7113

ICカードリーダラ
イタとして代用で
きる端末は一部の
Android端末のみ

IDとパスワードで送信
ID・PW
が目印

・「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行を希望する場合は、
申告する本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちのうえ、近くの
税務署にお越しください。※ID・パスワード発行まで5分程度です！
・すでにID・パスワード方式の届出を提出した人は、申告書の控えと
一緒に保管している場合がありますので、ご確認ください。
（注）ID・パスワード方式は暫定的な対応です。早めにマイナンバー
カードの取得をお願いします。
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郵便等による不在者投票についてのお知らせ

Topics

in Sh iro is h i

白石高校女子都大路へ
佐賀県高等学校駅伝競走大会

身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する選挙人は、自宅など自分の

大事な投票、忘れずに！

いる場所で不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」制度があ
ります。
郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ町選挙管理委員会に申請
し、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

（1）郵便等投票の要件
郵便等投票ができる人は、白石町の選挙人名簿に登録されていて、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・
介護保険の被保険者証を持ち、次の項目に該当する人です。

①自宅等で郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の範囲
手帳等の種類

障害の程度

記載されている障害名

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害

1級または2級

身体障害者手帳

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

1級または3級

身体障害者手帳

免疫、肝臓の障害

1級から3級まで

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害

特別項症から第2項症まで

戦傷病者手帳

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで

②介護保険の被保険者証をお持ちの人
手帳等の種類

要介護状態の区分

介護保険の被保険者証

要介護5

①②とも「自分の氏名」や「候補者名」を自署する必
要がありますが、自署できない人のために、
（2）で説
明している「代理記載」の制度があります。

（2）代理記載で郵便等投票できる人とは
①自宅等で郵便等による不在者投票を、代理記載の方法ですることができる選挙人の範囲
白石町の選挙人名簿に登録されていて、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、か
つ、自ら投票の記載をすることができない下記の項目に該当する人です。

手帳等の種類

10月25日、白石町総合運動場東側道路を起点に佐賀県高等学校駅伝競走
大会が開催されました。
女子は白石高校が2連覇を達成。男子は鳥栖工業高校が優勝、白石高校は2位
でした。佐賀農業高校は途中棄権となりましたが最後まで一生懸命走りました。
優勝した白石高校女子チームは、12月20日に京都市で行われる全国大会
▲トップでたすき渡し
に出場します。
10月29日には県大会で出走した白石高校女子チームの5人が町長を表敬
訪問し、優勝と全国大会出場を報告しました。
今年は、新型コロナウイルスの影響で九州大会は開催されず、全国大会
も無観客で行われます。
主将の松浦さんは「県大会を上回る1時間10分台と20位以内を目指す」
と全国大会への意気込みを語りました。選手の皆さんの力強い走りを期待
し、応援をお願いします。
▲全国大会頑張ります

Topics

久しぶりのスポーツで大きく躍動！！
第73回

県民スポーツ大会

10月17日〜18日、佐賀市・小城市・多久市等で第73回県民スポーツ大会が開催されました。
今大会は、新型コロナウイルス感染症の影響で競技種目を減らしての開催となりましたが、各競技で熱
戦を繰り広げられ、白石町も優秀な成績を収めました。
〇各競技種目の主な成績
競技名

種別

区分

成績

陸上競技

一般男子

町の部

優勝

陸上競技

一般女子

町の部

3位

ゲートボール

一般男女

町の部

3位

ゴルフ

一般男女

町の部

準優勝

軟式野球

一般A

Aパート

3位

ソフトボール

一般男子A

町の部

準優勝

ソフトボール

一般男子B

町の部

優勝

ソフトボール

一般女子

町の部

準優勝

▲優勝したソフトボール 一般男子B

※今大会は、中止競技多数のため市町毎の総合順位付けは中止

障害の程度

障害の内容

身体障害者手帳

上肢または視覚の障害

1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害

特別項症から第2項症まで

※代理記載制度を利用するためには、事前に代理記載人となるべき人の手続きが必要です。

問

選挙管理委員会

TEL 0952-84-7111
▲白石町チームの攻撃
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▲準優勝したソフトボール 一般女子
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まちのわだい

Topics

まちのわだい

in Shiroishi

長年の交通安全指導ありがとうございます
内閣府交通安全功労者表彰受賞

Topics

馬場勝俊さん

農業の魅力を発信
AGUMI Group設立総会

長年、地域での交通安全に貢献した人に贈られる内閣府交通安全功労者

10月21日、白石町役場で女性農業者団体「AGUMI（あぐみ）Group」
の設立総会が開催されました。
AGUMI Groupは、町内で農業を行っている子育て世代の女性4人で構成
され、自分たちで生産した農産物を通して販路の確立、地域の活性化、女
性農業者の就農推進や子ども達への食育活動など農業の魅力を発信するこ
とを目的に設立されました。
今後は、マルシェの開催やSNSなどを通して町の良さや農業の魅力を発
信していく予定です。

表彰を交通安全指導員である馬場勝俊さんが受賞されました。
馬場さんは昭和55年に交通安全指導員として任命され、今日まで約40
年間にわたり街頭指導などの交通安全活動にご尽力いただいています。
町長に受賞の報告を行った馬場さんは「長年の活動が評価され受賞でき
たことは大変ありがたい。今後も体力が持つ限り交通安全活動を行い、交

▲AGUMI Groupの皆さん

通事故減少に努めていきたい」とコメントされました。
▲受賞を報告されました

Topics

Topics

美化活動ありがとうございます
白石町建設業組合

長年の功績をたたえ

ボランティア活動

白石町建設業組合では、毎年清掃活動を実施し、町内の美化活動に取
り組まれています。
今年は、10月26日に町道戸ケ里大和線の除草作業が行われました。
作業後は道沿いに茂っていた草が無くなり、道路が広く感じるようにな
りました。

佐賀県県政功労者知事表彰

11月6日、佐賀城本丸歴史館で県政功労者
知事表彰式が行われました。佐賀県では毎年
各分野で貢献した人を表彰しています。
町からは、地方自治や交通安全の分野から
5人が受賞されました。

Topics

定松一生さん (県議会議員)

溝上良夫さん (町議会議員)

タン

い

健康レシピ
Topics

清掃ボランティア

11月4日、白石町シルバー人材センターのメンバーによる清掃ボラ
ンティア活動が行われ、白石中央公園周辺のごみ拾いや落ち葉掃きなど
を行いました。
シルバー人材センターでは、年齢にかかわらず多くの皆さんが自身の
生きがいづくりのために活動し、庭木の剪定など地域社会に貢献されて
います。
◎白石町シルバー人材センターでは、メンバー（60歳以上）を募集し
ています。白石町シルバー人材センター事務局 TEL 0954-65-4680

カン おいし
内野さよ子さん (町議会議員)

▲作業後はきれいになりました

奉仕活動で地域に貢献
白石町シルバー人材センター

西山清則さん (町議会議員)

きのことベーコンのクリームスープ

きのこには、
カルシウム代謝に必要なビタミンDが多く含まれます。
ビタミンDは脂溶性
ビタミンなので、
油と一緒にとることで吸収もよくなります。
ビタミンDは日光に当たると体内で合成することもできますが、
日光に当たることが少な
くなる冬には食品からしっかり摂取しましょう。
・ベーコン ‥‥‥4 枚
■材料
‥‥160g
：4人分 ・生しいたけ
・エリンギ ‥‥‥1 本

山﨑慶次さん (交通安全指導員)

人口減少問題解消へ

10月12日、白石町役場で「令和2年度第2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させるために設置しています。
今回は、第1期（平成27年度〜令和2年度）白石町まち・ひと・しごと
創生総合戦略に係る事業の評価について委員の皆さんの意見を共有し、事
務局から第2期（令和2年度〜令和6年度）戦略の策定に向けた事業体系
等の提案を行いました。
※この会議の内容は、町ホームページでも随時公開していきます。
問
広報白石 R2・12

総合戦略課 白石創生推進係

■作り方

（1人分：エネルギー286kcal 塩分1.8ｇ）

▲話し合いの様子

▲落ち葉掃きなどを行いました

「骨を元気にする食事」

白石町まち・ひと・しごと創生推進会議
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in Sh iro is h i

・しめじ ‥‥‥‥1 袋
・玉ねぎ ‥‥‥‥1 個
・バター ‥‥‥‥40g
・薄力粉 ‥‥‥‥大さじ 2
・パセリ（刻み） ‥適量
・粉チーズ ‥‥‥適量
・牛乳 ‥‥‥‥‥400ml
・水 ‥‥‥‥‥‥200ml
A ・コンソメ ‥‥‥小さじ 2
・塩 ‥‥‥‥‥‥小さじ 2/3
・こしょう ‥‥‥適量

①しいたけは根元を切り落とし、薄切りにする。エリンギは3cm幅の短冊切りにする。
しめじは根元を切り落とし、手でほぐす。
②玉ねぎは粗みじん切り、ベーコンは細切りにする。
③鍋にバターを入れて熱し、ベーコン、玉ねぎを加えて2分程中火で炒め、しいたけ、エ
リンギ、しめじを加えてしんなりするまで炒める。
④薄力粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒めたら、Aを加えて軽く煮立たせ、ふたを
して弱火でとろみがつくまで煮る。
⑤器に盛り、粉チーズをかけてパセリを散らす。

TEL 0952-84-7132
広報白石 R2・12
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やめよう！コロナ差別

〜白石町町民協働によるまちづくり〜

新型コロナウイルス感染症は誰でも感染する可能性があり、
悪いのは人ではなくウイルスです。
不当な差別や偏見、
いじめなどは決してあってはいけません。
「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。

須古地区地域づくり協議会設立準備委員会
10月13日に第8回、10月29日に第9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。

〜悩みごと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

第8回では9月27日に行われた「第1回須古地区の
暮らしと未来をつくる会議（ワークショップ）」と
準備委員会での意見を検討し、今後地域で進めてい
く活動の柱として「全体の柱：命を守る」と「3つの
柱：子ども、防災、須古の魅力を発見・発掘してい
く」を暫定的に選定しました。
第9回では11月15日に開催された「第2回須古地区
の暮らしと未来をつくる会議」の開催概要の確認や
役割分担等について話し合いました。

▲話し合いの様子

【第2回須古地区の暮らしと未来をつくる会議（ワークショップ）が開催されました】
日
時
11月15日（日）9：30〜11：40
場
所
須古小学校体育館
参加者数
須古地区から83人、中学生〜大学生24人
内
容
「全体の柱」と「3つの柱」の内容の検討・決定
この様子は、広報白石1月号でお知らせします。
問

総務課 総務係

精神科医師によるこころの相談
新型コロナウイルス感染症の影響で、
ストレスを感じている人もいるので
はないでしょうか。
自分ではどうにもできないような、
大変な経験をした時、
「気持ち」
や
「から
だ」
「
、考え方」
に影響が出ることがあります。
例えば、
不安、
イライラ、
疲れや
すい、
夜眠れない、
同じことを繰り返し考える等の状態になることがありま
す。
このような状態は、
多くの人に起こる正常な反応で、
自然に回復していく
ことがほとんどですが、
「つらい気持ちを誰かに話す」
「
、相談する」
ことでつ
らさが和らぐことがあります。

ひとりで抱え込まず、
相談してみませんか？

問

TEL 0952-84-7111

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

しろいしＷａ！Ｗａ！Ｗａ！で試食会が行われました
10月27日、しろいしＷａ！Ｗａ！Ｗａ！の日本語
交流教室で、佐賀農業高校で開発中の非常食の試食
会が行われました。
しろいしＷａ！Ｗａ！Ｗａ！は、平成30年1月に
国際理解や多文化共生の啓発を図り、外国人住民が
地域の一員として活躍できるように交流によるきっ
かけを与える場として発足し、現在、毎週火曜日と

・内容：精神科医師によるこころの相談

第3日曜日に日本語交流教室を開催しています。
今回は、佐賀農業高校食品科学科2年生がスーパー

・日時：毎週水曜日 午後
（予約制・無料）

グローバルハイスクールの授業の一環として日本語

・場所：杵藤保健福祉事務所
(武雄市武雄町昭和265)

交流教室を訪問し、高校で開発中の非常食の試食会

問

杵藤保健福祉事務所 精神保健福祉担当
TEL 0954-22-2105

を行いました。白石町の特産品である玉ねぎを使用したマフィンの商品化に向けて、味や食感などに
ついてのアンケートや好きな日本食等についての聞き取りなど活発な交流の場となりました。
問
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総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132
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令和3年度

白石町会計年度任用職員等募集

●パートタイム会計年度任用職員
募集対象
原則として白石町内に居住している人

職

種

・一般事務員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8人程度
・学童保育支援員‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30人程度

●フルタイム会計年度任用職員

スクールアシスタント（学校教育支援員）の登録を受け付けています
白石町教育委員会では、教育活動の充実と、児童生徒の健全な育成の手助けを行うスクールアシスタント
（学校教育支援員）を町内の小中学校に配置しています。
主な業務

募集対象

・個別の支援を必要とする児童生徒への対応補助

原則として白石町内に居住している人

・授業や補充学習などの指導補助

ゆうあい図書館図書業務員については、できれば司

・学校行事における指導および準備・運営補助

書資格をお持ちか、図書館で勤務した経験のある人

職

・学校事務補助

種

・その他、目的の趣旨に照らして校長が必要と認める校務・指導補助

・保育園看護師‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1人

・学校給食センター業務員‥‥‥‥‥‥ 3人

勤務時間

・保育園保育士‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3人

・学校用務員‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9人程度

対 象 者 ・この目的の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲がある人

・学校給食調理員‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20人程度

・ゆうあい図書館図書業務員‥‥‥‥‥ 3人程度

・教育職員免許状を有するまたは取得見込みの人

（夏季休業中も2週間程度の業務を予定）
・学校給食センター配送補助員‥‥‥ 1人
・学校司書補‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8人程度
・白石町総合センター管理人‥‥‥‥ 2人

・ふくどみマイランド公園管理員‥‥‥ 1人

介護支援専門員・保健師・看護師・社会福祉士い

・保健師‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2人

ずれかの資格

・介護支援専門員(短時間)‥‥‥‥‥ 2人

任用期間
令和3年4月から令和4年3月までの間

●短期間・随時勤務（免許・資格要件あり）
募集対象

職

令和3年4月から令和4年3月までの間で1年間

種(1つ）を記入し、白石町役場総務課
（2階）に持参してください。

管理栄養士・助産師の資格

務員については、パソコン使用経験の

マイクロバス運転手は中型（8ｔ限定なし）以上免許

有無を明記してください。）

・歯科衛生士（随時勤務）‥‥‥‥‥ 4人程度
・管理栄養士（随時勤務）‥‥‥‥‥ 2人程度

問

■採用方法 書類審査と面接によります。面接日は、

住まいの耐震診断を支援します
町では、昭和56年5月31日以前に着工した戸建て木造住宅（個人が所有し、かつ居住する住宅）に対し、
耐震診断の補助を行っています。
地震はいつ、どこにどれくらいの大きさのものが発生するかわかりません。
古い建物は、現在の耐震基準からみると不十分なものが多く、強い地震が起これば倒壊などの大きな被害
を受けるおそれがあります。
まずは耐震診断を行い、自宅の地震に対する強さを確認してみましょう。
補助内容

耐震診断費臨時補助金（令和2年度まで）

募集締切後、通知します。

耐震診断費用

※任用期間に応じて、各種保険、厚生
年金等の加入があります。
■勤務条件等の詳細は、12月中旬以降、町ホームペ
ージおよび役場総務課職員係窓口でお知らせします。

住宅の現況図面がある場合

6万円

住宅の現況図面がない場合

9万円

補助率
5/6

・受付は予算の上限額に達した時点で終了します。
・町税等に滞納がないことが条件です。
受付期間

間

1万円
1万5千円

注 意 点 ・手続きを行う前に耐震診断を行った場合は補助の対象となりません。

・マイクロバス運転手（随時勤務）‥ 2人
（月平均8回程度 土日の勤務あり）

自己負担額

※令和3年度は、制度上自己負担が増額します。

・助産師（随時勤務）‥‥‥‥‥‥‥ 1人

期

学校教育課 庶務係 TEL 0952-84-7128

任用期間

（一般事務員、ゆうあい図書館図書業

（准看護師を含む）（随時勤務）

詳しくは、町教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

務経験がある人）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5人程度

保健師・看護師（准看護師を含む）・歯科衛生士・

・看護師‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3人程度

なお、採用に際しては、履歴内容や面接等による審査のうえ決定します。

（介護予防事業、介護予防支援計画作成業務の実

■応募方法 市販の履歴書に、必要な事項と希望職

・保健師（随時勤務）‥‥‥‥‥‥‥ 7人程度

登録であり採用ではありません。各学校で必要とするスクールアシスタントを登録者から採用
します。

している人

種

様式は町ホームページからもダウンロードできます。

介護支援専門員・保健師・看護師・社会福祉士

■募集期限 令和3年1月15日（金）まで

職

町教育委員会および各学校備え付けの様式に、必要事項を記入のうえ、履歴書を添えて町教育
委員会に提出してください。

注意事項

種

原則として白石町内に居住し、短期間の雇用に適

免許・資格要件

事務的支援に対し経験・技術を有する人
登録について

・有明公民館管理人‥‥‥‥‥‥‥‥ 2人
・管理栄養士‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1人

・将来に向けて教員を目指している人のほか、児童生徒の学校生活面での個別対応の支援および

●フルタイム会計年度任用職員（資格要件あり）
資格要件

1日7時間、週28時間が限度

12月28日（月）まで
※補助制度の利用を考えている人は、事前にご相談ください。

令和3年4月から令和4年3月までの間
問
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総務課 職員係 TEL 0952-84-7111

問

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124
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年末年始は各処理場等の業務が休みのため、次の期間の環境業務
を休業します。
町民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
ご協力をお願いします。

年末年始

環境業務休業
のお知らせ

令和3年1月1日(金)〜 3日(日)

・12月15日（火）〜28日（月）

12月30日(水)〜 令和3年1月4日(月)
☆年末のし尿汲み取りは大変混みますので、12月11日(金)までに
指定の業者へ必ず申し込みをお願いします。※休みの日の対応はできません。

営業

休

休

休

休

休

休

・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）

・上区住宅 1戸
白石町大字福富449番地1
昭和50年建築（簡易耐火構造平屋建）
3DK、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み
（年齢60歳以上など条件付きで単身入居も可
能です）

営業

※し尿汲み取り許可業者 （株）
エムズクリーンサービス 0952-84-2953
（株）
三協環境開発
0954-65-5035
（有）
原田衛生社
0952-82-2213
問

・入居申込書（白石町役場にあります）

〈継続〉

1/2
1/3
1/4
1/5
12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
（金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）
営業

■応募に必要な書類

・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57・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

◆し尿汲み取り

営業

■募集期間

〈継続〉

☆休業期間中は『すべてのごみ』の収集を休みます。
☆休業期間中の『ごみ』は、次の出し日まで各家庭で保管をお願いします。

休

のお知らせ
■募集する住宅

◆『ごみ』収集

営業

町営住宅入居者募集

・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。(上区
住宅を除く)
※連帯保証人が必要です。
（町内に居住し、入居者と同程
度以上の収入があり、
税金等に滞納がない人）
問

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0952-84-7118

さが西部クリーンセンターからのお知らせ
白石町役場の業務は、12月29日（火）〜1月3日（日）に休業しますが、この期間中の
出生届・死亡届・婚姻届などは、庁舎東口にある守衛室で受け付けます。

年末年始のごみ受け入れについて
年末年始は直接搬入が多く混雑しますので、早めの搬入にご協力ください。年始は1月4日（月）から受け入
れます。
年末年始は特にごみの持ち込み件数が多いため、待ち時間が2時間を超えることがあります。混雑防止のた
め、時期をずらしての搬入、ごみを持ち込むときは、荷台やトランクの中で可燃と不燃の仕分けをして搬入
をお願いします。混雑軽減、待ち時間の短縮のためご協力をお願いします。

※休業日（ 搬入できない日 ）
・日曜日（第2日曜日を除く）
・1月1日〜3日

12月

1月

28日 29日 30日 31日 1日
(月) (火) (水) (木) (金)

2日
(土)

3日 4日
(日) (月)

白石町役場
白石町総合センター、健康センター
福富ゆうあい館

問

生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0952-84-7118

ふれあい干拓館
有明公民館
有明スカイパークふれあい郷
町内社会体育施設、学校教育施設

休

休

ゆうあい図書館
10月分
2年度累計

0件
0件

1件
0件
0件
0円
5,000円
0円
2件
3件
0件
0円
8,000円 15,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0円

1件
0円
5,000円
1件
6件
3,000円 26,000円

楽習館（図書室）
いこカー
予約制いこカー
あいのりタクシー

10月分
2年度累計
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0件

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
0件
0円
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円

1件
0円
5,000円

社会福祉協議会
ゆめてらす
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［六角小学校］学校教育は今

消費生活情報

188

■創立：明治8年

消費者ホットライン…局番なし

■校長：守田 美由紀
■児童数：103人（R2.11.1現在）

子どものオンラインゲーム
「課金トラブル」
に注意！

■住所：白石町大字東郷2231番地
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/rokkaku-e/

事例1
「大人で登録したほうが制限がないし、バレないだろう」と年齢を成人と偽って登録して利用した。
事例2
はじめは無料だったがゲームに夢中になり、
「親のクレジットカードだから使ってもいいかな」と、ついア
イテムなどを買ってしまった。

本校では、校訓「根気強く」を受け継ぎ、「自ら学び、心豊かに成長し続ける児童の育成」を学
校教育目標に掲げ、めざす児童像「かしこく・やさしく・たくましく」に向けて教育活動の充実を
図っています。子どもたちには、身に付けてほしい3つの力を示しています。
臨時休業や新型コロナウイルス感染症の心配がある中で、「今」できること・しなければならな
いことを、「自分がいるところ」で「自分で考える」ことができるようにと、合い言葉を「今 ここ
自分」にしました。子どもたちが、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動できる
力を身に付け、志をもって可能性に挑戦できるよう、家庭・地域のご理解・ご協力をいただきなが
ら進めています。

＜ひとこと助言＞
★新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛が続くなか、
子どものオンラインゲームの利用で、
高額
な請求が発生する
「課金トラブル」
が増えています。
★未成年であっても年齢を成人と偽って登録して利用した場合、
契約を取り消すことが難しくなります。
家族間で端末に登録してある情報の管理を確認しましょう。
★クレジットカードは契約者以外が使用することは禁止です。
保護者はクレジットカードの管理などに
注意しましょう。
★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）

■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

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：12月 3日（木）・10日（木）
17日（木）・24日（木）
日時：火曜日・水曜日
10:00〜16:00
10：00〜16：00

（12:00〜13:00は昼休み）

※12月10日は10:00〜12:00の
相談時間になります。

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。

（12:00〜13:00は昼休み）

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

問

【たくましく】

進んで学び

認め合い

粘り強くがんばり、

考えを深める子ども

共に高まり合う子ども

生き生きと挑戦する子ども

6年生は、新型コロナウイルス感
染症が拡大する中、働いてくださ
っている医療従事者の皆さんのこ
とを考え、感謝の気持ちを伝えよう
と、新聞社にメッセージを送ったり
全員で寄せ書きした旗を贈ったりし
ました。「今の自分にできることを
考えて実践しよう」と、アイデアや
意見を出し合って決めました。

コロナに負けずベストをつくせ 六角っ子オリンピック
子どもたちは、「今年はいろんな行事ができなかったから、
みんなで協力して二度とないようなすばらしい運動会にした
い」と代表委員会で提案し、「思い出に残る運動会にしよう」
とみんなで話し合いました。地域の皆さん、PTAの皆さんの
ご理解・ご協力をいただき、制限がある中ですが運動会を実
施することができました。
当日は、子どもたちが考えたアイデアや盛り上げる工夫、自
分たちでやり遂げる姿やがんばる姿がたくさん見られました。
分

令和3年1月の相談日

じぶん

あいことばは

今 ここ 自分

じぶん

じぶん

かんが

ひと

自 分 で 考 え、 自分も人も
自分で考え、
自 分 も人
人も

大町町役場１階 第３会議室
電話 0952-82-3112

※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。

【やさしく】

いま

場所：江北町公民館 談話室
電話 0952-86-5615

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）
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12月の相談日

【かしこく】

1

2

じぶん

うご

自分から動く
自分から動く
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
31

25

26

27

28

29

30

あきらめずに
あきらめずに

たいせつ

大切にする
大切にする

チャレンジする
チャレンジする

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
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本
を
読
も
う
！

図書館情報

ゆうあい図書館
図書紹介

●12月の休館日・12月5日〜1月10日
12月 /7日(月)/14日(月)

TEL 0952-87-2171
開館時間：10:00〜18:00

タクジョ!
小野寺 史宜著 実業之日本社

東京都江東区内の営業所
に配属された新卒のタクシ
ードライバー・高間夏子、
23歳。個性あふれる先輩や
同期、そして家族に励まさ
れながら、仕事に、恋に、
全力で走り回る姿を温かく
爽快な筆致で描きだす。

全国御城印大図鑑

/21日(月)/24日(木)/28日(月)〜31日(木)
1月 /1日(金)〜4日(月)

●ゆうあい図書館

おはなしの部屋

12月のおはなし会 12日(土)・26日(土)14:30〜

スーツがキマる!若返る!
アンジャッシュ児嶋のおっさんずヨガ
加藤 広大監修 山下 真由実監修 インプレス
でっぷりお腹を引き締める! イケ
てるスーツ姿を取り戻す! ヨガ歴約
10年の芸人・児嶋一哉が、「おっ
さんあるある」に対応したお悩み
解消ヨガを紹介。インストラクタ
ーによるポーズ動画を視聴できる
QRコード付き。

攻城団著 宝島社
名城の人気印から限
定レアものまで、316
城461符の「御城印」
を網羅。家紋、花押の
由来からお城の歴史、
見所まで解説する。御
城印の基礎知識Q&Aも
掲載。データ:2020年
7月現在。

楽習館
図書紹介

TEL 0952-71-5245
開館時間：10:00〜17:00

オンナの奥義 無敵のオバサンに
なるための33の扉
大石 静・阿川 佐和子著 文藝春秋

数々のヒット作を手がけた
た
ラブストーリーの名手 大
石静と、長く独身を守りなが
が
川
ら 電撃婚 を果たした阿川
佐和子。結婚、不倫、仕事、
理想の死に方から更年期対処
処
か
法まで、還暦過ぎの二人だか
らこそ語れる赤裸々本音トー
ー
クです。

有明公民館

図書室
図書紹介

TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

ペンギンたんけんたい
斉藤 洋 作 高畠 純 絵 講談社
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VOL.187

さわるめいろ
村山 純子著 小学館
(てんじつきさわるえほん)
点字の線をさわって楽しむ11種
類の迷路を、簡単なものから難し
いものまで順を追って収録。見え
ない人も見える人も楽しめるよう、
点字と隆起印刷を施した絵本。広
げると1枚の大判になる仕様。

●12月の休館日

・12月5日〜1月10日

12月/7日(月)/14日(月)/21日(月)/28日(月)〜31日(木)
1月/1日(金)〜4日(月)

ノラネコぐんだんおばけのやま
工藤 ノリコ著 白泉社
ここはワンワンちゃんのだんご
やさん。美味しそうなおだんごが
たくさん。窓からのぞいているの
はノラネコぐんだん、何かをたく
らんでいます。こっそりだんごや
さんにしのびこんでだんごを作っ
ていると、おばけが…あとはどう
なったでしょうか。
楽しい絵本です。ぜひ読んで下さい。

カヌーで南の島に来たペンギン
探検隊は、浜辺からジャングルへ
どんどん！エンヤラドッコイ！ラ
イオン、ニシキヘビ、ワニなんか
には目もくれず、前へ進め進め！
さあ何を探検するのかな？最後は
くすっとおかしい物語。ぜひ読ん
でください。

ふりゅう

白石町内の浮立

去る11月23日、佐賀市文化会館で第3回佐賀県伝承芸能祭が行われました。
この芸能祭は、各地域の伝承
芸能が一堂に会し、ステージで実演を行うもので、県民が伝承芸能に触れる機会を作ろうと開催されています。
と が り
今年の芸能祭は、出演団体の一つとして有明地域の戸ケ里浮立保存会が出演しました。当日は、20分間の実
演を行い、会場は浮立の音色に包まれました。その熱演が評価され、
「サガテレビ社長賞」
を受けられました。
ところで、今回の芸能祭では県内9団体が出演し、そのうち4団体が名称に「浮立」
と明記されています。出演団
体のうち、約半分が浮立だったわけです。
また、平成30年度に佐賀県が行った佐賀県の伝承芸能実態調査に
よると、芸能の種類の質問に対して複数回答ではありますが、県内伝承芸能団体のうち7割が「浮立」
と回答し
ています。
この状況からもわかる通り「
、浮立」
は佐賀県を代表する民俗芸能といえます。
ふうりゅう
この「浮立」
とは、
「みやびやかな」の意味である
「風流」からきています。平安時代から中世には
「ふうりゅう」で
だ し
はなく
「ふりゅう」
と読まれるようになり、祭りの山車などに施された華美な装飾やその祭りの警固者の奇抜な衣
ふりゅう
こ じ
装などを総称するようになります。いつしかそれが、造形美を誇示した祭りや芸能を風流と呼ぶようになりました。
づつみ かね
はや
「浮立」
は
「風流」の当て字で、
『世界大百科事典』では
「鬼面の者や仮装の者が笛・太鼓・大小鼓・鉦などで囃さ
れて踊る芸態は、一種の囃子物といえよう」
と紹介されています。
佐賀県民にとって身近な浮立ですが、実は多種多様で様々な種類があります。
この多彩な佐賀県内の浮立を
様々な方が分類しているのですが、今回は分類基準が明確な佛坂氏の分類を参考にしたいと思います。佛坂氏
いっせい
は、浮立を笛・鉦・太鼓などの楽器を用いて囃す囃子そのものをさす場合（①一声浮立、②鉦浮立）
と、同様な囃
子に合せて所作を伴う踊りや舞が付くもの（③踊浮立、④玄蕃一流浮立、⑤面浮立、⑥獅子浮立、⑦行列浮立、
あらおどり
⑧広瀬浮立など）、その他浮立系の芸能（⑨荒踊・かんこ踊、⑩狂言など）の大きく3つに分類しています。紙面の
都合上、すべてを紹介するのは困難なので、白石町内で主に伝承されている
「①一声浮立」
「
、②鉦浮立」につい
てご紹介したいと思います。
一声浮立とは、皮浮立、太鼓浮立とも呼ばれる大小の太鼓や鼓が中心の浮立です。
この「一声」
とは能の用語
で、演者の登場に際して、大小の鼓と笛が演奏するお囃子のことです。演奏する楽器やお囃子が似ていることか
ら、大小の鼓の合奏が中心で笛が加わる浮立を一声浮立と呼んでいます。
この浮立は、県西部有明海沿岸一帯
に伝承されています。
と す し しゅくまち
鉦浮立とは、笛、太鼓に合せて、鉦が囃される浮立で、鉦が中心の浮立です。県東部の鉦浮立（鳥栖市宿町の
鉦浮立など）では、大きさの同じ鉦を同時に打ちます。
しかし、白石町も含む佐賀市以西の鉦浮立では大きさの
異なる鉦を用いますし、打数もそれぞれ異なります。
いなさ
10月19日、戸ケ里浮立保存会が浮立を奉納した稲佐神社では、新型コロナウイルス感染症対策をしたうえ
くんち
やぶさめ
でお供日が行われました。稲佐神社の流鏑馬では、今年のみ
えきびょう
しゅうそく
い て
疫病退散の「感染症早期終熄祈願的」が用意され、射手の
放った矢は見事命中しました。今年のお供日は例年通りとは
いきませんでしたが、変わらない参拝者の笑顔がありました。
〈参考文献〉
天野文雄、山路興造「ふりゅう 風流」下中直人編
『世界大百科事典』 凡社 平成19年
佛坂勝男「佐賀県の浮立」
『民俗芸能』通刊66号
昭和60年
ほか
生涯学習課生涯学習係

令和2年度秋季例祭で浮立を奉納する戸ケ里浮立保存会
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情報EXPRESS

くらしのカレンダー 12/5▶1/10

December
2020

※11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。

職業訓練受講生募集（2月入所生）
★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

保健福祉課
健康づくり係

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

総 白石町総合センター

運 白石町総合運動場

5

有明公民館

0952８４-７１１６

6

7

●白石町教育の明日
を考える集会
総 14:00〜16：00

13

8

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H31.4月生］
母子健康手帳・問診票・尿

14

15

★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

20

21

●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19:30〜21：00

22

●日本語交流会
元13:30〜15：00

27

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
●日本語交流会
元 19:30〜21：00

★2歳6ヵ月児歯科健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H30.4〜5月生］
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
元 19:30〜21：00

28

9

10

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00

◆消費生活相談
10：00〜16：00

16

17

◆働き方改革推進
支援センター
「白石町相談コーナー」
相 10：00〜16：00

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

23

24

◆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
［R2.8月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

11

12

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

18

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

19

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H29.4〜5月生］
母子健康手帳・問診票・尿

25

26

★2ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.10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

●おはなし会
ゆ おはなしのへや
14:30〜

4
◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00
●成人式
ふれあい郷自有館
〈受付〉12:00〜

29

30

31

1 元日

2

5

6

7

8

9

◆消費生活相談
相10：00〜16：00

有公

◆女性のための
巡回相談
相10：00〜16：00

◆法律相談
交 10：00〜12：00

日曜・祝日在宅医 （12月5日〜1月10日）※都合により変更になる場合があります。
月
6 日

内

科

看護科学生募集
武雄看護学校では看護科の令和 3 年度一般入学
試験（後期入試）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 准看護師の資格がある人または取得
見込みの人
■出願期間 令和 3 年 1 月 18 日（月）〜 29 日（金）
（受付 9：00 〜 16：00）
■試験日 令和3年2月6日（土）
■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

外

武雄看護学校では准看護科の令和3年度一般入
学試験（後期）を実施します。
【高校推薦・社会人
（前期・後期）
・
■募集人員 35人
一般入試（前期・後期）合わせて】
■受験資格 中学校卒業以上の学歴がある人
■出願期間 令和3年1月18日（月）〜29日（金）
（受付9：00〜16：00）
■試験日 令和3年2月6日（土）
■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

科

白石町 0954-65-2046 稲富胃腸科外科 白石町 0952-84-3027
溝口医院
日
白石町 0952-84-2656
白石共立病院 白石町 0952-84-6060
日
重村医院
白石町 0952-87-2107
白石町 0954-65-5006
池上内科
日
白浜医院
白石町
0952-84-2842
白石町 0954-65-3129
有明医院
日
高島病院
木
古賀小児科内科病院 江北町 0952-86-2533 有島クリニック 白石町 0954-65-2066
金・元日 カタフチ医院 白石町 0952-87-2233 川崎整形外科医院 大町町 0952-82-5551
大町町 0952-82-3161 藤井整形外科病院 白石町 0952-84-5880
順天堂病院
土
白石町 0954-65-4100
江北町 0952-86-2070
古賀病院
有島病院
日
大町町
0952-71-3060
白石町 0954-65-2059
森外科医院
坂本内科医院
日

10月末現在
犯罪発生件数
窃盗犯の主なもの

12月 6日
13日
20日
27日
31日
1月 1日
2日
3日
10日

曜日

■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15人
■訓練期間 令和3年2月2日（火）〜8月26日（木）
（火）まで
■募集期間 12月22日
■入所選考 令和3年1月7日（木）
無料 ※テキスト代等は自己負担
■受講料
■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

ゆ

3

令和3年度ゆめさが大学鹿島校 学生募集

83件

前年比

−12件

うち窃盗犯

65件

前年比

−5件

自転車盗

15件

前年比

−3件

万引き

8件

前年比

−4件

車上ねらい

7件

前年比

＋3件

空き巣、忍込み等

9件

前年比

−12件

楽しく学んで、仲間も増える。シニアのための
学習講座です。
■応募資格 おおむね 60 歳以上の人
■募集定員 50 人
火曜日（おおむね週 1 回）
■開講日
■受講期間 令和 3 年 4 月から 2 年間
（年間 30 日開講、60 講座）
■内容 現代社会の動き、ふるさとを知る、シニ
アの健康管理、工芸実習、見学研修、地
域活動の基礎知識など
■主な会場 鹿島市民交流プラザ「かたらい」
※コロナの状況で変更になる場合があります。
36,750 円／年額（税込み）
■受講料
■応募締切 令和 3 年 3 月 22 日（月）必着
■申込・問合せ先
ゆめさが大学事務局 TEL 0952-31-4165
URL https://sagachouju.jp

放送大学4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
う通信制の正規の大学です。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、令和3年4月入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 11月26日〜令和3年2月28日
第2回 令和3年3月1日〜16日
■申込・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

第56回新春読書感想文コンクール
今年度も新春読書感想文コンクールを実施しま
す。この機会に読書の楽しさ、すばらしさを体験
し、その感動を文章に表現してみませんか。
■原稿枚数（字数）小学校低学年の部 800字以内
小学校中学年・高学年の部 1,200字以内
中学生・高校生・一般の部 2,000字以内
■応募締切 児童生徒の部
令和3年1月上旬（各学校が定めた日）
一般の部
令和3年1月8日（金）当日消印有効
■ホームページ
「募集要項」
・
「課題図書一覧表」がダウンロード
できます。
http://www.tosyo-saga.jp/
■申込・問合せ先
児童生徒の部 各学校へ
一般の部 佐賀県立図書館 TEL 0952-24-2900

自転車や車、
自宅等に確実な施錠をお願いします。
26 広報白石 R2・12

広報白石 R2・12

27

使い忘れにご注意を！！【「しろいし応援団」
限定プレミアム商品券2020】

使用期限

令和3年1月31日（日）まで！
この商品券を手元にお持ちの人は、
早めにご使用ください。
商品券が使えるお店は、白石町商工
会ホームページ
【https://r.goope.jp/ss-shiroishi/
info/3426255】をご確認ください。

問

●世帯
●人口
男性
女性

7,743世帯 （＋4）
22,475人 （−26）
10,652人 （−11）
11,823人 （−15）

R2年10月末現在（対前月比）
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