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広報白石

新型コロナウイルスワクチン接種
大雨の前に再確認



　接種は本人の同意が必要です。接種券に同封している「新型コロナワクチンの説明書」をよく読んで接種
を決めてください。
ワクチンについては、町内高齢者分の供給のめどは立っていますのでご安心ください。

接種順位とスケジュール（今後変更が生じる場合があります）

・ファイザー社ワクチンは1回目の接種後、
　通常3週間の間隔で2回目の接種を受け
　てください。2回目の接種日までを考慮し
　て、初回の予約日を決定しましょう。
・前後に他の予防接種を行う場合は、原
　則として13日以上の間隔を置いてくだ
　さい。他の予防接種との同時接種はで
　きません。

※予約する場合は、接種券に記載されている「自治体コード」と「券番号」が
　必要。手元に「接種券」を準備し、予約した日時はメモしておきましょう。

杵藤地区新型コロナ
ウイルスワクチンコール
センターに電話予約
（予約専用）
0120-947-694
　受付時間
9:30～17:00

（休日なし）

WEB予約
（予約専用サイト）
受付時間　24時間受付
※予約前日正午で自動締切
URL：
https://area34.smp.ne.
jp/area/switch/00002G0
005F2j61rbd/resLog
inSwitching

WEB予約先には町ホームペ
ージからリンクできます。
また、WEB予約方法マニュ
アルが確認できます。

接種当日に持っていくもの
　●接種券（シールを剥がさず台紙ごと持参）
　●予診票（事前に太枠内を記入して持参）
　●本人確認書類（運転免許証、健康保険証、
　　マイナンバーカードなど）
・肩を出しやすい服装でお越しください
・発熱や体調が悪い場合は接種を控え、予約のキャ
　ンセルを行いましょう
・接種には時間に余裕をもってお越しください

集団接種会場で接種
　場所　白石町総合センター
　受付（月曜～金曜） 12:45～14:15
　　　（土曜日）　　 13:45～15:15

　白石町では「個別接種」「集団接種」どちらも実施していますが、かかりつけ医など、身近な医療
機関で接種する「個別接種」を中心に実施していくこととしています。

◎ワクチンの効果：新型コロナウイルスによる感染症の予防
　メッセンジャーRNAワクチンという種類のワクチンです。ワクチンを受けた人の方が受けていない
　人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。
（発症予防効果は約95%と報告されています）　
◎ワクチンの安全性：接種後、数日以内に現れる可能性がある症状

　・接種直後よりも翌日に痛みを感じている人が多いです。
　・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
　・疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が頻度が高くなる症状もあります。
　・接種後すぐにアナフィラキシーや血管迷走神経反射が起こる可能性があります。
◎ワクチンの効果を十分得るために、3週間の間隔をあけて2回接種する必要があります。

　白石町のコロナワクチン接種実施医療機関（※1）は
有明医院、有島クリニック、有島病院、池上内科、稲富胃腸科外科、カタフチ医院、
かたふち産婦人科、かわぞえ内科クリニック、重村医院、白浜医院、白石共立病院、
白石保養院（かかりつけの患者のみ）、副島医院、高島病院、原田内科医院、
藤井整形外科、溝口医院、森外科医院

　●白石町のワクチン接種に関する（全般）お問い合わせ
　　保健福祉課 健康づくり係 「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」　　
　　TEL　0952－84－7116　FAX　0952－84－6611（平日8:30～17:15）

～個別・集団ともに接種が始まりました～
～65歳～74歳の人へ接種券を発送します～
（昭和22年4月2日～昭和32年4月1日生まれの人）

接種方式は次の2通り
①町内の医療機関で接種する個別接種　②集団接種会場で接種する集団接種
※かかりつけ医などの医療機関で接種したい人はワクチン接種実施医療機関（※1）にご相談ください。
※町外の医療機関の場合は医療機関に接種場所を相談してください。

白石町「新型コロナウイルスワクチン接種」について

※入院や施設に入所中の人は施設等に相談してください

接種費用

無 料
（全額公費）

5月24日現在

ファイザー社ワクチンの有効性と安全性

接種券が届いたら

「新型コロナウイルスワクチン接種」までの流れ

65歳以上の
高齢者

75歳以上

発現割合

50％以上

10～50％

1～10％

　　　　　　　　　症　　状

接種部位の痛み、疲労、頭痛

筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ

吐き気、嘔吐

接種実施中

医療機関で接種できる

64歳以下の基礎疾患がある人

上記以外の人（16歳以上）

65歳～74歳
医療機関で接種できない

かかりつけ医などの
医療機関等に直接予約・接種

個別接種へ 集団接種へ（電話かWEBで予約する）

どちらも
完全予約制です

6月4日(金)から順次接種券発送予定、到着後随時予約・接種
ワクチン接種には接種券が必要です。接種が終わるまで大切に保管しましょう。

国のスケジュールが確定次第お知らせします。
(現在承認されているファイザー社ワクチンの接種対象は、接種する日に16歳
 以上の人です)
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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

非常用持ち出し品の準備はお済みですか

5段階の警戒レベルが変わります!

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)

※白石町独自の防災情報
　も配信しています。

受信機の
電池の確認

を!!受信機の
電池の確認

を!!

　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。

　災害の危険性が高まった場合に、町の防災行政無線等で避難情報やとるべき行動などを、5段階の

警戒レベルを使ってお知らせしていましたが、避難勧告が廃止されました。これからは、警戒レベ
ル4の避難指示で危険な場所から全員避難してください。
　なお、避難に時間がかかる高齢者等の要配慮者は、これまで通り警戒レベル3の高齢者等避難で避

難を開始してください。

　※1　市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発

　　　　令される情報ではありません。

　※2　避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

　※3　警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備を始めたり、危険を感じたら

　　　　自主的に避難するタイミングです。

　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、転居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、総務課 危機管理・防災係までお問い合わせください。

 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、QRコードからアクセスしてく
ださい。

 町が避難指示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）

　ケーブルテレビに加入している世帯は、
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。

　災害発生時には自宅の倒壊やライフラインの停止などで普段通りの生活ができなくなる場合
があります。　　　　　　　　　　　　
　いざというときに備えて、非常用持ち出し品を
準備しておきましょう。

（例）食料品、飲料水、救急医療品、
　　　貴重品、携帯ラジオなど

　※詳しくは「白石町防災ハザードマップ」をご覧ください。
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給します。
　ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯への給付金については、詳細が決まり
次第お知らせします。

（1）支給対象者　

　　18歳に達する日以後の最初の3月31日まで（児童に法令で定める程度の障がいがある場合は20歳未満）
　の児童を監護・養育するひとり親世帯のうち、以下のいずれかに該当する人（※1）
　①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人
　②公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受けていることで、令和
　　3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人（※令和元年中の公的年金を含む収入額が児童扶
　　養手当の対象水準である人）
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、申請者およびその扶養義務者の収入が
　　児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
　　※1　児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。

（2）支給方法等

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯分）のご案内

対象者①

対象者②、③

申請不要　4月末に佐賀県から児童扶養手当口座に振り込まれています。

申請必要
申請後、内容を審査して指定口座に振り込みます。
申請に必要な書類は問い合わせるか町ホームページをご覧ください。
〔申請先〕　保健福祉課 福祉係
〔申請期限〕令和4年2月28日まで

（3）給付額　　　　　児童1人につき一律5万円 問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

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

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

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

15,000円（第3子以降）
10,000円（一律）

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

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

６月中に児童手当の現況届の提出が必要です！
　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうか
を確認するためのものです。
　提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。6月の支払い通知と一緒に
現況届の用紙を発送しますので必ず提出してください。
※公務員は勤務先への届出となります。

記入方法がわからない人は役場でも受け付けます！
　日時　6月22日（火）～25日（金）
　　　　8:30～17:00
　場所　役場1階　会議室1

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

■ 保育日時        

■ 利用料金 　　        

　　

夏休み期間の「学童保育」の
参加申込受付を行います
・7月21日（水）～8月31日（火）（日曜・祝日を除く）
　7：40～19：00
　（18：00以降は、事前申請者以外は30分ごとに50円の延長料金が生じます）　
　※8月13日（金）・14日（土）は休みです。開設場所は参加人数確定後決定します。
・土曜日 （申請者のみ）　
　7：40～18：00 （時間延長はありません）
　※土曜日のみの利用はできません。

■ 対象者　　小学校1～6年生 
　　　　　　※定員より多くの申し込みがあった場合は低学年を優先します。
　　　　　　　（定員：福富80人、白石75人、六角45人、須古45人、北明80人、有東40人、有西35人、有南25人）
■ 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　6月1日（火）～21日（月）（土日・祝日を除く）

■ 受付時間　8：30～17：15 

■ 受付場所　保健福祉課 こども未来係 

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

夏休み（放課後学童保育を利用している人）
夏休み土曜日利用（学童保育を利用している人で申請者のみ）
夏休みのみ参加
夏休みのみ参加土曜日利用（申請者のみ）
延長料金（18：00～18：30）
延長料金（18：00～19：00）
傷害保険料    　　

……………………………4,000円
………5,000円

…………………………………………………………5,000円
……………………………6,000円

………………………………………………500円
……………………………………………1,000円

……………………………………………………………年間 800円

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

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

～ 一生を 共に歩む 自分の歯 ～

あなたの口は
健康ですか？
あなたの
健康ですか？

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

ポイント！
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はり、きゅう、マッサージ受診料の補助を
おこなっています。
■申請方法
　①住民課保険係の窓口で申請
　②郵送で申請
　　申請書と受診券の希望枚数に応じた返信用切手を同封して役場へ郵送
　　（切手を同封していない場合は郵送できません）
　　交付枚数　1～5枚・・・84円切手　6～10枚・・・94円切手
　　（宛先）〒849‐1192　白石町大字福田1247番地1
　　　　　白石町役場住民課保険係　宛
■交付要件
　①白石町に居住している人が対象
　②申請1回につき10枚までで年間50枚
　③有効期限は令和4年3月31日まで
　④受診券は900円の割引
　⑤1日1枚のみ利用可能
　※不正使用を固く禁じます。
■注意事項
　①受診券は受診者本人のみ利用可能
　②補助が受けられるのは健康保険適用外の施術に限る
　③受診券の管理は必ず本人または家族で適切に行うこと
　④一度発行した受診券の再発行は不可

施術所一覧
○鐘ヶ江はり灸リフレッシュセンター（福田) 
○門田鍼灸院（牛屋）　　　　　　　  
○有明三天鍼療院（新明）　　　　　   
○のざき鍼マッサージ（福田）　　　　　   
○なかみち指圧院（遠江）　　　　　   
○福富整骨院（福富）　　　　　　　   
○はり・きゅう院ＯＳＨＩＲＯ （廿治）
○NPO法人ハピネスト（福田）　 

0952-77-9014
0954-65-3288
0954-65-4669
0952-84-5888
0952-84-5390
0952-87-2080
080-6458-5580
0952-77-9100

今年度の受診券は

黄色です。

◎
こ
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ジ
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様
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申
請
書
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載
し
て
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の
で
ご
利
用
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だ
さ
い
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世帯コード
（役場記入欄）

白石町長　様

〒
世帯主　住　所

　　　　氏　名

受診者　氏　名
(券を利用する方)

　　　　生年月日

○券1～5枚は84円切手、6～10枚は94円切手を同封してください。
○交付枚数は一人当たり年間50枚を限度とします。
○マッサージ券を紛失された場合、再交付はいたしません。

申請日　令和　　年　　月　　日

白石町はり、きゅう、マッサージ受診券交付申請書

枚　数

枚

㊞

申請期限：6月18日必着

人間ドック・脳ドック 追加募集のご案内

後期高齢者医療保険料のお知らせ

訪問健康相談のお知らせ

　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。対象者へは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るため今回追加募集をします。申請を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、対象は案内通知が来た人のみとし、定員に達したら終了します。（先着順）

　●均等割軽減特例の見直し
　　これまで特例として均等割の軽減割合が上乗せされて7.75割軽減だった人は、今年度から本来の7割軽
　　減になります。

　●軽減判定所得基準の変更
　　令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しで、被保険者の保険料に不利益が生じないように対象者の
　　所得要件の見直しを行いました。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者を対象に訪問による健康相談を実施します。家庭でより良
　く生活するために、健康に関することや医療機関の利用方法などについて情報提供やアドバイスをします。
　日頃の身体の悩みや気になることがあれば、相談してください。

　※対象者には案内文書を送付します。
　※訪問健康相談は無料です。

医療機関名

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の
軽減割合

43万円＋10万円×（年金・給与所得者数－1）以下

43万円＋28万5千円×被保険者数＋10万円×（年金・給与所得者数－1）以下

43万円＋52万円×被保険者数＋10万円×（年金・給与所得者数－1）以下

7割

5割

2割

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。

人間ドック 脳ドック

令和3年6月～令和4年3月

追加募集人数 24人 53人 28人 25人 14人

12,000円 10,000円 11,000円

織田病院
(鹿島市)
7人

12,000円 11,000円 12,000円

新武雄病院
(武雄市)
4人

12,000円自己負担額

受 診 期 間

健 診 内 容

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476

問 佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476

国民健康保険
加入者の皆さんへ

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115
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第8期介護保険料が決まりました。

※基準月額は5,986円（年額71,832円）となります。第7期（平成30年度～令和2年度）と同額です。

■介護保険料の減免制度について
　第1号被保険者（65歳以上の人）や、その被保険者が属する世帯の生計を主として維持する人に対し
て、下記のような場合に減免の対象となります。
《災害等による減免》
1　震災、風水害、火災その他これらに類する災害で、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害
　　を受けたとき。
2　死亡、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことで、その人の収入が著しく減少
　　したとき。
3　事業または業務の休廃止、事業での著しい損失、失業等で収入が著しく減少したとき。
4　干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由で収入が著しく減少し
　　たとき。
5　低所得のため、生活困窮であるとき。
　　消費税率の引上げによる低所得者への保険料について、保険料率を第1段階は0.5から0.3に、第2段
　　階は0.75から0.5に、第3段階は0.75から0.7にそれぞれ軽減しています。
《新型コロナウイルス感染症の影響等による減免》
1　新型コロナウイルス感染症で、第1号被保険者の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号被保険者の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2年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
（イ）減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下で
　　あること。

第8期事業計画（令和3年度～令和5年度）の中で、介護サービスの利用額を推計
し第8期の第1号被保険者（65歳以上の人）の介護保険料が決まりました。

介護保険
ｰ制度改正ｰ

み
ん

なの
　あんしん

段　階 段　階　対　象　者 保険料率

21,552円

第8期保険料年額
[基準額×割合]

第1段階 0.30

35,916円0.50

50,292円0.70

64,656円0.90

86,208円1.20

96,984円1.35

114,936円1.60

132,900円1.85

71,832円
（基準月額：5,986円）基準額

本人も世帯員も
住民税非課税の
場合

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

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

本人の課税年金収入額＋その他の合計所得金額
が80万円を超え、120万円以下の人
本人の課税年金収入額＋その他の合計所得金額
が120万円を超える人
本人の課税年金収入額＋その他の合計所得金額
が80万円以下の人

本人の課税年金収入額＋その他の合計所得金額
が80万円を超える人

本人の合計所得金額が120万円未満の人

本人の合計所得金額が320万円以上の人

本人の合計所得金額が120万円以上210万円
未満の人
本人の合計所得金額が210万円以上320万円
未満の人

令和3年度の介護保険料額納入通知書は、普通徴収（納付書払い）は6月中旬に、特別徴収
（年金天引き）は7月中旬に郵送します。

本人は住民税非
課税、世帯内に
住民税課税の人
がいる場合

本人が
住民税課税

第8期介護保険料段階別年額表

問 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 税務課 納税係　TEL 0952-84-7113

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123
白石町商工会　TEL 0952-84-2043

白石町税集合徴収の

納付書および納税通知書を送付します。

「白石町事業者支援金」

1事業所15万円（複数店舗も可）
申請期限：6月30日（水）必着

の申請はお済みですか？

納付書で納付する人

口座振替で納付する人（現在、口座振替依頼を提出している人）

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

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上が20％以上減少した町内商工業者の皆さんへ支援金を
支給します。

●要件・提出書類など、詳しくは町ホームページに掲載しています。
●申請書は、町ホームページでダウンロード、または役場商工観光課、白石町商工会に
　設置しています。
   申請書を記入のうえ、原則郵送での提出をお願いします。
●提出・問合せ先：商工観光課 商工係または白石町商工会

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

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

現在、各月末の口座振替をしている人のうち、今年度1期（6月分）
から口座振替による全期前納への変更を希望する人

現在、全期前納の口座振替で納付している人のうち、今年度1期
（6月分）から各月末振替への変更を希望する人

前年度全期前納で納付しており、今年度も前納で納付する人

前年度と同様に今年度も各月末の振替で納付する人

①
6月18日（金）までに
税務課納税係へ
ご連絡ください。

連絡は不要です。

②

③

④
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新たな希望の光へ
東京2020オリンピック聖火リレー

災害時に燃料油を供給
石油商業協同組合との協定調印式

地域の課題を考える
白石高校地域連携講座

　5月9日・10日、新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期となっていた「東京2020オリンピック聖火
リレー」が佐賀県で行われ、全20市町を巡りました。
　白石町内では9日に行われ、大弘寺から道の駅しろいしまでを10人のランナーでつなぎました。
　出発セレモニーでは田島町長が「聖火リレーはオリンピック成功への希望とともに、コロナ収束への希望
も込めている。心に残るとともに新たな希望になってほしい」と挨拶しました。また、山口知事も出席し観
客とともにランナーを応援されました。
　最終ランナーを務めた町内在住の田島芳さんは「走って楽しかった。このような状況で開催してもらえて
感謝している。走っているときは沿道からの声援に手を振ったり笑顔で応えたり、楽しい気持ちを伝えた。
走れる喜びと応援してもらっている一体感を感じることができた」と走り終えた感想を述べました。
　聖火リレーにご協力いただいた関係者の皆さん並びに近隣住民の皆さんご協力ありがとうございました。

　4月21日、白石高校普通科キャンパスの1年生を対象に地域連携講
座が開催されました。この講座は、白石高校が令和元年度から取り組
んでいる「夢T(つなぐ)∞T(つながる)プロジェクト」の一環として、
地域の課題と解決策を学ぶことで課題解決学習につなげるために行わ
れました。
　講座は福祉・防災・農業・医療の4分野で役場職員が講師を務め、
生徒は希望する2分野を受講しました。
　防災分野では、避難所運営の体験型ゲーム『HUG』が実施され、受
講した生徒たちは、避難所の仮想避難者をどこに配置するか悩みなが
らゲームを楽しんでいました。
　この地域連携の学習は今後も年間を通じて実施され、3学期に発表
を行う予定です。

　4月26日、佐賀県石油商業協同組合白石支部と白石町が「災害時に
おける燃料油の供給に関する協定」を締結しました。
　石油商業協同組合は災害対応のノウハウも兼ね備えており、この協
定に基づき、白石町で災害が発生した時に公用車や避難所に必要な燃
料などを優先的に供給してもらえることになります。
　また、調印式後には石油商業協同組合からの寄附受納式も行われま
した。いただきました寄附は今後のまちづくりのために使わせていた
だきます。ありがとうございました。

▲聖火リレースタートの様子 ▲最終ランナー田島さんと記念撮影

▲協定を締結しました

▲防災分野で避難所
運営ゲームを体験

　いつどこで起きてもおかしくない大地震。熊本地震で多くの古い住宅が被害を受けたことから、
耐震化を促進するため、耐震診断費用・耐震総合支援事業費用に対し補助します。

●補助対象建築物　昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建の住宅    
　　　　　　　　　（個人で所有するもの）     
●補助の条件        
　・耐震診断 　　佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士に依頼し、耐震診断を行うこと   
  　　※事前申請が必要です。申請前に耐震診断を行った場合は補助の対象となりません。  
　・耐震総合 　　耐震改修設計と耐震改修工事を総合的に行う事業     
　 支援事業 　　耐震診断の結果、耐震性を満たしていないこと     

●補助内容        
　・耐震診断費（通常）補助金        
 　　　　　　　　　　　　　　　耐震診断費用　　　補助率　　　自己負担額  
 住宅の現況図面がある場合 　　　7万円　　　　　2/3　　　　2万4千円  
 住宅の現況図面がない場合 　　 10万円　　　　　　　　　　　3万4千円 
　・耐震総合支援事業費補助金（令和3年4月から）      
　　　補助金額は、100万円または耐震改修工事に要する費用に5分の4を乗じて得た額のいずれ
　　　か低い額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。     

●受付期間　12月28日(火)まで     
　補助を希望する人はお問い合わせください。 

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

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

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

住まいの耐震化を促進します

農業者年金を受給している皆さんへ

農業者年金現況届の提出はお早めに！
『現況届』は農業者年金の受給を継続するため、毎年提出しなければなりません。

現況届の提出を忘れると

11月の支払いから提出
するまでの間、年金の支
払いが差し止められます
のでご注意ください。

現況届の提出時期は

6月1日～30日までに農
業委員会に必ず提出して
ください。

現況届が届く時期は

5月末頃に農業者年金
基金から送付されます。

問 農業委員会事務局　TEL 0952-84-7127

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124
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問 長寿社会課 高齢者係 地域包括支援センター　TEL 0952-84-7117

問 学校教育課 新しい学校づくり係　TEL 0952-84-7128

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

「旬の野菜を食べましょう」
サニーレタスとスモークサーモンのラップサラダ
　普段食べなれている野菜もちょっと一工夫でおしゃれなサラダになります。手でもっ
て簡単に食べられるので、野菜が苦手な人でも食べやすいと思います。
　旬の食材はおいしいだけでなく、栄養価も高くなるので、ぜひ取り入れる
ようにしましょう。

 

・サニーレタス
・スモークサーモン
・きゅうり
・赤パプリカ
・黄パプリカ
　・マヨネーズ
　・レモン汁
　・塩コショウ
　・マスタード

‥‥‥‥‥4枚
‥‥‥60g

‥‥‥‥‥40g
‥‥‥‥‥30g
‥‥‥‥‥30g
‥‥‥大さじ 2
‥‥‥大さじ 1
‥‥‥‥‥少々
‥（お好みで）

■材料：2人分

■作り方

①きゅうりは細切り、パプリカはそれぞれ縦に薄切りにする。
②まな板にサニーレタスを広げ、スモークサーモン、①を手前にのせ全体を包
　むように巻く。（包みにくい場合は固い部分を包丁で削ぐ）
③ラップに包んで冷蔵庫に10分ほど入れなじませる。その間にAの材料を混ぜ
　合わせドレッシングを作る。
④ラップに包んだまま半分に切り、ドレッシングを添える。

（1人分：エネルギー149kcal　塩分1.5g）

A

【ドレッシング】

 in  Shiroishiまちのわだい

色鮮やかなつつじが咲き乱れる
新設中学校　新しい学校づくりを進めていきます

健康体操サロンNEWS　

Topics

　町では毎年4月に「しろいし春まつり」を開催していますが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響
で4月1日～30日をお花見月間として、会場である歌垣公園内を自由に散策してもらうようにしました。
　今年は、例年よりつつじの開花が早く4月半ば頃が満開となり、色鮮やかなつつじが咲き乱れました。
　4月25日には、嬉野伝統芸能保存会の皆さんによる踊りの披露があり、会場を訪れていた人たちは華やか
な着物姿の踊り子さんたちに目を奪われていました。

白石町お花見月間

白石町総合計画審議会

町の持続可能な発展のためにTopics

　町では、第2次白石町総合計画の計画期間の終了を見据え、新たな
第3次総合計画の策定にとりかかりました。計画に町民の皆さんの意
見を取り入れるため、町内各団体の推薦者や公募者からなる総合計画
審議会を設置し、審議を進めることとしています。
　4月28日、第１回白石町総合計画審議会を開催し田島町長から川﨑
敏光会長に審議をお願いする諮問が行われました。
　今後は、令和4年2月までに6回程度の審議会を開催して意見をまと
め答申を行います。

※審議会での審議内容等の詳細は順次ホームページで公開します。
総合計画とは…白石町をどのような町にしていくか、まちづくりの方
針を示す最上位計画です。

　5月21日、第1回新しい学校づくり準備委員会を開催しました。準備委員会は、保護者・地域住民・教職
員の代表26人で構成し、令和6年度に新設中学校を開校するため、これから約2年半をかけ具体的な事項を
協議していきます。
　会議の構成は準備委員会を全体会とし、その下部組織として3つの部会を設置しました。

　町では「白石町健康体操」を主な活動として実施している健康体操サ
ロンをサポートしています。今回は秀津サロンの活動を紹介します。

代表者の声　（秀津サロン代表　稲富ヤス子さん）
　とにかく皆さんが気軽に通える楽しいサロンを続けていきたいと思っています。
参加者の声
　サロンがあることで、いろんな情報を得ることができます。また、近隣の人達との会話が増えました。
毎週水曜日が楽しみです。

令和元年7月に発足し、比較的町内では新しいサロン
です。3人の運営者で楽しい企画を考えています。

秀津にある元気のたまごでサロンを実施しているので、冷暖房完備で過ごしやすい環境で
健康体操ができます。

▲色鮮やかなつつじ ▲嬉野伝統芸能保存会の踊り披露

▲委員へ委嘱状交付

▲話し合いの様子

総務部会
　・学校名
　・校歌
　・校章、校訓
　・制服　等

組織部会
　・通学支援
　・PTA活動
　・式典　等

学校運営部会
　・部活動
　・保存資料
　・教育目標　等

各部会での協議項目

●秀津サロンの特徴
新しいサロン

安心して
通いやすい

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
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令和3年度 狩猟免許試験実施のお知らせ

●狩猟免許の試験区分

●狩猟免許試験の日程

●手数料および試験の内容

●申込書配布、提出先

日　　時 場　　所 区　分 申込期限

佐賀県生産者支援課(鳥獣対策担当)　TEL 0952-25-7113
農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

問

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

◆一般社団法人　佐賀県猟友会　TEL 0952-26-6543
 添付書類等   
 ・銃砲所持許可証(写)または医師の診断書(概ね申請前6ヵ月以内)   
 ・佐賀県収入証紙(手数料として申請書に貼り付ける)   
 ・写真１枚(縦3.0×横2.4cm。6ヵ月以内に撮影。裏面に氏名、撮影年月日を記載)   

網猟免許 
わな猟免許 
第一種銃猟免許 
第二種銃猟免許 

7月14日（水）
10：00～17：00

わな猟

網猟
わな猟
網猟
わな猟
第一種銃猟
第二種銃猟

網猟
わな猟
第一種銃猟
第二種銃猟

相知交流文化センター
（唐津市相知町中山3600番地8）
佐賀県射撃研修センター

（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

春日公民館
（佐賀市大和町大字尼寺1875番地）

7月28日（水）
10：00～17：00

８月9日（月）
9：00～17：00

12月12日 （日）
9：00～17：00

6月28日（月）

7月6日（火）

7月16日（金）

11月24日（水）

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

狩猟免許を初めて取得する人

現在狩猟免許を持っている人で
別の種類を取得する人

手数料　5,200円
(試験区分１種類につき) 知識試験

適性試験
技能試験手数料　3,900円

(試験区分１種類につき)

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

試験の内容

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

さが自発のチャレンジモデル創出事業への取り組みを募集します

白石町町民協働によるまちづくり
須古地区地域づくり協議会設立に係る住民説明会

六角地区地域づくり協議会設立準備委員会

  5月2日、「須古地区地域づくり協議会」設立に係る住
民説明会（主催：須古地区地域づくり協議会設立準備委
員会）を開催しました。説明会では、須古地区での地域
づくり協議会の必要性や目指す将来の姿、規約や組織
体制等について説明を行いました。
　6月6日には「須古地区地域づくり協議会」の設立総会
が開催され、白石町内で初めての地域づくり協議会が
発足する予定です。

　佐賀県では、自発の地域づくりに関する取り組みに支援を行い、地域資源の魅力を更
に磨き上げることで、地域住民の地域に対する愛着や誇りを高めるとともに、魅力ある
佐賀県を実現することを目的として、「さが自発のチャレンジモデル創出事業」への取
り組みを募集しています。
■募集対象事業　以下の要件をすべて満たす事業　　　
　　　　　　　　（応募可能な件数は１団体につき１件）
（1）CSOが実施する県内の魅力ある地域資源を活用した
　　自発の地域づくりの取組で、 すでに一定の成果を上
　　げているもの
（2）地域資源の魅力を地域の枠を超えて訴求するため、新
　　たに実施するもの
（3）次年度以降の計画性があるもの
（4）磨き上げで、他の自発の地域づくりの取組のモデルと
　　なる可能性があるもの
■補助率　補助対象事業費の90％以内（500万円を上限）
■申請対象　行政区、婦人会、老人会、PTA、
　　　　　　NPO法人などの地域団体

■募集期限　6月16日（水）
■提出書類　
　応募申請書、事業計画書、収支計画、事業スケジュール、
　翌年度以降の事業計画書、申請者の身分証明書の写し等
■提案事業の審査
　佐賀県が6月下旬に開催するプレゼンテーションによる
　審査会で採択者を選定します。事業の内容について、6つ
　の評価項目（①独創性、②新規性、③事業の効果、④実現可
　能性、⑤モデル性、⑥継続性）で総合的に審査します。 
■提出先　役場総合戦略課（町でとりまとめて県へ提出）

 ◎詳しい要件等は佐賀県さが創生推進課または役場総合
　戦略課までお問い合わせください。

　5月19日、第1回六角地区地域づくり協議会設立準備委員
会を開催しました。この準備委員会は六角地区の住民で構成
されており、4月に開催した全2回の事前打ち合わせを経て
発足しました。
　今回は「六角地区地域づくり協議会」の設立に向けて、まず
組織体制を話し合い、その後4班に分かれて空き地や危険
箇所などの地域の現状分析・問題点についても話し合いま
した。

▲説明会の様子

▲話し合いの様子

佐賀県さが創生推進課　TEL 0952-25-7505
総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

問
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問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

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

事業活動で出たごみ、農業用の肥料袋、ビニール類、コンテナ、育苗箱、育苗ポット、
畔波、漁業用の漁網などは「産業廃棄物」です。町では収集できません。
（さが西部クリーンセンターへの直接搬入もできません）

産業廃棄物処理業者にご相談ください。
産業廃棄物処理業者は佐賀県ホームページで確認をお願いします。

ルールとマナーを守って違反ごみがない白石町に
しましょう！
皆さんのご協力をお願いします。

●菓子の空き箱や包装紙、メモ紙なども古紙として出せます。
●古紙を結ぶ際に茶色の紙ひもで結ぶとリサイクルの際に支障がある
　ため、必ず白の紙ひもで結んでください。
●古布は、透明のビニール袋に入れて出してください。ただし、薄いビ
　ニール袋（クリーニング受け取り時の袋等）は回収時に破れるので使
　用しないでください。

・白石地域
・福富地域
・有明地域

215,700円
83,000円
158,500円

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

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

野良猫を増やさないために

令和2年度資源物回収地元還元金

町の古紙・古布回収にご協力をお願いします

農業・漁業などの事業活動に伴って出たごみ
（廃プラスチック・ビニール類）は、ごみステーションには出せません

～古紙・古布は大切な資源です～

違反ごみ（農業用ビニール）

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

　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。

●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　 ☆リチウムイオン電池　 ☆モバイルバッテリー

　※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。

●回収場所
　役場生活環境課（庁舎２階）月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）8：30～17：15
●令和2年11月回収開始から令和3年3月までの回収量
　☆ニカド電池：29㎏　　☆ニッケル水素電池：18㎏　　☆リチウムイオン電池：13㎏
　皆さんのご協力で回収された使用済みの小型充電式電池は、ニッケル・ 鉄（ステンレス製品等）、カドミウム
　（ニカド電池等）、コバルト（銅製品等）などの資源に再び生まれ変わります。
　※詳しくは町ホームページでご確認ください。

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

川の水をきれいにするために私たちができること。
　・調理くずなどを流さないようにしていますか？
　・使用済みの食用油を流さないようにしていますか？
　・使用する洗剤は適量ですか？
　・下水道への接続や合併浄化槽の設置も、地域の水質改善につながります。

地球温暖化対策のために・・・。
　・家電の買替え時はエコ家電を選びましょう。
　・過度な冷房、暖房に頼らない生活の工夫をしましょう。

地域の自然や地球環境を守るために、家庭や職場で取り組んでみましょう。

６月は
環境月間です

小型充電式電池リサイクルのお知らせ

【小型充電式電池の例】
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町営住宅入居者募集のお知らせ

白石町障害者相談員の紹介

白石町身体障害者福祉協会

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

・6月15日（火）～30日（水）

問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

・廻里津住宅　2戸
白石町大字戸ヶ里1663番地　
昭和53年建築（中層耐火構造3階建）
3DK、水洗トイレ、浴槽あり

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

■募集する住宅
■募集期間

〈継続〉

・入居申込書
・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）
・令和2年度（平成31年中・令和元年中）所得証
　明書（入居希望者全員分）
・令和3年度（令和2年中）所得証明書（入居希
　望者全員分）
・税の滞納がないことを証明するもの（入居希望
　者全員分の完納証明書、非課税証明書など）

※5月31日（月）までに応募があった場合、
　6月の募集戸数が変わる場合があります。
　詳細は問い合わせるか、ホームページをご
　覧ください。
※入居申し込みには所得制限などの要件があ
　ります。また、上区住宅以外は単身での入
　居申し込みはできません。　　　　　　　
※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があり、税金等
　に滞納がない人）
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認
　できます。

■応募に必要な書類

・上区住宅　2戸
白石町大字福富449番地1
昭和50年建築（簡易耐火構造平屋建）
3DK、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み
※単身入居可（ただし、60歳以上またはその他一定の
　要件を満たす人のみ）

消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

7月の相談日
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白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

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

江北町・大町町

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

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

「消費生活相談」と伝えてください。

6月 3日（木）・10日（木）
　  17日（木）・24日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

6月の相談日
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店舗での買い物はクーリング・オフ
　　　　　　　　　　　　できないので注意を！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。

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

 ＜ひとこと助言＞

★店舗での購入はクーリング・オフできません。

★クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘等、事業者側からの不意打ち的な勧誘で契約した場合等に、

　一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフ

　可能な取引の対象は法律で決められています。

★少しでも不安に思ったり、よく分からないときは、白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活センター

　等にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者ホットライン188）

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

※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。

事例1
1週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、家で使ってみると聞こえづらいと言う。調整してもらったが改善
しないので、クーリング・オフしたい。
事例2
1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が、2,000円も安い値段で広告に載っていた。返品して再度購入
したいと店舗に伝えたところ、できないと言われた。

　障害者手帳、補装具交付、福祉サービスに関すること等、障害者の相談を受ける相談員を紹介します。

会長　前田　弘次郎　080-5242-4410

※例年、日程を決めて開催している相談会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
　当分の間休止します。なお、白石町身体障害者福祉協会でも相談を受け付けています。

　 氏 名 　

深 川 則 義

川 﨑 信 之

橋 本 　 　 博

前 田 弘 次 郎

森 　 　 武 治

溝 口 　 　 猛

中 溝 章 代

津 田 千 代 子

井 﨑 え み 子

　　区　分　　

身体障害者相談員
 

知的障害者相談員

　 地 区 名 　

神 辺

揚 田

中 区 西 中 南

深 浦 東 分

牛屋東分中央

戸 ヶ 里

宮 田

東 区 権 和

牛屋西分西南
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［六角小学校］

■創　立：明治8年
■校　長：守田　美由紀
■生徒数：99人（R3.5月現在）
■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/

学校教育は今

　　　　　　　　　　　　子ども達に“レジリエンス”を　 　教育長　北村　喜久次
　
　今から20年ほど前、香川県のある小学校で子ども達が自分で食べる弁当の献立作り、買い
出し、調理、弁当箱詰め、片付けの全てを行うという食育の挑戦が始まりました。そのねらい
は、親が手を出さないことで「一人前になりたい」という、子ども達が本来持っている「生き
る力」を育てようというものです。家庭科で弁当作りの基礎を学ぶ5・6年生を対象に、食材
が傷みにくい秋口から翌春にかけて5・6回、親も先生も、その出来具合を批評も評価もしな
いという約束での実践でした。しかし、計画段階で親からは大反対の声が上がりました。子ど
もに包丁や火を使わせるのは「危ない」「失敗したら」などの心配からです。結果として、弁
当の日は、朝から大歓声で、お昼には、友達同士で弁当を見せ合ったり、食べ比べたりしなが
ら大賑わいだったそうです。このことから、多くの保護者が、「信じて任せれば、子どもは少
しずつだができるようになる」ということを学んだそうです。
　さて、昨今「他人とうまくコミュニケーションを取ること
ができない」「ちょっとしたことで心が折れてしまう」「大
人になっても社会に適応できない若者が急増している」とい
う声を見聞きするようになりました。具体的には、「小学校
低学年で一定の規則や約束に我慢ができず教室をうろうろし
たり、暴れたりする子どもが増えている」「部活の上級生と
はうまくいったが下級生が入ってきたら付き合い方が分から
なくなり退部した」といったもの。また、職場では「会社の
仕事は嫌いではないが、職場内で雑談ができず間が持たない
」「注意やアドバイスをするとひどく落ち込み、休んでしま
うので指導がしにくい」などといったものです。
  これらの背景には、時代の進展と共に大きく変わってしまった子ども達の育ちや遊び、また
ライフスタイルの変化があるように思います。遊び一つを例に取っても、以前は、様々な立場、
関係にある子ども同士が一緒に遊ぶ中で、人との距離感や付き合い方、思いやり、集団のルー
ルを守る協調性などが、当たり前のように育まれていました。しかし、今は、皆と外で遊ぶよ
り、気の合う少数の友達とゲームを楽しむといった遊び方が主流です。
　子ども達が持つ能力には、学習等によって得られる知識や理解などの「認知的な能力」と思
いやりや協力、やる気や我慢、人との関わり方などの「非認知的な能力」に分けられます。現
状は、この2つの能力のバランスが崩れ、「認知的な能力」に偏ってしまっていることが、前
述した様々な状況の原因ではないでしょうか。かといって以前に戻ることは難しく、今こそ、
私たち親や大人は、子ども達に「非認知的能力」を育むための大きな知恵が求められているよ
うに思います。
  冒頭に述べた弁当の実践は、今や全国に拡がり、当時の子ども達はすでに成人し「よくぞ“
弁当の日”を始めてくれました」と言って、子どもに任せるものは任せて、子育てを楽しむ姿
が報告されているとのことです。
　タイトルの「レジリエンス」とは、「失敗や挫折から立ち直る心の復元力」のことで、生き
る力の核といえます。この力を育むには、小さい頃からの自信や勇気の積み重ねが必要でしょ
う。私たちは、「人の役に立っている、貢献できている」と感じた時に、大きな自信を得るも
のです。家庭でも地域でも、もちろん学校でも、意識して子ども達に活躍の場を与え、「任せ
て感謝」の姿勢で、「ありがとう。助かったよ」などの声が飛び交い、逞しい子ども達があふ
れる白石町を共に目指しましょう。

子どもの主体性を育む授業づく
りに取り組んでいます。

　家庭や地域の協力･支援を得ながら教育活動を行っています。
　今年度は「生きる力を育む歯・口の健康づくり」にも取り組みます。

行事や活動を通して、お互いの頑
張りや良さを認め合っています。

自分たちで活動を決めたり、目標
を立てて挑戦したりしています。

【かしこく】

【学校教育目標】自ら学び、心豊かに成長し続ける児童の育成

【今年度の重点目標】1　主体的･対話的で深い学びの実現へ向けた授業改善
2　人権教育、特別支援教育の充実
3　家庭や地域との連携による望ましい生活習慣の形成

　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」として、「自分で考え､
自分から動く」「自分も人も大切にする」「あきらめずにチャレンジする」を示しています。
　コミュニティ･スクールとして、家庭・地域のご理解・ご協力をいただきながら、子どもと
教師が生き生きと学び合い、共に成長できる学校づくりに取り組んでいます。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、自分の可能性に挑戦できる子ど
もを育成したいと考えています。

R1通学合宿での夕飯作り

home
education
COLUMN Ⅰ

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ❶

【やさしく】 【たくましく】

進んで学び、
考えを深める子ども

認め合い、
共に高まり合う子ども

粘り強くがんばり、
自ら挑戦する子ども

自分で考え、自分から動く 自分も人も大切にする あきらめずにチャレンジする
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VOL.192 嘉瀬川・彦山三所権現社
　　　　　　の肥前鳥居

か　せ  がわ　ひこさんさんしょごんげんしゃ

ひ ぜん とり い

ひ ぜんとり い

てんめい あんぷく す  こ  にち

りんざん す  こ のぶ あき けいちょう

かんえい ひ  こ  さん

あんせい

しげ

ちか

か  せ がわ   ひこさんさんしゃごんげん

かんえい

きょうほう

れいげんほうおう いんぜん

かさぎ

●

しまぎ

がくづか

きっさき

てん げん さ

いな さ

だん な

てんしょう いしょう

がんもん

　白石町内の肥前鳥居を小欄第95・96号（平成25年４・５月号）で紹介した際に、「嘉瀬川・彦山三社権現には
寛永７年（1630）銘の肥前鳥居がありましたが、昭和37年（1962）夏の嵐で倒壊してしまいました（『白石町史』昭
和49年）。規模や詳細な銘文は不明です。現存していれば、町内で３番目に古い肥前鳥居となります。」とだけ記し
ましたが、倒壊した部材が現地に残されていますので、今回改めて詳しく
紹介します。
　天明９年（1789）正月に安福寺が佐賀藩に提出した「杵嶋郡須古日
輪山安福寺由来」には、須古鍋島家第２代須古信明（慶長13年（1608）
家督相続、寛永３年（1626）隠居）が境内に英彦山三所権現社を造営し
たとあります。安政３年（1856）作成『杵島郡須古郷図』によれば、嘉瀬川
公民館南西の山麓近く、石垣上に「安福寺」建物があり、その南側に接し
て東から延びる参道の石段手前に鳥居が、石段を登った先に「権現社」
本殿等が描かれています。これが須古信明が造営した英彦山三所権現
社で、鳥居が寛永７年建立の肥前鳥居です。肥前鳥居は第３代鍋島茂
周（寛永３年（1626）家督相続）が奉納したのでしょう。
　須古鍋島家が深く英彦山を信仰したこと、「彦山」が享保14年（1729）
に霊元法皇の院宣により「英」の一字が与えられ「英彦山」となったこと
は、小欄第176号（令和２年１月号）の「英彦山信仰」で紹介したとおりで
す。須古信明が造営したのは正しくは彦山三所権現社で、天明９年当時
は英彦山三所権現社だったのです。
　昭和37年夏の嵐で倒壊・解体された肥前鳥居の部材ですが、現在は三本継ぎの笠木・島木中央部と端部、下
端部が欠損した「彦山大権現」銘額束、三本継ぎ？の貫、銘のある柱中段１本と張り出しのある両柱下段が確認
できます。
　笠木と島木は一体化し反り上り、鼻と呼ばれる端部側面が切先状となり、島木の底面は外縁を帯状に残して内側
全体を一段彫り下げています。また、柱下段の下端から上端にかけての逓減差がわずかであるなど、前号で紹介し
た稲佐神社の天正13年（1585）銘を初めとする最古期の肥前鳥居からの、様式的な意匠の変化が見て取れます。
　柱中段には、彦山三所権現への願文が、確認できる範囲では次のように刻まれています（□は判読不能、[　　]
は文字数不明）。
　　□田雨寳湛七香水□□□[　　]
　　英子保孫□方域□□千願[　　]
　　俊□氏族昌乾坤保□[　　　　]
　　□得□[　　　　　　　　　　]

<参考資料>
・安政３年『杵島郡須古郷図』佐賀県立図書館蔵
・「天台宗由緒　西目門中　安福寺」（『佐賀県近世史料』第10編第１巻　
　佐賀県立図書館　平成22年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

　最古期の肥前鳥居では、両柱上段の正面にのみ簡単な銘（願主名・建立年月日）が刻
まれましたが、慶長年間（1596～1615）以降は神社の所在地と神名、願文、建立に関わ
った領主・檀那・願主または施主等、役人・宮司・僧侶や石工名等が、三本継ぎの柱では
両柱中段に、二本継ぎの場合は同上段のほぼ全面に刻まれるようになります。
　願文全体は確認できませんが、同時代の他市町の肥前鳥居の例から推測すると、五穀
の豊穣や一族の繁栄等を祈念して奉納されたと考えられます。

島木の底面

「権現社」鳥居
『杵島郡須古郷図』部分に加筆
(転載・複写禁止)

張り出しの有る両柱下段

4月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

0件
0円

1件
5,000円

1件
5,000円 20,000円

1件
20,000円

1件
0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
25,000円

2件
25,000円

3年度累計

4月分
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

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

3年度累計

長
町

長
議

鳥
居

●6月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

せつない動物図鑑
ブルック・バーガー著
ダイヤモンド社

図書紹介

図書室
有明公民館

6月

7月

/7日(月)/14日(月)/21日(月)
/24日(木)/28日(月)
/5日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・6月5日～7月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135 　カモノハシは目をつむって泳ぐ！？ワ
ニは恐竜がいた時代からずっとワニ！？
哺乳類だって爬虫類だって、地球上のす
べての動物に、それぞれせつない事実が
あるんです。せつない話ですが、挿絵の
かわいさには心を奪われます。ぜひ読ん
でみてください。

図書館情報
！
うも
読
を
本

！
うも
読
を
本

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
　6月のおはなし会　26日(土)10:30～ろうの両親から生まれたぼくが

聴こえる世界と聴こえない世界を
行き来して考えた30のこと

五十嵐 大著　幻冬舎

　聴こえない親と聴こえる子
どもとの間に、どんな出来事
が起きうるのか。耳の聴こえ
ない親に育てられた子ども
“コーダ”である著者が、母
との格闘の日々を綴る。
『ハフポスト』掲載に加筆修正、
書き下ろしを加えて単行本化。

みち
さいとう しのぶ作・絵　ひさかたチャイルド 
　地面に道を描いているはる
ちゃん。ひとりでにのびてい
く道を追いかけていくと、へ
んてこなパン屋さんやジュー
ス屋さんがあって…。空想が
楽しい絵本。『チャイルドブ
ックアップル』を書籍化。

キャンプと楽しむ釣り入門
つり人社書籍編集部著　つり人社

　釣りキャンプのためのスタート
ブック。渓流、湖沼、海など、キ
ャンプ場近くの水辺で、ビギナー
でも楽しめる釣りを解説する。釣
った魚を使ったキャンプ飯のレシ
ピ、釣り場で役立つ結びも掲載。

●ブックリサイクル中止のお知らせ
　6月12日（土）･13日（日）に予
定していたブックリサイクルは、
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止となりました。
　なお、当面の間、ゆうあい館ふ
れあいホールにリサイクルブック
を常設的に配架しています。どう
ぞご利用ください。
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62021
Juneくらしのカレンダー 6/5▶7/10

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

※都合により変更になる場合があります。

5

11 12

18 19

6 7 8 9

6

10

20 21 22

元

有公

ゆ

交

交

楽総

健

ミ

大

相

●日本語交流会
　　19：30～21：00元

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

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

白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
　有明公民館
楽習館

月  日 曜　日 当　番　施　設
6月　6日
　　13日
　　20日
　　27日
7月 4日

日
日
日
日
日

重村医院
川崎整形外科医院
白浜医院
古賀病院
森外科医院

白石町
大町町
白石町
江北町
白石町

0952-84-2656
0952-82-5551
0954-65-5006
0952-86-2070
0954-65-2059

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00

13 14 15 16 17
★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　  ［H29.10月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

27 28 29 30 1 2 3

4 5
◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

6 7 8

23 24 25 26
◆消費生活相談
　    10：00～16：00
★乳児健診
　　〈受付〉13：15～13：40
     ［R3.2月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

★2ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R3.4月生］
　母子健康手帳、出生届の
　時の資料、育児やこころ
　の健康チェック票

相

★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　   13:15～事前申込者

EXPRESSEXPRESS
職業訓練受講生募集（8月入所生）

『鉄道近接工事』にご注意ください！！

■募集科名・定員
　　　　CAD/NCオペレーション科、溶接技術科、
　　　　住環境CAD科　3科で17人
■訓練期間　8月4日（水）～2月28日（月）
■募集期間　6月29日（火）まで
■入所選考　7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

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

※作業内容や環境条件、使用重機によっては8ｍ以
　上の場合でも近接工事の適用となる場合があり
　ます。詳しくはJR九州ホームページをご覧くだ
　さい。
■連絡先　長崎本線（JR九州佐賀鉄道事業部）
　　　　　TEL 0952-23-2939

　佐賀県看護協会では、看護職者の人材確保を目的
に看護職再就業相談会を実施しています。
（ハローワーク移動相談）
　ハローワーク佐賀　第1・2・4木曜日
　　　　　　　　　　10:00～ 16:00
　ハローワーク武雄　第1水曜日　　　　
　　　　　　　　　　10:00～ 16:00
　ハローワーク鹿島　第2火曜日　　　　
　　　　　　　　　　10:00～ 16:00
　佐賀県ナースセンター　月～金曜日　　 
　　　　　　　　　　  9:30～ 16:00
■問合せ先　
　　公益財団法人　佐賀県看護協会
　　TEL 0952-51-3511

看護職再就業相談会

　まだまだ働く意欲のあるアクティブシニアの就労
相談を受けます。（相談世代：概ね55歳以上の求職者）
■とき　6月17日（木）
■場所　ハローワーク武雄2階
■相談時間　10:00～ 15:00
■問合せ先　
　　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会　
　　ほほえみ館内（佐賀市保健福祉会館2階）
　　TEL 0952-33-7380

シニア向け就労無料相談会

（シニア女性のためのコミュニケーション講習）
■日時　7月6日（火）～7日（水）　2日間
■会場　唐津市高齢者ふれあい会館「りふれ」
■内容　活き活きとしたシニア女性のためのコ　
　　　　ミュニケーションについて基礎から学ぶ
　　　　講習
■申込締切日　6月28日（月）
（マンション施設管理員養成講習）
■日時　7月19日（月）～21日（水）　3日間
■会場　鹿島市シルバー人材センター
■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　7月9日（金）
■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、シルバー人材センターの入会説明会に参
　　加した人または受講後に入会説明会に参加を
　　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
　　TEL 0952-20-2011
　　FAX 0952-20-2015

高齢者活躍人材確保育成講習

犯罪発生件数

自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

うち窃盗犯
30件
19件

前年比  －3件
前年比  
前年比  

－5件
2件
4件
1件
6件

－2件
前年比 ＋2件

 前年比 －3件
前年比 ＋3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

4月末現在

情報

ゆゆ

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆法律相談
　　10：00～12：00

●駐在員会
　　  9：00～
★2歳6ヵ月児歯科健診
　　〈受付〉12：50～13：30
  　［H30.10～11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
　　19：30～21：00元

●日本語交流会
　　19：30～21：00

◆法律相談
　　 10：00～12：00

●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10：30～

◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

9 10
◆法律相談
　　10：00～12：00
●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10：30～

交

元

◆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

●日本語交流会
　   13：30～15：00楽

大

相

◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00

線路内
近接工事 近接工事

概ね8ｍ概ね8ｍ

ゆ
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（－3）
（－20）
（－8）
（－12）

7,746世帯
22,266人　　　
10,556人　
11,710人　

R3年4月末現在（対前月比）

広報白石 2021.6 No.198 令和3年6月4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/

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp

あゆむくん、2歳の誕生日おめでと
う！これからも元気でいっぱい遊
ぼうね！

門田 颯太 くん　6歳
（平成27年6月20日生まれ）

かどた   そうた

古田  歩くん　2歳
（令和元年6月24日生まれ）

ふるた  あゆむ

6歳のお誕生日おめでとう！妹の面倒見がいい立
派なお兄ちゃんになりましたね。これからも2人
仲良くね！

対象　町内在住、就学前まで
7月1日（木）～7日（水）の期間内に、
①お子さんの名前（ふりが
な）②生年月日・年齢③性別
④保護者名⑤住所⑥電話番
号⑦コメント（50字以内）
を書いて、メールでご提出
ください。（郵送・持参不可）

※先着7人を掲載。写真は原則お子さ
ん1人で写り、加工前のもの。本文に
絵文字を使用すると表示されない場
合がありますのでご注意ください。

8月生まれの子どもの写真を募集します♪

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ

6月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111
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