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真新しい制服を着て入場 ［写真］六角小学校入学式（16ページ）



　町では、高齢者施設への入所者を対象に新型コロナウイルスワクチン接種が始まりました。
　今後は、以下の流れで接種を進めていく予定です。ただし、ワクチンの供給等で変更が生じる場合があり
ます。
　また、64歳以下の人は接種の案内までしばらくお待ちください。

ファイザー社ワクチンは1回の接種後、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。
接種は強制ではありません。受ける人の同意がある場合
に限り行われます。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号　0120-761770（フリーダイヤル）
対応時間　9:00～21:00
　　　　　（平日、土日・祝日含む）

「杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター」
電話番号　0120-947-694（フリーダイヤル）
受付時間　9:30～17:00
　　　　　（平日、土日・祝日も含む）

　接種実施医療機関や接種会場を確認することができます。
　また、どのワクチンを扱っているのか、ワクチンの有効性と安全性、医療機関の
予約受付状況などの情報を見ることができます。

75歳以上の人

4月23日に接種券を送付しています。　

　接種には予約が必要です。

　　　　　予約開始日 　　　　  ワクチン接種開始日
個別接種　医療機関に確認ください　5月10日～

集団接種　5月17日～　　　　　5月24日～

接種日当日に持ってくるもの
●接種券　
●記入した予診票
●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）

接種日当日の注意事項
★接種前に自宅で体温を測定し、明らかな
　発熱がある場合や体調が悪い場合は接種
　を控え、予約した場所へ連絡をしてくだ
　さい。
★肩を出しやすい服装でお越しください。
★接種後は体調変化がないか、約15～30
　分間待機していただきます。時間に余裕
　を持ってお越しください。

65歳～74歳の人

5月31日以降、接種券を送付します。

ワクチン接種開始日、予約開始日は接種券送付と

同時にお知らせします。

～75歳以上の人から接種を開始します～
（昭和22年4月1日以前に生まれた人）

4月22日現在

白石町「新型コロナウイルスワクチン接種」について

※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。

接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」のご案内

https://v-sys.mhlw.go.jp

接種費用

無 料
（全額公費）

「新型コロナウイルスワクチン接種」までの流れ

集団接種の予約や会場案内については…

新型コロナウイルスワクチン副反応等相談センター
【日本語での相談】電話番号　0954-69-1105　対応時間　8:30～17:00（平日、土日・祝日含む）
【筆談での相談】　FAX番号　0952-25-7268　対応時間　8:30～17:00（平日のみ）
【多言語での相談】電話番号　092-286-6823　対応時間　8:30～17:00（平日、土日・祝日含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相談形態　相談者、電話通訳者、県コールセンター　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の三者間通訳会話

佐賀県によるワクチンに関する専門的相談窓口は…

問 新型コロナウイルスワクチン接種対策班　保健福祉課　TEL 0952-84-7116

65歳以上の高齢者

高齢者施設入所者

入院・入所中である 施設等に相談してください

集団接種の予約をする 5月17日～

または

予約する場合は、手元に「接種券」を準備し、
予約した日時を記録しておきましょう

64歳以下の基礎疾患がある人

上記以外の人（16歳以上）

75歳以上
S22.4.1以前に生まれた人

65歳～74歳
S22.4.2～S32.4.1に生まれた人

接種

はい

いいえ

はい

可能

いいえ
接種

予約接種券の送付

接種

接種

接種

通院している・かかりつけ医がある（例　高血圧や糖尿病など）

かかりつけ医に相談
かかりつけ医療機関で
接種が可能か確認。

かかりつけ医療機関に
直接予約、予約日に接種

集団接種会場で接種
場所：白石町総合センター

「杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター」
0120－947－694（フリーダイヤル）
受付時間 9:30～17:00（土日・祝日を含む）

「WEB予約システム」

※準備中

集団接種

個別接種

接種は2回
予約も2回

接種は2回
予約も2回

～相談・問い合わせ窓口について～
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【教育標準（1号）認定】幼稚園・認定こども園（幼稚園機能部分）
　利用者負担額（保育料）は無償となります。
　≪注意≫
　1．利用者負担額（保育料）のほかに、各園によって給食費などの実費徴収がある場合が
　　　あります。保育料は無償となりますが、給食費は引き続き保護者の負担となります。
         ただし、副食費は以下の該当者は免除となります。
　　　① 市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯のこども
　　　② 小学校3年生以下のこどもから第1子、第2子と判定し第3子以降のこども
　2．市町村民税額の計算には、配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別控除、株式等
　　　譲渡所得割控除などは適用しません。
　3．判定区分は、4月から8月までは前年度分の市町村民税所得割課税額、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税所得
　　　割課税額で決定します。

●雇用期間・勤務形態　7月21日～8月31日・夏季休業中勤務のみ

●勤務時間　7：30～19：00の中で6時間程度

●勤務内容　学童保育施設内にて留守家庭の児童の見守り、育成支援 

●対象　原則として白石町内に居住、心身ともに健康で、体力に自信のある人

●募集締切　5月31日（月）まで

　※応募方法、賃金など詳しい勤務内容等はこども未来係までお尋ねください。

　≪注意≫       
　1．多子世帯の年齢制限について       
　  ① 第１から第４-2A階層の世帯は、兄または姉の年齢制限なしで第1子、第2子等と判定し、第2子は半額、第3子以降は0円とな
　　　ります。ただし、第３-A、第４-１A、第４-２A階層の第2子以降は0円となります。    　　
　　② 第４-2Bから第8階層の世帯は、小学校就学前かつ施設等を同時に利用する場合に第1子、第2子等と判定し、第2子は半額、第
　　　3子以降は0円となります。       
　２．第４-2Bから第8階層で、同一世帯内に扶養義務者と生計を一にする18歳未満の子どもが3人以上同居している場合の第3子以
　　　降のひとり入所は、上記表の負担額から30％軽減を行います。（上記１の軽減者は除く）  　
　３．定義欄内の『（ひとり親世帯等）』には、ひとり親世帯のほか、障害児（者）同居世帯、生活保護法に定める要保護者等特に
　　　困窮していると町長が特別に認める世帯を含みます。
　４．利用者負担額の根拠となる税額の計算には、配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別控除、株式等譲渡所得割控除など
　　　は適用しません。       
　５．未婚のひとり親に対しては、寡婦（夫）に該当するものとみなし、利用者負担額（保育料）の算定を行います。
　６．利用者負担額（保育料）は、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中の保育料は変わりません。
         また、年度途中で入所した場合も当該年度初日の前日時点の年齢で決定します。 
　７．階層区分は、4月から8月までは前年度分の市町村民税所得割課税額、9月から翌年3月までは当年度分の市町村民税所得割課税
　　　で決定します。       
　８．利用者負担額（保育料）のほかに、各園によって給食費などの実費徴収がある場合があります。
         3歳以上児の保育料は無償となりますが、給食費は引き続き保護者の負担となります。ただし、副食費は以下の該当者は免除と
　　　なります。
　　　① 市町村民税所得割課税額が57,700円未満（「ひとり親世帯等」該当の場合は77,101円未満）の世帯のこども
　　　② 第3子以降のこども（「第3子」の考え方は≪注意≫１. ②と同様）

保育園、認定こども園の利用者負担額【保育料】を
お知らせします 「学童保育支援員」を募集します

令和3年度

【保育標準・短時間（2号・3号）認定】保育所・認定こども園（保育所機能部分）　（単位：円）
保育料月額

仲良く・楽しく・健康に
「ニュースポーツ体験会」に行ってみよう♪

3歳未満児 3歳以上児

市町村民税所得割課税額
48,600円未満

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

問 生涯学習課 生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129

子育て中のママ同士、楽しい時間を過ごしてみませんか？
新型コロナウイルス感染拡大防止をしながら、楽しくおしゃべりしましょう♪
お子さんも一緒に、ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。

「ニュースポーツ」とは、誰でも気軽に簡単に楽しむことができる新しいスポーツです。
地域の行事、老人会、子どもクラブなどレクリエーションの一環として多くの機会で活用してもらいた
いと考えています。
色々なニュースポーツを体験できるように用意していますので、皆さんの参加をお待ちしています。

●5月17日（月）10:30～11:45　　子育て座談会　　
●6月  7日（月）10:30～11:45　　離乳食等について～栄養士の講話～
　対　象：4ヵ月～3歳未満の子をもつ母親・10人
　場　所：ゆめてらす（交流館）デイルーム
　申　込：電話受付で、先着10人までです。
　　　（土日、祝日は受け付けませんのでご了承ください）
　※ママは、マスクを着用ください。

●日　時：5月15日（土）9:30～11:30
●場　所：白石社会体育館
●内　容：ニュースポーツの紹介と体験
　　 （輪投げ、バッゴー、スカットボール、ボッチャ、ヒットだ！ターゲット、シャッフルボード、
　　　  スナッグゴルフ）

※参加料無料・参加申込不要
　※種目変更等がある場合もあります。
　※各自でマスク・体育館シューズ・飲み物を用意してください。

問・申込
白石町社会福祉協議会　TEL 0954-65-8960
保健福祉課 健康づくり係・こども未来係　TEL 0952-84-7116

広報白石 R3・5　 05広報白石 R3・504



新型コロナウイルス感染症の影響で健診を受ける人が減少しています。からだの不調を早く見つけるために
は健診を受けることが大切です。自身の健康管理のためにぜひ受診をしてください。
※今年度は予約不要ですので、直接会場へお越しください。

◎治療中の皆さんも　
　特定健診は、糖尿病（HbA1c）や腎機能低下（eGFR）の早期発見など、普段は検査していない項目も含まれています。
　県内医療機関等で、受診の際に特定健診を受けることをお勧めします。

◎職場の健診や個人で人間ドック等を受ける人は、健診結果（写し）の提供にご協力ください
　特定健診の受診率が、国から町へ交付される補助金等に影響します。受診率アップが町民の負担軽減につながります。

◆対象者　白石町に住所がある昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性で、
　　　　　・過去に抗体検査を受けたことがない人・抗体価が低かった人で予防接種を受けていない人
◆助成内容　抗体検査・予防接種に係る費用は無料です。
　　　　　　　  ※クーポン券を持参しない場合は、全額自己負担となります。（無料で受けることができません）

◆クーポン券の有効期限　令和4年2月28日
※クーポン券を紛失した場合は、保健福祉課で再発行します。本人確認のため、運転免許証またはマイナンバー関連書類等をご持参ください。
※受診の際には、医療機関に必ず予約をお願いします。

　国保加入者の1人当たりの医療費は佐賀県が
全国一の高さですが、白石町は、その佐賀県を
上回っている状況です。
　原因は様々ですが、健（検）診を毎年受診し
て病気の早期発見・早期治療を行うことで、医
療費の増加を抑えられる可能性があります。

※1…新型コロナウイルス感染症の影響で健診会場・スケジュールが変更になる場合があります。
　　 10月の住民健診日程や個別健診（医療機関）等の詳細については、6月に配布予定の「住民健診ガイドブック」をご覧ください。
※2…30～44歳の女性で対象者はHPV検査(無料)が併用可(自身の過去の結果で検診間隔が異なります)

７月1日から住民健診が始まります！
【受付時間】8：30～11：00（子宮頸がん検診の開始時間は10：00～）

健診って、毎年必要？

受けるなら今！
風しん抗体検査が無料で受けられます！

７月の住民健診日程表 　 ※1 健（検）診の項目 　　  ※年齢は、令和4年3月31日を基準日とします

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

12日

13日

特定健診 

国保の30代健診

 ピロリ菌検査

胃がん検診（ﾊ ﾘ゙ｳﾑ検査）

肺がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

乳がん検診（ﾏﾝﾓｸ ﾗ゙ﾌｨ）
◎１日先着55人まで

子宮頸がん検診※2

肝炎ウイルス検査

1,000円

1,000円

1,080円

1,000円

200円（痰：500円）

500円

500円

700円

1,000円

無料

40～74歳の白石町国保加入者

30～39歳の白石町国保加入者

30代健診受診者で過去に検査
を受けていない人 

40歳以上

40歳以上

40歳以上

40歳以上

40歳以上で前年度の町の乳
がん検診を受けていない人 

20歳以上

30～74歳で過去に検査を
受けていない人

木

金

土

月

火

水

木

金

月

火

7月 有明
スカイパーク
ふれあい郷
自有館

対象者 自己負担額

福富
ゆうあい館

33.0
31.0
29.0
27.0
25.0
23.0
21.0

27.0

30.2

33.4

22.4
24.2

26.1

H25　H26　H27　H28　H29　H30　R1
白石町 全国

国保１人当たりの月額医療費
(単位：千円)

白石町

同規模

全国

111.9％

108.9％

108.0％

110.6％

108.2％

107.9％

H25-H28
伸び率

H28-R1
伸び率

予約
不要！

実は、
1人当たりの
医療費が増加
しています！

まずは
抗体検査を受け、
免疫がない場合は
予防接種を
受けましょう4月に、昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性に風しん抗体検査・

予防接種のクーポン券を送付しています。

軽自動車等を持っている人へ
　軽自動車税は賦課期日（その年の4月1日）現在の軽自動車等所有者に対して課税されます。 
　令和3年度分の軽自動車税の納付書を、5月中旬に発送しますので、納期限までに必ず納めましょう。 
　納期限までに納付がない場合は、督促状が発送され、それでも未納の場合は差押えなどの滞納処分を受けること
になります。

納期限…5月31日（月）
　口座振替を利用している人は、5月31日（月）に指定の口座から振り替えますので、残高確認をお願いします。

トラクター等の小型自動車にもナンバープレートを付けていますか？
　トラクター、コンバイン、乗用田植機、一定の条件を満たす農耕作業用トレーラ、乗用管理機等の農耕用小型特殊自
動車や、フォークリフト等の小型特殊自動車を所有している人も、その車両の公道走行の有無に関わらずナンバープ
レートを取得する必要があります。ナンバープレート交付申請手続きは税務課町民税係までお問い合わせください。
※一定の条件を満たす農耕作業用トレーラの課税についての詳細は、町ホームページをご確認ください。

～障害手帳等を持っている人へ～

軽自動車税の障害者等減免について

申請期限…5月11日（火）～31日（月）　※土日を除く　注）期限後の申請は受け付けません。
申請場所　役場１階　税務課窓口

手続きに必要なもの
　・令和3年度軽自動車税の納付書（口座振替の人は口座振替通知書）※5月11日発送予定
　・障害者手帳等（戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 
　・運転する人の運転免許証
　・車検証のコピー
　・印鑑 
　・申請者のマイナンバーが確認できるもの（通知カード等）
　・上記（イ）～（オ）に該当する人のうち家族が使用する軽自動車は使用目的・使用頻度に係る証明書が必要です。
　  証明書の様式は税務課窓口に準備しています。 
　・上記（オ）の場合は①昇降装置等が分かり、ナンバーが分かる車全体の写真の添付が必要です。

●前年度も減免を受けていた人へ
　昨年の減免申請以降、次のことに変更や更新がない場合は手続きをしなくても減免を受けることができます。　
　なお、確認の通知を送付します。
　①減免を受ける車両
　②障害者手帳の等級・内容・有効期間
　③免許証の更新 
　④使用目的・使用頻度
　⑤運転者（例：本人運転→家族運転）

●ご注意ください
　・障害の部位・等級の程度によっては、減免の対象にならない場合があります。
　・家族が使用する軽自動車は使用目的・使用頻度によっては対象にならない場合があります。
　・減免は１人につき１台限りです。
　・普通自動車の減免を受けている人は減免の対象となりません。

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、減免を受けられる
等級にあり、なおかつ下記の（ア）～（オ）のいずれかに該当する人は軽自動車税を減免できる制度があります。

（ア）身体、精神に障がいを持つ人が所有し、自らが使用する軽自動車
（イ）身体、精神に障がいを持つ人が所有し、障がいを持つ人のために家族が使用する軽自動車
（ウ）年齢18歳未満の身体に障がいを持つ人のために家族が所有し使用する軽自動車
（エ）精神に障がいを持つ人のために家族が所有し使用する軽自動車
（オ）身体に障がいを持つ人、または身体に障がいを持つ人の家族が所有する車で、車椅子の昇降装置等専ら
　　身体障害者等の利用に供するための構造付きの軽自動車

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116
問 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113
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　豪雨等で家屋が浸水した場合、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかる心配があります。洗浄
することで十分に汚れを除去し、乾かしてから消毒をしてください。
（清掃が不十分だと、消毒の効果がありません）

　　※消毒薬は濃度や用法など、薄めて（希釈して）使用するものがあります。
　　　使用の際は、使用上の注意事項を必ず確認し事故が起こらないようにしましょう。

　　※使用時は、ゴム手袋・マスクを着用し、窓やドアを開け、換気をしながら作業してください。
　　※希釈液をペットボトルに移し替えしないでください。誤って飲んでしまう恐れがあります。
　　※希釈液は使い切って、絶対に他の消毒液や洗剤と混ぜないでください。

　清掃のときの注意事項
　・ドアや窓を開けて、しっかり換気

　・汚泥は十分に除去し、しっかり乾燥

　・清掃中のけが予防対策に、手袋・底の厚い靴などを着用

　・ホコリから目や口を守るために、ゴーグル・マスクを着用

　床上浸水の場合
　室内は生活を行う場所です。泥や汚れを十分に取り除いた後、消毒をしましょう。

　・水が引いたら、家の中の不用物や濡れた畳を片づけてください。

　・汚れた家具や床・壁などは水で洗い流し雑巾で水拭きなどしてください。

　・食器類や調理器具などは、水洗いして汚れをきれいに流してください。

　家の周囲や床下浸水の場合
　土砂等を取り除いた後、水で洗い流し、しっかり乾かすことが重要です。

　床下に流れ込んだ土砂や水分が残ってしまうと、その湿気で家の基礎や土台などに影響が出ることが

　あります。

　・汚泥等は片づけて、外壁などについた泥は水で十分に洗い流してください。

　・床下換気口のゴミを取り除き、床下の風通しを良くしてください。

　・床下はスコップ等で汚泥を除去した後、雑巾などで水気をなくし、扇風機などで強制的に換気し、

　　乾燥させてください。

　★消毒は屋外（床下や庭）では原則不要です。

　その他の注意
　・食事の前や清掃の後などは、しっかりと手洗い・うがいをしてください。

　・作業中の水分補給も忘れずに。

水害時の衛生対策と消毒について 主な消毒方法について

★感染症予防には、
　清掃 と 乾燥 が最も重要です　
※「日本環境感染学会ガイダンス」から一部抜粋

参考：日本環境感染学会　一般家庭における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法

希釈液の作り方

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

消　毒　薬
対　象　と　使　い　方

食器類・流し台・浴槽 家具類・床

10％塩化ベン
ザルコニウム
（逆性石けん）

0.1％に希釈する
①泥などの汚れを洗い流すか、
　雑巾などで水拭きしてから、
　十分に乾燥させる。
②調整した液を浸した布などで
　よく拭く。

0.1％に希釈する
①泥などの汚れを洗い流すか、雑
　巾などで水拭きしてから、十分
　に乾燥させる。
②調整した液を浸した布などでよ
　く拭く。

0.02％に希釈する
①食器用洗剤と水で洗う。
②希釈した消毒液に5分間漬け
　るか、消毒薬を含ませた布で
　拭き、その後、水洗い・水拭
　きする。
③よく乾燥させる。

0.1％に希釈する
①泥などの汚れを洗い流すか、雑
　巾などで水拭きしてから、十分
　に乾燥させる。
②調整した液を浸した布などでよ
　く拭く。
③色あせが気になる場所は、水で2
　度拭きする。

希釈せず、原液のまま使用
①洗剤と水で洗う。
②アルコールを含ませた布で拭
　く。
※火気のある所では使用しない

希釈せず、原液のまま使用
①泥などの汚れを洗い流すか、雑
　巾などで水拭きしてから、十分
　に乾燥させる。
②アルコールを含ませた布で拭く。
※火気のある所では使用しない

次亜塩素酸
ナトリウム
多くの商品は
「6％次亜塩素
酸ナトリウム」
として販売され
ています。
(家庭用塩素系　
　漂白剤でも可)

消 毒 用
アルコール

●10％塩化ベンザルコニウム
　0.1％ 希釈の場合

●6％次亜塩素酸ナトリウム
　0.02％ 希釈の場合

水１ℓ

バケツ バケツ

水１ℓ
ペットボトルの
キャップ1杯
約4～5㎖として

約2杯

ペットボトルの
キャップ1杯
約4～5㎖として

半分強
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　山林、道路、河川敷、空き地等へのごみの不法投棄やポイ捨てが後を絶ちません。
　これらは、地域の景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、地域の生活環境に悪影響を
及ぼします。
　ごみの分別やルールを守り、適正な処理を行うようにしましょう。

※不法投棄をした場合、5年以下の懲役または1,000万円以下（法人の場合は3億円以下）の罰金またはその  
　両方が科せられます。

ごみの不法投棄、ポイ捨てはやめましょう。

　町内で山間部や道路、水路わき、有明海沿岸部などに野菜、農業用廃資材、生活ごみなどが捨てられたり、
さらにごみを燃やした場所も確認されています。
「自分さえよければ」の身勝手で悪質な行動が、地域の環境悪化を招いています。町民の皆さん一人ひとり
が環境を守り、子どもたちに誇れる町にしていきましょう。

ごみや野菜くずの焼却も絶対にダメです‼

令和3年度の
白石町環境保全監視員が
決まりました。

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　町では、生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、4月13日に環境保全監視員を25人に委嘱しました。環境問
題の解決のため、指定された地域を定期的に巡回していただきます。不法投棄・野焼き・水質汚濁・悪臭などは一
人ひとりの心がけで防止できます。住民の皆さんのご協力をお願いします。

  監視員名
田中　誠一
山﨑　靖男
吉岡　靖彦
川﨑　良則
大串　成幸
　渕　次男
諸岡　直樹
前田　達雄
諸岡　俊幸
小野　敏文
川﨑　初巳
川﨑　政則
久原　正博
重富　安則
西山　一美
筒井　一信
本山　正成
小野　　稔
川﨑　優美
岩石　松己
髙尾　貞義
藤木　廣昭
小森　次雄
森田　末義
樋口　博幸

  行政区
福吉南
北川
上廿治
大戸中
西郷
伊ヶ代
内堤
小島
喜佐木
遠江搦
沖小路
新拓2号
中区
南区
住ノ江区
東六府方区
大西
沖清
新明１区
六ヶ里
戸ヶ里
坂田
竜王
百貫
牛間田

　　　　　　　　担　当　地　区

白石校区

六角校区

須古校区

北明校区

上区、中区、下区、北区
八平干拓
南区、東区、六府方区、住ノ江区
東六府方区、代行干拓
牛屋東分
牛屋西分、新開
新明
久治、六ヶ里、辺田
上田野上、下田野上、島津、廻里、高町、廻里津、戸ヶ里の一部
古賀、原田、坂田、白岩、戸ヶ里の一部
室島、竜王、深浦
長浜
牛間田

｢麦わら｣は燃やさず、すき込みしましょう

問 白石町農業再生協議会（事務局 農業振興課内）　TEL 0952-84-7121

問 生活環境課 環境係・廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

水路への不法投棄水路への不法投棄 タマネギ不法投棄タマネギ不法投棄

ビン、カンを含むごみと焼却ビン、カンを含むごみと焼却 タマネギ焼却跡タマネギ焼却跡

●すき込みする目的
　①資源の有効利用による水田の土壌改良
　　（土づくりに効果絶大）
　②地区住民への煙害防止
●麦わらすき込みの効果
　①地力が高まり、生産が安定します。
　②化学肥料を節減できます。
　③土壌が柔軟化し、機械作業が楽になります。

●麦わらすき込みのポイント
　①麦わら切断を長めに（15㎝以上）
　②早めの入水を
　③麦わらのすき込みを始めて2～3年間は、分解用の
　　窒素施用を（窒素成分で2.5㎏施用）
　④やや深めに耕起（現行より1～2㎝深く）
　⑤極浅水（ベタかき）代かきを行うこと

春の農作業安全運動実施中
運動期間：５/１～６/３０運動期間：５/１～６/３０

ノーミス・ノー事故農作業！

麦の収穫作業や田植えなど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した。
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。
最近、深夜や早朝の時間帯での農作業が見受けられます。機械を使用すると、騒音等が発生し、近所の迷惑になるこ
とがあります。大きな音を発する農業用機械の使用は、周囲の環境に十分配慮した使用をお願いします。
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問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

  空き家を   
借りたい人、
買いたい人

  空き地を
買いたい人

  空き家を   
貸したい人、
売りたい人

  空き地を
売りたい人

　空き家や空き地の利活用の方法の一つとして、空き家・空き地バンク制度をぜひご活用ください。

●対象となる工事　・トイレ、お風呂等を下水道に接続するために要する工事費
　　　　　　　　　・くみ取りトイレを水洗トイレへ変更する場合の工事費
●申請の条件　自己所有（申請者および配偶者の親または子、同居の親族を含む）で居住する住宅の接続工事
　　　　　　　であること。 (新築住宅は除く）

供用開始から1年以内に工事完了
供用開始から1年を超え2年以内に工事完了
供用開始から2年を超え3年以内に工事完了  
供用開始から3年を超えて工事完了

10万円
7万5千円
5万円

2万5千円

 ■「下水道接続促進事業費補助金」について
接続を促進し、下水道の普及を図るため、宅内の下水道接続工事に対して補助金を交付します。

　令和3年度に下水道整備区域外の専用住宅および自治公民館等で設置する浄化槽に対し、経費の一部を
助成します。（年間60基予定）
　助成を希望する人は、事前申請が必要になりますので生活環境課へご連絡ください。

●令和3年3月31日から、大字今泉、遠江、築切、横手の一部が供用開始になりました。
●公共下水道が供用開始になった地域は、下水道に接続することが下水道法で定められています。　
●下水道接続工事は、白石町に登録されている白石町下水道排水設備工事店に依頼してください。
●公共下水道・農業集落排水区域外は浄化槽区域です。浄化槽の設置をお願いします。
　※単独浄化槽（生活雑排水は処理しません）は、合併浄化槽に切り替えましょう。

　「経済センサス‐活動調査」は、すべての産業分野での事業所・企業の経済活動の状況を全国的・地域別に
明らかにすることを目的とし、国が行う調査の中でも特に重要かつ大規模な統計調査で、統計法に基づい
た報告義務のある基幹統計調査です。 
　調査票に記入された内容は、統計作成の目的以外（税の徴収など）に使用することは絶対にありません。
　調査員証を身に付けた調査員が5月下旬に調査票を持って訪問します。
　調査の趣旨・必要性を理解いただき、回答をよろしくお願いします。安心のセキュリティで、いつでも回
答可能なインターネット回答がおすすめです。

総務省・経済産業省・佐賀県・白石町
【ホームページ】　
http://www.e-census2021.go.jp/

『経済センサス-活動調査』が、はじまります。
全国すべての事業所・企業が調査の対象です。

※賃貸住宅等は、（　）の国の補助基

　準額となります。

※11人槽以上の浄化槽を設置する

　時の補助額はお問い合わせくだ

　さい。

 ■「浄化槽設置整備事業補助金」について

補助額：対象工事費の10％（千円未満切り捨て）で最高10万円

補助金の額

補助限度額

補助金限度額
600，000円
（332，000円）

720，000円
（414，000円）

920，000円
（548，000円）

人　　　槽

5人槽

6～7人槽

8～10人槽
問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

下水道への接続、浄化槽の設置をお願いします
自然環境と共生する住みよい町づくりのために 町内に所有する空き家や空き地を売りたい または

　　　　 空き家を貸したいと考えている人はいませんか？

生ごみ処理器等購入の補助金について

　適切に管理され、人が住むことができる空き家や、登記地目が「宅地」となっている空き地は、白石町空き
家・空き地バンクに物件登録することで、町内の空き家や空き地を探している人に向けて、広く情報発信す
ることができます。
　また、空き家・空き地バンクに物件を登録し、その物件について売買等の契約が成立した場合は、奨励金等
を交付する支援制度があります。
　物件の登録や奨励金の交付には要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

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

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

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

【白石町空き家・空き地バンクホームページ】
https://www.shiroishi-town.jp/akiya/

【空き家・空き地バンク制度とは】
「空き家を売りたい、貸したい」、「空き地を売りたい」という所有者から申し込みを受けた物件を、白石町空
き家・空き地バンクホームページに掲載し、「白石町に住みたい」、「空き家や空き地を探している」という人
に情報発信する制度です。

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118
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災害時に物資を供給
祐徳自動車との協定調印式

みんなで力を合わせてコロナをやっつけよう！
有明西小　木版画贈呈

須古城跡を視察
白石町社会教育委員会

白石町をPR
さくらむすび『ポンコツ女子diary』贈呈

　3月22日、祐徳自動車株式会社と白石町が「災害時における物資供
給に関する協定」を締結しました。
　祐徳自動車株式会社はホームセンター事業も行っており、地元企業
として日用品や作業服などの提供が可能です。これまでに、熊本地震
での飲料や紙おむつなどの提供、江北町で鳥インフルエンザが発生し
た時には長靴やブルーシートなどを提供するなど、実際の災害対応の
ノウハウも兼ね備えています。
　この協定に基づき、白石町で災害が発生した時に必要な物資を優先
的に提供してもらうことになります。

　3月22日、町のにぎわい創出のために活動して
いる地域づくり団体「さくらむすび」から白石町
へ白石町PRブック『ポンコツ女子diary』が贈呈
されました。
　このPRブックは「さが未来アシスト事業費補助
金」を活用して作成されたもので、食や体験を通
して白石町の魅力を発信する冊子となっています。
町内各所に配布されていますのでぜひご覧ください。

　3月22日、有明西小学校5年生（現
6年生）から木版画を贈呈していただ
きました。木版画は「新型コロナウイ
ルス感染症で影響を受けている地域の
人たちを元気にしたい」と制作されま
した。
　木版画は白石町役場玄関ホールと道
の駅しろいしキッズコーナー横に展示
していますのでぜひご覧ください。

▲協定を締結しました

▲町長へ手渡しました

▲町長へ贈呈

　3月22日、令和2年度第3回白石町社会教育委員会およ
び公民館運営審議会を開催しました。今回は、令和2年
度の生涯学習課事業実績報告の後、国史跡指定に向けて
事業を行っている須古城跡の現地視察を行い、委員から
遺構や今後の事業についての質問が出ました。
　さらに、総務課危機管理・防災係から公民館の避難所
活用および自主防災組織等について説明を受けました。

▲須古城跡現地視察の様子

「飲み残してしまった薬の話」

問 一般社団法人 佐賀県薬剤師会
ＴＥＬ 0952-23-8931

佐賀県後期高齢者医療広域連合
ＴＥＬ 0952-64-8476　　

　薬は正しく飲むことで効果が期待できます。しかし、きちんと飲んでいたつも
りでも残ってしまうことはありませんか。そんな飲み残してしまった薬を、勝手
な判断で飲んでも効果は期待できませんし、思いもよらない副作用が出るか
もしれません。家族が間違って飲んだらもっと大変です。
　飲み残した薬は、どのようにしたらいいのでしょう。

　白石町飲食店組合23店舗（組合長 石田浩樹 様）から町内小中学校へアルコール
消毒液を寄贈していただきました。
　早速、小中学校に配布し、児童生徒の皆さんの感染防止対策に利用させていただ
いています。
　誠にありがとうございました！

薬を飲み残す時って
どんな理由があるの？

飲み残した薬や
飲まなくなった
薬をそのままに
しておくと・・・

そうなる前に
「かかりつけ薬剤師・
薬局」に相談して
みましょう。

◎薬局では感染予防対策に取り組んでいます。安心してご相談ください。

「朝ごはんを食べないから朝食後には飲めなくて・・・」
「種類が多くてどれを飲むかわからなくなって・・・」
「お医者さんに薬が余っているのを言いそびれて・・・」
「体調がよくなったので飲むのをやめたら・・・」など、飲み残してしまう理由
もさまざまです。決められた飲み方を続けてしっかり効果を出すことが理
想ですが、思うようにいかないこともあるかもしれません。

残った薬がどんどん増えて、時間も経ってくると、
「いつもらった薬かわからなくなった」
「何の薬かわからなくなり、必要のない薬を飲んでしまった」
「きちんと飲まなかったので、症状がぶり返してしまった」
「変色や湿気で効果が落ちていたり、飲んで気持ち悪くなったりした」など
困ったことになってしまいます。病気になったときに、適切な薬を安全に飲
むことができないと意味がありませんね。

飲み残した薬を「おくすり手帳」と一緒に「かかりつけ薬局」へ持って行き
ましょう。薬剤師が薬の整理を手伝ったり、いつ出された薬か調べてみた
りします。残った薬が再利用できる場合は、次回受診日までの処方日数を
調節すると、その日の薬局での支払いが減り、国の医療費の削減につなが
ります。
飲み間違いの防止策や飲むタイミング、薬の数や種類など気になることも
「かかりつけ薬剤師」に相談してみましょう。

～消毒液を寄贈していただきました～
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問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

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

 in  Shiroishiまちのわだい

新たな学校生活のスタートに胸を膨らませ いこカー
予約制いこカー

健康体操サロンNEWS　

の停留所が変わりますTopics

　4月9日、町内小・中学校で入学式が行われ、新入生が希望を胸に
新たな学校生活をスタートさせました。今年も新型コロナウイルス感
染症対策のため、規模を縮小しての開催となりました。
　六角小学校には、15人が入学。式では、守田美由紀校長が「いじ
めをしない」「自分から元気よく挨拶する」「交通ルールを守り交通
事故にあわないように気を付ける」の3つのお願いを守り、「これか
ら学校でたくさんの新しいことを学ぶ新入生の活躍を楽しみにしてい
ます」と挨拶しました。
　福富中学校には38人が入学し、岡孝一郎校長が「中学校の3年間で夢を叶えてほしい、夢を叶える一歩
を踏み出してほしいと思います。夢はあなたを決して見放しません、皆さんがこれから描く夢に大きな期
待を込めています」と新入生に向けてエールを送りました。また、新入生代表が「一日も早く福富中学校
の一員として誇れるような生徒になりたい。今日から福富中学校の生徒として精いっぱい努力していく」
と誓いの言葉を述べました。

小・中学校入学式

しろいし農業塾・いちごトレーニングファーム修了式

2年間のいちご栽培研修を終えてTopics

　3月25日、しろいし農業塾第3期生および白石地区いちごトレーニン
グファーム第1期生の修了式を開催しました。研修生は2年間「白石地
区いちごトレーニングファーム」でいちごの育苗管理や定植・収穫など
の研修を行いました。
　今後は各ハウスでいちごを栽培し、「先輩農家からアドバイスをもら
いながら、地域農業者のリーダーになれるように頑張っていきたい」と
意気込みを語りました。

町内で運行している『いこカー』『予約制いこカー』
の停留所を変更します。
なお、白石町と小城市を結ぶ『あいのりタクシー』は
変更ありませんのでご注意ください。

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。今回から健康体操サロンNEWSとし
て町内のサロンの活動を紹介します。

代表者の声　（馬田サロン代表　江島純子さん）
　公民館を使い、白石町の高齢者がいつまでも健康でいられるために、
楽しくサロンを続けたいです。また、男性の参加者も募集しています。

参加者の声
　和やかに楽しく参加することができています。

薬剤師や栄養士等の専門職をサロンに呼んで、今持って
いる病気と向き合いつつ、今よりもっと健康に生活でき
るように学習しています。

学校名
須古小学校
六角小学校
白石小学校
北明小学校
福富小学校
有明東小学校
有明西小学校
有明南小学校
白石中学校
福富中学校
有明中学校

男
7
8
11
12
19
12
9
3
44
21
28

女
3
7
13
12
21
10
7
8
45
17
39

合計
10
15
24
24
40
22
16
11
89
38
67

▲新入生代表の宣誓

▲上級生からお祝いのことば

令和3年度入学者数

▲いちご栽培頑張ります！

春の交通安全県民運動・交通安全パレード出発式

交通事故がない町にしましょうTopics

　4月6日、白石警察署で春の交通安全パレード出発式が白石町・江
北町・大町町の3町合同で行われ、各町の町長や白石警察署職員、交
通安全協会メンバーなど約70人が出席しました。
　式では、白石警察署の脇山署長が「引き続き各自治体と協力して交
通指導の取り締まりや交通安全教育に取り組んでいきたいと思う」と
述べました。
　今一度交通ルールを見直し、安全安心な町づくりに取り組みましょ
う。 ▲交通安全対策会馬場会長の挨拶

路線名
福富線

福富線・牛間田横手線
牛間田横手線

これまでの停留所名
JA白石支所
JA六角支所
JA南明支所

路線名
福富線

停留所名
白石小学校

運行エリア
福富エリア
有明エリア

役場庁舎周辺エリア

停留所名
JA福富支所
JA有明支所

白石町総合センター※

運行エリア
白石・北明エリア
須古・六角エリア
有明エリア

停留所名
JA北有明支所
JA須古支所
JA竜王支所

新しい停留所名
深通入口
六角小学校前
漁協新有明支所前

●『いこカー』の変更点

※新型コロナウイルスワクチン集団接種会場と
　なるため、接種期間中臨時的に開設します。

◆名称を変更する停留所　5月1日～

◆廃止する停留所　5月1日～

●『予約制いこカー』の変更点

●馬田サロンの特徴

◆新設する停留所　5月1日～

◆廃止する停留所　5月1日～

学習の場

年に数回、馬田公民館を出て歌垣公園等へ散策します。
体操が苦手な人でも安心して参加できます。町内の散策

▲いこカー

▲予約制いこカー
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こんにちは
私たちが“民生委員・児童委員”です

～生活上の心配ごと、困りごとをご相談ください。相談内容の秘密は守ります！～
任期：令和元年12月1日～令和４年11月30日（3年間）　　　　

★主任児童委員･･･民生委員・児童委員のなかには、個別の担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門
的に担当する主任児童委員がいます。児童福祉関係機関との連携、児童委員の活動の援助・協力、民生委員・
児童委員としての活動を行っています。

令和3年度「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」
＜実施期間＞5月12日(水)～18日(火)

※民生委員・児童委員への連絡は、保健福祉課 
　福祉係へお問い合わせください。

氏名 担当地区

陣内　隆夫

吉原　啓子

副島　たづ子

筒井　清雅

大串　幸三

松尾　和子

藤永　美由紀

溝口　登代美

藤井　強

渕上　哲夫

福地　涼子

溝口　智規

大串　純子

筒井　里子

溝口　芳文

髙羽　たよ子

相島　千代治

中溝　安子

久富　裕美子

鶴田　裕子

坂井　富士子

橋本　憲子

角　千春

原﨑　茂

小野　久幸

石田　浩樹

楠　和弘

川﨑　和久

松永　博己

武富　光春

小池　千澄

江口　法子

川﨑　誠

溝口　京子

川崎　富雄

福吉南・北中・北・西中、東深通

郷移東・西、福富移、廿治移北・南、秀移

五反田、揚田、屋形通

秀津一・二・三区

秀津四・五・六区

栄町一・二・三区、駅通、郷西

北川

上廿治、廿治町北・南

秀新村、中廿治、廿治新村北・南

深通

大戸上・中・下

東郷上、東郷移、網代

中郷南・中

中郷北

今泉東・西、西郷、伊ヶ代

多田、江越、吉村

馬田、神辺

法蔵寺、宮田

三町北・南

船野、嘉瀬川

内堤、小島、久治

湯崎、川津

岡崎、下蓑具、鳥巣、喜佐木

西分一・二・三・四号

一・二の篭、沖小路、道目

田中小路、北揚、八ノ割

弥平搦、築切搦

旭通、太原上・中、遠江上

遠江中・下、太原下

新観音、遠江搦、太原搦

大井、新昌、天神

中南、只江

新拓

★主任児童委員

★主任児童委員

氏名 担当地区

小林　京子

溝口　朝子

大舘　洋一

久原　俊太郎

川﨑　正紹

笹川　由美子

吉原　富江

吉原　秀正

本山　道代

松尾　千香子

中村　瑞乃

久原　幸子

山口　直子

東島　美智子

原﨑　慶輔

森　ひさ子

百武　博文

西　昭文

門田　千登勢

川﨑　亘

荒川　愛子

定松　秀弥

　渕　千津子

古賀　敏彦

高口　清美

溝上　茂

大井手　英子

前田　繁夫

川﨑　和幸

川﨑　敏光

大田尾　幸子

光武　ミエ子

中島　和幸

樋口　初代

一ノ瀬　ひとみ

鶴田　宏和

上区

中区

下区

南区

東区

六府方区

六府方区

東六府方区

東六府方区

住ノ江区

住ノ江区

北区

★主任児童委員

東上、新通

中央、大西

日登、大和、干拓

新盛、西南

興亜、共栄

沖清、新興

新明１A・１B・２A・２B、新開

新明３A・３B・４A・４B

戸ヶ里

戸ヶ里

廻里津

廻里、高町

久治、六ヶ里

辺田

上田野上、下田野上、島津

古賀、原田

坂田、白岩

室島、竜王

深浦東分・西分

百貫、古渡、大谷

牛間田

★主任児童委員

★主任児童委員

白
　
　
石

福
　
　
富

有
　
　
明

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

～地域の見守りや相談・支援、地域福祉活動などを行っています～
　●見守り、声かけ、相談
　・一人暮らし高齢者世帯の見守り
　・災害時の声かけ
　・生活困窮
　・介護に関する相談
　・障がいがある人の生活上での相談
　・高齢者虐待
　・児童虐待
　・学校でのいじめの相談など

　●その他
　・高齢者実態把握
　・ひとり暮らし高齢者との一日交歓会
　・小中学校、障害者、高齢者施設訪問
　・小学新1年生の下校時の見守り
　・地域事業への参加
　・研修・講習
　・青少年育成事業への指導協力
　・社会福祉協議会の事業「救急救命医療情報
　 キット」や「かせすっ券事業」の普及推進など

～支援を必要とする住民と行政や専門機関を
　　　つなぐパイプ役を務めます～
担当する地域の中で、福祉に関する幅広い相談を
受け付け、相談の内容に応じて、役場や関係機関を
紹介したり、情報提供を行っています。
【関係機関】
・小･中学校
・白石町社会福祉協議会
・白石町･江北町障がい者総合相談支援センター
・佐賀県生活自立支援センター など

　～身近な相談相手として、
　　　 このような相談を受け付けています～
●高齢者の一人暮らしで生活に不安がある
●福祉サービスの制度や窓口が分からない
●病気やけがで生活に困っている
●身体に障がいがあるので災害時の避難に対して不安
●育児や子どものしつけで悩んでいる
●近所で児童虐待・高齢者虐待らしい様子を目撃した

～地域の駐在員等の推薦を受け、厚生労働大臣の委嘱を受けた人です～
●身　　分：特別職の地方公務員（非常勤）
●報酬など：給与はなく、無報酬のボランティアです。
　　　　　  ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費等の活動費は支給されています。

「支えあう　住みよい社会　地域から」

　お気軽にご相談ください！

 5月12日は「民生委員・児童委員の日」です

民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や相談者の個人情報は必ず守ります。
安心してお気軽にご相談ください。

　お住まいの地区の担当民生委員・児童委員さんは？
右のページをご覧ください。

民生委員・児童委員とは？

どんな人が民生委員・児童委員になっているの？

どんな活動をしているの？

新1年生の下校見守り
（令和2年4月活動の様子）

民生児童委員協議会定例会
（平成30年8月全体会の様子）

 白石地域ひとり暮らし高齢者との
一日交歓会（令和元年10月開催の様子）
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日時　5月20日(木)　19：00～
場所　白石町役場　3階大会議室
内容　返礼品提供にあたっての事務手続き等

令和3年度 白石町地域商業活性化支援事業
空き店舗活用をバックアップします

ふるさと納税返礼品事業者説明会を開催します

　町では、地域商店街等の賑わいづくりのため、対象エリア内の空き店舗等を利用して新規に出店する人を対象
に、出店にかかる改装費の一部を支援します。
● 次のすべての条件を満たす人が対象です
　⑴白石町内商店街区域内にある空き店舗等を利用して出店する人
　⑵新規に事業を開始し出店する人
　⑶新規出店事業が町の指定する次の業種であること
　　小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、その他町長が特に認める業種（風俗営業等の規制及び業務の適
　　正化等に関する法律第2条に規定する営業及び第33条第1項の届出を行う営業については除外します。）
　⑷令和4年2月28日までに開店し営業を行える人
　⑸町税等の滞納がない人
● 補助内容
　空き店舗等の改装にかかる費用の2分の1以内（補助限度額：100万円）
　※備品購入費は対象となりません
● 応募方法
　出店申込書等に必要事項を記入のうえ、5月20日（木）～6月25日（金）に役場商工観光課へ提出してください。
　(出店申込書等は、役場商工観光課で配付します。)
● 選考方法
　選考委員会による書類審査と、面接による審査を実施します。採否の結果は7月下旬までに書面で通知します。
● 採択件数
　　2件程度
● 注意点
　○すでに開店している店舗や改装などが始まっている店舗は、対象外です。
　○応募後は、店舗立地など事業計画の変更はできません。
　○出店計画が採択された後は、白石町に対して補助金申請を行うことになります。
　○交付される補助金の額は、事業完了後の実績報告の内容を審査して最終的に確定されます。

　町の魅力を発信できるような新たな事業者の募集を目的に、ふるさと納税返礼品に協力いただける事業者を対
象とした説明会を開催します。
　令和3年度から参加条件が変更となり、より多くの事業者が参加できるようになります。新たな販路としても
ぜひご活用を検討ください。

※参加希望の人は電話で事前に説明会申込の連絡をお願いします。
　日程の都合がつかない場合は個別での説明もできますので希望する人は電話でご連絡ください。

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123

　町では、令和3年度の白石町駐在員業務を44人の皆さんに委嘱
しました。
　駐在員には、衛生、防犯、消防関係、広報関係、福祉事業の推進、さ
らには道路や河川の問題に至るまで、町行政と地域住民の皆さん
との間で幅広い活動をしていただいています。駐在員と町職員が
連携を取りながら住みよい町づくりに努めますので、皆さんのご
協力をお願いします。
　また、これまでご協力いただきました令和2年度の駐在員の皆
さんありがとうございました。
　なお、各地域の代表者は、白石地域が鶴﨑俊昭さん（須古4区）、福
富地域が森杉雄さん（住ノ江区）、有明地域が川﨑優美さん（新明）
です。

令和3年度の

駐在員を
紹介します

白石１区

白石２区

白石３区

白石４区

白石５区

白石６区

白石７区

六角１区

六角２区

六角３区

六角４区

須古１区

須古２区

須古３区

須古４区

北明１区

北明２区

北明３区

北明４区

北明５区

北明６区

北明７区

田中誠一

秀島正洋

山﨑靖男

林　広秋

川﨑英明

吉岡靖彦

吉岡次男

川﨑良則

草野和明

藤井明弘

森　健二

三根昭彦

稲富信廣

原田嘉典

鶴﨑俊昭

西村正弘

川﨑初巳

塘　恭史朗

松永博己

川﨑　一

田中達郎

川﨑政則

福吉・東深通・深通

五反田・秀新村・屋形通・揚田

北川・栄町・駅通・郷西

郷移東・西・秀移・福富移・廿治移北・南

秀津一・二・三・四・五・六区

上廿治・廿治町北・南

中廿治・廿治新村北・南

大戸・東郷上・東郷移

中郷南・中・北

西郷・今泉東・西・伊ヶ代・網代

多田・江越・吉村

馬田・神辺・法蔵寺・宮田

三町・船野・嘉瀬川・内堤

小島・久治・湯崎・川津

岡崎・下蓑具・鳥巣・喜佐木

西分

一・二の篭・沖小路・道目

田中小路・北揚・八ノ割・弥平搦・築切搦

旭通・太原上・中・遠江上・中

遠江下・太原下・遠江搦・太原搦・新観音

大井・新昌・天神・中南・只江

新拓

上区

中区

下区

南区

東区

六府方区

東六府方区

住ノ江区

北区

東上・新通・中央・大西・日登・大和・干拓

新盛・西南・興亜・共栄・沖清・新興

1A・1B・2A・2B・3A・3B・4A・4B

戸ヶ里

廻里津

廻里・高町

久治・六ヶ里・辺田

上田野上・下田野上・島津

古賀・原田・坂田・白岩

室島・竜王

深浦

百貫・古渡・大谷

牛間田

溝口芳文

田島清吾

石隈英太郎

松本弘満

川﨑正紹

千布和正

山下喜正

森　杉雄

田口　茂

本山正成

小野　稔

川﨑優美

髙尾貞義

門田憲治

中村勝郎

香月三郎

土井忠彦

藤木廣昭

野田清隆

西山義顯

相浦勝美

小川啓一郎

上 区

中 区

下 区

南 区

東 区

六府方区

東六府方区

住ノ江区

北 区

牛屋東分

牛屋西分

新 明

戸 ヶ 里

廻 里 津

廻里高町

大字辺田

大字田野上

大字坂田

室島竜王

深 浦

長 浜

牛 間 田

区　名 氏　名 担　当　地　区 区　名 氏　名 担　当　地　区

問 総務課 総務係　TEL 0952-84-7111
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第3回須古地区の暮らしと未来をつくる会議を開催しました！
　2月13日、白石町総合センターで「第3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）」
（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。
　当日は須古地区の皆さん約80人が集まり、14班に分かれて話し合いを行いました。今回は今後の須
古の未来と暮らしをよりよいものにするための活動案の最終チェックをするとともに、実行力のある
「地域づくり協議会」を作るためにはどのような組織がよいかについて話し合いました。
　ワークショップの内容について、さらに須古地区地域づくり協議会設立準備委員会で協議し、「地域
づくりプラン（案）」を作成しました。

須古地区地域づくり協議会地域づくりプラン（案）
須古の魅力が「力」となって、人を惹きつける須古になっている

子ども達が須古の中で活
躍、活動しながらのびの
　　　びと育っている

災害に強い須古地区
になった

須古地区のみんなが須古
の自慢できる所を知って
いる、伝えている

「子ども」の柱

子どもと一緒に行事をしていく

見守り隊をつくる

須古全体で運動会や子ども
クラブ活動をする

地域を体験する機会を
たくさんつくる

●子ども自身が地域で学び、活躍するこ
　とを目標とした活動
●子ども達を身の回りの危険から守るこ
　とを目標とした活動
●地域と学校をつなぐ活動

活動①

活動②

活動③

ご近所ハザードマップづくり

近くて安全な安心できる
避難所をつくる

集落や全体で避難訓練をする

活動①

活動②

活動③

指導者のネットワークをつくり
どの集落の浮立でも学べるよう
練習会を開く

須古の歴史を歩く散策コースを
つくる

須古の食文化を学び、食する

活動①

活動②

活動③
活動④

「防災・福祉」の柱
●集落の枠を越えて安全な避難を目標と
　した活動（自主防災組織）
●須古版ハザードマップの更新と最新情
　報の共有を目標とした活動

「須古の魅力を発見・
発掘する」の柱

●須古遺産を守ることを目標とした活動
●祭や行事を受け継ぐことを目標とした
　活動
●町外の人が須古に関わりやすくするこ
　とを目標とした活動

　町では「町民協働によるまちづくり」を推進し、町内8小学校区での「地域づくり協議会」の設立を目指してい
ます。地域づくり協議会とは、人口減少等を受け、区・公民館・PTA・老人クラブなど各団体が連携して、地域課題
の解決や地域活性化などに取り組んでいく組織です。
　令和元年8月に須古地区がモデル地区となり、地域づくり協議会の設立に向けて話し合いを重ねてきまし
た。今年5月に地区の皆さんへの住民説明会を経て、6月に「須古地区地域づくり協議会」を設立する予定です。

地域づくり協議会設立に向けて・・・
　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
　6月6日　須古地区地域づくり協議会設立総会

問 総合戦略課 白石創生推進係　
　　　　　　　　　TEL 0952-84-7132

　3月24日に第14回、4月14日に第15

回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。

　第14回準備委員会では6月に設立予

定の「地域づくり協議会」の組織体制

や、執行手順、実行手順や総会につい

て確認を行い、第15回準備委員会では

須古地区の地域づくりプランの確認と

規約の最終的な確認を行うとともに5

月2日に開催した「住民説明会」の準備

を行いました。

須古地区地域づくり
協議会設立準備委員会

白石町町民協働による
まちづくり

▲話し合いの様子

ひ
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結婚新生活を応援します！！

東京圏から白石町へ移住した人へ
　　　　　　　　　   移住支援金を交付します

　結婚に伴い新婚夫婦が令和3年1月1日～令和4年3月31日に支払った結婚新生活のスタートアップに係る費
用に対して、30万円を上限に助成します。

　【対象となる経費】
　　住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用

　【対象となる世帯】
　　①令和3年1月1日～令和4年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦がいる世帯
　　②夫婦ともに婚姻日での年齢が39歳以下であること
　　③夫婦の所得を合計した金額が400万円未満であること
　※このほかにも条件がありますので、詳細は総合戦略課へお尋ねください。

令和3年度「さが未来アシスト事業費補助金」事業への
　　　  取り組みを募集します

　人口減少や高齢化等のため地域の活力低下の課題を抱えている地域で、地域に存在する自然・人などの地域資

源を生かした自発の地域づくりに関する取り組みに対して、県・白石町から補助金を交付します。

　■対象事業　次の事項を全て満たすもの
　　・人口減少や高齢化が進み、活力が低下している地域を対象とした取組

　　・地域の活性化を目的とする取組

　　・自立運営を見込んで新たに立ち上げる事業、または既存の事業の拡充を行うもの

　■対象事業の例
　　・伝統行事や祭りの地域交流イベント

　　・農産物等の地域資源の掘り起こし

　　・地場産品を活かした特産品開発　など

　　※地域の活性化を目的とする取組が広く対象になります

　■補助率　補助対象事業費の最大90％を補助
　■申請対象　行政区、自治公民館、婦人会、老人会、PTA、NPO法人、市民活動・ボランティア団体などの組織や団体
　■申請期限　5月14日（金）
■申請書類　さが未来アシスト事業費補助金交付申請書（実施計画書を添付）

　◎他にも要件等がありますので、詳しい要件や申請様式については総合戦略課までお問い合わせください。

「該当しているか分からない」「とりあえず話を聞いてみたい！」という人を
対象に相談会を開催します。お気軽にお越しください。

　　日時　7月18日(日)　9：00～17：00
　　場所　白石町役場

　町では佐賀県と連携し、町内への移住・定住促進や県内中小企業の人手不足解消を目的として、「東京圏在住者
移住支援金」を交付します。

【支給金額】
　単身での移住の場合　 60万円
　世帯での移住の場合　100万円

【移住の条件】　次のすべての要件を満たすことが必要
　①白石町へ移住する直前の10年間のうち5年以上東京23区に在住していた人、
　　または東京圏（条件不利地域を除く）に在住し東京23区の企業等へ通勤していた人
　②白石町へ移住する直前に連続して1年以上東京23区内に在住していた人、または東京圏(条件不利地域を除
　　く)に在住し東京23区の企業等に通勤していたこと
　　（ただし、東京23区内への通勤期間は、移住する3ヵ月前までを1年の起算点とすることができます）
　※東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した
　　場合は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

【就業の条件】　次のいずれかの要件を満たすことが必要
　①佐賀県が運営する就職情報サイト「さがUターンナビ」に対象の求人として掲載された企業に就職した人
　②プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人
　③移住元での業務をテレワークを利用して引き続き行う人
　④佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る「起業支援金」の交付決定を受けている人
　※首都圏とは、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県を指します。
　※申請には他にも要件がありますので、詳しくは総合戦略課までお問い合わせください。

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

相談会を開催します！

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

令和3年度地域づくり団体設立・活動支援事業への
　　　  取り組みを募集します

　行政区、自治公民館等の地域住民で構成される組織、婦人会、老人会、NPO法人、住民活動団体、ボランティア団

体などの設立支援や活動支援、またそれらの団体がおこなう地域課題の解決や地域の活性化に資する新たな取り

組みに対し、町が補助金を交付する新しい事業です。

　■対象事業　次の事項を全て満たすもの
　　・地域課題の解決や地域の活性化を目的とする取組

　　・自立運営を見込んで新たに立ち上げる事業、または既存の事業の拡充を行うもの

　　※地域課題の解決や地域の活性化を目的とする取組が広く対象になります

　■補助率　補助対象事業費の90％を町が補助（補助額は1団体あたり3万円を限度とします）
　■申請対象　行政区、自治公民館、婦人会、老人会、PTA、NPO法人、市民活動・ボランティア団体などの組織や団体
　■申請期限　随時受付（予算が上限に達した場合は募集を終了します）
　■申請書類　地域づくり団体設立・活動支援事業費補助金交付申請書（実施計画書を添付）

　◎他にも要件等がありますので、詳しい要件や申請様式については総合戦略課までお問い合わせください。

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132
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町営住宅入居者募集のお知らせ

白石町選挙管理委員会新委員の紹介

・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

・5月17日（月）～31日（月）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 白石町選挙管理委員会事務局（総務課総務係）　TEL 0952-84-7111

・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

・下区中央住宅　1戸
白石町大字福富3450番地
平成24年建築（木造平屋建）2DK、水洗トイレ、浴槽あり
※ケーブルテレビの加入が必要

・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

・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年中・令和元年中）所得証明
　書（入居希望者全員分）
・令和2年中の所得がわかるもの（入居希望者全
　員分の源泉徴収票、確定申告書の写し等）
・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）

※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、税金等の
　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。
※上区住宅・廻里津住宅・六角橋住宅は、4月
　30日（金）までに応募があった場合は募集戸
　数が変わる場合があります。お問い合わせい
　ただくか、ホームページをご覧ください。

■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

6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。

5月 6日（木）・13日（木）
　  20日（木）・27日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

5月の相談日
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高齢者が支払えなくなるまで
　　　　　　　 次々に販売するSF商法に注意！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。

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＞

★高齢者を粗品配布や楽しい話で会場に集め、長期的に会場に通い続ける中で高額な商品を次々に販売

　しようとするなどといった「SF商法」による過量販売に関する相談が増加しています。

★通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断りきれなくなる場合もあります。安易にそ

　のような場に行かないことが大切です。

★少しでも不安に思ったり、困ったときは、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
近所の空き店舗に新しく入った店では、食品等が安く売られており、健康についても説明してくれるので毎
日のように通っていた。数日前血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切り」などと勧められ、断
りきれずに購入した。代金約13万円は高額すぎる。クーリング・オフしたい。

3月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

2件
8,000円

1件
10,000円

6件
35,000円

0件
0円

2件
40,000円 0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
3,000円

1件
10,000円

11件
86,000円

2年度累計

3月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
10,000円

2件
15,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
10,000円

2件
15,000円

2年度累計

長
町

長
議

　選挙管理委員会は、公職の選挙に関する事務およびこれに
関係のある事務を管理するため、市区町村に設置が義務付け
られている行政委員会です。白石町選挙管理委員会は、4人の
委員で構成され、任期は令和3年3月25日～令和7年3月24日
の4年です。今期、就任された4人の委員を紹介します。
　また、前委員長の川﨑啓義さん、長い間ありがとうござい
ました。　

職　　名

委　員　長

委員長代理

委　　員

委　　員

氏　　名

中 村 秋 男

稲 富 ひとみ

本 山 隆 也

白 武 政 紀
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VOL.191
佐賀県重要文化財（建造物）
せきぞうひぜんとりい　   いなさ

「石造肥前鳥居（稲佐神社）」

かさいし ぬき きゃしゃ

てんしょう

きゅうらぎまち むろぞの

うしづちょうかみとがわ はちまん

きょうほう たいしょう

ひろせ　てんざん

ぎょうかいかくれきがん

あんざんがん

がくづか

ていげんさ

みなとまち やさか やくじんぐう けいちょう

なかしま わかみや

しゃとう

　昭和49年（1974）に旧有明町重要文化財（建造物）に指定された「稲佐神社肥前鳥居」が、令和３年度に佐賀県重要文
化財（建造物）「石造肥前鳥居（稲佐神社）」として指定されました。指定の理由として、「下半部に重心をもち重厚で安定感の
ある容姿をもちつつ笠石や貫にみられる上部構造の軽やかで華奢な造形や部材の素材・形状等が原初的な肥前鳥居を考
えるうえで多くの情報を有する遺構であり、石造肥前鳥居の様式や建立に係る発展経過を考えるにあたり種々の示唆を伝え
るものである。また、神仏習合の古い歴史を有する稲佐神社の社頭景観を特徴づけるものとして重要である」とされています。
　町内の肥前鳥居については、平成25年３～５月号の小欄でご紹介しましたが、改めて、原初的な（最古期の）肥前鳥居の
特徴を、県内他市町の例を挙げながらご紹介します。
　最古期の天正年間（1573～1592）建立の肥前鳥居は、稲佐神社の天正
13年（1585）銘四の鳥居の他に現存するのは、唐津市厳木町厳木・室園神社
の天正18年（1590）銘三の鳥居（佐賀県重要文化財）のみで、同時期かとされ
る小城市牛津町上砥川・内砥川八幡神社三の鳥居（銘不明、小城市重要文化財）
を含めても２基のみ。この他に享保５年（1720）と大正８年（1919）に改修され、
当初の銘文を再刻しているものの、当初の部材は左右の笠石のみと考えられる
唐津市厳木町広瀬・天山神社の天正16年（1588）銘三の鳥居と、銘文の記録は
残るものの笠石端部のみが残存する唐津市厳木町中島・若宮八幡神社の天正
17年（1589）鳥居を含めてもわずか５基にしかすぎません（以下、各神社の肥前鳥居を
「〇〇神社の鳥居」と記します）。
　比較対象とする現存最古期の肥前鳥居の特徴を、わずか３基のみですので推定も含み
ますが、稲佐神社の鳥居と他神社の鳥居との共通点と相違点から見てみます。
　まず共通点として、①笠木も薄いが、島木は更に非常に薄い。②島木端部からわずか
に反る笠木端部底面を外縁に添って彫り窪め、底面を流線形とする。③両柱上段正面
にのみ簡略な銘を刻む。稲佐神社の鳥居は建立年月日と単に鳥居を建立したことのみ、
厳木町所在の鳥居は願主と建立年月日のみ。④稲佐神社の鳥居両柱中段以下と室園神社の鳥居両柱下段が凝灰角礫岩、
両者ともにそれ以外は安山岩とされるように異なる材質が使用され、銘文を刻む部材より上部材は表面を平滑に仕上げて
いる。⑤額束に神名や神社名を刻む額が無く、束の正面に円を浮き彫りにする（稲佐神社と内砥川八幡神社の鳥居の額束
は後補材と考えられる）。以上５点が挙げられるでしょう。
　①の特徴は、時代が下るにつれて笠木と島木がほぼ同じ厚さとなり、かつ笠木と共に大
きく反り、島木の底面のみが見えるようになります。③についても時代が下るにつれ、柱上段の
みではなく、三本継ぎでは主に中段に、鳥居をどこの神社に奉納した、願文、建立に関わっ
た人物（檀那・領主・代官・宮司・僧侶等）名が刻まれるようになります。
　相違点としては、次の２点が指摘されるでしょう。①稲佐神社の鳥居は柱が三本継ぎ
で高さが約3.8ｍなのに対し、他社の鳥居は二本継ぎで高さがわずか２ｍ程しかないう
えに、下段の柱径の逓減差が大きいことから、より重厚感が感じられる。②厳木町所在の鳥居は、柱上段正面に長方形に浅く
彫り窪めた区画内に銘文を刻む。同様の表記法は、唐津市湊町・湊八坂神社（湊疫神宮）の慶長２年（1597）銘の二本継ぎ
柱の肥前鳥居（唐津市重要文化財）にも見られますので、特定の地域に限定される表記法と考えられます。
　同じ最古期の肥前鳥居ですが、共通点も相違点も見られるとともに、その分布が有明海沿岸部と中央山間部とに大きく分
かれているなど、肥前鳥居の発生や発展経過を考えるうえで、非常に貴重な建造物であると言えます。

※佐賀県文化課文化財保護室から「石造肥前鳥居（稲佐神社）立面図（正面／東面）／天正13 年（1585）銘」図を提供していただ
　きました。記して謝意を表します。
　〈参考文献〉『厳木町史』厳木町教育委員会　昭和46年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

室園神社の肥前鳥居

上砥川八幡神社の肥前鳥居

↑石造肥前鳥居（稲佐神社）立面図（正面/東面）/天正13年（1585）銘

●5月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

ファブリ世界名作シリーズ
（全28巻）

グリム童話
アンデルセン童話
東洋民話　他
TBSブリタニカ

図書紹介

図書室
有明公民館

5月

6月

/6日(木)/7日(金)/10日(月)/17日(月)
/24日(月)/27日(木)/31日(月)
/7日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・5月6日～6月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135

　世界の名作童話・民話を集めた絵本です。特に丁寧なタッチで描かれた
挿絵の質の高さは、西洋の伝統技法を受け継いだ画家ならではです。話の
おもしろさと挿絵のすばらしさの両方を楽しめます。
　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
5月のおはなし会　8日(土)・22日(土)10:30～元彼の遺言状

新川 帆立著　宝島社

「僕の全財産は、僕を殺した
犯人に譲る」という遺言状を
残して、大手製薬会社の御曹
司が亡くなった。学生時代に
彼と交際していた弁護士の剣
持麗子は、「犯人選考会」に
参加し、依頼人を犯人に仕立
て上げようと奔走するが…。
2021年「このミステリーが
すごい！大賞」大賞受賞作

せかいでさいしょにズボンをはいた女の子
キース・ネグレー作　石井 睦美訳 　光村教育図書

　今から約150年前、女
性はズボンをはいてはい
けないという常識に疑問
を投げかけ、非難されて
も抵抗した少女がいた。後
に女性初の軍医として活躍
し、フェミニストとして知
られたメアリー・E・ウォ
ーカーの幼い日を描く。

ヤセる欲望系おやつ
石原 彩乃著　主婦の友社

　おからと豆腐の濃厚チョコブ
ラウニー、オートミールと豆腐
の3色おはぎ、おからで禁断の
チョコドーナツ…。おデブ化の
原因となる糖質や脂質をオフに
した、ヘルシーな材料のおやつ
のレシピを紹介する。

問 白石公民館　TEL 0952-84-6925

●ブックリサイクル（本の無料配布）
　自宅に眠っている本がありましたら、ゆうあい図書館
にもってきませんか？
　本は5月末まで随時受け付けます。ご協力をお願いし
ます。
　受付不可能な本
　・破れ、日焼け、しみ、カビなどがあるもの・書き込み、
　　 蔵書印があるもの
　・辞書・参考書・通販カタログ・コミック雑誌・週刊誌、
　　 その他雑誌類など

※状態、内容によっては、受け付けできない場合もあります。
　その他不明な点はご相談ください。
　ブックリサイクルは6月に福富ゆうあい館で行います。

皆さんに本をお譲りします。読みたい本が見つかるかもしれません。
絵本もありますので、家族でもお越しください。

・マスクを着用してお越しください。
・館内が密にならないように、人数制限を行う場合があります。

日　時：5月15日（土）16日（日）10:00～16:00
場　所：楽習館1階

ブックリサイクル開催のお知らせ
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52021
Mayくらしのカレンダー 5/6▶6/10

※4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。

6 7 8

14 15

21 22

9 10 11 12

6

13

23 24 25

元

有公

有公

ゆ

交

楽総

健

ミ

大

大

相

★1歳児歯科健診
　　〈受付〉12：45～13：30
  　［R2.5～6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

◆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
5月　9日
　　16日
　　23日
　　30日
6月 6日

日
日
日
日
日

かわぞえ内科クリニック
溝口医院
藤崎医院
吉村医院
重村医院

白石町
白石町
江北町
白石町
白石町

0952-37-5593
0954-65-2046
0952-86-3231
0952-84-2155
0952-84-2656

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

●駐在員会
　　 9：00～
●春の講座
　「白石町文化財探訪」
　八坂神社・秀林寺・
　龍王崎古今の森
　9：30～12：00
◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00

16 17 18 19 20
★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　　［H29.9月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

30 31 1 2 3 4 5

6 7
◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

8 9 10

26 27 28 29
◆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
     ［R3.1月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

●春の講座
　「初夏の素敵な寄せ植え」
   　　10:00～11:30
★2ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R3.3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

●春の講座
　「九州オルレ～唐津コース～」
　唐津市(桃山天下市～波戸岬)
　7：30～16：30
●春の陶芸教室④
　陶芸館
　9：00～12：00
●春の講座
　「苔玉づくり」
   　　10:00～11:00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

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（7月入所生）

シニア向け就労無料個別相談会

■募集科名・定員
　　　　電気設備施工科　15人
■訓練期間　7月2日（金）～12月24日（金）
■募集期間　5月26日（水）まで
■入所選考　6月3日（木）
■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

　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）
（武雄会場）
■とき　5月20日（木）、6月17日（木）
■場所　ハローワーク武雄2階
（鹿島会場）
■とき　5月12日（水）、6月2日（水）
■場所　ハローワーク鹿島2階
■相談時間　各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

（福祉車両送迎運転者講習）
■日時　6月9日～10日　2日間
■会場　鳥栖市シルバー人材センター
■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　5月 28日（金）
（刈払機・自由研削砥石安全講習）
■日時　6月28日～29日　2日間
■会場　キャタピラー九州株式会社佐賀教習センター
■内容　刈払機等の使用要領・安全について基礎
　　　　から応用までその技術と知識を学ぶ講習
■申込締切日　6月 18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
17件
11件

前年比  －5件
前年比  
前年比  

－7件
1件
1件
0件
6件

－3件
前年比 ＋1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

3月末現在

情報

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

交

ゆ

ゆ

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

◆法律相談
　　10：00～12：00

●日本語交流会
　    13：30～15：00

●日本語交流会
　　19：30～21：00

●春の陶芸教室③
　陶芸館
　9：00～12：00
●春の講座
　「バラが主役の寄せ植え」
　　　　  9：30～11：30
●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10：30～

元

●日本語交流会
　　19：30～21：00

●春の陶芸教室①
　陶芸館
　18：00～21：00

●春の陶芸教室②
　陶芸館
　9：00～12：00
●ニュースポーツ
　体験会
　白石社会体育館
　9:30～11：30

◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

●東京2020オリン
　ピック聖火リレー
　発：大弘寺～
　着：道の駅しろいし
　13：20～

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

元

※4月から在宅医当番の内科外科が一本化になりました。

◆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

楽

ゆ

総

●日本語交流会
　　19：30～21：00元

●日本語交流会
　　19：30～21：00元

「旬の野菜を食べましょう」
アスパラガスとエビの卵炒め

　アスパラガスは、疲労回復に効果があるといわれる「アスパラギン酸」というアミノ酸を含ん
でいます。また、ビタミンA、C、EやビタミンB群など健康維持のために欠かせないビタミン類を
含んでいます。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。

・エビ
・アスパラガス
・卵
・塩、砂糖
・長ねぎ
・塩
・こしょう
・ごま油

…………………………8尾
…1束（4～ 5本）

……………………………2個
……………………少々
……………………10㎝

……………………小さじ 1/3
……………………少々

……………………大さじ 2

■材料：2人分

■作り方
①エビは殻と背ワタを取り、塩少々、片栗粉小さじ1（ともに分量外）で揉んで流水で洗う。　　　
　キッチンペーパーで水気を拭いておく。アスパラガスは下の硬いところの皮をむいて、斜め薄
　切りにする。長ねぎも斜め薄切りにする。
②ボウルに卵を割りほぐし、塩、砂糖少々を加え混ぜる。フライパンにごま油大さじ1を熱し、卵を入
　れて半熟の炒り卵にし一度取り出す。
③②のフライパンに残りのごま油を熱し、エビ、アスパラガス、長ねぎ、塩、こしょうを加えて炒
　め、エビに火が通ったら②のいり卵を戻して全体を混ぜ合わせる。

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

（1人分：エネルギー247kcal　塩分1.8g）
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再生紙を使用しています 〔編集／印刷〕誠文堂印刷

小川  煌生くん　1歳
（令和2年5月2日生まれ）

おがわ  こうせい

光吉  茉奈ちゃん　2歳
（令和元年5月6日生まれ）

みつよし   ま な

神近  明李ちゃん　4歳
（平成29年5月10日生まれ）

かみちか  あかり

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp

煌ちゃん、お誕生日おめでとう！
これからもたくさんの可愛い笑顔
をみせてね

4才のお誕生日おめでとう！お姉さ
んらしさが増してきた明李ちゃん。
お友達と仲良く毎日を過ごしてね！

5月6日で2歳になります。兄弟みん
なに可愛がられて大きくなってま
す。お喋り上手なまなちゃん、これか
らも保育園頑張ろうね(^^)

対象　町内在住、就学前まで
6月1日（火）～7日（月）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。

7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

5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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●世帯
●人口
　男性
　女性

（－10）
（－131）
（－58）
（－73）

7,749世帯
22,286人　　　　　
10,564人　
11,722人　

R3年3月末現在（対前月比）

広報白石 2021.5 No.197 令和3年5月6日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1
tel.0952-84-2111（代）　fax.0952-84-6611

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/
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