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　改選後初となる議会が2月8日に
召集され、正副議長や議会運営委
員、各常任委員などを選任し、合
併後5期目の新体制が始動しました。
　正副議長は議員間の選挙で、議
長には　渕栄二郎議員（沖清）、副議
長には内野さよ子議員（馬田）が
就任しました。
　任期は4年間です。

議長 　　渕栄二郎　　
副議長 内野さよ子

◎杵東地区広域市町村圏組合議会議員　　　　渕栄二郎
◎杵東地区衛生処理場組合議会議員　　　　定松弘介　　岸川信義
◎佐賀県後期高齢者医療広域連合議会議員　内野さよ子
◎佐賀県西部広域環境組合議員　　　　　　　渕栄二郎
◎議会選出監査委員　　　　　　　　　　　溝口誠

総務常任委員会
（5人）

文教厚生常任委員会
（6人）

産業建設常任委員会
（5人）

◎溝上良夫　○友田香将雄
　西山清則　   吉岡英允　　定松弘介

◎草場祥則　○中村秀子
　内野さよ子   井﨑好信　　渕栄二郎　吉岡正博

◎前田弘次郎　○溝口誠 
　大串武次 　     重富邦夫　　　岸川信義 　

議長に　渕栄二郎議員を選出、議会構成決まる

教育委員就任のお知らせ

委員会の名称 常　任　委　員
常任委員会構成　◎委員長　○副委員長

白石町教育委員会

議会運営委員会
（6人）

議会広報特別委員会
（6人）

◎吉岡英允　○大串武次 
　西山清則      溝上良夫　　草場祥則　　前田弘次郎

◎定松弘介　○友田香将雄
　中村秀子  　 重富邦夫　　岸川信義　　吉岡正博

委員会の名称 常　任　委　員
議会運営委員会、特別委員会構成

川﨑姿子 教育委員

　職　　名　
教 育 長
教育長職務代理者
委 員
委 員
委 員

　 氏 　 　 名 　
北 村 　 喜 久 次
稲 佐 　 英 明
松 尾 　 博 之
堤 　 王 宏
川 﨑 　 姿 子

白石町長就任のあいさつ
田島　健一
　このたびの白石町長選挙におきまして、町民の皆様方の温かいご
支援によりまして、無投票でご信任をいただき、当選の栄を賜りまし
た。前回に引き続いての無投票に、更に増して責任の重さを痛感して
いるところであります。
　これまでの8年間につきましては、町民の皆様の深いご理解とご
支援をいただきまして、スムーズ、そして確かな運営ができたのでは
ないかと思っております。

　3期目におきましても、私の政治姿勢は変わることなく、究極は町民の皆様の福祉の向上、笑顔で
元気に暮らせる｢豊かなまち｣を創っていくことでございます。特に今日におきましては、「新型コロナ
ウイルス感染症」の対策が最重要課題であり、町民の皆様の命を守ること、そして、商工、農業関係の
みならず、疲弊しているあらゆる産業の命を育み、従事されている皆様の元気が出るようにすること。
これら2つの命の存命のため、創意、熱意、誠意をもって取り組んでまいる所存でございます。
　今後も引き続き、子どもから高齢の方に笑いが絶えず、熱気活気があって、物心両面の豊かさが実感
できるよう｢人と大地が　うるおい　輝く豊穣のまち｣白石町を創っていくために努力してまいります。
　町民皆様方のなお一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶といた
します。

白石町議会議長就任のあいさつ
　渕　栄二郎
　このたび、2月8日の臨時議会で議員各位のご支援により議長に就
任いたしました。
　前回に引き続きの就任ということで、私にとりましてこの上もなく
光栄に存じますとともに、更に職責の重大さを痛感しているところで
あります。もとより微力ではございますが、町の発展と町民福祉の向
上のために誠心誠意努力する所存でございます。

　昨年、今年と新型コロナウイルス感染拡大は町民皆様の生活に深刻な影響を及ぼしており、執行
部とともに皆様の生活と健康を守ることを最優先に努めて、議会運営に関しましても感染症対策の
ために、通常の議会運営と違った形での運営を余儀なくされ、町民皆様にもご迷惑をおかけしてお
ります。
　令和になって初めての議会議員の選挙で2名の新人議員が就任されました。コロナ禍の厳しい社
会情勢・財政状況の中、ベテラン議員ともども議員力そして議会力の向上に努め、町政の課題に対し
是々非々の態度で審議を尽くし、「よりよいまちづくり」を目指して参ります。
　私たち議員は、町民の皆様の負託に応え、議会としての使命を全うするため決意を新たにしており
ます。今後とも町民の皆様の叱咤激励、そしてご理解とご協力をお願い申し上げます。

白石町教育委員の任期満了により、下

田幸子さんが退任され、2月17日付け

で新たに川﨑姿子さん（中廿治）が就

任されました。   

かわさき しなこ

問 議会事務局　TEL 0952-84-7126
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子どもインフルエンザ予防接種費用の助成申請はお済みですか？

ワクチン接種までの流れ（2月24日現在の情報）

武雄杵島地区以外の医療機関で予防接種を受けた人へ新型コロナウイルスワクチン接種について

障害基礎年金等を受給している
ひとり親家庭の皆さんへ

「不妊治療支援補助事業」が拡充されます
令和3年1月1日以降に終了した治療について

➡
➡

接種スケジュール（2月24日現在の情報）

4月以降～

接種

接種

接種

65歳以上の高齢者

所得制限 夫婦の合計所得金額
730万円未満

撤廃

6回まで
（40歳以上43歳未満は3回まで）

1子ごと6回まで
（40歳以上43歳未満は1子ごと3回まで）

法律上の婚姻関係にある夫婦および事実婚の夫婦法律上の婚姻関係にある夫婦

拡充前 拡充後

助成回数

対象者

64歳以下の基礎疾患のある人

上記以外の人　※

　新型コロナウイルスワクチンの接種は、医療従事者等から順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患の
ある人等の順に接種を進めていく見込みです。
　3月下旬から、優先接種対象者の高齢者（令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれ
た人）から「接種券」を郵送します。
　新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報は、国の動向次第で変更することがあります。今後、広報
白石やホームページ、ケーブルテレビ、戸別への通知等でお知らせします。

※ファイザー製ワクチンの接種対象は16歳以上の人です。新型コロナウイルスに感染したことがある人もワクチンを受けることが
　できます。妊娠している可能性や妊娠中の人、授乳中の人は主治医にご相談ください。
　新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。
　接種を受ける人の同意がある場合に限り接種が行われます。

新しい制度の申請に必要な書類等、詳細については健康づくり係までお問い合わせください。
申請は、まず佐賀県を先に行ってください。
※令和3年1月から3月までに終了した治療に限り、佐賀県へ、5月末日までに助成申請が必要です。
　白石町へは、佐賀県不妊治療支援事業承認決定通知書の決定通知日の翌日から起算して60日以内に
　申請してください。
※令和2年12月31日までに終了した治療の受付は現行制度のままです。
　治療が終了した日の属する年度内（3月31日（水）まで）に申請してください。

①白石町から「接種券」「予診票」が届く
　　　　　　　　65歳以上の人は3月下旬に
　　　　　　　　64歳以下の人は4月以降に
②接種予約をする
　　　　　　　　予約方法は、決まり次第お知らせします。

③「接種券」「予診票」を持ってワクチンを受けに行く
　町内医療機関や町の集団接種会場で受けていただく予定です。
（具体的な場所や時間などは決まり次第お知らせします）
　　接種費用：無料　　接種回数：２回

子どもインフルエンザ予防接種費用助成の申請期限は、3月31日(水)までです。

●助成対象
　武雄杵島地区以外の医療機関で、令和2年10月1日～12月31日までにインフルエンザの予防接種
　を受けた0歳～中学3年生

●申請に必要なもの
　接種費用領収書（原本）、接種済証（母子健康手帳も可）、通帳（申請者名義のもの）、印鑑

●助成金額
　0歳～12歳まで・・・・（1回目）1,000円、（2回目）1,000円
　13歳以上の中学生・・・2,000円

1．児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
▶これまで、障害基礎年金等(※¹)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上 
　回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法が改正され、令和3年3月分の
　手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養
　手当として受給できるようになります。
▶なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人（障害基礎年金等は受給していない人）
　(※²)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶
　養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
　(※¹)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
　(※²)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金
　（3級）のみを受給している人

2．支給制限に関する所得の算定が変わります
▶児童扶養手当制度には、受給資格者と扶養義務者について、それぞれ前年の所得に応じて支給を制
　限する取り扱いがあります。
▶令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」
　に非課税公的年金給付等(※³)が含まれます。
　(※³)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

3．手当を受給するための手続き
▶既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人…原則、申請は不要です。
▶児童扶養手当の受給資格者として認定を受けていない人…児童扶養手当の認定申請が必要です。　
（申請先：保健福祉課福祉係）

4．支給開始月
▶通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童
　扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月
　30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
▶令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

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

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116
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国民年金だより

対象者

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

届 出 先

保険料の
納付方法

自営業者・農林漁業者・
学生・無職の人など

原付バイク（125㏄以下）
農耕作業用小型特殊自動車（トラクター、コンバイン、乗用田植機、
乗用管理機など）
その他の小型特殊自動車（フォークリフト、ショベルローダーなど）

軽二輪（125㏄超250㏄以下）
軽自動車（四輪、三輪）

白石町役場　税務課　町民税係
電話 0952-84-7113

軽自動車検査協会佐賀事務所
電話 050-3816-1754

佐賀運輸支局
電話 050-5540-2082

二輪の小型自動車（250㏄超）

役場住民課住民係
および最寄りの年金事務所

勤務先で事業主が届出 扶養している配偶者の勤務
先経由で届出

会社員や公務員など厚生年
金や共済組合に加入してい
る人

月額　16,540円(令和2年度)
月額　16,610円(令和3年度)
自身で納付が必要です。

給料から天引きされた本人負
担分と事業主負担分を合わせ
て勤務先が納付します。

保険料を本人や配偶者が直接
負担することはありません。
配偶者の加入する年金制度全
体で負担します。

厚生年金や共済組合の加入
者(第2号被保険者)に扶養さ
れている配偶者

こんなときは届出

付加保険料制度について

7,200円
5,500円
4,000円
3,000円
3,100円

四輪
乗用

平成27年3月31日
以前に新規検査を
受けた車 

平成27年4月１日
以降に新規検査
を受けた車 

新規検査を受けて
から13年を経過
した車

25％軽減

税率（年税額）
軽自動車
車両区分 50％軽減 75％軽減

自家用
営業用
自家用
営業用貨物

三輪

10,800円
6,900円
5,000円
3,800円
3,900円

12,900円
8,200円
6,000円
4,500円
4,600円

8,100円
5,200円
3,800円
2,900円
3,000円

5,400円
3,500円
2,500円
1,900円
2,000円

2,700円
1,800円
1,300円
1,000円
1,000円

軽自動車税についてのお知らせ
◆廃車や登録の手続きについて

◆グリーン化特例（軽課）について

車両の種類 届け出先

乗　　用
電気自動車および天然ガス自動車
令和2年度燃費基準＋30％達成車
令和2年度燃費基準＋10％達成車

貨　　物
電気自動車および天然ガス自動車
平成27年度燃費基準＋35％達成車
平成27年度燃費基準＋15％達成車

軽減の割合
概ね75％軽減
概ね50％軽減
概ね25％軽減

対象車および軽減される割合

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入
する制度です。
加入の仕方は3種類。サラリーマンも学生もみんな国民年金の
加入者です。

　軽自動車税（種別割）は、軽自動車を4月1日現在に所有している人に課税されます。
　次に該当する人は、3月までに各届け出先で手続きをしてください。
　　①使用していない車があるが、廃車手続きが済んでいない人
　　②他人に車を譲ったが、名義変更をしていない人
　　③町外に転出し、車も町外に置いているが、軽自動車登録上の住所変更をしていない人
　　④白石町に転入し、車も白石町に置いているが、軽自動車登録上の住所変更をしていない人

◎よくある質問
　問：原付バイクを4月10日に廃車しましたが、5月に納税通知が送られてきました。   
　答：軽自動車税（種別割）は4月1日現在に軽自動車などを所有している人に課税されます。4月2日以降
　　　に廃車の手続きをした場合、その年の1年間分の税金がかかります。軽自動車税（種別割）は、自動
　　　車税のような月割課税制度でないため、税金の還付はありませんのでご注意ください。   
　問：トラクターだけでなく、コンバインなども公道を走らないのに軽自動車税の対象となるのですか。 
　答：小型特殊自動車に該当する車両（最高時速35キロメートル未満のもの）であれば、軽自動車税の対
　　　象となります。そのため、公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートの交付を受けてください。

■農耕作業用トレーラのナンバー取得について        　
　小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省の「農作業機を装着・けん引した
　農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が示す条件を満たす場合は、軽自動車税種別割の課税対象となり、
　ナンバープレートの取得が必要です。ガイドブックは、農林水産省のホームページでご確認ください。

　環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用されるグリーン化特
例（軽課）は、次の一定の環境性能を有する対象車両に該当し、令和2年4月～令和3年3月までに新規検査
を受けた（新車登録）三輪、四輪の軽自動車は、令和3年度分の軽自動車税（種別割）に限り、グリーン化
特例（軽課）が適用されます。

　※概ね50％および25％軽減の対象は、いずれも平成17年排出ガス基準75％低減、または平成30年排出ガス規定50％低減
　　のガソリン車・ハイブリッド車に限ります。
　※天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制から（窒素酸化物）10％低減、または平成30年排出ガス規定適合の
　　車両が対象です。
　※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

　次のようなときには、役場への国民年金の届出が必要です。　　　
●会社などを退職して厚生年金を喪失したとき
　60歳になる前に会社などを退職したときは、退職した日がわかる離職票などの書類をご持参ください。
●配偶者が会社などを退職したとき
　配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったときは、配偶者が離職した日がわか
　る離職票などの書類をご持参ください。
●会社員である配偶者の扶養からはずれたとき
　自分の収入が増え、被扶養配偶者でなくなったときは、扶養からはずれた日がわかる書類をご持参くだ
　さい。
※20歳になったときは、日本年金機構から加入したことのお知らせと納付書が送付されます。
（厚生年金に加入している人にはお知らせは届きません）
　届出をしないと、将来受け取る年金額が少なくなったり、障害年金などの給付を受けられなくなったり
する場合があります。将来の年金受給権を確保するためにも届出は忘れずに行いましょう。

　付加保険料制度は、第1号被保険者等が国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々400円）を納
めることで、受給する年金額を増やすための制度です。
　付加年金額（年額）は「200円×付加保険料納付月額」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加年
金保険料以上の年金が受け取れます。

　付加保険料を納めるためには、申し込みが必要です。申し込みをした月分から付加保険料を納めること
になります。
　詳しくは、住民係または武雄年金事務所へお問い合わせください。

例）20歳から60歳までの40年間付加年金保険料を納めていた場合の年金額
200円×480月（40年）＝96,000円（年額）が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。

問 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113
問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115
武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121
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　町内在宅の障害者を対象に、福祉タクシー利用券の交付を行います。
●交付対象者　　
　・身体障害者手帳の1級または2級を持っている人
　・療育手帳を持っている人
　・精神保健福祉手帳を持っている人

●助成内容　　
　助成額は、１枚あたり500円です。
　利用券の交付枚数は、年間24枚まで（ひと月あたり2枚）で、タクシー1回の乗車につき複数枚
　利用可能です。
　※申請月で利用券の交付枚数が異なりますので、早めの申請をお願いします。
　※交付後、福祉タクシー利用券を紛失した場合の再発行はできません。

　交付を希望する人は、対象の手帳と印鑑をご持参のうえ長寿社会課障がい福祉係へ申請してくだ
　さい。

　●対象者
　（1）身体障害者手帳1級、2級を持っている人
　（2）知能指数（IQ）35以下の人
　（3）身体障害者手帳3級を持っている人で知能指数（IQ）50以下の人

　●助成額　
　医療機関で支払った医療費のうち保険対象分（入院時の食事療養費を除きます）から、ひと月500円を
　控除（高額療養費等がある場合はその分も控除）した額を助成します。

　●支給制限
　所得制限があります。
　※町ホームページからも申請書がダウンロードできます。

　●加入資格
　障害者を扶養している県内在住の保護者（父母・祖父母・兄弟･その他親族）で、次の要件を満たしてい
　る人
　　①年齢が65歳未満（毎年度4月1日現在の年齢）
　　②特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態の人
　●心身障害者・心身障害児の範囲
　次のいずれかに該当する人
　　①知的障害者　　　…療育手帳所持者またはこれと同程度の人
　　②身体障害児（者）…身体障害者手帳所持者で1～3級に該当する人
　　③精神または身体に永続的な障害のある児（者）で、その障害の程度が上記①または②と同程度と認め
　　　られる人
　　例：精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病、その他特定疾患等
　●年金の支給額
　加入者が死亡し、または重度障害になったときは、その月から心身障害者または心身障害児に対し、生涯
　にわたって年金が支給されます。
　　1口加入者　…月々　20,000円　　　　2口加入者　…月々　40,000円
　　※加入限度は、心身障害者または、障害児1人につき2口までです。
　●掛金の月額

白石町福祉タクシー利用券の交付について ■重度心身障害者医療費助成

心身障害者の保護者の皆さんへ
問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

●障害児(者)のための手当について●
　障害のある人や障害児を養育する人に対して、次のような手当が支給されます。

　重度の心身障害者が病院などで診療を受けた場合に、支払った医療費のうち保険診療にかかる自己負担
分の一部を助成します。

　障害者および障害児を扶養する保護者等が掛金を納付し、万一死亡したり、重度の障害者となった場合
に、障害者本人に対し終身年金を支払う制度です。

■心身障害者扶養共済制度について

　身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに対し支給

　● 手当額 1級（重度）該当児童1人につき月額　52,500円    
 　　　 2級（中度）該当児童1人につき月額　34,970円    
   　　　　　　　　　（年3回に分けて支給）  

■特別児童扶養手当■

　重度の障害で日常生活に常時介護を必要とする在宅の障害児(20歳未満)本人に支給

　● 手当額　月額　14,880円　（年4回に分けて支給）

■障害児福祉手当■

　著しい重度の障害で日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の障害者(20歳以上)本人に支給

　● 手当額　月額　27,350円（年4回に分けて支給）

　〈留意事項〉

　所得額が基準額を超過している場合、本人が施設等に入所している場合は受給できません。

■特別障害者手当■

加入時年齢
35歳未満
35歳以上40歳未満
40歳以上45歳未満
45歳以上50歳未満
50歳以上55歳未満
55歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

掛金月額（1口あたり）
  9,300円
11,400円
14,300円
17,300円
18,800円
20,700円
23,300円
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●PCリサイクルマークがついているパソコンは、メーカーが原則無料で回収・リサイ
　クルします。PCリサイクルマークは、平成15年（2003年）10月以降に販売された
　家庭向けパソコンに貼付されています。
●PCリサイクルマークがついていないパソコンは、リサイクル料金の負担が必要です。
●メーカーの問合せ先が不明な場合や自作パソコンは、一般社団法人パソコン3R推進
　協会【https://www.pc3r.jp/】へお問い合わせください。

　家電4品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、所定の金額を支払い、
リサイクルすることが法律で定められています。家電4品目を処分する場合は、以下の手順に従って処分し
てください。「もえないごみ」や「粗大ごみ」で出したり、さが西部クリーンセンターへの直接搬入もで
きません。

買い替えの場合は、新しい家電を購入する販売店に、処分する家電を引き取ってもらいます。
（販売店に引き取りの義務があります）

処分する家電を購入した販売店が分かっている場合は、購入した販売店に処分する家電を引き取って
もらいます。（販売店に引き取りの義務があります）
処分する家電を購入した販売店が分からない、または引っ越し等の理由で遠方にあり、運搬が非常に
難しい場合は、次のいずれかの方法で排出をお願いします。

①【指定引取場所へ直接搬入】
　町や販売店に頼まず、指定引取場所に直接持ち込む事もできます。
　指定引取場所一覧は、家電リサイクル券センターのホームページ【https://www.rkc.aeha.or.jp/】
　で確認できます。収集運搬手数料はかかりませんが、リサイクル料金は必要となります。郵便局で
　リサイクル料金を支払って、指定取引場所へお持ち込みください。

②【町での収集】
　郵便局でリサイクル料金を支払い、役場 生活環境課までご連絡ください。家電1台につき、2,500円
　の収集運搬手数料がかかります。

③【販売店での回収】
　町内の販売店でも回収を行っています。回収の依頼、リサイクル料金・収集運搬手数料の問い合わ
　せは近くの販売店へお願いします。

　近年、イノシシやカモなどの有害鳥獣による農作物の被害が深刻化しています。その対策として、ワイヤ
ーメッシュ柵や電気柵、防鳥ネットや鳥追いカイト等の設備費の一部を町が補助します。

　令和3年度版の『ごみポスター』を3月中旬以降
に配布します。家庭にある古いポスターと貼り替え
をお願いします。

※ごみポスターは1戸に1枚です。1年間大事に活用
　してください。

いらなくなった家電４品目は「正しく」リサイクル！

　パソコンも、家電4品目と同じように「もえないごみ」や「粗大ごみ」
で出したり、さが西部クリーンセンターへの直接搬入もできません。それ
ぞれのパソコンのメーカーに連絡して、引き取りを依頼してください。

パソコンのリサイクルについて

　鳥獣による農作物被害で困っている人へ
白石町
有害鳥獣被害
防止対策事業費補助金のお知らせ

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

【家電リサイクル法の対象品】

テレビ

買い替えの場合

買い替え以外の場合

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

対象有害鳥獣

カモ、カラス等鳥類

タヌキ、アナグマ、イノシシ等獣類

補助の対象となる資機材

1　防鳥ネット
2　鳥追いカイト（10aにつき２個まで）

1　電気牧柵
2　ワイヤーメッシュ柵
3　小型捕獲器（ただし、3辺（幅･高さ･奥行）の長さの合計が　

　　160㎝以内のものに限る。）

　補助金の交付要件
　（1）補助対象者：町内に住民登録がある人で町税の滞納がない人
　（2）設置対象圃場：補助対象者が耕作を行う町内の圃場
　（3）補助対象経費：

　（4）他団体から補助金の交付を受けるまたは受けた場合は、設置費から当該補助金を差し引いた額の
　　　　２分の１を補助する。
　（5）レンコン防鳥ネット等設置事業費補助金の交付を受けた人で、交付を受けた翌年以降に規模拡大を
　　　　行った圃場については、補助対象とする。
　（6）以前、この補助金を活用して鳥獣対策を行った圃場は対象外とする。

　補助金額
　　　補助対象経費の２分の１以内で上限額25,000円（千円未満切り捨て）

　持参するもの
　　　①領収書または請求書の写し
　　　②現地写真（設置前、設置後：各２枚ずつ）計４枚
　　　③町税の「滞納のない証明書」（発行手数料200円）
　　　④認め印鑑
　　　⑤振込希望の通帳

「ごみポスター」を貼り替えましょう
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　マイナンバーカードは 利用 、

　住民係では、郵送やオンラインでの申請、顔写真の撮影の手伝いも行っています。
ご利用ください。

■マイナンバーカードの申請方法
 次のような方法があります。自分に合った申請方法を選んでください。

パソコンやスマートフォンを使って交付申請書の専用のQRコードから申請用ウェブサイトへアクセス後、
顔写真を添付して送信する。 【POINT】自宅で簡単、スマートフォンで撮った写真でOKです。

通知カードに付いている申請書もしくはQRコードが付いた交付申請書に必要事項を記入し、顔写真
(裏面に氏名・生年月日を記入)を貼付して郵送する。
　送り先：〒219-8650　日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第2号
　地方公共団体情報システム機構　個人番号カード交付申請書受付センター
　※送付用封筒を住民係窓口にも準備しています。
【POINT】近くのポストに投函で申請完了です。

(1)オンラインで申請する場合

(2)郵送で申請する場合

持ってくるもの：
・本人確認書類　2点
　　公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類（運転免許証などで、必ず現
　　住所が記載されているもの）から1点
　　顔写真のない本人確認書類（健康保険証・介護保険証・子どもの医療費受給
　　資格証・年金手帳・学生証・母子手帳など）から1点
・マイナンバー通知カード
・住民基本台帳カード(持っている人のみ)
受付窓口：住民課 住民係
受付時間：平日　9：00～12：00、13：00～17：00
【POINT】無料で写真撮影を行います。受け取りの来庁は不要です。
※15歳未満の場合、必ず申請者本人および親権者の来庁が必要です。本人確認書類の原本は、申請者と
　親権者それぞれ必要です。
※設定する暗証番号を申請時に住民係へ提出してください。
※顔写真付きの本人確認書類や通知カードが無い場合は、事前に相談してください。
※本人確認書類が不足した場合は、本人限定受取郵便での送付ができません。後日、交付通知が届いた
　ら窓口にカードを取りに来てください。

(3)本人が役場窓口で申請し、本人限定受取郵便でマイナンバーカードを受け取る場合

問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

新一年生です。よろしくお願いします！

しろいし農業塾・いちごトレーニングファーム

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

　こんにちは！　白石町出身の福地真人です！ 
現在、白石地区いちごトレーニングファームでいちご栽培の研修をしています。研修が始まって、
まだ1年もたっていませんが、農業の楽しさ、難しさを身をもって感じています。

　実家は農業を営んでいましたが、今まで僕自身、農業とは無縁の状態
で過ごしてきました。高校を卒業して勢いで上京し、6年間はいろんな仕
事を経験し、一昨年末に白石に帰ってきました。
　今、一番感じていることは、白石の「人の温かさ」です。一度、地元を離れ
たからこそ分かることが多々ありました。今までは、自分のためにしか
頑張れませんでしたが、これからは一人の大人として、人のために頑張
りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
　　

ふくち  まさと

貸農園で野菜を育ててみませんか？
●愛菜農園 4月からの新規耕作者を募集します！
　野菜や花など農作物の栽培を通して、自然とふれあい、農業に対する
理解を深めてみませんか。好きな野菜を家族や友人と育てて収穫する喜
びを感じてみませんか。ストレス発散もできるかも。町外の人も利用で
きます。
　耕運機も準備していますのでぜひご利用ください。

所在地　　白石町大字戸ケ里（ふれあい郷遊喜館南側）
区画面積　1区画＝30㎡
利用料　（年  間）　
　　　　1区画のみ利用　　5,000円/1区画　1年契約（更新可）
　　　　2区画以上利用　　4,000円/1区画　　　　　〃
※申し込みは先着順とし、定員となり次第終了します。
　詳しくは農業振興課までお問い合わせください。
（空きがあれば年度途中からの受け付けも行います）

鍬、スコップ、一輪車、耕運機（使用方法は教えます）等の
農具は準備しています。

問
農業振興課 振興係　
TEL 0952-84-7121

3月31日までに
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 in  Shiroishiまちのわだい

優秀な成績をたたえTopics

　剣道道場の健心会（有明地域）が、40年に及ぶこれまで
の活動と最近の大会での優秀な成績が評価され、昨年11月3
日に全日本剣道連盟少年剣道教育奨励賞を受賞されました。
　受賞の報告を受け、1月18日に町長と教育長が練習会場で
ある有明南小学校を訪問し、その栄誉を称えました。
　健心会は、有明南、有明西小学校児童を中心に現在13人
の部員で、月曜日～金曜日の週5回の練習に励んでいます。
剣道に興味がある人は、健心会道場で一緒に剣の道を歩ん
でみませんか。

　1月16日、佐賀市文化会館で実りある農地・豊かな農村の維持を目的とした「佐賀県農地・水・環境フ
ォーラム」が開催されました。今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い無観客での開催となりま
したが、白石町から大井地区環境保全会が事例発表を行いました。
　大井地区環境保全会は、土のうづくりやその活用法、活動への女性の積極的な参画、年間作業日時の固
定化による非農業者への配慮など、活動組織の特色や工夫を紹介しました。

　2月7日、ゆうあい教室「ビニール袋で作る！バレンタインの簡単クッキー」を行いました。今回は、ビ
ニール袋を使って材料を混ぜるだけの簡単なクッキー作りで、6組17人が参加しました。親子や家族での
参加が多く、子どもたちも材料をこねたり生地の型抜きをしたり楽しんでいました。クッキーが焼けると
いい香りがして、子どもたちも自分で作ったクッキーを見て嬉しそうでした。

　1月21日、白石町役場で、12月31日で人権擁護委
員を退任された東島啓子さんへの感謝状贈呈式と、1
月1日から新しく委嘱された木室久美子委員の委嘱状
交付式を行いました。
　その後、白石町人権擁護委員と佐賀地方法務局武雄
支局松尾支局長、田島町長、北村教育長を交え、人権
擁護委員の活動や町での人権に関する取り組み、学校
での人権教育などについて意見交換をしました。
　町では、現在7人の人権擁護委員が町内での人権教
室の開催や毎月第1月曜日には健康センターで人権相
談を行っています。

健心会　全日本剣道連盟少年剣道教育奨励賞受賞

若い農業経営者の部で最優秀賞Topics
第47回佐賀農業賞

▲町長が激励しました

▲受賞おめでとうございます

▲ありがとうございました

▲受賞おめでとうございます

青少年育成のためにTopics
杵島ライオンズクラブ　寄付

　1月28日、ガーデンテラス佐賀ホテル&マリトピアで第
47回佐賀農業賞の表彰式が行われました。白石町からは
白浜学さん・初美さん夫妻が、若い農業経営者の部で最優
秀賞と九州農政局長賞を受賞しました。
　白浜さん夫妻は、米・麦・大豆・施設花きを栽培し、独
自ブランド米の生産・販売、スイートピーを中心に周年切
れ目のない生産で雇用型経営を確立されています。
　表彰式後に町長を表敬訪問した白浜さん夫妻は「さらに
上を目指し地域農業振興のリーダー的存在になれるように
頑張りたい」と今後の抱負を述べられました。

　2月5日、杵島ライオンズクラブから寄付をいただきま
した。
　杵島ライオンズクラブでは、毎年駅伝大会や少年野球大
会などを開催されています。今年度は新型コロナウイルス
感染症の影響で大会中止を余儀なくされ、「大会ができな
かった代わりに青少年育成のために使ってほしい」と白武
会長から田島町長へ託されました。
　白石の子どもたちへのご支援ありがとうございます。
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 in  Shiroishiまちのわだい

人権を尊重し、安心して暮らせる白石町にTopics

　2月7日、福富ゆうあい館で「白石町人権フェスティバル」を開催しました。
　今回は、新型コロナウイルス感染症対策として人権標語表彰式は行わず、入
賞作品の紹介と大分県佐伯市鷹鳥屋神社宮司 矢野大和さんによる「言葉が生み
出す人権問題」と題した講演を行いました。
◎町ではお互いの人権を大切にし、人権を尊重する心が社会に大きく広がるこ
　とを願い人権標語を募集しました。日頃の人権に関する思いを標語に込めて
　作成した2,489点の作品応募がありました。
【人権標語入賞作品】
　白石町長賞
（小学校の部）
　　ひいばあと　はやさをあわせて　ゆっくりあるく　　　白石小学校2年　角　妃南乃
　　「だいじょうぶ」　一人にさせない　言葉かけ　　　　福富小学校4年　筒井　友結　
　　「楽しいね」「うれしいね」光る言葉があふれてる　そんな学校　すてきだね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   北明小学校6年　石橋　杏愛
（中学校の部）
　　認め合おう　あなたと私の　違うとこ　　　　　　　　有明中学校3年　川﨑　來乃
（一般の部）
　　それいいね！違うからこそ　見える個性　　　 　　　  有明地域戸ケ里　浦川　賢

　　特選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

白石町人権フェスティバル

▲矢野さんの講演

問
白石高校 商業科キャンパス　TEL 0952-82-3241
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

 in  Shiroishiまちのわだい

2020年版 須古寿司Topics

　2月5日、白石高校商業科キャンパスで、若年者地元定着
促進事業を活用し、「S-1グランプリ」審査会が開催され
ました。
　「S-1グランプリ」とは、白石町の伝統料理である“須
古寿司”を題材として、新たな『2020年版 須古寿司』
を自由な発想で提案してもらう企画です。
　応募があった7レシピの中から、書類選考で選ばれた3
レシピが高校生により再現され、審査員の実食のもと「サーモン親子須古寿司」が最優秀レシピに決定し
ました。
　審査員の皆さんは「美味しくて、新しい発想の須古寿司を食べることができてよかった」と喜ばれていま
した。

白石高校商業科キャンパス「S-1グランプリ」

高校生アンケートを実施しましたTopics
　町では人口減少や少子高齢化が進む中で、これからのまちづくりの計画策定の参考とするため、町
内にある2高校の生徒の協力で、アンケートを実施しました。その結果を抜粋してお知らせします。
1．調査対象　白石高校普通科キャンパスおよび佐賀農業高校の全学年(回答704人)
2．調査期間　令和2年11月

□あなたが思う「白石町が自慢できるもの」は何
　ですか (自由意見)

□これから白石町で、「やった方がいい！やってほしい！！」と思うものに〇をつけてください
　(複数回答可、上位10位のみ抜粋)

たまねぎ
れんこん
自然（が豊か）
農業
田
（食べ物が）おいしい

242
135
103
58
39
35

□あなたが思う「白石町を象徴するもの」は何
　ですか (自由意見)

　アンケート結果を参考にしなが
ら、今後のまちづくりを進めてい
きます。また、今回の高校生アン
ケートの詳細は、町ホームページ
に掲載しています。

▲最終審査に進んだ3レシピ(左からサーモン親子須古寿司、白石ぎゅっと須古寿司、たんぱっくん)

たまねぎ
れんこん
しろいしみのりちゃん
のり
田
農業

257
131
128
81
75
38

64％
68％

42％
44％

22％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

29％
　　　　43％

24％
　　29％
24％
　　27％

17％
　　　26％

17％
　　18％
16％
　21％
15％
　　　　29％

電車やバスの充実

賑わいのある場所づくり

空き家や空き地の有効活用

学校教育環境の充実

土砂崩れや洪水などの災害対策

特産物、加工品、郷土料理の活用、販路拡大

大学、高校、企業と連携した地元定着の取組

ロボットやITを活用した農業

田園風景の維持

地域(集落)の活性化のための取組

全生徒 割合　　うち白石町出身生徒 割合

すみ

つつい ゆい

いしばし あんな

かわさき ら　な

うらかわ まさるよ　さ

ひ な の

ぼくときみ　ちがうところが　おもしろい
みんなでなかよし　たのしいな　ずっといっしょで　ありがとう
いのちはね　一人に一つの　たからもの
やさしさは　きみのところへ　プレゼント
ふやそうよ　ふわふわ言葉と　みんなの笑顔
みんなのね　こころの中には　にじがある
いつもだね　きみのえがおは　元気のもと
見てみぬふり　それも立派ないじめだよ　勇気を出してとめようよ
世の中のいじめ　なくそうよ　心のきずは　なおらない
いのちとは　一つしかない　おくりもの
幸せに　なるためみんな　生きている
友だちは　なくてはならない　宝物
わらってる　友だちたくさん　うれしいな
どうしたの　なにかいやなこと　あったかな
ひとつしかないその命　私もあなたも同じ価値　大切にしよう未来のために
友達を　一人にしない　手をつなご
全集中　考えてみよう　自分の言動
さがそうよ　人の優しさ　みつけ隊
「おはよう。」と　あいさつかわすと　今日も仲良し
大丈夫　ぼくの勇気を　わけるから
差別はね　人が悲しむ　暴力だ
いじめダメ　言ってるあなたは　大丈夫？
その見方　人に対して　正しいの？
思いやり　ふみ出す一歩　私から
笑顔の輪　みんなで守ろう　大切に
手を伸ばそう　いじめの消える　第一歩
やさしさが　人の心を　あたためる
たすけをね　求められるより　自分から
人とちがう　それがあなたの　魅力じゃないの
ありがとう　感謝の気持ち　倍返し
ウワサから　はじまる差別　気をつけよう
思いやり　教えていくのは　家庭から
「違い」はね　輝くための「宝物」
ＳＮＳ　気づいてあげよう　ＳＯＳ
ありがとう　笑顔の花が　咲く言葉
友達の　「いいね！」をたくさん　みつけよう
しあわせは　大事にすること　されること
人権は　人と人との　理解から

須古小学校1年
六角小学校2年
北明小学校2年
福富小学校2年
有明東小学校2年
有明西小学校2年
有明南小学校2年
須古小学校4年
六角小学校4年
白石小学校4年
北明小学校4年
有明東小学校4年
有明西小学校3年
有明南小学校4年
須古小学校6年
六角小学校6年
白石小学校6年
福富小学校6年
有明東小学校6年
有明西小学校5年
有明南小学校6年
白石中学校1年
白石中学校2年
白石中学校3年
福富中学校1年
福富中学校2年
福富中学校3年
有明中学校1年
有明中学校2年
白　　石
白　　石
白　　石
有　　明
有　　明
有　　明
有　　明
有　　明
有　　明

吉村 亮太朗
大串　咲喜
川﨑　瑠心
溝口　史織
藤田　美月
門田　実和
森  　麻結
山﨑　大河
大串 ことめ
藤井　杏奈
小川　優衣
小野　愛莉
馬場　蓮菜
中村　玄樹
山﨑　四季
藤井 惺太郎
内田　勘太
田島　空美
片渕　結愛
古賀　琉楓
武藤　彩夏
友田　心華
川﨑　滉大
森　あおい
小野　珠鈴
川﨑　　朋
平川　　華
梅木　悠陽
石山　萌子
溝口　和則
佐藤　由紀子
伊東　直美
山﨑　和文
井手　  恵
光武　奈津子
大野　尚子
竹下　静子
中村　康則 （敬称略）
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■申込方法
　参加を希望する人およびチームの代表者は、参加申込書に必要事項を記入し、申込場所へ参加料を添えて
　提出ください。
【申込期間】4月1日（木）～30日（金）
　※マスターズ陸上・スポーツウエルネス吹矢の締切は4月23日（金）

　※参加申込書は、佐賀県ホームページ「県さわやかスポレク祭」からダウンロード可能

　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等で中止となる場合があります。

■参加料
（1）大人800円・子ども(小学生以下)400円（傷害保険料を含む）
　　　また、障害者手帳を持ち減額を希望する人は半額です。
（2）参加料納入後の返却は行いません。
         ※｢スポーツ・レクリエーション体験｣は参加無料
■問い合わせ先
　佐賀県さわやかスポーツ・レクリエーション祭実行委員会事務局　TEL:0952-25-7331
　生涯学習課生涯スポーツ係　TEL:0952-84-7129
■参加申込書設置・申込場所
　生涯学習課生涯スポーツ係（役場3階）または、白石公民館（総合センター内）、福富公民館（福富ゆ
　うあい館内）、有明公民館
　会場・日程一覧

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響で策定を延期していた「第3次白石町総合計画」の策定を開始
します。
　この計画は令和4年度から7年度までのまちづくりの指針となる最上位計画です。
　計画策定にあたり、幅広い視点から意見をいただくため、「白石町総合計画審議会」を設置し、その委員
を町民の皆さんから公募します。

任　　期　令和3年4月～計画策定完了まで
応募資格　18歳以上の町民（高校生を除く）で年間5回程度開催する審議会に参加できる人
募集人数　5人程度
応募方法　応募用紙を下記応募先へ電子メールでお送りいただくか、直接ご持参ください。
　　　　　※応募用紙は、町ホームページからダウンロードできます。また、企画財政課（役場3階）にも
　　　　　　準備しています。
締 　  切　3月31日（水）必着
選　   考　応募用紙に記載された内容と委員全体の年齢層や男女比率を勘案した選考を行います。

第25回 佐賀県さわやかスポーツ・レクリエーション祭

　申告所得税の申告納付期限の延長に伴い、白石町では3月17日以降会場を変更して受付を行います。
　会場の規模を縮小しての開設となりますので、大変お待たせする場合もあります。
　なるべく3月15日までに確定申告はお済ませください。
　場　　所：白石町役場１階会議室１（正面玄関入って右側）     
　受付期間：3月17日（水）～4月15日（木）※土日・祝日除く     
　受付時間：午前の部　  9：00～11：00     
　　　　　　午後の部　13：00～15：00     

【期間延長】確定申告会場のお知らせ

問
応募先

企画財政課 政策調整係　TEL 0952-84-7112
E-mail kikakuzaisei@town.shiroishi.lg.jp

問 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113

問 生涯学習課 生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129
問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

「白石町総合計画審議会」の委員を募集します

　馬洗区が、自治宝くじの助成金である「コミュニティ助成事業」で、設備・備品
等を整備しました。
　「コミュニティ助成事業」とは、自治宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじ
の受託事業収入を財源として実施され、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を
目的に様々なコミュニティ活動に助成を行うものです。
　馬洗区では、浮立のハッピや座卓・座椅子、放送設備等を導入し、地域住民が集
まる活動拠点を整備しました。

馬洗区が設備・備品等を整備しました
開 催 日

5月16日

5月23日

5月23日

5月23日

5月23日

5月30日

5月23日

5月23日

5月23日

5 月 9 日

5月23日

5月23日

5月16日

5月23日

5月23日

5月23日

5月23日

開催市町

嬉 野 市

白 石 町

嬉 野 市

武 雄 市

武 雄 市

武 雄 市

鹿 島 市

武 雄 市

江 北 町

鹿 島 市

大 町 町

唐 津 市

嬉 野 市

唐 津 市

武 雄 市

嬉 野 市

江 北 町

雨天時

―
小雨決行
翌日に延期

小雨決行

―
小雨決行
30日に延期

―

30日に延期

29日に延期

―

小雨決行

―

―

―

小雨決行

30日に延期

―

―

実　施　会　場

嬉野中央体育館

白石中央公園ゲートボール場

みゆき公園球技場

白岩体育館

高橋自然観察園内PGコース

白岩体育館

鹿島北公園テニスコート

天神崎テニスコート

佐賀のへそふれあい交流センター（ネイブル）

蟻尾山陸上競技場

ひじり学園体育館

大成公民館

嬉野社会文化会館（リバティ）

唐津市波戸岬

黒髪山系青螺山※乳待坊展望台

嬉野社会文化会館（リバティ）

江北町全天候スポーツ広場

種　目　名

スポーツ・レクリエーション無料体験

ゲートボール

壮年サッカー

ソフトバレーボール

パークゴルフ

武術太極拳

年齢別テニス

年齢別ソフトテニス

バウンドテニス

マスターズ陸上競技

インディアカ

フォークダンス

スポーツウエルネス吹矢

オリエンテーリング

ハイキング

卓球バレー

アキュラシー

項 目

メイン会場

交
　
流
　
種
　
目

事業実施団体
馬洗区

事　業　内　容
浮立道具、座卓・座椅子、放送設備等の整備(一般コミュニティ助成事業)
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

4月の相談日
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9
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31
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24

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。

3月 4日（木）・11日（木）
　  18日（木）・25日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

3月の相談日

7

14

21

28

8

1 2

15

22

29

9

16

23

30 31

3
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17

24

4
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5

12

19

26

6

13

20

27

町営住宅入居者募集
のお知らせ

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

・3月15日（月）～31日（水）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

・廻里津住宅　3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55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、確定申告書の写しなど）
　・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　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
※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）
※2月26日（金）までに応募があった場合は、募集
　を中止します。詳細はお問い合わせいただくか、
　ホームページをご覧ください。

　ふるさと寄附金増加に伴う返礼品配送委託料などの諸経費について、地方自治法の規定に基づき、1月15日
付けで専決処分を行いました。このことについては、2月8日開会の町議会臨時会で報告し、承認されました。

補正予算のお知らせ
●令和2年度1月15日補正予算

　新型コロナウイルスワクチン接種を実施するための体制整備に係る諸経費について、地方自治法の規定に基
づき、1月22日付けで専決処分を行いました。このことについては、2月8日開会の町議会臨時会で報告し、承
認されました。

●令和2年度1月22日補正予算

◎一般会計補正予算（第9号）

補正前の予算額

17,603,483

補正額

527,975
補正後の予算額

18,131,458

◎一般会計補正予算（第10号）

補正前の予算額

18,131,458

補正額

33,420 
補正後の予算額

18,164,878

（単位：千円）

（単位：千円）

必ずもうかる、簡単に稼げる、高額配当！
　　　　　　　　　　 甘い言葉を信用しないで！

■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＞

★新型コロナウイルス感染拡大に伴う在宅時間の増加や収入の減少で、副業サイトなどで「簡単に稼げ

　る方法」を教えるといった情報商材に関する購入トラブルの相談が増えています。

★一旦契約すると解約・返金が困難な場合が多くあるため、安易に契約しないようにしましょう。

★クレジット契約や借金をしてまで高額な契約を結ばせ、借金だけが残ったというケースもあります。

　契約の為に借金をするのはやめましょう。

★誰でも簡単に短期間で大金を稼げる、「おいしい話」はありません。少しでもおかしいと感じた場合や、

　トラブルに遭った場合は、白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活センター等にご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者ホットライン188）

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

※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
「簡単な作業」「短期間でラクに稼げる」とうたうSNS広告を見て、副業サイトに登録した。高額な初期費用を
支払ったが、最初の説明と違い、思ったように収入が得られず、高額なクレジット請求だけ残った。事業者か
ら解約・返金にも応じてもらえない。
事例2
「高額配当の投資方法を教えます」という情報商材の勧誘を受け、クレジットカードで高額な契約をしたが、
全くもうからない。解約したいが、業者と連絡が取れず、借金だけが残った。
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［福富中学校］［福富小学校］

■創　立：明治8年
■校　長：岡　孝一郎
■児童数：253人（R2.5現在）
■住　所：白石町大字福富3410番地2
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp
 /hp/fukudomi-e/

■創　立：昭和22年
■校　長：福田　健成
■生徒数：127人（R2.5現在）
■住　所：白石町大字福富3499番地
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp 
/hp/fukudomi-j/

学校教育は今

　福富小中合同のあいさつ運動では、年間3回、
小中学生が一緒に活動しています。2日間にわた
り、小中学校のそれぞれの場所で行っています。
朝から気持ちのよい挨拶ができています。

　体育大会も第55回を迎えました。「強くなれ！
この一瞬をかけぬけろ！」をスローガンに、紅軍・
青軍それぞれの軍が一致団結して競い合いました。
生徒全員の気迫と成長を感じた体育大会でした。自主的な家庭学習への取り組みや家庭でのルール   

を持った生活習慣が図られている。

地域行事への参加など、地域とのつながりが深い。

小学校において自信を持って、自分のよさを実感し
たり、困難に立ち向かったりする児童が少ない。

中学校段階において計画的な学習習慣が低下する
傾向にある。

自己肯定感を高めるためには、
「小さな成功体験を積み重ねること」「人の役に立っていること」（貢献感）
を実感することが大切です。白石町では、子どもたちの自己肯定感を高めるために、

　　　　　　　　　　　　　　　を重点項目として推進しています。

　　　　　　　　　　　　　　　を合い言葉に、 ひっきゃ（白石町全体）で 取り組みを進めていきましょう。

　令和2年度の全国調査は中止となりましたが、小学校6年生・中学校3年生を対象とした
質問紙調査を実施しました。その調査から次のような傾向が見られました。

小中合同あいさつ運動 福富中　体育大会

　「最後まで　あきらめず　心を一つに　勝利を
つかめ　福富っ子！！」のスローガンのもと、赤
組白組ともに精一杯の力で競い合いました。6年生
のリーダーシップで、見事な運動会となりました。
たくさんのご声援、ありがとうございました。

　「今だからできること！～ Forever　Memories ～」
のテーマのもと、新型コロナ感染予防対策を行い、
文化発表会も第53回を迎えました。全校合唱で
は、堂々とした歌声と、男女の歌声がハーモニー
となり、すばらしい合唱となりました。

福富小　運動会 文化発表会

白石町コミュニティ・スクール ～自己肯定感を高める取組の推進～

家で自分で計画を立てて勉強をしている

自分にはよいところがある

今住んでいる地域の行事に参加している

難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している

テレビやゲームの時間などのルールを家族と決めている

白石町中

佐賀県中

白石町小

佐賀県小

白石町中

佐賀県中

白石町小

佐賀県小

白石町中

佐賀県中

白石町小

佐賀県小

白石町中

佐賀県中

白石町小

佐賀県小

白石町中

佐賀県中

白石町小

佐賀県小
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20.3 39.3 32.9 7.5

16.8 36 37 10.2

33 39.3 23.3 4.4

30.6

ア　している イ　どちらかといえばしている

ウ　あまりしていない エ　全くしていない

36.7 25.7 7
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17.7 21.4 29.9 31

39.3 25.7 28.2 6.8
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19.9 57.8 15.5 6.8

26.9 46.6 19 7.4
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ウ　あまりしていない エ　全くしていない
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ア　当てはまる イ　どちらかと言えば当てはまる

ウ　あまり当てはまらない エ　当てはまらない
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ア　当てはまる イ　どちらかと言えば当てはまる
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家庭でのお手伝い

まかせて　感謝

自己肯定感を高め、困難にもめげないたくましい
白石町の「おおどぼう」をひっきゃで育てよう

成 

果

課 

題

【学校教育目標】福富小学校

ふるさと福富を愛し、誇れる子どもの育成
～「考える　思いやる　鍛える」子ども～

　福富小・中学校は、小中連携の縦軸を中心に地域連携の輪を横に広げるコミュニティ・ス
クールの推進に努めています。あいさつがとびかう福富をめざし、小・中学校から元気な声
を発信しています。

【学校教育目標】福富中学校

夢をもち、豊かに生きる生徒の育成
～コミュニティ・スクールを通して～
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1月分 0件

0件
0円

0件
0円0円

2件
8,000円

0件
0円

4件
20,000円 20,000円

0件
0円

1件

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円0円

0件
0円

1件
3,000円

0件
0円

8件
51,000円2年度累計

1月分 0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円2年度累計

VOL.189 焼米溜池
やき ごめ ため いけ

ろっかくがわ たけおし

すみのえ しおみ

ごせんげん どい ろくせんげん かんたくていぼう しおうけ

ながいけ おおわたり か せ

がわ つつみ かんがい

めいわ

まがみ

む　た あさひちょう

つつみどこ

じゅうしん

すこ なべしま もうらい

はるしげ うけやく

ゆうしゅ しげちか だいたいち

かけひ

く　じ

ゆざき

ろうきゅうか たいしょう

しょうわ

かさあ

じゅえき

てんば

かえい

ふせつ

だいはいぶん しんるいどうかく た　く

あまぐ

おおさき けんぶん かんせい

そじょう かんちょう

しくきたがたちょう

　焼米溜池は、六角川左岸の武雄市北方町志久に存在する溜池で、六角川を越えて白石町の農地に農業用水を供給しています。

　白石平野を東西に流れる１級河川の六角川は、海水が住之江河口から約29kmの武雄市潮見付近まで遡上する感潮河川であ

るため、農業用水として使用することは困難であり、平野における水の確保が長年の課題でした。

　江戸時代、白石平野東部には、佐賀藩により五千間土居、六千間土居などの大規模な干拓堤防（潮受堤防）が築堤され、それに

より生まれた干拓地に広大な農地が造営されました。しかし、農地の拡大の速度に既存の永池溜池（武雄市北方町大渡）や嘉瀬

川溜池（白石町堤）などからの農業用水では不足し、干害の被害が発生するなど課題も生まれました。

　佐賀藩は、白石平野への農業用水の水源を六角川対岸（左岸）に求めました。藩は溜池の候補地の調査を行い、明和８年

（1771）に馬神谷（武雄市北方町大崎）が候補となり、同年から複数回に渡り見分が実施されました。また、寛政４年（1792）２月

には牟田（武雄市朝日町甘久）も候補に加えられ見分が行われています。同年11月には焼米が候補として挙げられ、７カ年の調

査の末、寛政11年（1799）に焼米の地に溜池を築堤することが決定します。

　焼米溜池の築堤は、堤床（築堤に伴い水没する土地）に居住する農民への移転補償を行った後、寛政12年（1800）に工事が開

始されました。築堤に関しては３つの大きな問題がありました。１つ目は、佐賀藩には、重臣が藩内に独自の領地を持ち経営にあ

たる大配分と呼ばれる制度があり、築堤予定地の焼米は、佐賀本藩領ではなく親類同格の多久家の所領であったこと。２つ目は、

溜池の農業用水について六角川を越えて対岸の白石平野に供給しなればならなかったこと。３つ目は、白石平野東部の干拓地へ

農業用水を供給する水路が、親類同格の須古鍋島家の所領である馬洗を通過しなければならなかったことです。

　１つ目の問題については、８代佐賀藩主鍋島治茂が長年藩の重役である請役（藩内政のトップ）を務め、焼米の地を領有する９

代多久邑主多久茂鄰より理解と協力を得て、代替地を用意することで用地を確保することができ築堤が可能となりました。２つ目

の問題については、六角川の水上を木製の筧を用いて横断することにより白石平野への農業用水の供給を可能にしました。３つ

目の問題については、須古鍋島家領馬洗に建設する水路により減少する同家の所領について、佐賀本藩領の久治の一部（白石

町湯崎）を代替地（須古久治）とすることで解決しました。

　焼米溜池は、寛政12年に１期工事が完成し、筧により六角川を越えて白石平野に農業用水を供給しました。その後、六角川水

上を越える木製筧の老朽化と管理の困難さから、大正６年（1917）に川底に木管を敷設しサイフォンの原理により六角川を横断

しました。さらに昭和10年（1935）には、木管から鉄筋コンクリート製のヒューム

管に改修されました。

　溜池本体についても昭和７～９年（1932～1934）にかけて堤防の嵩上げ改

修工事による増築、昭和48～52年（1973～1977）にかけての改修工事により、

有効貯水量702,000㎥、満水面積15.6ha、受益面積851ha、堤長367m、堤高

9.8m、天端幅４mの現在見られる姿になりました。溜池の管理は、現在白石土地

改良区が担っており、現役の溜池として白石平野への農業用水の供給を行い、

白石町の農業を支えています。

〈参考文献〉
佐賀県教育委員会編『佐賀県の近代化遺産－佐賀県近代化遺産（建造物等）
総合調査報告書－』平成14年
『北方町史』上巻 北方町史編さん委員会　昭和60年
『佐賀県土地改良史』佐賀県土地改良史編纂委員会　平成６年
『多久市史』第二巻 近世編 多久市史編さん委員会　平成14年
『白石町史』白石町史編纂委員会　昭和49年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

焼米溜池

『杵島郡北方郷図』焼米溜池　嘉永４年(1851) 佐賀藩作製
（佐賀県立図書館所蔵『杵島郡北方郷図』部分に追記、複写・転載禁止）

●3月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

ののはな通信
三浦 しをん著　角川書店

図書紹介

図書室
有明公民館

3月

4月

/8日(月)/15日(月)/20日(土・祝)
/22日(月)/25日(木)/29日(月)
/5日(月)開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・3月5日～4月10日

TEL 0952-87-2171

●3月の休館日楽習館 3月/8日(月)/15日(月)/20日(土・祝)/22日(月)/29日(月)開館時間：10:00～17:00
・3月5日～3月31日TEL 0952-71-5245

TEL 0954-65-3135 　女子高で出会い、運命の恋を得た
「のの」と「はな」の20年超に渡る
物語。二人の手紙のやり取りが、ただ
ひたすらに描かれているにもかかわら
ず、最後まで全く飽きさせない、女子
の生き方を描写した大河小説です。ぜ
ひ読んでください。

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
3月のおはなし会　13日(土)・27日(土)14:30～イマジン?

有川 ひろ著　幻冬舎

　憧れていた映像制作の現場
に飛び込んだ、良井良助。専
門用語が飛び交う慣れない現
場であたふたする良助だった
が、作品と向き合う仲間たち
の熱気に、焦がれるような思
いを募らせ…。『小説幻冬』
連載を加筆・修正。

それいけ!アンパンマン ブックヒーローズ 1 
アンパンマンとみんなのえがお
やなせ たかし原作　
トムス・エンタテインメント作画　
フレーベル館
　アニメの傑作が絵本でも楽
しめるシリーズ。1は、アンパ
ンマンが毎日パトロールへ出
かけ、みんなの笑顔を守るた
めに頑張る姿を描いた話を収
録。ゲームページつき。

いつもの料理が“パっと”おいしくなる魔法
馬場 裕之著　三才ブックス
　貝は冷凍でうま味UP、野菜は切り
方で味が変わる、魚は煮汁が煮立って
から投入、肉への塩は焼く直前に振る
…。お笑い界屈指の「料理雑学好き」
芸人が、ちょっとしたコツで劇的にお
いしくなる料理の裏ワザを紹介する。

●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、受付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。

楽習館図書室は3月31日で閉館となります。
4月以降に本を返却する場合は、白石公民館（白石町総合センター内）
まで返却してください。
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Marchくらしのカレンダー 3/5▶4/10

※2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 6

7 8 9 10 11 12 13

19 20

26 27

14 15 16 17

6

18

28 29 30

◆ファイナンシャル
　プランナー相談会
　　 9：00～20：00
　要予約
◆家計の困りごと
　相談会
　　 10：00～16：00
　要予約

◆女性のための
　巡回相談
　　10：00～16：00

●日本語交流会
　　19：30～21：00

元

有公

ゆ

交

運総

総

健

ミ

大

相

元

●日本語交流会
　　19：30～21：00
★2ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R3.1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

元

ミ

●駐在員会
　　 9：00～
★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　   13:15～事前申込者

◆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

★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
白石町総合運動場

月  日 曜日 内　科 外　科
3 月 7 日
　　14日
　　20日
　　21日
　　28日
4 月 4 日

日
日

土・春分の日
日
日
日

池上内科
有明医院

古賀小児科内科医院
坂本内科医院
吉村医院
カタフチ医院

白石町
白石町
江北町
大町町
白石町
白石町

0952-87-2107
0952-84-2842
0952-86-2533
0952-71-3060
0952-84-2155
0952-87-2233

高島病院
白石共立病院
川崎整形外科医院
重村医院

藤井整形外科病院

白石町
白石町
大町町
白石町
白石町

0954-65-3129
0952-84-6060
0952-82-5551
0952-84-2656
0952-84-5880

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆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.8月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

21 22 23 24 25

★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：30
　　［R元.7月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

4 5 6 7 8 9 10
◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

31 1 2 3
◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

EXPRESSEXPRESS
職業訓練受講生募集（5月入所生）

シニア向け就労無料相談会

3月は自殺対策強化月間

■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
　 　　　　  5月7日（金）～11月29日（月）
■募集期間　3月31日（水）まで
■入所選考　4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

　まだまだ元気にもう少し働きたいシニア(おお
むね55歳以上)の皆さんの就労相談を受けます。　
■とき　3月18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

　皆さんからいただいた血液は、病気やケガなど
の治療のため血液を必要とする人のために大切に
使われています。
　また、血液（赤血球製剤）は有効期限が21日間しか
ありませんので毎日60～100人分の血液を確保し
続けていかなくてはなりません。
　尊い命をつなぐ献血に、皆さんのあたたかいご協
力をお願いします。
■とき　3月29日（月）　
　　　　【 杵島ライオンズクラブ・白石町　共催 】
■時間　9:30～ 11:30、13:00～ 16:00
■会場　白石町役場
■問合せ先　
　　　　保健福祉課 健康づくり係　
　　　　TEL 0952-84-7116

　広報白石5月号から、広報紙発行月に誕生日を迎えるお子さん
（就学前）を紹介します。
　掲載を希望する場合は募集期間中にメールで申し込みをお願い
します。募集期間は毎月広報白石でお知らせします。
　多くの皆さんの応募をお待ちしています。

　もし、あなたが悩みを抱えていたら、もし、あな
たの周りに悩みのある人がいたら、相談してみま
せんか。
■内容　精神科の医師によるこころの相談
■日時　毎週水曜日　午後（予約制・無料）
■場所　杵藤保健福祉事務所
　　　　（武雄市武雄町昭和265）
■問合せ先　
　　　　杵藤保健福祉事務所 精神福祉担当　
　　　　TEL 0954-22-2105

献血バスが来ます　
400mL献血にご協力ください

犯罪発生件数
うち窃盗犯

1件
1件

前年比  －3件
前年比  
前年比  

－3件
0件
0件
0件
0件

－1件
前年比 ±0件

 前年比 －2件
前年比 ±0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

1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
　14:30～

交

ゆ

●おはなし会
　　 おはなしのへや
　14:30～
ゆゆ

◆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
     ［R2.11月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

◆法律相談
　　10：00～12：00

●日本語交流会
　　13：30～15：00元

●日本語交流会
　　19：30～21：00
★1歳児歯科健診
　　 〈受付〉13：00～13：30
　　［R2.3月～4月生］
　母子健康手帳・問診票
　（希望者へのフッ化物塗
　布実施）

元

●日本語交流会
　　19：30～21：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相元

春分の日

※4月から在宅医当番の内科外科が一本化になります。

誕生日を迎えるお子さんを紹介します

5月生まれの子どもたちの写真を募集します♪

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

  しろいしキッ
ズ

対象　町内在住、就学前まで　4月1日（木）～7日（水）の期間内に、
❶お子さんの名前（ふりがな） ❷生年月日・年齢 ❸性別 ❹保護者名 ❺住所 ❻電話番号
❼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）
◎送付先　　kouhou@town.shiroishi.lg.jp
　※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。
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再生紙を使用しています 〔編集／印刷〕誠文堂印刷

●世帯
●人口
　男性
　女性

（±0）
（－21）
（－4）
（－17）

7,750世帯
22,441人　
10,636人　
11,805人　

R3年1月末現在 （対前月比）

広報白石 2021.3 No.195 令和3年3月5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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「野菜をたくさん食べましょう」
ブロッコリーのおかか胡麻和え

 

・ブロッコリー
・塩（茹でるとき用）
・白すりごま
・しょうゆ
・砂糖
・削り節

……1株（300g）

……………大さじ 2
………………小さじ 2

……………………小さじ 2
…………………2パック

■材料：4人分

■作り方

①ブロッコリーは小房に分け、縦2～4等分に切る。鍋に湯を
　沸かし塩を加え、ブロッコリーを茹でる。（茹ですぎないよ
　うに固めに茹でる）
　ザルにあげ水気を切って冷ます。
②ボウルにAの材料を入れ混ぜ合わせ、ブロッコリー、削り節
　を加えて全体によく絡むように和える。

　ブロッコリーは野菜の中でも栄養価が高く、ビタミンCやβカロテン、ビタミンEなど抗酸化作用
がある栄養素を豊富に含みます。また、血圧を下げる働きがあるカリウムや、糖の吸収を穏やかにす
る食物繊維も豊富です。
　さっと茹でて冷凍保存することもでき、炒め物やスープに加えて使うことができます。

（1人分：エネルギー61kcal　塩分0.5g）

A

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン


	01①
	02_03
	04_05
	06_07
	08_09
	10_11
	12_13
	14_15Topics
	16_17Topics
	18_19
	20_21
	22_23
	24_25
	26_27
	28①

