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「新成人

笑顔の門出」

［写真］白石町成人式（2ページ）

コロナ禍の

成人式 決意新たに
白石町
成人式
1月4日、ふれあい郷自有館で令和3年白石町成人式が行われ、270人
の新成人の門出を祝いました。
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため検温や手指消毒の
徹底、会場内の座席の間隔を空けるなど様々な対策を行ったうえでの開催となりました。
式では、新成人を代表して前田実津樹さん、石橋歩さん、井手駿太朗さんの3人が現在の心境や将来への
決意などの意見発表を行いました。
また、江口真優さんが「成人として晴れの門出を迎えた今、大人としての自覚を持ち、常に前向きに進ん
でいかなければなりません。生まれ育った白石町と社会全体の発展のために日々努力していきたいと思いま
す」と謝辞を述べました。
今回の成人式は入場制限を行ったため、YouTubeによる配信を行いました。新成人の参加者数は214人で、
参加者達は友人との再会を楽しんでいました。

白石町長・白石町議会議員

選 挙 結 果

白石町長選挙および白石町議会議員選挙が1月
26日に告示され、町長選挙は現職1人の立候補
で無投票となりました。また、町議会議員選挙
は、18人が立候補し選挙戦となりました。
27日から30日までの期日前投票は白石町総合
センターで、選挙当日の31日は町内13ヵ所の投
票所で投票が行われ、投票率は71.74パーセン
トでした。
また今回は、新型コロナウイルス感染症対策
に努めながらの投票となり、3密を回避するため
期日前投票を利用する人が多くみられました。
※得票数など詳しくは町ホームページをご覧く
ださい。
当日有権者数

18,977人

投票者数

13,614人

(うち期日前投票者数)

投票率
問 選挙管理委員会
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(5,113人)

71.74％

TEL 0952-84-7111

【白石町長選挙】
田島 健一氏が無投票で再選
【白石町議会議員選挙】
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令和2年分所得税（住民税）の

令和2年分

確 定 申 告 が 始 ま り ま す
白石町確定申告会場での新型コロナウイルス感染症対策
■地区ごとに受付日を設けます

地区ごとに受付日、受付時間帯（午前・午後）を指定しています。できる限り日程表の割りあて日にご
来場ください。

■入場人数の制限

相談会場に入場できる人数を制限します。順番がくるまでは車などでお待ちいただく場合があります。
混雑緩和のため、できる限り少人数での来場をお願いします。※待機場所や順番については、受付で案
内します。

■消毒・飛まつ対策

相談会場の各所に消毒液を設置し、会場の机や椅子は随時、消毒作業を行います。職員との間にはアク
リルボードを設置します。

２
月

■電子申告コーナーは設置しません

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場内に電子申告コーナーは設置しません。パソコン
やスマートフォン等を利用し、自宅での電子申告をお願いします。

来場する人へのお願い
■検温

相談会場の受付で検温を行い、37.5度以上の熱がある人は当日の相談をお断りさせていただきます。
※体調不良・発熱などの症状がある場合は来場をご遠慮ください。

■マスク着用

特別な事情がある場合を除き、マスクの着用をお願いします。

■事業収支内訳書（決算書）は事前に作成を！

事業収入がある人は、必ず事業収支内訳書を作成してご来場ください。作成していないと、確定申告時
に通常の2〜3倍の時間を要します。混雑を避けるため事前の作成にご協力ください。収支内訳書（決算
書）の用紙は申告会場や税務課窓口に用意していますのでご利用ください。
①消費税の申告について
消費税については、自書申告もしくは武雄税務署で申告してください。
※役場の確定申告相談会は所得税・住民税のみを対象としていますのでご了承ください。
②自宅でも確定申告ができます！
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って入力すると、自宅で申告
書が作成できます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からもぜひご利用ください。
作成した申告書は書面で提出するか、パソコンやマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを
利用して電子送信することもできます。電子送信の方法や用意するものについては国税庁ホームペー
ジをご覧ください。
③武雄税務署での確定申告は入場整理券が必要です！
武雄税務署の確定申告会場を次のとおり開設します。入場には「入場整理券」が必要です。当日会場
でも配布しますが、LINEアプリ（国税庁LINE公式アカウントを友だち追加）でも事前発行ができます。
■会
場 武雄税務署会議室（武雄市役所庁舎5階）
■開設期間 2月5日（金）〜3月31日（水）
※土日・祝日を除く。申告・納期限とは異なりますのでご注意ください
■受付時間 9：00〜16：00 ※制限人数に達し次第、早めに受付を終了する場合があります
④税務署の閉庁日対応について
税務署の閉庁日に所得税・消費税の申告の相談・申告書受付等を次のとおり行います。
■会
場 メートプラザ佐賀 （佐賀市兵庫北3-8-40）
※税務署庁舎での閉庁日の申告相談は行っていません
■開設期間 2月21日（日）、2月28日（日）
①〜④について詳しくは
■受付時間 9：00〜16：00
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
武雄税務署 個人課税部門
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TEL 0954-23-2127

確定申告相談日程表

■期
間 2月15日（月）〜3月15日（月）（土日・祝日は2月28日の日曜開設日のみ開設）
■場
所 白石町役場 3階大会議室
（申告会場直通電話 0952-84-6507）
■受付時間 8：30〜11：00 、13：00〜16：00
※水曜日（2月17日、2月24日、3月3日、3月10日）は19：00まで受付
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、地区ごとに受付日、受付時間帯（午前・午後）を
指定しています。できる限り確定申告相談日程表の割りあて日にご来場ください。
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午後（13:00〜16:00）
午前（8:30〜11:00）
※源泉還付申告のみ（全地域対象）
馬田、神辺、法蔵寺、宮田
上区、東上、新通、中央、大西
三町、船野、嘉瀬川、内堤
中区、日登、大和、干拓
小島、久治、湯崎、川津、岡崎、下箕具
新盛、西南、興亜、共栄
鳥巣、喜佐木、福吉、東深通
沖清、新興、廻里、高町
休み
休み
休み
休み
深通、郷移東・西、秀移、福富移、廿治移北・南 南区、辺田
休み
休み
五反田、秀新村、揚田、屋形通
戸ヶ里
秀津、東郷上、東郷移
下区
北川、栄町、駅通、郷西
東六府方区
休み
休み
（日曜開設日）白石地区
（日曜開設日）福富・有明地区
上廿治、廿治町北・南
東区、六ヶ里
中廿治、廿治新村北・南、西郷、網代
廻里津、新明（1A・2A）
大戸、伊ヶ代
住ノ江区
中郷北・南
上田野上、下田野上、島津、新明（3A・4A）
多田、江越、吉村、今泉東、今泉西
北区、久治、新開
休み
休み
休み
休み
西分、一の篭、二の篭、沖小路、道目
室島、竜王、新明（1B・2B）
田中小路、北揚、八の割、弥平搦、築切搦、新拓 六府方区、新明（3B・4B）
古賀、坂田、白岩
旭通、太原上、遠江上、遠江中、太原中
深浦、原田
遠江下、太原下、遠江搦、太原搦、新観音
百貫、古渡、大谷、牛間田
新昌、天神、中南、只江、大井
休み
休み
休み
休み
（予備日）福富・有明地区
（予備日）白石地区

申告相談に持参するもの
1 ．源泉徴収票（給与・賃金、年金等）
2 ．事業の収支内訳書・所得の算出できる資料、経費の領収書等
3 ．社会保険料控除証明書（町から郵送した国保税の納付証明書等）
4 ．（一般生命・個人年金・介護医療・地震）保険料の控除証明書
5 ．医療費通知、医療費控除の明細書（領収書のみでは申告できません）
6 ．障害者手帳(身体、療育、精神)
7 ．寄附金（ふるさと寄附金含む）の領収書等
8 ．印鑑（認印で可）
9 ．本人名義の預金通帳（有明地域の農協口座については、新しい口
座番号がわかる通帳、通知）
10．昨年の確定申告書の控え
11．税務署から郵送された確定申告のお知らせハガキ
12．農協や生命保険会社等から個人年金や生命保険の満期金・解約
金などを受け取った人は、各支払証明書
13．マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等の写真付
きの身分証明書

16:00〜19:00

全地域

全地域

全地域

全地域

医療費控除についてお知らせ
確定申告で医療費控除を受ける人は、支払った医療費の内
容をもとに必要事項を記載した「医療費控除の明細書」の
添付が必要です。
※令和2年分の確定申告からは、これまでのような医療費の
領収書のみでの申告はできませんのでご注意ください。
医療保険者が発行する「医療費通知」を確定申告書に添付
する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化する
ことができます。
「医療費控除の明細書」を作成していない場合、混雑を避
けるため相談をお断りする場合があります。事前の作成に
ご協力をお願いします。
※医療費控除で申告した医療費の領収書は自宅で5年間保管
してください。
※「医療費控除の明細書」様式は町ホームページにもあり
ますのでご利用ください。

問 税務課 町民税係

TEL 0952-84-7113
広報白石 R3・2
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所得税および町県民税の申告に関するお知らせ
1．医療費のお知らせについて
佐賀県国民健康保険に加入している人には「医療費のお知らせ
（5月〜10月診療分）」を2月上旬に、後期高齢者医療制度に加
入している人には佐賀県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢
者医療費のお知らせ（9月〜12月診療分）」を2月下旬に、それ
ぞれ送付します。
※領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合や自身で額を訂正した場合は、領収書を確定申
告期限から5年間保存する必要があります。
※11月および12月診療分の「医療費のお知らせ」は3月上旬頃に送付する予定です。

2．医療費控除の補てんされる金額について
医療費控除の申告手続では、「令和2年中（1月から12月まで）に支払った医療費などの総額」から「保
険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされ、国民健康保険および後期高齢者医療制度では、「高
額療養費」などの支給額が「補てんされる金額」となります。
令和2年分の申告で医療費控除を予定し、令和2年中に支払った医療費に対する「高額療養費」などの支給
額が分からない人は、住民課保険係へお問い合わせください。

＝

医療費控除額
（最高200万円）

（注）保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます
ので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

3．社会保険料控除用の「納付証明書」について

毎

月

毎

月

（翌月末納付） （当月末納付）

毎月支払

16,610円

―

現金納付
クレジットカード

16,610円

―

口座振替

「高額療養費」、「高額介護合算療養費」などが対象となります

16,610円 後日決定します

６ヵ月
前納

１年
前納

2年
前納

99,660円

199,320円

398,400円

98,850円

195,780円

383,810円

98,530円

195,140円

382,550円

（810円）

（1,130円）

（3,540円）

※カッコ内の金額は割引額
※令和3年度の国民年金保険料は、16,610円です。
《国民年金保険料の2年前納のメリット》
メリット1：2年間で1万5千円程度の割引となります。
メリット2：2年前納した分は全額がその年の社会保険料控除の対象となります。
（各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法と選択できます）
●口座振替の手続きに必要なもの
預貯金通帳、金融機関届出印、年金手帳
●前納口座振替の申請期限
2月26日（金）

※医療費控除の申告に関することは、武雄税務署にお問い合わせください。
※特別徴収（年金天引き）で納付した人は、通知対象外です。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されています

●確定申告に関すること
武雄税務署 TEL 0954-23-2127

●国民健康保険税の納付証明書に関すること
税務課 納税係 TEL 0952-84-7113

●医療費のお知らせに関すること
住民課 保険係 TEL 0952-84-7115
佐賀県後期高齢者医療広域連合
TEL 0952-64-8476

●後期高齢者医療保険料の納付証明書に関すること
住民課 保険係 TEL 0952-84-7115

広報白石 R3・2

(14,590円)

（4,180円） （15,850円）

令和2年中（1月から12月まで）に納付した国民健康保険税および後期高齢者医療保険料は、申告での社
会保険料控除の対象となります。納付証明書については、対象者に1月下旬に送付しています。
令和2年分の申告で社会保険料控除を予定している人で、納付証明書を持っていない人は、税務課納税係
または住民課保険係へお問い合わせください。

問
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令和3年度から口座振替による国民年金保険料の前納を希望する人や､振替方法の変更を希望する人
は2月中に手続きをお願いします｡
金融機関届出印や口座名義人等の誤りがある場合、振替手続きが間に合わないことがありますので注
意してください。

支払い方法

➡

−

「10万円」または
「総所得金額等の合計
額の5％」のいずれか
少ない方の金額

口座振替で前納を希望する場合は、早めの手続きを！

前 納

−

保険金などで
補てんされる金額

令和2年度の国民年金保険料は、月額16,540円です。
保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビ二・電子納付で納め
ることができます。また、便利でお得なクレジットカードによる納付やスマートフォンやパソコンを利用
しての納付、口座振替もあります。
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていない場合、電話・書面・面談で早期に納
めてもらうよう案内をしています。
未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、
延滞金が課されるだけではなく、※納付義務のある人の財産が差し押さえられることがありますので、早めの
納付をお願いします。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度がありますので、武
雄年金事務所または住民係へ相談してください。
※ 納付義務のある人とは被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主のことです。

前納の場合、こんなにお得です！（令和3年度の国民年金保険料と割引額）

○ 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
令和2年中に支払った
医療費の総額

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう！

令和2年中に国民年金保険料を納付した人へ、日本年金機構から令和2年分の社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書が送付されています。
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。この社会
保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
★確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収証書の添付が必要です。無くした人は武雄年金事務所
または住民係へお尋ねください。
日本年金機構 武雄年金事務所 TEL 0954-23-0121
問
住民課 住民係 TEL 0952-84-7115
広報白石 R3・2
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白石町育英資金貸付のご案内

新生児子育て応援臨時給付金を給付します
町では、新型コロナウイルス感染症の社会的影響による経済的不安を軽減するため、国の特別定額給付
金の対象とならない令和2年4月28日〜令和3年3月31日生まれの新生児を対象に、「新生児子育て応援
臨時給付金」を給付します。
●給付対象児

令和2年4月28日〜令和3年3月31日の間に出生し、申請日時点で白石町の住民
基本台帳に記録されている子ども

●給付対象者

給付対象児の父または母であり、申請日時点で白石町の住民基本台帳に給付対象児
と同一の世帯に記録されている人で、申請後も引き続き白石町に在住する見込み
のある人
※ただし、里帰り出産などの短期滞在および他市町村で同様の給付金を受給している人
は、対象にはなりません。

●給付金額

給付対象児1人につき10万円

●申請方法

保健福祉課 福祉係窓口で申請

●申請に必要な書類

3月31日（水）まで（土日・祝日を除く）

●振込日等

申請から約2週間程度で指定の口座に振り込み

●出願資格
・大学（短大、大学院含む）、高等専門学校、高等学校および専修学校の専門課程に進学・在学する人
・保護者が白石町に居住していること
・学資の支払いが困難と認められる人（所得の基準があります）
・高等学校進学以外は成績の基準があります。
●貸付額
・大学生………………在学1年間につき 36万円
・高等専門学校生、高等学校生、専修学校生（専門課程）…在学１年間につき
・育英資金は無利子です
・貸付金は、卒業して1年後から10年以内に返還していただきます
（この返還金が後輩への貸付金となります）
・他の奨学金との併用可

18万円

●申込方法
育英学生願書に下記必要書類を添えて、教育委員会学校教育課（役場３階）へ提出してください。
・令和2年度の所得証明書および納税証明書（生計維持者分（父母の分等））
・出身学校長の推薦調書（成績証明書）※高等学校進学の場合は成績証明書不要

・新生児子育て応援臨時給付金申請書（請求書）
・申請者の本人確認できる書類（運転免許証等）の写し
・申請者名義の通帳、キャッシュカードの写し

●申請期限

勉学意欲がありながら、経済的理由で修学が困難な学生や生徒に学資金の貸付けを行います。

●受付期間

3月1日（月）〜4月15日（木）
土日・祝日を除く 8：30〜17：15
願書は、教育委員会学校教育課に用意しています。
また、町ホームページからダウンロードできます。

※受付期間終了後に審査を行い、貸付を決定します。
問 保健福祉課 福祉係

TEL 0952-84-7116

「ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付・追加給付）」の

申請はお済みですか？

問 学校教育課 庶務係

TEL 0952-84-7128

子育てで、
心配なことはありませんか?
なかなか言葉がでない、
落ち着きがない、
集団に入れない、
育てにくさを感じる…等

新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難
が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、国
から臨時特別給付金が支給されています。

「白石親子相談室」
では、
お子さんの発達に心配のある家族からの相談を受け、
一緒に支援方法を考えていきます。
また、
必要に応じて医療機関や訓練機関につなげていくための相談、
発達障害の
診断のある子どもの相談
（集団での生活や就学のこと等）
も受け付けます。

支給要件に該当する人で、申請していない人は期限内に申請をお願いします。

まずは電話でご相談ください。

▶申請期限：2月26日（金）
▶申請先 ：保健福祉課 福祉係

●日時：2月22日（月）13:30〜15:00
●場所：白石町健康センター 和室

給付金の内容や支給要件は、町ホームページで確認するか、担当にお問い合わせください。

問 保健福祉課 福祉係
08
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TEL 0952-84-7116

問・申込

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・2
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昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性の皆さん

風しん抗体検査はお済みですか？

検査
無料料

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減免申請を受付けています
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少し、一定の要件を満たす世帯は申請することで国民

この年代の男性は、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり家族や周囲の
人たちに広げてしまうおそれがあります。
あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体
検査を受けましょう！

◎無料クーポン券の有効期限

令和元年度（第9期・第10期）および令和2年度分の減免申請の受付は3月31日（水）までです。なお、
申請には収入の減少を証明する書類（帳簿や給与明細など）の提出が必要です。
減免の要件など詳しくは広報白石7月号または町ホームページをご覧になるか担当までお問い合わせくだ
さい。

3月31日（水）

対象者には令和2年4月にクーポン券を送付しています。
紛失等の場合は役場保健福祉課で再発行しますので、身分証明書を持参のうえ
申し出てください。
※すでに抗体検査が済んでいる場合は再度受ける必要はありません。
※抗体価が低い人は必ず予防接種を受けましょう。（接種代も無料です）
問 保健福祉課 健康づくり係

不明な点は、お問い合わせください。

健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料が減免となる場合があります。

国民健康保険・後期高齢者医療に関すること 住民課 保険係 TEL 0952-84-7115
問

後期高齢者医療に関すること 佐賀県後期高齢者医療広域連合 TEL 0952-64-8476
介護保険に関すること 杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 TEL 0954-69-8223
長寿社会課 高齢者係 TEL 0952-84-7117

TEL 0952-84-7116

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
レディースデー検診(乳がん・子宮頸がん) のお知らせ
女性の医師・技師による女性のためのがん検診です。

1．薬にかかった金額のみを表示しています。

子宮頸がん検診

40歳以上の女性

20歳以上の女性

(昭和56年3月31日以前に生まれた人で平成31年 (平成13年3月31日以前に生まれた人で
4月1日〜令和3年2月25日の期間に乳がん検診を 令和2年4月1日〜令和3年2月25日の期
受けていない人)
間に子宮頸がん検診を受けていない人)
※乳がん検診は2年に1回の検診です。

検診料金

700円

1,000円

検診方法

マンモグラフィー検査
(視触診なし)

細胞診検査
※30〜44歳で対象者はHPV検査(無料)併用可

先着55人 予約制

申込方法 受付：2月15日(月)・16日(火)9:00〜電話受付可
※定員になり次第締め切ります

予約不要

〈持参するもの〉
検診料金、昨年6月に送付した住民健診通知(持っている人)
※今年度受けられる検査が不明の場合はお問い合わせください。

広報白石 R3・2

負担額の軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

■ 通知の記載内容について

乳がん検診

10

令和2年10月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、1ヵ月あたりの自己
※必ずしも全員に届くわけではありません。

◎日時：2月26日(金) 9:00〜11:00
(子宮頸がん検診は10:00から受付開始)
◎場所：白石町総合センター

問・申込

えた場合に、薬代の自己負担額がどのくらい軽減できるかを試算した差額通知ハガキを送付しています。
■ 通知の対象となる人

今年度、検診を受けていない人は忘れずに受診しましょう。

対象者

佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替

保健福祉課 健康づくり係 TEL 0952-84-7116

実際の窓口での支払いには、技術料・管理料等の別費用が含まれていることがあります。
2．ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることを通知するもので、切り替えを
強制するものではありません。
■ ジェネリック医薬品とは？
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に製造・販売される医薬品です。国の
厳しい審査基準を満たし、先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果等を持つ医薬品ですが、まったく同
一というわけではありません。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
■ ジェネリック医薬品の使用のメリットは？
医療の質を落とさずに、自己負担額と増大し続けている医療費を抑制することができます。
■ 通知ハガキに関する問い合わせ窓口
「国民健康保険中央会コールセンター」 フリーダイヤル 0120-53-0006
（通知ハガキ裏面にも記載しています）
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合

TEL 0952-64-8476
広報白石 R3・2
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マイナンバーカードの交付申請書が届きます
まだマイナンバーカードを取得していない人に対し、1月〜3月にかけてQRコード付き交付申請書が順
次発送されています。
送付された申請書を使って、スマートフォン、パソコン、郵送、証明書写真機のいずれかの方法で、役
場に来ることなく申請ができますので、ぜひご利用ください。（カード受け取りの際には、本人が役場住
民係窓口に来庁してください）

送付対象者
マイナンバーカード未取得者のうち、交付申請を行っていない人
【ただし、令和2年10月31日時点で75歳以上の人、令和2年中に出生や海外転入等でカード取得にか
かる申請書類等が送付された（または送付予定の）人等は対象外です。】
送付予定時期 1月〜3月にかけて順次発送予定

送付方法

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から対象者に、個人単位・普通郵便・転送不要郵便で送付
※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。気軽にご相談くださ
い。

電子証明書の有効期間の更新について
マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、e-Tax（税の電子申告）やマイナポイントの申込、
3月からの健康保険証としての利用などに必要なもので、有効期限があります。
有効期限内に更新手続を行わない場合は電子証明書が失効し、e-Taxを使っての確定申告等が利用できな
くなります。引き続き利用を希望する場合は、電子証明書の更新手続をお願いします。失効後の手続も可能
です。（手数料無料）
有効期限切れの対象者には、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から更新手続の通知が届きますので、
ご確認ください。
（注）電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日後5回目の誕生日となっています。
【電子証明書の更新手続を行わない場合も、マイナンバーカードは顔写真付きの本人確認書類として有効期
限まで利用できます】

白石町人事行政の運営等の状況について
町民の皆さんに町職員の任免や勤務条件などを詳しく知っていただくため、白石町での人事行政の運営等
の状況について概要を公表します。
該当がない項目、明細などは省略していますので、詳しくは町ホームページをご覧ください。
問 総務課 職員係
1 職員の任免および職員数に関する状況
（1）採用者の状況（令和元年度）
区
分
採用者数
一般事務
4人
(社会人経験者含む)
1人
土
木
2人
保健師
7人
合
計

（2）退職者の状況（令和元年度）
区
分
定 年 勧 奨 自己都合 合 計
一般行政職
8人
3人
11人
福祉職
1人
1人
1人
看護・保健職
1人
1人
合
計
9人
3人
13人

TEL 0952-84-7111

（3）部門別職員数の状況（各年度4月1日現在）
職員数
項 目
元年度 ２年度
議
会
4人
3人
総
務
46人
54人
税
務
17人
18人
農 林 水 産
40人
33人
一般行政部門
商
工
4人
8人
土
木
19人
19人
民
生
47人
43人
衛
生
18人
17人
部
門
計
195人 195人
特別行政部門
教
育
43人
42人
水
道
8人
6人
下
水
道
11人
10人
合
計
そ
の
他
8人
7人
部
門
計
27人
23人
合
計
265人 260人

対前年
増減数
△1人
8人
1人
△7人
4人
△4人
△1人
△1人
△2人
△1人
△1人
△4人
△5人

（注）職員数は、一般職に属する数（教育長を含む）で、休職者等を含み、
派遣職員、臨時職員等を除いた数です。

2 職員の人事評価の状況

質の高い行政サービスを実現するため、職員が職務を通じて発揮した能力や意欲・態度・業績を的確に把握し、適正に評価
するための人事評価制度を導入しています。

3 職員の給与の状況

（1）人件費の状況（令和元年度一般会計決算）
住民基本台帳人口
令和2年3月31日現在
22,615人

実質収支

人件費（Ｂ）

人件費率（Ｂ/Ａ）

345,546千円

2,263,136千円

15.01％

歳出額（Ａ）
15,081,037千円

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

使いみちいろいろ！マイナンバーカード

① マイナポイントがもらえます！
キャッシュレス決済で使えるポイントが付与されます。(上限5,000円分)
【令和3年3月31日までのマイナンバーカード申請分が対象】

② 健康保険証として使えます！
令和3年3月(予定)から、保険証としての利用が開始されます。
就職・転職・引越をしても、ずっと使えます。

③ 本人確認書類になります！

行政手続きなどでマイナンバーの提示が求められたときは、
これ1枚で、本人確認まで同時に済みます。

④ スマホなどで電子申告ができます！
スマホなどを使って自宅からオンラインで確定申告ができるので、
来庁が不要になります。
問
12
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住民課 住民係 TEL 0952-84-7115
総務課 広報情報係 TEL 0952-84-7111

（2）職員給与費の状況（令和2年度一般会計当初予算）
職員数（Ａ）

給
料
1,060,858千円

275人

給
職員手当等
140,981千円

与

費
期末勤勉手当
414,628千円

一人当たり
給与費（Ｂ/Ａ）
計（Ｂ）
1,616,467千円 5,878千円

（注）職員手当には、退職手当を含みません。 職員数は、予算編成時に一般会計の給与費に属した数です。

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢（令和2年4月1日現在）
平均給料月額
330,900円

一般行政職
平均給与月額
492,600円

（4）職員の初任給の状況
（令和2年4月1日現在）
区 分
一般行政職
技能労務職

初任給
大学卒

172,200円

高校卒

150,700円

高校卒

148,000円

平均年齢
44歳2月

平均給料月額
316,200円

技能労務職
平均給与月額
339,200円

平均年齢
52歳3月

（5）一般行政職の級別職員数の状況（令和2年4月1日現在）
区分
標準的な職務内容
職員数
1級 主事の職務
31人
2級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務
13人
3級 係長又は主任の職務
31人
困難な業務を分掌する係長若しくは主査又はこれに相当する職務
4級
94人
5級 課長若しくは専門監又は課長補佐の職務
21人
6級 総務課長及び企画財政課長又は困難な業務を分掌する課長若しくは専門監の職務 12人
202人
計

構成比
15.4％
6.4％
15.4％
46.5％
10.4％
5.9％
100％

（注）職員数は、給与実態調査による一般行政職（保育士等を除く）の数です。

広報白石 R3・2

13

まちのわだい

春季全 国 火 災 予防 運 動 3月1日（月）〜7日（日）
「その火事を

防ぐあなたに

金メダル」（2020年度

全国統一防火標語）
春先は空気が乾燥し、風が強く火災が起こりやすい季節です。火の取扱いには、十分注意しましょう。
住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、命を守るために、7つのポイントに気をつけましょう。

関する協定」を締結しました。

住宅防火 いのちを守る

７つのポイント

対応のノウハウも兼ね備えられています。
この協定に基づき、白石町で災害が発生した時に優先的に物資を供給
してもらうことになります。

逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

外出時や寝る前には、必ず火の元を確認
電気コンセントのほこりを掃除
家の周りに燃えやすいものを置かない

12月21日、株式会社ナフコと白石町が「災害時における物資供給に

年西日本豪雨災害、令和2年7月豪雨災害などで物資供給、実際の災害

4つの対策

①火の元点検

株式会社ナフコとの協定調印式

係用品・日用品・冷暖房器具等が提供可能です。これまでに、平成30

1 寝たばこは、絶対やめる。
2 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
3 ガスコンロ等のそばを離れるときは、必ず火を消す。

自宅の防火対策はだいじょうぶ？

災害時に物資を供給

株式会社ナフコはホームセンターを経営し、災害時に必要な作業服関

3つの習慣

1
2
3
4

Topics

in Sh iro is h i

▲協定を締結しました

Topics

令和元年の住宅火災による死者数は899人（内逃げ
遅れによる死者数は446人）となっています。いち
早く火災を発見し、大切な命を守りましょう。

援護救済と福祉の向上に貢献
援護事業功労者厚生労働大臣表彰

令和2年度援護事業功労者厚生労働大臣表彰を武藤幹男さんが受
賞されました。
今回の受賞は、永年にわたり戦没者遺族・戦傷病者等の援護事業

②住宅用消火器

に携わったことによるもので、援護救済と福祉の向上に貢献されて

すぐ使える場所に置いていますか？
本体の変形や腐食など異常がないか点検
使用期限が切れた消火器は交換

います。
武藤さんは白石町遺族会の会長で、佐賀県遺族会理事や杵島郡遺
族会長も務められています。

③住宅用火災警報器
寝室と寝室がある階の階段上部に設置していますか？
半年に一回、適切に作動するか確認
電池寿命の目安は10年、本体または電池を交換

Topics
問 白石消防署

TEL 0952-84-3283

▲受賞おめでとうございます

功績をたたえて
白石町功労者表彰式

1月15日、白石町総合センターで令和2年
度白石町功労者表彰式を行いました。

令和3年度

交 通 災 害共
害 共 済 加入申し込みを始めました

申込は「ゆうちょ銀行」「郵便局」「白石町役場会計室」で
令和3年度交通災害共済の申込書（白石町民専用・三枚複写）とパンフレットを配布しています。また、
町内の郵便局や役場会計室にも準備しています。もしもに備えて、家族みんなで加入しましょう。
詳細は、パンフレットまたは町ホームページをご覧ください。
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令和3年4月1日〜令和4年3月31日
1人500円

交通災害共済の概要

交通事故での死亡や10日以上の入院・通院などの交通災害にあった人に見舞
金を支給する相互扶助制度

申込方法

白石町民専用申込書に記入のうえ、九州管内のゆうちょ銀行・郵便局または
白石町役場会計室で申し込んでください

広報白石 R3・2

進展と住民の福祉の向上に貢献された人や、
町民の模範となる善行のあった人を表彰する
もので、今年度は特別功労表彰1人、善行表
彰5人の表彰を行いました。
各表彰者の功績は、次のとおりです。
【特別功労表彰】
（敬称略）
氏 名
職 名
福田 忠良

共済期間
掛金

問 総務課 危機管理・防災係

この表彰は、各分野で長年にわたり町政の

TEL 0952-84-7111

保護司

【善行表彰】
（順不同・敬称略）
氏
名

在 職 期 間
平成16年9月〜令和2年9月（16年1月）

善 行 内 容

安藤 宏

白石町内小中学校へのマスクの寄贈

米満 大九郎

白石町、白石中学校、北明小学校への絵画の寄贈

株式会社 門田電気

白石町教育振興のための寄附

イイダ靴下 株式会社

白石町内小中学校へのマスクの寄贈

医療法人静便堂 白石共立病院

白石町医療福祉のための寄附
広報白石 R3・2
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Topics

スポーツを通して元気に過ごすために
白石町教育の明日を考える集会

12月6日、町民に白石町の教育の現状や取組について理解を深めてもらおうと「第9回白石町教育の明日
を考える集会」を開催しました。今回は、教育功労者の表彰や令和元
年12月に「スポーツ・健康増進のまち宣言」を行ったことによる内
容として講演を行いました。
講演では、マスターズ陸上で世界新記録を達成された岩永義次さん
が「努力の分だけ結果に」と題し、「練習はウソをつかない。故障は
弱さを見直し強くなるチャンス。努力することはきついことだが、目
標や目的があるから努力できる」と話されました。
また、佐賀県のスポーツピラミッド構想についても講演があり、ス
ポーツを「する・観る・育てる・支える」、自分なりのスタイルでス
ポーツに関わり楽しんでほしいと講演されました。
▲岩永さんの講演

Topics

農業や観光の発展を
地域発展ネットワーク会議

設立総会

12月14日、白石町役場で地域発展ネットワーク会議（＠白石町）の設立総会が開催されました。この
会議は、佐賀銀行・JA佐賀信連・日本政策金融公庫佐賀支店の3つの金融機関が連携して白石町およびそ
の周辺地域の農業や観光の発展、地域農業支援モデルの確立を目的に設立されたものです。
今後は、6次化・新規就農・観光をテーマとした分科会で、農業経営者の声を取り入れながら課題把握
や解決策を検討し、実効性の高い解決策を実行していく予定です。

平和の思いを忘れないで
白石中学校

人権集会

12月21日、白石中学校で人権集会が行われ、同校卒業生で高校生
平和大使を務める川﨑花笑さん（鹿島高校2年）が講演しました。
講演は「戦争被爆国の若者として〜高校生平和大使から皆さんに
伝えたいこと〜」と題して、新型コロナウイルスの影響で平和大使
の活動が満足にできない中、平和についてインターネット上で話し
合いをしたり、鹿島高校の戦没者追悼式を復活させたりしたことを
紹介しました。
川﨑さんは「自分たちは平和な社会を築いていかなければならな
い世代。心の中にはいつも、平和の思いを忘れないでほしい」と後
輩たちへメッセージを送りました。

Topics

佐賀農業高校

ボランティア活動

12月23日、佐賀農業高校の生徒が全校ボランティア活動を行いました。これは、地域の清掃奉仕活動を
行うことで、思いやりの心や社会貢献の精神などの育成を目的に実施されています。
1年生は役場周辺と総合グラウンドの落ち葉掃きや枝葉の剪定、グラウンド内の除草作業を行いました。
2年生は学校周辺の美化活動やマイクロバスなどの清掃、3年生は六角保育園交流ボランティア活動や介護
福祉施設用のミニ門松を作製しました。

Topics
Topics

白石町学校給食運営委員会

白石町学校給食運営委員会では、今年度5回にわたって町
立学校の統合再編に伴う学校給食調理場の統合再編について
協議してきました。
1月13日に開催した第5回学校給食運営委員会では、これ
まで協議してきた意見の集約を行い、調理場を1ヵ所に集約
する「共同調理場方式（センター方式）」で整備を行うとい
う意見書（案）が承認され、委員会から教育委員会に対して
意見書が提出されました。

▲平和について講演しました

地域に恩返しを

▲役場周辺の美化活動

学校給食調理場の統合再編に関する意見書が提出されました

in Sh iro is h i

▲総合グラウンド内除草作業

空き店舗を活用して新規出店
白石町地域商業活性化支援事業

白石町地域商業活性化支援事業を活用し、秀津商店街に新しく整体サロン「ボディケアサロン YOU」が
オープンしました。この事業は、地域商店街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
新規出店する人を対象に、改装費の一部を支援するもの
です。
サロン代表の片渕友一さんは「地域の皆さんの健康を
サポートしていきます！」と意気込みを語ってくれまし
た。皆さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか。
（TEL 080-3946-1867）
新規出店を考えている人やこの事業に興味がある人は
お問い合わせください。

▲下平会長から北村教育長へ意見書提出

問
16
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学校教育課 学校給食係 TEL 0952-84-2713

▲整体サロンをオープンしました

問

商工観光課 観光係 TEL 0952-84-7123
広報白石 R3・2
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Topics

温かいプレゼントを
地域婦人会

クリスマスプレゼント

白石町地域婦人連絡協議会では、更生保護活動の一環として、毎
年75歳以上の一人暮らしの人へクリスマスプレゼントを届けていま
す。
前回までは婦人会がある地域の対象者のみに贈っていましたが、
今回から民生委員・児童委員の協力のもと全地域の対象者へ手作り
の手袋とマスクを贈りました。
婦人会の

渕直美会長は「一人暮らしで頑張っている人に温かい

気持ちになってほしい」とプレゼントに対する思いを述べました。
▲民児協 川﨑会長へ手渡しました

Topics

建設中の道路に夢描く
福富小3年生

有明海沿岸道路お絵かき体験

12月18日、現在工事中の有明海沿岸道路（佐賀

西九州グランドソフトボール大会

▲試合の様子

しました。これは、沿岸道路の建設を身近に感じる

Topics

ため、工事現場の見学会を兼ねて工事中の橋で行われま
した。
児童たちは農家・美容師・警察官など、自分たちが将来なりた
い夢の絵を夢中になって描きました。また山口知事と田島町長も
お絵かきに参加し、いちごとたまねぎの絵を完成させました。
児童たちの絵を見た知事は「橋にお絵かきをしたことが記憶

Topics

はつらつとしたプレイで会場沸く

12月6日、白石町総合運動場で佐賀県視覚障害者団体連合会主催の西九州グランドソフトボール大会が行
われました。
この日は晴天に恵まれ、佐賀県チームと福岡県チームの選手達がはつらつとしたプレイで会場を沸かせま
した。結果は福岡県が優勝、佐賀県が準優勝でした。また、西九州大学の学生や龍谷高校サッカー部員もボ
ランティアとして活躍し大会を盛り上げました。
グランドソフトボールとは視覚障害者の競技です。ルール
は野球やソフトボールに似ていますが、鈴などは入っていな
いハンドボールに似たボールを使用します。全盲投手の剛速
球や変化球を用いた投球や野手の頭上を越える強烈な打球、
全盲選手の巧みな守備など独自のルールの中で思わずうなる
ようなプレイが展開されます。
令和6年に佐賀県で開催される全国障害者スポーツ大会で
は、白石町でグランドソフトボールが開催されます。今後も
大会等が開催される予定ですのでぜひ会場でご覧ください。

福富道路）で福富小学校の3年生がお絵かきを体験

に残ってくれたら嬉しい」と挨拶しました。

▲お絵かき体験をしました

子どもたちに夢を
GROUP-S サンタに逢える
クリスマスinしろいし

人口減少問題解消へ
白石町まち・ひと・しごと創生推進会議

12月28日、白石町役場で「令和2年度第3回白石町ま
ち・ひと・しごと創生推進会議」を開催しました。この会
議は、白石町の人口減少問題への対応策として策定してい
る「白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略」へ広く関係
者の意見を反映させるために設置しています。
今回は、事務局から第2期（令和2年度〜令和6年度）
白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略の素案を提示し、
委員の皆さんに内容確認をしてもらいました。
※この会議の内容は、町のホームページでも随時公開し
ています。
▲話し合いの様子

問

12月20日、白石のまちづくり会
GROUP-Sによる「サンタに逢えるクリス
マスinしろいし」が行われました。子ど

Topics

もには「夢」を家庭には「明るい笑顔」を
届けたいと今回で15回目となり、町内各
地50世帯92人の子どもたちに一足早いク
リスマスプレゼントと夢を届けました。
今回は、新型コロナウイルスの影響で、
サンタやトナカイはマスクをし、プレゼン
トを受け取る子どもたちや出迎えの皆さん
もマスクをする形で行いました。
例年にない訪問となりましたが、子ども
たちはサンタが登場すると笑顔でプレゼン
トを受け取っていました。

18
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▲サンタさんありがとう

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

高校生ケーキカフェ開店
佐賀農業高校

サノ・ボヌール

1月14日、道の駅しろいしで高校生ケーキカフェ「サノ・ボヌー
ル」が開催されました。（若年者地元定着促進事業を活用）
カフェでは、佐賀農業高校の2年生が作ったケーキやシュークリ
ームとドリンクがセットで販売され、開店前からお客さんが並びに
ぎわいました。
生徒たちは、新型コロナウイルス感染症対策をしたうえで、受付
や接客、配膳などそれぞれが役割を担い、笑顔でお客さんを迎えて
いました。
来店したお客さんも「安くておいしいケーキを食べることができ
てよかった」とカフェを後にしました。

広報白石 R3・2
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ごみ減量化に向けて、小さな紙もリサイクル！

「紙類・雑紙」分別で、もえるごみを減らそう！
古紙は、「新聞」「段ボール」「書籍・雑誌・雑紙類」「紙箱（紙製の容器包装）」に分別して収集を
行っていますが、もえるごみに捨ててしまいがちな、封筒、はがき、学校のプリント類などもリサイクル
できる資源です。ごみの減量化の第一歩は、ごみを分別することから始まります。皆さんのご協力をお願
いします。

●紙類（紙製の容器包装）の例
・お菓子や食品の紙箱・ティッシュペーパーの空き箱・おもちゃの空き箱
・贈答品の紙箱・台紙類、紙袋など
※商品が入っている紙製の容器や包装で、紙のリサイクルマークが目印です。

●雑紙の例
・パンフレット・冊子・カタログ・ポスター・メモ用紙・コピー用紙・レシート・
カレンダー・スケッチブック（金具は外す）・教科書・ノート・学校のプリント
類・封筒・はがき・名刺など

剪定枝粉砕機を貸し出しています！
自宅敷地内で発生する剪定枝の有効利用を促進し、一般廃棄物の減量を図るため、町民の皆さんへ剪定枝
粉砕機を無料で貸し出します。粉砕した剪定枝チップは、堆肥やマルチング資材として「ごみ」にすること
なく、自家処理することが可能となります。ごみ減量化に向け、多くの皆さんの利用をお待ちしています。

貸し出しについて
●対象者：町内に住所がある個人および町内の自治会等
※造園業・剪定業は除く
●貸出期間：貸出日から、最大1週間
●使用料金について：貸し出し、使用に伴う料金は無料です。
※燃料代および運搬費用は、使用者負担となります。
●貸出機種：剪定枝粉砕機【型式：GS122G】
・本体寸法：長さ162cm×幅73cm×高さ127cm
・最大粉砕枝径：10㎝程度（ペットボトル500mlの太さくらい）

貸し出し手順について
1．電話で予約する
生活環境課廃棄物対策係（TEL 0952-84-7118）へお申し込みください。
予約状況等で、貸し出しできない場合もありますので、必ず電話予約をしてください。
2．貸し出しを受ける
粉砕機の貸し出しを受ける際に、借用申請書を提出し、粉砕機を受け取ってください。
※軽トラック等、粉砕機を載せられる車で来てください。
※運搬に使うアルミブリッジは、無料で貸し出します。
3．返却する
粉砕機を清掃し燃料を補充して、使用期限内に返却してください。

※紙のリサイクルマークが付いてないもの
◆紙袋に入れ、たまったら白色の紙ひもで縛って、
町の資源物回収時に出しましょう。
紙袋をごみ箱の横に置くと、気軽に取り組めます。
◆平らにくずした箱等を重ねて、白色の紙ひもで縛
ってもOKです。

問 生活環境課 廃棄物対策係

捨てればごみ、分ければ資源！
ごみの再資源化に、ご協力をお願いします！！
問 生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

ごみの出し方にご注意ください
ごみ袋には、必ず地区名と氏名（または事業所名）を記入
地区のごみステーションに出してください。

・運転免許証 ・国民健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳
・マイナンバーカード ・マイナンバー通知カード
・住所が記載された公共料金検針票（水道、電話）

ご理解とご協力をよろしくお願いします。
TEL 0952-84-7118

・月曜日〜土曜日、祝日
・第２日曜日（家庭用のみ）
・9：00〜16：00

手数料

利用時間

ので、地区外の人のごみは出せません。

広報白石 R3・2

個人や事業者が直接「さが西部クリーンセンター」へ不要な物（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）を持っ
て行くことができます。その際は、身分証明書（住所記載があるもの）となるものが必要です。記載された
住所で白石町からのごみであることを確認しますので、下記のいずれかを必ずお持ちください。

さが西部クリーンセンターのご案内 ☎ 0955-26-2333

各地区でごみステーションの管理（掃除等）をしています

20

さが西部クリーンセンター直接搬入について

身分証明書がないと持ち込みができません。また、持ち込めるのは白石町内で発生した一般廃棄物です。
詳しくはごみポスターをご覧ください。不明な点は、役場生活環境課へお尋ねください。

し、ごみポスターでお知らせしている収集日に、お住まいの

問 生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

0㎏〜10㎏
〜20㎏
〜30㎏

80円
160円
240円

10㎏増すごとに80円を加算
問 生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118
広報白石 R3・2
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「白石町環境基本計画」年次評価報告書を公表します
町では、良好な環境を確保し将来の世代へ継承していくため、「白石町環境基本計画」（計画期間：
平成28年度〜令和7年度）を策定し、5つの施策体系のもと目標達成を目指し、計画の進行管理に努
めています。
前年度の実績および達成状況について、環境審議会で点検・評価を行い、令和2年度年次評価報告
書（令和元年度実績報告）を取りまとめました。
報告書は、町ホームページおよび役場庁舎（生活環境課）、白石町総合センター、有明公民館、福
富ゆうあい館の各窓口で公表します。
問 生活環境課 環境係 TEL 0952-84-7118

「白石町環境審議会」の委員を募集します
町が策定した環境基本計画の進行管理や計画変更、また、環境の保全等に関する基本的事項につい
て「白石町環境審議会」で調査や審議を行います。

オンライン創業塾を開催します
町では、白石町商工会と連携して、町内で創業を目指す人、創業して間もない人を対象に、オンライン
動画配信による創業塾を開催します。

≪カリキュラム≫ 2時間×4回

テーマ／内容

講

師

①

創業することとは／マーケティング

井筒絵美（中小企業診断士）

②

事業計画の策定プロセス／
売れる仕組みづくり・顧客づくり

井筒絵美（中小企業診断士）

③

WEB活用（HP作成・販路開拓）

藤川

④

経理事務と資金計画、労務関係の手続き

井筒絵美（中小企業診断士）

学（上級ウェブ解析士）

※自宅にパソコン等を持っていない人は、白石町商工会で視聴することもできます。

受講料は無料で、受講期間は 2月1日（月）〜3月31日（水）です。

審議会に町民の皆さんの意見を反映させるため、公募委員を募集します。

事前の申し込みが必要ですので、受講を希望する人は、白石町商工会にお問い合わせください。
白石町商工会 TEL 0952-84-2043
問 商工観光課 観光係 TEL 0952-84-7123

◆応募資格（次の全てを満たす人）
□町内に居住する満18歳以上の人（高校生を除く）
□年間2〜4回程度（平日：2時間程度）の会議に参加できる人
□環境問題に関心がある人
◆募集人員 2人 （応募用紙の記載内容による選考となりますのでご了承ください）
※審議会は、公募委員のほか、関係団体の代表、学識経験者など委員10人以内で構成します。
◆任
期
令和3年度〜4年度（2年間）
◆応募締切
3月12日（金）
◆応募方法
応募用紙を役場生活環境課へ郵送または直接ご持参ください。
※応募用紙は、生活環境課（役場庁舎２階）に準備しています。
また、町ホームページからもダウンロードできます。
問 生活環境課 環境係

TEL 0952-84-7118

統計調査員を募集しています
国勢調査など各種統計調査で、調査票の配布や回収、調査票の整理など、空いた時間にできる仕事
です。任命期間は調査により異なりますが、2ヵ月ほどです。
調査員として登録した場合、統計調査実施の際に、調査員の仕事を依頼します。従事した対価とし
て、報酬が支払われます。都合が悪い場合は、断られても構いません。
統計調査員として協力できる人、興味がある人は、気軽にご連絡ください。
【応募資格】
・町内に住む20歳以上の人
・責任を持って調査に従事できる人
・秘密保持に信頼のおける人
※警察・税務・選挙事務に関係のある人は登録できません。

未来のために、
あなたの力を
お貸しください。

問 総務課 広報情報係
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TEL 0952-84-7111

地域づくり団体の皆さんへ
補助金などの情報を発信します
町では、地域を盛り上げる取り組みを行っている地域づくり団体への支援の一環とし
て、地域づくり活動についての補助金などの情報提供を行います。
登録するには、町ホームページに掲載している「地域づくり団体登録票」に団体名、
代表者氏名、電話番号、メールアドレス、活動概要を記入し、担当までご提出ください。
この登録票を提出した団体には総合戦略課からメールで補助金情報等を送付します。

町ホームページ

総合戦略課 白石創生推進係
問 TEL 0952-84-7132 FAX 0952-84-6611
ﾒｰﾙ sougousenryaku@town.shiroishi.lg.jp

人権擁護委員が交代しました
人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間のボランティアです。
皆さんの人権を守るために、人権教室の開催や人権相談を受けるなど、地域に
密着して積極的な活動をされています。
令和3年1月1日から、木室久美子さん（今泉西）が新しく人権擁護委員になら
れました。前任の東島啓子さん、長い間、大変ありがとうございました。

白石町では毎月「人権相談」を行っています。ぜひ、ご利用ください。

【新しい人権擁護委員】
きむろ く み こ

木室 久美子さん

（今泉西）

問 総務課 総務係

TEL 0952-84-7111
広報白石 R3・2
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町営住宅入居者募集

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準備委員会

のお知らせ

12月16日に第10回、1月12日に第11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10回では11月15日に行った「第2回須古地区の暮らしと未来をつくる会議（ワークショップ）」
で集まった意見をもとに、今後地域で進めていく活動の3つの柱についてさらに詳しく検討しました。
第11回では設立を目指している「地域づくり協議会」の組織体系等についての検討や2月13日開催予
定の「第3回須古地区の暮らしと未来をつくる会議」の開催概要の確認や役割分担等について話し合い
ました。

【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）】
日 時 2月13日（土）9：30〜11：40
場 所 白石町総合センター
※この様子は、広報白石4月号でお知らせします。

■募集期間
・2月15日（月）〜26日（金）

■募集する住宅

■応募に必要な書類

・住ノ江住宅 2戸
白石町大字福富下分2966番地16
（住ノ江橋南側）
昭和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
・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歳以上でその他一定
の要件を満たす人のみ）

・入居申込書（白石町役場にあります）
・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）
・令和2年度（平成31年・令和元年中）所得証明書（入
居希望者全員分）
・平成31年度（平成30年中）所得証明書（入居希望者
全員分）
・納税証明書（入居希望者全員分の完納証明書など）

※1月29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。

▲話し合いの様子

令和2年度「町民協働によるまちづくり」モデル校区が

※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）
※入居要件の詳細は白石町ホームページでも確認で
きます。
問

六角小学校区に決定しました

町では「地域づくり協議会」の設立を支援するため、そのモデル事業を昨年度から3年間実施し、現
在須古小学校区（令和元年度モデル地区）が地域づくり協議会の設立に向けて取り組んでいます。

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

雑誌スポンサーを募集します
雑誌カバーに広告を出しませんか！

地域づくり協議会は「町民協働によるまちづくり」として、小学校区単位等の地域
で各団体等が連携し、地域の課題解決や活性化につながる取り組みについて、共に考

ゆうあい図書館では、図書館に配架

え、話し合い、活動する新しいネットワークです。

している雑誌の最新号のカバーに広

今回、六角小学校区が今年度のモデル地区に決定しましたので、お知らせします。
問

告掲載を希望する広告主を募集しま

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

す。多種多様の雑誌のなかから業種に
関連する雑誌を選択することで、その
ジ ャ ン ル（ 分 野 ）に 関 心 の 高 い 層 を
ターゲットとした広告を行うことができ、広告効果が期
待できます。情報発信やPRの場としてご活用ください。

12月分
2年度累計

0件
0件

0件

1件
1件
0件
5,000円 20,000円
2件
4件
1件
0件
0円
8,000円 20,000円 20,000円

0円

0円

0円

0件

0円

0件
0円

0円

0件

2件
25,000円
1件
8件
3,000円 51,000円
0円

募集対象： 企業や商店、組織・団体等（※個人は対象としません）
掲載期間： 令和3年4月1日〜令和4年3月31日
申込方法：「ゆうあい図書館雑誌有料広告掲載申込書」に掲載を希望する広告の原稿等を添えて、お申
し込みください。

12月分
2年度累計
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0件

0円

0件

0件

0円

0件
0円

0円

0件

0円

0件

1件
0件
5,000円

0円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0件
0円

0円

0件

掲載料金： （ 年 間 ）
0円

第1階層（26誌）

6,000円

1件
5,000円

第2階層（16誌）

9,000円

第3階層（19誌）

12,000円

※雑誌タイトル等は、ゆうあい図書館ホームページに掲
載している「有料広告掲載対象雑誌リスト」でご確認
ください。詳しくは、ゆうあい図書館にお問い合わせ
ください。

問

ゆうあい図書館 TEL 0952-87-2171
広報白石 R3・2
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消費生活情報

［北明小学校］学校教育は今

188

■創立：明治8年

消費者ホットライン…局番なし

■校長：島ノ江

「火災保険の申請をサポートする」
と
勧誘する事業者に注意！

私が自慢したいことは、北明小みんなのあい
さつです。北明小は、「あいさつとありがとう
の学校日本一」を目指しています。そのために、
朝、運営委員が児童玄関前に出て、あいさつ運
動をしています。最近は、あいさつをするとすぐ
にあいさつを返す人が増えてきました。あいさつ
運動によって、全校のみんながあいさつするこ
とを心がけてくれるので、学校全体が明るくな
っている気がします。

害保険会社に相談しましょう。
★契約をすると高額な手数料を請求されることがあります。
すぐに契約せずに家族や周囲の人、
近くの
相談窓口に相談しましょう。
★訪問販売の場合、
クーリング・オフによる契約解除が可能です。
（※期間は契約書面を受け取った日を
含めて8日間です）
★少しでも不安に思ったり、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）

（12:00〜13:00は昼休み）

場所：役場庁舎1階 相談室１
電話 0952-84-7123
当日は電話での相談も受け付けています。
「消費生活相談」と伝えてください。

日時：火曜日・水曜日
10：00〜16：00

場所：江北町公民館 談話室
電話 0952-86-5615

大町町役場１階 第３会議室
電話 0952-82-3112

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

26

広報白石 R3・2

1

2

3

4

5

6
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8

9
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

（12:00〜13:00は昼休み）

※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。

2月の相談日

問

3月の相談日
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

私は、図書委員として当番活動をしてい
て気づいたことがあります。朝の時間や2
時間目休みに、列ができるほど本を借りに
来る人が多いということです。年間貸出冊
数の平均は250冊を超えています。図書委
員会が開催するイベントには、いつもたく
さんの人が参加してくれます。朝の読書タ
イムでは、みんな本の世界にひたって熱中
しており、校内はとても静かです。これか
らも本を読む人が増えるといいです。

ぼくたちは、無言そうじをがんばっています。
そうじをすることで、「正直な
心・気づきの心・感謝の心・思
いやりの心・がまんの心」の五
つの心を育てています。9月か
ら縦割りそうじになり、上級生
が下級生にそうじの仕方を教え
ています。これからも、もっと
学校がきれいになるようにがん
ばります。

やさしさいっぱい 北明っ子

読書大好き 北明っ子

■白石町消費生活相談のご案内■

にお問い合わせください。

そうじ名人 北明っ子

あいさつ上手 北明っ子

された場合、
実際に保険金が支払われるかどうか、
どのような手続きが必要か等、
契約前に加入先の損

江北町・大町町 ※開催日や会場は変更になっている
場合があります。それぞれの役場

■住所：白石町大字築切205番地

本校では、「かがやく北明っ子」をキーワードに、学校教育目標「地域のよさをいかし、夢をもち、
未来を担う学校づくり」の実現を目指して、教育活動の充実を図っています。
今回は、「北明小の自慢（がんばっていること）」をテーマに、児童の考えや思いを大切にしてまと
めた6年生の作文を中心に紹介します。

★
「火災保険の申請をサポートする」
などと勧誘する事業者に関する相談が県内で急増しています。
勧誘

日時：2月 4日（木）・18日（木）
25日（木）
10:00〜16:00

■学級数 ：11学級

https://www.education.saga.jp/hp/hokumei-e/

＜ひとこと助言＞

白石町

■児童数：145人（R2.12.1現在）

■HPアドレス

事例
ひとり暮らしの高齢者宅に、
「火災保険に加入していますね。台風被害の状況確認に伺います」という電話が
かかってきた。加入している損害保険会社の関係者と思い、訪問を了承した。確認後「見積書を作成する」
「保
険会社への申請を代行する」と勧誘されて契約したが、業務報酬として保険金の40％と高額な手数料がかか
ることが分かった。
途中で解約する場合は高額な解約料が発生する。

白石町の開催日は毎週木曜日です。

佳弘

北明っ子の私たちは、上級生が縦
割り活動や行事、集団登校などで、
下級生のお世話をしっかりしていま
す。困っている子がいたら、すぐに
やさしく声をかけたり、手伝ったり、
助けたりして、やさしく接していま
す。そして、何かしてもらったら
「ありがとう」と言える子どもたち
でいっぱいです。

ベストをつくす 北明っ子
運動会では、み
んながベストをつ
くしました。ベス
トをつくすために
は、みんなが協力
して、苦しさを乗
り越える強さが必
要です。運動会で
は、このようなこ
とができたので、
大成功だったと思
います。他の行事
や日常の学校生活
などでも、一生懸
命取り組む姿が多
く見られます。

地域とともに育つ 北明っ子
私たち北明小の子どもたち
は、いつも地域の皆さんに、
色々な場面で支えてもらって
います。例えば、朝早くから
見守り隊の皆さんが私たちの
安全を守ってくれたり、様々
な体験活動では農業の大切さ
や楽しさなど身をもって教え
てくれたりしました。地域の皆さんは、私たち
のとても大切な応援団です。今度は、私が地域
に少しでも役に立つことをしたいです。

広報白石 R3・2
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図書館情報

ゆうあい図書館
図書紹介

本
を
読
も
う
！

TEL 0952-87-2171
開館時間：10:00〜18:00

マスクは自分を守り、周り
の人も守るもの。マスク研究
家・飯田裕貴子と内科医・眞
鍋葉子が、マスクの基本と最
新情報を写真やイラストを交
えてわかりやすく解説。ウイ
ルスから身を守る方法も伝え
る。

浅倉 龍雲著 日貿出版社
ボールペンで書くため
の指導書。かな・楷書・
アラビア数字・英字・行
書の順に構成し、行書の
くずしについては、いち
ばん標準的なくずし(正行
書)を紹介。作例集も収録
する。コピーして使う練
習用紙付き。

図書紹介

開館時間：10:00〜17:00

今村 夏子著 朝日新聞出版
近所に住む「むらさきの
スカートの女」が気になる
主人公。自分と同じ職場で
働くように彼女を誘導し、
その生活を観察し続ける。
狂気と紙一重の滑稽さ。彼
女に興味を持つ主人公の必
死さと空転する様を描いた
シニカルな物語。

図書室
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ヘンな科学

花粉症にはキスが効果的、黒板
を引っかく音がイヤな理由、ネズ
ミはオペラを聞くと寿命が延びる、
名前を付けられたウシは牛乳をた
くさん出す…。人々を笑わせ、そ
して考えさせられる「イグノーベ
ル賞」受賞研究を40講紹介。

ぼく、ひつじじゃなくてぶたなんだ

●2月の休館日
サラダ定食

中津川 かおり著 中日映画社
健康のために栄養バランスのよい食
事をとりたいと思っても、毎日バラン
スよく食べるというのはなかなか難し
いものです。献立を考えるのも一苦労
という人もいるのではないでしょうか。
この本は野菜をいろいろなやり方で調
理して、肉や魚などと組み合わせて主
菜にし、主食と合わせてサラダ定食と
するものです。栄養バランスを考えた、野菜たっぷりの
おいしい献立を紹介した本です。

開館時間：8:30〜22:00

メモの魔力

前田 裕二著 幻冬舎

楽習館図書室の統合について
楽習館図書室は、より一層の読書推進を図るため、令和3年4月
1日から、ゆうあい図書館と統合します。
統合後は、現在の楽習館図書室は閉鎖し、総合センター内で図
書の貸出およびゆうあい図書館からの文庫貸出を実施します。
引き続きご利用ください。

◎文庫貸出とは、ゆうあい図書館から話題の本や人気の作品150冊程を貸し
出しておき、総合センター窓口で本の借入、返却ができる事業です。
2ヵ月程度で本の入れ替えを行う予定です。

・2月5日〜3月10日

2月/8日(月)/11日(木・祝)/15日(月)/22日(月)/23日(火・祝)
3月/1日(月)/8日(月)

TEL 0954-65-313 5

図書紹介

おはなしの部屋

牧場にいるひつじたちの中に、「ぼ
くはこぶたなんだ!」というこひつじ
がいました。どろの中を転げまわるの
が好きで、ブーブーと鳴きます。農家
のおじさんが獣医さんにみせると…。
自分らしさを問いかける絵本。

TEL 0952-71-5245

楽習館図書室からのお知らせ

2月のおはなし会 13日(土)・27日(土)14:30〜

ピム・ラマースぶん
ミルヤ・プラーフマンえ
長山 さきやく ほるぷ出版

むらさきのスカートの女
（第16回芥川賞受賞作）

有明公民館

/22日(月)/23日(火・祝)/25日(木)

3月 /1日(月)/8日(月)

五十嵐 杏南著 総合法令出版

ボールペン字の上品な書き方

楽習館

・2月5日〜3月10日

2月 /8日(月)/11日(木・祝)/15日(月)

●ゆうあい図書館

感染症時代のマスクの教科書

飯田 裕貴子著 眞鍋 葉子著 小学館

●2月の休館日

メモをとると、あらゆる日常の
出来事をアイデアに転換でき、目
標が生まれます。メモによって自
分を知り、人生の軸を明確にした
著者が、どうすれば人生をより良
いものにできるのかが紹介されて
います。ぜひ読んでください。

イベントのお知らせ
人形劇「さんまいのおふだ」を開催します
日 時：2月11日（木・祝）
10:00〜11:30
※広報白石１月号でお知らせしていた
2月7日（日）から2月11日（木・祝）
に変更になりました。

場 所：楽習館 2階研修室
参加費：無料
当日はマスク着用でお願いします。
絵本の読み聞かせもあります。
ぜひ、見に来てださい。

問

白石公民館 TEL 0952-84-6925

広報白石 R3・2
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2

くらしのカレンダー

February
2021

※1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。

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

14

8

9

★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

●日本語交流会
元 19：30〜21：00

15
●駐在員会
総 9：00〜

21

22

相 役場1階相談室1

交 白石町交流館

ミ 役場１階ミーティング室1

ゆ ゆうあい館

大 役場3階大会議室

元 元気のたまご

健 白石町健康センター

有公

10

16
◆ファイナンシャル
プランナー相談会
ミ 9：00〜20：00
要予約
◆家計の困りごと
相談会
10：00〜16：00
要予約
★2歳6ヵ月児歯科健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H30.6〜7月生］
母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

23

天皇誕生日

1

2

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

●日本語交流会
元 19：30〜21：00

5

6

★がん検診
総〈受付〉8：30〜11：00
がん検診受診希望者
子宮頸がん検診のみ
10:00から受付開始

11 建国記念の日 12

13

◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

●日本語交流会
元13：30〜15：00

28

有明公民館
運 白石町総合運動場

総 白石町総合センター

0952８４-７１１６
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情報EXPRESS
職業訓練受講生募集（4月入所生）

保健福祉課
健康づくり係

◆人権フェスティバル
ゆ 9：40〜11：20

2/ 5▶ 3/ 10

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

17

18

19

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

◆消費生活相談
10：00〜16：00

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H29.6〜7月生］
母子健康手帳・問診票・尿

20

■募集科名・定員
ものづくりベーシック科
※15人
電気設備施工科
15人
※ものづくりベーシック科は、
1日4時限の短時
間訓練です。
■訓練期間
ものづくりベーシック科
4月6日（火）〜7月21日（水）
電気設備施工科
4月6日（火）〜9月30日（木）
2月26日
（金）まで
■募集期間
■入所選考 3月5日（金）
無料 ※テキスト代等は自己負担
■受講料
■申込方法 最寄りのハローワークでご相談ください
■問合せ先 ポリテクセンター佐賀 訓練課
TEL 0952-26-9516

小型船舶・操縦免許証更新講習

24

25

26

◆法律相談
10：00〜12：00
★２ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.12月生］
母子健康手帳、出生届
の時の資料、育児や
こころの健康チェック票

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★乳児健診・ブックスタート
〈受付〉13：15〜13：40
［R2.10月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

★レディースデー検診

3

4

27

（乳がん・子宮頸がん）
総〈受付〉9：00〜11：00

子宮頸がん：20歳以上
乳がん：40歳以上
※乳がん検診は予約制
子宮頸がん検診は
10:00から受付開始

5

●おはなし会
ゆ おはなしのへや
14:30〜

6

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

（日）14：30〜
■日時・場所 2月21日
（受付14：00〜14：20）
福富ゆうあい館 研修室1・2
■対象 有効期限が 1年2ヵ月以内に切れる免許証
（1時間）
■料金・講習時間 更新講習
9,000円
（送料・写真代含む）
■申込・問合せ先
できるだけ事前に予約してください。
入枝海事事務所
（鹿児島市西陵6-23-7）
TEL 099-281-7753

シニア向け就労無料相談会

7

8

9

まだまだ元気にもう少し働きたいシニアの皆さ
んの就労相談を受けます。
（鹿島会場）
（水）
■とき 3月3日
■場所 ハローワーク鹿島2階
（武雄会場）
（木）3月18日
（木）
■とき 2月18日
■場所 ハローワーク武雄2階

10

●日本語交流会
元 19：30〜21：00

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。
月
6 日

曜日

内
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大町町
白石町
白石町
白石町
白石町
江北町
白石町

外
0952-82-2051
0954-65-4100
0952-84-6060
0952-37-5593
0954-65-2046
0952-86-3231
0952-87-2107

重村医院
白浜医院
高島病院
順天堂病院
森外科医院
古賀病院
高島病院

科
白石町
白石町
白石町
大町町
白石町
江北町
白石町

0952-84-2656
0954-65-5006
0954-65-3129
0952-82-3161
0954-65-2059
0952-86-2070
0954-65-3129

■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

NHK-BS プレミアムで放送予定の「にっぽん縦
断こころ旅（2021 年春の旅）
」
。
3 月 29 日、長崎県をスタート。熊本、佐賀、福
岡から北陸の福井に飛び石川、富山、新潟、山形、
秋田と日本海側を北上し夏の北海道を目指します。
番組では、皆さんからのお手紙で旅のルートを
決定するため、白石町内の「何気ない風景」
「思い
出の風景」
「忘れられない風景」
「音の記憶と重な
る情景」にまつわる手紙を募集しています。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況で、番
組ロケの順番変更、一時中断または中止する場合
があります。また、放送日や内容の変更等を行う
場合がありますのでご了承ください。

■佐賀県の放送予定 4 月 19 日（月）〜 23 日（金）
■応募期限 3 月 8 日（月）必着
■応募内容 住所、氏名、電話番号、性別、年齢、
思い出の場所、風景にまつわるエピソード
■応募方法
番組 HP http://nhk.jp/kokorotabi
FAX 03-3465-1327
郵送 〒150-8001 NHK「こころ旅」係
※応 募 用 紙 は 白 石 町 役 場 総 務 課、白 石 公 民 館、
福富ゆうあい館、有明公民館に置いています。
■問合せ先 NHK ふれあいセンター
TEL 0570-066-066 または
TEL 050-3786-5000

12月末現在
犯罪発生件数
うち窃盗犯
窃盗犯の主なもの

2月7日
日
戸原内科
11日 木・建国記念の日
有島病院
14日
日
白石共立病院
日
21日
かわぞえ内科ｸﾘﾆｯｸ
23日 火・天皇誕生日
溝口医院
28日
藤崎医院
日
3月7日
池上内科
日

科

にっぽん縦断こころ旅お手紙募集

自転車盗
万引き
車上ねらい
空き巣、忍込み等

99件
72件

前年比 −11件
前年比 −10件

17件
8件
7件
10件

前年比 −5件
前年比 −6件
前年比 ＋2件
前年比 −12件

自転車や車、
自宅等に確実な施錠をお願いします。

広報白石 R3・2
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カン おい

「工夫して野菜をたくさん食べましょう」

健康レシピ

1日の野菜摂取目標量は350gですが､佐賀県の人は目標量に
対して80〜100g不足しています｡
副菜だけでなくメインの料理にも野菜をたくさん取り入れ、
工夫して不足分を補いましょう。

タン

しい

煮込みキャベツハンバーグ
■作り方

■材料：4人分
・合びき肉 …………………300g
・キャベツ …………………200g
・玉ねぎ（みじん切り）……80g
・卵 …………………………1 個
・パン粉 ……………………30g
・牛乳 …………………大さじ 3
A
・塩 …………………小さじ 1/4
・こしょう …………………少々
・サラダ油 …………………適量
【ソース】
・玉ねぎ（薄切り） ………100g
・しめじ ……………………60g
・カットトマト缶…………1/4 缶
・ハヤシルウ ……………2 かけ
・水 ………………………200ml
（1人分：エネルギー312kcal 塩分1.9g）

●世帯
●人口
男性
女性

7,750世帯
22,462人
10,640人
11,822人

（＋6）
（−6）
（±0）
（−6）

R2年12月末現在（対前月比）
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①キャベツは粗目のみじん切りにし
て、耐熱皿に広げラップをして電子
レンジで2分加熱し、粗熱を取って
おく。
②合びき肉にAを加えよくこね、①と
みじん切りにした玉ねぎを加え混
ぜ合わせ、4等分にして小判型に丸
める。
③フライパンに油を入れ熱し②を両
面に焼き色がつくまで焼き、いった
ん取り出す。
④余分な脂をふき取り、薄切りの玉ね
ぎとしめじを加え炒め、トマト缶、
水を加えて煮立たせハヤシルウを
入れ溶かす。③のハンバーグを戻
し、ふたをして10分ほど弱火で煮込
む。器に盛り、好みの野菜（分量外）
を添える。
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