広報白石

令和3年

2021
NO.193

1

町長・議長新年の挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
中学校統合再編計画住民説明会報告 ・・・・・・・・・・・4
農業所得算出事前相談会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Topicsまちのわだい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
図書館情報/あるある文化財 ・・・・・・・・・・・・・・・・24
くらしのカレンダー/日曜・祝日在宅医 ・・・・・・・26

願いがみのりますように
［写真］スマイルまちづくりプロジェクト「巨大絵馬祈願祭」(14ページ)

白石町長

田島

白石町議会議長

健一

渕

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

町民の皆様には、
清々しく令和3年の新春をお迎えのことと

町民の皆様におかれましては、
気持ちも新たに2021年の新

心からお慶び申し上げます。
また、
日頃より町政発展のために

春をお迎えのことと、
心からお慶び申し上げます。

温かいご支援とご理解を賜り、
深く感謝申し上げます。

平素、
議会及び町行政に対し、
温かいご理解とご協力を賜り

昨年の１年間を振り返るときに、
新型コロナウイルス感染症

衷心より感謝申し上げます。

を抜きにして語ることはできません。
本町におきましても、
職員共々一丸となり対策に努め

昨年は、
新型コロナウイルスの影響で、
世界が、
日本が、
そして本町においても心に刻まれ

てまいりましたが、
この間、
最前線で対応いただいた医療・介護現場の皆さん、子ども達を

る大変な一年となりました。
町民の皆様の生活に深刻な打撃が及び、
町議会としても町長

日々守っていただいた皆さん、
「白石町がんばれ」
とご寄附や励ましをいただいた皆さん、
こ

に対し経済的な緊急支援の提言を行い、
執行部とともに皆様の安心安全を最優先に努めて

のほか多くの方々に献身的なご尽力をいただきました。
皆様方に深い敬意と心からの感謝を

参ったところです。

申し上げます。
本年も引き続き感染症対策に努めながら、
安全・安心、
そして、
笑顔で元気に暮らせる豊

議会運営に関しましては、
感染症対策に細心の注意を払い、
3密を避けるため傍聴者の
数を制限するなど、
町民の皆様にもご迷惑をおかけしました。
このような中、
4回の定例議会

かなまちづくりのため、
関係機関と一体となり全力で取り組んでまいります。
厳しさに耐えた

と3回の臨時議会において新型コロナウイルス感染症対策と町民の皆様への支援策と併せ、

芽吹きがやがて大樹を成すように、
町民お一人おひとりの希望が町の活力として満ちあふ

町の行政サービスや事業にも影響が出ないよう審議を尽くしました。

れますよう努めてまいります。
町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

町執行部の考えを質す一般質問においても、
3月定例会は執行部に十分な感染症対策を

本年は、
延期されていた東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、
本町におきま

実施してもらうために一般質問の中止という苦渋の決断をし、
6月定例議会では感染症対

しても２年連続で全国大会への出場を果たした高校駅伝など、
若い力が躍動しております。

策・経済対策に特化して3つの常任委員会の代表質問
（一般質問）
を行うなど、
通常と異な

可能性を秘めた若い力が大いに羽ばたけるよう育んでいきたいと思っております。
また、
地

る議会運営となりました。

域におきましては、
自主防災組織の立ち上げや地域づくりの協議など、
皆さんに参画いただ

今年、
令和になって初めての議会議員の選挙が1月26日に告示され、
1月31日に投開票

くまちづくりが進んでおります。
町の良さを引き出すため、
積極的に支援していきたいと思っ

が実施されます。
議会と執行部は、
これまでも
「よりよいまちづくり」
のために切磋琢磨して

ております。

参りましたが、
コロナ禍の厳しい社会情勢の中、
議員力と議会力をこれまで以上に向上させ

人口減少問題、防災・減災対策、農水産業および商工業の活性化、子育て支援や福祉問題
など取り組むべき課題は多くありますが、職員と共に自己研鑽と能力向上に努め
「人と大地
がうるおい輝く豊穣のまちづくり」
を引き続き進めてまいります。皆様のご助言とご指導を賜
りますようお願い申し上げます。
最後になりますが、
本年が町民の皆様にとりまして、
実り多き素晴らしい年となりますよ
う心からお祈りいたしまして、
新年のご挨拶といたします。
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頑張って参る所存でございますので、
町民の皆様の叱咤激励を賜りますようお願い申し上
げます。
今年は丑年です。
丑年は干支の二番目ということで、
「結果につながる道をコツコツと作
り基礎を積み上げていく時期」
とも言われています。
元の生活を取り戻すには時間がかかる
かもしれませんが、
この一年が、
白石町の皆様にとって実りある年となるよう祈念申し上げ、
新年のご挨拶といたします。
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中学校の統合再編計画について
住民説明会を開催しました

町および町教育委員会では、10月から11月に白石町立中学校統合再編計画（案）について住民
説明会を開催しました。保護者や地域住民など11会場で延べ508人の皆さんの参加がありました。
会 場

開催日

参加者数

白石小学校体育館

10月27日（火）

48人

須古小学校体育館

10月28日（水）

52人

北明小学校体育館

10月30日（金）

54人

六角小学校体育館

11月 5日（木）

30人

福富小学校体育館

11月 6日（金）

57人

有明東小学校体育館

11月10日（火）

49人

有明西小学校体育館

11月12日（木）

47人

有明南小学校体育館

11月13日（金）

45人

白石町総合センターホール

11月14日（土）

56人

福富ゆうあい館ホール

11月15日（日）

33人

有明公民館ホール

11月15日（日）

37人
計 508人

説明会では、主に以下のような意見や質問がありました。
Q.1学級あたりの人数について、40人学級は多い。コロナ禍の中、
30人学級の話も出ている。30人学級で考えるべきではないか。
A.40人学級が国の基準です。30人学級が国の基準として示されれ
ば、速やかに対応すべきと考えています。
Q.白石町に住みたいと思うような、自慢できる学校を作り、人口増
につながるよう考えて欲しい。
A.現在修理等の施設整備のために使っている多額の予算を、インタ
ーネットを活用した学習環境の整備等子どもたちのためになるものに
使用したいと考えています。また部活動問題等を解決し、白石町の学
校に通いたいと思うような、よりよい学校づくりを目指します。
Q.統合再編することで、校舎などを新築・改修すると、ものすごく
お金が掛かる。少し工夫すれば、小中学校をこのまま残せるのでは
ないか。トータルで考えたら、費用面でも残した方がいいのではな
いか。
A.校舎等の耐用年数を過ぎたからといって使用できないということ
はありませんが、修理等に多額の費用が掛かってきます。総合的に
判断すると統合再編が必要だと考えています。
Q.部活動について、中学3年生でいきなり一緒になるのはどうなの
か。
A.部員数が少なく、活動が困難という場合もあることを考え、新設
中学校の開校前から、事前に合同練習を行い、中体連に出場できる
よう、県の中体連事務局に要請しているところです。
Q.歩道や国道も危険な箇所がある。子どもが安全に登下校できる環
境づくりを大切にして欲しい。
A.通学路については、毎年通学路点検を行い、危険箇所がある場合
には対応しています。歩道の確保、地域での防犯灯の設置等で、安
全の確保に努めていきたいと考えています。
Q.統合するときに中学3年生だが、制服や体操服は新たに購入しな
いといけないのか。
A.なるべく負担が掛からないようにしなくてはいけません。詳細は、
新しい学校づくり準備委員会（仮称）で、検討していく予定です。
※説明会で出た意見は、町ホームページに掲載しています。

今回、説明会の中でいただいた貴重な意見等をふまえ、計画を策定する予定です。
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問

学校教育課 学校統合再編係

TEL 0952-84-7128
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令和2年分農業所得算出のための事前相談会のお知らせ
農業所得算出のための事前相談会
農業事業者を対象に、確定申告前に農業収支内訳書（農業所得の算出）作成に関する相談会を下記の
とおり開催します。青色申告をしている人以外で、自分で収支内訳書作成が困難な人は必ず事前相談会
にご来場ください。なお、農協・漁協・商工会・税理士に申告を依頼している人は、それぞれの団体ま
たは税理士にご相談ください。

28 木

1
月 29 金
30 土
31 日

馬田、神辺、法蔵寺、宮田、小島、
久治、湯崎、川津

火
水
木
金

三町南、三町北、船野、嘉瀬川、内堤、
岡崎、下蓑具、鳥巣、喜佐木
六角校区

白石校区

西分、一の篭、二の篭、沖小路、道目、
田中小路、北揚、八の割、弥平搦、
1 月
築切搦、旭通、太原上、太原中
2
3
4
5

午後の部

上区、下区、東区
北区
牛屋東分、新明(1A･2A･3A･4A)
有明西地区

昼休み

2
月

午前の部

昼休み

月 日 曜

遠江上、遠江中、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
中区、南区、住ノ江区
六府方区、東六府方区
牛屋西分、新明(1B･2B･3B･4B)
有明南地区

会
場 役場 3階 大会議室
受付時間 午前の部 8：30〜11：00、午後の部 13：00〜16：00
※新型コロナウイルス感染症対策のため、対象地区ごとに受付日および午前の部、午後の部を指定
しています。できるかぎり指定した日程にご来庁ください。
★必ず持参するもの
・農協から送付される営農取引関係の書類（アグネス）一式
（令和2年1月から12月分 毎月および令和3年1月下旬に農協から送付されます）
・国や町等から新型コロナウイルス関連の給付金、交付金を受給した人は金額がわかるもの
(交付金の決定通知書、通帳など)
・記帳簿等（令和2年1月〜12月の内容が記帳されたもの）【必ずご持参ください！】
・農協以外（市場・直売所等）に出荷した人はその明細書（仕切書）
・その他農業用経費にかかる領収書等金額を確認できるもの（農機具、土地改良区費、水利費等）
・印鑑（認印可）
※農協以外の取引がある場合は、売上および経費等を必ず記帳してきてください。
記帳ができていない場合、相談をお断りすることがあります。
事前相談会等で、事業収支内訳書（決算書）を作成しておくことで、確定申告をスムーズに済ませることが
できます。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、他の来場者の迷惑になります。
確定申告時に事業収支内訳書（決算書）を作成していない場合は、申告の受付ができませんので、事業収支
内訳書（決算書）は確定申告までに必ず作成しておきましょう。
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力をお願いします
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、農業所得算出のための事前相談会では下記のとおり対策
を実施します。皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

対象地区ごとに受付日を設けます
混雑緩和のため、対象地区ごとに受付日および午前・午後の部を設けています。できるかぎり指定した
日程にご来庁ください。

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の
でご了承ください。※待機場所や順番については、受付で案内します。

消毒・飛まつ対策など
・相談会場の各所に消毒液を設置します。
・相談会場のテーブルやイスは適時、消毒作業を行います。
・相談会場では、間隔を空けて座ってください。・職員との間にアクリルボードを設置します。

◎来庁する人へのお願い
検温のお願い
相談会場受付での検温にご協力をお願いします。37.5度以上の熱がある人は、当日の相談はお断りさせ
ていただきますのでご了承ください。
※事前に自宅で検温し、体調不良・発熱等の症状がある場合は来庁をご遠慮ください。

マスク着用のお願い

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。

来庁は少人数で

混雑緩和のため、できるかぎり申告する人のみ来庁をお願いします。
問

税務課 町民税係

武雄税務署からのお知らせ

令和2年分の確定申告について

TEL 0952-84-7113
e-Taxで
申告しよう！

令和2年分の確定申告会場は、令和3年2月5日(金）〜3月31日（水）までの間、武雄税務署会議室（武雄市
役所庁舎5階）に開設します。 ※申告・納期限とは異なりますので、ご注意ください。
なお、確定申告会場の混雑を回避するため、状況に応じて、早めに受付を終了し後日の来場をお願いする場合が
ありますので、ご理解をお願いします。
感染防止の観点からも、ぜひ自宅からe-Taxをご利用ください。

来場に当たって
確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
入場整理券は当日会場で配付しますが、LINEアプリでも事前発行ができます。
※入場の際は、日時を記載した入場整理券または日時を表示したLINE画面の提示をお願いします。
※指定した入場時間内に来場をお願いします。

入場整理券の配付方法
①当日会場で配付

当日のみ有効！
入場整理券
●月●日
●:●〜●:●

②LINEアプリによる事前発行
もしくは

2〜10日先までの事前発行ができるよ♪
※国税庁LINE公式アカウントを友だち追加

(注)LINEアプリによる当日
分・翌日分の整理券の事前
発行はできません。

令和元年8月の大雨による災害を受けた人へ
令和元年分の確定申告で、雑損控除の適用を受けても所得金額から控除できなかった金額がある場合には、
令和2年分以後3年間繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
なお、この繰越をするには、損失が生じた年分以後連続して確定申告書を提出する必要があります。
広報白石 R3・1

07

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく！
償却資産を所有している人は、毎年1月31日までに申告が必要です！

ごみの出し方にご注意ください
町で収集しないごみはごみステーションには出せません。
また、さが西部クリーンセンターへの持ち込みもできません。
処理をする場合は購入先、
専門業者に相談してください。
処理の仕方が分からないものについては、
生活環境課へお問い合わせください。

♦申告が必要な人

【町では収集しないごみ】

会社や個人で事業を行っている人が、
その事業のために用いることができる構築物、
機械
（装置）
、
器具、
備品な
どを
『償却資産』
といい、
土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
この償却資産を所有している人は、
地方税法第383条の規定で、
毎年1月31日までに1月1日現在の所有状況
をその所在地の市町村長に申告しなければなりません。
所得税の確定申告や法人税申告の際、
減価償却の対象にしている資産は、
固定資産税の償却資産としても申告
が必要です。

♦対象となる償却資産

●土石類・コンクリート製品、破片・レンガ・
かわら、石膏ボード 等

●タイヤ・バッテリー

●エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
衣類乾燥機・パソコン（家電リサイクル法による）

●中身の入った容器類・廃油等液体

1. 税務会計上、
減価償却の対象となるべき資産
2. 所得の申告で償却済みとなった資産であっても、
現に事業の用に供している資産
※1. 太陽光発電設備も申告が必要です（
。全量売電や、
合計10kwh以上の設備など）
※2. 償却資産の課税標準額の合計が150万円
（免税点）
未満の場合は、
課税されません。
※3. 補助事業等で取得した資産については、
補助金まで含んだ金額で申告してください。

♦提出する書類

●大型の農業機械等
（家庭菜園等で使用する程度の農機具は収集可能）

●ガスボンベ・消火器

①
「償却資産申告書」 ②
「種類別明細書」
（昨年申告した事業主には、
12月中に上記①②の償却資産の申告書様式を送付しています。
）
★ 償却資産を持っていない場合や、
転出・廃業等があった場合は、
その旨記載して提出してください。
★ 前年中に資産の増加および減少がない場合でも、
必ず提出してください。
★ 新規に事業を始めた人等､申告書様式が必要な場合は、
税務課固定資産税係へご連絡ください。

小売業
不動産業

飲食業

ビニールハウス、
井戸、
農業用機械
（玉ねぎ収穫機、
カルチ、
ロータリーなど）
、
農業用施設、
堆肥舎・鶏舎・豚舎等の構築物
（家屋として課税されるものを除く）
など
※トラクター・コンバイン・乗用管理機等は軽自動車税の対象になるので除く。
自動販売機、
陳列棚、
レジスター、
外構工事
（門、
塀、
緑化施設、
フェンス、
側溝等）
など
受変電設備、
外構工事
（門、
塀、
緑化施設、
フェンス、
側溝等）
、
駐車場整備、
屋外電気、
屋外給排水、
屋外ガス設備、
浄化槽設備、
自転車置場、
ゴミ置場、
屋内備付電化製品など

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

空き家を貸したい と考えている人はいませんか？

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については、白石町空き家・
空き地バンクに物件登録することで、白石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、詳細についてはお問い合わせください。
【白石町空き家・空き地バンクホームページ】 https://www.shiroishi-town.jp/akiya/

空き地を
売りたい人

空き地を
買いたい人

空き家を
貸したい人、
売りたい人

問
広報白石 R3・1

問

厨房設備、
テーブル、
椅子、
カラオケ機器、
冷凍冷蔵庫、
駐車場整備、
外構工事
（門、
塀、
緑化施設、
フェンス、
側溝等）
など

※新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税
の特例については、
広報白石11月号または町ホーム
ページをご覧ください。

08

●その他の感染性、毒性、爆発性、
発火しやすいもの

町内に所有する 空き家や空き地を売りたい または

♦償却資産の主な例（業種別）
農業

●農業用、漁業用資材等、農薬、
農業用廃ビニール、漁網、海苔網、
コンテナ、灌水チューブ、苗箱、
アゼ波 等

税務課 固定資産税係

TEL 0952-84-7113

空き家を
借りたい人、
買いたい人

問

総合戦略課 重点プロジェクト係

TEL 0952-84-7132
広報白石 R3・1
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新成人のみなさん おめでとうございます
20歳になったら国民年金

国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることに
なります。
20歳になったら、日本年金機構から国民年金（第1号被保険者）に加入したことのお知らせが届きます。
※厚生年金保険に加入している人にはお知らせは届きません。

国民年金（基礎年金）３つのメリット
1
2
3

・・・老齢基礎年金
老後を支えます
・・・障害基礎年金
病気やけがで障害の状態になったときに支えます
加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます ・・・遺族基礎年金
※ただし、必要な手続きを行わず保険料を未納のまま放置すると、
これらの年金が受け取れなくなる場合
があります。

世代と世代の支え合いの仲間入り
公的年金制度は、
現役世代が納める保険料で高齢者の年金を負担するという
「世代と世代の支え合い」
が基
本です。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は、
「学生納付特例制度」
（学生のみ）
「
、納付猶予制度」
（50歳未満）
などの保険料納付猶予制度があります。
★
「学生納付特例制度」
学生は一般的に所得が少ないため、
本人の所得が一定額以下の場合、
国民年金保険料の納付が猶予される制度
です。
★
「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の人で、
本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、
国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
どちらの制度も、
承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、
年金額に
は反映されません。
しかし、
10年以内であれば保険料を追納することができます。
将来受け取る年金を増額する
ためにも、
収入を得られるようになり保険料の納付が可能となった時に、
忘れずに追納してください。

年金手帳

年金事務所から送付された年金手帳は、就職した時や年金に関する手続きの時に必要です。また、生涯使
用しますので、紛失しないよう大切に保管してください。

「私と年金」

矢川 夢真さん

私は1月で20歳になり、
今年成人式を迎えます。
日本では20歳から国民年金への加入が義務付けられていますが、
学生には
在学中の納付が猶予される
「学生納付特例制度」
があります。
私はまだ学生なので、
この制度を利用しようと考えています。
国民年金に加
入することで、
老後の生活が安心できるだけでなく、
病気やケガなどで働けな
くなった時にも対応できるので、
卒業後はしっかりと納付したいです。
そして、
これからは1人の大人として責任ある行動をとると共に、
様々なこと
に挑戦していきたいです。
問
10
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住民課 住民係 TEL 0952-84-7115
日本年金機構 武雄年金事務所 TEL 0954-23-012１

マイナンバーカードは作りましたか？
マイナンバーカードは身分証明書としての利用のほかに、
令和3年3月以降は健康保険証として利用がスター
トします。
2月からの確定申告や就職先への提出にも必要となりますので、
早めに申請してください。
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。
ぜひご利用ください。
■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。
(1)オンラインで申請する場合
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。
(2)郵送で申請する場合
通知カードに付いている申請書もしくは窓口で交付し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。
(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
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)
・印鑑
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。
■重要なお知らせ
カードの受け取りは事前予約が必要です。
カードの交付準備ができた人に交付通知を郵送していますが、
内
容を確認せず窓口に来て、
受け取りできない人が多く見受けられます。
必ず送付された封筒の中身をご確認
ください。

マイナンバーカードの時間外交付を拡大しました
平

日

［ 木曜のみ

土 曜 日
毎月最終日曜日

9：00〜12：00、
13：00〜17：00
9：00〜12：00、
13：00〜20：00 ］
9：00〜12：00 （最終日曜日の前日の土曜日を除く）
9：00〜12：00、
13：00〜16：00

交付は事前予約者に限りますので、
平日に必ず住民係へ電話予約をしてください。
予約受付時間
平日 8：30〜17：00
問 住民課 住民係 TEL 0952-84-7115
広報白石 R3・1
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令和2年度

高齢者肺炎球菌予防接種 について

成人が日常的にかかる肺炎の原因菌としては、肺炎球菌が一番多いといわれています。肺炎で亡くなる人の
約95%が65歳以上であることから、特に高齢者では肺炎球菌による肺炎を予防することが重要になります。
予防接種で肺炎球菌による肺炎予防と重症化防止に努めましょう。

●高額介護合算療養費制度とは？

◆対象者 接種日当日に白石町に住所があり、これまでに一度も高齢者肺炎球菌の予防接種を受けてい
ない人で次の①か②に該当する人（対象者には4月に個別通知をしています）

●令和元年度分の支給要件・算定基準額
支給要件

①

②
◆接種期間
◆接種回数
◆接種方法
◆自己負担金

・ 65歳：
・ 70歳：
・ 75歳：
・ 80歳：
・ 85歳：
・ 90歳：
・ 95歳：
・100歳：

算定基準額
一部負担金の割合
3割

60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害がある人
（身体障害者手帳1級程度）

令和3年3月31日（水）まで
1回接種
予防接種実施医療機関に予約して接種（必ず個別通知書を持参すること）
2,500円
問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

なかなか言葉がでない、
落ち着きがない、
集団に入れない、
育てにくさを感じる…等
「白石親子相談室」では、お子さんの発達に心配のある家族からの相談を受け、一緒に支援の方法を
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。
さらに、今月は『白石町における就学支援について』保護者講座を予定しています。幼児期から年中、
年長の時期はこころも身体も日々成長する頃です。しかし、苦手な分野があるため、小学校に入学して
から不安を感じる保護者の皆さんもいらっしゃると思います。ぜひ、この機会にご参加ください。
まずは電話でご相談ください。
●日時：1月29日（金）13:30〜14:30
●場所：白石町健康センター

●保護者講座:「白石町における就学支援について」13:30〜14:15
・就学までの流れ（就学相談、就学児健診等の内容や時期）
・学校における支援体制（支援員や通級等の支援の紹介）
講師 町教育委員会 学校教育課 梅木 純一氏

広報白石 R3・1

保健福祉課 健康づくり係・こども未来係

1割

TEL 0952-84-7116

算定基準額
212万円
141万円
67万円
56万円
31万円
19万円

所得区分
現役並み所得者Ⅲ
現役並み所得者Ⅱ
現役並み所得者Ⅰ
一般
区分Ⅱ
区分Ⅰ

●支給の対象となる人への通知および申請手続きについての留意点
支給の対象となる人には、2月下旬に通知する予定です。
通知が届いた場合、住民課 保険係に申請をしてください。
次の項目にあてはまる人には、通知ができない場合があります。
◆令和元年8月1日から令和2年7月末までに
・市町を越える転居をした人
・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移った人（75歳の年齢到達者など）
・後期高齢者医療の資格を喪失した人（死亡した人や生活保護を受け始めた人）
支給要件および算定基準額を参考に支給の対象となるかどうかを確認し、具体的な手続きや不明な点
については、住民課保険係または佐賀県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。

●時効についての留意点

高額介護合算療養費は、基準日※の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請
は基準日の翌日から2年の間に行ってください。
※令和元年度分の基準日・・・令和2年7月31日
（注）計算期間（8月〜翌年7月）途中で資格を喪失した人の基準日については、資格を喪失した日の前日
（死亡の場合は、死亡した日）となります。
住民課 保険係 TEL 0952-84-7115
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合 TEL 0952-64-8476

今年度、最後のがん検診です
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で検診を受ける人が減少しています。
早期発見のカギは定期的に検診を受けることです。
貴重な機会を逃さず、自身の健康管理のためにぜひ受診をしてください。
詳しくは、6月に届いた個人宛の通知または各世帯に配布したガイドブックをご覧ください。

健診項目

和室

問・申込

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、同一世帯の後期高齢者医療制
度の被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その
超えた金額を支給するものです。

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が、1年間(8月1日から翌年7月末まで)に支払った医療保険と
介護保険の自己負担額の合計が、次の算定基準額を超えた場合、自己負担額から算定基準額を差し引いた
額を支給します。
（注）自己負担額から算定基準額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給の対象となりません。

昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日生
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日生
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日生
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日生
昭和 5年 4月2日〜昭和 6年4月1日生
大正14年4月2日〜大正15年4月1日生
大正 9年 4月2日〜大正10年4月1日生

子育てで、
心配なことはありませんか?

12

高額介護合算療養費制度 のお知らせ

対象者
料金
実施日
受付時間
健診場所

がん検診
肺がん
胃がん
大腸がん
乳がん
子宮頸がん
20歳以上
40歳以上
加入している健康保険の種類は問いません

200円
（痰＋500円）

1,000円

500円

700円

1,000円

2月3日(水)〜5日(金)
※予約不要
8:30〜11:00 (子宮頸がん検診のみ10:00から受付開始)
総合センター
問

※上記期間での受診が難
しい人は毎日健診か個
別健診をご利用下さい。

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116
広報白石 R3・1
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まちのわだい

Topics

まちのわだい

in S h iro ish i

Topics

地方自治の発展に貢献
令和2年秋の叙勲

ふるさと大使第1号
白石町ふるさと大使任命式

11月24日、白石町役場で「白石町

令和2年秋の叙勲で、元白石町議会議員の久𠩤房義さんが旭日

ふるさと大使」の任命式を行い、大相

双光章を受章されました。今回の受章は議員として、平成3年5月

撲・十両の旭大星関を任命しました。
白石町ふるさと大使は、豊かな自然

から7期25年の永きにわたり地方自治の発展のために貢献された

や産業、観光などの分野の情報を全国

ことによるものです。

に発信し、地域振興を目的として、町

久𠩤さんは、「身に余る光栄で、町民の皆様のおかげだと感謝

内出身者や町にゆかりがある人に任命するものです。

しています。今後とも精進して地域に貢献し、章に恥じないよう
に過ごしていきたいです」と話されました。
Topics

in Sh iro is h i

▲受章おめでとうございます

学校保健の向上に貢献

▲委嘱状を交付しました

旭大星関は北海道出身ですが、父親が福富出身で毎年のように九州場所後に
は町を訪問しています。また、白石の応援団も多く、11月には地元有志からし
ろいしみのりちゃんをモチーフにした「化粧まわし」が贈られました。
旭大星関は「まずはしっかりとけがを治して、みんなが応援したくなるよう

学校保健文部科学大臣表彰

▲地元有志から贈られた化粧まわし な力士になりたい」と今後の意気込みを語りました。

令和2年度学校保健文部科学大臣表彰を福富中学校の学校医で
ある原田宏一さんが受賞されました。
学校医として、昭和58年9月から36年の永きにわたり、生徒・

(商店、
コンビニ、
スーパー、飲食店、ガソリンスタンドなど)

職員の健康管理、学校環境衛生の維持や改善に尽力されていま
す。また、武雄杵島地区医師会のリーダー的存在として地域医
療の先頭に立ち、学校保健に貢献されています。
原田さんは、「これからも生徒の健康教育のために力を尽く
していきたい」と話されました。
Topics

▲受賞おめでとうございます

障害者支援に活用を
（株）スーパーモリナガ

寄付

白石町の障害者支援に活用してほしいと（株）スーパーモリ
ナガ（堤浩一社長）から寄付の申し出があり、11月30日に贈
呈式が行われました。
同社は、障害者雇用に力を入れ、障害者が生き生きと活躍で
きるような環境づくりに取り組まれています。
いただいた寄付は、町内の障害者就労系サービスを行う事業
所の備品購入など有効に使わせていただきます。
▲ありがとうございました

Topics

願いみのります
スマイルまちづくりプロジェクト

巨大絵馬祈願祭

12月13日、元気のたまご前の「みのり神社」で巨大絵馬祈
願祭（主催：スマイルまちづくりプロジェクト）が開催されま
した。この巨大絵馬祈願祭は平成28年度に始まり今年で5年目に
なります。
祈願祭には、町内の学校関係者をはじめ、地元の生徒や住民な
どが参加しました。今回は、受験生の合格、全国高校駅伝に出場
した白石高校女子陸上部の健闘、コロナ終息を祈願しました。
▲参加者全員で祈願しました
14
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まちのわだい

まちのわだい

in S h iro ish i

Topics

Topics

昔ながらの稲刈りを体験
有明東小学校稲刈り体験学習

11月5日、有明東小学校の5年生が小学校前の圃場で、6月に植え
たもち米の稲刈りを体験しました。
児童たちは、鎌を使って稲を刈り、最初はぎこちなさも感じました
がコツをつかむと競い合ったように時間いっぱい体験しました。
また、コンバインを使った稲刈りの様子も見学し、刈り取った稲は足
踏脱穀機とコンバインで脱穀し昔と今の農業の違いも体験しました。
▲鎌を使って稲刈り

Topics

秋の講座

11月4日から28日までの期間、秋の生涯学習講座として陶芸教
室や味噌づくり、プラバンアクセサリー作りなど7つの講座を開催
しました。
11月14日には福富ゆうあい館で「大人のプラバ
ンでアクセサリー作り」講座を開催しました。
半透明の花の形をしたプラバンに色を塗り、
オーブンで加熱してブローチを作りました。
12人の参加者は夢中になって取り組み、
「作って形になるのがよかった。普段しない
▲オーブンで加熱して形を整えます
ことができて楽しかった」と参加した感想を語
▲花のブローチが完成
りました。

「冬の講座」受講者募集のご案内

白石町不法投棄防止対策協議会

楽しくて新しい体験をしてみませんか？皆さんの参加をお待ちしています。
〈申込方法〉
申込方法：生涯学習課生涯学習係へ電話で「住所、氏名、電話番号」をお伝えください。
申込期間：1月7日(木)〜15日（金）8:30〜17:00
※応募多数の場合は抽選とし、結果は郵送でお知らせします。
対 象 者 ：町内に在住または勤務している人
※事情により中止または延期する場合があります。
※電話が混雑する場合があります。ご了承下さい。
※収集した個人情報は講座の運営のみに利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

11月18日、白石町総合センターで「白石町不法投棄防止対
策協議会」を開催しました。
この協議会は、環境保全監視員、環境審議会委員、駐在員、
農業団体職員、漁業団体職員、白石警察署員、町職員の12人
の委員で構成しています。
会議では、不法投棄の現状（農産物等、漁港周辺）、佐賀県
不法投棄防止対策等支援事業費補助金を活用した今年度の町の

プリザーブドフラワーアレンジメント教室

不法投棄防止対策事業等について、意見交換を行いました。
今後は、互いに不法投棄の実態の把握、情報交換を実施し共通理解を深め不法投棄の撲滅を目指し取

Topics

新しい趣味に挑戦

不法投棄撲滅を目指します

り組んでいきます。

in Sh iro is h i

問

生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0952-84-7118

申

先

生涯学習係

日

時

2月14日(日)

場

所

白石町総合センター

料

2,000円

師

尾賀原 雅子 氏

参

思いやりいっぱいの学校に

講

有明西小「人権の花」鑑賞会・人権集会

12月4日、有明西小学校で「人権の花」鑑賞会と人権集会が行われました。
鑑賞会では、児童が「花は自分だけでなく、ほかの人にも喜びを与える。
もっと優しい人が増えるように、花と一緒に優しさも増やしていきたい」と花を育てた感想を発表し、
11月に植えた花を人権擁護委員などへ渡しました。
人権集会では、町人権擁護委員が「ぼくのきもち きみのきもち」の紙芝居などを披露し、各学年の代表
による人権標語の発表、命の大切さを歌った曲「ともだち」を手話で歌いました。
櫟村校長は「人権集会を通じて心の中の人権の花も大きく育ててほしい」と伝えました。

込

加

0952-84-7129
10：00〜11：30
定員

15人

プリザーブドフラワーとは、生花に特殊加工を施した
長期間楽しめる花で、色彩の鮮やかさが特徴です。
いつまでも美しく咲き続ける花をお部屋に飾って、
癒しの空間を演出してみませんか。
皆さんの参加をお待ちしています。

使い忘れにご注意を！！
【
「しろいし応援団」
限定プレミアム商品券2020】

使用期限

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

問
▲人権標語の発表
16
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▲
「ともだち」
の曲に合わせて手話

白石町商工会 TEL 0952-84-2043
役場総合戦略課 TEL 0952-84-7132
広報白石 R3・1

17

須

古

11月15日、須古小学校体育館で「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）」
（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。
当日は須古地区住民に中学生、白石高校生、佐賀大学生が加わり総勢100人以上が集まりました。話
し合いは16班に分かれて、今回は20年後の須古の様子を想像し、今後須古地区で進めていく活動の暫
定的な柱である、全体の柱：「命を守る」、3つの柱：「子ども」、「防災」、「須古の魅力を発見・
発掘する」を実現していくために必要な活動を出し合い、その柱の実現に近づくために必要な活動を、
ホップ・ステップ・ジャンプに分類する作業を行いました。
幅広い世代の参加によるにぎやかな会議になりました。

はじめの一歩
須古の魅力を
発見・発掘する柱

子どもの柱

防災の柱

●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
トレッキングコースをつくる
●須古の歴史文化を記録する

●子どもと一緒に行事を
していく
●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

、
でも
に
すぐ て
で
な
っ
みん ること ね
る
でき さんあ
●安近短の避難所をつくる
たく
●ご近所ハザードマップ
づくり
●集落や全体で避難訓練を
する
●行政区分見直しの話を
始める

ここを目標に
●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

●子ども自身が地域で学び、
活躍を目標とした活動
●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

20

年

後

を

みたよ
て
し
話

20年後の須古
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
んな
にはこ るよ！
後
年
20
い
なって
に
古
須

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

と
できる
目標が いがでる〜
が
頑張り

●集落の枠を越えて安全な
避難を目標とした活動
●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

の

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います。

〜白石町町民協働によるまちづくり〜

白石町協働による地域づくり検討委員会
11月18日、白石町役場で「第11回白石町協働による地域づくり
検討委員会」を開催しました。
今回は、令和元年度「町民協働によるまちづくり」モデル事業の
取り組みの一環として須古地区で開催した住民参加のワークショッ
プの様子や今年度モデル事業採択地区の今後のスケジュール等につ
いての情報共有を行いました。
今後、検討委員会では、これまでの話し合いに基づき「町民協働
によるまちづくり」を進めるための提言を行います。

災害に強い須古地区
になった

▲話し合いの様子

問
18
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総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132
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補正予算のお知らせ
●令和2年度12月補正予算

町営住宅入居者募集
のお知らせ

12月の町議会定例会に提案し、可決されました。

◎一般会計補正予算（第8号）

（単位：千円）

補正前の予算額

補正額

△108,818

17,712,301

■募集する住宅

補正後の予算額

17,603,483

・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

◎国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
補正前の予算額

補正額

補正後の予算額

2,440

3,524,106

3,526,546

【主な補正予算の内容】【新】は、今年度から新たに取り組む事業で、当初予算で計上していない経費です。
ふれあい郷管理費

新生児子育て応援臨時給付金

3,500千円

【新】

12,020千円

担当：企画財政課 財産管理係 0952-84-7112

担当：保健福祉課 福祉係 0952-84-7116

指定管理で管理しているふれあい郷の新型コロ
ナウイルス感染予防対策として飛沫感染防止スク
リーン、スポーツジム等パーテーション、サーマ
ルカメラ等の施設整備等を行うための委託料を増
額補正します。

新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、国
が給付する特別定額給付金の対象とならない新生
児（令和2年4月28日から令和3年3月31日まで
に生まれた子ども）1人につき10万円を給付しま
す。

医療・介護・障害福祉事業者支援金 【新】

漁港災害復旧費

25,020千円

【新】
1,752千円

担当：長寿社会課 高齢者係 0952-84-7117

担当：農村整備課 水産林務係 0952-84-7122

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、感染拡
大の防止および地域での医療介護等提供体制の確保
・維持のために、日々、最前線で対応されている町
内の医療機関、介護・障害福祉事業者に対し、支援
金を交付します。

台風9号および台風10号の接近に伴う高潮、波
浪で被災した漁協が管理する物揚場の災害復旧を
支援するため、補助金を交付します。

■募集期間
・1月15日（金）〜29日（金）

■応募に必要な書類
・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）

・六角住宅 1戸
白石町大字東郷2187番地（六角神社西側）
昭和52年建築（簡易耐火構造2階建）
3DK、水洗トイレ、浴槽あり

・平成31年度（平成30年中）所得証明書（入居希望者

・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歳以上でその他一定
の要件を満たす人のみ）

※ただし、入居申し込みには所得制限などの要件が

※12月28日（月）までに応募があった場合は、募集
戸数が1戸になります。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。

全員分）
・納税証明書（入居希望者全員分の完納証明書など）

あります。また、上区住宅以外は単身での入居申込
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
程度以上の収入を有し、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

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

河川総務費
36,000千円
担当：建設課 維持管理係 0952-84-7124
浸水被害が発生している深通地区、廻里津地区
の排水対策のため、排水ポンプを整備します。

11月分
2年度累計

11月分
2年度累計

20
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0件
0件

0件

0円

0件

0円

0件

0円

0件

2件
3件
0件
0円
8,000円 15,000円

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

問

0円

0件

企画財政課 財政係

0円

0件
0円

0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

TEL 0952-84-7112

0件

0円

0円
1件
6件
3,000円 26,000円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0件

0円

1件
5,000円
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消費生活情報

188

消費者ホットライン…局番なし

宅配便業者を装った
「不在通知」
の
偽ショートメッセージに注意！
事例1
宅配便の不在連絡のようなSMSが届いたので、記載されていたURLにアクセスし、氏名など個人情報を入力
してしまった。
その後、
約11万円がキャリア決済されていて、
電子マネーを購入されていることが分かった。
事例2
スマートフォンに宅配荷物の不在通知のSMSが届いたので、リンク先にアクセスした。数日後、見知らぬ複
数の相手から着信があったので番号を変えるため携帯電話のショップを訪れ請求内容を確認したところ、私
の電話番号から海外宛てにSMSが100回以上送信されているとのことで、
通信料を1万円以上請求された。

ひとみ輝きいきいき学ぶ 白小っ子 ［白石小学校］学校教育は今
■創立：明治8年
■校長：稲富

博茂

■児童数：164人（R2.10.1現在）
■住所：白石町大字福田2371番地
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/shiroishi-e/

学校教育目標：
「豊かな心と健やかな体で いきいきと学ぶ子どもの育成」
10月25日、爽やかな秋晴れの下、運動会を行いました。子どもたち
の精一杯頑張る姿がとても感動的でした。運動会の優勝旗は、1970年
（昭和45年）に寄贈され、今年で50年が経ちました。半世紀にわたり、
子どもたちの運動会にかける熱き心が優勝旗に受け継がれてきたこと
を思うと、歴史の重みを感じます。以下、本校の教育活動について紹
介します。

＜ひとこと助言＞
★SMSやメールで
「不在通知」
が届いても、
記載されているURLには安易にアクセスしないようにしま
しょう。
★URLにアクセスした場合でも、
提供元不明のアプリをインストールしたりID・パスワード等を入力し

白小ピック 〜全校児童が笑顔で楽しみました〜

たりしないようにしましょう。

6年生が全校のみんなで何か楽しむことができないかと考え、「白
小ピック」を企画しました。昼休みに、運動場や体育館、教室に「ボ
ードゲーム」「昔遊び」「ボーリング」など6つの遊びの場を設け、
6年生がお世話をして、1〜5年生が好きな遊びを選んで活動しまし
た。子どもたちの笑顔が随所に見られ、もっと遊びたいという感想
も多く、とても楽しい時間になりました。

★携帯電話会社などが提供する迷惑SMS・メール等への対策サービスやセキュリティソフトを活用する
などして迷惑SMSやメール、
ID・パスワード等の不正利用への事前対策をしましょう。
★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）

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。
白石町

日時：1月 7日（木）・14日（木）
21日（木）・28日（木）
10:00〜16:00
（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。

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

日時：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

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。
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問

八坂神社夏祭り 〜3年生が奉納浮立を体験しました〜

1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
31

25

26

27

28

29

30

2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

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

3年生が、秀津浮立保存会の有志の皆さんに指導していただき、八
坂神社夏祭りで奉納浮立を体験しました。子どもたちは、一生懸命
に太鼓をたたいたり、リズムに合わせて声を出したりするなど浮立
を楽しむことができました。浮立の練習に頑張って取り組み、昔か
ら人々の暮らしと共に受け継がれてきた祭りに関われたことは、有
意義であったと思います。

スクールコンサート〜音楽のすばらしさを身近に感じました〜

佐賀県教職員互助会の巡回公演事業で、スクールコンサートを開
催しました。子どもたちは、今まで聴いたことのないエレクトーン
やサクソフォンの音に驚いたり、パーカッションなどの珍しい楽器
に興味を示したりしながら鑑賞しました。みんなになじみの深い曲
が美しい音色で演奏されると、思わず手拍子をしたり、喜んで身体
を動かしたりして楽しみました。

サッカー教室 〜技術だけでなく、気持ちの大切さも学びました〜

Jリーグ・サガン鳥栖から4人に来校いただき、5･6年生を対象に
したサッカー教室を行いました。ドリブルやパスの技術、サッカー
につながる動き方や考え方などを教えていただき、子どもたちは楽
しそうにボールを追いかけていました。また、協力、思いやり、コ
ミュニケーション、友達への応援の大切さなど、集団生活で必要な
ことも学ぶことができました。
広報白石 R3・1
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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

世界一美味しい手抜きごはん
はらぺこグリズリー著 扶桑社

タダゴトではない旨さのじ
ゃこピーマン、レンチンで角
煮、フライパンだけでチーズ
テジカルビ…。料理初心者や
忙しくて料理に時間をかけら
れない人へ、誰が作っても
100%簡単で美味しく作れ
るレシピを紹介します。

とにかく運がよくなりたい！
木下 レオン・
ぷりあでぃす玲奈・
星 ひとみ監修 扶桑社

テレビ番組「突然で
すが占ってもいいです
か?」に登場する3人の
占い師が、運気を上げる
ためのコツを伝授。運を
よくする言葉・習慣・行
動、幸運を呼ぶ暮らし
方、開運ファッション&
メイクなどを紹介する。

楽習館
図書紹介

TEL 0952-71-5245

開館時間：10:00〜17:00

もっと、やめてみた。
「こうあるべき」に囚われなくなる
暮らし方・考え方

わたなべ ぽん著 幻冬舎
本当に必要なのか分か
らないものを捨て、ぐる
ぐるしがちな考えグセを
手放したら生活に意外な
変化が生まれました。や
めてみたら新しい自分に
出会えた実体験エッセイ
漫画本。

●1月の休館日

・1月5日〜2月10日

/18日(月)/25日(月)/28日(木)
2月 /1日(月)/8日(月)

●ゆうあい図書館

おはなしの部屋

1月のおはなし会 9日(土)・23日(土)14:30〜

どっちが強い!?ライギョvsピラニア

ジノ ストーリー ブラックインクチーム まんが
新野 大 監修 串山 大 訳 KADOKAWA
ライギョとピラニア、どっちが
強い!? 戦う能力の近い動物同士の
対戦を、大迫力のオールカラーま
んがで描く。各章の「動物百科事
典」では、緻密に描かれたビジュ
アルとともに野生動物についての
情報を掲載。

あきない世傳 金と銀 九
淵泉篇
髙田 郁著 角川春樹事務所

呉服太物商の五鈴屋に、商いの存
亡にかかわる最大の困難が…。だが、
五鈴屋の主従は絶望の淵に突き落と
されながらも、こんこんと湧き上が
る泉のように知恵を絞り、新たなる
夢を育んでいく。

●1月の休館日

・1月5日〜2月10日

1月/11日(月・祝)/12日(火)/18日(月)/25日(月)
2月/1日(月)/8日(月)

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7日（日）
10:00〜11:30
場 所：楽習館2階研修室
参加費：無料
絵本の読み聞かせもあります。
ぜひ、見に来てください。
問い合わせは白石公民館係
（TEL 0952-84-6925）まで

鬼と古墳

VOL.188

1月 /11日(月・祝)/12日(火)

佐賀藩により、江戸時代後期に作製された
『白石南郷室島村』絵図（佐賀県立
図書館蔵）
には、
円形に描かれ、
その内部に
「鬼塚」
と記されたものが１カ所、
「鬼ツカ」
と記されたものが３カ所、計４カ所確認できます。
この絵図は、現在の
さかた むるしま りゅうおう ふかうらひがしぶん
にしぶん ひゃっかん
有明地域坂田・室島・竜王・深浦東分・深浦西分・百貫地区に相当する範囲が
描かれています。
「鬼」
は
『広辞苑』によると
「①天つ神に対して、地上などの悪神。邪神。②伝説 室島・竜王付近
（佐賀県立図書館所蔵『白石南郷室島村』部分、
上の山男、巨人や異種族の者。③死者の霊魂。亡霊。④恐ろしい形をして人にた 複写・転載禁止）
たりする怪物。
もののけ。⑤想像上の怪物。仏教の影響で、餓鬼、地獄の青鬼・赤
鬼があり、美男美女に化け、音楽・双六・詩歌などにすぐれたものとして人間世界
に現われる。後に陰陽道の影響で、人身に、牛の角や虎の牙を持ち、裸で虎の
皮のふんどしをしめた形をとる。怪力で性質は荒い。⑥鬼のような人。⑦貴人の
飲食物の毒見役。
おになめ。⑧紋所の名。鬼の形をかたどる。めんおに。かたお
に。⑨或る語に冠して勇猛・無慈悲・異形・巨大の意をあらわす語。
（一部略）」
と説
明されており、複数の意味を持つことが分かります。一般的に私たちがイメージ
「鬼ツカ」
（右が龍王崎古墳群６号墳）
する鬼は上記の中でも角を持ち、怪力である⑤に近いものではないでしょうか。 （佐賀県立図書館所蔵『白石南郷室島村』部分、
複写・転載禁止）
鬼の名称を持つ古墳は九州においても複数あり、例として鬼塚古墳(佐賀県
鹿島市)、鬼の窟古墳（宮崎県西都原市）が挙げられます。鬼の窟古墳には、鬼が
巨石を用いて一夜で築いたとの伝承が残ります。
『白石南郷室島村』絵図に記された「鬼塚」
１カ所、
「鬼ツカ」
３カ所、計４カ所
は、
いずれも現在の室島と竜王の２地区に集中しています。
「鬼ツカ」のうち１カ
所は、県史跡に指定されている龍王崎古墳群６号墳（以下６号墳）の場所と一
致します。他の３カ所の「鬼塚」
「鬼ツカ」についても６号墳と同じく、円墳（平面形
が○の形）だったと思われますが、
この３カ所については、現在は確認できません。
龍王崎古墳群６号墳
６号墳は、
古墳時代の６世紀後半に築造されたと考えられます。
昭和42年
（1967）
と昭和49年（1974）に発掘調査が実施されています。龍王崎古墳群と
その出土遺物については、
「あるある文化財」第123号（平成27年８月号）にて
紹介しています。
６号墳の石室には巨石が使用されており、特に玄室奥壁の腰石は縦1.8m、
横2.2mを測ります。他の石材の厚みが１m前後であることから、
この安山岩の
石の重さは推定で10tに達する(１㎥あたり2.7tとして計算)と思われます。現代
の軽自動車の重量が800kg前後であることからも、石材の重さが分かります。
石室にこのような巨石が使用されていることから、古墳の築造が人間業を超
えた怪力の鬼による仕業であるという伝承と、円墳の形状から
「鬼塚」
と呼ばれ、
江戸時代の絵図に
「鬼塚」
「
、鬼ツカ」
として描写されたと思われます。
玄室奥壁の腰石
（６号墳内部石室）
が

き

すごろく

かしま

いわや

さいとばる

きず

りゅうおうざき

わざ

有明公民館

図書室
図書紹介

TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

角川まんが学習シリーズ
日本の歴史 全15巻
山本 博文監修 KADOKAWA
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日本列島の誕生と縄文時代〜
第二次世界大戦終結、そして平
成までの歴史を、マンガという
形で分かりやすく示してありま
す。子ども〜大人まで楽しみな
がら歴史に触れることができま
す。ぜひ読んでください。

〈参考文献〉
新村出編『広辞苑』第二版補訂版 岩波書店 昭和51年
『龍王崎古墳群』有明町 昭和43年
『龍王峠古墳群』有明町文化財調査報告第１集 有明町教育委員会

平成６年

生涯学習課生涯学習係
広報白石 R3・1
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1

くらしのカレンダー

January
2021

※12月15日現在の予定です。今後、変更になる場合もありますので、
ご了承ください。

職業訓練受講生募集（3月入所生）

5

6

7
◆消費生活相談
10：00〜16：00

保健福祉課
健康づくり係

8

9

◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

0952８４-７１１６

10

11成人の日

12

13

17

18

19

◆ファイナンシャル
プランナー相談会
ミ 9：00〜20：00
要予約
★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

24

31

25

1

2

8

★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［R元.5月生］
母子健康手帳・問診票・尿

●駐在員会
大 9：00〜

15

16

20

21

22

23

◆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
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［R元.6月生］
母子健康手帳・問診票・尿

27

28

◆法律相談
交 10：00〜12：00
★2ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.11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
［R2.9月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

3

有公

9

14

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

4

★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

★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
◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

10

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

●おはなし会
ゆ おはなしのへや
14:30〜

29

30

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

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

有明公民館
運 白石町総合運動場

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。
曜日

1 月 1 日 金・元日
2日
土
日
3日
日
10日
11日 月・成人の日
17日
日
24日
日
31日
日
2月7日
日
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内
カタフチ医院
順天堂病院
有島病院
坂本内科医院
吉村医院
武岡病院
副島医院
原田内科医院
戸原内科

科

白石町
大町町
白石町
大町町
白石町
江北町
白石町
白石町
大町町

シニア向け就労無料相談会
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）
■と
き 1 月 13 日（水） 2 月 3 日（水）
■場
所 ハローワーク鹿島 2 階
（武雄会場）
■と
き 1 月 21 日（木） 2 月 18 日（木）
■場
所 ハローワーク武雄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

11月末現在

総 白石町総合センター

月
6 日

■募集科名・定員
CAD/NCオペレーション科 ※15人
溶接技術科
※12人
住環境CAD科
※15人
電気保全サービス科
12人
※2月生の人数も含みます。
■訓練期間 3月2日（火）〜8月26日（木）
■募集期間 1月29日（金）まで
■入所選考 2月6日（土）
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

外

犯罪発生件数
うち窃盗犯
窃盗犯の主なもの

7

◆家計の困りごと
相談会
10：00〜16：00
要予約
★1歳児歯科健診
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.1〜2月生］
母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

26

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

◆人権フェスティバル
ゆ10:00〜11：40

情報EXPRESS

1/ 5▶ 2/ 10

科

0952-87-2233 川崎整形外科医院 大町町 0952-82-5551
0952-82-3161 藤井整形外科病院 白石町 0952-84-5880
0954-65-4100
江北町 0952-86-2070
古賀病院
0952-71-3060
白石町 0954-65-2059
森外科医院
0952-84-2155
大町町 0952-82-3161
順天堂病院
0952-86-3013
白石町 0954-65-3129
高島病院
0952-84-2205
白石町 0952-84-6060
白石共立病院
0952-87-3737
白石町 0952-84-2656
重村医院
0952-82-2051
有島クリニック 白石町 0954-65-2066

自転車盗
万引き
車上ねらい
空き巣、忍込み等

92件
73件

前年比 −13件
前年比 −5件

16件
8件
7件
10件

前年比 −4件
前年比 −6件
前年比 ＋3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。

祐徳バスで『nimoca』が使えます
祐徳自動車（株）が運行する路線バス（祐徳バス）
で、交通系 IC カード「nimoca」のサービスを
導入しています。県内では他にも、佐賀市営バス、
昭和バス、西鉄バスなど多くの路線バスで利用で
きます。
「nimoca」は、全国相互利用サービスを行っ
ているため、Suica、SUGOCA 等の全国相互利
用他社の交通系 IC カードも利用できます。皆さ
んぜひご利用ください。
■問合せ先 祐徳自動車㈱ nimoca 取扱い窓口
TEL 0954-62-4595

祐徳バスで『バスロケーションシステム』
を導入しています
祐徳バスでは、バス車両に搭載したGPSの位置
情報を利用して、スマートフォンで簡単にバスの
接近・遅延情報などを確認できるバスロケーショ
ンシステムを導入しています。
（ イベントバス、臨
時バスは除く）
スマートフォンにバスロケーションアプリ
「 P I N A 」と「 楽 P I N A 」、時 刻・経 路 検 索 ア プ リ
「MOKUIK（もくいく）」をインストールすること
で利用できます。
PINA
（ピナ） 楽PINA
（楽ピナ） MOKUIK
（もくいく）

■問合せ先 祐徳自動車㈱ 乗合バス部
TEL 0954-62-4595

水道管の凍結や破損にご注意！厳しい冷え込みに備えて凍結防止に努めましょう。

朝夕の気温が下がり水道管の凍結が起こりやすい時期です。

水道管が凍結しやすいところは？
・水道管がむき出しになっている所
・建物の北側に面している所や風当たりの強い所
・建物の外にある蛇口など
もし水道管が破損したら・・・
水道管が破損して漏水しているときは、メーターボッ
クス内にある止水栓(もとせん)を閉めて、破損部分に布
やテープをしっかりと巻きつけて一時的な応急手当て
をし、佐賀西部広域水道企業団指定給水工事事業者に修
理を依頼してください。
佐賀西部広域水道企業団指定給水工事事業者は、佐賀
西部広域水道企業団ホームページに掲載しています。

水道管の凍結を防ぐには
・むき出しの水道管や蛇口の部分にいらなくなった
布などを巻きつけ、
さらにその上から濡れないよう
にビニールなどで保護すると効果があります。
・メーターボックス内の水道管やメーターは、
ボック
スの中に発泡スチロールを入れた
り、
布などで覆うと効果があります。
・床下などに配管されている水道管
は通気口を板などでふさぐなど、
直
接冷たい風にさらされないように
してください。
問

佐賀西部広域水道企業団
白石営業所 TEL 0952-84-7119
本庁営業課 TEL 0952-68-2225
広報白石 R3・1
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カン おい
タン

しい

健康レシピ

「旬の野菜を食べましょう」

大根と水菜のサラダ

水菜は冬を代表する緑黄色野菜のひとつです。
たんぱく質の合成に必要なビタミン類が豊
富で、
カリウム、
カルシウム、
鉄などのミネラル類など、
体を健康に維持するために必要な栄
養をバランスよく含んでいます。
生で食べることができるので、
熱に弱い栄養もしっかりと摂ることができます。

■材料：4人分
・大根 ……………5cm（150g）
・水菜 …………1/2 束（120g）
・ツナ缶 ……………1 缶（70g）
・酢 ……………………大さじ 1
・砂糖 ………………大さじ 1/2
・塩 …………………………少々
A
・しょうゆ ……………大さじ 1
・ごま油 ………………大さじ 1
・白いりごま …………小さじ 2
■作り方

（1人分：エネルギー108kcal 塩分1.0g）

●世帯
●人口
男性
女性

7,744世帯 （＋1）
22,468人 （−7）
10,640人 （−12）
11,828人 （＋5）

R2年11月末現在（対前月比）
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①大根は皮をむいてせん切りに、水菜は3〜4cm長さに切る。
②ボウルにAを加えよく混ぜ合わせる。
しっかりと水気を切った①とツナ缶を加え、よく混ぜ合わせる。
（水分が出るので、食べる直前に混ぜ合わせる）
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