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白石町長　
田島　健一
　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 し々く令和4年の新春をお迎えのことと
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
温かいご支援とご理解を賜り、深く感謝申し上げます。

　昨年を振り返ってみますと、一昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症に追われた1年間
でありました。その間、ワクチン接種をはじめとして医療関係者の皆様に大変ご尽力を頂き
ましたことに対し、深い敬意と心からの感謝を申し上げます。今後も町民皆様の健康を守る
ことを第一に考え、国や県と連携しながら、十分な感染症対策を図っていきたいと考えてい
ます。
　さらに、令和3年8月豪雨では、令和元年8月豪雨を上回る町内の至る所で浸水・冠水
被害を受けました。被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。治水対策、
防災・減災対策については短期・中期・長期的な検討を行い、早期対策を講じていきたいと
思っております。
　待ちに待った有明海沿岸道路の福富インターチェンジ開通は、白石町産をはじめ様々な
農海産物の物流だけではなく、人と人の繋がりがより深まり、白石町の魅力を全国に発信
する機会が更に増えるとともに、町の活性化につなげていきたいと思っております。
　また、「第16回全国学校給食甲子園」において、白石町学校給食センターが地元の食材を
ふんだんに使った献立で、みごと準優勝に輝いたことはとても名誉ある受賞で、全国に白石
の地場産品の豊富さを強くPRできたものと思います。
　本年も、笑顔で元気に暮らせる豊かなまちづくりの実現に向け、職員共々創意、熱意、誠意
を持って取り組んでまいります。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、健康で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。

白石町議会議長
　渕　栄二郎
　新年明けましておめでとうございます。町民の皆様におかれ
ましては、気持ちも新たに令和4年の新春をお迎えのことと、
心からお慶び申し上げます。
　平素、議会及び町行政に対し、温かいご支援とご協力を賜り
衷心より感謝申し上げます。

　また、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、医療従事者をはじめ多くの方々がこの
未曽有の危機を乗り越えるために大変なご努力をされていることに対し、深く敬意を表すと
ころでございます。

　そのような中、令和3年8月に豪雨災害が九州を襲い、白石町も床上、床下浸水や農作物
への被害はもとより、町民の皆様方の心にも大きな傷跡を残しました。
　議会では、9月定例会、一般質問において浸水の状況や早急な流域治水の考え方を求め、
災害復旧や新型コロナウイルス感染症の影響に伴う町民の皆様の生活不安解消に向けた
ことなどを中心に緊急的に要請書を町長に提出しました。

　議会運営に関しましては、コロナ対策に万全を期しながら、議会として、町長からの提案
には是々非々の姿勢で審議し、また自らも政策提言を行えるよう研鑽に努め、町民の皆様の
負託に応えるべく、日々議会活動に頑張っているところでございます。

　本町を取り巻く情勢は厳しいものがございますが、白石町はどうあるべきか、白石町の
基本理念「人と大地が　うるおい　輝く　豊穣のまち」の実現を目指し、議会も全力を傾注
して参ります。
　どうか本年も町民の皆様のご助言を賜りますようお願い申し上げます。
　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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インフルエンザ予防接種費用助成期間を
1月31日接種分まで延長します

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

子ども高齢者
●対象者　接種当日に白石町に住所があり、令和3年
　　　　　 12月31日までに次のいずれかに該当する人
　　① 65歳以上
　　② 60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器
　　　 の機能、またはヒト免疫不全ウイルスによ
　　　  る免疫の機能に障害がある人
　　　（障害者手帳1級程度）
●対象期間　10月1日～1月31日
●実施場所　佐賀県内の実施医療機関　
　※実施医療機関以外での接種は事前に要相談
●自己負担額　1,300円（1回のみ）
　※生活保護世帯の人は無料（事前に要相談）

●対象者　接種当日に白石町に住所がある0歳　
　　　　　から中学3年生
●対象期間　10月1日～1月31日
●実施場所　武雄市、杵島郡内のインフルエンザ
　　　　　　予防接種実施医療機関
●助成金額　2,000円
　　0歳～12歳（2回接種）　1回目1,000円
　　　　　　　　　　　　　  2回目1,000円
　 13歳以上の中学生（1回接種）　2,000円
接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払い
ください。

※実施場所以外の医療機関で接種した場合は、
　令和4年3月31日(木)までに役場保健福祉課 
　健康づくり係での手続きが必要です。
（持参するもの）
　母子健康手帳または接種済証、領収書(接種し
　た人の氏名、「インフルエンザ予防接種代」と
　明記されたもの)、印鑑、申請者名義の通帳

新型コロナワクチン追加接種（3回目）のお知らせ
12月17日現在

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

3回目接種時期  国の方針で変更することもあります

引き続き1回目・2回目の接種も町内医療機関で実施しています。

新型コロナウイスルワクチン接種証明書（電子版）がアプリで取得できるようになりました
（App StoreおよびGoogle Playで公開）

問）マイナンバーカードについて…白石町役場住民課（☎0952-84-7115）（平日のみ）
　　接種証明書について…杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター（☎0120-947-694）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   9:30～17:00（土日、祝日含む）

　ワクチンの追加接種は、2回目接種から原則8ヵ月以上経過した18歳以上の人に1回のみ接種することと
されています。接種券の発送は2回目接種後8ヵ月になる頃に順次郵送します。接種券が届き次第予約がで
きます。
　使用するワクチンは、1･2回目に用いた種類に関わらず、mRNAワクチン（ファイザー社またはモデルナ
社ワクチン）を使用します。

　ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思に基づき接種するものです。接種を望まない人に接種を強制
することはありません。

2回目接種日から8ヵ月後の同日から接種可能です。
例：令和3年6月1日に2回目接種
　　　　　　↓
　　令和4年2月1日から接種可能
（3回目接種開始可能日は接種券に記載しています。）

■3回目接種の人への送付物
　・接種券（追加接種用）
　・予診票（追加接種用）
　・案内文　・ワクチンに関する説明書など

2回目接種完了時期

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

●日時：1月25日（火）13:30～14:30
●場所：白石町健康センター　和室
●保護者講座：「白石町における就学支援について」
　　　　　　・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　白石町教育委員会 学校教育課　喜多 千鶴 先生

　「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。
　そこで、『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。
　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。

問・申込 保健福祉課 健康づくり係・こども未来係　TEL 0952-84-7116

令和3年3月～4月

令和3年5月

令和3年6月

令和3年7月

令和3年8月

令和3年9月

令和3年10月

3回目接種時期

令和3年12月以降

令和4年1月以降

令和4年2月以降

令和4年3月以降

令和4年4月以降

令和4年5月以降

令和4年6月以降

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

※2回目接種を受けていない人には、3回目の接種券は発行されません。
　2回目接種後8ヵ月経過しても接種券が届かない場合や記載内容に間違いがある場合は、保健福祉課健康
　づくり係にご連絡ください。

スマートフォン上の専用アプリによる二次元コード付き接種証明書（電子版）が発行されます。
　次のものをご用意ください
・スマートフォン　（iOS 13.7以上、もしくはAndroid OS8.0以上の端末）
・マイナンバーカードと券面事項入力補助APの4桁の暗証番号（カード受取の際に設定した暗証番号）
　（取得の流れ）
　　⑴スマホで接種証明書アプリをダウンロード　　　
　　⑵マイナンバーカードと4桁の暗証番号で申請　　　　　　　　　　
　　⑶パスポートの情報をアプリで読み取る（海外用申請時のみ）
　　⑷接種情報を2次元コード付き接種証明書の形でアプリに交付
・マイナンバーカードの受け取りには、申請から約1ヵ月程度かかりますので、必要な人は早めに申請・
　受け取りをお願いします。
・デジタル化後は、窓口で交付する接種証明書にも二次元コードが記載され、日本国内用の申請も可能に
　なります。
※日本国内での接種事実の証明として、デジタル化後も接種後に渡す「予防接種済証」等が引き続き利用
　可能です。紛失しないように大切に保管してください。

アプリの情報はデジタル庁の
ウエブサイトに案内されています。

デジタル庁ＱＲコード
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　これまでに、令和3年度住民税非課税の児童手当・特別児童扶養手当受給者や令和3年4月分の児童扶養手当
受給者へ給付金を支給しましたが、それ以外の人でも給付金の対象になる場合があります。支給要件を確認し、
該当する人は期限内に申請してください。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するため、国の全国一律の支援として、
18歳以下の子どもがいる世帯に対し、臨時特別給付金を給付します。 申請が必要な人

申請はお済みですか？

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
　　　　　　　　　　　　の申請期限は2月28日まで！

子育て世帯への臨時特別給付のご案内

■児童扶養手当の支給要件に該当している児童を
　監護等している人で、以下の①または②のいずれ
　かに該当する人
①公的年金等を受給していることで、令和3年4月分
　の児童扶養手当の支給を受けていない人
②令和3年4月分の児童扶養手当は受給していない
　が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
　家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給
　している人と同じ水準となっている人【家計急変者】

① ②『低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
（その他世帯分）』

支給対象者

■対象児童の養育者で、以下の①または②のいずれ
　かに該当する人
①令和3年度分の住民税均等割が非課税である人　
　（児童が高校生のみの場合等）
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
　急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税で
　ある人と同様の事情にあると認められる人【家計
　急変者】

支給対象者

以下のいずれかに該当する児童を養育する保護者（主たる生計維持者）
　※主たる生計維持者の所得が所得制限限度額を超える人は対象外となります。

●中学生以下　令和3年9月分児童手当の支給対象児童

●高校生　令和3年9月30日時点で高校生等*の児童
　*高校生等とは…平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれで、配偶者がいない人です。
　  　　　　　　　 高校に在学していない社会人等も対象です。

●新生児　令和4年3月31日までに生まれた児童

支給対象者

対象児童　1人につき10万円
給付額

【申請が必要な人】
①高校生のみを養育している人（＝中学生以下の児童を養育していない人）
②勤務先から児童手当を受給している公務員
　⇒申請書は1月中旬発送予定です。申請書を受付後、随時振り込みます。

【申請が不要な人】
①中学生以下の児童のみを養育している人
②高校生と中学生以下の児童を養育している人
　⇒12月24日に児童手当の登録口座に振り込んでいます。
③令和3年10月1日～令和4年3月31日生まれの新生児を養育している人
　⇒今後随時振り込みます。

※ご不明な点は、保健福祉課福祉係までお問い合わせください。

申請の有無

※児童とは令和3年3月31日時点で18歳未満の子（障がい児は20歳未満）
※ただし、既にどちらかの給付金を受けている場合は、対象になりません。

対象児童　一人につき5万円　

給付金額　

２月２８日（月）

申請期限

※申請には各種書類が必要です。詳しくは問い合わせるか、町ホームページをご覧ください。

公的年金等を受給中または新型コロナの影
響で家計が急変したひとり親家庭の『低所得
の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親
世帯分）』

対象児童1人につき10万円一括給付します！

申請・問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

　子育て中のママ同士、楽しい時間を過ごしてみませんか？
　新型コロナウイルス感染対策をしながら、子どもの写真をかわいく飾ってみましょう♫
　お子さんも一緒に、ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。

　日　時：2月7日（月）10:30～11:45　
　場　所：ゆめてらす（交流館）デイルーム
　内　容：アルバムカフェ　～子どもの写真をかわいく飾ってみよう～
　持参品：子どもの写真　10枚程度（そのうち何枚かは大きいサイズをお願いします）
　対　象：4ヵ月～3歳未満の子をもつ母親・10人
　申　込：電話受付で、先着10人までです。（土日、祝日は受け付けませんのでご了承ください）
　※お子さん用の飲み物など必要なものは各自ご持参ください。
　※ママは、マスクを着用ください。

問・申込
白石町社会福祉協議会　TEL 0954-65-8960
保健福祉課 健康づくり係・こども未来係　TEL 0952-84-7116
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　65歳以上の肺炎の原因菌の第一位は「肺炎球菌」となっており、肺炎球菌による肺炎を予防するため予防
接種を受けることをお勧めします。
　対象者は自己負担2500円で8000円相当のワクチンが接種できます。

　生活習慣病などの早期発見・重症化予防のため、後期高齢者医療制度加入者を対象に
健康診査を実施しています。この健康診査は治療中の人も無料で受診できます。
　今年度の受診券等の有効期限は令和4年2月28日(月)です。健康診査がまだ済んでいない
人は、早めに受診しましょう。
　対象者には、6月下旬または10月下旬に受診券・受診票をお送りしています。

※令和3年10月以降に後期高齢者医療制度に加入した人へ受診券・受診票は送付していません。昭和21年
　10月1日～昭和21年12月31日生まれの人で、今年度の健康診査（白石町国保加入者の特定健診など）を
　受けておらず、この後期高齢者健康診査を希望する場合はご連絡ください。

●高額介護合算療養費制度とは？
　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、同じ世帯の後期高齢者医療制
度に加入している人が、一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。

●令和2年度分の支給要件・算定基準額

●支給の対象者へのお知らせおよび申請手続きの留意点
　支給の対象者には、2月下旬にお知らせする予定です。お知らせが届いた場合、住民課保険係に申請して

ください。

　　次の項目にあてはまる人には、お知らせできない場合があります。

　◆令和2年8月1日～令和3年7月31日に

　・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（亡くなっ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対象となるかどうかご確認ください。具体的な手続きや

　　不明な点は、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年の間にしてください。
　ただし、計算期間（令和2年8月1日～令和3年7月31日）途中で資格を喪失した人の基準日は、資格を
喪失した日の前日（死亡の場合は亡くなった日）となります。
※令和2年度分の基準日・・・令和3年7月31日

　同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している人が、一年間(令和2年8月1日～令和3年7月31日)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。
　ただし、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。

一部負担金の割合

3割

1割

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

算定基準額

2,120,000円

1,410,000円

670,000円

560,000円

310,000円

190,000円

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

60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、
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）

昭和31年4月2日～昭和32年4月1日生
昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生
昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生
昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生
昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生
昭和 6年4月2日～昭和 7年4月1日生
大正15年4月2日～昭和 2年4月1日生
大正10年4月2日～大正11年4月1日生

◆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）

◆接種期間　　令和4年3月31日（木）まで
◆接種回数　　1回接種
◆接種方法　　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）
◆自己負担金　2,500円
※期限内に接種しない場合には法令で定める
　場合を除き全額自己負担となります。

新型コロナワクチンを接種する場合は前後13日
以上の間隔をあけてください。
新型コロナワクチン追加接種（3回目）も順次
実施していますので、高齢者肺炎球菌ワクチ
ンがお済みでない対象者はお早目にご検討く
ださい。

◆健診対象者　後期高齢者医療制度加入者
◆健診内容　　問診、身体計測、血液検査、尿検査など
◆費　　用　　無料
◆健診場所　　健康診査実施の県内医療機関（要予約）
◆持参するもの　受診券、受診票(問診票)、後期高齢者医療被保険者証

高齢者の肺炎球菌予防接種はお済みですか？

後期高齢者『健康診査』はお済みですか？
後期高齢者医療  高額介護合算療養費制度のお知らせ

①

②

支給要件

算定基準額

2月28日まで

3月31日まで

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

問
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
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問 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113

　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開催し
ます。青色申告をしている人以外で、自身での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。

　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次のとおり対策を
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。

　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。

会　　場　白石町役場　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。

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3年1月から12月分　毎月および令和4年1月下旬に農協から送付されます）　
・記帳簿等（令和3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）

・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）
※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。

令和3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

令和3年産水稲、麦、大豆の種子・苗代、肥料・農薬代、作業委託費等の経費は法人で
計上処理されます。
個人の申告では計上できませんので必ず法人に提出するようにお願いします。
詳しくは加入している法人にお尋ねください。

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

◎来庁する人へのお願い

午前の部
白石校区

小島、久治、湯崎、川津、
馬田、神辺、法蔵寺、宮田

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、築切搦、旭通、太原上、太原中

上区、下区、東区
北区、新明(1A・2A・3A・4A)

有明西地区、牛屋西分

午後の部
六角校区

三町南、三町北、船野、嘉瀬川、内堤、
岡崎、下　具、鳥巣、喜佐木

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、新明(1B・2B・3B・4B)

有明南地区、牛屋東分

月

1
月

2
月

日
28
29
30

31

1

2
3
4

曜
金
土
日

月

火

水
木
金

昼
　
休
　
み

対象地区ごとに受付日を設けます

　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。※待機場所や順番は、受付で案内します。

入場人数の制限

・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。

消毒・飛まつ対策など

　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。

検温のお願い

　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。

マスク着用のお願い

　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。

来庁は少人数で

農事組合法人に加入している人へ

蓑
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　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。

♦申告が必要な人

農業

不動産業

小売業

飲食業

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！

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。

♦提出する書類

♦償却資産の主な例（業種別）

　1.税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
　2.所得税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

　※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）
　※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。
　※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。

♦対象となる償却資産

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

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

　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。
　国民年金保険料は、日本年金機構から届くお知らせに同封されている納付書で支払うことができるほか、
口座振替・クレジットカードによる納付も可能です。お得な前納割引も申し込みできます。
　※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。

　20歳を迎えると年金事務所から年金手帳が送付されます。基礎年金番号は、年金に関する手続きの時に必
要です。紛失しないよう大切に保管してください。

1.老齢基礎年金・・・老後を支えます 　　　　 　　　　　　　　　　　　　
2.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　　　
3.遺族基礎年金・・・加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます
　※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。

　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。

新成人からのメッセージ　石隈 太志さん（東区）
　私は昨年9月に20歳を迎え、国民年金に加入しました。今は学生であるため学生納付特例制度を利用し
ています。この制度を利用することで、年金の支払いが猶予されるだけでなく、事故や病気等で一定の障
害状態になったときに障害基礎年金が受給できることを知りました。
　国民年金は社会全体で支えあう制度で、もしもの時をサポートしてくれるものだと思います。社会人に
なったら自分も社会のために役立てるようになりたいと考えています。年金の手続きを通して、成人とし
ての自覚を持つ良い機会になりました。

問 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

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

年金手帳・基礎年金番号通知書

　国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなど
わかりやすく動画で案内しています。ぜひ、ご覧ください。

日本年金機構からのお知らせ

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

国民年金（基礎年金）３つのメリット

問 税務課 固定資産税係　TEL 0952-84-7113
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問 学校教育課 新しい学校づくり係　TEL 0952-84-7128

問 企画財政課 政策調整係　TEL 0952-84-7112

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

 in  Shiroishiまちのわだい

障害者支援に活用を

　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
（堤浩一代表取締役社長）から寄付の申し出があり、12月9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生活できる
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、町内の障害者支援のために有効に使わせて
いただきます。

（株）スーパーモリナガ　寄付

町の活性化に貢献Topics
さくらむすび　佐賀さいこう表彰（自発の地域づくり部門）受賞

青少年の育成に貢献Topics
佐賀県青少年育成県民会議顕彰・少年補導等功労者表彰

Topics

　11月23日、佐賀市立東与賀文化ホール「ふれあい館」
で、令和3年度子ども・若者育成支援県民大会が開催され、
稲佐英明さんが佐賀県青少年育成県民会議顕彰（個人の部）
を、田中晴美さんが少年補導等功労者表彰を受賞されまし
た。
　稲佐さんは、長年にわたり子ども達の精神修養の場の
提供と指導をはじめ、子ども・若者の健全育成活動に貢献
され、その功績は顕著であるとして表彰されました。
　田中さんは、多年にわたり少年補導員として地域におけ
る青少年の健全育成および非行防止に貢献していることが
評価されました。

▲ありがとうございました

稲佐 英明さん（辺田） 田中 晴美さん（神辺）

▲おめでとうございます

　新設中学校の校名案については、多くの皆さんから応募いただき、ありがとうございました。校名の選定
にあたっては、校名を応募された皆さんの想いや新しい学校づくり準備委員会でのご意見等を尊重しつつ、
地域の特性や学校の将来像、子どもたちの成長への期待などを込めて選定されました。

資料閲覧方法：町ホームページをご覧になるか担当課に備え付けの資料をご覧ください。
意見提出方法：意見書（様式自由）に意見と該当箇所、住所、氏名、電話番号を書いて、直接または 
メール、FAX、郵送で担当課へ提出ください。
※意見書は返却しません。意見に対する町の考え方は町ホームページで公表します。

　令和2年10月1日現在で実施した「令和2年国勢調査」の人口等基本集計結果（確定値）が総務省統計
局から公表されました。白石町の人口および世帯数をお知らせします。

【校名への想い】
　長い歴史を刻んできた3校を再編してできる中学校です。白石町や日本の未来を担う子どもたちには、
郷土に興味関心を持ち、3校の伝統と誇りをしっかりと受け継いでもらいたいものです。そして、保護者
や教職員はもとより地域の方々と力を合わせて、新しい時代を拓く能力と豊かな心を育むことで、本町
の中学校を作り上げて欲しいと願っています。
　現白石町一帯は古くから白石であり、白石郷と呼ばれていたという歴史があります。町名と同じ「白
石中学校」とすることで、その所在が理解されやすいとともに、子どもたちは自分の生まれた土地に愛
着・誇りを持ちやすくなると考えます。また、郷土の地名は、郷土を離れても人々の心の内に永遠にあ
り続けます。
　今後、子どもたちは全国あるいは世界を視野に活動していかなければなりません。郷土への思いや絆
は地名が重要な関係性をもつと思います。「白石」はブランドでありプライドです。いにしえからの重
厚さがあります。名実共に「白石」の名声を全国に発信しようという願いも込めています。

新設中学校の校名が決定しました
白石町立 白石中学校 です

皆さんの意見をお聞かせください

令和6年度開校

　11月27日、佐賀県内の地域課題解決に向けた取組や地域を支え
る活動をしている団体などが表彰される「佐賀さいこう表彰（自発
の地域づくり部門）」の表彰式が行われました。
　町内からは、イベントなどの企画・運営などの活動を通して白石
町の魅力を発信している団体「さくらむすび」が受賞されました。
今年度はマルシェの開催や町内の飲食店などを紹介したかわら版を
作成しています。
　メンバーの皆さんは「自分たちが楽しみながら、白石町の魅力を
発信していきたい」と今後の活動の意気込みを語りました。

（ 校名応募者「理由・由来・想い」を一部参考にしています。）

白石町総合計画策定に関するパブリックコメントを募集します。

募集内容

第3次白石町総合計画
（素案）

企画財政課
TEL 0952-84-7112　
FAX  0952-84-6611
kikakuzaisei@town.shiroishi.lg.jp

12月20日（月）
〜

  1月19日（水）

担当課・問い合わせ先閲覧・意見募集期間

白石町の人口は 22,051人 です

総数（人）

世帯数

令和2年

22,051

7,247

平成27年

23,941

7,253

増減数  

▲1,890

▲6

増減率  

▲7.89

▲0.08

願いみのりますTopics
スマイルまちづくりプロジェクト　巨大絵馬祈願祭

▲参加者全員で祈願しました

　12月12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。今年の絵馬は白石高校普通科キャン
パスで製作されました。
　祈願祭には、町内の学校関係者をはじめ、地元の児童・
生徒や住民などが集まり、受験生の合格や全国高校駅伝
に出場した白石高校陸上部女子の健闘を祈願しました。
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 in  Shiroishiまちのわだい

全国高等学校サッカー選手権大会出場Topics

　有明ファイターズ（小学生男子バレーボールチーム）が
12月25日～27日に開催された「第36回全九州小学生バレ
ーボール男女優勝大会」に出場しました。チームは11月の
県大会で3位入賞し、九州大会への出場を手にしました。
　12月9日には、田島町長に九州大会出場を報告し、「1
点1点を大事にして優勝目指して頑張りたい」「練習の成
果を発揮したい」と大会への決意を表明しました。

　12月28日に開幕する「第100回全国高等学校サッカー選手権大会」
に佐賀東高校2年宝納拓斗選手（白石中学校出身）が出場します。
　12月13日、田島町長に選手権大会出場を報告し、「選手権ではチ
ームの目標であるベスト8以上はもちろん、コロナ禍でも大会が開催
され、サッカーができることに感謝しながらプレーしたい」と決意を
表明しました。
　なお、宝納選手はU-17日本高校サッカー選抜のメンバーにも選出されています。
　佐賀東高校は12月31日に前年度の優勝校である山梨学院と対戦します。宝納選手の活躍を期待し、応援
をお願いします。

　12月4日、地場産物を活かした我が校の自慢料理「第16回全国学
校給食甲子園」決勝大会が行われ、白石町学校給食センターが準優勝
に輝きました。
　準優勝した献立は、白石中学校の川田孝子栄養教諭が考えた「しろ
いしテンペ入り混ぜ御飯、さが生まれ牛乳、煮じゃあ、唐津マダイの
利休焼き、有明の磯香和え、佐賀みかん」です。
　この献立は、12月1日の給食でも提供され、児童生徒はもちろん、
試食した町長たちも「おいしかった」「手が込んでいる」と絶賛しま
した。
　川田栄養教諭は普段から、食への興味・関心を高める工夫として
「かむ献立」「ハッピーキャロットの日」「しろいし食の日」「オリ・パラ給食」「リクエスト給食」など
様々な給食を提供しています。また、献立に対する想いを自分自身が直接子どもたちに伝えることができな
いため、毎日の献立メッセージを各学校に配布して、子どもたちが給食の時間に放送したり、学校にも積極
的に出向いて子ども達の声を聴いています。
　川田栄養教諭は「この賞に恥じないよう、給食センターのスタッフの皆さんと子どもたちのために頑張り
たい」と今後の意欲をみせています。

佐賀東高校　宝納拓斗選手

九州の強豪にチャレンジTopics
有明ファイターズ　全九州小学生バレーボール男女優勝大会出場

優勝おめでとうございますTopics

　11月13日、有田町で第22回佐賀県身体障害者グラウンド・
ゴルフ大会が行われ、白石町身体障害者福祉協会Bチームが優勝
しました。
　町長へ優勝報告に訪れた白石町身体障害者福祉協会の前田弘次
郎会長は「コロナが落ち着いたら町でも身障者のスポーツ大会を
開催して、交流を深めていきたい」と語りました。
　併せて、10月23日に有田町で行われた第41回佐賀県身体障害
者ゲートボール大会で3位入賞したことも報告しました。

佐賀県身体障害者グラウンド・ゴルフ大会

地元の味「てんぺ」「煮じゃあ」が高評価Topics
全国学校給食甲子園　白石町学校給食センター準優勝

▲町長へ優勝報告しました

▲おめでとうございます

▲九州大会に出場しました

▲宝納選手の活躍を期待

▲県内初の準優勝に輝きました

優勝おめでとうございますTopics
第30回九州地区選抜空手道選手権大会

　11月21日、宮崎県武道館で「第30回九州地区選抜空手道選手
権大会」が行われ、江北空手道クラブに所属している町内在住の
4人の選手が組手で優秀な成績を収められました。

　優勝　【小学3年男子の部】坂口　駿太（白石地域）
　　　　【小学4年女子の部】久野　結月（福富地域）
　　　　【中学1年男子の部】山口　善也（福富地域）
　3位　 【小学4年男子の部】山口　善大（福富地域）

グラウンド・ゴルフ優勝メンバー ゲートボール入賞メンバー
前田　弘次郎
溝口　猛
香月　安夫
石戸　清司

白浜　良兼
橋本　了一

田島　信良
山本　信敏

林　美鶴森　武治
福井　利行
橋本　博
小川　弘次

小池　勝次
吉浦　良政
香月　孝之
安武　宗男
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新しい趣味に挑戦Topics
秋の講座

スポーツを通じて健康に過ごすためにTopics
白石町教育の明日を考える集会

町民の皆さんの意見をもとにTopics
白石町総合計画審議会

 in  Shiroishiまちのわだい

▲薬研を使ってお屠蘇作り

　11月2日から30日までの期間、秋の生涯学習講座として手作
りスイーツ講座や陶芸教室、味噌づくり、オリジナルお屠蘇作
りなど8つの講座を開催しました。
　11月26日には福富ゆうあい館で「オリジナルお屠蘇作り」講
座を開催しました。講座では、昔の薬づくりの道具「薬研（や
げん）」を使って、山椒や百合などの生薬を粉末化して屠蘇散
を作りました。参加者は夢中になって取り組み、「思ったより
簡単にできた。いろんな香りがあってまたやってみたい」と参
加した感想を話しました。

　12月1日、第6回白石町総合計画審議会を開催しました。
　審議会では、計画の素案初版の構成・実施計画について説明し
たあと、委員の皆さんから意見や質問をいただきました。また、
前回までの審議会で出た意見を計画にどのように反映していくか
報告しました。
　今後、パブリックコメントを実施し、計画（案）を策定して、
次回の審議会で町長に答申する予定です。
※審議会内容の詳細は順次ホームページで公開しています。

　12月5日、町民に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10回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3年8月に連携協定を結ん
だサガン鳥栖から講師を招き、サガン鳥栖U-15の森惠佑監督
から「サガン鳥栖アカデミーの人材育成」をテーマに、スポー
ツ選手のメンタルケアサポートなどについて講演していただき
ました。
　また、園児や小学校低学年の子どもを対象に、サガン鳥栖の
サッカースクールコーチによるサッカー教室も開催しました。
　教室ではボールを蹴り合ったり、年齢別でミニゲームをした
り、ボールに触れ合いながら楽しく体を動かしていました。参
加者たちはボールをつないで親子でのコミュニケーションを深
めていました。

▲話し合いの様子

▲森監督の講演

▲サッカー教室の様子

 in  Shiroishiまちのわだい

　11月21日、佐賀県内で初めてとなる「多文化共生タウ
ンミーティング」を白石町役場で開催しました。
　当日は、須古地区地域づくり協議会の役員や日本語教室
のボランティアスタッフ、町内に住む外国人など約20人が
参加し、「地域の外国人と上手に付き合うために、必要な
こと」をテーマに意見交換を行いました。
　参加者からは「地域行事に外国人も参加してもらいたい」
「食事会など交流の場を作りたい」といった前向きな声が
聞かれました。一方で、外国人参加者からは「地域のイベ
ントや行事に参加したいが情報が分からない」「回覧板な
どが回ってきても日本語が理解できない」といった声も聞
かれました。
　今回のタウンミーティングで出た意見や課題をもとに、
町では県や日本語教室などと連携して「外国人と共に暮ら
す白石づくり」に取り組んでいきます。

　11月23日、佐賀市文化会館で「第4回佐賀県伝承芸能
祭」が開催され、各地域の伝承芸能が披露されました。
　白石町からは、福富太鼓保存会が出演しました。福富太
鼓保存会は創立30周年を迎え、現在は地元の子どもたち
を中心に活動しています。当日は迫力ある演奏を披露し、
その熱演が評価され、佐賀新聞社社長賞を受賞されました。

福富太鼓保存会では、年齢を問わずメンバーを募集してい
ます。興味がある人は、森和哉代表（TEL 0952-87-2865）
へご連絡ください。

　「絶景伝承芸能」は、佐賀県の「絶景」を背に伝承芸能
を演舞する映像作品で、佐賀県の伝承芸能の魅力を若い世
代に広く知ってもらい、興味関心を持ってもらうことを目
的として佐賀県が制作しています。
　第2弾となる今回の作品では、川津区浮立保存会が出演
し、縫ノ池で浮立を演奏するシーンが収められています。
　YouTubeの佐賀県伝承芸能チャンネルで公開されていま
すので、ぜひご覧ください。

福富太鼓保存会が佐賀新聞社社長賞を受賞Topics
第4回佐賀県伝承芸能祭

▲意見交換の様子

▲福富太鼓保存会の演奏の様子

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

外国人と共に暮らす白石づくりTopics
多文化共生タウンミーティング＠白石町須古地区

「絶景伝承芸能」に川津区浮立保存会が出演しています

提供：佐賀県文化・スポーツ交流局文化課
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令和4年
■日時　令和4年1月4日（火）　受付　12:00から　  開式　13:00
■場所　有明スカイパークふれあい郷「自有館」多目的ホール
■対象　平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれで、
　　　　次のいずれかに該当する新成人
　　　　①令和3年12月1日現在で白石町に住所がある人
　　　　②町内の小学校、中学校を卒業した人
　　　　※対象者には12月上旬に案内状を郵送しています。当日は必ず案内状
　　　　　をご持参ください。

新型コロナウイルス感染症防止対策として以下のことにご協力をお願いします。
　◎保護者や友人等の新成人以外の人は入館できません。
　◎入場時の検温、手指消毒、マスクの着用にご協力ください。
　◎事前に接触確認アプリ（COCOA)のインストールをお願いします。
　◎介助等配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。
※今後の感染症拡大等の状況の変化で、内容等の変更や式典を中止とする場合が
　あります。

当日は式典の様子を
YouTube「白石町役
場」チャンネルでラ
イブ配信する予定で
す。チャンネル検索
またはQRコードを
ご利用ください。

「わたしと家族の「そうぞく」講座」（3回連続講座）令和3年度　冬の講座

SAGA2024　国民スポーツ大会  ソフトボール成年男子の競技日程が決定しました！

　「地元の『公民館』元気プロジェクト」として明治安田生命保険相互会社と共同開催します。
　「相続」が「争族」にならないための準備を始めましょう！よりよい未来のための
　「そうぞく」、「ライフ＆エンディング」について考える講座です。
　この機会に、相続について考えてみませんか？皆さんの参加をお待ちしています。

開催日時　
　第1回：2月7日（月）14:00～15:30（各回90分）
　第2回：2月8日（火）14:00～15:30
　第3回：2月9日（水）14:00～15:30
会　　場　福富ゆうあい館研修室　
対　　象　白石町内在住で3回とも参加できる
　　　　　シニア世代の人
参 加 料　無料
募集定員　35人
講　　師　明治安田生命保険相互会社
内　　容　
　第1回　“相続”と“争族”のはなし
　第2回　最適な「MYライフ＆エンディング」を考えよう
　第3回　笑顔を運ぶ「遺言」のお話

申込先：生涯学習課生涯学習係
　　（電話：0952-84-7129）
（「相続講座」受講希望と伝えてください。）

申込期間：1月  6日（木）10:00～
　　　　　1月20日（木）15:00
〈注意事項〉
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※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。ご了承ください。
※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。
※講座の様子を撮影し、広報・PRに使用する場合が
　あります。

競技日程：令和6年10 月12日（土）～14日（月･祝）
開催場所：白石町総合運動場
競技種別：ソフトボール成年男子
ソフトボール成年男子ならではの迫力がある競技です。ぜひ、ご来場ください。

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

問 生涯学習課 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進係　TEL 0952-84-7129

　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は、生活環境課へお問い合わせください。　

ごみの出し方にご注意ください

●タイヤ、バッテリー

●中身の入った容器類、廃油等液体

●大型の農業機械等

●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、塩ビ管　等

●ガスボンベ、消火器

【町では収集しないごみ】

●その他の感染性、毒性、爆発性、
　発火しやすいもの

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 環境係・廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

●土石類・コンクリート製品、破片・レンガ・
　かわら、石膏ボード、灰、泥・土　等

●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

　「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、ごみの焼却は禁止されています。

　・ドラム缶やブロック積みでの焼却
　・地面にそのまま積み上げての焼却　　　野焼きと同じ、禁止 ‼
　・簡易な焼却炉の使用　　　　　　　　

　焼却時に発生する悪臭・煙・有害物質は、周囲の人に迷惑をかけます。「もし逆の立場だったなら・・・」を考え、
お互いが気持ちよく暮らせるようご協力をお願いします。

ごみの野外焼却は法律で禁止されています

広報白石 R4・1　 21広報白石 R4・120



水道管の寒波対策をお願いします

「白石町事業者応援金」を交付します

1事業者 8万円（複数店舗不可）
受付期間：1月7日（金）～2月28日（月）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している町内の中小企業・個人事業主
の事業継続の後押しとなるよう「白石町事業者応援金」を交付します。

　気温が氷点下になると、水道管が凍って水が出なくなったり、ひどいときには破裂することもあります。
　近年では平成28年に記録的な大寒波で、多くの家庭で漏水被害が出ました。
☆宅地内に引き込んである水道管は、皆さんの財産です！
　「破損したときの修理代」、「漏水時の水道料金」は自己負担となります。
　冷え込む前に水道管やメーターの防寒対策をお願いします。

　水道管の凍結が予想される場合
は、蛇口から水を少量(割り箸一
本分…【目安：一晩で浴槽一杯分
程度】)を出しておくと凍結防止
に効果があります。
　なお、出した分にも水道料金は
かかるので出しすぎにはご注意く
ださい。容器などに貯めておいて
掃除や洗濯などに有効活用しまし
ょう。

その①：給水装置が漏水してしまった時は、慌てずに『元栓』を閉め
　　　　てください。
☆元栓の場所が分からない時・閉めても水が止まらない場合は、企業
　団の担当窓口にご連絡ください。

その②：漏水部分をテープなどで応
　　　　急処置をして、指定店に修
　　　　理を依頼してください。修
　　　　理費用は自己負担になりま
　　　　す。費用は工事内容および
　　　　工事店によって異なります
　　　　ので、詳しい内容は直接依
　　　　頼する指定店にご確認くだ
　　　　さい。

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

「白石町商工業者災害支援金」を交付します

1事業者 5万円（複数店舗不可）
受付期間：1月7日（金）～2月28日（月）

　令和3年8月豪雨で被害を受けた白石町内の商工業者が事業を再建できるよう、「白石町商工業者災害
支援金」を交付します。

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

最低気温が
－4℃以下の
時は要注意です

企業団HP【企業団の寒波対策の記事ページ】

『指定給水装置工事事業者』(指定店)一覧

☆水道管の寒波対策について詳しくはHPをご確認ください。

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
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

・1月14日（金）～31日（月）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

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

・上廿治住宅　2戸
白石町大字廿治1393番地1
昭和59年建築（中層耐火構造3階建）
3DK、水洗トイレ、浴槽あり

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

■募集する住宅

■募集期間

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

※12月28日（火）までに応募があった場合、
　1月の募集戸数が変わることがあります。　
　詳細は問い合わせるか、ホームページをご覧
　ください。
※入居申し込みには所得制限などの要件があり
　ます。また、上区住宅以外は、単身での入居
　申し込みはできません。
※連帯保証人が必要です（町内に居住し、入居
　者と同程度以上の収入があり、税金等に滞納
　がない人）。
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認で
　きます。

■応募に必要な書類

・上区住宅　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）

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

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

「旬の野菜を食べましょう」

ブロッコリーのカニカマサラダ
　ブロッコリーは、抗酸化ビタミンと言われるビタミン
EやビタミンC、細胞や骨を作るのに必要な葉酸やビタミ
ンKを含む栄養価の高い野菜です。
　調理するときは、茹でるより、蒸したりレンジで加熱
したりすると、栄養をできるだけ効率的に摂取すること
ができます。

■作り方
①ブロッコリーは小房に分け、縦2～4等分に
　切る。
②①を耐熱皿に載せ、大さじ1～2程度の水を
　かけ、ラップをする。電子レンジ（600W）
　で2～3分ほど過熱し、冷ます。
③カニカマは縦にさき、2㎝長さに切る。
④ボウルに材料をすべて入れ、マヨネーズ、
　塩コショウを加えて和える。

（1人分：エネルギー　74kcal　塩分　0.5g）

■材料：4人分
　………200g
　………40g
…………30g
…………大さじ 2
　………少々

・ブロッコリー
・ホールコーン
・カニカマ
・マヨネーズ
・塩、こしょう

第2次白石町食育推進計画で毎月19日を｢しろいし食育の日｣と定めました。

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

水道管の凍結予防 指定店への修理の手配　～漏水してしまった時～
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

2月の相談日
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白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

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

江北町・大町町

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

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

「消費生活相談」と伝えてください。

1月 6日（木）・13日（木）
　  20日（木）・27日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

1月の相談日
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SNSをきっかけとした消費者トラブルにあわないために

■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＞
★SNS上の広告では「お試し価格」「1回90％OFF」など通常価格よりも低価格で購入できることや、
　ダイエットなどの効果が強調されている一方、数ヵ月以上の継続（定期購入）が条件であることなど
　の契約内容が記載されていなかったり、2回目の商品発送以降に高額な請求を受けるケースもあり
　ます。
★SNS上では話が合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払った途端、
　相手と連絡が取れなくなることもあります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
★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）

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
SNSの広告に「初回限定500円」というダイエットサプリがあったので、試してみるには良いと思い申
し込んだ。商品を飲んでみたが、特に良いとは思わなかったのでそのままにしていた。すると同じ会社
から2回目として16袋も商品が届き、請求額も約4万と高額になっていて驚いた。2回目以降は申し込
んでいないので支払いたくない。
事例2
娘がSNSでやりとりをした相手から、コンサートチケットの購入を持ち掛けられて応じた。チケット
代金の約4万円は相手から知らされた住所宛てに送金したが、「お金を受け取った」と連絡があって以
降、連絡が取れない。SNSの相手のアカウントは削除されており、知らされていた電話番号もつながら
ない。返金してほしい。

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回
目接種）に必要な費用を増額補正します。

　令和3年8月豪雨で被害を受けた農産物の生産・
加工に必要な施設・機械の再建・修繕等に補助金
を交付します。

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、売上
が大きく減少している町内の中小企業・個人事業
主の事業継続を後押しする応援金を支給します。

　令和3年8月豪雨で被害を受けた町内の商工業者
へ支援金を支給します。

補正予算のお知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種事業費
30,587千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

【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。　　

　子育て世帯への臨時特別給付金の追加支給分を
先行支給分とあわせて一括して支給するために必
要な費用を増額補正します。

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業【新】
165,284千円

担当：保健福祉課 福祉係　0952-84-7116

【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。　　

●令和3年度12月1日補正予算

◎一般会計補正予算（第6号） 補正前の予算額

15,635,944

補正額

166,951
補正後の予算額

15,802,895

◎国民健康保険特別会計補正予算（第3号） 補正前の予算額

3,629,043

補正額

0
補正後の予算額

3,629,043

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

◎一般会計補正予算（第7号） 補正前の予算額

15,802,895

補正額

364,267
補正後の予算額

16,167,162

白石町事業者応援金【新】
28,000千円

担当：商工観光課 商工係　0952-84-7123

白石町商工業者災害支援金【新】
7,000千円

担当：商工観光課 商工係　0952-84-7123

　浸水被害が発生している下蓑具地区、馬田地区
の排水対策のため、排水ポンプを整備します。

　新設中学校整備に必要な費用を補正します。

河川総務費
200,000千円

担当：建設課 維持管理係　0952-84-7124

新設中学校施設整備費
45,200千円

担当：学校教育課 新しい学校づくり係　0952-84-7128

農業用機械等被災者支援事業【新】
3,204千円

担当：農業振興課 農政係　0952-84-7121

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業について、専決処分を行いました。
このことについては、12月の町議会定例会で報告し、承認されました。

●令和3年度12月補正予算 　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） 補正前の予算額

16,167,162

補正額

165,284
補正後の予算額

16,332,446

●令和3年度12月追加補正予算　12月の町議会定例会に追加提案し、可決されました。
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　　いろいろな家庭があっていい
　　　　　　　　　　　　　　　医療法人至慈会 高島病院 小児科医　室 英理子

　家庭は、子どもがはじめに体験する社会です。いろいろなことを家庭で学んで、集団生活に入る基
礎ができてくるのだと思います。
　各家庭いろいろなカラーがあると思いますが、往々にして私たちはほかの家庭と我が家を比べてし
まうことが多いですよね。大人はもちろんのこと、子どもたちもだんだん自分の家とお友達の家に違
いがあることに気づいてくると、つい比べてしまいがちです。
　子どもたちは、「○○ちゃんのおうちはゲームをずっとしていても怒られないよ」「○○くんの家
は、おやつ食べ放題だって」「うちは夜9時に寝ないといけないから厳しいな。みんなもっと夜更か
ししても怒られないのに・・・」など、うらやましい子がいると親を懐柔しようとあの手この手を使
い、要求を通そうとしますよね。
　このような言動は自我が出てくる成長の過程ではあります。あまりにも毎日何回も子どもに言われ
るとつい、まあ今回だけはと例外を許してしまうこともあるでしょう。
　でも、安易にその場しのぎで流された返事をして、後日違うことを言ったりすると、子どもはしっ
かり前に親が言ったことを覚えていて反発しますよね。
　よく、子育ては自分育てと言われます。その意味は、子どもに対しての言動を振り返ると納得でき
る言葉かな、と思わされます。その場しのぎの言葉も、子どもにとっては親が発する大事な言葉なの
です。いい加減なことや一貫性がないことを言っていると子どもからの信用を失います。また、子ど
もたちは親の言うことは聞かないことが多いのですが、親のすることを、よく見ているので、親の言
動はそのまま子どもたちに反映されるのです。だから子どもに言い聞かせたり、何かして見せるとき
は、その内容に責任を持つ必要があるのです。そうやって自分の言動を律していければ、親であるこ
とで大人は子どもを通して成長していけると思うのです。
　子どもから感動をもらうこともしばしばありますよね。なんて純粋で優しいんだろうとか、そのし
ぐさのかわいらしさに癒されたり、実は子育てをしていく中で、私たち大人のほうが恩恵にあずかっ
ているようにも感じます。
　このように、本来楽しく癒されるはずの子育てですが、今の社会での子育てはストレスに満ちてい
るように感じることも多くなってしまいました。
　新型コロナウイルスの問題、それから、タブレット導入や英語教育など教育の変化、家族構成の変
化、地域との関わりの変化などにより、何気なく暮らしていけない社会になってしまったように感じ
ています。
　そんな中で、みんな同じような暮らしをして同じように勉強したり部活したり、同じを求められる
と、家庭によっては難しい場面に直面することもあると思うのです。
　各家庭の事情にあった生活や学習や課外活動があっていいと思うのです。
　そのためには、大人がまずほかと違うことに引け目を感じたりしないでいられるように、自分のカ
ラーを大切にしていければいいのではないかと思います。自分を大事にできる人はほかの人のことも
大事に思いやって考えられると思うのです。
　いろいろなカラーを認められる社会になっていけば
子どもたちもいきいきと生活できるのではないでしょうか。
まずは身近な社会である家庭から多様性をもっていければ
と思うのです。

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ❽

［有明中学校］

■創　立：昭和37年
■校　長：川﨑　朗
■児童数：214人（R3.11.1現在）
■住　所：白石町大字坂田290番地１
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/ariake-j/

学校教育は今
～笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生～

志をもち、自ら学び、共に高め合い、逞しく生き抜く有中生をめざして
　有明中学校では、「志をもって未来を切り拓いていく」生徒の育成をめざし、学校教育全体で
「主体的で対話的な学び」を推進しています。また、生徒一人一人が学校生活の中で失敗を恐れ
ずに何事にもチャレンジし、他者と積極的にコミュニケーションをとることで、心身の逞しさを
身につけ、自己肯定感を高めることができるように努めています。
　この本校学校教育の実現に向け、今年度は特に、「生徒の主体性を育む」ことに重点を置き、
指示を待つのではなく、やるべきことを生徒自身が主体的に考え、行動できるようにしたいと
いう思いから、「授業」「生徒活動」「学校行事」の工夫・改善を図っています。

生徒が主体的、対話的に取り組む授業

　教師が説明や指示をして、生徒がそれを聞く授業から抜け出し、生徒自

身が課題意識を持って主体的に取り組み、他者との対話を通して自分の考

えを広め、深める授業の実現に向けて取り組んでいます。まずは、すべて

の教科で生徒が教え合ったり、話し合ったりする場面を増やし、生徒が主

体的、対話的に学ぶことができる授業づくりを推進しています。

生徒が自ら考え、意欲的に行動する生徒活動

　生徒会活動や学級活動を中心に、生徒自身が学校生活をより充実した

ものにするために何をしたいかを考え、それを実現させるための具体的

な活動を決めるようにしています。本年度は生徒集会、有中カップ、地

域清掃等に取り組みました。11月の生徒会長選挙ではパネルディスカ

ッションを行い、候補者の思いを引き出すようにしました。これらの活

動の中で教師は答えを与えるのではなく、時間はかかりますが、生徒自

身の気づきを促すよう支援しています。

生徒自身が企画・運営する学校行事

　体育大会や文化発表会などの学校行事で、希望する生徒で実行委員会

を組織し、行事の企画・運営をするようにしています。行事の内容につ

いても一部は実行委員会で考えて行うようにしました。本年度は体育大

会での全校ソーランや文化発表会でのパフォーマンスタイムなどを企画・

運営しました。これらの活動を通して生徒自身がやり遂げた達成感や充

実感を味わうことができました。

タブレットを活用した話し合い活動

生徒会長選挙でのパネルディスカッション

生徒の企画・運営で実現した全校ソーラン
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交通安全身代地蔵尊
こうつうあんぜんみがわりじぞうそん

おおい

き　たおおと

ほうめい

ちょう まち

わじゅう しろいし

しんしこくはちじゅうはちかしょ

さおいし れんげ ざ

りゅうぞう ていはつ のうえ ほうじゅ しゃくじょう

ようらく

〈参考資料〉
「身代わり地蔵を建立」佐賀新聞 昭和37年5月26日 朝刊
『交通安全統計』昭和36・37・38年度　佐賀県警察本部 佐賀県交通安全協会ほか　　　　生涯学習課生涯学習係

　白石町を南北に通る国道207号の大井付近には、切石二段積基壇・竿石・蓮華座の上に立ち、道路を見下ろす大型の石造地蔵
菩薩立像（以下、地蔵像）が１体あります。像容は、剃髪し、衲衣をまとい光背をもつ僧形で、左手に宝珠を持ち、右手に錫杖を持つ地
蔵像として典型的なものです。胸部には瓔珞と呼ばれる装飾が施されています。竿石部分には、以下の文字が刻まれています。（実際
は縦書き）　　（正面）
　　　　　　　　　交通
　　　　　　　　身代地蔵尊
　　　　　　　　　安全

　文面から交通安全を願って、今から60年前の昭和37年（1962）に建立されたことが分かりま
す。なぜ、この時代に、そしてこの場所に地蔵像が建てられたのでしょうか。同年５月26日（土）の
佐賀新聞に、この像に言及されている記事がありますので以下に紹介します。
　身代わり地蔵を建立
　　白石新四国信者が国道に
　　　　白石新四国信者（代表者東島三九郎氏）は交通事故の多い白石町大井の国道ぞいに
　　　交通安全身代地蔵尊を建立し、二十四日午前十時から関係者百人が出席して入魂式と
　　　犠牲者の慰霊祭を行なった。この国道ではたくさんの犠牲者を出し魔の国道といわれて
　　　いるが、白石新四国信者たちが浄財を集め、工費十八万円で三メートルの石台上に一・
　　　八メートルの地蔵尊が国道を走る車をじっと見守っている。
　地蔵像を建立した団体「白石新四国信者」とは、明治時代に大戸村（現：大戸区）出身の喜多
和十氏が大世話人となり、当時の各村（現：白石町）一帯に八十八ケ所の札所を設置した「白石
新四国八十八ケ所」を運営する信者団体のことです。白石新四国八十八ケ所については、本紙
第170号・第171号で取り上げています。
　紙面に工費18万円とありますが、昭和37年の東京都の公立小学校教員の初任給は12,900円だったことからも、当時としてかな
りの金額だったことが伺えます。さらに紙面から、国道207号が「魔の国道」と呼ばれ交通事故が多発していたことが分かります。
　日本の交通事故の件数は、戦後の急速な復興と経済成長に伴い増加の一途を辿っており、昭和34年（1959）には、交通事故に
よる死者が10,079人と１万人を超え、この状況は「交通戦争」と呼ばれ社会問題となりました。佐賀県内においても、交通事故件数・
死者ともに増加しており、昭和35年（1960）に交通事故による死者が111人、地蔵像が建立される前年の昭和36年（1961）には死
者が122人といずれも100人を超える状況でした。
　地蔵像の傍には、建立の趣旨に賛同し寄付を行った多くの方の名前と金額が刻まれた芳名碑があります。注目される点として、
「賛助者」欄に以下の名前が刻まれています。（実際は縦書き）
　警察署／白石町長　白武　初次／有明村長　木下　文男／福富村長　古賀　説一
　また、芳名碑の基壇正面には、「壱万円　白石町／五仟円　有明村／参仟円　福富村」と自治体名と寄付の金額が刻まれていま
す。有明村は、地蔵像の建立された年の10月１日に有明町に、福富村は、その5年後の昭和42年（1967）４月１日に福富町となり
町制に移行しています。
　以上のことから、地蔵像について3点のことが指摘できます。①白石新四国信者が、交通安全と交通事故死者の慰霊を目的に、
交通事故が多発し、当時「魔の国道」と呼ばれていた国道207号沿いに地蔵像を建立したこと。②白石新四国信者は、旧3町村
（白石・福富・有明）に存在し、またその札所も旧3町村一帯に存在したこと。③地蔵像の建立が、「交通安全」という、社会的・公共
的な目的であることから、賛助者の名に、札所が存在する旧3町村の首長、警察署の公的機関の名が挙がっていること。
　地蔵像建立後も、残念ながら交通事故の増加は続きます。交通事故による死者は、全国で昭和45年（1970）、佐賀県では
昭和46年（1971）に頂点に達したのち、減少が続き、令和2年（2020）では、佐賀県内の死者はピーク時の約5分の１にまで
減少しています。これは、県民の交通安全意識の高まりや道路整備の進展、自動車の安全技術の向上などが挙げられます。
現在、多数設置されている信号機ですが、昭和39年（1964）2月末時点の佐賀県内の信号機の設置数は、県内全体でわず
か23基、現白石町地域は0基でした。
　夕暮れ時は、交通事故が発生しやすい時間帯です。自動車を運転される方は、早めのライト点灯を、歩行者の方は、反射
材を着用するなど、町民みんなで交通安全意識を高めていきましょう。
※交通量の多い国道沿いのため、見学される際は十分ご注意ください。

（右側面）
　  白石新四国信者一同
　  昭和三十七年五月吉日　建立　

（裏面）
　　白石町廿治
　　　　石工　梶原栄作
　　　　　　　　当年七十五才
　　　　仝　　梶原　繁（※仝は「同」の異体字）

VOL.199

国道207号沿いの地蔵菩薩立像（右）と芳名碑（左）

●1月の休館日

ゆうあい図書館

図書紹介

寂庵説法　
じゃくあんせっぽう　

瀬戸内 寂聴 著　講談社
図書紹介

図書室
有明公民館

1月

2月

/10日(月・祝)/11日(火)/17日(月)
/24日(月)/27日(木)/31日(月)
/7日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・1月5日～2月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135 　愛する人に愛されない、大切な人との別れ
が辛い、孤独や老いとどうつき合っていけば
いい？人生の様々な悩みや苦しみに寂聴さん
がやさしく寄り添って答えてくれる。愛、幸
福、命、怒り、無常、死などについて自身
の人生を振り返りながら、仏教の教えとと
もにわかりやすく説く。令和3年11月9日
に亡くなられた著者（享年99歳）の心に響
く説得力のある説法集です。

ゆうあい図書館、白石町総合センター、有明公民館で
借りた本は町内図書館、図書室どこでも返却可能です。
ご利用ください。

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
1月のおはなし会　
8日（土）・22日（土）　10:30～

絵や字が苦手でもかわいく仕上がる手帳・
ノートレシピBOOK 
SE編集部編　翔泳社

まじさかさじま
伊藤 文人 著　みらいパブリッシング　星雲社

　奇妙な動物たちと一緒に、さかさじまを冒険しよう! 海のなか
のイルカをさかさまにすると、草原にいるヒツジに変身して…。
さかさまにするとまったく違う絵になる不思議な絵本。ジャケッ
ト裏に全ページの絵あり。

いちばん親切な更年期の教科書
高尾 美穂 著　世界文化ブックス

　更年期のサインは? 不調はい
つまで続く? 更年期に起こる体
の変化と不調の原因を解説し、
更年期を快適に乗り切るための
食事・睡眠・運動、婦人科の更
年期治療、アフター更年期の備
え方を紹介する。

　手帳やノートをかわいく書く
ためのレシピをたくさん集めた
アイデア集。文字の見栄えをア
ップするコツ、スタンプやシー
ル、マスキングテープや付箋を
使った簡単アレンジ、色選びの
コツやおすすめ文房具などを紹
介します。

11月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

1件
10,000円

1件
5,000円

12件
60,000円 100,000円

0件
0円

5件
0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円

18件
170,000円

3年度累計

11月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
10,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
6,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

4件
16,000円

3年度累計

長
町

長
議

広報白石 R4・1　 29広報白石 R4・128



1 2022
Januaryくらしのカレンダー 1/5▶ 2/10

※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。

6

元

有公

ゆ

交

会

総

健

ミ

大

相★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

役場1階会議室2
白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
　有明公民館

月  日 曜　日 当　番　施　設
1月  1日
 2日

　　3日
9日
10日
16日
23日
30日

  2月  6日

土・元旦
日
月
日

月・成人の日
日
日
日
日

原田内科医院
副島医院
有島病院
戸原内科
溝口医院

かわぞえ内科ｸﾘﾆｯｸ
藤井整形外科
重村医院

川崎整形外科医院

白石町
白石町
白石町
大町町
白石町
白石町
白石町
白石町
大町町

0952-87-3737
0952-84-2205
0954-65-4100
0952-82-2051
0954-65-2046
0952-37-5593
0952-84-5880
0952-84-2656
0952-82-5551

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

5 6 7 8
★健康クッキング教室
　　  受付9：15～
　事前申込者
◆消費生活相談
　　10：00～16：00

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

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

19 2220 21

23 24 25 26 27 28

大

30 31

成人の日
●駐在員会
　　  9：00～
◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00
●認知症カフェ　
　おれんじ茶屋
　　10：00～11：30

★2ヵ月児相談
 　   13:00～13：30
　　［R3.11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
   　 13:15～13：40
　　［R3.9月生］
　母子健康手帳、健やか親
　子21アンケート

相

29

日
曜
・
祝
日
在
宅
医

※

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆法律相談
　　10：00～12：00
★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
  　［H30.5月生］
　母子健康手帳・問診票

交

交

★子育て相談室
　「すくすく相談」
　　 <受付>13:15～
　事前申込者

★1歳児歯科健診
　　　〈受付〉12：50～13：30
  　［R3.1～2月生］
　母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

1 2 3 4
◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

5

6 7 8 9 10
★健康クッキング教室
　　 〈受付〉9：15～
　事前申込者
◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

ゆ
相

●人権相談・行政相談
　　9:00～12：00

◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00

元

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

ゆ

EXPRESSEXPRESS
職業訓練受講生募集（3月入所生）

■募集科名・定員　
　CAD/NCオペレーション科　※15人
　溶接技術科　　　　　　　　  ※15人
　住環境CAD科　　　　　　　※15人
　電気保全サービス科　　　　    15人
　　（企業実習付きコース）
　※8月生の人数も含みます。
■訓練期間　3月4日（金）～8月26日（金）
■募集期間　1月28日（金）まで
■入所選考　2月7日（月）
■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

　佐賀県看護協会では、看護職者の人材確保を目的
に看護職再就業支援事業を実施しています。
【看護職再就業支援技術セミナー（採血・注射）】
■日時　2月18日（金）9：30～12：30
■定員　8人程度
■申込締切　2月4日（金）
■問合せ先　（公社）佐賀県看護協会　
　　　　　　TEL 0952-51-3511

労福協無料法律相談会
　佐賀県労働者福祉協議会では県内勤労者とその家
族の生活支援を目的に、弁護士による無料法律相談会
を開催します。コロナ禍による労働・生活問題や相続、
借金など法律問題でお困りの人は、一人で悩まずぜひ
この機会にご相談ください。
　また、電子メールによる「なんでも相談」も受け付け
ています。電子メール相談および、無料法律相談会の
お問い合わせは、記載のQRコードから可能です。
■日時　1月16日（日）13：00～16：00
■場所　佐賀県労働会館3階 会議室
■申込・問合せ先　
　（一社）佐賀県労働者福祉協議会 ライフサポートセンターさが
　TEL 0120-931-536
※相談は原則予約制です。事前に電話で
　お申し込みください。

令和4年度JAさが職員採用試験

司法書士による成年後見制度と
遺言の無料説明会

■応募資格　昭和56年4月2日以降に生まれた人で、
　　　　　　令和 4年 3月末までに高校・短大・専門
　　　　　　学校・大学を卒業または卒業見込みの人
■採用人数　5人前後
■職種　　　総合職、渉外（営業職）、農業機械整備、
　　　　　　畜産指導
■事業内容　総合JA事業（営農指導・販売、購買、
　　　　　　信用、共済、総務管理）
■採用区分　新卒・中途
■就業場所　佐賀県内（JAさが管内）
■応募方法　自由応募
　　　　　　（高校卒業見込み者は学校推薦者に限る）
■その他　　詳しくは組合ホームページをご覧く
　　　　　　ださい。
■問合せ先　佐賀県農業協同組合 人事課
　　　　　　TEL 0952-25-5190

　後見人、保佐人、補助人などの成年後見制度と任意
後見制度の利用方法、遺言書の作り方などについて
の説明会を開催します。
　制度がよくわからない人、遺言書を書きたいが法
律的に有効な書き方で悩んでいる人の参加をお待ち
しています。（個別相談も可能です。）
■日時　2月6日（日）10：00～12：00
■場所　アバンセ 4階　第一研修室
■定員　25人
■参加料　無料
■申込方法　電話のうえご来場ください。
■申込・問合せ先
　（公社）成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部
　TEL 0952-29-0626
※今後の感染状況によっては中止になることもあり
　ますので、必ず事前に予約をお願いします。

感電事故防止のお願い

看護職再就業支援セミナー

　凧揚げの季節になりましたが、感電事故防止のた
め、電線付近で凧揚げを行ったり、電柱や鉄塔に上っ
たりしないようにお願いします。
　なお、万が一凧が電線などにかかった場合は、自分
で取ろうとせず、近くの九州電力送配電まで連絡をお
願いします。
■問合せ先　
　九州電力送配電株式会社 武雄配電事業所　
　TEL 0800-777-9419

情報

犯罪発生件数
うち窃盗犯

89件
62件

前年比  －3件
前年比  

前年比  

－11件
9件
18件
4件
12件

　－7件
前年比  ＋10件

 前年比 －3件
前年比  ＋2件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗
万引き
車上ねらい

1件 前年比 ＋1件オートバイ盗
空き巣、忍込み等

11月末現在

自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

ゆ

●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10:30～
ゆ
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋12）
（＋5）
（＋3）
（＋2）

7,763世帯
22,151人
10,486人　
11,665人　

R3年11月末現在（対前月比）
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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/

1月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp

※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。

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

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

3月生まれの子どもの写真を募集します♪

幸雅君お誕生日おめでとう！
この1年凄い成長を見せてくれたね。
これからも元気に育ちますように。
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3歳のお誕生日おめでとう！プリンセス
が大好きなうたちゃん☆うたちゃんの成
長が家族みんなの幸せだよ☆

2歳のお誕生日おめでとう！
ニコニコ笑顔でたくさん遊ぼうね！

ゆず、お誕生日おめでとう！
4月から小学校楽しみだね★優しいお姉
ちゃん、妹のお世話もよろしくね。

2歳のお誕生日おめでとう。毎日元気いっ
ぱいのみひろくん♪これからも色んな素
敵な表情を見せてね(^^)

りんちゃん、おたんじょうびおめでとう
☆☆いつもせいくんのおせわをしてくれ
てありがとう！！これからもやさしい、
すてきなおねえさんになってね♪♪

こはちゃん、誕生日おめでとう！これ
からもたくさん笑って過ごそうね！

お誕生日おめでとう。元気で優しいりお
ちゃんが大好き。これからも元気いっぱ
い大きくなってね！

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ
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