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明日の「ただいま」に備えて。

空家を所有したきっかけ
13.2%

■ 相続
■ 施設入所・入院

8.5%
12.4%

45.7%

4.6%

空家の管理頻度

14.6%

■ 45〜59 歳
■ 75 歳以上

高齢者の増加、人口減少などの影響で、全国
的に空家が増えています。住む人のいない家は
急速に劣化が進み、老朽化による倒壊や、資産
価値の低下などのリスクを負ってしまいます。
「空家なんて持っていないし、関係ない」と思っ
ていませんか。しかし、親や親戚の今住む家が
将来空家になったとき、あなたが相続すること
になるかもしれません。
空家のリスクを避けるため、また、住まいを
未来の「負の財産」にしないため、空家につい
て考えてみましょう。あなたの一歩が、空家の
明日に誰かの「ただいま」を取りもどします。
町内に空家を所有する人たちを対象に実施し
たアンケートでは、空家を所有したきっかけと
して多い順に「相続」、
「施設入所・入院」、
「引っ
越し」と続きます。親が住んでいた家を相続し
ても、子どもは既に独立して別に住まいを持っ
ていることが多く、相続後に使い道がない場合
が多いようです。
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17.4%

15.7%

■ 月に１・２回
■ 年に数回

■ 60〜74 歳

55.6%
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■ 週に１・２回

■ 30〜44 歳

25.2%

■ 借りる人がいない
■ その他

20.2%

所有者の年齢

■ 引っ越し

33.9%

33.1%

■ ほぼしていない

まめに換気や除草などの管理が行われていれ
ば問題ありませんが、管理頻度として最も多かっ
た回答は「年に数回」。
「ほぼしていない」という
回答も合わせると、５１.３％にものぼります。き
ちんと管理されていない空家はどんどん劣化し、
強風で屋根や壁が剥がれる、木や雑草が生い茂
る、獣が棲みつくなど、周辺住民に身の危険や
不快な思いを与えてしまいます。こうした空家
を放置して他人に被害を与えると、所有者の管
理責任を問われ、損害賠償の支払いに発展する
こともあります。
町では町内の空家の状態をチェックする見回
りを行っていますが、周囲に悪影響を及ぼす危
険がある空家に認定した物件は１７戸、その予備
軍は３８戸もあります。随時、管理を呼びかけて
いますが、このように管理を怠った状態が長引
けば、管理費が膨らむだけでなく、売却などの
利活用も難しくなってしまいます。町内の空家
の所有者は高齢者が多く、長期にわたって空家
のままにしておく傾向があるため、今後も危険

特集

な空家が増えていくことが予想されます。
長く空家を放置したまま持ち主が死亡すると、
その空家を配偶者や子などが相続し、相続人同
士で押し付けあうなど揉めるケースがあります。

家を売りたい

Feature articles

将来、子や孫に「負の財産」を残さないためにも、
今住む家を空家にしないための準備をし、そし
て、空家を所有したら早めに利活用や解体など
を検討しましょう。

土地を買いたい

地域に根付いた不動産業を営む宅地建物取引士・賃貸不動産
経営管理士の福田さんに、町の住宅事情を伺いました。
更地が一番、売るなら間を空けず
最近のお客様は、中古物件でも耐震、気密性
を気にされて物件を選ばれる方が増えています。
一方で町内には土地が80〜100坪、築40年以上の
物件が多く、性能が低かったり、管理状況が良
くない物もあります。そういったマイナスな情
報も買主にはお伝えするので、中古住宅を購入
しリフォームにお金をかけるよりも新築でとい
う方が増えました。家を崩し更地にして分譲し
たり、広い土地が欲しい人に売ったりするのが
一番ですが、当時は「夢のマイホーム」。その都
度手を入れてかわいがってこられたことを思う
と簡単ではないですね。
中古物件を売るためには日ごろの補修はもち
ろん草刈りや庭木の剪定も大切です。そして、
売りに出すまでに時間をかけないこと。生活の
建物の点検
■ 雨漏りの有無
■ 建物の傷み
■ 設備の傷み
外の管理
■ 郵便物の整理……
ポスト、玄関への郵便物、配布物の整理
■ 敷地内の清掃……
落ち葉やごみの掃除
■ 草取り、庭木の剪定……
除草、庭木の剪定、消毒
室内の管理
■ 通気・換気（６０分程度）……
窓、押入れ・クローゼットの開放、
換気扇の運転
■ 通水（３分程度）……
排水口に水を流す（防臭、防虫のため）
■ 清掃……室内の簡単な清掃、家財の整理

気配が残っているうちが、買い手も生活のイメー
ジがしやすく、具体的な検討に繋がります。
「この辺の家が欲しい」とお客様に言われて、
空家はたくさんあるものの、所有者に辿り着く
のが大変です。まずは売る・売らないの意思表
示をしてもらえれば、相続や片付けなどの問題
はプロの私たちがサポートします。行政とも連
携して空家バンクの登録が増えれば、それを見
る人も増える。情報が集まれば選択肢も増え、
動き出すきっかけになると思います。
INTERVIEW

フクダ不動産
吉田666-12
☎53-1785

福田龍平さん

宅建協会の「無料相談所」をご利用ください
町と公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会
（宅
建協会）
は、空家バンク制度を通じて相互に連携す
る協定を結んでいます。
宅建協会が設ける無料の相談所では、空家や空
地の有効活用、売却、管理などについて、協会に
所属する専門家からアドバイスを受けることがで
きます。ぜひご利用ください。
窓

口：佐賀市神野東四丁目1番10号
佐賀県不動産会館
電
話：0952−32−7120
受付時間：平日9：00～17：00
佐賀県のホームページで、漫画で解説する空き家
の手引き『どうしよう！うちが空き家に!?』を読
むことができます。詳しくはQRコードから県の
ホームページをご覧ください。

（出典：
『どうしよう！うちが空き家に!?』佐賀県発行）
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大切な我が家、空家のままにしたくない
空家の相談も受け付けている司法書士の貞島さんと、
「空家バンク」
に登録している山田さんご夫婦にお話を伺いました。
相続手続きの困難さを和らげる遺言書
遠方にいて家の管理ができない、相続放棄も
されていないなど空家に関する状況は様々です。
相続手続きが進まない理由として①数代にわた
る相続の未登記②遺産分割協議の難航③判断能
力の問題（認知症、被後見人）④行方不明が、挙
げられます。何代にもわたると相続人全員の印
鑑が揃わない、認知症で印鑑証明が取れない、
住民票が職権消除され行方をたどれないといっ
た理由から諦めてしまいがちです。相続登記が
できないと、空家バンクへ登録もできません。
そこで、一番有効なのは遺言書の作成です。
有効な遺言書があれば、印鑑も遺産分割協議も
いらず、円滑な名義変更が可能です。遺言書作
成にはいくつか方法があり、それぞれにメリッ
ト、デメリットがあります。まずは一度専門家

に相談してみることをお勧めします。私の事務
所でも初回相談無料で対応しています。
空家の管理から離れるには、誰かに買っても
らえるような情報共有が大切です。空家バンク
を利用して空家を有効活用するのが得策です。
家を購入する段階で、その家の最後を考えてみ
てもいいと思います。一人ひとりが、空家の問
題について意識を持ち考えることは難しいけれ
ど、大切なことです。

父の庭、母の畑、愛しい我が家
中学校から32歳まで、この家に住んでいまし
た。母が亡くなり、叔父が週２回ほど整体の施
術場所として使っていましたが、ここ数年は人
の出入りがなくなりました。私は一人娘で、後
を継ぐ人もいないので、ゆくゆくは手放すこと
になりますし、耐震の問題や維持管理のことも
考え売却を決めました。相続の手続きなど特に
大変だと感じることはなく終え、インターネッ
トで知った空家バンクに昨年７月登録しました。
現在、福岡に住んでいますが、換気や草刈り

に通って、隣近所の人に迷惑をかけないように
しています。庭には父が選び抜いたしだれ梅な
どの木々、畑では、近所に配るのを楽しみにし
ていた母の野菜が、収穫こそしませんが今もな
ります。みんなが集まっていた居間は、二面が
窓で採光がよく好きだった場所です。できれば、
お庭が好きで、畑仕事もする人に住んでほしい
ねと、いつも主人と話しています。

INTERVIEW

貞島司法書士事務所
吉田667-58
☎37-9655

貞島博文さん

INTERVIEW

空家バンク物件登録者
山田


換気をして掃除
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洋さん
明子さんご夫婦
=福岡県朝倉市=

山田さんの空家の情報は、町の
ホームページ等で閲覧できます。
詳しくはQRコードから！

特集
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住まなくなった家、登録しませんか
町では空家バンク制度を通して空家の利活用、移住・定住をサポートしています。町内に住まなくなっ
た住宅をお持ちの人は、ぜひご相談ください。

町空家バンク

（まち未来課 まちづくり推進係）

空家の所 有 者

空家の利用希望者
協定

①空家物件の登録申込

空家を売りたい・貸したい
所有者が、町に申込みます。

②仲介業者との媒介契約

所有者は、町が協定を結ぶ業者
と媒介契約を交わします。

仲介業者

（佐賀県宅地建物取引業協会会員）

③空家物件の登録

要件をクリアすれば、町ホーム
ページ等で物件情報を掲載します。

①空家物件の情報提供

登録された空家物件の情報を、
町がホームページ等で公開します。

②空家物件情報の閲覧

利用希望者は町ホームページ等を
閲覧し、希望する物件を探します。

③利用登録申込
業者による仲介のもと交渉・契約

住みたい物件があれば、利用希望者は
町にバンクの利用登録を申込みます。

空家バンク利用者向け補助始めます
空家を所有している人に！

管理費補助

空家を買う人に！

購入費等補助

空家を借りる人に！

改修費等補助

町空家バンクに物件を登録し

町空家バンクの登録物件を購

町空家バンクの登録物件を賃

た所有者に、空家の管理費の4／5

入した人に、空家の購入費など最

借した人に、空家の改修費など最

大75万円を補助します。

大75万円を補助します。

補助の対象となる経費

補助の対象となる経費

（上限15万円）を補助します。
補助の対象となる経費

空家等の外観確認及び点検、修

理、清掃、建物内部の通気・換気・通
水、敷地内の除草・庭木の手入れ、
不要物の撤去・処分に係る経費

仲介手数料

仲介手数料

…10／10（上限５万円）
①〜③のいずれかに係る経費

…10／10（上限５万円）
空家の改修に係る経費

…4／5（上限50万円※）

…4／5（上限50万円※）

①空家の購入
②空家の解体
③空家の改修

※新婚世帯、もしくは３世代以上
の家族で町内に居住される人は
補助上限額が60万円にアップ。

※新婚世帯、もしくは３世代以上

どちらにも該当する場合は70万

の家族で町内に居住される人は

円まで補助します。

補助上限額が60万円にアップ。
どちらにも該当する場合は70万
円まで補助します。

●工事着工前に申請（交付決定）が必要です。
●募集期間：令和２年４月１日（水）〜令和２年12月28日（月）
●申込多数により予算の上限に達した場合は、募集を打ち切ります。お早めに申請ください。
詳しい条件や手続きについては、吉野ヶ里町ホームページをご覧いただくか、下記問合せ先までご連絡ください。
申・問

まち未来課まちづくり推進係（三田川庁舎１階） ☎0952−37−0332
2020.4 広報
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まちかとトヒクス
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吉野ヶ里町のできごとや、活躍する町民の皆さんなどを紹介します。

Yoshinogari

リアル野球盤プレイボール！

２/16
（日）

ミス・グランプリに
山田結月さん

２/18
（火）

まちトピ
ナイスバッティング！
！

吉野ヶ里町教育委員会（主催）、吉野ヶ里町ス
ポーツ推進委員会（共催）による、リアル野球盤
2020よしのがり大会を三田川中学校体育館で開
催しました。
12チーム（約100人）の出場があり、小さいお子
さんからお父さん、お母さんまでの幅広い年代
の垣根を超えた真剣勝負が繰り広げられました。
結果は次のとおりです。
優 勝
準優勝
第３位

運動不足 16得点
ブラックサンダー2 14得点
少林寺拳法 10得点

子ども達のために！

気温の低い雨の中での作業

２/29
（土）

東脊振小学校北の文化体育館建設業者である村
本建設九州支店が、東脊振小学校敷地内の水路・
池に溜まった砂泥を地域貢献活動として無償で除
去しました。
降りしきる雨の中、朝から夕方まで重機と作業
員の手作業により、トラック12台分の砂泥を除去
し、水路と池が綺麗になりました。文化体育館建
設工事現場代理人である有村雄二工事所長は「学
校のためになるならば」と若手作業員と一緒に自
らも水路に入り除去作業を行いました。
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所作も美しい山田さん

鳥栖の運営事務局が開催する第２回ミス・カ
ンフォーラのティーンズ部門で見事グランプリ
に輝いた、山田結月さん（15）＝下豆田＝が報告
に訪れました。
カンフォーラは佐賀県木、県花の楠を意味し、
佐賀県のたくさんの女性を輝かせたいと開催さ
れています。山田さんは受賞の喜びと共に、
「頑
張ってきて良かった」と３カ月に及ぶトレーニ
ングを振り返り笑顔。今後は、佐賀県のＰＲ活
動等に参加予定です。

消防車両とポンプを
更新しました

3/8

（日）

貸与式の様子 伊東町長（左）から貸与書を受けとる馬場団長（右）

防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金事
業を利用し、町消防団の軽積載車及び普通積載
車と小型動力ポンプを購入しました。北部第2
分団第１部=下三津東=に消防車両を、北部第4
分団第3部=松隈=に消防車両と小型動力ポンプ
を配備。いずれも約20年ぶりの更新です。新し
い車両はオートマ（ＡＴ）車で、多くの団員が運
転できるようになりました。
今後も地域住民の安全安心のために活躍を期
待します。

行政トピックス

～運転免許証自主返納支援～

運転経歴証明書交付手数料を全額助成します

問

総務課 交通防災係 ☎37-0330
財政協働課 広報・協働係
（三田川庁舎）
☎37-0331

町では、高齢者等の交通事故防止を目的として、運転免許証の自主返納をされた人を対象とした、
「運転経歴証
明書」の交付手数料を全額助成します。
免許証を自主返納された人（吉野ヶ里町民に
限る）は、デマンド型乗合タクシーを半額運賃
【通常300円⇒150円】
で利用することができます。
※そ の他にもタクシー運賃が１割引となるな
ど、自主返納者には、様々な特典やサービス
が準備されています。

『よしのがりメール』の配信登録は
お済みですか？

行トピ

１．対象者
令和2年4月1日以降に運転免許証の自主返納を行
い、運転経歴証明書の交付を受けた人
２．助成金額
運転経歴証明書交付手数料 1,100円（全額）
３．申請方法
財政協働課に次の書類を提出してください。
（１）助成金交付申請書
（２）運転経歴証明書（写し）

問

総務課 交通防災係
（三田川庁舎） ☎37-0330

「よしのがりメール」は、防災
登録手順
情報をはじめとした町からの情報
をメールで配信するサービスです。
①携帯電話等のメール作成画面でアドレス欄に下記のア
≪配信情報≫
ドレスを入力するか、右のＱＲコードを読み取るかど
○避難情報
ちらかの方法により、空メール送信を行ってください。
○行事･イベント情報
＜bousai.yoshinogari-town@raiden2.ktaiwork.jp＞
○熱中症情報
②数分後に仮登録完了のメールが届きますので、画面の
○その他
指示に従い本登録を行ってください。
メール配信登録は右上の「登録
手順」により簡単にできますので、
携帯電話やパソコンへ「よしのが
りメール」を受信できるようにして、災害などに備えておきましょう。
注）1 迷惑メール対策をしている場合はメールを受け取れない場合があります。
＜@raiden2.ktaiwork.jp＞からのメールを受信できるように設定してください。
注）
2 携帯電話等の契約内容によっては、メール１通あたり１～２円のパケット通信料がかかることがあります。

クッキングセンター佐賀おにぎり無償提供
吉野ヶ里町の学校給食調理加工配達を委託してい
るクッキングセンター佐賀が、おにぎりの無償提供を
行いました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、町内4校
が臨時休校に。同センターからの提案で、自宅待機が
難しい児童の受け皿となっている学校と放課後児童
クラブへ、おにぎりの支給を決定しました。無償提供
は、4日間行われ、子どもたちは「おいしい」と笑顔
でいただきました。
2020.4 広報

7

行政トピックス

新型コロナウイルスについて

行トピ

新型コロナウイルス感染症とは
発熱やのどの痛み、咳が長引くこと
（１週間前後）が
多く、強いだるさ（倦怠感）
を訴える人が多いことが特
徴です。季節性インフルエンザと比べ、重症化するリ
スクが高いと考えられます。重症化すると肺炎になり、
死亡例も確認されているので注意しましょう。特に、
高齢者や基礎疾患のある人は重症化しやすい可能性が
考えられます。
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感
染します。空気感染は起きていないと考えられていま
すが、閉鎖した空間・近距離での多人数の会話等には
注意が必要です。
今後の感染拡大を最小限に抑えるため、小規模な患
者の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことの防
止が重要です。
感染経路の特徴
スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、
雀荘、密閉された仮設テントなどで、一人の感染者が
複数に感染させた事例が報告されています。
このように、集団感染の共通点は、特に、
「換気が
悪い」、
「人が密に集まって過ごす空間」、
「不特定多数
の人が接触するおそれが高い場所」です。
こんな症状の人はご注意ください
•風
 邪の症状や37．5℃以上の発熱が４日以上続いてい
る（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
• 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
※高齢者や基礎疾患等のある人は、上記の状態が２日
程度続く場合はご相談ください。
相談窓口
新型コロナウイルスの検査は一般の医療機関では受
けられません。
【帰国者・接触者相談センター】
佐賀中部保健福祉事務所 平日８：30～17：15
☎30-3622 FAX 30-3464
緊急時は、夜間・土日も含め時間外も対応可能。
日本語を話すことに慣れていない外国の人は次の電
話番号に電話をしてください。
【外国語対応の専用ダイヤル】
☎092-687-5535
一般的な相談は下記相談窓口で対応しています。
【一般電話相談窓口（コールセンター）】８：30～21：00
☎25-7485 FAX 25-7263（土日・祝日も実施）
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問

こども・保険課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

新型コロナウイルス感染症に伴う社会体育・教育施設
等の利用について
３月13日（金）に佐賀県内初の感染者が確認されまし
た。感染拡大防止のために今が重要な時期とされてい
るため、町内での感染予防・まん延防止対策等を検討
しています。
利用各サークル及び団体におかれましては、感染拡
大防止の観点から当面の間、自粛する方向でご検討い
ただきますようお願いいたします。
ついては、下記について利用者の皆様のご協力をお
願いいたします。
施設
小中学校体育館・武道館・温水プール・中央公民館・東
脊振公民館・町民集会所・さとやま交流館・コミュニ
ティホールを休館いたします。
３月17日（火）
～３月31日（火）まで
４月以降については今後の状況により判断いたします。
※４月以降の施設申請及び本の返却など窓口対応はし
ています。
屋外施設（中央公園多目的広場・テニス場・丸山球場）
の利用について
• 施設利用の際には、手洗い・うがい・咳エチケットの
徹底をお願いいたします。また、咳や発熱がある人、
体調不良の人についてはご利用をお控えください。
• 今後の状況によりましては、施設利用を中止させて
いただく場合もあります。
※中央公園野球場は、現在改修工事により施設休館さ
せていただいております。
小中学校の運動場の利用について
• 一般及び社会体育団体等への利用を中止させていた
だきます。
この内容は３月19日時点で作成をしています。状況
が変化している場合もあります。HP等でご確認くだ
さい。
（ノイエ・児童館・トレーニングルームも休館しています）
日常生活で気を付けること
持病がある人、高齢者は、手洗い、咳エチケットは
当然ながら、人込みの多い場所を避けるなど、より一
層注意してください。発熱等、風邪の症状があるとき
は、学校や会社を休み、毎日体温を測定記録してくだ
さい。外出をひかえていただき、やむを得ず外出する
際にはマスクの着用をしてください。  

行政トピックス

行トピ
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『Yahoo！防災速報』を活用して
防災情報を配信します
町では、ヤフー株式会社との「災害に係る情報発信
等に関する協定」
（令和元年11月22日締結）に基づき、
同社が提供する、
「Yahoo！防災速報」を活用した防
災情報
（自治体からの緊急情報）の配信を開始しました。
災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に避
難所の開設状況や注意喚起の情報を配信しますので、
ご自身やご家族の身の安全を守るためにぜひお役立て
ください。
１．
「Yahoo！防災速報」について
行トピ

緊急地震速報や避難情報、豪雨予測などをお知らせ
するサービスです。
スマートフォンやタブレット端末で利用できるアプ
リ版（Android、iOS両対応）
と、携帯電話やパソコン
にメールでお知らせするメール版があります。
＜配信する緊急情報＞
１．避難に関する情報（避難勧告等や避難所の開設
情報など）
２．ライフライン情報（断水・給水や停電情報など）
３．災害時の注意喚起（台風接近時など）
２．ダウンロード・配信登録の方法
「Yahoo！防災速報」ホームページをご覧いただき、
画面の指示に従ってアプリのダウンロードまたはメー
ル版のご登録を行ってください。
※右のＱＲコードを読み取ると
ダウンロードサイトへ移行します。

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第11回特別弔慰金が支給されます。
～戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ～
国債の名称・額面
名称：第11回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面：25万円（5年償還の記名国債）
対象者 令和2年4月1日（基準日）において「恩給法
による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」等を受ける人（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、次の順番による先順位の
ご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1．令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援
護法による弔慰金の受給権を取得した人
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問

総務課 交通防災係
（三田川庁舎） ☎37-0330

★すでにアプリを利用している人が「自治体からの緊
急情報」を受信するには、設定が必要です。
1．アプリを開き、画面右上の「設定（歯車マーク）」を押す
2．
「地域の設定」で「吉野ヶ里町」を登録
及び「現在地連動の設定」を「オン」にする
3．
「プッシュ通知する情報の選択」で「自治体からの

緊急情報」を「オン」にする。これで設定完了です。
３．吉野ヶ里町公式ホームページのキャッシュサイトについて
Yahoo！JAPANを活用した吉野ヶ里町公式ホーム
ページのキャッシュサイト（複製サイト）の運用を開始
しました。
このキャッシュサイトは、ヤフー株式会社所有の
サーバ上に吉野ヶ里町公式ホームページを複製するも
のです。
災害時は、吉野ヶ里町公式ホームページにアクセス
が集中しサーバに負担がかかることが想定されるた
め、キャッシュサイトへ誘導しアクセスを分散するこ
とで、そのリスクを回避します。
災害発生時等には、
『よしのがりメール』等でＵＲ
Ｌをお知らせします。
なお、
『よしのがりメール』の登録は本紙７ページ
をご覧ください。

問

福祉課 福祉係
（東脊振庁舎）☎37-0343

2．戦没者等の子
3．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等
の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ
替わります。
4．上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親
族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係
を有していた人に限ります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
（請求
期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができ
なくなりますので、ご注意ください）。

行政トピックス

令和２年度

狂犬病予防注射日程
月

日

時

間

場

所

４月９日（木）

9：30～10：30
11：00～11：30
13：30～14：30

大塚ヶ里公民館
坂本公民館
東脊振庁舎玄関

４月10日（金）

9：00～10：00
10：30～11：00
13：30～14：30

目達原公民館
箱川下分農村公園
中央公民館

４月12日（日）

9：30～11：00

東脊振庁舎玄関

※参加時のご注意
◦犬 を確実に押さえられる飼主が連れてきてくださ
い。また、咬みつき防止の注意をお願いします。
◦犬の体を清潔にして会場に連れてきてください。
◦犬がフンをした際には必ず持ち帰ってください。

令和２年度 土地・家屋価格等縦覧帳簿の
縦覧と固定資産課税台帳の閲覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
【土地価格等縦覧帳簿の縦覧】
◦内容
土地の所在、地番、地目、地積、価格
◦縦覧できる人
町内に土地を所有している納税者
【家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】
◦内容
家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
◦縦覧できる人
町内に家屋を所有している納税者
※町内に土地や家屋を所有していても、課税されていない
人は縦覧できません。
※償却資産は申告制なので、縦覧の対象になりません。
縦覧期間 ４月１日～６月１日 8:30～17:15
※土・日・祝日を除く
縦覧場所 税務課資産税係（三田川庁舎 1 階）
手数料
無料

住民課 環境衛生係
（三田川庁舎） ☎37-0335

問

行トピ

「狂犬病予防法」で飼い犬に、年1回狂犬病予防接
種を受けさせることが義務化されています。
令和２年度狂犬病予防注射の日程をお知らせしま
す。なお、右記の日程での接種が無理な場合は、最寄
りの動物病院でも接種は可能です。動物病院で接種後
は、注射済証明証をお持ちになって役場の窓口までお
願いします。その際、注射済票を発行します。
初めての人でも、各場所にて注射と同時に新規登録
手続きもできます。
【料金】犬1頭につき3,250円
（注射2,700円＋済票交付550円）
※新規登録の場合は、別途登録
手数料3,000円がかかります。

問

税務課 資産税係
（三田川庁舎） ☎37-0334

固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる人・閲覧の内容
◦土地や家屋・償却資産を所有している人
⇒所有している固定資産
◦土地や家屋の代金を払って借りている人
（田畑、店舗敷地、住宅、アパートなどを借りている人）
⇒土地の権利者は土地のみ、
家屋の権利者は家屋と敷地である土地
◦土地や家屋・償却資産の処分をする権利を持っている人
（所有者や裁判所から管理人、破産管財人などに選ばれ

た人）
⇒処分する権利の目的である固定資産
閲覧期間
閲覧場所
手数料

４月１日～ 8:30～17:15
※土・日・祝日を除く
税務課資産税係（三田川庁舎）
１件300円
※縦覧期間中は納税義務者のみ無料

【縦覧・閲覧に必要なもの】
本人を確認する書類
◦個人⇒官公署発行の身分証明書、年金手帳、健康保険証、納税通知書など
◦法人（代表者）⇒身分証明書
◦法人の代理人（従業員･司法書士など）⇒法人の代表者の記名と押印がある申請書
◦代理人⇒委任状及び代理人本人を確認できる身分証明書など
権利を確認する書類
◦納税者⇒納税通知書、課税明細書
◦借地･借家人⇒賃貸借契約書、地上権などの権利の成立や有効性を証する契約書など
◦処分する権限を持っている人⇒所有者は所有権を確認できる登記事項証明書など、
管理人・破産管財人は裁判所などによる選任書
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下水道使用料免除制度のお知らせ
公共下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・
吉野ヶ里町合併処理浄化槽普及促進協議会加入者の浄
化槽保守管理業務委託料（以下、下水道使用料）の免除
制度についてお知らせします。
●使用料とその免除について

下水道使用料は、住民登録の人員数により算定してい
ますが、住所登録されていても、実際は別の場所で生活
している人を対象に下水道使用料を免除しています。
行トピ

●申請方法
受付窓口に次の必要書類を添えて申請してください。

建設事業課 上下水道係
（東脊振庁舎） ☎37-0348

１．提出期限
２．免除の期間

４月17日（金）
最 長で、１年間
（令和２年４月分か
ら令和３年３月分）
※前年度に引き続き免除を希望される場合も、免除申請書
を提出してください。提出がない場合は免除が解除され、
住民登録の人員で使用料を徴収させていただきます。
３．受付窓口
建設事業課（東脊振庁舎）
住民課住民係（両庁舎）
４．注意事項
⑴免除者が戻られた場合には速やかに連絡をお願いします。
⑵申請書類は建設事業課及び両庁舎の住民課住民係、
並びにホームページにご用意しています。

対象者
入院・入所をしている
（１カ月以上が対象）

問

必要書類
申請者の認印、直近の入院･入所先の領収書等・病院からの入院の事実を証明する書類
等の写しなど

学生（大学･専門学校等）
で町外
学生証・アパート契約書・電気水道ガス代領収書等の写しなど
に住んでいる
長期出張・仕事のため
町外に住んでいる

在籍会社による出張証明書・アパート契約書・電気水道ガス代領収書等の写しなど

ふれあい館トレーニングルームの
ご利用案内

問

きらら館


トレーニングルーム
☎52-6687

安心・安全の初回利用、イベントやレッスン内容など
初回指導
利用の流れや使用方法は指導員がサポートします。
個々の体力や目的に合わせて安全で効果的なメニュー
をお伝えします。初めての人でも安心して利用できます。

定期的に日々の体重や血圧、
トレーニングデータを見える化
定期的に日々のデータや体重、血圧などトレーニン
グデータをグラフで返却します。

マンスリーチャレンジ
毎月設定したチャレンジ項目
（筋トレや館内一周な
ど）を行い、シールを貼って巨大絵を完成させるチャ
レンジです。

自由参加レッスン
月、水曜日の10時と14時半に開催
リズム運動や簡単な筋力トレーニング、ストレッチ
体操などを20分間行います。
どなたでも自由に参加できる内容です。
健活スクール
金曜日の10時と14時半に開催（令和元年度実施）
椅子に座ってできる体操や新聞棒、ボール、コグニ
ラダーなど道具を使用しレクリエーション感覚で楽し
めるレッスンです。

利用者の声（一部）

①利用時間、②利用目的、③トレーニング内容

60歳代男性の場合
①8：30
②転倒予防、健康維持
③自転車60分、ミニレッスン20分、
マンスリーチャレンジ数回
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30歳代女性の場合
①子どもが学校に行っている間
②筋力・体力向上、血液検査項目の改善
③自転車30分、筋トレ、子育ての
おしゃべり♪

70歳代女性の場合
①9：30
②体力、脚筋力アップ
③館内ウォーク、筋トレマシーン、自
由参加レッスン20分、おしゃべり♪

行政トピックス

男性の風しん抗体検査・予防接種
風しんの追加的対策として、対象者は無料で抗体検
査と予防接種をうけられます。ただし、予防接種は風
しん抗体価が低い人のみが対象となります。
●対象者 昭和37年４月２日～昭和54年４月１日まで
の間に生まれた男性のうち令和元年度未受
診・未接種者
●実施時期 令和４年３月31日まで

問

抗体検査：医療機関や職場の健康診断
予防接種：医療機関
●クーポン券 ５月初旬までに郵送予定
※無 料で抗体検査・予防接種を受けるには、町が発
行するクーポン券が必要です。
※令 和元年度発行のクーポン券は、令和２年３月31日
まで有効です。４月以降の受診は、５月送付予定の
クーポン券を使用するか、きらら館にご連絡ください。
こども・保健課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

行トピ

問

実施医療機関：県内指定の広域化登録32医療機関
※詳しくは“がんポータルさが”で検索してください
自己負担額：1,500円
※予約の有無等は各医療機関によります。直接病院に
お問い合わせください。

30～44歳の女性へ
子宮頸がん検診と同時に「HPV検査」も受診できます

問

（昨年受診した人を除く）

子宮頸がんの原因と言われている「HPV（ヒト・パピローマ・
ウイルス）」の検査を子宮頸がん検診と併用して受けられます。
併用することで、現在の病変だけでなく、将来の細胞の変化
が予測でき、結果によって、１～３年の受診間隔になります。
検査方法
子宮の入り口の細胞をやわらかいブラシでとる
（従来の細胞診検査と同様）。
検査機関
町が実施する集団検診や毎日検診のほかに、県内
の32の医療機関でも検査が可能です。
通知
対象者には４月中に案内通知（ハガキ）を予定していま
す。その通知を持参し、予約時や検査時に申し出てください。

健康増進係
☎51-1618

●実施場所

20歳以上の女性へ
病院でも子宮頸がん検診が受診できます。
平成29年度より、佐賀県内の指定の医療機関で、子
宮頸がん検診を受診することができるようになってい
ます。ご自身の都合に合わせて受診ができます。

こども・保健課
（きらら館）

こども・保健課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

費用
無料です。
ただし、子宮頸がん検診（細胞診検査）は自己負担額
が必要です。
（500円～1,500円）
HPV検査で陽性だったら
定期的な検査（１回／年）を受けましょう。
将来、子宮頸がんになる可能性のあるウイルスが子
宮頸部に存在することを意味します。しかし、多くの
場合は、免疫力によって自然に消失するため、１回の
検査で陽性であっても過度に心配する必要はありませ
ん。年に１回の検査で感染が持続していないかを確認
することが大切です。

協会けんぽ佐賀支部の健康保険料率は全国で１番高い！
令和２年３月分（４月納付分）から変更となります。

10.75％

引下げ

0.20
佐賀支部

▲ 0.40

Ａ支部

Ｂ支部

Ｃ支部

Ｄ支部

▲ 0.20

Ｅ支部

0.00

Ｆ支部

※任意継続被保険者の方は、令和２年４月分（４月納付分）からとなります。
※40歳〜64歳の方には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

0.40

Ｇ支部

1.79 ％

0.73

令和２年度の全国平均健康保険料率（10.00）との差（％）

0.60

Ｈ支部

介護保険料率
引上げ

10.73 ％

■ 上位・下位５支部における

I支部

1.73％

健康保険料率

0.80

▲ 0.60

健康保険料率について詳しく▶

協会けんぽ

保険料率

2020.4 広報
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集団健診早わかり表

問

詳しくは折りこみ一覧表をご覧ください。

こども・保健課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

健診
（検診）
は、早期発見や健康管理に役立てていただくものです。結果をお渡しするまでに約１カ月要します。
自覚症状のある人は医療機関を受診してください。
（年齢基準日2021年3月31日）
年齢

20歳～39歳

保険

（すべての保険）

時期

40歳～74歳
吉野ヶ里町国保

社会保険等

国保特定健診

※①

後期高齢者医療保険

被扶養者等特定健診（※②）

予約が必要です。

５月

75歳以上

肺がん・大腸がん検診、前立腺がん検診（50歳以上）、結核
健診（65歳以上）

行トピ

７月
10月

若年健診

１月
子宮頸がん検診

7・8月

国保特定健診

被扶養者等特定健診（※②）

後期高齢者健診

胃がん・肺がん・大腸がん検診、前立腺がん検診（50歳以上）、結核健診（65歳以上）
子宮頸がん検診：予約はいりません。
乳がん検診：予約が必要です。
【健康増進係：☎51‒1618】

11月
１月

骨粗鬆症検診：予約はいりません。11月のみ実施。

※① 65歳～74歳で、後期高齢者医療保険被保険者も含みます。
※② 「特定健診」を受診するためには受診券が必要です。受診券を受け取ったら、予約を入れてください。
【佐賀県健康づくり財団☎３７－３３１４】
集団健診時に受診できない保険者もありますので、詳しくはご加入の医療保険者にお問い合わせください。
※
新型コロナウイルスの影響を考え、待ち時間の長い胃がん検診を５月は実施しません。
また予約制として集中をさけるようにしています。ご協力よろしくお願いします。

５月健診の地区割
（社会保険の人も受診できます）

問

こども・保健課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

混雑を避けるため、５月の健診は地区割をしています。都合がつかない人は他の日程でも受診できます。
集中をさけるため予約制です。
日

象

地

区

８日

金

田手村、田手宿、力田、衣村、伊保戸、曽根、箱川上分、箱川下分、
乙ノ馬手、下藤、田中

９日

土

吉野ヶ里、上中杖、下中杖、下豆田、上豆田、上豆田団地、立野、立野団地

10日

日

目達原、目達原西団地、目達原東団地、上中杖上分、苔野

11日

月

吉田、若楠園、萩原、萩原団地

15日

金

永山、坂本、松隈、上石動、下石動、西石動、在川、新宮田、鳥ノ隈

17日

日

上三津西、下三津西、三津住宅、上三津東、下三津東、大曲、松葉、
川原団地、中の原団地、大塚ヶ里、辛上

18日

月

横田、横田住宅、永田ヶ里

2020.4
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予防接種を受けましょう！

問

予防接種法に基づく予防接種を 【子どもの定期予防接種】
「定期予防接種」といいます。
種類
接種回数
次の予防接種が対象となりますの
B型肝炎
3回
で、対象年齢の期間に、必要な回数
ヒブ
1～4回
を接種されることをお勧めします。
小児肺炎球菌

1～4回

４種混合
（ ジ フ テ リ ア・百 日 せ
き・破傷風・ポリオ）
BCG
麻しん風しん混合
（MR）

日本脳炎

対象となる年齢
生後2カ月～1歳に至るまで
生後2カ月～5歳に至るまで
接種開始年齢により受ける回数が異なり
ます。

4回

生後3カ月～7歳半に至るまで

1回

1歳に至るまで

各1回

水痘（水ぼうそう）

健康増進係
☎51-1618

２回

行トピ

接種費用
無 料
（対象年齢を過ぎると全額自
己負担）
持っていく物
母子健康手帳・予診票
接種場所
県内の広域実施医療機関

こども・保健課
（きらら館）

１期：１歳～２歳に至るまで
２期：就学前１年間にある児
（H26.4.2～H27.4.1生）
1歳～3歳に至るまで

1期：3歳～7歳半に至るまで
1期：3回 2期：9歳～13歳未満
2期：1回 ※H12.4.2～H19.4.1生まれは、20歳未満
まで接種可

二種混合

1回

11歳以上13歳未満（小学6年生に通知）

子宮頸がん

3回

中学１年生～高校1年生相当年齢の女子
※現在、副反応により積極的な接種勧奨
を差し控えています

※接種の際は、保護者同伴が原則です。

高齢者の肺炎球菌予防接種について
対象者 65歳以上
※自費・公費に関わらず過去に１回でも予防接種を受
けた人は、対象となりません。
※対象者には郵送でお知らせします。
接種費用 2,500円
接種医療機関の窓口で支払ってください。
持っていく物

健康保険証・予診票

接種場所 佐賀県内の広域実施医療機関で接種できま
す。事前に予約が必要な場合がありますので、直接、医
療機関へお問い合わせください。

問

こども・保健課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

【対象年齢一覧表】
年齢

令和２年度の接種対象者

65歳

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日

70歳

昭和25年4月2日～昭和26年4月1日

75歳

昭和20年4月2日～昭和21年4月1日

80歳

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日

85歳

昭和10年4月2日～昭和11年4月1日

90歳

昭和5年4月2日～昭和6年4月1日

95歳

大正14年4月2日～大正15年4月1日

100歳

大正９年4月２日〜大正10年4月１日
2020.4 広報
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65歳以上の介護保険料のお知らせ
令和２年度の介護保険料は４月１日現在の世帯にお
ける住民税の課税状況等によって７月に確定します。
このため、保険料が確定するまでの納付方法は、次
のとおりとなります。

行トピ

特別徴収（年金天引き）
４・６・８月の納付額は、令和２年度の住民税
の課税状況が確定していないため、令和２年２月
と同額を天引きするようになります（８月から保険
料が変更になる場合もあります）。
普通徴収（納付書・口座振替）
４月から７月までは令和２年４月１日（賦課期
日）現在の世帯の状況と、平成31年度住民税の課税
状況等により算定した保険料を暫定的に納付する
ことになります
（コンビニでの支払いもできます）。
令和２年度

問

佐賀中部広域連合 業務課
☎40-1135
福祉課 福祉係（東脊振庁舎） ☎37-0343

４月２日以降に65歳になる人
介護保険料の納入通知書を65歳になる月
（誕生日の
前日の属する月）の翌月に送付します。
発送時期
令和２年度の納入通知書は、４月中旬に送付します
ので、納期限までに納付してください。
介護保険料の減免
大雨・火災などの特別な事情により保険料の納付が困
難な場合は、保険料の徴収猶予や減免等の制度があります。
また、第２段階または第３段階の人を対象とした減免
制度もあります（７月下旬から受け付け）。
低所得者軽減について
消費税引き上げに伴い、下表のとおり第１段階から
第３段階までの保険料は、軽減対策が行われております。

65歳以上の段階別介護保険料額

所得段階

対

象

者

率

保険料

第１段階

◦生活保護者、老齢福祉年金で世帯全員非課税
◦世帯全員非課税で「所得※」が80万円以下

基準額
月額 1,788円
×0.3
（年額21,456円）
（軽減後）

第２段階

世帯全員非課税で「所得※」が80万円を超え120万円以下

基準額
月額 2,980円
×0.5
（年額35,760円）
（軽減後）

第３段階

世帯全員非課税で「所得※」が120万円を超える

基準額
月額 4,172円
×0.7
（年額50,064円）
（軽減後）

第４段階

本人非課税（世帯内に課税者がいる場合）で「所得※」が80万円以下

基準額
×0.9

月額 5,364円
（年額64,368円）

第５段階

本人非課税（世帯内に課税者がいる場合）で「所得※」が80万円を超える

基準額

月額5,960円
（年額71,520円）

第６段階

本人課税で合計所得金額が120万円未満

基準額
×1.2

月額 7,152円
（年額85,824円）

第７段階

本人課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満

基準額
×1.3

月額 7,748円
（年額92,976円）

第８段階

本人課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満

基準額
×1.5

月額 8,940円
（年額107,280円）

第９段階

本人課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満

基準額
×1.7

月額 10,132円
（年額121,584円）

第10段階

本人課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満

基準額
×1.9

月額 11,324円
（年額135,888円）

第11段階

本人課税で合計所得金額が600万円以上

基準額
×2.1

月額 12,516円
（年額150,192円）

・第１～５段階の「所得※」は、
「本人の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額＋公的年金等の収入額」
のことです。
・「公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額」とは、
「合計所得金額」から「公的年金に係る雑所得」を控
除した金額となります。
（その額が０円を下回る場合には、０円とします。）
・長期（短期）譲渡所得金額の特別控除の適用がある場合には、
「合計所得金額」から「特別控除額」を控除した金額になります。
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任意風しん予防接種の費用助成について
町では「先天性風しん症候群」の発生を予防し、女
性が将来も安心して妊娠・出産できるように、風しん
予防接種費用の助成をしています。
接種を希望する人は、きらら館で事前申請が必要で
す。

問

こども・保健課
（きらら館）

健康増進係
☎51-1618

接種医療機関 佐賀県内の広域実施医療機関
３月までに申請された人は、有効期限が令和２年３
月31日までです。有効期限を過ぎた場合は、再度きら
ら館にて申請をお願いします。
なお、妊婦の同居者の場合は、出産前までが有効期
限となりますのでご注意ください。

行トピ

対象者 町内に住所がある次の人
①妊娠を予定又は希望する女性（未就学児は除く）
②風しん抗体価が低い妊婦の同居者
（定期接種対象者
は除く）
※①②とも風しん抗体検査を実施し、風しん抗体価が
低い人
※同居者とは、住民票で同居が確認できる人

「霊仙寺跡石造三重層塔」と「山祗神社石造狛犬」を
町重要文化財に指定しました
令和2年1月28日、町教育委員会は「霊仙寺跡石造
三重層塔」と「山祗神社石造狛犬」を町の重要文化財
に指定しました。
霊仙寺跡石造三重層塔は現在、修学院の中庭に安置
されていますが、霊仙寺跡にある乙護法堂の背後の大
木の根本付近より掘り出されたものであると伝えられ
ています。
りょうせん じ あとせきぞうさんじゅうそうとう

霊仙寺跡石造三重層塔

問

山祗神社石造狛犬はいわゆる肥前狛犬と呼ばれる、
小形で独特の顔立ちと体型を持つ石造狛犬です。肥前
狛犬は、安土桃山時代末から江戸時代前期
（16世紀末～
17世紀）
を中心に製作され、その分布は佐賀県を中心に
福岡・長崎・熊本県の一部に及んでいます。

やまずみじんじゃせきぞうこまいぬ

１基

山祗神社石造狛犬

種 別：重要文化財（建造物）
所在地：松隈1400番地
（修学院）
所有者：修学院

現在の高さは約114㎝ですが、現存するのは基礎と塔
身、笠石で、一部はほかの石塔より転用されています。
けん じ
基礎は直方体状で、側面には建治 2年（1276）の造立銘
などが2面にわたって彫られています。塔身は立方体
しゅ じ
状で、側面には阿弥陀三尊と地蔵菩薩の種字（仏を象徴
する梵字）が彫られています。
本塔は13世紀後半に制作されており、霊仙寺の活動
が最盛期に達した時代と考えられている13～14世紀当
時の史料として貴重なものです。

社会教育課
（中央公民館） ☎37-0340

２体

種 別：重要文化財（彫刻）
所在地：松隈2165番地268
（山祗神社）
所有者：山祗神社

あ

うん

阿像（高さ約45㎝）と吽像（高さ約46㎝）の一対の狛犬
で、肥前狛犬としては大きいほうで、いずれも前脚を
伸ばし、後脚を折り曲げ正面を向いて座る姿で彫られ
ています。制作年は確認できませんが、県内の製作年
代の明らかな例と比較すると、江戸時代前期
（17世紀中
頃から後半）の製作であると考えられます。
本像は旧肥前国・筑前国との国境沿いに残る肥前狛
犬で、江戸時代前期における石造物の加工技術を考え
る上でも貴重な史料です。

2020.4 広報
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75歳以上の人へ大事なお知らせです
後期高齢者医療保険料は、保険料の収入や医療給付
費の支出等の動向を踏まえて２年に１度見直すことと
されており、令和２年度は見直しの年にあたります。
75歳以上の医療費は、みなさまに納めていただく後
期高齢者医療保険料のほか、公費や現役世代からの支
援金でまかなわれています。
窓口負担
約９万円

行トピ

保険料 約６万円
公費
約53万円
現役世代からの支援金
約39万円
平成30年度１人当たり医療費

約107万円

医療費が年々増加する一方、現役世代の人口が減少
しており、これまでの保険料では、医療費の支出をま
かなうことができなくなります。このことから、令和
２年度・３年度の保険料率について次のとおり見直し
を行います。

問

こども・保健課（東脊振庁舎）

☎37-0345
佐賀県後期高齢者医療広域連合

☎64-8476

後期高齢者医療保険料率が変わります。
年間保険料額＝均等割額+所得割額（基礎控除後の
総所得金額に所得割率を掛けた数）
均等割額

所得割率

平成30・令和元年度

51,800円

9.88%

令和2・3年度

52,300円

10.06%

↓

○賦課限度額が62万円から64万円に引き上げられます。
○均等割額の軽減特例（８割、８．５割軽減）の見直しが
行われます。
安定した制度運営を目指すために、令和２年度の見
直しでは、昨年度８割軽減であった人は７割軽減に、
８．５割軽減であった人は７．７５割軽減となります。
軽減見直しは、年金生活者支援給付金の支給や介護
保険料の軽減強化といった施策により負担軽減がはか
られています。
○軽減適用対象者の拡大（５割・２割）※
が見直し
箇所
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額
【33万円（基礎控除）】以下で、
【被保険者全員が年金収入80万円
以下の世帯（その他各種所得がない場合）
【33万円（基礎控除）+ 28万５千円 ×被保険者数】以下の世帯
【33万円（基礎控除）+ 52万円 ×被保険者数】以下の世帯

１．募集人員
満３歳児（年少々）のうち、平成29年４月２日～平成
30年３月1日生…15人程度
※混合クラスのため、３歳児定員の32人の枠内での募集。
２．募集対象
幼児、保護者ともに吉野ヶ里町内在住者
※満3歳（誕生日前日）になる月の翌月以降、入園可能。
また、入園日は、毎月1日。
３．入園及び在園時の経費
利用者負担額（授業料）／月額
無償
教材費・学年費等／月額
約2,000円
用品代／年額
約5,000円
※給食費は実績により徴収
250円／１食当たり
４．教育内容
⑴教育時間 平日９：０0～1４：30
※原則、慣らし保育期間があります。
⑵登降園 保護者の送迎が必要です。
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７割
７.75割

【33万円（基礎控除）】以下の世帯

令和２年度吉野ヶ里町立東脊振幼稚園
満３歳児募集〔はじまります!!〕

均等割額の軽減割合

５割
２割

学校教育課

申 ・ 問 （中央公民館）


☎37-0339
東脊振幼稚園 ☎52-2936

⑶預かり保育 保育時間 教育時間終了後から18：00
長期休業期間は８：30〜18：00
利用料金（１日） 教育日300円 長期休業日500円
※預かり保育は、保育の必要性があると認定された場
合、利用料金の補助制度があります（満3歳児につ
いては住民税非課税世帯のみ）。
５．選考方法
先着順とし、４月1日現在で兄・姉が就園している
幼児を優先します。
６．申込書
吉野ヶ里町教育委員会学校教育課・東脊振幼稚園に
準備しています。また、吉野ヶ里町ホームページから
のダウンロードも可能です。
７．受付期間
（※幼児の生年月日によって受付期間が異なります）
入園希望月の前々月の初日から末日まで
（土日祝日
を除く）。ただし、５月入園希望者については、４月
10日（金）まで。

子育て

三田川児童館
だより

開館時間 月〜土曜 9：30〜18：00
休 館 日 日・祝・年末年始
利用対象 0歳から18歳までの子どもとその保護者

※就 学前幼児は保護者同伴、小学生のみは17:00まで
の利用です。



問

三田川児童館

☎ 53-1117

【４月の催し】下記の催し以外の日も開館しています。お気軽にお越しください。
日にち

時

間

行

４日(土) １0:00～11:30 「第11回

事

対

将棋クラブ」

象

定

員

材料代等

受付開始日

どなたでも

11日(土) 14:00～16:00 「土曜工作」～こいのぼりを作ろう！～
13日(月) 11:00～12:00 「マンデー親子のつどい」

小学生以上

10人
程度

無料

12人

200円

未就学児親子

「クッキング」
～ピーチタルトとドームパンを作ろう～

18日(土)

14:00～16:00

20日(月)

10:30～11:30 「ドレミ広場」

23日(木)

10:30～12:00

25日(土)

14:00～16:00 「ピンポン(卓球)開放デー」

27日(月)

10:30～11:30 「フルーツ親子広場」

小学生以上
未就学児親子

「ママのアラカルト教室」
町内在住のママ
～アイスボックスのこいのぼりクッキーづくり～

４月1日

無料
10人
程度

小学生以上
未就学児親子

500円

４月１日

無料

●４日/昨年から毎月第1土曜日に開催してきた将棋クラブは、本年度も続けて行います。初心者も大歓迎です。
●18日/
「クッキング」は、ホットケーキミックスで簡単にできるタルトやパンを作りながら楽しみましょう。
●23日/
「ママのアラカルト教室」は、栄養士の山野先生により端午の節句にぴったりのクッキーづくりです。

２月20日

～お花いっぱい～

木

子

フラワーアレンジメント

保健行事
行

事

名

定期健康相談
４カ月児健診
７カ月児健診

◆母子健康手帳は、きらら館で随時交付します。
（妊娠届出書、
印鑑、
マイナンバーがわかるものを持参）。
４月

受付時間

毎週月曜日

９:00～11:00

7（火）

場

問

所

きらら館

検索

こども・保健課 健康増進係（きらら館） ☎51-1618
対

令和元年12月生

13:15～13:30

令和元年９月生

13（月）

10:20～10:30

１２カ月児相談

15（水）

13:00～13:15

3歳６カ月児健診

24（金）

２カ月児相談
ひまわり相談
（要予約）

象

者

持参するもの

一般町民

13:00～13:15

ワン・ツー体操

て

三田川児童館の活動の様子は・・・Facebook
（フェイスブック） 三田川児童館

育

町内の花屋「サンフラワー」の古賀さんより、フラワーアレンジメントの仕方を教えて
いただきました。色とりどりの花をバランスよく生け込みながら素晴らしいフラワーアレ
ンジができました。お家に飾って、華やかな春の雰囲気を楽しまれたことでしょう。

母子手帳 バスタオル
こどもノート

1歳半以上の幼児と保護者

飲みもの(水筒)

平成31年４月生

母子手帳

こどもノート

13:00～13:30

平成28年9・10月生

母子手帳

健康診査票

28（火）

13:00～13:15

令和２年2月生

母子手帳

バスタオル

30（木）

①9:00 ②10:00
③11:00

きらら館

きらら館

こどもの予防接種
すべての予防接種は、佐賀県内の予防接種広域実施医療機関で接種
できます。順序や日程は、かかりつけ医と相談しながら決めましょう。

未就学児とその保護者（要予約）

救急医療情報案内

夜間や休日に診察してもらえる医療機関を調べたい時

佐賀広域消防局

☎３１−８８９９

2020.4 広報
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【５月号募集】 掲載号の1カ月前の１日締め切り
町内在住で５月に誕生日を迎えるお子さん（６歳まで）。
ふりがな

○お子さんの氏名、年齢、住所、
保護者氏名、連絡先
○メッセージ（50字以内）
○写真
申 ・ 問 財政協働課 広報・協働係 ☎37-0331

４月

い とう

伊東

April

り

Ｅメール又は、財政協働課窓口（三田川庁舎
１階）でお申し込みください。
※応募者多数の際は、抽選となります。

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

く

かもはら

凌功くん

蒲原

２歳

【家族からのメッセージ】

ゆい な

しんむら

横尾 結那ちゃん

新村

４歳

【家族からのメッセージ】

つ

もとむら ゆ り な

律斗くん

本村優里菜ちゃん

１歳

２歳

【家族からのメッセージ】

りつ、1歳のお誕生日おめ
でとう♡これからもニコニ
コ笑顔で元気に大きく成長
してね☆！大好き～っ♡

さ な

もりぞの

川副 紗奈ちゃん

１歳

1歳 の お 誕 生 日 お めで と
う！！出来ることが沢山増え
たね！碧、だいすきだよ♡

【家族からのメッセージ】

お人形遊びが大好きなゆい
ちゃん♥いつも笑顔で元気
いっぱい！これからもスク
スク大きくなってね

かわそえ

り

碧ちゃん

【家族からのメッセージ】

お調子者の凌功君！お誕生
日おめでとう♡これからも
沢山食べて沢山笑って大き
くなぁれ♡

よこ お

あおい

2歳のお誕生日おめでと
う！これからもたくさん
笑ってたくさん食べる元気
な優里菜ちゃんでいてね♡

こ はる

森園 心春ちゃん

４歳

１歳

【家族からのメッセージ】

【家族からのメッセージ】

４歳おめでとう♥笑顔いっ
ぱいの紗奈が大好きだよ♥
元気に大きくなってね♥

1歳のお誕生日おめでとう
♡これからも沢山食べて元
気もりもりの心春でいて
ね！みんな心春が大好きだ
よ♡

子
育

図書室だより

て

●開館時間
●休館日

平日（月～金）9 :00～17:00
土曜日 9 :00～13:00 （中央公民館のみ）
問 中央公民館
日曜日・祝日
☎37-0341／東脊振公民館 ☎52-3499

≪東脊振公民館に新しい本が入りました！≫
図

書

名

著

黒武御神火御殿
風間教場
時空旅行者の砂時計
ぼくを探しに
うみまだかな
ねこなんていなきゃよかった
すべりだい
のりまき
※すべて中央公民館でも取り寄せ可能です。

『紙鑑定士の事件ファイル』

者

広報
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内容紹介があります！
ぜひお立ち寄りください♪

≪今月のおすすめ本≫

歌田 年／著
宝島社／出版

どんな紙でも見分けられる男・渡
部が営む紙鑑定事務所に、
「神探偵」
と勘違いした女性が浮気調査の依
頼にやって来る。１枚のプラモデ
ルの写真を手がかりに意外な真相
にたどり着いた渡部。次に妹を探
す女性が訪ねてきて…。

20

公民館のロビーに新刊の

名

宮部 みゆき
長岡 弘樹
方丈 貴恵
シルヴァスタイン
うちむら たかし
村上 しいこ
新井 洋行
小西 英子

『ごはん山』

はらぺこめがね／著
白泉社／出版
こんもり炊きたてごはんは、な
んだか「お山」みたい。
「すしがたけ」
「どんぶり山」
「しゃかしゃか山」…。
いろんな「ごはん山」に一緒に登っ
てみよう！

吉野ヶ里
高齢者に関する総合的な相談窓口

吉野ヶ里町

地域包括支援センター
（東脊振庁舎福祉課内）
☎37-0344

『おたっしゃ本舗吉野ヶ里』は、こんなところです

（吉野ヶ里町地域包括支援センターの愛称）

～高齢者に関するご相談は、お気軽におたっしゃ本舗までお寄せください～
高齢者のみなさんの総合相談窓口です

高齢者のみなさんの権利を守ります

高齢者だけでなく、ご家族や近所にお住ま
いの人など、どなたでもご相談ください

成年後見制度を紹介したり、高齢者虐待等
の早期発見や防止のための支援を行います

介護保険サービスを
利用したい

車の運転に自信が
なくなってきた

お金の管理に
自信がない

振り込め詐欺が心配…

暮らしやすい地域づくりに取り組みます

自立した生活ができるように支援します

住み慣れた地域で安心して暮らすことがで
きるよう、介護サービス事業者や医療・行政
機関のネットワークづくりを進めています

介護予防が必要な人や、要支援１・２と認
定された人の支援に取り組んでいます

４月の行事予定

日

時

場 所
問
その他

今の筋力を
維持したい

お知らせ

つまずきやすく
なってきた

ひとりで抱え込んでいませんか？
まずは、お気軽にお電話ください

認知症カフェ（誰もが気軽に参加できる集いの場）
すずめカフェ
いしなりカフェ（うたごえの会）
４月８日（水）10:00～12:00
※送 迎を希望する人は、４月６日（月）までにご ４月18日（土）13:30～16:00
連絡ください
吉田1989-4
石動3210
社会福祉協議会 ☎52-7831
さざんか園 ☎53-2877
上記以外に毎週月・水曜日 利用可
上記以外に毎週水曜日 利用可
詳細は、要問合せ

日 時
場 所
申・問

もの忘れ相談室（専門医による無料相談会）
４月14日（火） ①15:15～ ②15:55～ ③16:35～ （※要予約）
東脊振健康福祉センター「きらら館」相談室
おたっしゃ本舗吉野ヶ里（地域包括支援センター）
2020.4 広報
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お知らせ
事業主の皆様へ

お知らせ

22

資格取得届・喪失届提出のお願い
資格取得届
実際に従業員を使用することに
なった日から、５日以内に届け出。
資格取得年月日
「試用期間」や「研修期間」を設
けていても、報酬を受け取ることと
なる「実際に就労した日」
個人番号または基礎年金番号
本人確認後、個人番号
（マイナン
バー）
を記入。基礎年金番号を記載
する場合は、年金手帳や基礎年金番
号通知書の番号を記入。
報酬月額
基本給のほか、通勤、家族、住宅
など諸手当を含む。
（食事や住居など
の現物支給も加算。）
また、残業手当
や不確定な手当は、同様の勤務を参
考に算出。
※「被保険者資格取得届」の被保険
者整理番号欄は未記入で。
資格喪失届
従業員が退職、死亡した場合、ま
たは、70歳・75歳に達したときなど
に、５日以内に届け出
資格喪失年月日
【次の事由に該当した日の翌日。
】
①退職、死亡
②常用雇用から臨時雇用に切り替わ
り適用除外。
【次の事由に該当した当日。
】
③厚生年金保険については、70歳に
達した日
（誕生日の前日）
④健康保険は、後期高齢者医療の被
保険者となった日
（75歳の誕生日
の当日または65歳以上75歳未満で
障害認定を受けた日）
※退職、転職、死亡などの年月日を
備考欄に記入。
上記の①～②及び④の場合は、す
べての健康保険証
（本人・家族）
を添
付してください。
退職後の医療保険や年金
健康保険の資格を喪失すると、次
のいずれかの医療保険に加入します。
• 健康保険の任意継続被保険者
広報

2020.4

申 ＝申し込み先
問  ＝問い合せ先

YOSHIN

（退職後20日以内に手続き）
。
• 国民健康保険に加入
• 家族の健康保険などの被扶養者
60歳未満で厚生年金保険の資格を
喪失した場合は、国民年金の加入手
続きが必要です。
申・問 佐賀年金事務所
厚生年金適用課 ☎31-4191
住民課
☎37-0351

民生・児童委員紹介

不在だった「上豆田」の民生・児
童委員を決定しましたのでお知らせ
します。任期は令和４年11月30日ま
でです。

柳本

問 福祉課



照子

福祉係（東脊振庁舎）
☎37-0343

労働基準監督官採用試験

受験資格
⑴平成２年４月２日～平成11年４月
１日生まれの人
⑵平 成11年４月２日以降生まれの人
で次に掲げる人
 ① 大学を卒業した人及び令和３
年３月までに大学を卒業する見
込みの人。
 ② 人事院が①に掲げる人と同等
の資格があると認める人
試験日 ６月７日（日）
採用予定数（２月１日現在の見込み）
労働基準監督Ａ（法文系）約185人
労働基準監督Ｂ（理工系）約45人
試験種目 基礎能力試験、専門試験
第１次試験地 福岡市等
受付期間 インターネット受付
３月27日（金）～４月８日（水）
【受信有効】
問 佐賀労働局
☎32-7155

自衛官募集

募集内容・受付期間
①幹 部候補生（一般）②（医科・歯科）
５月１日まで
③自衛官候補生・通年
④一般曹候補生・５月15日まで
⑤技術（海上・航空）幹部⑥曹
５月22日まで
受験資格
① 22歳以上26歳未満
② 20歳以上30歳未満
③④18歳以上33歳未満
⑤ 大卒以上
⑥ 20歳以上（国家免許資格取得者）
試験日
①５月９日～10日 ②５月９日
③決定後通知
④５月23日
⑤６月22日
⑥６月19日
問 自衛隊佐賀地方協力本部
鳥栖地域事務所

☎0942-83-4077

職業訓練受講生募集
６月入所生
募集科
CAD/NC
オペレーション科
溶接技術科

定員

住環境CAD科

15人

15人
12人

募集期間 ４月22日
（水）
まで
入所選考 ５月７日
（木）
※筆記試験と面接を、ポリテクセン
ター佐賀で実施します。
訓練期間
６月２日
（火）
～11月26日
（木）
受講料 無料
（全訓練期間中）
※テキスト代等は別途自己負担。
応募 資格 新たな職業に就こうと
する求職者で、受講意欲がありハ
ローワーク所長より受講指示又は
受講推薦等を受けた人。
申込み 最寄りのハローワークでご
相談のうえ、応募書類を提出して
ください。
その他 施設見学、訓練内容の説明、
訓練体験など「オープンキャンパ
ス」を毎月、無料で実施していま
す。お気軽にご参加ください。
（開庁日は毎日見学できます）
。
問 ポリテクセンター佐賀

☎26-9516

OGARI INFORMATION
ろう！
と知
っ
も

私たち の 選挙

選挙運動は、文書図画
（文字や記
号、絵、写真などが記載されたす
べて）
によるものと、演説その他の
言論によるものに分類されます。
文書図画による選挙運動は、お
金のかかる選挙の原因となりやす
いことから、
詳細な規制があります。
選挙で使用できる文書図画は、
次のものだけです。

町営住宅空き室情報

第24回

選挙運動の方法
ぶんしょ と

が

住

間取り

空室（件）

２DK

１

２LDK

８

３DK

20

中の原団地
（A・B棟）

２DK

２

３DK

９

立野団地

３LDK

２

目達原東団地

３LDK

１

「文書図画」

〇選挙運動用の通常はがき
〇ビラ 〇ポスター
〇パンフレットまたは書籍
〇新聞広告
〇選 挙 事 務 所 、演 説 会 場 の ポ ス
ター、立札、看板
〇選挙カーに取り付けるポスター、
立札、看板
〇候補者が身につけているたすき
や胸章など
〇選挙公報 〇インターネット

問 選挙管理委員会
（三田川庁舎）

☎37-0330

「アドベンチャーバレー SAGA」オープン

宅

川原団地

３月26日現在
管理係
（東脊振庁舎） ☎37-0348

申 ・ 問 建設事業課

町長交際費
令和元年度の支出状況

「トム・ソーヤの森」がリニューアルオープンします。
施設総称は、
「アドベンチャーバレーSAGA」。

【令和２年２月】
種別

森の中を木から木へと移動するコースや、地上へ颯爽と滑り降りる

件数

金額（円）

ジップスライドが楽しめる「フォレストアドベンチャー・吉野ヶ里」が

弔

慰

０

０

４月23日に一部オープンし、マウンテンバイクなどが楽しめる「トレイ

慶

祝

0

0

ルアドベンチャー・吉野ヶ里」も令和３年春にオープン予定です。

会

費

0

0

賛助金

１

10,400

渉

外

０

０

その他

０

０

合計

1

10,400

子どもから大人まで森
林を楽しめる施設です。
ぜひお越しください。
※キャンプ場として利用
できません。
問  産業振興課

商工観光係

新

聞

雑

紙 シュレッダー ダンボール 紙パック トレイ アルミ缶 スチール缶

4,140 3,670

140

ペットボトル
ペットボトル
古
キャップ

1,000

問 住民課

60

着

1,440

2,000

120

売却金額

150

570

150

93,302 円

売却代金は、環境教育（子ども達や各種団体）や紙紐・花苗購入などに使用しています。

４月１日から佐賀地方気象台の「天気の問い
合わせ」の電話窓口が変わります。
●平日日中 8:30～17:15
☎32-7027
●夜間・休日
☎32-8080
自動音声による気象情報 終日利用可
自動音声による気象情報では、警報・注意報の
発表状況、天気予報、観測結果をお聞きいただけ
ます。音声案内に従ってご利用をお願いします。
問 佐賀地方気象台

☎37-0330

環境衛生係（三田川庁舎）

☎37-0335

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●４月の開館日 月～金曜日（水曜・祝日を除く） 8:30～17:00
毎週土曜日
 8:30～17:00
第一日曜日
４月５日
8:30～17:00
☆南部地区回収所（温水プール北）
●回 収 日 月～金曜日（水曜・祝日を除く） 8:30～17:00
※天候により中止する場合があります。

有料広告

気象台の電話窓口が変わります



お知らせ

よしのがリサイクル （2月搬出分・単位：㎏）

☎37-0350

問 総務課
（三田川庁舎）

1レッスン２時間

開始時刻：9：30、13：00

お一人おひとりに合ったペースで
個別指導をしますので安心です

土日祝も営業

不定休

パソコンをお持ちで
ない方もOK！
予約制

まずはお電話を！

（担当：飯田）

☎32-7026
2020.4 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問  ＝問い合せ先

各種相談

司法書士による無料相談会 要予約

日時 ４月９日（木） 13:00～15:00 原則30分程度
場所 東脊振庁舎２階会議室
申 ･ 問 産業振興課 商工観光係
（東脊振庁舎） ☎37-0350
（受付 平日8:30～17:15）

弁護士による無料相談 ※祝日・年末年始を除く。

●電話相談 原則10分程度
毎週火曜日 17:30～19:30
毎週土曜日 13:30～15:30
申･問

佐賀県弁護士会

●交通事故専門無料相談
毎週火曜日 13:30～16:00
原則30分程度
場所 佐賀県弁護士会館

注文した覚えのない
荷物が届いた！

注文した覚えのない荷物が届いたという相談が寄
せられています。
事例
頼んだ覚えのない宅配便が自分宛に届いた。送り
主の名前が書かれておらず、荷物は外国から送られ
てきている。通信販売なども一切したことがない。
不審に思って受取拒否をした。今後の対処法を知り
たい。

☎24-3411

司法書士による電話無料相談
毎週月・木曜日 18:00～20:00
担当 佐賀県司法書士会
問

消費生活
相
談

YOSHIN

司法書士電話無料相談

毎週火曜日 18:00～19:30
担当 リ
 ーガルサポート佐賀支部

☎29-0635

労福協無料法律相談会

日時 ４月19日（日） 13:00～16:00
場所 佐賀県労働会館３階
申 ･ 問（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 ☎0120-931-536

行政・人権相談

日時 ４月６日（月） 9:30～12:00
場所 農村環境改善センター
問 総務課 総務係
（三田川庁舎） ☎37-0330

アドバイス
贈り物の可能性もありますが、一方的に送りつ
けられ、開封したところ、請求書が入っていたと
いうケースもあります。その場合、商品を受け取っ
た日から１４日間（商品の引取りを販売業者に請求
したときは、７日間）を経過すれば自由に処分で
きます。商品の代金を支払う必要はありません。
代金引換で届くこともありますが、支払ってし
まうと返金交渉は困難です。申込者が不明な場合
は受取を保留して、注文者を確認しましょう。誰
も申込んでいない場合は、
「受取拒否」をしましょ
う。受取拒否をした後で請求書が届いた場合は、
消費生活相談窓口にご相談ください。

女性のための総合相談日

日時 ４月２日（木） 10:00～16:00
場所 健康福祉センターきらら館会議室
申 ･ 問 こども・保健課 子育て包括支援係
（きらら館）
☎51-1618

お知らせ

出張 家計の困りごと相談室 要予約
４月の相談室は中止になりました。
申･問

福祉課 福祉係
（東脊振庁舎） ☎37-0343

時間外交付 要予約

毎週火・木 19：00まで ※祝日の場合は翌日
問 住民課 住民係
（三田川庁舎） ☎37-0333

貞島司法書士事務所

場所

問い合せ

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

火

神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37-0107
☎ 52-2181

水

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

木

吉野ヶ里町（東脊振庁舎）

☎ 37-0350

金

神埼市

☎ 37-0107

佐賀県消費生活センター
毎日 （アバンセ内）
※受付 9:00 ～ 17:00
有料広告

有料広告

相続・遺言・生前贈与、
身近なトラブル・法律相談

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）
受付時間 9:30 ～ 15:30

☎ 24-0999

・相続手続（家や田や畑が亡くなった方の名義になっている）
・遺言書 （死んだら、家や土地の名義はどうなるだろう）
その他

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

等

相談は、無料です。
ゆずりは

行政書士

相続、
遺言、成年後見人のご相談はお気軽に
まずはお電話

初回相談無料！
（30分程度）

0952-37-9655

受付時間 平日9:00〜18 00

神埼郡吉野ヶ里町吉田667-58
駐車場有（佐賀銀行三田川支店）より南へ５軒目
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日本行政書士会登録番号 05410974

〒842-0121 神埼市神埼町志波屋3627
TEL 0952-53-1747
ホームページ

ゆずりは

神埼

検索

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。

OGARI INFORMATION
ふれあい館トレーニングルームだより

隙間時間を有効活用！
簡単・時短の30分トレーニングがおススメ♪
隙間時間にママ友と

自転車での有酸素性運動と筋トレマシン２台で30分程度の短
時間トレーニングがおススメです。
“塵も積もれば山となる”
お子様の待ち時間や昼休みに利用しませんか？

ウォーキングの後に

簡単なストレッチ体操や筋力トレーニングで、
20分のレッスンを１日２回(①10：00〜、
②14：30〜)開催中。隙間時間に身体をほぐし
スッキリしませんか？
レッスンのみの参加もOKです

なかしま整形外科クリニック

５日

神埼町本堀2934-25
☎51-1430

（日）

くらとみ眼科医院
神埼町田道ヶ里2435-1
☎52-8841

南医院
千代田町直鳥808-1
☎44-2777

19日

ごんどう耳鼻咽喉科
神埼町田道ヶ里2226-1
☎55-7001

久和会 和田内科小児科医院
神埼町神埼293
☎52-2021

みつます耳鼻咽喉科
吉野ヶ里町吉田2906-1
☎53-8820
みねこ皮ふ科クリニック
吉野ヶ里町吉田2154-3
☎51-1655
最所医院
吉野ヶ里町吉田826-3
☎52-2452

29日

５月

３日

（日・祝）

対象は18歳以上（高校生除く）の町民となります。

問 きらら館内トレーニングルーム（月～金）
（月水金のみ）
  ふれあい館内トレーニングルーム

☎52-6687
☎52-8075

小森医院

４日

吉野ヶ里町豆田1254-2
☎52-1136

（月・祝）

ひらまつふれあいクリニック

５日

吉野ヶ里町吉田2925-1
☎51-1110

（火・祝）

西谷クリニック

６日

吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

（水・振）

和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046
古賀内科

千代田町境原282-2
☎44-2311

中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488
神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818
和田記念病院
神埼町尾崎3780
☎52-5521
たけうち小児科
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

～防災クイズ～

クイズを解いて防災について詳しくなりましょう！
熊本地震以前、熊本で30年以内に震度６弱以上の
地震が起きる確率はどの程度だと言われていた？

平成23年３月11日に東日本大震災が発生して９
年。平成28年４月14日に熊本地震が発生して４年。
どちらも記憶に新しい大震災です。他人事とは思わ
ず私たちも対策を怠らないようにしましょう。
＜解説＞
平成28年に起きた熊本地震では、最大震度７を観
測。しかし国が作成した「地震動予測地図」による
と、熊本が30年以内に震度６弱以上の地震に襲われ
る確率は0.9％未満だと言われていました。災害の
起きない場所などないと心得て、対策をしておくこ
とが重要です。
答え：③ 0.9％未満

町と協定を締結したヤフー株式会社が昨年行った
「全国統一防災模試」で実際に出題された問題です。

問 総務課
有料広告

法、戒名彫刻
せき

ゆう

しゃ

石 裕 社
吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210

石裕社

検索

交通防災係（三田川庁舎） ☎37-0330

※墓所が吉野ヶ里町周辺。
※立地条件によって金額が異なります。

御本尊 ご先祖様そして家族に感謝

お知らせ

① 10.5％以上
② 4.8％
③ 0.9％未満

WEB

しらいし内科
神埼町城原1256-1
☎52-3848

12日

（日）

（水・祝）

広報紙をきっかけに体重維持、生活習慣
病予防のため、子どもが帰ってくるまで
の隙間時間に利用しています。少しずつ
効果を実感し、30分の自転車こぎと筋ト
レを週２、３回続けています♪

9：00 〜 17：00】

当番医療機関

26日

運動しなければいけないけど
子育て中で後回しに…

ちょこっと防災講座㊱

日

（日）

サークル活動の後に仲間と一緒に不足しがちな
健康づくり運動しませんか？

30歳代 女性
継続期間 ２年

月
４月

（日）

サークル活動の後に

利用者の声

休日在宅当番医療【診察時間

税込

20,000円

新規墓石
墓石リフォーム
墓じまい など

何でもお尋ねください！

石裕社は決して大きな会社ではありません。代表者がまごころで営業、設計、施工まで行っております。お客様からのご縁をお待ちしております。

2020.4 広報
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吉野ヶ里町の電話帳
市外局番は「0 9 5 2 」です。
【三田川庁舎】

代表53-1111

総務課

☎37-0330

財政協働課

☎37-0331

まち未来課

☎37-0332

住民課

☎37-0333

環境衛生係

☎37-0335

税務課

☎37-0334

会計課

☎37-0337

議会事務局

☎37-0338

【東脊振庁舎】

代表52-5111

住民課

☎37-0351

こども・保健課

☎37-0345

福祉課

☎37-0343

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）
建設事業課

☎37-0348

産業振興課

☎37-0347

商工観光係

☎37-0350

農業委員会

☎37-0353

【中央公民館】
学校教育課

☎37-0339

社会教育課

☎37-0340

中央公民館

☎37-0341

東脊振公民館

☎52-3499

します

お伝え

々を
エの日

ノイ

つうしん

きらら館喫茶コーナーにある、子育
て応援スペースNeueの日々の様子な
どをお伝えします。
2020年度スタート！
新年度がスタートしました。ご自身
やご家族を取り巻く環境ががらりと変
わった人も多いのではないでしょうか。
吉野ヶ里町へ転入してきた人もたく
さんいらっしゃるかもしれませんね。
どうぞよろしくお願いいたします。
ノイエでは、こどもとそのご家族を
応援する、町の色々な情報を、いつで
も見ることができるように置いていま
す。
「こんな時はどこで聞いたらいい
のかわからないな」ということも、ど
うぞお尋ねください。
ここで暮らせてよかったとこども達
もご家族も思えるような、子育て応援
の場になることを願いながら、ノイエ
は今日も皆さんをお待ちしています。

問

こども・保健課（きらら館）☎51-1618
Neue（ノイエ）☎080-9067-0220

第7回お譲り会を開催します！
ノイエでは、年に2回皆さんから寄
せられるこども・子育て応援物品のお
譲り会を開催しています。
今年度最初のお譲り会の日程が決ま
りましたのでお知らせします。
【日時】 5月30日（土）
9：30 開場
 10：00スタート（12：00終了）
【場所】きらら館内
お譲り品を募集します！
お家に眠っているこども・子育て
グッズはありませんか？ノイエでは
「よかったらどうぞ」と「ありがとう」
が町の中でつながるお譲り会を定期開
催しています。お譲り品として受け入
れができる物品の詳細につきまして
は、ノイエまでお問い合わせください。
開所時間 10：00～16：00
（※土曜日開所は10：00～15：00）
開所日

 曜～金曜（祝日除く）
月
及び毎月第3土曜日
（月によって土曜開所日が異なる時

がありますのでご確認ください）

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

ブログ

三田川健康福祉セン
☎51-1965
ター「ふれあい館」

※４月の土曜ノイエは11日（土）です！

東脊振幼稚園

☎52-2936

吉野ヶ里保育園

☎52-3024

三田川児童館

☎53-1117

温水プール

☎52-1944

さとやま交流館

☎37-5517

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（３月１日現在）
男

7,867人（−10）

女

8,275人（+６）

合計

16,142人（ー４）

◉世帯数

6453世帯（+９）

※出生数12人


死亡数12人

（２/1～２/29届出）

26

広報

2020.4

４月の軽トラ市は

中止です。

さざんか千坊館休館日は

15日（水）です。
問

さざんか千坊館 ☎55-6175

町 の 行 事 に つ い て、
新型コロナウイルスの
影響で中止となる場合
があります。
事前にお電話等でご
確認ください。
●５月号は４月30日（木）発行です。

吉野ヶ里

ノイエ

検 索

編集後記

空 っぽだなぁ、と雲のない空を見ると思
います。真っ青な空、真っ新な制服。
さ ら

新入学生が緊張の面持ちでバスを待つ季節で
す。不安な時間が短くて済むよう、ドライバー
のみなさん、バスをいれてあげてください。
初めてのバス通学のみなさん、時には車窓か
ら空を。救われる日もあると思います。澄ん
でいこう。
（八谷）
は買うほうがいいのか、賃貸のほうが
いいのか、なんてことを最近よく考え
ます。独身のくせに…家や土地を購入したら
財産になるからメリットだなーと思っていた
けど、将来空家になってしまう可能性もある
んだなと今回の特集の取材を通して考えさせ
られました。特集で取り上げたことで良い影
響が少しでも出れば嬉しいですね。４月でよ
うやく広報２年目。写真の技術や文章力など
まだまだ発展途上ですが、読みやすい広報紙
を届けるために今年度も頑張ります。 （翼）

家

YOSHINOGARIBUN-GEI

俳





講師

吉野ヶ里文芸

句

亀鳴けり税の申告してをれば



佐賀が好き花絵の表紙春告げる
蕗の薹一品加へ夕厨



道照らす古刹の弥陀や臥竜梅 
落ち椿見つめてもなほしとやかに



亡き友は宵の明星冴返る 
うかうかと母の齢越ゆ春の星
兄偲ぶ生の松原春の海
あるじ

しだれ梅主の思ひ受けて咲く 
二才児の鬼ぢゃ鬼ぢゃと豆をまく



大澤ヨシノ

柳



真島

真島

凉

芽

幸子

中島三千子
福山

草津

紀子

公代

古賀由紀子

那須

がっくい
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むしゃむしゃと明日へ続く虹を食べ 


太陽にガッツポーズを見せつける
庭の隅こぼれ種から届く春
カーナビの声に思わず返事する



ウイルスですべてが止まり孫が来る
積雪にうろたえている春セーター
女ってまわりくどいなとおんな

初子

大坪カツヨ

向井

大塚美代子

気は若い脳が時々ケツマズク





邦枝

コロナコロナ世界の春が泣いている

於保
春枝

香田

喜治

幸美
小池

角田


俊子



英之

世界中見えぬコロナに攻められる

中島

あら炊きを柚子胡椒なら美味にする

城島
京子

田中千津子
西尾



城野くみ子

認知症予防の話には乗らぬ

真島久美子

幸



伊東

こぼれてもこぼれてもなお人の波



西村

井上千代子

然もありなん四十代のシンデレラ



春枝

井上

言いづらい事を切り出すタイミング

正紘

小浜史都女

初音

真島美智子

（目達原）向井

啓子



葉）香月

（松

解説

ピンポーン飛び出していく老い一人




敏明

（目達原）渡邊登志子
（立

君子

野）土井
（伊保戸）中島

はぁ…。芸能人のごた（涙）

がまだしやい。

ぴたり。
「かっぽい」は、ちょうどぴたりとはまる。

すかんぽの芽や天山のうすわらひ

短 歌
三月は思い出深い春なのにみえぬコロナに暗く寂しい



服の好み知りたる店員お勧めの薔薇の刺繍にいつしか落ちて




目に見えぬコロナウイルス感染に不安な日々の終息祈る
如月の雨降る谷の薄明かり梅の古木に白花咲くも
そこここにコロナウイルス影響し天満宮の参拝静か

佐賀弁講座

ばあちゃんが買うてくいた
ネクタイもしたばい！

（ちょうど）

かー！スーツのがっくい
おうとっちゃんね！！

がっくい

ばあちゃん、どがん？

第 33 回

入社式の朝

例文

つとむ師匠の

2020年４月号

吉野ヶ里町広報紙（毎月1回発行）

広報よしのがり

令和元年度〜卒業式〜

第170号

所得税・贈与税・個人事業者の
4月16日まで
消費税

鳥栖税務署でお願いします
☎0942-82-2185（代表）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申告期限が延長されました
個人町民税・県民税

役場三田川庁舎税務課で受付
☎37-0334

4月16日まで

VOL.48

おお

ば

大庭

せい

や

誠也

さん（57）

店
住

名
所

大庭日本料理
吉田276-4
☎52-2255

予約制 和食店
大・小宴会、祝・法事

お客様の喜ぶ姿を見たい
朝の５時半から始まる佐賀の魚
市場に行っています。競り落とし
た新鮮な魚を、お客様の喜ぶ顔を
想像しながらワクワクで調理して
います。食材が入ってこない時な
ど大変なこともありますが、仕事
が終わり、疲れた時に一番喜びを
感じています。これからもお客様
に愛される店を目指していきます。

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

きっかけは雑誌を見て
志摩観光ホテル元料理長の高橋忠之
さんが作る繊細な魚料理の写真を見た
時に感動して、料理人になりたいと思
いました。それから大阪の洋食レスト
ランや、福岡の和食料亭で修業を積み、
昭和63年に開業しました。その後、年
に３回は東京へ知人の紹介で、有名料
理店を予約し勉強に行っています。和
食の他、フレンチ、イタリアン、中国
料理店にも足を運んでいます。

編集・発行／吉野ヶ里町財政協働課

印象に残っていること
30年前に吉野ヶ里遺跡が発掘さ
れ、その時吉野ヶ里を訪れたご夫
婦が来店されました。料理を気に
入っていただき、それから毎年１
回は神戸から来てくれています。

TEL 0952
（37）
0331
FAX 0952（52）6189
http://www.town.yoshinogari.saga.jp/

スポーツが好き
神埼高校、鳥栖商業高校、三田川
中の女子バレーボール部のコーチを
していました。今は休日にゴルフに
行っています。また軽トラ市では広
報委員長として活動しています。

