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地域に見守られ

４月13日（木）、春の全国交通安全運動週間に合わせ、吉野ヶ里町女性会（大川美
佐子会長）が三田川・東脊振の両小学校の校門前で交通安全啓発活動を行いました。
新１年生が加わり、賑やかに登校する子ども達に「おはよう。帰りも気を付けて帰らんば
よ！」
「班長さんお疲れ様。いつもありがとう」と声をかけました。
地域にも見守られ、子ども達は今日も元気に登校します。

広報よしのがりを
スマホでお届け！

ヒトゴトだと
思っていませんか？

最大の過ち

会社員（38歳）

私は自動車の販売員でした。営業の仕事というの
は、移動時間が大半を占めるのです。ですから、車
の中は私にとってオフィスと同じ空間でした。時間
短縮のために運転しながら鞄から書類を出し、電話
をかけ顧客と連絡をとったり、仲間へメールを打っ
たりというのが当たり前のことでした。
その日もいつもと何一つ変わらない日でした。車
のキーをひねるとエンジンがかかると同時に、モニ
ターが立ち上がり、テレビがつきました。車を走ら
せながら顧客の住所を確認すると、テレビをナビ
ゲーションに切り替えて目的地の入力をしました。
しばらく走行して「そういえば、近くにもう１件あっ
たよな」とふとそう思い、設定の変更をすると、カー
ナビからエラーの音が聞こえてきました。
「あれ、入力まちがえたかな」モニターをしばら
くのぞき込んでふと顔を上げた瞬間、目の前を何か
黒いものが横切りました。ブレーキを踏むと同時に、
ドンという鈍い音がしました。何が起こったのか、
全く分からないまま車から飛び出すと、１メートル
くらい前方に２人の人が倒れていました。周りを見
渡すと交差点のど真ん中。
この状況から考えるに、私の脇見による信号無視
で、青信号で横断歩道を横断中の歩行者をはねてし
まったのは明らかでした。すぐに警察に連絡するも
付近は私の引き起こした事故で大渋滞を起こし、救
急車の到着にも時間がかかりました。搬送される被
害者に「頑張ってください」と声をかけるのが精一
杯でしたが、お一人は大変危険な容態であるのは素
人の私でもよく分かりました。数時間後、ひと通り
の現場検証が終わると、私は逮捕されました。
その後、妻と父とで病院に見舞いに行ってくれ、
土下座をして謝罪してきたと聞かされたのは数日後
のことです。
翌日の夕方、助かって欲しいという願いもむなし
く、一人の方が亡くなりました。もう一人の方は命
を取り留めたとはいえ全治２か月の重傷で、後遺症
も残るだろうとのことでした。被害者の葬儀には、
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妻、両親、勤務先の社長等が出席していただきまし
たが、そこで冷たい視線を浴びせられたのは想像に
難くありません。
自分自身は何もできず、ただ留置場に座っている
だけしかできませんでした。その後、私は保釈を言
い渡されましたが、その保釈に際しても「事故関係
者との一切の接触を禁ず」という条件が付けられた
ため、謝罪にも見舞いにも行けないまま時は過ぎま
した。その間、私の代わりに妻たちが見舞いに行っ
てくれました。私自身が引き起こした事なのに自分
自身では何もせず、すべて他の人にしてもらうしか
ないのが、本当に情けなくてたまりませんでした。
そして、何よりも被害者の方やその遺族の方々は、
この先一生つらい日々を送らなければならないので
す。聞けば、亡くなられた方は新婚10か月で、残さ
れた奥さんは妊娠８か月だそうです。自分も幼い子
を持つ親です。本当になんという取り返しのつかな
いことをしてしまったのでしょうか。
２か月後、私は２年６月の実刑を受け、現在服役
中です。収監直前、妻が「あなたは刑務所に行って
も時がたてば必ず帰って来るけど、あの奥さんや生
まれてくる子供には…」と言っていたのが忘れられ
ません。これだけの惨事を起こした原因は「私の不
注意」などという簡単なものではありません。
この事故は偶然ではないのです。起こるべくして
起きた事故だったのです。
「いつも通り」こそが、最
大の過ちであったのに早く気付けばよかった。いま
さら悔やんでも遅いのですが、それでも私はこの事
実を一生背負って生きていかねばなりません。そし
て、出所後、まず一番に被害者の方々の所へ行かね
ばなりません。
私の残りの人生は、そこから始まるのです。そし
て、その人生が終わるまで被害者の方々への贖いの
日々が続くのです。
交通事故加害者の手記「贖いの日々第39集」
（一般財
団法人東京部交通安全協会）より一部転載。

特 集 Feature articles

交通事故は
誰にでも起こり得るものです
事故を起こさない、事故に遭わないためには
何ができるか考えてみましょう。

吉野ヶ里町で起きた事故概況

日時・場所

状

況

２月１日㈬ 17時頃
三津
佐賀鳥栖川久保線

普通乗用車（40代男性）が軽乗用
自動車（60代男性）に追突。

３月１日㈬
吉田
国道34号

軽四輪貨物自動車（30代男性）が
普通乗用自動車（50代女性）に追
突。

13時頃

４月５日㈬ ８時頃
普通乗用自動車（10代男性）が左
立野
折中、自転車横断帯を通行中の自
国道34号（苔野交差点） 転車（高校生）と衝突。
資料：神埼警察署

主要道路の交差点で多発
佐賀県警察本部によると、平成
28年中の佐賀県内の交通事故発生
件 数 は7,783件※１。過 去10年 間 の
統計では最も低い件数です。県内
の市町の「１万人あたりの死傷者
数」の平均は125.6人に対し、吉野ヶ
里町は185.8人で高い水準にありま
す。
町内の事故※2のほとんどは、国
道34号や県道佐賀川久保鳥栖線と
いった主要道路が通る交差点付近
で多発しています。特に多い交差
点を挙げると、
「久留米分岐交差
点」
「苔野交差点」
「田手交差点」
「中
副交差点」の４つ。交通量が多い
場所で、特に朝夕の通勤通学時間
帯に多く発生しています。
事故原因の大半は、前方不注意
や安全不確認。国道34号線での事

故では、約８割が「追突事故」です。
第一当事者※３年齢別の事故発生
割 合 で は、65 歳 以 上 が 全 体 の
20.3％を占め、15歳〜 24歳の若者
※４
17.3％と続きます。高齢者が加
害者となる事故は、高齢化ととも
に増えていくと考えられます。
事故を防ぐためには
交通量の多い道路で、前方不注
意によって多発する交通事故。こ
れを防ぐためには「前をよく見る
こと」
「常に車間距離を意識するこ
と」
「運転に集中すること」といっ
た基本を身に付けることが大事で
す。
事故は朝夕に多発しています。
早めに出発するなど、時間に余裕
をもって運転しましょう。
一人一人の安全運転への意識づ

神埼警察署管内人身事故交差点マップ（平成28年度中）
至東脊振インター

至鳥栖

5

中副交差点

＝20件

385

久留米分岐交差点

6

＝10件
＝５件
＝１件

吉野ヶ里公園駅前交差点
吉野ヶ里公園

吉野ヶ里公園駅

6

陸上自衛隊
目達原駐屯地

1
5
神埼駅

34

苔野交差点
吉野ヶ里町田手交差点

５〜10件
１〜４件
※交差点付近の事故も含む

けが大事です。警察や行政では、
交通事故防止への取り組みを行っ
ています。
佐賀県警察本部は「追突事故ゼ
ロ 前を34（見よ）作戦」と題し、
毎月第４水曜日に国道34号の交差
点や事故多発交差点で啓発活動を
実施しています（吉野ヶ里町は、
田手交差点、中副交差点で実施）。
また、併せて追突事故防止のため
に、①３秒間の車間距離確保（後
続車）、②３秒30メートルルールの
徹底（先行車）、③３分前の出発（前
車）を推進する「みっつの３運動」
も呼びかけています。
事故防止への取り組みを行って
も、なくならない交通事故。安全
運転を心掛けているつもりでも、
ほんの一瞬の気の緩みが事故を起
こします。佐賀県が交通事故発生
率５年連続ワーストワンと連日報
道されていますが、
「自分には関係
な い」と 思 っ て い な い で し ょ う
か？
交通事故は誰にでも起こり得る
ものです。ヒトゴトではありませ
ん。
佐賀県警察署発表
※１ 「交通事故発生状況（平成28年中）」
※２ 平成28年の吉野ヶ里町は217件の人身
事故が発生。負傷者304人、死者１人。
※３ 事故当事者の中で一番過失が重い人
※４ 中学生及び高校生を除く。
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財政事情の公表

特集

さらに元気な吉野ヶ里町のために

平成29年度当初予算が、3月定例町議会で審議
され、3月17日に可決されました。ここでは、地
方自治法第243条の3第1項並びに町財政事情の
作成及び公表に関する条例の規定に基づき、本町
の財政事情を公表します。
一般会計当初予算総額は79億3,921万5千円で、
前年度当初予算に比べ9,692万7千円（1.2％）増
加しました。

町民一人当たりの税収入
町民税
固定資産税
軽自動車税
町たばこ税
入湯税
合計

約
約
約
約
約

58,021 円
59,762 円
3,280 円
7,882 円
692 円

歳

入

その他の依存財源

諸収入 3億1,001万5千円

地方消費税交付金

繰入金

3.9％
（3.8％）

1億4,075万3千円 1.8％
（2.7％）

7億8,963万5千円
9.9％
（272.4％）

2億8,747万1千円 3.6％
（▲7.2％）

町債

4億7,657万2千円
6.0％
（▲33.3％）

町税

県支出金

5億2,418万3千円
6.6％
（7.3％）

20億9,713万8千円
26.4％
（1.4％）

自主財源

国庫支出金

7億9,370万2千円
10.0％
（▲19.7％）

依存財源

36億9,996万4千円
46.6％
（19.6％）

42億3,925万1千円
53.4％
（▲10.7％）

地方交付税

20億1,657万円
25.4％
（▲4.4％）

約12万9,637円
その他の自主財源 8,567万円 1.1％（▲16.4％）
寄附金 1億13万8千円 1.3％（▲0.0％）
分担金・負担金 1億1,476万5千円 1.4％（3.4％）
使用料・手数料 2億260万3千円 2.6％（0.6％）

※左の割合は構成比。
（）
内の割合は前年度比を記載しています。

歳入自主財源
自主財源では、町税が20億9,713万8千円で、
2,800万2千円（1.4％）の増。うち町民税は3,770
万9千円（4.2％）増加しています。繰入金は、
水源地域振興基金繰入金が5億7,021万９千円
（364.3％）増加したことなどにより7億8,963万5
千円で、5億7,762万円（272.4％）の増。財産収入は、
財産運用収入の利子及び配当金が増加したことな
どから8,566万9千円で、1,313万9千円（18.1％）
の増を見込んでいます。自主財源はこれらを主要
因として6億510万7千円（19.6％）増加し、36
億9,996万4千円となっています。

歳入依存財源
依存財源では、地方交付税が20億1,657万円で、
9,295万円（4.4％）の減。うち普通交付税は、
合併支援加算額の段階的な減額などにより18億
1,657万円で、9,295万円（4.9％）減少しています。
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国庫支出金は、保育所等整備交付金、農業基盤整
備促進事業補助金、子ども・子育て支援整備交付
金、低所得者の高齢者向けの年金生活者等支援給
付金給付事業補助金、防衛施設周辺民生安定施設
整備事業補助金の減少などから7億9,370万2千
円で、1億9,456万3千円（19.7％）の減。町債は、
普通交付税の振替措置である臨時財政対策債が増
加した一方で、合併特例債、緊急防災・減災事業
債が減少したことにより4億7,657万2千円で、
2億3,795万6千円（33.3％）の減を見込んでいま
す。依存財源は、これらを主要因として5億818
万円（10.7％）減少し、42億3,925万1千円となっ
ています。

歳出性質別
歳出の性質別では、義務的経費が 34 億 1,902
万 8 千円で、2 億 2,577 万 4 千円（7.1％）の増。
うち人件費が 11 億 8,513 万 3 千円で、4,134 万 7
千円（3.6％）の増。扶助費が特定教育・保育施
設施設型給付費負担金、自立支援給付費（介護給

さらに元気な吉野ヶ里町のために

平成29年度

歳

一般会計当初予算

出 ／ 性質別

積立金

歳
貸付金ほか

3億2,114万円
4.1％
（▲49.0％）

6,631万7千円
0.8％
（5.5％）

人件費

繰出金

扶助費

8億9,703万8千円
11.3％
（▲4.6％）

11億8,513万3千円
14.9％
（3.6％）

13億1,060万8千円
16.5％
（17.9％）

出 ／ 目的別
商工費ほか

消防費 3億3,060万2千円
4.2％（0.6％）

3億1,997万6千円
4.0％（42.7％）

衛生費

6億1,450万3千円
7.7％（14.5％）

民生費

物件費

9億4,174万9千円
11.9％
（2.4％）

79億3,921万5千円

その他の行政経費

32億8,376万8千円
41.4％
（▲6.3％）

土木費

義務的経費

7億4,623万4千円
9.4％（8.0％）

34億1,902万8千円
43.0％
（7.1％）

教育費

7億5,850万4千円
9.6％（21.7％）

投資的経費

補助費等

11億4,483万8千円
12億3,641万9千円
14.6％
15.6％
（▲3.7％）
（8.0％）

10億5,752万4千円
13.3％
（11.2％）

普通建設事業費

22億6,387万8千円
28.5％（▲5.7％）

公債費

9億2,328万7千円
11.6％
（▲1.6％）

12億3,631万5千円
15.6％
（8.0％）

農林水産業費

総務費

11億4,428万5千円
14.4％（▲22.3％）

8億3,794万6千円
10.6％（33.5％） 公債費
9億2,328万7千円
11.6％（▲1.6％）

災害復旧費

10万4千円0.0％
（1.0％）

付費・訓練等給付費）、障害児通所支援事業費の
増加などから 13 億 1,060 万 8 千円で、1 億 9,931
万 8 千円（17.9％）の増。公債費が 9 億 2,328 万
7 千円で、1,489 万 1 千円（1.6％）減少する見込
みです。投資的経費は 12 億 3,641 万 9 千円で、9,158
万 1 千円（8.0％）の増。うち普通建設事業費が、
保育所等整備交付金事業費補助金や放課後児童
クラブ建設事業費などの補助事業費が減少したも
のの、水源地域振興費などの単独事業費が増加し
たことにより 12 億 3,631 万 5 千円で、9,158 万円
（8.0％）の増。その他の行政経費は 32 億 8,376 万
8 千円で、2 億 2,042 万 8 千円（6.3％）の減。う
ち補助費等は、神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合建設
負担金の増加などにより 10 億 5,752 万 4 千円で、
1 億 609 万 4 千円（11.2％）の増。積立金は、合
併振興基金積立金の減などにより 3 億 2,114 万円
で、3 億 830 万 6 千円（49.0％）減少する見込み
です。

歳出目的別

円で、1億3,566万2千円（5.7％）の減。うち児
童福祉費は、保育所等整備交付金事業費補助金、
放課後児童クラブ建設費、特定教育・保育施設施
設型給付費負担金の減などにより9億3,471万4
千円で、2億579万2千円（18.0％）減少する見
込みです。総務費は11億4,428万5千円で、3億
2,914万9千円（22.3％）の減。うち総務管理費は、
合併振興基金積立金や情報化推進費の減などに
より9億7,515万円で、3億854万4千円（24.0％）
減少する見込みです。農林水産業費は8億3,794
万6千円で、2億1,012万1千円（33.5％）の増。
うち農業費は、ふれあい交流施設整備事業の増な
どにより8億3,050万2千円で、2億1,336万8千
円（34.6％）増加する見込みです。教育費は7億
5,850万4千円で、1億3,535万1千円（21.7％）の
増。うち保健体育費は、文化体育館整備事業及び
文化体育館建設文化財調査費の増などにより3億
2,238万5千円で、1億4,448万2千円（81.2％）増
加する見込みです。

歳出の目的別では、民生費が22億6,387万8千
2017.5 広報
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人にやさしいよしのがり

快適で安全・安心なよしのがり

 罪被害者見舞金事業費
犯
犯罪被害者等の経済的負担軽減
【総務課/新規】
障害者計画・障害福祉計画策定費
障害者施策を総合的かつ計画的に推進

【福祉課/新規】
障害児通所支援事業費
年齢や障害特性に応じた専門的支援の提供

【福祉課/継続】
長寿祝い金事業費
高齢者の長寿を祝福
【福祉課/継続】
地域支援事業費
介護が必要になる前に介護予防の推進

【福祉課/継続】
臨時福祉給付金給付事業費（経済対策分）
低所得者に対し、消費税率引上げによる影響の緩和

【福祉課/継続】
ファミリーサポートセンター事業費
子育てを「援助したい人」を「援助を受けたい人」
に
【福祉課/新規】
子ども・子育て世帯支援利用者支援事業費
子育て相談で、ニーズにあった事業等の利用支援

【福祉課/継続】
病後児保育事業
町内にも保育施設を拡充
【福祉課/新規】
特定教育・保育施設施設型給付事業費
認定こども園等の財政を支援し、保育サービス量の
拡大や質の確保を図る
【福祉課/継続】
放課後児童健全育成事業費
放課後児童対策により子育てと就労の両立を支援

【福祉課/継続】
子どもの医療費助成事業費
医療費助成により子育て世帯の負担軽減

【保健課/継続】
健康増進法施行費
各種検診により病気の早期発見、早期治療

【保健課/継続】

●水源地域振興基金事業

事業名
ふれあい交流施設整備事業
農山村体験交流施設整備事業
蛤水道整備事業
町道永山・坂本峠線道路改良事業
町道上石動 2 号線道路改良事業
県道早良中原停車場線道路改良事業負担金
小川内の杉移植地周辺整備事業
文化体育館建設文化財調査費
文化体育館整備事業
下水道新設改良費（下水道特別会計）
合 計
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事業費
2億9,365万4千円
7,637万2千円
860万円
1,854万1千円
1,227万6千円
8,130万円
2,000万円
1,949万3千円
1億9,833万9千円
1,000万円
7億3,857万5千円

神埼市・吉野ヶ里町葬祭公園建設事業費
神埼市と共同で葬祭公園を建設
【環境課/継続】
次期ごみ処理施設建設事業費
佐賀県東部2市3町で広域ごみ処理施設を建設

【環境課/継続】
住宅耐震診断・耐震補強工事事業費補助金
木造住宅耐震診断・改修費の一部を補助

【建設課/新規】
防災ハザードマップ作成事業費
最新の自然災害関連情報を反映したハザードマップ
を作成
【総務課/新規】
中央公民館大規模改修事業費
中央公民館の安全性を強化し避難所機能を確保

【社会教育課/新規】

町の総合計
おもな事業を
人と歴史・文化が輝くよしのがり
おとなとしゃべり場事業費
中学・高校生と地域住民の対話を通して、これから
の町づくりを考える
【社会教育課/新規】
冒険遊び場プレーパーク事業費
行政や地域等が協働して「子どもの遊び場環境」
「安
心して子育てできる環境づくり」を考える

【社会教育課/新規】
学校給食費
調理委託先や学校で栄養士が指導等を行い、安全安
心な学校給食を提供
【学校教育課/継続】

基金充当額
2億9,227万3千円
7,630万円
860万円
1,815万2千円
1,227万6千円
8,130万円
2,000万円
1,940万円
1億9,830万円
280万円
7億2,940万1千円

小川内杉移植風景

さらに元気な吉野ヶ里町のために

活力と賑わいあふれるよしのがり

定住と交流を育むよしのがり

企業誘致推進事業費
企業誘致を推進し税収と雇用の確保【企画課/継続】
地域おこし協力隊事業費
都市部から人材を受け入れ活力ある町づくり

【農林課/新規】
中山間地域等直接支払制度事業費
生産条件が不利な地域の農業支援 【農林課/継続】
ふれあい交流施設整備事業費
水源地域振興事業により農林産物加工所、研修施設、
イノシシ処理加工施設等を整備
【農林課/継続】
農山村体験交流施設整備事業費
水源地域振興事業により都市と農山村との交流施設
を整備
【農林課/継続】

デマンドタクシー、コミュニティバス事業
地域公共交通の利用促進
【企画課/継続】
情報化推進費
電子自治体の構築による情報化の推進

【企画課/継続】
地籍調査管理事業費
土地台帳や航空写真等の電子化
【税務課/継続】
コンビニ交付事業費
マイナンバーカードを活用し住民票や印鑑証明書等
をコンビニでも交付
【住民課/継続】
道路新設改良費（単独事業費）
町道吉田・鳥ノ隈線改良事業ほか 【建設課/継続】
社会資本整備総合交付金事業
町道下石動・上石動線改良事業ほか【建設課/継続】
特定防衛施設周辺整備調整交付金生活道路整備事業費
交付金を活用し立野地区周辺の道路整備

【建設課/継続】
県道早良中原停車場線道路改良事業負担金
水源地域振興事業により県道拡幅工事（水没移転者
要望）費の一部を負担
【建設課/新規】
吉野ヶ里公園駅周辺整備概略計画事業費
国道と一体的な事業展開を図るため駅周辺の整備計
画を策定
【建設課/新規】
空き家等実態調査事業費
空家等に関する諸施策のため基本資料を作成

【建設課/新規】
文化体育館整備事業費
水源地域振興事業により文化体育館を整備

【ダム事業推進課/継続】
文化体育館建設文化財調査費
水源地域振興事業により文化体育館建設予定地を調
査
【社会教育課/新規】

画に沿って
ピックアップ
 水道整備事業費
蛤
水源地域振興事業により蛤水道沿いに休憩・避難所
として四阿を設置
【商工観光課/新規】
小川内の杉移植地周辺整備事業費
水源地域振興事業により見学者駐車場や四阿等を整
備
【ダム事業推進課/新規】
町道永山・坂本峠線道路改良事業費
水源地域振興事業により霊仙寺跡までのアクセス道
路を整備
【建設課/継続】
町道上石動2号線道路改良事業費
水源地域振興事業により温浴施設までのアクセス道
路を整備
【建設課/継続】

ともにつくる自立したよしのがり
ふるさと納税推進費
ふるさと応援寄附の推進

【企画課/継続】

●合併特例債を利用して実施する事業
事業名
道路新設改良単独事業
（町道吉田・鳥ノ隈線ほか）

事業費

起債（借入）額

3,857万7千円

1,820万円

1億6,712万4千円

4,650万円

7,834万4千円

5,990万円

中央公民館大規模改修工事設計業務委託料

853万6千円

810万円

下水道特別会計繰出金（合併特例事業分）

110万円

110万円

2億9,368万1千円

1億3,380万円

社会資本整備総合交付金事業
（町道下石動・上石動線ほか）
神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合建設負担金

合

計

町道吉田・鳥ノ隈線
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特別会計の当初予算

次の表は、会計区分ごとに当初予算総額を前年度
と比較したものです。
国民健康保険特別会計の予算総額は18億9,092万9
千円で、前年度に比べ2,435万7千円（1.3％）の増
加を見込んでいます。この主な要因には、一般被保
険者の医療費の増加があり、うち一般被保険者療養

給付費は9億6,689万7千円で、3,169万9千円（3.4％）
の増。一般被保険者高額療養費は1億4,583万1千円
で、1,809万2千円（14.2％）の増となっています。
また、下水道特別会計の予算総額は7億3,164万5
千円で、公共下水道新設改良費の減などにより1億
1,805万2千円（13.9％）の減少を見込んでいます。

●会計別当初予算状況と前年度比較
会計区分

平成29年度
（Ａ）

平成28年度
（Ｂ）

増減率
（Ａ）-（Ｂ）/（Ｂ）

一般会計

79億3,921万5千円

78億4,228万8千円

9,692万7千円

1.2％

国民健康保険特別会計

18億9,092万9千円

18億6,657万2千円

2,435万7千円

1.3％

7億3,164万5千円

8億4,969万7千円

▲1億1,805万2千円

▲13.9％

273万8千円

278万3千円

▲4万5千円

▲1.6％

1億6,543万8千円

1億6,775万2千円

▲231万4千円

▲1.4％

2,228万8千円

1,888万3千円

340万5千円

18.0％

下水道特別会計
簡易水道特別会計
後期高齢者医療特別会計
工業用地造成事業特別会計

●基金（預金）の状況
基金名

●町債（借金）の状況
平成28年度末残高
（見込）

平成27年度末
残高

町債区分

平成28年度末残高
（見込）

平成27年度末
残高

22億8,746万7千円

19億3,411万7千円

総務債

0千円

0千円

減債基金

10億8,943万5千円

10億5,055万6千円

民生債

0千円

0千円

2,059万円

2,059万円

3億1,536万円

3億886万9千円

衛生債

4,676万3千円

5,509万1千円

8億8,798万8千円

7億2,279万8千円

農林債

2億1,973万2千円

2億4,332万4千円

1,564万6千円

1,564万6千円

土木債

5億1,956万8千円

6億8,565万3千円

2億8,343万8千円

2億8,343万8千円

15億8,522万6千円

17億3,155万1千円

1,893万2千円

1,854万2千円

教育債

4億5,638万4千円

4億9,714万9千円

2億7,427万7千円

2億3,844万6千円

消防債

1億3,280万円

1億220万円

5,983万4千円

2,198万1千円

569万3千円

694万7千円

水源地域振興基金

23億7,673万1千円

23億488万円

合併振興基金

11億3,923万5千円

5億1,060万4千円

9,688万1千円

1億1,558万8千円

2,172万1千円

1,672万2千円

540万6千円

1,308万9千円

0千円

291万1千円

臨時財政対策債

39億1,292万円

38億2,906万4千円

学力向上支援教員設置基金

395万6千円

710万5千円

情報通信技術利活用教育推
進事業基金

合併特例債

31億9,001万6千円

25億8,688万8千円

31万3千円

352万1千円

101億7,138万9千円

98億6,654万4千円

土地開発基金（現金のみ）

9,015万4千円

8,829万8千円

400万円

400万円

35億9,050万1千円

37億8,823万3千円

88億8,907万8千円

75億5,302万4千円

9億4,768万3千円

10億7,272万9千円

1億1,251万5千円

1億7,705万1千円

小

計

45億3,818万4千円

48億6,096万2千円

90億159万3千円

77億3,007万5千円

合

計

147億957万3千円

147億2,750万6千円

吉野ヶ里町振興基金
公用及び公共用施設建設基金
ふるさとづくり基金
地域福祉基金
ふるさと水と土保全基金
温浴施設維持整備基金
ふるさと応援寄附金基金

子どもの医療費の助成基金
家庭教育支援員設置基金

小

計

診療報酬支払準備積立基金
（国保会計）
合

広報

計
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公営住宅債

災害復旧事業債
減税補てん債
臨時税収
補てん債

小

特別会計

高額療養費資金貸付基金

一般会計

財政調整基金
地域振興基金
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比較
（Ａ）-（Ｂ）

計

公共下水道
事業債
農業集落排水
事業債

さらに元気な吉野ヶ里町のために

平成28年度一般会計補正予算（10月～3月）
9月末歳入予算総額

82億5,655万5千円

9月末歳出予算総額

82億5,655万5千円

３号補正（11月）


1億489万4千円追加

３号補正（11月）


1億489万4千円追加

４号補正（12月）


3,735万6千円減額

４号補正（12月）


3,735万6千円減額

●社会資本整備総合交付金
●東脊振中学校学校施設環境改善交付金
●合併特例債

1,033万8千円
3,065万6千円
6,390万円

●子どものための教育・保育給付費国負担金
●農業基盤整備促進事業補助金
●子どものための教育・保育給付費県負担金
●施設園芸等被害対策事業補助金

1,800万円
▲5,505万円
790万8千円
▲552万7千円

●財政調整基金積立金
●道路新設改良費
●東脊振中学校体育館大規模改修費

▲1,997万9千円
2,210万円
9,520万4千円

●財務会計システム更新関連費

▲752万5千円

●財政調整基金積立金

6,354万9千円

●国民健康保険特別会計繰出金

▲737万2千円

●障害児通所支援事業費

995万6千円

●障害者福祉費関連過年度精算金

525万1千円

子どものための教育・保育
給付費負担金は、保育実施
費に充てられる。

●低所得の高齢者向けの
年金生活者等支援給付事業費
●特定教育・保育施設施設型給付費負担金

▲714万1千円
1,098万7千円

●農業委員会委員等報酬

623万2千円

●施設園芸被害対策事業補助金

▲681万1千円

●農業基盤整備促進事業費

▲6,850万4千円

●下水道特別会計繰出金

▲3,506万7千円

５号補正（２月）

7,061万2千円追加

５号補正（２月）

7,061万2千円追加

６号補正（３月）

1億149万5千円追加

６号補正（３月）

1億149万5千円追加

●三田川小学校学校施設環境改善交付金
●合併特例債

●法人町民税法人税割
●地方消費税交付金
●子どものための教育・保育給付費国負担金
●子ども・子育て支援整備国交付金
●子どものための教育・保育給付費県負担金
●子ども・子育て支援整備費県補助金
●さが園芸農業者育成対策事業補助金
●公共下水道事業交付金
●財政調整基金預金利子
●減債基金預金利子
●公用及び公共用施設建設基金預金利子
●水源地域振興基金預金利子
●合併振興基金預金利子
●水源地域振興基金繰入金
●退職消防団員報償金

2,461万2千円
4,600万円

2,218万円
▲2,137万2千円
1,207万円
3,655万円
921万2千円
▲2,798万6千円
▲1,584万9千円
1,682万1千円
3,204万9千円
1,664万5千円
1,143万4千円
3,644万6千円
807万8千円
▲2,040万円
▲504万5千円

●財政調整基金積立金
●三田川小学校体育館天井改修費

●情報化推進費

9,210万6千円

●減債基金積立金

3,346万6千円

●公用及び公共用施設建設基金積立金

1億6,143万4千円

●東脊振温浴施設維持整備基金積立金

386万1千円

●水源地域振興基金積立金

3,644万6千円

●吉野ヶ里町振興基金積立金

488万6千円

●合併振興基金積立金

807万8千円

●地域福祉基金積立金

447万6千円

●放課後児童クラブ建設費

●特定教育・保育施設施設型給付費負担金
●児童手当

●脊振共同塵芥処理組合負担金

●さが園芸農業者育成対策事業補助金

▲1,435万2千円
1,780万1千円
▲727万円

▲485万3千円
▲1,910万円

●農業基盤整備促進事業費

▲1,108万3千円

●ふれあい交流施設整備事業費

▲1,040万4千円

●防衛施設周辺道路整備事業費

871万円

●道路新設改良費
放課後児童クラブ

84 億 9,620 万円

▲8,107万8千円

●財政調整基金積立金

●農村整備モデル事業費

３月末歳入予算額

548万3千円
7,602万2千円

▲100万円

▲470万4千円

●下水道特別会計繰出金

▲2,026万4千円

●文化体育館整備事業費

▲679万9千円

●退職消防団員報償金

●学校給食調理加工配送委託料

３月末歳出予算額

▲504万5千円
▲380万円

84 億 9,620 万円
2017.5 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi
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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

下豆田地区
“ふれあい”広場
まちトピ

10

広報

3/10 3/17
（金）

（金）

冒険遊び場＆七輪会

３/12
（日）

下豆田地区と社会教育課が、同地区公民館で“ふれ
あい”広場を開催しました。同地区に住む子育て中の
親子と高齢者の皆さんがお菓子や漬け物を持ち寄り参
加。３世代で楽しく懇談しました。
「散歩中に声を掛けてもらって参加したけど、いい
気分転換になった」と子育て中のお母さん。高齢者か
らは「同じ地区でもなかなか会えない人達と話ができ
て楽しかった」と話されました。

社会教育課とノイエが、きらら館裏の広場で「冒険
遊び場＆七輪会」を開催しました。快晴に恵まれ、約
130人の親子が参加。ビー玉焼きやジャンボシャボン
玉、ロープ遊びなどが準備され、子ども達は好きな遊
びを好きなだけ体験し、大満足の様子でした。思いっ
きり遊んだ後は、七輪を囲んで交流。各々が持ち寄っ
た素材を網に並べて、皆で分け合いながら楽しみまし
た。
「子どもが楽しそうで嬉しい」と植木里美さん＝立
野＝。娘の心菜ちゃん（１歳８か月）はお絵描きやお
ままごとセットがお気に入りだったようです。

快勝
三田川少年野球

吉野ヶ里町スイミング
クラブ記録会

三田川少年野球クラブが３つの大会で優勝し、快進
撃を続けています。キャプテンを務める井上虎之介く
んは「いろんな大会で優勝し、チーム一丸となって、
学童オリンピックでの優勝を目指す」と意気込んでい
ます。どの大会も大差をつけての優勝で今後の活躍が
期待されます。
大会の詳細は次のとおりです。
①３/11（土）・12（日）
第７回郵便局長杯 於 筑後川運動公園
②３/25（土）・26（日）
第10回しゃちっ子少年野球交流戦
於 佐賀市立スポーツパーク川副多目的広場
③4/9（日）・15（土）
平成29年度神埼地区理事長杯少年野球大会 於 筑後川運動公園

体育協会が町民温水プールで「吉野ヶ里町スイミン
グクラブ記録会」を開催しました。町内の小学生まで
の子ども達86人が参加。日頃の練習の成果を披露しま
した。

2017.5

３/12
（日）

◆種目別最高記録者（敬称略）
種 目

氏 名

記 録

25ｍバタフライ

北里

七星 （12） ＝立

野＝

24秒70

25ｍ背泳ぎ

本村

千鶴 （11） ＝寺ヶ里＝

23秒55

25ｍ平泳ぎ

枦木里々華 （11） ＝横

田＝

27秒91

25ｍクロール

枦木里々華 （11） ＝横

田＝

20秒14

山口知事が
女性技術者と意見交換

3/24
（金）

３/28 ４/2
（火）〜（日）

田手宿出身の牧瀬貢さん（79）＝横浜市＝がギャラ
リーアートえるで、水彩画展「スペインの風景に魅せ
られて」を開催し、世界遺産やパラドール（国民宿
舎）などを描いた作品67点が展示されました。
牧瀬さんは仕事で５年間過ごしたスペインに魅せら
れ、定年後に水彩画を描き始めたそうです。独学で制
作を続け、昨年横浜市で初の個展を開催。今回の個展
用では、新たに吉野ヶ里町の風景を描いた作品も制作
されました。「故郷で個展が開け、住んでいた証が残
せた」と話す牧瀬さん。今後は心機一転、スペイン史
の勉強に励まれるそうです。
牧瀬さんがこの個展のために描きおろした「我がふ
るさと吉野ヶ里」
（写真・右）
を町に寄贈いただきました。

まちトピ

山口祥義佐賀県知事が、建設業で活躍する女性技術
者の元を訪問しました。まず、知事は工事現場を視
察。現場を担当する牟田建設㈱の中山真由美さん＝神
埼市＝に、技術職に就いた経緯や現場での困りごとが
ないかを尋ねました。
その後、知事は県内７つの建設会社の女性社員12人
が集まる会議室へと場所を移し、意見交換を行いまし
た。「建設業界でも女性の活躍の場を広げるために、
測量などを職業訓練に導入してみては」などの意見が
出ました。

牧瀬貢さんが
故郷で初個展

作品について説明する牧瀬さん

【健康ポイント対象事業】

吉野ヶ里町
グラウンドゴルフ大会

３/20
（月）

教育委員会・スポーツ少年団・スポーツ推進委員会
が、吉野ヶ里歴史公園北口大芝生広場でグラウンドゴ
ルフ大会を開催しました。
34チーム175人が参加し、広々とした芝生コースで
のびのびとプレーしました。
結果は次のとおりです。
氏名

スコア

順

位

=地区=

優

勝

牟田

輝二

＝吉野ヶ里＝

36

準優勝

井上

和洋

＝吉

39※

第３位

伊東

義博

＝上 豆 田＝

（２ホール）

田＝

ふるさと歴史散策

3/25
（土）

社会教育課が町内の歴史・文化財を紹介する「ふる
さと歴史散策」を開催しました。
50歳代～80歳代の男女37人が参加し、町文化財担当
の案内で上石動地区・下石動地区の文化財（裏田宝篋
印塔[町重要文化財]・水引地蔵・下石動天満宮・東山
古墳[町史跡]）を見学しました。
あいにくの曇天でしたが、参加された皆さんは
ウォーキングを楽しみながら、実物の文化財を目の前
にして熱心に説明を聞いていました。

39

※ホールインワン１本

2017.5 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi

ッ

Yoshinogari

町民の皆さんのために
有効活用して
中国塗料㈱様より100万円の寄付

４/13
（木）

（日）

まちトピ

吉野ヶ里町消防団（陣ノ内久昭団長）が中央公園多
目的グラウンドで消防団入退団式を開催しました。
団員293人が参集、陣ノ内団長から団員へ辞令が交付
されました。34人の新入団員を代表して古川翼さん
（本部分団本部）が、入団の決意を宣誓。続いて、永
年にわたり消防活動に勤しまれた退団者30人に多良町
長から感謝状が贈呈されました。今年度、吉野ヶ里町
消防団の在籍者は4人増え、453人になりました。
そのほか、消防庁長官表彰などを受賞した団員10人
が披露されました。

左から松本工場長、松原工場長、多良町長

感謝状を受け取る緒方公司さん＝田手村＝

3/25
（土）

富士通㈱佐賀支店職員と企業関係者約60人が、村制
百周年記念塔周辺の清掃活動とヤマザクラの植栽を行
いました。
富士通㈱佐賀支店と本町は平成21年に「企業の森林
づくりに関する協定」を結んでおり、両者で協力し、
同所周辺の森林保全活動を行っています。
例年と比べ、桜の開花が遅かった今春。シーズン前
に綺麗に清掃された同所には、多くの人が花見に訪れ
賑わったことでしょう。

広報

４/2

今年５月で創立100周年を迎える中国塗料株式会社
（植竹正隆代表取締役社長）より、町へ100万円の寄
付をいただきました。
松原和夫九州工場長と松本晴樹滋賀工場長が来庁さ
れ、町長へ目録を手渡しました。「九州工場で生産が
続けられてきたおかげで100周年を迎えられた。町に
感謝します」と松原工場長。寄付の用途については
「町民の皆さんのために有効活用していただければ」
と話されました。
同社は大正６年５月に広島で創業を開始。九州工場
は昭和50年３月に設立されました。現在は海外にも工
場、販売拠点を持ち、塗料及び関連製品の製造販売を
行っています。

桜の開花を前に
清掃活動

12

総団員453人に

2017.5

盛り上がれガンダム

４/８
（土）

「ガンダム佐賀に立つの会」の丸野義巳さん＝吉
野ヶ里＝が吉野ヶ里公園駅コミュニティホールで家族
向けのイベントを開催しました。子どもや家族連れを
中心に約45人が来場。ガンダムのプラモデルを使った
射的や、卓上相撲などを楽しみました。丸野さんが制
作する実物大のガンダムヘッドをはじめ、細部まで作
り込まれたプラモデルも多数展示。友達と３人で遊び
に来ていた三岡泰大さん（12）＝吉田＝は、「普通に
作っても、あんなに上手に作りきれない。あれは欲し
い！」と、目を輝かせていました。
実物大のガンダムヘッドは、2018年冬の完成に向け
て、同所で制作が続けられます。

行政トピックス

投票立会人募集

申・問

町民の皆様に選挙に対する関心を高めていただく
ため、投票立会人を募集します。
有権者の代表として、投票が公正に行われるよう
に立ち会っていただきます。
立会場所・報酬等
類

場

所 町民集会所

期

日

時

間 8:15～20:15頃

人

数 １投票所あたり２人

報

酬

その他

期日前投票所

期日前投票期間
のうち数日

日額9,500円

当日投票所
自身がいつも投票して
いる投票所
選挙日当日
6:30～20:30頃

日額10,700円

※規定の所得税を源泉徴収します。
昼・夕食支給
※交通費は支給されません。

応募資格
吉野ヶ里町選挙人名簿に登録されている人
※18歳～おおむね65歳まで
※投票所へ現地集合できる人に限ります。
応募方法
申込書に必要事項を記載し、持参または郵送して
ください。応募期限はありません。通年募集の登録
制です。選挙があるごとに選任し、選挙管理員会か
ら連絡を取らせていただきます。
応募者多数の場合は、抽選等で調整させていただ
きます。
※申込書は事務局にあるものを取りに来ていただく
か、ホームページに掲載しているものをダウン
ロードしてください。
登録期間

看護師・栄養士を募集しています
応募資格
看護師（准看護師を除く）
・栄養士の資格を持つ人
応募人数
資格ごとに若干名
職務内容
①健康診査、健康相談、訪問指導等の保健予防業
務（看護師、栄養士共通）
②幼児を対象とした食育講座や離乳食教室（栄養
士のみ）
※①は保健課健康づくり係に
②は社会教育課に
お問い合わせください。

行トピ

種

〒842-8501 吉野ヶ里町吉田321-2
吉野ヶ里町選挙管理員会事務局
（総務課内）
☎37-0330

平成30年３月31日まで

申・問

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618
社会教育課
（中央公民館）☎37-0340

雇用条件
保健予防業務の日々雇用職員として登録し、平成
29年度中に町が実施する保健予防業務等のうち指定
された日のみ勤務します。
応募方法 随時
履歴書（写真添付）と資格を証明する書類の写し
を持参してください。

勤務場所
東脊振健康福祉センター「きらら館」等

2017.5 広報
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TOPICS
人事異動

平成29年４月１日付けで人事異動を行いました。
（
課長級
久保

伸洋 吉野ヶ里保育園長（社会教育課長）

山本

和博 社会教育課長（議会事務局長）

古川

真 保健課長（吉野ヶ里保育園長）

問

総務課総務人事係（三田川庁舎）

☎37-0330

八谷恵美香 総務課秘書・広報係長
（学校教育課学校教育係長）
田中

大輔 福祉課福祉係長（企画課企画係長）

徳安

俊亮 建設課住宅係長（建設課建設２係長）

石井

文和 商工観光課商工観光係長
（建設課住宅係長兼都市計画係長）

行トピ

中島

祐二 財政課長（財政課参事）

德安

信之 農林課長兼農業委員会事務局長（農林課長）

福島

伸裕 社会教育課社会教育係長（財政課管財係長）

中島

嘉孝 議会事務局長（学校教育課長）

岩本

智子 学校教育課学校教育係長（福祉課福祉係長）

川原

憲光 企画課長
（福祉課長兼地域包括支援センター長）

千住

美紀 吉野ヶ里保育園係長（吉野ヶ里保育園係員）

筒井

秀勝 学校教育課長（福祉課副課長）

多良

淳一 社会教育課社会体育係長（福祉課児童支援係長）

多良

和孝 福祉課長兼地域包括支援センター長
（税務課副課長）

香月

裕之 建設課建設係長（建設課建設１係長）

吉富

美香 住民課総合窓口係長（会計課会計係長）

林

寛 学校教育課参事（中原小学校教頭）
副課長

梅野
古賀

和子 農業委員会副課長兼農政係長兼農地係長
（住民課副課長）
勉 総務課副課長兼交通防災係長
（総務課副課長兼交通防災1係長）

加々良隆弘 税務課副課長（企画課副課長）
福成

浩一 学校教育課副課長（学校教育課副課長兼総務係長）

米倉

健児 建設課副課長兼都市計画係長
（農林課副課長兼整備係長）

中島

茂 ダム事業推進課副課長兼ダム事業推進係長
兼ダム対策係長
（ダム事業推進課副課長兼ダム対策係長）

土橋

香 福祉課児童支援係長（福祉課係員）

小池

喜久 学校教育課総務係長（税務課係員）
係

中山
松浦

員

佑介 農林課（総務課）
健 企画課（佐賀県庁企業立地課派遣）

末益

卓馬 建設課（環境課）

生島

真吾 総務課（税務課）

荒木

智章 総務課（農林課）

堤

耕介 財政課（農林課）

徳安

弘貴 福祉課（建設課）

築地

祐樹 税務課（住民課）

太田

隆徳 税務課（佐賀県税事務所派遣）

手塚奈穂子 福祉課副課長（農業委員会農政係長兼農地係長）

松尾健二朗 農林課（環境課）

山口

健一 企画課副課長兼企画係長
（ダム事業推進課副課長兼ダム事業推進係長）

高井

千尋 商工観光課（住民課）

八谷

剛史 学校教育課（建設課）

前田

紀彦 住民課副課長
（福祉課副課長兼地域包括支援センター係長）

古賀

千寸 住民課（商工観光課）

内村

寛樹 農林課副課長兼整備係長
（商工観光課副課長兼商工観光係長）

江口

緑 保健課（福祉課）

川原

祥平 福祉課（保健課）

福井

大晃 保健課副課長兼国民健康保険係長
（保健課副課長兼後期高齢者医療係長）

長野

充貴 環境課副課長
神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合へ出向
（社会教育課副課長兼社会教育係長）
係
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）は旧所属です。
係長

長

再任用
城尾

良信 建設課

重松

了二 保健課

佐野

立勇 税務課

直塚

政浩 企画課

寺田

博昭 ダム事業推進課

坂田

利香 保健課健康づくり係長（保健課健康づくり1係長）

納富

美賀 保健課後期高齢者医療・年金係長
（住民課年金係長）

重松

了二 保健課長

前田

麻里 会計課会計係長（環境課環境衛生係長）

内田

春幸 企画課長

森

直子 福祉課地域包括支援センター係長
（保健課健康づくり２係長）

佐藤

吉宏 農業委員会事務局長

平田

佳世 財政課管財係長（住民課総合窓口係長）

馬場

里美 環境課環境衛生係長（保健課国民健康保険係長）
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退職者（平成29年3月31日付）

迎

初 財政課長

大坪夏代子 吉野ヶ里保育園副課長

行政トピックス

平成29年度新規採用職員の紹介

なかまが増えました
平成29年度の新規採用職員9人です。
それぞれの言葉に込められた思いが、
吉野ヶ里町の新しい力となるよう
全職員で頑張ります。
よろしくお願いします。

さ 包括支援センターの配属になっ

くらの開花が遅れた今年、地域

福祉課地域包括
支援センター係

居石

和久

民の皆様のために、より暮らし

献し、町の魅力を伝えていける職員を

目指します。早く仕事を覚え戸籍のエ
キスパートになれるよう日々勉強し頑

住民課戸籍係

亀川

智礼

ご迷惑をおかけすることも多いと思い
ますが、よろしくお願いします。

福祉課地域包括
支援センター係

焼山

莉佐

こにこ笑顔で頑張ります。今年

どかな春の日差しを受け、４月

税務課住民税係

船津

瑞季

保健課
健康づくり係

長瀬

寿美

た 張ります。これから吉野ヶ里町

商工観光課
商工観光係

福田

貴史

サッカー部主将、キャプテン翼

環境課
環境衛生係

古川

翼

め れも育ちも吉野ヶ里！福田葵で

住民課
総合窓口係

福田

葵

に住みやすい環境を提供させていただ
くために、一日でも早く一人前になれ
るよう努力します。持ち前の明るさと
前職の営業で培ったコミュニケーショ
ン力をもって、町民の皆様とふれあい
ながら、吉野ヶ里町の発展のために貢
献していきます。
よろしくお願いします。

気 藤です。生まれ育った吉野ヶ里
合いを入れて４月に入庁した佐

ざせ！日本一の窓口職員！生ま

す！町民の皆様のお役に立てる仕事が
できて大変嬉しく思います。出会った
すべての人に感謝する気持ちを大切に
し、持ち前の明るさと笑顔で接してい
きます。町民の皆様に喜んでいただけ
ることを常に考え、精一杯頑張ってい
きます。そして、自分自身も成長して
魅力的な女性になります！

働くことになりました。主に母子保健
事業に関わるのですが、私自身も現在
子育て中なので、お母さん方と子育て
の喜びや悩みなどを共有できたらと思
います。町民の皆様が笑顔で過ごせる
ようサポートできるように頑張ります。
よろしくお願いします。

元 こと、古川翼です。町民の皆様

のもしい職員になれるように頑

のことをもっと知り、この生まれ育っ
てきた町に貢献していきたいと思いま
す。一日でも早く仕事を覚え「頼もし
い職員」になれるように、また、町民
の皆様にとって親しみやすい職員にな
れるように精一杯仕事に取り組んでい
きます。よろしくお願いします。

言葉に「失敗から学び得て、また挑戦
する」とあります。２年前に社会福祉
士の資格取得、高齢者施設等に勤務し
失敗もしましたが、そこから学び次に
繋げるよう心掛けてきました。これま
での経験を活かし、気持ち新たに町民
の皆様のより良い暮らしのために一生
懸命責務を果たしていきます。

に から吉野ヶ里町で保健師として

の より吉野ヶ里町の職員としてス

タートできることを光栄に思います。
これからの毎日を誇りをもって町の発
展のために全力を尽くします。町民の
皆様、先輩職員の方々のご指導ご助言
によって、一日も早く一人前の職員に
なれるよう努力をしていきます。よろ
しくお願いします。

行トピ

ラ イオンキングなど数々の映画を
作ったウォルト・ディズニーの

町 やすく、活気ある町づくりに貢

張ります。分からないことばかりで、

た居石です。鳥栖市に妻と子ども２人
で住んでいます。今まで佐賀市で介護
の仕事に約20年従事してきました。高
齢化が進む中で、健康で活力ある町で
あり続けるために様々な活動に取り組
んでいきたいと思っています。早く町
民の皆様に顔と名前を憶えていただけ
るよう頑張ります。

町の道路工事等の仕事に携われること
を嬉しく思います。町民の皆様をはじ
め多くの人が利用する公共物。早く仕
事を覚え、町民の皆様の力になれるよ
建設課建設係

佐藤

瑞樹

う気合いを入れて頑張ります。よろし
くお願いします。

2017.5 広報
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TOPICS
国民健康保険に加入していた皆様
ご注意ください！！

行トピ

既に社会保険に加入しているのに、国民健康保険
の脱退の手続きをしないまま、国民健康保険証で受
診した場合、町が医療機関に支払う総医療費の7～
9割分を町に返還し、その後社会保険に同額を請求
するという手続きが必要となります。
最終的な負担額は変わりませんが、さかのぼる期
間や療養の内容によっては高額になることもありま
す。このような事態にならないためにも、次のこと
に注意してください。

問

保健課国民健康保険係
（東脊振庁舎）
☎37-0345

◦職場で社会保険の加入手続きをする際には、資格
取得予定日を確認し、資格取得日以降は国保の保
険証は使用しないでください。新しい社会保険証
が交付されたら、速やかに国保脱退の手続きをし
てください。
◦新たに加入した保険証が交付されるまでに時間が
かかる場合、お勤め先の担当者に相談し、指示を
受けて受診してください。
◦社会保険に加入したり、町外へ転出したりして保
険証が変わる場合は、医療機関に新しい保険証を
提示してください。新しい保険証がまだ交付され
ていない場合は、その旨お伝えください。
※転出先の国保に加入する場合は、転出日当日は
転出先の自治体の保険となります。

臨時福祉給付金（経済対策分）
について

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

☎37-0343

対象者
平成28年度分の住民税が課税されていない人
※住民税課税者の扶養親族になっている人と
生活保護受給者は除きます。
※支給される可能性がある人には４月末に申請書
を送付します。

必要書類
①本人確認ができる書類の写しを２点
※顔写真付きは1点で可（運転免許証、健康保険証、
介護保険証、パスポート等）
②振込先金融機関口座（通帳）の写し
③印鑑

支給額

申請受付期間
５月１日（月）～９月29日（金）
【消印有効】
※９月30日以降は申請受付できません。

1人につき 15,000円
※支給は1回です。

確認じゃ

※詐欺に注意!!
16
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申請受口
東脊振庁舎…福祉課
三田川庁舎…住民課総合窓口係
※申請先は、平成28年1月1日時点で住民票がある
市町です。

臨時福祉給付金手続きでATMに行ってもらうことはありません。

行政トピックス

狩猟免許取得費用の一部補助

農林課振興係（東脊振庁舎）

☎37-0347

対象者
◦町内に住所がある人で、町税に滞納がない人
◦今年度内に新たに狩猟免許を取得した人
◦狩猟免許取得後、速やかに佐賀県猟友会神埼支部
に加入し、駆除隊に加入する為の活動を適切に行
い、１年後に同支部有害鳥獣駆除隊に加入し少な
くとも３年間は、継続的に有害鳥獣駆除活動に従
事することができる人
行トピ

現在、佐賀県猟友会神埼支部の皆さんにご協力い
ただき、農作物や生活環境に被害を及ぼすイノシシ
や有害鳥獣の捕獲活動を行っていますが、会員の減
少・高齢化が進み今後担い手が不足してくる状況で
す。
そこで有害鳥獣捕獲に必要な狩猟免許及び銃砲所
持許可を新たに取得して、捕獲活動従事者として活
動する人に、免許取得に要した費用の一部を補助し
ます。
※狩猟免許を取得する人全員に補助するものではあ
りません。

問

対象経費
佐賀県猟友会が主催する当該年度内の講習会の受
講料及び狩猟免許取得の対象となった狩猟免許試験
申請手数料とします。ただし、更新にかかるものは
除きます。
補助金額
補助対象経費の１／２（上限8,000円まで）で
今年度の予算（16,000円）の範囲内

農業大学校等の研修に要する
経費の一部補助
近年、農業者の高齢化・担い手不足が進んでいる
状況であり、地域でも農業情勢の変化や水田農業を
めぐる現状及び課題に取組んでいるところです。
そこで、担い手の確保及び新規就農者の育成の為
に、農業大学校等で研修を受けた人に、それに要し
た経費の一部を補助します。

「春の農作業安全運動」実施中
農業機械の作業で特に注意すべきこと
◦トラクター等で道路を走行する時には、反射板
や低速車マークを取りつけ、後方から追突され
ないよう十分注意しましょう。
◦機械の修理・点検や稲わら等を除去する時など、
必ずエンジンを停止させましょう。
◦機械に衣服などを捲き込まれないように、作業
に適した服装で作業しましょう。

申・問

農林課振興係（東脊振庁舎）

☎37-0347

対象者
町内に住所を有する農業者で、町税に滞納がない人
対象経費
農業大学校又はそれに準ずる研修機関に要する経費
補助金額
補助対象経費の１/２（上限8,000円まで）で
今年度の予算（120,000円）の範囲内

運動期間 5月1日～６月30日
農業機械以外の作業で特に注意すべきこと
◦脚立やはしご等を使って作業する場合は、落下
や転落をしないように、足場に十分注意しま
しょう。
農業機械、その他作業に共通して注意すべきこと
◦適 度な休憩をとり、ゆとりをもって作業しま
しょう。

2017.5 広報
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TOPICS
軽自動車税の身障減免申請
身体または精神に障害があるため障害者手帳等
の交付を受けている人で、規定の要件を満たす場
合、申請により軽自動車税が減免されます。
ただし、減免が受けられる軽自動車は１人１台
とし、普通自動車の減免を受ける場合は該当しま
せん。
また、
福祉タクシー券制度との併用はできません。
行トピ

申請に必要な書類
①身体障害者手帳等
②運転する人の運転免許証
③減免を受ける軽自動車の自動車検査証
④平成29年度軽自動車税納税通知書
⑤印鑑
⑥納税義務者の個人番号カード
又は個人番号通知カード
※身 体障害者等本人以外の運転する軽自動車等の
場合は、使用回数・使用期間等の要件があります。
また、
通院、
通学、
通所証明書等が必要になります。

問
問

税務課住民税係（三田川庁舎）
☎37-0334

申請期間
納税通知書受領後から５月31日（水）まで
※納税通知書の発送は５月上旬を予定しています。
期限を過ぎると減免申請をお受けできませんの
で、ご注意ください。
申請場所
税務課（三田川庁舎）
※前 年度の減免適用者は、申請内容（障害等級、
運転者、自動車など）に変更がない限り引き続
き減免されますので、
お手続きは必要ありません。

軽自動車税のグリーン化特例延長
と対象車の区分内容変更について

問

税務課住民税係（三田川庁舎）
☎37-0334

平成29年度税制改正により、軽自動車税のグリーン化特例（軽課）が延長となりました。
また、対象となる軽乗用車区分の内容が変更になります（貨物用は変更ありません）。

【現

行】

対象となる軽乗用車
電気自動車及び天然ガス自動車

新規取得期間 平成28年４月１日
（平成21年排出ガス10％低減）

～平成29年３月31日 平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）
かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
軽課年度 平成29年度
平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）
（取得の翌年度分のみ）
かつ平成32年度燃費基準達成車
対象となる軽乗用車

【改正後】

新規取得期間 平成29年４月１日

～平成31年３月31日
軽課年度 平成30年度、平成31年度
（取得の翌年度分のみ）

18
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電気自動車及び天然ガス自動車
（平成21年排出ガス10％低減、
又は平成30年排出ガス規制に適合するもの）

軽減税率
概ね75％
概ね50％
概ね25％
軽減税率
概ね75％

平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）
かつ平成32年度燃費基準＋30％達成車、
又は平成30年排出ガス基準50％低減達成車

概ね50％

平成17年排出ガス基準75％低減達成車（★★★★）
かつ平成32年度燃費基準＋10％達成車、
又は平成30年排出ガス基準50％低減達成車

概ね25％

行政トピックス

ペットは飼い主のモラルやマナー
が大切です
ペットは、愛らしく人にとって癒しの存在になり、生
活を楽しくしてくれます。しかし、そんなペットとの暮
らしも時にはご近所トラブルを招くことがあります。鳴
き声や臭いなど飼い主は気づかなくても、ご近所に不快

犬のペットマナー

犬は放さない

環境課環境衛生係（三田川庁舎）
☎37-0335

問

感やストレスを与えることがあります。犬や猫などが苦
手な人もいますので、誰もが快適に暮らせるようにペッ
トマナーを守りましょう。かわいいペットを地域の嫌わ
れ者にしないことも、飼い主としての大切な愛情です。
不妊・去勢手術を

犬をリード（引き綱）でつ
ながずに散歩させることは禁
止されています。どんなに人
に慣れたおとなしい犬でも、
社会には動物が苦手な人もい
ます。公共の場所では、確実
に犬を制御できる人が散歩さ
せなければなりません。

猫は一般的に屋内でも上下
運動等ができれば快適に過ご
せます。一方、外にいる猫は
フン尿やいたずら等で近隣に
迷惑をかけることがありま
す。外の猫は、交通事故や感
染症等により寿命が短くなる
といわれています。

不妊・去勢手術を受けさせ
てください。猫は 1 年に 2 ～
3 回出産しすぐに増えてしま
います。望まれない繁殖を防
ぎましょう。また、発情期の
鳴き声やマーキング行為が軽
減されたり乳腺腫瘍等の病気
の予防効果も期待できます。

フン・尿はかたづける

無駄吠えをさせない

名札をつけましょう

トイレは散歩前にするよう
にしましょう。散歩中にして
しまったフンは必ず持ち帰
り、尿はペットボトル等で持
参した水で洗い流してくださ
い。自宅敷地内で排泄した場
合も、周囲へ臭いをさせない
よう気をつけましょう。

鳴き声が近隣の迷惑になる
場合があります。犬は様々な
理由で吠えますが、吠えるの
には原因があります。無駄吠
えは根気よくしつけ直すこと
で改善が期待できる場合もあ
りますが、難しい場合は、し
つけ教室やトレーナー等も利
用してみましょう。

屋内で飼われている猫で
も、不意に外に出てしまうこ
とがあります。首輪のない猫
が外で迷子になると、のら猫
と区別がつかなくなり、保護
の可能性も低くなります。突
然の災害時にも役立ちますの
で、普段から首輪や名札はつ
けておくようにしましょう。

固定資産税納税通知書及び
課税明細書の発送
１月１日時点で町内に固定資産を所有している人
に５月1日付で発送します。併せて、口座振替登録
をしていない人には、第１期から第４期までの期別
の納付書と、１年分をまとめて納付することができ
る全納用の納付書を同封します。
税額等をご確認いただき、納期限日までに納付手
続きを済ませてください。

第４回

問

平成29年度

平成29年３月議会や全員協議会で話し合われたこ
と、決まったことなどを議員が、直接わかりやすく
お伝えします。
皆様の多数のご参加をお待ちしています。

猫のペットマナー

税務課資産税係（三田川庁舎）

☎37-0334

吉野ヶ里町固定資産税

納期限日

第１期

５月31日（水）

第２期

7月31日（月）

第３期

12月25日（月）

第４期

２月28日（水）

議会報告会を開催します

問

行トピ

屋内で飼いましょう

議会事務局（三田川庁舎）

☎37-0338

日時・場所

５月１３日（土）10:00～12:00
中央公民館
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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。

三田川児童館だより

三田川児童館

問

☎ 53-1117

【5月の催し】
日にち

時

間

行

事

対

象

定

員

材料代等

１日（月）

１1:００～１2:００

「マンデイ親子のつどい」

未就学児親子

無料

６日（土）

１４:００～１６:００

「工作室開放デー」

無料

８日（月）

１０:００～１５:００

「調理室開放デー」

１３日（土）

１４:００～１６:００

「パステルアートに挑戦！」

小学生以上
町内在住の
未就学児親子
小学生以上

１５日（月）

１０:３０～１２:００

「ドレミ広場」＆
「防犯・交通安全教室」

町内在住の
未就学児親子

無料

２０日（土）

１４:００～１６:００

「ピンポン開放デー」

小学生以上

無料

２２日（月）

１０:３０～１１:３０

「フルーツ親子広場」

未就学児親子

２５日（木）

１０:３０～１１:３０

「ママ達のアラカルト教室」
～Let’s ミュージック セラピー♪～

２７日（土）

１４:００～１６:００

「カップケーキを作ろう！」

２組以上～

無料

12人

無料

10組程度

町内在住のママ

申込締切

定員になり次第

無料
無料

小学生以上

12人

150円

定員になり次第

子
育
て

◦15日（月）/「ドレミ広場」の後「防犯・交通安全教室」を予定しています。パトカーを見られるといいね♡
◦25日（木）/「ママ達のアラカルト教室」は、音楽療法士の中川先生によるミュージックセラピーです。
子どもさんと一緒に楽しみましょう♪
※２７日（土）/「カップケーキを作ろう！」の受付は、５月１日（月）からです。
◎６月１０日（土）/今年度の壁画を作成します。原画と、当日お手伝いをしてくれる子を募集します。
※できあがった壁画は今年度のFBのプロフィール写真になります。
※６月１２日（月）/「調理室開放デー」の受付は、５月８日（月）からです。
日
10万人突破（⃝＞u＜⃝） 3月17

金

平成20年４月１日に開設した三田川児童館の利用者が、10万人に到達しました♡記念すべき10万人目は、４
年生の女の子でした。それにちなんだ「10万人達成はいつだ？クイズ」も多数の予想者の中１人だけ、１年生
の女の子が見事に予想を的中させることができました♡

み～んなで作り上げたライブ♪

3月25

日

土

６年生の「吉野ヶ里キッズ」のダンスから始まり、
「民生・児童委員会」による全員での歌遊び、
「吉野ヶ里手
話の会」の手話での歌、2.5郎丸の『PPAP』やブルゾンちえみ？、ティスター先生のマジックショー、岡本先生
のオカリナ演奏、長谷川君のピアノ演奏、大学生達のダンスとバンド演奏、ベンチャーズサウンド、フィナーレは、
み～んなで『恋ダンス』と、盛りだくさんで楽しいライブとなりました♪

保健行事
行

事

定期健康相談

名

４か月児健診

７か月児健診

問

日（曜）

1（月）
・8（月）
9（火）

2歳６か月児相談

16（火）

ワン・ツー体操

18（木）

１２か月児相談

２か月児相談

１歳６か月児健診

17（水）

25（木）

26（金）

11（木）～15（月）
①国保集団健診
13（土）を除く
（特定健診・がん検診）
②若年健診
19（金）～22（月）

受付時間

９:00～11:00

13:00～13:15

13:00～13:15

10:20～10:30

2017.5

対

象

者

きらら館

バスタオル

平成26年10月生

母子手帳

健康相談票

2歳以上の幼児と保護者

飲みもの（水筒）

平成28年5月生

平成29年3月生

平成27年10月生

13:00～13:30
ふれあい館
きらら館

持参するもの

母子手帳

平成28年10月生

13:00～13:15

8:30～11:00

一般町民

平成29年1月生

13:15～13:30

こどもの個別予防接種について

広報

所

13:00～13:15

ご確認ください。対象者は佐賀県内の予防接種広域実施医療
機関で接種することができます。

20

場

きらら館

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

①40歳以上74歳以下の
国民健康保険加入者
②20歳以上39歳以下

母子手帳

母子手帳

母子手帳

バスタオル

健康診査票

①特定健診受診券
問診票、保険証
健康手帳
②保険証

※母子健康手帳は、きらら館で随時交付します。
妊娠届出書と印鑑をご持参ください。

【６月号募集】 町内在住の６月で、１～６歳の誕生日

大塚ヶ里

を迎えるお子さんを８人募集します。お子さんの氏名、

た なか

生年月日、住所、保護者氏名、連絡先、家族からのメッ

田中

セージ（50字程度）を明記し、写真を添えてＥメールで

【家族からのメッセージ】

田川庁舎２階）で申込みも可能です。応募者多数の場

こはね、１歳の誕生日おめで
とう。いつも可愛い笑顔をあ
りがとう。これからも明るく
元気に育ってね。

合は、抽選となります。
※掲載号の1か月前の１日が締め切りです。
総務課秘書･広報係

虹羽ちゃん

平成28年５月20日生まれ

総務課広報係まで申し込んでください。直接、総務課（三

申・問

こ はね

☎37-0330

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp
立野
きよ た

さ

わ

こ

清田 紗和子ちゃん
平成26年５月17日生まれ

【家族からのメッセージ】
お誕生日おめでとう♡元気
いっぱい、明るくおてんばな
さわちゃんがだ〜いすきだ
よ！幼稚園でも毎日楽しく過
ごそうね♪

大塚ヶ里

立野
もろ た

諸田

やまと

なかしま おう し ろう

大和くん

中島 旺志郎くん

平成23年５月31日生まれ

平成24年５月17日生まれ

【家族からのメッセージ】

【家族からのメッセージ】

お誕生日おめでとう^_^大きな
声で遊ぶやまちゃんがとても
楽しそうで大好きです♡年長
さん、立派なお兄さんになっ
てね！

おうしろうくん、５歳の誕生
日おめでとう☆４月から年中
さんになり、ますますお兄ちゃ
んだね。大好きだよ。

●開館時間

児童書ランキング
ほっぺちゃんとさがしっこ！／ 2
絵本佐賀のがばいばあちゃん
おじいちゃんのごくらくごくらく
ペネロペゆきあそびをする
くれよんぐるぐる
パンダなりきりたいそう
かいけつゾロリの王さまになるほうほう
ゆきがふるまえに
妖精の国1001のさがしもの
世界の海1001のさがしもの/ポケット版

Pick up!

６位

パンダなりきりたいそう（講談社）

て

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

育

≪中央公民館の本≫

子

図書室だより

平日（月～金）9 :00～17:00
土曜日 9 :00～13:00 (中央公民館のみ)
●休館日
日曜日・祝日 ※5/6（土）は閉館。
問 中央公民館
☎37-0341／東脊振公民館 ☎52-3499

１歳以上のお子さんに読んであげたい本 !!
パンダさんがたいそうはじめるよ。
“ りょうてをうえにあげてぐーんとのびて
チューリップのたいそう。”（本文より）
他にも、バナナになったり…こま、ひこうき !?
パンダなりきりたいそうで、どんな
ものになりきるのかな。お子さんと
一緒に読んで確認してみよう♪

※すべて吉野ヶ里町東脊振公民館で取り寄せ可能です。

絵本佐賀のがばいばあちゃん（徳間書店）
こんにちは、と言えたらカッコいい。
ありがとう、と言えたら天才だよ！
とうちゃんが死んでしまい、佐賀の田舎に
あずけられたアキヒロと、がばいばあちゃ
んの暮らしを描いた絵本。
大人気の佐賀のがばいばあちゃん。
まだ読まれていない方はぜひチェック！

くれよんぐるぐる（くもん出版）
赤いクレヨンでぐりぐり。
青いクレヨンでざっざっざざぁー！
黄色いクレヨンでぐるぐるぐる…。
クレヨンで描いた、いろいろな形。
いったい何に見えるかな？
乳幼児が好きな遊びから生まれた
かわいい絵本です。

か？

知っています

町内には２ヶ所も図書室があるんです。

中央公民館図書室は、
絵本や一般図書があり、
親子で一緒に本を楽しめます。
東脊振公民館図書室は、1階に児童スペース、2階に一般図書があり、ゆっ
くりと本を選ぶことができます。
各図書室で所蔵している図書も違うので、ぜひ両方の図書室に遊びに来て
ください！

≪東脊振公民館図書室１階≫
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

年金係からのお知らせ

お知らせ

納付の時効は２年間
保険料を納付期限までに納め
ていないと、将来受け取る老齢
基礎年金の額が少なくなったり、
場合によっては年金が受けられ
なくなることがあります。
※平成30年９月までは、過去５年
分まで遡って納めることができ
ます。また、経済的な理由など
で保険料が納められない時は、
申請により免除されることもあ
りますので、窓口にご相談くだ
さい。
保険額
定額保険料月額16,490円
（平成29年度）
付加保険料月額400円
※付加保険料を納めることで、納
付月数×200円で計算した金額
が老齢基礎年金に生涯加算）
※納めた保険料は社会保険料とし
て全額控除の対象
３種類の国民年金の種別
対象者 20歳以上60歳未満の人
保険者

加入者

窓口

自営業者や学生、
第１号
フリーターなど
厚生年金や共済
第２号
組合加入者
第２号被保険者
第３号
扶養配偶者

役場

勤務先

問  保健課後期高齢者医療・年金係

（東脊振庁舎）

☎37-0345

佐賀年金事務所 お客様相談室
☎31-4191

肥前ふれあい健康まつり

有

日時 ５月27日（土）10:00～15:00
場所 肥前精神医療センター
内容 「ストレス」
「 依存症」に関
する講演、健康相談等、骨密度
測定、運転テスト（高齢者向け）
問 肥前精神医療センター管理課



22

広報

☎52-3231

2017.5

住宅用火災警報器の交換
時期ではありませんか？

YOSHIN

交換しましょう
就寝中の火災による逃げ遅れを
防ぐため、住宅用火災警報器の設
置が義務付けられて10年が経過し
ました。
住宅用火災警報器は、古くなる
と電子部品の寿命や電池切れなど
で、火災を感知しなくなることが
あるため、とても危険です。10年
を目安に交換しましょう。
維持管理をしましょう
◦定期的に点検ボタンを押すなど
して作動確認をしてください。
◦電池切れや故障の際に音で知ら
せてくれる機種もあります。
◦ホコリが入ると誤作動を起こす
場合があります。定期的に掃除
をしてください。
※まだ設置されていないご家庭は
早急に設置しましょう！
問  佐賀広域消防局 予防課

☎33-6765 姉31-2119

美味しく食べよう食事会
日時

５月24日（水）
12:00～14:30（12:00～受付）
場所 国立病院機構東佐賀病院
地域医療研修センター
内容
食事会
「糖尿病食事について（献立説

明）」栄養管理士 古賀友里恵
講演
①「糖尿病の治療について」
糖尿病・内分泌化医長

髙木 佑介
②「糖尿病の検査について」
臨床検査技師長有
安尾 正信
申込締切 ５月17日（水）
※弁 当を希望する人は当日600円
を持参してください。
申 ・ 問 地域医療連携室
  担当：高口、上村、久本

☎0942-94-3748

職業訓練

７月入所生募集
募集科名

定員

機械加工技術科

12人

電気設備施工科

18人

募集期間
５月２日（火）～５月31日（水）
入所選考 ６月７日（水）
※筆 記及び面接。ポリテクセン
ター佐賀で実施
訓練期間
７月４日（火）～12月26日（火）
受講料 無料
※テキスト代等は自己負担
応募 資格 新たな就業に就こう
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、受講推薦等を受けた
人
申込方法 受講を希望する人は、
最寄りのハローワークで相談
の上、応募書類を同所に提出
してください。
問 ポリテクセンター佐賀
訓練課
☎26-9516

フラワーカップin吉野ヶ里
ミニバレー大会
日時

５月21日（日）
９:00～15:30
会場 改善センター
種目 女子・男子・混成（コー
ト内男子２人以下）
※試合成立３チ－ム以上
※１チーム４人以上６人以内
参加資格 中学生以上
参加料 １人 500円
申込締切 ５月12日（金）必着
申込書と参加料を、各練習日
（下記参照）に持参お願いします。
練習及び説明会
５月19日（金）20:00～
改善センター
申 ・ 問 吉野ヶ里町ミニバレー協
会事務局 小栁
☎090-8220-2356
姉52-7363
糸sagaminiva2000@gmail.com

OGARI INFORMATION
九州電力から
感電事故防止のお願い

赤十字救急法講習会

町営住宅の申し込みは随時受
け付けしています。入居要件・
提出書類など、詳しくは担当窓
口にお問い合わせください。

期日 ５月19日（金）14:00～
※２時間程度
場所 神埼市中央公民館
内容 応急・救命手当てについて
止血方法、身近なものを使っ
た骨折の手当て、毛布の有効活
用、心肺蘇生とAEDによる一次
救命処置 など
参加費 104円（資料代）

こいのぼりの季節になりました。
感電事故防止のため、電線付近
でこいのぼりをあげることや魚釣
りは絶対に行わないようにお願い
します。
※万 一、こいのぼりや釣り糸が電
線にかかった場合は、自分で取
ろうとせず、お近くの九州電力
までご連絡をお願いします。

住



空室（件）

２DK

２

２LDK

９

３DK
中の原団地
（Ｄ棟）

９

３DK

18

立野団地

3LDK

２

申・問 建設課住宅係（東脊振庁舎）



☎37-0349

町長交際費
平成28年度の支出状況

保育士受験対策講座
佐賀県社会福祉会館

【平成29年３月】
種別

申 ・ 問（公社）佐賀県社会福祉士会

☎36-5833

件数

問 総務課（三田川庁舎）



金額（円）

【年間累計】
種別

☎37-0330

件数

金額（円）

慶

祝

0

0

慶

祝

2

27,460

弔

慰

0

0

弔

慰

14

117,000

協賛金

0

0

協賛金

2

10,000

見舞金

0

0

見舞金

0

0

会

費

0

0

会

費

1

5,940

贈呈品

1

24,000

贈呈品

8

57,920

その他

0

0

その他

０

0

月

1

24,000

累

27

218,320

計

よしのがリサイクル （３月搬出分・単位：㎏）

計

お知らせ

佐賀市八戸溝１丁目15番３号
定員 80人
受講料 20,000円（テキスト代含む）
日程 ６月４日（日）、６月18日（日）、７
月２日（日）、７月16日（日）
９:00～16:30
締切 ６月１日（木）
※詳 しくはホームページをご覧く
ださい。


間取り

４月21日現在

☎37-0343

☎0120-986-303

会場

宅

川原団地

申 ・ 問 福祉課（東脊振庁舎）

問 九州電力株式会社



町営住宅空き室情報

問 環境課（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）
●５月の開館日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
9,160 8,740 610 3,310 230
165
750
210
毎週土曜日
 8:30～17:00
ペットボト
第一日曜日
５月７日
8:30～17:00
ペットボトル
古 着
ルキャップ
☆南部地区回収所（温水プール北）
売却金額
218,227 円
●回 収 日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
980
30
1,290
※天候により中止する場合があります。
売却代金は、環境教育（子どもたちや各種団体）や紙紐・花苗購入などに使用しています。

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

その他

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

等

有料広告

有料広告

・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）

相談は、無料です。
ゆずりは

行政書士

杠

しげ

み

繁美

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
携帯 090-8836-5630
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。

ケイアンドジェイぱそこん教室

2017.5 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

消費生活相談

司法書士による無料相談会

レンタルオーナー契約によるトラブル

元本保証・高配当と言われても業者が破綻すれば、レンタル
料も受け取れず、
「元本」もほとんど戻りません。

要予約

５月11日（木） 13:00～15:00
相談時間 原則30分程度 場所 東脊振庁舎２階会議室
申 ･ 問 商工観光課（東脊振庁舎）☎37-0350
（受付 平日8:30～17:15）

事例
「クレジットカードの決済端末機のレンタルオーナーに
なる投資をしないか、もうかるよ」と知人から勧誘を受け、
１口100万円で２口の契約をし、合計200万円を支払った。
契約後の配当は３回しかなかった。その後業者の代理
人から業者が破産の申し立てを行ったとの通知書が届い
た。どうしたらよいか。
（70代女性）

弁護士による無料相談 要予約

●電話相談
毎週火曜日 17:30～19:30 毎週土曜日 13:30～15:30
相談時間 原則10分程度
●交通事故専門無料相談
毎週火曜日 13:30～16:00
相談時間 原則30分程度
場所 佐賀県弁護士会館
※いずれも祝日・年末年始を除く。
申･問
佐賀県弁護士会 ☎24-3411

レンタルオーナーのしくみ

「元本保証、高配当」などと言って、投資や出資、預金
かのように消費者を勧誘→商品の売買契約と購入した商
品を貸し出す賃貸借契約を結ぶ→商品代金を支払うが、
購入した商品は、消費者に引き渡されないまま、商品を
業者に貸し出す（消費者の商品を第三者に転貸するレン
タル事業を行うとしている）→レンタル事業から得た利
益から消費者に商品のレンタル料を支払う。

労福協無料法律相談会

日時 ５月21日（日） 13:00～16:00
場所 佐賀県労働会館
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

アドバイス

① レンタル事業の実態を確認することは困難です。
② 事業実態がなければ、支払ったお金も戻らないリス
クがあります。
③「元本保証」
「高配当」
「利子」など投資や出資、預貯金
の契約であるかのように勧誘されます。鵜呑みにして
はいけません。
④ 失ったお金を取り戻してあげると二次被害に遭う恐
れがあります。

行政・人権相談

日時 ５月８日（月）13:30～16:00
場所 ふれあい館 農業環境改善センター 第２会議室
問 総務課総務人事係（三田川庁舎） ☎37-0330

女性のための総合相談日
お知らせ

日時 ５月11日（木）10:00～16:00
場所 東脊振庁舎第１相談室
申 ･ 問 福祉課児童支援係（東脊振庁舎） ☎37-0343

もの忘れ相談室

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）

要予約

受付時間

５月17日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
相談時間 1人30分程度 場所 「きらら館」相談室
申 ･ 問 福祉課地域包括支援センター（先着３人）☎37-0344

出張

9:30 ～ 15:30
場所

家計の困りごと相談室 要予約

日時 ５月18日（木） 毎月第３木曜日
場所 東脊振庁舎 応接室
申 ･ 問 福祉課福祉係（東脊振庁舎） ☎37-0343

時間外交付

YOSHIN

要予約

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

毎週火・木 19：00まで ※祝日の場合は翌日
問 住民課総合窓口係（三田川庁舎） ☎37-0336

有料広告

お墓のことなら当社へ
法、戒名彫刻
16,000 円
※墓所が吉野ヶ里町周辺

御本尊

ご先祖様そして家族に感謝
せき

ゆう

しゃ

石 裕 社

吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210
WEB
石裕社
検索

問い合せ

☎ 24―0999

見積無料

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。
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OGARI INFORMATION
休日在宅当番医療

【診察時間

月

日

５月３日
（水）
５月４日
（木）
５月５日
（金）
５月７日
（日）
５月14日
（日）
５月21日
（日）
５月28日
（日）
６月４日
（日）
６月11日
（日）

商工観光課からのお知らせ

午前９時から午後５時まで】

当番医
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
小森医院
吉野ヶ里町豆田1254-2
☎52-1136
ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田2925-1
☎51-1110
西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139
松本医院
吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185
中尾胃腸科医院
神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295
おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130
栗並医院
神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

療機関
南医院
千代田町直鳥808-1
☎44-2777
久和会 和田医院
神埼町神埼293
☎52-2021
古賀内科
千代田町境原282-2
☎44-2311
和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046
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
神埼町尾﨑3780
☎52-5521
たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524
山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394-1
☎55-6566

トレーニングルームだより 19:30〜
きらら館夜間自由参加
火

NEW

レッスンのご案内

ベーシック ピラティス

30分間

水

夏までに「絶対」やせナイト!!

60分間

− 3 kgを目指す、減量教室！夏に向けてラストチャンス☆
対象：週3回以上のペースで利用できる人
期間：毎週水曜 5/17～7/5 全8回
内容：減量に必要な運動と食事の方法の講義と実践
※要予約、限定5人 問い合せ、申込みは下記番号へ
木

リフレッシュ ヨガ

30分間

様々なポーズと呼吸法でリフレッシュ♪（定員20人）
月、金曜も20分間のレッスン実施中♪

５月のイベント

山茶花の湯

５日（金）こどもの日ガラガラ抽選（お子様対象）
菖蒲湯
14日（日）母の日カーネーション進呈（先着100人）
※毎月第１土、日曜日は生ワイン露天風呂
入浴料金 【町民】
中学生以上

520円

４歳～小学生

260円

※町外の人は別料金となります。
○バーベキュー始めました！
４月から10月まで、バーベキュー広場を開放していま
す。火おこし・後片付け不要、食材も山茶花の湯でご
用意できます。

ちょこっと防災講座①

「防災」ってなに？
「防災」という言葉には、
「災害予防」
「災害応急対策」
「災
害復旧」の意味が含まれています。防災を考えるうえで、
「自助」
「共助」
「公助」はとても大切です。
「自助」は自分の身を守ることです。
「家具の転倒防止」
をし、地震で倒れないようにし身を守るといったことで
す。
「共助」は、みんなで助け合うことです。特に高齢者
などは、一人ではできないことが多く、周囲の協力が重
要です。
「公助」は、行政からの支援・援助のことです。
災害被害の軽減は、これ
らを効率的に組み合わせる
ことにより実現できます。
まずは、できることをから
始めてみましょう！

お知らせ

ピラティス初心者大歓迎です（定員20人）

ひがしせふり温泉

全てのレッスン、トレーニングルーム利用は 無料 です
※利用は18歳以上（高校生除く）の町民となります
問 保健課健康づくり係（きらら館内）
☎51-1618
有料広告

有

貞島司法書士事務所
司法書士 貞島博文
相続・遺言・後見・不動産の
売買による名義変更など…

お気軽にご相談ください

吉野ヶ里町吉田 667-58 ( 佐銀三田川支店 4 軒隣 )

☎0952-37-9655

広報誌への有料広告を募集中です！
●掲載料金（１回あたり）
申・問 総務課
【町内企業】
秘
書・広 報 係
●縦５cm横17cm 5,000円
（
三
田川庁舎）
●縦５cm横８cm 3,000円
☎
3
7
-0330
【町外企業】
●縦５cm横17cm 10,000円
●縦５cm横８cm 5,000円
※２色刷り（色の指定はできません）
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吉野ヶ里町の電話帳
【三田川庁舎】

代表53-1111

総務課

☎37-0330

財政課

☎37-0331

企画課

☎37-0332

住民課（戸籍係）

☎37-0333

住民課（総合窓口係） ☎37-0336
税務課

☎37-0334

環境課

☎37-0335

会計課（三田川）

☎37-0337

議会事務局

☎37-0338

【東脊振庁舎】

代表52-5111

住民課（総合窓口係）
会計課（東脊振）
福祉課

☎37-0351
☎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）

町長の窓

Town Mayor's Voice
地方創生総合戦略３年目に向けて
国は「活力ある日本社会」維持の

若い世代の定住人口増を促す施策

ため、平成27年度に人口ビジョンと

に取り組んでいます。子育て中の

「まち・ひと・しごと総合戦略」５

お母さんたちとワールドカフェな

か年計画を策定し、全国の各自治体

どで直接色々な意見を聞くことか

が実施する対策を財政的にも支援す

ら始め、中央公園に大型遊具の設

ると明言。本町も、現在の吉野ヶ里

置、ママたちのママたちによる子

町を持続していくために「吉野ヶ里

育て応援ブック作成、福祉センター

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

「きらら館」には子育て応援の「ノ

を策定。対策本部を設置し今年で３

イエ」を開設、両小学校の敷地内

年目を迎えます。町の総合戦略は４

に放課後児童クラブの施設新設移

つの目標「安定した雇用創出」
「新し

転、立野地区に認定こども園「き

い人の流れ」
「若い世代の結婚子育て

らり」が新設されたことで本町で

支援」
「時代に合った地域づくり」を

の待機児童が殆どなくなりました。

掲げており、これまでは企業誘致と

今年の三田川小学校の１年生は１

子育て支援に力を入れてきました。

クラス増え４クラスになるという

保健課

☎37-0345

農林課

☎37-0347

建設課

☎37-0348

ダム事業推進課

☎37-0342

しています。平成28年度に椿化工㈱

３年目を迎えた今年は、これま

商工観光課

☎37-0350

進出、㈱ヤマコの工場増築、平成29

での取り組みに加え観光による新

農業委員会

☎37-0353

年度は㈱リンガーハットの新工場誘

しい人の流れと魅力ある地域づく

致に向け、町では特別会計を設け取

りに努力してま

り組むと同時に佐賀県と連携しイン

いります。皆様

ター北に新たな工業団地を取得する

のご理解とご協

ための「西石動工業適地基本設計委

力をお願い致し

託費」などを予算計上しました。

ます。

【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

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

企業誘致は５年間で３社を目標に

また、子育て支援を行うことで、

吉野ヶ里町長

三田川健康福祉セン
☎51-1965
ター「ふれあい館」
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
（体育協会）

☎52-1944

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113
PHS、市外局番外からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

５月の軽トラ市は

14日（日）です。
５月のさざんか千坊館休館日は

17日（水）です。

◉まちの人口（４月１日現在）
男

7,835人（−49）

女

8,283人（−43）

合計

16,085人（−92）

◉世帯数

6,122世帯（−22）

※出生数９人


死亡数15人

（３/1～３/31届出）
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嬉しい知らせも届いています。

５月の納税など
固定資産税
（１期）
軽自動車税
※納期限は５月31日
（水）
です。

多良正裕

編集後記
他 愛もない会話も大事だと思います。子どもたちと
の会話もそうですが、仕事で煮詰まったとき、

ちょっとした会話で気分転換になったり、コミュニ
ケーションが取れたりしますよね。情報収集や新しい
アイデアを得たり、違う視点に気づいたり…。この春、
就職や人事異動で新しい環境になった人も多いと思い
ます。スマホとにらめっこせずに、いろんな人とおしゃ
べりをしてみましょう！
（杉山）

人 く、いつの間にか桜も散ってしまったという方も

事異動から、１か月が過ぎました。日々慌ただし

多いのでは？仕事を早く覚えなければと常に緊張して
いて、余裕がありません…。私のことですが。同課の
職員に不安を口にしたところ、
「みんながいます」と一
言。ありがとう。来年の桜は、みんなで見たいと思い
ます。
（八谷）

事 故を起こしてからでは、遅い。交通に限らず、事
故の要因には「無意識」があると思います。
「自

分には関係ない」。私もその一人でした。特集に掲載し
た「贖いの日々」。何度読んでもゾッとします。読んだ
人が安全運転を意識していただければと思います◆多
くの人に関心を持っていただける記事を目指し、今年
度も頑張ります！
（古賀）

吉 野 ヶ 里 文 芸
YOSHINOGARIBUN-GEI

歌
俳

句
︵ ※
二句掲載︶

吉野ヶ里眼下に千本桜かな

短
人生を思いのままに生きた人

手） 大澤ヨシノ

花莚話しに花を咲かせをり

（大

邦枝

動） 大坪カツヨ

手） 於保

野） 香田

田） 西尾

田） 伊東

曲） 井上

百年塔久しき山の桜大樹

百年塔千本桜の衣を被ぎ

（豆

春枝

京子

春枝

幸

のどかさやバルーン一機吉野ヶ里

塔めざす桜並木や小ぬか雨

（吉

れんげ草かわいと摘みし小さき手

一本さくら卒寿の僧が守りけり

（立

さり気なく別れしあとの桜かな

豆の花待たせる身より待つ身かな

（田

石段に花見疲れの重き足

風光る鍋島銅像除幕式

（石

山桜昔のままを呼び起こす

我が町の千本桜花明り

（田

早春の午後黄泉路の旅に
（上中杖上） 渡邊登志子

啓子

「 サ ク ラ チ ル 」を 嘆 く も ほ ど な く 歩
み出づ

葉） 香月

子の背はつかに逞しかりき
（松

妙子

初音

君子

敏明

さが桜マラソン花は未だつぼみ

野） 土井

菜の花辛夷の咲きて応援
（立
農なりし我が生業を退いて
委ねし麦田に春陽耀ふ
（伊保戸） 中島
散る桜ハ調ト調にひらひらと
ピアニッシモの風と遊んで
（目達原） 向井
風にゆれ光りうつろい縁側の

田） 牟田

障子に写る影を変へゆく
（横
けばけばしく不動産の札が立つ

南角

そこらは蕨と雀のじゃれるキャンパ
スぞ
（目達原） 中島

見上げれば空埋め尽くす桜かな

田） 井上千代子

有明海雲の彼方に花の雨
（豆

花屑を踏みゆくけふの驕りかな

師） 小浜史都女

ムスカリも宝鐸草も花の寺
（講

川

柳

多良シヅノ

江口マツヨ

新鮮味ないものばかりテレビ欄
橋本かのこ
再放送いつも新鮮物忘れ
三宅 あや
平和ボケ他国の紛争無関心
山下麻の葉
ひな飾り今年も会えてうれしいよ
原 しづよ
豆ごはん春いっぱいの味がする
橋本
香
近所の子すること多くあきれてる
佐藤 道子
大食いのテレビ拝見あきれます
江口 重子
悪口を言う人にみるあきれ顔
荒木千代子
今日の飯おかずの魚新鮮だ
横手 信江
新鮮な空気を吸いに山登り
木原
唯
古い服袖を通せばななひかり
福成マツエ
ランドセル背負い背負われ通学路
牛島 美佐
パリパリとレタスかじれば新鮮だ
筒井アサノ
人生はいつも前向き進歩する
高菜漬け忘れられない母の味

草津

福山

公代

幸子

兵働己登子

花ひらくよろこび運ぶ神のよう
男気は企業秘密の稀勢の里
親と子の広場で咲いた笑顔花

紀子

大塚美代子

中島三千子

那須

ちょっとだけ新鮮になる新年度
おはようの声大きくて新学期
校門に夢夢夢のにぎやかさ

稀勢の里どんな嫁だろいらぬ世話
向井 初子
大根の輪切り今夜もおでん鍋
角田 幸美
黒髪を束ねてリボンすまし顔
小池 喜治
リボン付け優しい顔になりました
檜枝 一夫
制服の大根足の健康美
中島 俊子
なにもかも引き受け大根ひっこぬく
城野くみ子
大根の花は一途に蝶を待つ
城野 浩二
納得をさせてくださいお月さま
真島久美子
トランプの鼻息だけで世が動き
西村 正紘
木漏れ日に肺の中まで透き通る
真島 清弘
ワクワクとドキドキりぼんほどく初夏
真島美智子

ジュニア川柳

しあわせを感じる時があるんだな
川﨑 美輝（５年）
お母さん元気なさそう大じょうぶ
副島 琴音（５年）
飛行機の音で宇宙を感じてる
石井 聖騎（５年）
テスト中あらあら答出てこない
中村 佑菜（５年）
幸せを感じているよハンバーグ
北原 遥光（５年）
夏の夜星の数ほどしあわせだ
荒木 彩愛（５年）
水の音感じているよ台所
宮原 優來（５年）
夏の空大きな花になりたいな
真島
芽（５年）
先生がそろそろ怒りそうな目だ
真島
凉（中１）
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〜佐賀県初の誘致企業64年の歴史に幕〜

駅

JR

JR吉野ヶ里公園

ジャパンパイル

現在の事務所

VOL.13
「耳がでっかくなっちゃった」と
某マジシャンのネタでおどけてみ
は静かなサロンではないそう。
「お
しゃべりしながら、施術を受けて
しい」と話します。耳つぼの良さ
を広めるために奮闘する早田さん
を紹介します。

なつ え

夏江さん

1973年６月生まれ（43歳）
＝吉野ヶ里＝

住

所

癒しサロン和み
田手2319番地１
☎090-3323-7369

業務内容

耳つぼ施術・耳つぼスクール
リンパドレナージュ、
アロマ講座
雑貨販売など
業務方針
お客様にあった施術を行い、
身体だけでなく心も癒す。
※完全予約制のため、
要電話予約。
●PR●

耳つぼジュエリーで軽トラ市に毎月出店。
毎年春に東妙寺で753ing（なごみんぐ）イベントを開催。
ぜひお越しください！

刺激

つぼをピンポイントで

TEL 0952（37）0330
FAX 0952（52）6189
http://www.town.yoshinogari.saga.jp/

そう だ

早田

高校を卒業後、12年間バスガイドとして勤務。いろんなお
客様との出会いで、対応力が身に付きました。退職を機に子育
てに専念。またお客様と楽しくお話しできる仕事がしたいと
思っていたところ、夫の勧めでリンパドレナージュの資格を取
得しました。アロマテラピーの資格も取り、平成24年３月、
耳
自宅に「癒しサロン和み」を開業しました。
耳つぼは、元々お客として通う一人でし
た。そこで使用される「耳つぼジュエリー」
が素敵で、やってみたくなりました。キラ
キラと光る可愛いシールで、この裏にある
チタンがつぼを刺激し身体の気になる所を正常に戻すサポート
をするのです。先生の元へ通い、講師とセラピストの資格を取
得。現在は耳つぼをメインに施術を行っています。
耳には166箇所のつぼがあります。施術では、まず耳を揉み
ほぐしてから、肩こり・腰痛・不眠・目の疲れなど、色々なつ
ぼを刺激して、身体の悪い箇所を探します。そこに耳つぼシー
ル（ジュエリー）を貼り、施術が完了します。耳は脳に近いので、
すぐに効果が表れるんですよ。腰痛がひどく、杖を突いて歩い
て来られた方が、施術を終えると、すっと立ち、杖も突かずに
帰られたこともあります。
「身体が楽になった」のほかに80代の女性から「ジュエリー
を付け始めて鏡を見る機会が増えた」との声をいただいたこと
もあり、嬉しいです。お客様が元気になり、イキイキしている
のを見ることが楽しくて、予約が入れば少々無理をしてでも仕
事を入れてしまいがちです。
現在、施術の他に耳つぼ
スクールも開講しています。
町民の皆さんを始め、もっ
と多くの人に耳つぼのよさ
を知っていただくため、こ
れからも頑張ります。ぜひ
一度体験してみてください。

編集・発行／吉野ヶ里町総務課 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

もらい身体も心もスッキリしてほ

社員の皆さん（前列左から２番目が岡工場長）

ュエリー
ぼジ
つ

せる早田さん。
「癒しサロン和み」

力

創業当時の航空写真

至下三津東

国道34号線

協

第 135 号

吉野ヶ里
保育園

平成29年５月号

ジャパンパイル（株）佐賀工場（岡博隆工場長）が、工場建屋、
生産設備の老朽化に伴い３月31日をもって閉鎖されました。
佐賀県誘致企業第１号である同工場は、大同コンクリート
工業（株）佐賀三田川工場として昭和27年11月に操業。昭和
45年には、三田川分工場（現跡地は現在吉野ヶ里温泉）を合
わせ158人が勤務し、遠心力鉄筋コンクリート杭を生産しま
した。
（株）ジオトップと（株）ヨーコンとの業務提携等を経て、
平成19年４月に「ジャパンパイル（株）
」となりました。
昭和49年に入社し、社員生活の大半を同工場で過ごされた
岡工場長は「諸先輩方や地域の皆様のおかげで、生産が続け
てこられた。工場を残したかったが従業員の安全を考えると
やむを得ず、不可避の決断だった」と話されました。
町内をはじめ、近隣地域の多くの人を雇用し、まちの発展
に大きく貢献していただいた同工場。惜しまれながら、64年
の歴史に幕を下ろしました。

吉野ヶ里町広報紙（毎月 1 回発行）

（旧大同コンクリート工業佐賀工場）

広報よしのがり

ジャパンパイル
（株）佐賀工場が閉鎖

