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電
話
案
内

施設名 住所・電話番号 利用案内

施設名 住所・電話番号 利用案内

施設名 住所・電話番号 利用案内

〒849-1292
杵島郡白石町大字坂田253番地1
TEL 0954-65-3111
グリーンネット　33-3111
FAX 0954-65-3120

白石町役場（本庁）

〒849-1192
杵島郡白石町大字福田1809番地1
TEL 0952-84--2111
グリーンネット　21-2111
FAX 0952-84-6611

白石町役場白石支所

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3451番地
TEL 0952-87-2111
グリーンネット　41-2111
FAX 0952-87-2744

白石町役場福富支所

■町公民館

■役場・支所

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3451番地
TEL 0952-87-2149
グリーンネット　41-2149
FAX0952-87-2314

福富公民館
（大ホール・会議室・小会議室・研修室・
  町民室・第1講習室・第2講習室・
  料理実習室）

〒849-1192
杵島郡白石町大字福田1809番地1
TEL 0952-84-6925
グリーンネット　21-6925
FAX0952-84-3950

白石公民館
（1階和室・2階和室・2階和控室・
  2階ホール）

〒849-1204
杵島郡白石町大字坂田275番地1
TEL 0954-65--3135
グリーンネット　33-3135
FAX0954-65-4768

有明公民館
（和大会議室1階・大会議室2階・
  和小会議室1階・和会議室2階・
  視聴覚室2階・調理室）

■福祉・保健施設

〒849-1111
杵島郡白石町大字東郷2544番地
TEL 0952-84-2649
グリーンネット　22-2649
FAX0952-84-2649

白石町立六角保育園

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田769番地7
TEL 0952-84-2304
グリーンネット　21-2304
FAX0952-84-2304

白石町立福田保育園

〒849-1103
杵島郡白石町大字築切292番地2
TEL 0952-84-2852
グリーンネット　23-2852
FAX0952-84-2852

白石町立あかり保育園

〒849-0401
杵島郡白石町大字戸ヶ里2305番地5
TEL 0952-87-2800
グリーンネット　41-2800
FAX0952-87-2800

福富幼児センター
　　白石町立福富保育園
　　白石町立福富幼稚園

施設内のホール、和室などは、従来通り
町民の方々の利用が可能です。各公民館
へ利用申請を行ってください。

行政全般の問い合わせ
各種申請、受付業務を行います。

行政全般

町内の各保育園の入園申し込みは、福祉
課子育て支援係及び各支所で受け付けて
います。

福富幼稚園の入園申し込みは学校教育課
の学校教育係です。



59

施設名 住所・電話番号 利用案内

■福祉・保健施設

〒849-1203
杵島郡白石町大字戸ヶ里2305番地5
TEL 0954-65-3103
グリーンネット　32-3103
FAX0954-65-3103

白石町立有明ふたば保育園

〒849-1207
杵島郡白石町大字深浦5609番地
TEL 0954-65-3102
グリーンネット　33-3102
FAX0954-65-3102

白石町立有明わかば保育園

〒849-1202
杵島郡白石町大字新明2809番地
TEL 0954-65-3278
グリーンネット　34-3278
FAX0954-65-3278

白石町立有明みのり保育園

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田1312番地1
TEL 0952-84-6033
グリーンネット　21-6033
FAX0952-84-2103

利用時間　9:00～16:30
休　　日　日曜日及び土曜日
　　　　　国民の祝日
　　　　　8月13日～8月15日
　　　　　12月29日～翌年１月４日

利用時間　9:00～16:00
休　　日　日曜日及び土曜日
　　　　　国民の祝日
　　　　　12月29日～翌年1月4日

白石町白石老人福祉センター

〒849-1221
杵島郡白石町大字新拓1481番地
TEL 0952-84-3310
グリーンネット　26-3310
FAX0952-84-3310

白石町
ふれあいデイサービスセンター

利用時間　8:30～21:30
〒849-1204
杵島郡白石町大字坂田275番地1
TEL 0954-65-4386
グリーンネット　33-4386
FAX0954-65-2103

白石町有明老人福祉センター
（集会室・健康相談室・教養娯楽室・
　機能回復訓練室）

（研修室A、B・調理実習室）

利用時間　9:00～16:00
休　　日　日曜日及び土曜日
　　　　　国民の祝日
　　　　　12月29日～翌年1月4日

〒849-1202
杵島郡白石町大字新明2805番地
TEL0954-65-9020
グリーンネット　34-9020

介護予防拠点施設 ひだまり館

利用時間　平日9:00～17:00
　　　　　土曜日9:00～12:00
休  館  日　国民の祝日及び休日
　　　　　8月13日～8月15日
　　　　　12月27日～翌年１月4日まで

〒849-1992
杵島郡白石町大字福富3451番地
 TEL0952-87-2111
グリーンネット　41-2111
FAX 0952-87-2111

（第1、第2、第3研修室・講習室・
　視聴覚室）

白石町福富健康センター

町内の各保育園入園申し込みは、福祉課
子育て支援係及び各支所で受け付けてい
ます。

利用申請については、左記事務所または
長寿社会課へお問い合わせください。

利用申請については、長寿社会課へ
お問い合わせください。

利用申請については、左記事務所または長寿
社会課へお問い合わせください。

利用申請については、長寿社会課へお問い合
わせください。また、むつごろうC.C（TEL65-
5151)でも予約受付します。

利用申請については、健康づくり課または各
支所にお問い合わせください。

電
話
案
内
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施設名 住所・電話番号

施設名 住所・電話番号 施設名 住所・電話番号

■社会福祉協議会

■学校関係

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田2374番地
TEL 0952-84-2006
グリーンネット　21-2006
FAX 0952-84-2026

白石町立白石小学校

〒849-1111
杵島郡白石町大字東郷2239番地
TEL 0952-84-2009
グリーンネット　22-2009
FAX 0952-84-5569

白石町立六角小学校

〒849-1104
杵島郡白石町大字堤1461番地
TEL 0952-84-2219
グリーンネット　24-2219
FAX 0952-84-5686

白石町立須古小学校

〒849-1103
杵島郡白石町大字築切205番地
TEL 0952-84-2240
グリーンネット　23-2240
FAX 0952-84-5356

白石町立北明小学校

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3415番地2
TEL 0952-87-3126
グリーンネット　41-3126
FAX 0952-87-3396

白石町立福富小学校

〒849-1201
杵島郡白石町大字牛屋6833番地2
TEL 0954-65-4038
グリーンネット　31-4038
FAX 0954-65-4039

白石町立有明東小学校

〒849-1203
杵島郡白石町大字戸ヶ里1493番地
TEL 0954-65-4137
グリーンネット　32-4137
FAX 0954-65-4138

白石町立有明西小学校

〒849-1207
杵島郡白石町大字深浦5582番地
TEL 0954-65-4169
グリーンネット　33-4169
FAX 0954-65-4170

白石町立有明南小学校

〒849-1105
杵島郡白石町大字遠江143番地1
TEL 0952-84-2411
グリーンネット　23-2411
FAX 0952-84-2412

白石町立白石中学校

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3497番地
TEL 0952-87-3531
グリーンネット　41-3531
FAX 0952-87-2963

白石町立福富中学校

〒849-1204
杵島郡白石町大字坂田290番地
TEL 0954-65-2127
グリーンネット　33-2127
FAX 0954-65-2128

白石町立有明中学校

〒849-1105
杵島郡白石町大字遠江60番地1
TEL 0952- 84-2713
グリーンネット　23-2713
FAX 0952-84-2713

白石町学校給食調理場
（学校給食センター）

〒849-1101
杵島郡白石町大字今泉138番地
TEL 0952-84-2131
グリーンネット　22-2131
FAX 0952-71-5008

佐賀県立
白石高等学校

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田1660番地
TEL 0952-84-2611
グリーンネット　21-2611
FAX 0952-71-5009

佐賀県立
佐賀農業高等学校

（有明老人福祉センター内）

（白石老人福祉センター内）

（福富ゆうあい館内）

〒849-1204
杵島郡白石町大字坂田275番地1
TEL 0954-65-4386
グリーンネット　33-4386
FAX 0954-65-2103

白石町社会福祉協議会本所

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田1312番地1
 TEL 0952-84-6033
グリーンネット　21-6033
FAX 0952-84-6034

白石町社会福祉協議会白石支所

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3535番地1
 TEL 0952-87-3118
グリーンネット　41-3118
FAX 0952-87-3195

白石町社会福祉協議会福富支所

電
話
案
内
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施設名 住所・電話番号 利用案内

■生涯学習・研修施設関係

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田1312番地1
TEL 0952-84-3921
グリーンネット　21-3921
FAX 0952-84-3921

利用時間9:00～22:00

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田1312番地1
TEL 0952-71-5245
FAX 0952-71-5245

楽　習　館（図書室）

杵島郡白石町大字堤3782-130
TEL 0952-84-4800

うたがき研修施設（宿泊可）
　　うたがき研修センター

杵島郡白石町堤3782番地131

利用時間　1泊または、9:00～17:00

　　うたがきロッジ

杵島郡白石町大字堤1461番地
TEL 0952-84-3445（公衆電話）

利用時間 　8:30～22:00

利用時間　8:00～22:00

利用時間　9:00～22:00
休 館 日　月曜日

三近堂コミュニティセンター

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3535番地1
TEL 0952-87-2171
グリーンネット 41-2171
FAX 0952-87-3195

〒849-849-1201
杵島郡白石町大字牛屋1359番地の5
グリーンネット 31-4358

〒849-1105
杵島郡白石町大字遠ノ江75番地の1
TEL 0952-84-6432（公衆電話）

福富ゆうあい館

有明水田利用再編研修センター

（多目的ホール・研修棟・図書館）

（1階和室・1階ホール）

（大、中、小研修室・農産加工室）

利用時間 
4月～9月　10:00～18:00（ただし、
土曜日及び日曜日は、10:00～17:00
まで）
10月～3月　10:00～17:00まで
休業日　月曜日　国民の祝日（ただし、該
当休日が月曜日にあたる場合は、その翌日）
8月13日～8月15日
12月29日～1月4日

利用時間 　4月～9月　9:00～20:00
　　　　　10月～3月　9:00～19:00
　　　　　（ただし、毎週土曜日・日曜日
　　　　　及びこどもの日・海の日・文化
　　　　　の日は9:00～17:00まで）
休 館 日（12月29日～翌年1月3日）
　　　　　国民の休日（こどもの日・海
　　　　　の日・文化の日を除く）

利用申請等については、左記事務所または生
涯学習課（白石公民館係）にお問い合わせく
ださい。

利用申請等については、左記事務所または生
涯学習課（福富公民館係）にお問い合わせく
ださい。

利用申請等については、生涯学習課（白石公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、商工観光課に
お問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（白石公
民館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、農政課にお問い合わ
せください。

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富3508番地の2
TEL 0952-87-2931（公衆電話）

利用時間　9:00～22:00
休 館 日　月曜日

利用時間　9:00～22:00
休 館 日　月曜日

利用時間　日の出～21:00

利用時間　日の出～日没

利用時間　日の出～21:00

〒849-1204
杵島郡白石町大字坂田281番地

白石中央公園

〒849-1112
杵島郡白石町大字福田

白石中央公園グラウンド（野球1面・
ソフトボール2面・証明設備・事務
室・放送設備）

白石中央公園ゲートボール場
（ゲートボール場6面・休憩所）

白石中央公園テニスコート
（クレーコート4面・休憩所・照明
  施設・軟硬兼用）

利用申請等については、生涯学習課（福富公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（有明公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（白石公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（白石公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（白石公民
館係）にお問い合わせください。

規定なし
〒849-1105
杵島郡白石町大字遠江143番地1

白石町相撲場（相撲土俵1）

白石町総合センター（多目的ホール・
健康相談室・機能回復訓練室・農産
加工室・検診室・和会議室（1、2）・
集団指導室・楽屋（1、2）

白石社会体育館（バレーボール2
面・バスケットボール2面・バトミ
ントン6面・卓球・剣道）

福富社会体育館（バレーボール2面・
バスケットボール2面・バトミント
ン3面・卓球・剣道・軽スポーツなど）

有明社会体育館（バレーボール2面・
バスケットボール1面・バトミント
ン3面・卓球・剣道・柔道畳有・軽スポ
ーツなど）

電
話
案
内
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利用時間　8:30～日没

利用時間　8:00～17:00
休  館  日　火曜日（祝祭日の場合は翌日） 

利用時間　8:30～21:30

利用時間　日の出～日没

利用時間　10:00～21:00
休  館  日　月曜日（祝祭日の場合は翌日）

利用時間　9:00～翌日9:00
休  館  日　月曜日（祝祭日の場合は翌日）

〒849-0403
杵島郡白石町大字八平432番地
及び434番地

〒849-0401
杵島郡白石町大字福富2683番地

〒849-1203
杵島郡白石町大字戸ヶ里3211番地
TEL 0954-65-3366
グリーンネット　33-3366
FAX 0954-65-3022

ふくどみマイランド公園

河口堰運動広場
（グラウンドゴルフコート1面）

利用時間　8:30～日没〒849-0402
杵島郡白石町大字福富下分2387番地1

福富ふれあい広場
（テニスコート3面）

利用時間　4/1～9/30　日の出～21:30
　　　　　10/1～3/31日の出～21:00〒849-1204

杵島郡白石町大字坂田270番地

有明テニスコート（コート4面・
クレーコート・クラブハウス・照明
設備有（カード式）・軟式兼用

利用時間　日の出～21:00
〒849-1204
杵島郡白石町大字坂田270番地

有明弓道場（近的6人立）

利用時間　日の出～21:00
稲佐神社境内稲佐山運動公園（野球1面・

ソフトボール2面・事務室・放送設備）

4月～10月　日の出～21:00
11月～3月　日の出～17:00〒849-1204

杵島郡白石町大字坂田327番地

有明ふれあい運動公園（野球1面・
ソフトボール2面・証明設備（カード
式）・放送設備）

4月～10月　日の出～21:00
11月～3月　日の出～17:00〒849-1202

杵島郡白石町大字新明2812番地

新明グラウンド（野球1面・ソフト
ボール2面・証明施設（コイン式）・
事務室・放送設備）

爽明館（25m×7コース・ウォーター
スライダー・トレーニングルーム・バイ
ブラバス・サウナ室・子供用プール有）

遊喜館　宿泊可
（研修室・休憩デッキ・炊事場）

有明スカイパークふれあい郷

自有館（ホール・視聴覚室・
研修室1.2）

　　ふれあい干拓館
　　（ふれあい室・料理実習室）

　　多目的運動広場（野球1面・

　　ソフトボール2面・証明施設）

　　ゲートボール場（8面）

　　わんぱく広場
　　イベント広場

　　干拓展望台

利用申請等については、生涯学習課（福富公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（福富公民
館係）にお問い合わせください。

利用時間　9:00～22:00
休  館  日　月曜日（祝祭日の場合は翌日） 

利用申請等については、生涯学習課（福富公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（有明公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（有明公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（有明公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（有明公民
館係）にお問い合わせください。

利用申請等については、生涯学習課（有明公民
館係）にお問い合わせください。

電
話
案
内


