
６ 月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

 

日時 平成３０年６月８日（金） 

午後２時から午後３時まで 

場所 基山町役場 ４階 大会議室 

 

 

１．開会 

 

 

２．町長の挨拶 

 

 

３．平成３０年 第２回定例会（６月議会）議案について          …P1 

 

・基山町地域優良賃貸住宅について                     …P2

（「アモーレ・グランデ基山」の入居者募集開始について） 

 

・固定資産税の課税免除に関する条例の制定について              …P3 

（設備投資等の固定資産税を３年間免除します） 

 

 

４．新規事業、イベント情報等について 

 

・基山町ブランディング名刺デザインワークショップを開催します       …P4 

・基山町のグルメ情報誌をリニューアルしました               …P5 

・「第 31 回きのくに祭り」が開催されます                      …P6 

・「基山町公式」、「基山 WEB の駅」アプリの配信を開始しました       …P7 

・町長懇談会を開催中です                                           …P9 

・基山町と株式会社グッデイの連携協定の調印式を開催します          …P10 

・ＤＩＹサポーター養成講座を開催します                             …P11 

・きやま子育てガイドブックを作成しました                …P12 

・６月１日からホットステーションはフルメニューで営業中！          …P13 

・きやま名画座を開催します                          …P14 

・きやま創作劇「草莽の民～明治基山に生きた人達～」を上演します     …P15 

 

５．その他 

 

６．閉会 



 

平成３０年  第２回定例会議案  目 次 

 

 

【可決】議案第２０号  基山町地域優良賃貸住宅基金の設置、管理及び処分に関する 

条例の制定について 

【可決】議案第２２号  基山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の制定について 

【可決】議案第２４号  基山町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定について 

 

【可決】議案第２１号  基山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強 

化のための固定資産税の課税免除に関する条例の制定について 

【可決】議案第２３号  基山町税条例等の一部改正について 

 

【可決】議案第２５号  佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加 

及び同組合規約の変更について 

【可決】議案第２６号  平成３０年度基山町一般会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第２７号  平成３０年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

【可決】議案第２８号  平成３０年度基山町下水道事業会計補正予算（第１号） 
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お問合せ先 

定住促進課 担当：亀山 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-2084 

 

 

 

 

平成３０年６月８日 

定住促進課 

 

 

「アモーレ・グランデ基山」の入居者募集開始について 

 

 

 本町では、ＪＲ基山駅前にある旧町役場跡地の活用策として、官民連携によるＰＦＩ

方式での基山町地域優良賃貸住宅（名称：アモーレ・グランデ基山）の整備を行ってい

ます。 

 本事業では、子育て・若者世帯へ快適な住まい環境を創出し、基山町への定住を促進

することを目的としており、JR 基山駅前の中心市街地の活性化も期待されるところで

す。 

 このたび、下記の日程にて入居者募集を開始いたします。 

               

記 

 

入居申込書配布開始   平成 30年６月 18日（月） 

 

町外居住者先行受付期間 平成 30年 7月 2日（月）～7月 15日（日） 

 

受付期間        平成 30年 7月 16日（月）～10月 29日（月） 

 

 

 

「アモーレ・グランデ基山」の概要 

住所：基山町大字宮浦 160番地 2 

構造：鉄筋コンクリート造６階建 

戸数：３０戸 （Aタイプ 20戸・Bタイプ 10戸） 

家賃：Aタイプ（75.26㎡） 64,000円 

Bタイプ（68.90㎡） 59,000円 

※入居審査が通った場合の減額後家賃を表示しています。 

備考：平成 31年 3月完成予定、4月入居開始予定 
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お問合せ先 

産業振興課 ブランド化推進室 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年６月８日 

産業振興課 

 

 

設備投資等の固定資産税を３年間免除します 

 

基山町では、成長性の高い新たな分野の支援、及び中小企業の生産性向上を図るため、

設備投資等に伴う固定資産税の免除に係る２つの条例の制定及び改正を行いました。 

 

１つ目は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（地域未来投資促進法）」に基づく「基山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例」の制定です。この条例は、

成長性の高い新たな分野に取り組み、地域経済への波及効果が高い企業を支援するもの

で、事業者が作成する地域経済牽引事業計画を佐賀県知事が承認した場合、土地・建物

等の固定資産税を３年間免除します。 

 

２つ目は、「地方税法等の一部を改正する法律」及び「生産性向上特別措置法」に基

づく町税条例の改正です。この条例改正は、中小企業の生産性改革を実現するための設

備投資を後押しするもので、中小企業が作成した先端設備等導入計画を基山町長が認定

した場合、要件を満たす償却資産に係る固定資産税の特例率をゼロとします。 

 

 本町では、これらの条例を活用しながら、さらに地域産業の振興に努めてまいります。 
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お問合せ先 

産業振興課 ブランド化推進室 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

産業振興課 

基山町ブランディング名刺デザインワークショップを開催します 

基山町と基山町観光協会では、基山町の観光振興と障害者福祉の啓発を図るため、基

町内にある就労継続支援Ｂ型事業所「ＰＩＣＦＡ（ピクファ）」と基山町ブランディン

グ名刺デザインのワークショップを下記のとおり開催します。 

同作業所は平成 29 年７月に開所し、障害者の創作活動を仕事として、絵画やデザイ

ン、オリジナルグッズの制作に取り組んでおり、町内外で高い評価を得ています。

なお、デザインした名刺は、７月に完成予定で、基山町観光協会で作成している観光

名刺の絵柄のひとつとなり、一般の方も利用が可能となります。 

記 

１．日   時 ６月２１日（木）午前１０時から 

２．場   所 就労継続支援Ｂ型事業所「ＰＩＣＦＡ（ピクファ）」 

３．内 容  ＰＩＣＦＡメンバーが、町長や観光協会長から基山町の魅力につい

て話を聞いた上で、観光スポットを巡りスケッチを実施。また、昼

は基山町合宿所の食堂で、基山町の特産品を用いた昼食を参加者と

一緒に食べながらデザインのヒントとする。 

４．参 加 者  基山町長 松田一也 

  基山町観光協会 会長 田口英信 

  ＰＩＣＦＡの利用者（障害者の方）及び職員 

５．名刺注文先  基山町観光協会（TEL：0942-50-8226） 

http://lifeel.space/ 
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お問合せ先 

産業振興課 ブランド化推進室 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

産業振興課 

基山町のグルメ情報誌をリニューアルしました 

基山町では、町内の飲食店を多くの方に知ってもらい、訪れていただくためのグルメ

情報誌を平成 30年３月に「キヤマノオイシイモノ」として改訂しました。 

本グルメ情報誌は、平成 28年１月に「うまかもん KIYAMA」として発行していました

が、発行から２年以上経過し、新たな飲食店なども増えたため、改訂を行いました。 

今回のリニューアルでは、飲食店情報の更新だけでなく、基山町が「ふるさと名物応

援宣言」を行ったエミューの紹介やエミュー料理が食べられるお店の紹介、そして、町

内の小・中学校出身なら誰でも知っている「鶏のレモン煮」などの“きやまのソウルフ

ード”を紹介しています。 

なお、「キヤマノオイシイモノ」は、基山町役場をはじめ町内の公共スペースや掲載

店舗等で無償配布しています。 

▽ソウルフード紹介 ▽エミュー紹介▽キヤマノオイシイモノ（表紙） 
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お問合せ先 

産業振興課 ブランド化推進室 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

産業振興課 

「第 31回きのくに祭り」が開催されます 

 昨年度、第 30 回を記念して盛大に開催された「きのくに祭り」が、今年もパワーア

ップして７月 21 日（土）に基山駅前通り・基山モール商店街をメイン会場に開催され

ます。 

今回のきのくに祭りは、特別企画としてお笑い番組などで活躍中の地元基山町出身の

人気お笑いコンビ「どぶろっく」をメインゲストに迎え、お笑いショーやどぶろっくと

基山ダンスユニットのコラボによる「基山町の歌」が披露されます。 

更に、恒例の地元団体によるパレード、餅まきや熱戦が繰り広げられる各地区対抗の

綱引き大会やクールビートによる「キッズダンスステージ」など大人も子どもも楽し

める内容となっています。 

会場では、基山町商工会青年部や女性部によるビールや特産品等の販売、地元団体等

による模擬店や露店が祭りを盛り上げ、モール商店街のグリーンロードでも、お絵かき

コーナーやお楽しみイベントが開催されます。

夏の楽しいひと時をご家族そろってお楽しみください。

記 

１.日時  ７月２１日（土）１３：００～２１：００ 

第１部 

１３：００ パレード 

１３：３０ 開会式・餅まき 

１４：１５ 綱引き大会（大人の部） 

１５：４５ 綱引き大会（子どもの部） 

第２部 

１７：１５ 第２部イベント 

１９：３０ 「基山町の歌」披露 

１９：４５ 町民総踊り 

２０：１５ 閉会 

※臨時売店は２１：００まで営業

２.主催  きのくに祭り振興会 
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お問合せ先 

総務企画課 広報・情報管理係 

Tel:0942-92-2188 Fax:0942-92-2084 

Mail:kohojoho-1@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

総務企画課 

「基山町公式」、「基山 WEBの駅」アプリの配信を開始しました 

ホームページのリニューアルに伴い、「基山町公式」及び、「基山 WEBの駅」のアプ

リ」の配信を開始いたしました。

「基山町公式」アプリはホームページに掲載される情報をスマートフォンや、タブレ

ット用の画面に合わせて見やすく表示し行政情報や、観光・物産、子育て支援等のサイ

トの情報を簡単に検索できます。また、新着情報が登録されたら必要な情報を自動的に

取得できるように設定可能で、見忘れの防止が可能です。 

 「基山 WEBの駅」アプリでは、パソコンで作成した「基山 WEBの駅」のマイホームペ

ージの編集や、記事や写真の投稿・編集が簡単にできます。 

また、今までマイホームページの作成はパソコンからしかできませんでしたが、パソ

コンをお持ちでない方もスマートフォンなどから会員登録ができ「基山 WEBの駅」のマ

イホームページの作成が可能となりました。

 さらに、「基山 WEB の駅」アプリでは、5 月 18 日に追加されたトップページの掲示

板への投稿や、コメントも簡単な操作で可能となります。 
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基山町公式ホームページより、アプリのダウンロードが可能です。 

「基山町公式」アプリ画面    「基山 WEBの駅」アプリ画面 

「基山 WEBの駅」トップページ掲示板 
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お問合せ先 

総務企画課 総合計画推進係 

Tel:0942-92-2188 Fax:0942-92-2084 

Mail:sogokeikaku-1@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

総務企画課 

町長懇談会を開催中です 

基山町では、町長が各区、各団体等のご意見・ご要望等をお聞きする「町長懇談会」

を５月から開催しています。町長懇談会は、懇談会を希望される各区、各団体に町長が

出向き、各地域や各活動などに根ざしたテーマに沿って意見交換を行うものです。 

今回は、初めて 4 女性団体（基山町商工会女性部、JA さが基山支所女性部、モンキ

ーサロン、自民党基山町支部女性部）も開催を計画されています。４女性団体との町長

懇談会は下記のとおり開催されますので、参加されてみてはいかがでしょうか。（申込

み不要・どなたでも参加可能） 

記 

１．日 時 ６月１１日（月）午後７時～８時 

※終了時間は前後することがあります。

２．場 所 基山町民会館 小ホール 
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お問合せ先 

総務企画課 総合計画推進係 

Tel:0942-92-2188 Fax:0942-92-2084 

Mail:sogokeikaku-1@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

総務企画課 

基山町と株式会社グッデイの連携協定の調印式を開催します 

この度、基山町と株式会社グッデイとで「包括的連携に関する協定」及び「災害時に

おける物資の供給に関する協定」を締結することとなり、下記のとおり調印式を執り行

いますので、お知らせいたします。 

記 

１.日 時  平成３０年６月２９日（金）午前１０時～ 

２.場 所  基山町役場 ４階 大会議室 

３.目 的 包括的連携に関する協定について  

基山町と株式会社グッデイが相互に連携・協力し、基山町の地方創生

に関する事業に積極的に取り組むことで、人口減少問題の克服や地域

経済の活力増進を図ります。 

災害時における物資の供給に関する協定について 

地震、風水害、その他の災害等が発生又は発生するおそれがある 

場合に、基山町と株式会社グッデイが協力して、物資を迅速かつ 

円滑に供給するために必要な事項を定めます。 
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お問合せ先 

健康福祉課 社会福祉係 

Tel:0942-92-7964 Fax:0942-92-7184 

Mail: fukusi5@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

健康福祉課 

ＤＩＹサポーター養成講座を開催します 

 基山町では、※ＤＩＹに興味を持っている人に対して、ＤＩＹの基本を教えます。道

具の使い方や作業の手順、安全の確保など、ＤＩＹを行うときに必要になる知識を学ぶ

ほか、取得したノウハウを活かして、幼児から高齢者まで、誰でも気軽に参加できる木

工教室などのアドバイザーとして活動できるスキルを学びます。 

※ ＤＩＹ:しろうとが自分で何かを作ったり、修繕したりすること。日曜大工。

記 

１．日 時 平成３０年９月～平成３１年２月（４回／年程度） 

各回 ３時間程度 

２．場 所 基山町多世代交流センター憩の家 

３．参加者 １０名程度 

※基山町内に在住の方で、サポーター養成講座を受講した方は、取得し

たノウハウを活かして、『基山町多世代交流センター憩の家』が行う木

工教室などにアドバイザーとして協力していただける方。

４．参加料  無料 

５．内 容 

（１）基本講座Ⅰ【親子木工教室養成講座】 

  道具の種類や作業の手順、安全の確保など、ＤＩＹを行うときに必要になる知識

を学びます。 

（２）基本講座Ⅱ【親子木工教室養成講座】 

のこぎりや金槌の使い方から、木材に塗る塗料などの知識を学びます。 

（３）基本講座Ⅲ【木工教室養成講座】 

電動ドライバーなどの工具を使って、ベンチづくり等の実践的な内容を学びます。 

（４）基本講座Ⅳ 

テーマに沿った作品を作成します。
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問合せ先 こども課 子育て支援係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

Mail:kosodate-6@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

こども課 

きやま子育てガイドブックを作成しました！ 

～ 小さな町の大きな魅力～ 

平成 29 年度に、地方推進交付金を活用し、きやま子育てガイドブックを作成しまし

た。 

この事業は、「子育て家族セルフデザインプロジェクト」と称し、基山町の子育て中

の保護者とプロポーザルで選定された事業所、町とで協働で実施しました。 

 子育て中の家族の意見を聞くことで必要なものをより分かりやすく、ビジュアル的に

整理し、詳細箇所はリニューアルしたホームページとリンクしたＱＲコードをガイドブ

ックに掲載し、スマホ世代の保護者等のニーズに合ったものとなっています。 

作成したガイドブックは町内の公共施設に配置予定としていますが、定住促進の情報

ツールの一つとして福岡市等での配布も予定しています。

12



問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

Mail:bunka-1@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

まちづくり課 

６月１日からホットステーションはフルメニューで営業中！ 

６月１日（金）から基山町合宿所食堂施設（ホットステーション）はメニューをフル

メニューにして営業しています。今後は利用者の皆様からの声を参考に、地域に愛され

るホットステーションを目指してまいります。 

そして、ホットステーションの代名詞でありますラーメンの開発を進めております。 

ホットステーションの新たな名物として登場する“基山ラーメン”にどうぞご期待くだ

さい。 

記 

１．営業時間 １１:００～１４:３０ 

２．定休日 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日となります） 
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問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

Mail:bunka-1@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年６月８日 

まちづくり課 

きやま名画座を開催します 

 基山町では、平成３０年度優秀映画鑑賞推進事業として「きやま名画座」を開催し

ます。松本清張、山崎豊子による社会派ミステリー小説を原作に、名匠たちが丹精こ

めて作り上げた力作を上映します。古き良き時代のモノクロの世界をぜひこの機会に大

スクリーンでお楽しみください。

記 

１． 日時 8月 18日（土）・19（日） 午前 9時 30分開演 

２．場所 基山町民会館大ホール 

３．対象 小学生以上 

４．料金 全席自由 １日 500円で見放題 

※チケットは６月２０日（水）より発売開始
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アイが大きい基山町 ～住む人にも訪れる人にも満足度 No.1のまち基山の実現～ 

 

問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

Mail:bunka-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年６月８日 

まちづくり課 

 

 

きやま創作劇「草莽の民～明治基山に生きた人達～」を上演します 

 

 第３回目となる今年は、明治維新１５０年という節目を向かえることから、明治時代

を舞台とした「草莽の民～明治基山に生きた人達～」を上演いたします。 

 つきましては下記のとおり説明会を実施いたしますので、多くの皆様のご参加をお待

ちしております。 

 

記 

【説明会】 

１．日時 平成 30年 6月 14日（木）18：30～受付 19：00～説明会 

 

２．場所 町民会館小ホール 

 

３．対象 小学生以上の基山町民（基山町に在住、もしくは通勤・通学されている方）） 

※説明会は夜の時間帯になりますので、小学生は、保護者の付添をお願い致します。 

 

 

【上演日】 

１．日時 平成 30年 12月 9日（日） 

 

２．場所 町民会館大ホール 

 

３．料金 無料 
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