
１２月 定 例 記 者 会 見 次 第 

  日時 平成３０年１２月１３日（木） 

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４回定例会（12 月議会）議案について  …P1 

４．新規事業、イベント情報等について 

・基山町は町制施行８０周年を迎えます  …P2 

・運転免許証の自主返納を支援します  …P5 

・小中学生へ自転車ヘルメット購入助成を行います  …P6 

・町立学校の使用教室を完全エアコン化します  …P7 

・基山町版空家バンク「すまいるナビ」で２件のマッチングが成立 …P8

・基山町コミュニティバス情報が乗換案内サイトで検索可能に！  …P9 

・久留米大学と連携して基山町健康増進計画を策定します  …P10 

・地域資源を活用した体験型サービス創出事業を実施します  …P11 

・基山町合同就職相談会＆工場見学会を開催します  …P12 

・ミュージカル「対馬物語」を上演します  …P13 

・きやま RESAS デジタルアカデミー事業の提案発表会を開催します …P14

・3 月 17 日（日）は 第３回きやまジュニアダンスフェスティバルへ！

…P15 

５．その他 

６．閉会 



平成３０年  第４回定例会議案  目次 

【可決】議案第３８号  基山町課設置条例の一部改正について 

【可決】議案第３９号  基山町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

及び基山町職員の給与に関する条例の一部改正について 

【可決】議案第４０号  基山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正について 

【可決】議案第４１号  町長、副町長及び教育長の諸給与条例の一部改正について 

【可決】議案第４２号  財産（土地）の取得について 

【可決】議案第４３号  基山町民会館の指定管理者の指定について 

【可決】議案第４４号  基山町体育施設の指定管理者の指定について 

【可決】議案第４５号  平成３０年度基山町一般会計補正予算（第５号） 

【可決】議案第４６号  平成３０年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

【可決】議案第４７号  平成３０年度基山町下水道事業会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第４８号  平成３０年度基山町一般会計補正予算（第６号） 
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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１２月１３日 

総務企画課 

基山町は町制施行８０周年を迎えます 

基山町は、平成 31年 1月 1日をもって町制施行 80周年を迎えます。 

 本町は、現在も豊かな自然環境の中で、古くから培ってきた伝統と文化に恵まれ、人

と人との絆を大切にしている昔ながらの心あたたかい町です。 

この地域性を最大限にいかして、将来にわたり活力ある地域を維持していくため、今

まで培ってきた８０年間を振り返り、基山町らしさを再認識する機会として、平成３１

年２月には、町制施行８０周年記念式典を開催し、町政功労者の顕彰や善行活動の特別

表彰などを実施することとしています。 

今後１年間を通して、未来に向かって飛躍する基山町を内外にアピールするため、

様々な記念事業を実施していきます。 

記 

１．記念事業 基山町制施行 80周年記念事業計画一覧表のとおり
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（告知イベント）

番 号 事 業 名 場 所 担 当 課

1 岩崎宏美コンサート 平成30年11月７日（水） 町民会館大ホール まちづくり課

（町主催定例事業）

番 号 事 業 名 場 所 担 当 課

1 出初式 平成31年１月６日（日） 町営球場 総務企画課

2 成人式 平成31年１月13日（日） 町民会館 まちづくり課

3 ダンスフェスティバル 平成31年３月17日（日） 町民会館大ホール まちづくり課

4 図書館開館記念事業 平成31年３月～４月頃 基山町立図書館 まちづくり課

5 消防団入退団式 平成31年４月14日（日） 総合体育館 総務企画課

6 区対抗スポーツ大会 平成31年５月頃
多目的運動場
総合体育館

まちづくり課

7 町民体育大会 平成31年10月６日（日） 多目的運動場 まちづくり課

8 竹あかりナイトｉｎ図書館 平成31年10月頃 基山町立図書館 まちづくり課

9 ふ・れ・あ・いフェスタ 平成31年12月８日（日） 役場周辺 まちづくり課

（町主催スポットイベント）

番 号 事 業 名 場 所 担 当 課

1 記念式典 平成31年２月頃 町民会館大ホール 総務企画課

2 対馬市との交流イベント 平成31年３月10日（日） 町民会館大ホール 教育学習課

3 ＮＨＫ公開放送（未定） （未定） まちづくり課

基山町制施行80周年記念事業計画一覧表

町制施行80周年を記念した式典を開催する。

町制施行80周年を記念し、対馬藩宗氏を題材にした演劇を上演す
る。

町制施行80周年のフィナーレを飾るイベントとする。

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 内 容

宝くじ助成事業を活用して、岩崎宏美コンサートを実施し町制施
行80周年の告知を行う。

出初式の前に町長が町制施行80周年の年明け宣言をし、出初式を
開催する。

「基山町制施行80周年」と「祝　成人」の垂れ幕を掲げる。

町制施行80周年記念 第3回ダンスフェスティバルを開催する。

町制施行80周年記念 図書館開館３周年記念コンサートやワーク
ショップを行う。

消防関係者に「基山町制施行80周年」特別功労賞を授与する。

参加選手に町制施行80周年記念タオルを贈呈する。

参加選手に町制施行80周年記念タオルを贈呈する。

町制施行80周年記念事業として、読書の丘や図書館玄関付近に竹
灯篭を灯す。
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基山町制施行80周年記念事業計画一覧表
（団体主催行事）

番 号 事 業 名 場 所 主 催 団 体 等 事 業 内 容 担 当 課

1 小学生駅伝大会 平成31年２月頃 総合公園
少年スポーツ育成協議
会

参加選手に町制施行80周年記念タオルを
贈呈する。

まちづくり課

2 第８回さくらまつり 平成31年３月31日（日）
秋光川さくらロード及
び野入調整池

第７区自治会
町制施行80周年記念として、桜の満開時
に特設舞台や模擬店を設置し、区民や招
待客が集い楽しむイベントを開催する。

まちづくり課

3 子どもクラブスポーツ大会 平成31年６月頃 総合体育館
基山町子どもクラブ連絡協
議会

参加選手に町制施行80周年記念タオルを
贈呈する。

こども課

4 ＪＲ春のウォーキング 平成31年４月頃 町内一円 ＪＲ九州
町制施行80周年記念品として参加賞を贈
呈する。

産業振興課

5 きのくに祭り 平成31年７月20日（土） 基山駅前周辺 きのくに祭り振興会 町制施行80周年記念うちわを配布する。 産業振興課

6 敬老会 平成31年９月頃 町民会館 基山町社会福祉協議会
町制施行80周年記念事業として敬老会を
開催する。

健康福祉課

7 御神幸祭 平成31年９月23日（日） 荒穂神社、御仮殿 基山町民俗芸能保存会
町制施行80周年記念事業として御神幸祭
を開催する。

教育学習課

8 草守基肄 世界大会 平成31年10月頃 基山草スキー場 基山町観光協会
町制施行80周年記念品として参加賞を贈
呈する。

産業振興課

9 文化祭 平成31年11月1日～3日 町民会館 基山町文化協会
町制施行80周年記念事業として文化祭を
開催する。

まちづくり課

10 青少年健全育成町民大会 平成31年11月頃 町民会館
基山町青少年育成町民
会議

町制施行80周年記念事業として町内各学
校児童による主張発表大会を開催する。

こども課

11 きやまロードレース大会 平成31年12月１日（日） 町内一円 基山町体育協会
町制施行80周年記念事業としてきやま
ロードレース大会を行う。

まちづくり課
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問合せ先 

(1) 定住促進課 地域公共交通係 Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741

Mail:teiju-3@town.kiyama.lg.jp 

(2)(3)  建設課 整備・管理係 Tel:0942-92-7963 Fax:0942-92-0741 

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

平成３０年１２月１３日 

定住促進課・建設課 

運転免許証の自主返納を支援します 

 基山町では、安全で安心して暮らせるまちを目指し、平成３０年４月より、運転免許

証の自主返納に関する運転経歴証明書の交付手数料の補助を実施しています。 

このたび、運転免許証を自主返納された方の日常生活での移動を支援するため、平成

３１年１月より、基山町に住所がある方を対象に、新たに下記のサービスを開始します。 

申請受付は、平成３１年１月４日（金）より開始します。 

記 

（１） 

コミュニティバス

運賃割引 

（２） 

タクシー

運賃助成 

（３） 

電動カート 

購入費助成 

対象年齢 制限なし 65歳以上 65歳以上 

適用条件 運転経歴証明書または

「申請による運転免許

の取消通知書」を所有し

ている方 

運転経歴証明書を所有し

ている方 

運転経歴証明書または

「申請による運転免許

の取消通知書」を所有し

ている方（補装具費支給

対象者を除く） 

助成期間 無期限 

（予定） 

最初の交付から 

５年間（予定） 

平成 35年度末まで 

（予定） 

助成内容 「きやまんきっぷ」２つ

づり（22 枚）を 1,000

円（通常価格 2,000円）

で販売 

タクシー助成券を毎年度

6,000円分（平成 31年１

月～３月は 1,500 円分）

交付 

購入額の３分の１また

は５万円を上限として

助成（１人１回限り） 
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問合せ先 

教育学習課 学校教育係 

Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 

Mail:kyoukugakusyu@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年１２月１３日 

教育学習課 

小中学生への自転車ヘルメット購入助成を行います 

 基山町では、安全で安心して暮らせるまちを目指し、児童生徒の自転車用ヘルメット

の着用を推進し、自転車運転時の安全確保を図るために、町内在住の小学生を対象に、

ヘルメットの購入補助を行います。

また、中学生に対しては、従来行っていたヘルメット購入補助の金額を 1,000円から

上限を 1,500円に増額します。 

記 

小学生 中学生 

対  象 

町内に住所を有する小学生の保護者

（ＳＧ基準に適合するなど安全基準

を満たしている新品のヘルメット） 

町内に住所を有する中学生の保護者

（ＳＧ基準に適合するなど安全基準を

満たしている新品のヘルメット） 

交付回数 

１年生から３年生までの間に 1回 

４年生から６年生までの間に１回 

１年生から３年生の間で１回 

補助金額 
購入額の２分の１以内 

(上限 1,500円) 

購入額の２分の１以内 

(上限 1,500円) 
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問合せ先 

教育学習課 学校教育係 

Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 

Mail:kyoikugakusyu@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年１２月１３日 

教育学習課 

町立学校の使用教室を完全エアコン化します 

基山町では、平成 29年度に基山小学校と若基小学校の普通教室にエアコンを設置し、

町立小中学校３校の普通教室へのエアコン設置を完了しております。しかし、今般の厳

しい気象状況を踏まえ、児童生徒への安全対策として、新たに特別教室等にエアコンを

設置します。 

このたび、国が学校施設の熱中症対策のために今年度補正予算で新設された空調設備

整備の補助金を利用し、小学校２校の 11教室と中学校１校の 11教室にエアコンを設置

します。この事業により、町立小中学校の使用教室のすべてにエアコンが設置されるこ

とになります。 

小中学校の使用教室を完全エアコン化することにより、子どもたちの健康と安全を守

り、学習環境を改善することにより教育の充実を図ります。 

エアコンの設置事業費は３校分で実施設計委託料、設置工事費をあわせて 75,224 千

円となります。
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問合せ先 定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

Mail:teiju-4@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年１２月１３日 

定住促進課 

基山町版空家バンク「すまいるナビ」 ２件のマッチングが成立！ 

 基山町では、本年９月より不動産取引の実務経験者を採用し、町内における空家対策

を強化しているところです。 

その成果として、基山町版空家バンク「すまいるナビ」の運用において、平成 29 年

７月以来となるマッチングが新たに２件（売買成約 1件・契約手続き中１件）が成立し

ました。（平成 30年 12月 13日現在でマッチング件数 3件） 

 現在、紹介可能な物件が６件となっている中で、移住希望者等からの中古物件のニー

ズも多数あることから、空家の利活用の意向を持つ所有者への働きかけを続けます。 

記 

 

基山町版空家バンク「すまいるナビ」って？ 

空家等を売りたい・貸したい人とそれを買いたい・借りたい人を、マッチングさせる

制度です。契約や交渉は、町と協定を締結した佐賀県宅建協会会員が行います。 
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問合せ先 定住促進課 地域公共交通係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741  Mail:teiju-3@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年１２月１３日 

定住促進課 

基山町コミュニティバスの情報が 

「駅すぱあと」「Yahoo！路線情報」で検索可能に！ 

基山町コミュニティバスの運行ダイヤは、これまで時刻表の配布やウェブサ

イトへの掲載を行っていましたが、１２月１８日（火）より、経路検索サイト

「駅すぱあと（https://roote.ekispert.net/ja）」に全ての路線の時刻情報等

が掲載されます。また、「Yahoo！路線情報（https://transit.yahoo.co.jp/）」

にも「駅すぱあと」掲載情報が数日以内に掲載される予定です。 

 これにより、他の公共交通機関との乗り継ぎを含めて、基山町コミュニティ

バスを利用して移動する場合の経路、運賃、所要・発着時間のインターネット

検索が可能になるため、利用者利便の向上と更なる利用促進が期待されます。 

記 

例：Yahoo!路線情報「基山町役場⇒博多駅に行く場合」 

⇒12月 18日（火）～

コミュニティバス情報掲載
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問合せ先 

健康福祉課 健康増進係 

Tel:0942-92-2045 Fax:0942-92-2148 

Mail:kenkou-2@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年１２月１３日 

健康福祉課 

久留米大学と連携して基山町健康増進計画を策定します 

基山町では、高齢になっても地域で元気に暮らせる社会の実現を目指す「基山スマー

トウェルネス事業」の一貫として、久留米大学の協力を得て、健康増進計画を策定しま

す。 

基山町が行っている特定健康診査の結果より、健康課題として糖尿病・腎臓病の予防

などが重要であることがわかりました。また、基山町は、現在、高齢者だけの世帯が多

いだけでなく、まもなく高齢者となる一人暮らしの世帯も多いことから、基山町では健

康増進計画をこの糖尿病・腎臓病・認知症の予防を大きな柱として、各専門の先生方に

現状分析や目標設定の検討へのご協力を依頼し、住民の身体面の健康づくりの方針を定

め、健康増進を図っていくこととしました。 

また、人々が心身ともに豊かな生活を送ることを目指して、久留米大学の研究推進戦

略センターを窓口にエミューオイルの特性を活用した商品開発についても今後研究の

ご協力をいただく予定です。 

＜今後のスケジュール＞ 

平成 30年 12月～平成 31年１月 ・・・久留米大学との協議（随時） 

２月末・・・計画書原案作成予定 

３月中旬・・健康づくり推進協議会での審議 

３月下旬・・策定 
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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１２月１３日 

総務企画課 

地域資源を活用した体験型サービス創出事業を実施します 

 基山町では、来訪者にとって特別な日となるようインパクトのある取組みの実施によ

る交流人口の増大を目指して、「歴史・伝統文化資源を活用した体験型サービス＆地域

の担い手創出事業」を実施します。 

この事業では、これまでは集客拠点として目を向けていなかった由緒ある神社仏閣や

地域の職人さんの取組を掘り起こし、滞在型体験ツアーやものづくり体験ツアーなど、

体験型サービスとして商品化を目指し、新たな集客サービスを自らが企画運営していく

仕組みの構築を図ります。 

 本年度は、基山町観光協会に事業を委託して、地域活性化の種を一体的に把握し、神

社仏閣の関係者や基山の職人等がネットワーク化した「基山町伝統文化おもてなし協議

会（仮称）」の設立を目指します。 

基山町ファンの交流人口増のため、町内関係者と連携し、おもてなしの心を高め、来

訪者の思い出に強く残る体験型事業を創出し、特定な日を演出して、基山町に強い思い

入れを持つ“特別交流人口”の増加を目指します。 
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問合せ先 

産業振興課 商工観光係 

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

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

平成３０年１２月１３日 

産業振興課 

基山町無料職業紹介所のオープンに併せて 

「基山町合同就職相談会＆工場見学会」を開催します 

基山町地域雇用創造協議会は、地域地元求職者やＵＩＪターンの就職希望者を対象に

町内企業とのマッチングを図るため、合同就職相談会を開催します。 

また、相談会終了後には、実際の仕事の内容や職場の雰囲気等を知っていただくため

に、工場見学会も実施します。 

基山町に住んでいるけど通勤が遠いので地元で働きたい方、都会を離れて地元基山で

働きたいという方など、この機会にぜひご参加ください。 

【合同就職相談会】※申込み不要 

▽日  時  １月 11日（金）13時 00分～15時 00分 

▽対  象  ・基山町内で就職・転職を希望、検討中の方

・ＵＩＪターンで就職・転職を希望、検討中の方

▽会  場  基山町民会館 

▽内  容  ・企業担当者と求職者による個別相談会

・ハローワーク鳥栖、基山町無料職業紹介所による情報提供

▽参加企業  伊藤ハムウエスト(株)、イニシオフーズ(株)、(社)寿楽園、 

(株)ダイワ、田口電機工業(株)、田中鉄工(株)、トリカイグループ 

（順不同）※参加企業は変更になる場合があります 

【工場見学会】※要申込み 

▽日  時  １月 11日（金）15時 00分～17時 10分 

▽集合時間  15時 00分（時間厳守） 

▽集合場所  基山町民会館 正面玄関 

▽見学企業  田口電機工業(株)、(株)ダイワ（ドローンスクール） 

※企業及び行程は変更になる場合があります
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平成３０年１２月１３日 

教育学習課 

ミュージカル「対馬物語」を上演します

基山町では、明治 150年記念さが維新事業の一環として、昨年度より対馬市と交流事

業を実施しています。 

今回、基山町が江戸時代をとおして対馬藩の飛地であったことから対馬藩初代藩主 

宗 義智を題材に描かれたミュージカル「対馬物語」を上演します。 

記 

１．日時  平成 31年３月 10日（日）午前 11時開演（午前 10時 30開場） 

２．場所  基山町民会館大ホール 

３．料金  無料 

４．脚本  ジェームス三木 制作協力  劇団わらび座 

「対馬物語」とは？ 

問合せ先 教育学習課 ふるさと歴史係 

Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 Mail:kyoikugakusyu@town.kiyama.lg.jp 

戦国時代末期、豊臣秀吉による朝鮮出兵、関ヶ原での敗戦、妻（小西マリア）

との離縁、朝鮮との国交交渉など、激動の時代を生きた対馬藩初代藩主 

（第 19代当主）の宗義智（そう よしとし）の物語です。対馬市民による 

ミュージカルで、舞踊・コーラス・和太鼓などもあります。
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問合せ先 

基山町立図書館 

Tel:0942-92-0289 Fax:0942-92-1108 

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

平成３０年１２月１３日 

まちづくり課 

きやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミー事業の提案発表会を開催します 

 基山町では 12月 22日（土）に事業の参加者が、地域経済分析ソフトＲＥＳＡＳ（リ

ーサス）を用いて見出した町の課題について、解決策を提案する発表会を行います。 

地域経済分析ソフトＲＥＳＡＳは内閣府の開発した、全国の自治体の人口・経済・観

光・産業情報などをビックデータを使い分析できるシステムです。勘ではなくデータに

基づき課題を見出し、図書館の様々な資料を参考にしながら、これから人口減少時代を

迎える基山町について対策を考えます。 

ＲＥＳＡＳを使い、更に図書館の資料の利用と連動して考える取り組みは、全国でも

初めての取り組みとなります。目指せ！地域活性化！みんなで人口減少を乗り越えるア

イデアを集めよう！

記 

１．日時 平成 30年 12月 22日（土）14時より 1時間程度 

２．場所 基山町立図書館 多目的室 

３．対象 どなたでも傍聴可能 

４．内容 事業の参加者が地域経済分析ソフトＲＥＳＡＳ（リーサス）を使って基山町

の課題を見つけ、それを解決するアイデアについてまとめたものを町長に提

案する。 
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平成３０年１２月１３日 

まちづくり課 

3月 17日（日）は 第３回きやまジュニアダンスフェスティバルへ！ 

基山町では、文化振興と地域のにぎわい創出のため、高校生以下を対象とした 

初心者大歓迎の「ダンスコンテスト」を開催します。ストリート・チア・バレエ・

社交ダンス・日舞・新体操など、様々なジャンルのダンスが披露されます。 

３月17日（日）は、基山町でどんな出場者達がどんなダンスバトルを繰り広げる

のか…ご期待ください！ 

記 

日時：平成３１年３月１７日（日） 午後１時 

会場：基山町民会館大ホール 

【募集内容】 参加者を募集しています！ 

申込み：平成３１年２月１日（金）～２０日（水） 

参加料：１人 ２００円（観覧無料） 

部 門：キッズ部門（幼児～小学生対象）、ジュニア部門（中学生～高校生対象） 

定 員：先着30組（２部門合わせて）※２人以上の団体（過去入賞者は参加不可） 

※問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 ☎92-7935
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