
３月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

 日時 平成３１年３月２２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３１年 第１回定例会（３月議会）議案について     …P1 

   

 

４．平成３１年度 一般会計予算について       …P2 

 

 

５．新規事業、イベント情報等について 

・基山町の新しい保育所整備について       …P3 

・病後児保育施設を設置します       …P7 

・放課後児童クラブ（コスモス教室）の改修をします              …P9 

・放課後児童クラブに要配慮児童対応支援員を派遣します         …P10 

・子育て・若者世帯の住宅取得補助金を実施します                …P11 

・県内では基山町だけ！結婚新生活支援補助金                   …P12 

・空家における家財処分等費用補助金制度を開始します           …P13 

・地域おこし協力隊・集落支援員の活動報告会を開催します       …P14 

・第４回 きやま門前市を開催します                           …P16 

・「エミューの卵」「アスパラの味噌漬け」が完成しました（試食） …P18 

・第３回 きやま人づくり大学オープン講座を開校します         …P20 

・基山町立図書館開館３周年記念イベントを開催します           …P21 

・ながらパトロールを行います                  …P22 

 

 

６．その他 

 

 

７．閉会 



平成３１年  第１回定例会議案  目次 

【可決】議案第１号  基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

【可決】議案第２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及び

基山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正について 

【可決】議案第３号  基山町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

【可決】議案第４号  基山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

【可決】議案第５号  基山町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定の期間の変更について 

【可決】議案第６号  平成３０年度基山町一般会計補正予算（第７号） 

【可決】議案第７号  平成３０年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

【可決】議案第８号  平成３０年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第９号  平成３０年度基山町下水道事業会計補正予算（第３号） 

【可決】議案第１０号 平成３１年度基山町一般会計予算 

【可決】議案第１１号 平成３１年度基山町国民健康保険特別会計予算 

【可決】議案第１２号 平成３１年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

【可決】議案第１３号 平成３１年度基山町下水道事業会計予算 

【可決】議案第１４号 平成３１年度基山町一般会計補正予算（第１号） 

【可決】議案第１５号 平成３０年度基山町一般会計補正予算（第８号） 
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平成３１年度 一般会計予算について 

歳入歳出当初予算の比較 

年度 
歳入歳出当初予算 

（単位：千円） 
備考 

平成 31年度 6,774,822 

平成 30年度 7,460,978 保育園建設 

平成 29年度 6,445,344 基山町合宿所建設、 

多世代交流センター憩の家建設 

平成 28年度 5,780,851 

平成 27年度 6,183,588 基山町立図書館建設 

平成 26年度 5,508,075 

平成 25年度 5,402,142 

平成 24年度 5,183,371 

平成 23年度 5,376,976 

平成 22年度 5,028,099 

平成 21年度 5,021,727 

平成 20年度 6,185,262 基山小学校建設 

平成 19年度 5,367,077 
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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-5@town.kiyama.lg.jp 

平成３１年３月２２日 

こども課 

基山町の新しい保育所整備について 
 基山バディ認定こども園（民間保育所）平成 31 年 4 月１日開園！ 

基山っ子未来館（仮称）（町立保育所等）平成 32 年 4 月開所予定！ 

 基山町立保育所の現園舎は、竣工より約 43 年が経過し経年による劣化が年々進行し

ています。 

 そのため、新しい保育所整備については、平成 29年 11月に策定した「基山町保育所

整備基本構想」の中で、町立保育所１園を平成 32年 4月、民間保育所１園を平成 31年

4月に開所することを目指し、２園での整備を図ることとしています。 

民間保育所については、平成 29年度に基山町認可保育所(民間保育所)設置運営事業

者の公募を行い、社会福祉法人新芽会に決定しました。この度、基山バディ認定こども

園（民間保育所）の園舎が完成し、平成 31年 4月 1日に開園予定です。 

 町立保育所については、町の子育て支援を担う基幹系的な保育所として充実させるに

は、子育て関連施設との連携が不可欠なため子育て世代が集う「子育て交流広場」と一

体的に整備することとしています。 

平成 30年度に、基本設計を公募型プロポーザル方式により平成 30年 6月にマツダグ

ミ＋class設計共同企業体を選定しました。町民及び基山保育園保護者との意見交換会

やパブリックコメント等を踏まえ、平成 30年 12月に「基山町立保育所等基本設計」を

策定し、平成 32年 4月開所を目指しています。 
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基山バディ認定こども園 
～平成 31 年 4 月 1 日開園！基山町で初めての認定こども園～ 

１．設 置 者 社会福祉法人 新芽会 

２．名  称 基山バディ認定こども園 

３．施設種別 幼保連携型認定こども園 

４．所 在 地 基山町大字宮浦 350番地 6 

５．利用定員 144名（1号認定：12名、2・3号認定：132名） 

６．施設概要 

（１）敷地面積 1,949.13㎡ 

（２）建物面積   916.75㎡ 

（３）構  造 鉄骨造平屋建 

７．開園予定日 平成 31年 4月 1日 

※認定こども園とは、就学前の乳幼児を、保護者の就労形態にかかわらず受け入れる幼児教

育と保育を一体的に行う機能を持つ施設です。
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基山っ子未来館（仮称） 

～基本設計策定、平成 32 年 4 月開所予定～ 

１．施 設 名  基山っ子未来館（仮称） 

２．建 設 場 所  基山町大字宮浦 761番地 1外 4筆（庁舎西側） 

３．施 設 用 途  町立保育所及び子育て交流広場 

４．開所予定日  平成 32年 4月 

５．施設規模等  鉄骨平屋建 延べ床面積:1,800㎡程度 

※イメージ図は、基本設計時のイメージのため、実施設計等により変更になる可能性があります。 

保育室 

ランチルーム

屋内遊戯室 
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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３１年３月２２日 

こども課 

病後児保育施設を設置します 

 基山町では、保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童の健やかな成長を図るため

に、児童が病気の回復期であって、集団保育及び保護者が就労等の都合により家庭での

保育が困難な時に児童を保育するための専用施設として、基山町病後児保育施設を平成

３１年度に建設し、平成３２年度からの事業開始を目指します。 

 建設場所は、保護者の利便性、及び病後児保育事業に従事する保健師等、職員の迅速

な対応が可能となるよう、基山町庁舎と基山町保健センターの間に建設を行います。 

 施設概要は鉄筋コンクリート造、平屋建、延床面積は６０㎡程度を計画しております。 

採光等にも配慮して温もりのある施設を建設し、児童が病気の回復期を快適に過ごせる

環境づくりを目指します。 

 建設費用は３２，５０５千円を平成３１年度当初予算に計上し、子ども・子育て支援

整備交付金（国１／３、県１／３）を活用して建設を行います。 

～ 施設運用（予定） ～ 

・対象児童：生後６か月から小学校３年生までの病後児

・利 用 者：基山町に住所を有する保護者、又は基山町内の園・学校に通っている

 児童の保護者 

・定  員：３名以内 

・対応職員：保 育 士 １名

看護師等 １名 
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問合せ先 こども課 こども家庭係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 Mail:kosodate-1@town.kiyama.lg.jp 

平成３１年３月２２日 

こども課 

放課後児童クラブ（コスモス教室）の改修をします 

 基山町では、放課後児童クラブとして、基山小学校区内にひまわり教室、若基小学校

区内にコスモス教室の２つの教室を運営しています。 

 放課後児童クラブとは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学してい

る児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を

図るものです。 

基山町では、この放課後児童クラブの充実を図るため、平成３０年４月にひまわり教

室の増室を行ったところですが、平成 31 年度は、若基小学校の空き教室を活用して運

営しているコスモス教室の改修を行います。 

コスモス教室内に玄関口の改修を行い、保護者と支援員とのコミュニケーションスペ

ースを設置し、児童の送迎時に保護者と支援員が子育て相談を含むコミュニケーション

を図ることにより保護者への子育て支援の充実を図ります。 

また、静養室を設置し、児童の体調不調時やクールダウン時に対応し、児童の環境改

善を図ります。  

 教室の改修が行われるコスモス教室 

増室された 

ひまわり教室

児童数の状況（平成 31年 2月末時点）    （単位：人） 

平成２９年度 

３月末実績 

平成３０年度 

２月末実績 

平成３１年度 

４月当初 

ひまわり教室 A、B 117 84 100 

ひまわり教室 C - 61 69 

計 117 145 169 

コスモス教室 A、B 53 41 31 

合   計 170 186 200 
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問合せ先 こども課 こども家庭係 

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

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

平成３１年３月２２日 

こども課 

放課後児童クラブに要配慮児童対応支援員を派遣します 

 基山町では、基山小学校区内にひまわり教室（入所児童数 約１７０人（平成 31年度

当初））、若基小学校区内にコスモス教室（入所児童数 約３０人（平成 31 年度当初）

の２つの放課後児童クラブを運営しています。 

 放課後児童クラブとは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学してい

る児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を

図るものです。 

年齢や発達の状況が異なる多様な児童が一緒に過ごす場である放課後児童クラブで

は、それぞれの児童の発達の特徴や児童同士の関係を捉えながら適切に関わることで、

児童が安心して過ごせるようにし、一人ひとりと集団全体の生活を豊かにすることが求

められています。 

そのため、放課後児童クラブの各々の教室に放課後児童支援員等を配置し、児童の保

育を行っているところですが、特に、要配慮児童（集団生活になじみにくい児童など、

特別な配慮を要する児童）への対応の必要性が高まっています。 

基山町では、平成３１年度事業として、要配慮児童へきめ細かな対応ができるよう、

専門的な知識を持った要配慮児童対応支援員を派遣することにより、要配慮児童の放課

後児童クラブでの生活支援を行うとともに、放課後児童支援員等に対し研修等を行い資

質の向上を図ります。 

また、要配慮児童対応支援員は、町の子育て支援ネットワークコーディネーターとも

連携を行うなど基山町独自の放課後児童クラブ支援体制を構築し、要配慮児童を含めた

放課後児童クラブ全体の環境整備を図ります。 

10



平成３１年３月２２日 

定住促進課 

平成 31年度 基山町子育て・若者世帯の住宅取得補助金を実施します 

 平成 28 年度に定住サプライズプロジェクトの一環としてスタートした「基山町子育

て・若者世帯の住宅取得補助金」は、平成 28 年度の事業開始から３年間で 153 件の申

請があり、284名の方が町外から移住されました。 

平成 30年度からは、町外居住者の方が補助金を利用して移住した場合の加算金を 30

万円に増額したところ、約７割の利用者が町外居住者であったことから、今年度も継続

して事業を実施し、さらなる定住促進を図ります。 

概要 

平成 31年度 子育て・若者世帯の住宅取得補助金 

予算額：2,000万円（予算の範囲内で実施） 

補助金の額：１世帯あたり最大 50万円
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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３１年３月２２日 

定住促進課 

県内では基山町だけ！基山町結婚新生活支援補助金 

 基山町では、「基山定住サプライズプロジェクト」の一環として、結婚に伴う経済的

負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかるコ

スト（住居費用・引越費用）の一部を支援する制度を実施しています。

本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業）を活用した県

内で唯一の取り組みです。 

記 

【補助内容】 

平成 31年 1月 1日から平成 32年 3月 31日までに補助対象世帯が支払った以下の

費用の全額（上限 30万円）を補助する。 

・住居費用（婚姻を機に賃借した住居の敷金・礼金・仲介手数料）

・引越費用（婚姻後に同居するために引越をした場合の業者への支払費用）

【補助対象世帯】 

・平成 31年 1月 1日から平成 32年 3月 31日までに婚姻届を提出し、

受理された夫妻

・婚姻届出日現在において、夫婦共に年齢が 34歳以下であること

・夫婦の合算所得が 340万円未満であること  など 

【申請受付期間】 

平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 
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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３１年３月２２日 

定住促進課 

空家における家財処分等費用補助金制度を開始します 

 基山町では、すまいるナビに登録した空家における家財の処分及び移設に要する費用

の一部を補助する制度を平成３１年４月１日から開始します。 

 この制度は、空家の取引にかかる経済的負担を軽減することにより、すまいるナビへ

の登録促進と町内の空家の流通促進を目的としています。 

○制度概要

補助対象者：すまいるナビ登録者

補助対象経費：ごみ処理手数料、特定家庭用機器リサイクル料金、移設費用 等

補助金の額：補助対象経費の２分の１の額（上限１０万円）

○補助金交付の流れ

すまいるナビ登録 ⇒ 交付申請 ⇒ 交付決定 ⇒ 処分・移設の着手 ⇒ 実績報告 

 ⇒ 補助金確定 ⇒ 補助金交付請求 ⇒ 交付 

基山町版空家バンク「すまいるナビ」とは？ 

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（町内の不動産業者）

が行います。 
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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３１年３月２２日 

産業振興課 

地域おこし協力隊・集落支援員の活動報告会を開催します 

 基山町では、地域おこし協力隊や集落支援員が地域の活性化、問題解決や連携強化の

ため様々な活動を行っています。それらの活動内容を多くのみなさまに知っていただく

ため、下記のとおり活動報告会を開催します。 

記 

１．日 時  ３月２６日（火）午後１時５０分～５時（予定） 

２．場 所  基山町役場 ２階 ２０１会議室 

３．報告者  地域おこし協力隊３名、集落支援員５名（別紙スケジュール参照） 

地域おこし協力隊とは？ 

 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した者を

地方自治体が委嘱。隊員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開

発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地

域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図ります。 

集落支援員とは？ 

地方自治体からの委嘱を受け、市町村職員とも連携しながら、集落への「目配り」と

して、集落の巡回、状況把握等を行います。また、集落点検の実施、住民と住民・住民

と市町村との間での話し合いを促進するなど、市町村職員や集落住民とともに、集落対

策を推進します。 
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開始 終了
所要時間
（分）

内容

13:50 13:55 5 開会

13:55 14:00 5 制度概要説明

14:00 14:20 20
集落支援員　大石哲次
【特産品開発・農産物加工支援】

14:20 14:40 20
集落支援員　福永修一
【雇用・就労支援】

14:40 15:00 20
集落支援員　重松謙司
【基山農業活性化協議会プロジェクトマネージャー】

15:00 15:20 20
地域おこし協力隊　柴田文雄
【観光振興】

15:20 15:30 10 休憩

15:30 15:50 20
集落支援員　安本正雄
【基山SGKﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事務局長】

15:50 16:10 20
集落支援員　亀山光衛
【自治会活動支援】

16:10 16:30 20
地域おこし協力隊　平田瑞杏
【スポーツ振興】

16:30 16:50 20
地域おこし協力隊　西川彩菜
【さが地域ッズサポーター】

16:50 16:55 5 町長謝辞

16:55 17:00 5 閉会

※時間は多少前後する可能性があります

地域おこし・集落支援・支援コーディネーター活動報告会スケジュール

実施日：平成31年3月26日（火）
場所：２０１会議室
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平成３１年３月２２日 

  産業振興課 

第４回 きやま門前市を開催します 

基山町産業振興協議会では、「つつじ寺」の愛称で親しまれている大興善寺の駐車

場において、「きやま門前市」と銘打ち、４月27日（土）に軽トラ市を開催します。 

「きやま門前市」は、生産者が気軽に出品でき、消費者との交流を図りながら販売

できる物販イベントとして、昨年の秋に続き４回目の開催です。当日は新鮮な農産

物、こだわりの特産品や加工品など約40店舗が出店します。 

また、今回はＪＲ九州ウォーキングも同日開催予定です。ゴールデンウィークは、

大興善寺のつつじ観賞と併せて「きやま門前市」に、ぜひご来場ください。 

日   時 ４月 27日（土）午前 10時～午後２時 

会 場 大興善寺駐車場（佐賀県三養基郡基山町大字園部 1602-１） 

入 場 料  無料（駐車場代 300円※「きやま門前市」チラシを持参の方は無料） 

主 催 基山町産業振興協議会 

共 催 基山町青空市 

お問合せ先 基山町産業振興協議会事務局（基山町産業振興課内） 

基山町大字宮浦 666番地 

ＴＥＬ：0942-92-7945  

ＦＡＸ：0942-92-0741 

  メール：brand@town.kiyama.lg.jp 
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参考資料 

「第３回きやま門前市」実績 

１．開催日時 平成 30年 11月 17日（土）10時～14時 

２．開催場所 大興善寺駐車場（基山町大字園部 1602-1） 

３．主  催 基山町産業振興協議会 

４．共  催 基山町青空市 

５．出 店 者 出店者 42 件（申込 42 件）内訳：会員 19、町内会員外７、町外会員外 16 

６．来 場 者 約 1,600 人 

７．会場風景 
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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３１年３月２２日 

産業振興課 

「エミューの卵」「アスパラの味噌漬け」が完成しました 

― 基山町ブランド化推進事業 ― 

 基山町ではブランド確立による尖った町づくりを目指すため、平成 29 年度から地方

創生交付金を活用した基山町ブランド化推進事業の一環として、町内で可能性が高い特

産品等のブラッシュアップを行い、売れる特産品の完成を目指す特産品開発事業を実施

しました。 

 今年度は、町内 11 の事業者に対し、特産品開発等の支援を行い、その取組みの成果

の一部として「エミューの卵」と「アスパラの味噌漬け」を紹介します。 

○エミューの卵

発売元：あびによん（基山町大字宮浦 186番地９） 

特 徴：エミューの卵をイメージしたカステラケーキで、本物のエミューの卵が原材料

として使用されています。エミューの卵は、泡立ちが良く、ふっくらとした生

地となりカステラと相性ピッタリです。 

その他：あびによんは、昨年度、基山産の完熟柿を使ったフランス菓子「恋する果実チ

ョコマッチ」も開発しました。 

〇アスパラの味噌漬け 

発売元：増永農園（基山町大字園部 2254番地１） 

特 徴：自社農園で栽培したアスパラガスを半日ほど干して、伝統的な手法で作られた

地元「ちぎりの里」の味噌に付け込んだものです。 

その他：増永農園は、自宅の古民家を改装した和カフェ「空とたね」を３月１５日オー

プンしました。 
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受託者：株式会社談

№ 支援事業者 主な支援内容及び成果

1 株式会社久保山鴻米屋
「紫もち麦」及び「もち麦かりんとう」の販路拡大として、福

岡の百貨店及び地場大手スーパーと商談

2 トートト工房
「佐賀牛カレーパン」の販路拡大として、高速基山パーキング

エリア（上り線）テナントへの原材料提供に向けて商談

3 園部製茶
日本茶カフェのオープンに向けた店舗づくりの支援を行い、平

成31年６月頃に日本茶カフェ「Ｔｅａ＋」をオープン予定

4 鶴製茶 少量の贈答向け茶葉のオリジナルパッケージ製作

5 増永農園
アスパラガスの有効利用として、地元の味噌を使った加工品

「アスパラガスの味噌漬け」の開発を支援

6 とびまつブルーベリー農園 「ドライブルーベリー」の品質向上のためのモニタリング調査

7 株式会社きやまファーム
エミュー商品開発として、「エミューせっけん」及び「エ

ミュー肉みそ」のパッケージ製作

8 あびによん
エミューの卵を原材料とした商品開発において、カステラケー

キ「エミューの卵」の開発支援

9 ＮＰＯ法人かいろう基山 「サラダカボチャ」の販路拡大として、焼肉チェーン店と商談

10
株式会社サンアメニティ

（基山町合宿所）

合宿所の食堂施設（きやまホットステーション）利用者の満足

度向上を図るため、アンケートを実施し、地元特産品であるア

スパラガスを使ったメニューの開発

11 基山町産業振興協議会

「基山ふるさと名物市場」の売上向上のため、売場改善のアド

バイス。及び「基山健康宅便」の認知度向上のため、ＰＲチラ

シの作成

平成30年度 基山町特産品開発事業（基山町ブランド化推進事業）支援一覧
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平成３１年３月２２日 

まちづくり課 

第３回 きやま人づくり大学オープン講座を開校！ 

対馬市 比田勝市長「国境対馬のまちづくり“島は島なりに治めよ”」 

基山町では、町民、町民活動団体、事業者及び町が学びを通じて地域の魅力や課

題を共有し、その情報の発信や解決策を実践する人材の育成を図ると共に、町外の

多彩な人材から学び行動を興していくことにより、協働のまちづくりの推進に資す

ることを目的として平成30年度から「きやま人づくり大学」を開校しています。 

平成31年度のスタートとしてオープン講座を開催します。今回の講師は、先日の

３月１０日に基山町民会館において公演されたばかりのミュージカル「対馬物語」に

引き続き、基山とは歴史的親交も深く、国境の島として昔から外国との窓口であり、

交流拠点である長崎県対馬市の比田勝 尚喜（ひたかつ なおき）市長です。 

 比田勝市長は、同日、鳥栖市の安生寺にて執り行われます「賀島祭」に、ご出席され

た後、ご講義いただく予定となっております。 

記 

日 時  ４月９日（火）午後３時～４時３０分 

場 所  基山町民会館 小ホール  

講 師  比田勝 尚喜さん（長崎県 対馬市長） 

テーマ  国境対馬のまちづくり“島は島なりに治めよ” 

定 員  先着１００名（３月２９日までに要申込）  

参加費  無料  

問合せ先 まちづくり課 協働推進係  

Tel:0942-92-7935 FAX:0942-92-0741 

Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 
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問合せ先 まちづくり課 図書館係 

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

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

平成３１年３月２２日 

まちづくり課 

基山町立図書館 開館３周年記念イベントを開催します 

 交流の拠点である基山町立図書館で、子どもから大人まで参加できるイベントを通し

て多世代で交流しながら、図書館開館３周年をみんなでお祝いしましょう！基山中央公

園の桜もあわせてお楽しみください。展示コーナーでは、昭和時代のきやま展が開催

中！ 

１． 日時 ４月７日（日）午前１０時３０分～午後２時３０分 

10：30～11：00 

11：00～14：00 

11：00～14：30 

13：00～14：00 

児童コーナーにて雑誌付録の抽選会 

抽選会参加券は、図書館資料貸出利用者に 9時より配布 

出入り口付近にて天心園パン工房 Panne出張販売 

多目的室にてワークショップ（記念コースター作り） 

ブラウジングコーナー ミニコンサート 

松田町長挨拶 ウクレレやギターの演奏  

２． 場所 基山町立図書館 

３． 内容 雑誌付録の抽選会や記念コースター作り、天心園パン工房 Panne 

出張販売やミニコンサートを行います。 

※パンの販売以外は、無料です。材料や景品がなくなり次第終了します。
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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 

総務企画課 防災・安全係 

Tel:0942-92-7915 Fax:0942-92-2084 

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

 

 

 

平成３１年３月２２日 

総務企画課 

 

 

ながらパトロールを行います 

 

 ながらパトロールとは、町内の方で散歩やジョギングをしながら、地域の状況や子供

達の登下校時に自然に気を配っていただける方を募集し、町が配布する防犯の腕章を着

用し散歩等を行っていただくことで、犯罪の未然防止を目的とした取組です。 

  

 

記 

 

１．受付時期     平成３１年５月中旬頃 

 

２．パトロール地域  基山町内全域 

 

３．対 象 者     日頃から散歩やジョギングを行っている方で、ながらパトロー

ルに賛同していただき、登録を行っていただける方。 

 

４．受付窓口     基山町役場 住民課 くらしの安心・安全係 
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