
６月 定 例 記 者 会 見 次 第 

日時 令和元年６月１４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．令和元年第２回定例会（６月議会）議案について  …P1 

・災害被災者に対する見舞金・弔慰金を支給します  …P2 

・基山中学校校舎管理棟の大規模改造工事を行います  …P3-4 

・監査委員を選任しました   …P5 

４．新規事業、イベント情報等について 

・基山っ子未来館（仮称）建設工事の起工式について～基山っ子

みらい館 令和 2 年 4 月開館予定！～  …P6-7 

・「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体に指定について  …P8 

・基山町子育て・若者世帯の定住促進住宅「アモーレ・グランデ基山」

落成式を行います！ …P9-11 

・第 4 回きやま創作劇を実施します    …P12 

・第 43 回全国高等学校総合文化祭 2019 さが総文 基山町での

開催種目について  …P13 

・「第 32 回きのくに祭り」が開催されます    …P14 

・摘み取りライチ園が７月にオープンします  …P15 

・大嘗祭に精米を納入します  …P16 

・第 2 区認知症声掛け訓練を実施します  …P17 

・基山町多世代交流センター憩の家に入館管理システムを導入します  …P18 

５．その他 

６．閉会 



令和元年  第２回定例会議案  目次 

【可決】議案第１７号  基山町災害被災者に対する見舞金等支給条例の制定について 

【可決】議案第１８号  消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整理に 

関する条例の制定について 

【可決】議案第１９号  基山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部改正について 

【可決】議案第２０号  基山っ子未来館（仮称）建設工事請負契約について 

【可決】議案第２１号  基山っ子未来館（仮称）建設工事（機械設備） 

請負契約について 

【可決】議案第２２号  令和元年度基山町一般会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第２３号  令和元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２４号  令和元年度基山町下水道事業会計補正予算（第１号） 
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問合せ先 

福祉課 社会福祉係 

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

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

令和元年６月１４日 

福祉課 

災害被災者に対する見舞金・弔慰金を支給します 

 基山町では、基山町災害弔慰金の支給等に関する条例を適用するに至らない災害に遭

われた方に対して、見舞金・弔慰金を支給いたします。 

対象となる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の自然現象や火災になります。

これらの災害で居住の住宅や身体に被害を受けた場合に見舞金・弔慰金を支給すること

により、被害に遭われた方や遺族の方を援護し、生活再建の支援を行います。 

記 

１．支給額 

・見舞金

住居が全壊・全焼・全流失した場合 １世帯につき 10万円 

住居が半壊・半焼・半流失した場合 １世帯につき ５万円 

１か月以上の入院を要する負傷をされた方１人につき ３万円 

・弔慰金

お亡くなりになられた方１人につき 10万円 

２．弔慰金を支給する遺族の順位 

①配偶者、子、父母、孫、祖父母 

②兄弟姉妹（亡くなられた方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。） 

３．手続方法 

災害に遭われた場合、見舞金等受給申請書を福祉課に提出ください。 
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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: gakko-2@town.kiyama.lg.jp 

令和元年６月１４日 

教育学習課 

基山中学校校舎管理棟の大規模改造工事を行います 

 基山中学校校舎管理棟については、昭和 61年の建設から 32年が経過し、老朽化によ

る校舎外壁のひび割れや、屋根の塗装の剥がれ及び校舎内の教室や廊下の傷みが見られ

ます。 

このため、学校施設の安全管理及び環境整備を図るために、基山中学校校舎管理棟に

ついて、大規模改造工事を行います。 

総事業費は 311,612千円となります。 

工事内容 

・校舎屋根の張り替え

・校舎外壁の損傷箇所の補修と塗装

・教室及び廊下の床の張り替え

・照明設備のＬＥＤ化
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基山中学校大規模改造工事（管理棟） 平面図

管理棟3階

【内部改修概要】

・床シ ー ト張替、 壁塗装、 建具取替
・照明(LED化）取替
・無線通信設置
・電話機設置

管理棟2階

管理棟1階

職員室 パソコン教室

� 

＼ルコニ ー
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問合せ先 

総務企画課 行政係 

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

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

令和元年６月１４日 

総務企画課 

監査委員を選任しました 

 基山町議会議員の改選及び代表監査委員の任期満了に伴い、基山町監査委員を選任し

ました。 

記 

・代表監査委員

 氏  名 太
おお

 田
た

  博
ひろ

 史
し

    昭和１９年９月３日 生 

住 所  佐賀県三養基郡基山町大字小倉８５５番地６０ 

任 期    令和元年７月１日から令和５年６月３０日まで 

・議会選出の監査委員

 氏 名  天
あま

 本
もと

    勉
つとむ

     昭和３４年９月１日 生 

住 所  佐賀県三養基郡基山町大字小倉２４３６番地３ 

     任  期    令和元年５月１０日から令和５年４月２６日まで 
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問合せ先 こども課 こども未来係 

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

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

令和元年６月１４日 

こども課 

基山っ子未来館（仮称）建設工事の起工式について 

～基山っ子みらい館 令和 2年 4 月開館予定！～ 

令和２年４月開館予定の「基山っ子みらい館」の起工式を下記のとおり執り行います。

今回の工事では、「基山っ子みらい館」の建設工事及び機械設備工事を行います。 

「基山っ子みらい館」建設は、「町立保育所」と子育て世代が集う「子育て交流広場」

を合わせて整備し、建設後は基山町保育の基幹系的な役割を担っていく予定です。 

記 

○起工式日時

１．日 時  令和元年６月２１日（金） 

午前１１時３０分～ 

２．場 所  基山町大字宮浦 761番地外 建設予定地内 

○建設工事概要

１．建 築 面 積 １９９９．４９㎡ 

２．建設工事費 ４８２，９００，０００円（消費税込） 

施 工 業 者 鳥飼建設株式会社 

３．機械設備工事 ５８，６３０，０００円（消費税込） 

施 工 業 者 株式会社坂口組基山支店 
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テラス
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駐車場

屋内遊戯室

森の庭
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1,2歳 保育室
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玄関
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交流広場

基山っ子未来館（仮称）建設工事　平面図
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問合せ先 

財政課 ふるさと納税係 

Tel:0942-85-8434 Fax:0942-92-2084 

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

令和元年６月１４日 

財政課 

「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体の指定について 

 地方税法改正に伴い、ふるさと納税の対象団体となるためには総務大臣の指定が必要

となりました。基山町は、令和元年６月１日から令和２年９月３０日までの期間、ふる

さと納税の対象となる地方団体の指定を受けました。 

基山町のふるさと納税返礼品にも魅力的な特産品が沢山あり、サンポーのカップ麺や

コカ・コーラ製品をはじめとした基山町ならではの逸品から、IWCの大吟醸・吟醸の部

で金賞を獲得した基峰鶴やエミューのステーキ肉などの地元の逸品が勢揃い。この機会

に、基山町へのふるさと納税をぜひご検討ください。 

今後とも、基山町の魅力ある返礼品を提供し基山町を PR していきますので、引き続

きご支援をよろしくお願いいたします。 
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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-2@t

own.kiyama.lg.jp

令和元年６月１４日 

定住促進課 

基山町子育て・若者世帯の定住促進住宅 

「アモーレ・グランデ基山」落成式を行います！ 

 官民連携によるＰＦＩ方式を採用した子育て・若者世帯の定住促進住宅「アモーレ・

グランデ基山」が竣工し、３ＬＤＫタイプ３０戸すべての入居が決定しました。 

つきましては、下記のとおり落成式を行います。 

式終了後には内覧会を予定しています。多数の皆様方のご来場をお待ちしております。 

記 

１．日 時 令和元年６月２４日（月曜日）午前 10時～ 

２．場 所 アモーレ・グランデ基山（基山町大字宮浦１６０番地２） 

３．式次第 

・開 会

・式 辞

・事業経過報告

・来賓祝辞

・閉 会

４．その他 

式終了後に、テープカット、餅まき、内覧会を予定しております。 
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・外 観（北面） ・外 観（南面）

・リビング ・キッチン

・浴 室 ・トイレ
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「アモーレ・グランデ基山」落成式 式次第 

日 時：令和元年６月２４日（月）１０：００～ 

  場 所：アモーレ・グランデ基山 

（基山町大字宮浦１６０番地２） 

１． 開 会 

２． 式 辞 

・基山町長 松田 一也

３．事業経過報告 

・タウンプランニング株式会社 代表取締役 鳥飼 善治

４． 来賓祝辞 
・基山町議会議長 品川 義則 様

・基山町区長会会長 内山 正光 様

５． 閉 会 

◎ テープカット
・基山町長 松田 一也

・基山町議会議長 品川 義則 様

・基山町区長会長 内山 正光 様

・タウンプランニング株式会社 代表取締役 鳥飼 善治

・栗山・鳥飼建設共同企業体 代表 栗山 清規

◎ 餅まき
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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-3@town.kiyama.lg.jp 

平成 30年度「草莽の民」公演より 

令和元年６月１４日 

まちづくり課 

第４回きやま創作劇を実施します 

今年は、基山町制施行 80 周年記念の年であり、元号も新たに令和に変わりました。

そこで、きやま創作劇の原点に立ち返り、平成 24 年度に基山町 3 校の子どもたちで演

じた「こころつないで～基肄城に秘められたおもい～」を再演することを決定いたしま

した。 

きやま創作劇は、基山町民全員を対象とした創作劇です。大人の方も加わりますので、

基山町の小中学生だけで演じた前作と一味違う内容となっております。 

記 

【募集】 

１．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）） 

２.募集内容 キャスト・スタッフ（音響・照明除く）

３.参加費  無料 

【本番】 

１．日時  令和元年１２月８日（日） ※２回公演予定 

２．場所  基山町民会館 大ホール 
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令和元年６月１４日 

まちづくり課 

第 43 回全国高等学校総合文化祭 2019さが総文 

基山町での開催種目について 

 「文化部のインターハイ」とも呼ばれる全国高等学校総合文化祭が佐賀県で開催され

ます。基山町は、放送部門の開催地です。全国から集まる放送部員たちが、「アナウン

ス」「朗読」「オーディオピクチャー」「ビデオメッセージ」の４部門で、地域の話題

や郷土の文化を紹介します。 

記 

１．日 時  ７月 31日（水）～８月１日（木） 

２．場 所  基山町民会館、基山町総合体育館 

３．部 門  ・アナウンス

・朗読

・オーディオピクチャー

・ビデオメッセージ

・放送部門開会式

１．日 時  ７月 31日（水）午前９時 10分～９時 50分（予定） 

２．会 場  基山町民会館大ホール 

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 
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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 

令和元年６月１４日 

産業振興課 

「第 32回きのくに祭り」が開催されます 

 ７月 20日（土）に基山駅前通り・基山モール商店街をメイン会場に「きのくに祭り」

が開催されます。 

 今年のきのくに祭りでは、地元基山町出身の人気お笑いコンビ「どぶろっく」が、町

政施行 80 周年を迎えた基山町のふるさと大使として、祭りのオープニングを盛り上げ

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新作盆踊りの披露など、大人も子どもも楽しめる

内容となっています。 

 会場は、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

よる模擬店や露店で賑わい、モール商店街のグリーンロードでも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  令和元年７月２０日（土）１３：００～２１：００ 

第１部 

13：00 パレード 

13：30 開会式・餅まき 

14：00 どぶろっくトーク＆ライブ 

14：15 綱引き大会（大人） 

第２部 

16：15 第２部イベント 

19：00 新作盆踊り披露 

19：15 町民総踊り 

２．主催  きのくに祭り振興会 
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問合せ先 

産業振興課 農林業振興係 

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

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

令和元年６月１４日 

産業振興課 

摘み取りライチ園が７月にオープンします 

基山町と有限会社ミキファーム（宮崎県児湯郡川南町大字川南 24129）は、基山町に

進出し、摘み取りライチによる観光農園を開設する進出協定を平成２８年１２月に締結

しました。園部地区にハウスを建設し、栽培を開始していたところですが、今年の７月

に基山産のライチが初めて収穫を迎えます。 

 営業時間等については、下記のとおりです。今年は１棟のみの収穫のため数に限りが

ありますので、ご利用の際は予約状況などを施設に確認の上、ご来場ください。 

記 

１．営業時間 午前 10時～午後 4時（定休日なし）※要予約 

２．場  所 基山町大字園部３３３３－５ 

３．利 用 料  １００ｇ当たり６００円（税込）※入場無料 

４．問合せ先  有限会社ミキファームきやま 

農場長 末次英雄（℡ 090-6890-9519） 

ハウス全景

収穫されるライチ（イメージ） 

ハウス内部
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令和元年６月 14日 

農業委員会 

大嘗祭に精米を納入します 

 本町では、基山小学校５年生の総合学習「米ができるまで」の活動支援をＪＡ及び農

業委員会が行っております。 

本年秋に行われる予定の大嘗祭に当たり、今年度収穫した米「夢しずく」を「庭積の

机代物（にわずみのつくえしろもの）」として宮内庁へ納入します。 

その活動のひとつである「田植え」を下記のとおり行います。 

記 

１．日 時 令和元年６月 18日（火） 午前 10時から 

２．場 所 基山保育園、駐車場横 

（基山町大字宮浦 357-1及び 358-1の田） 

問合せ先 農業委員会事務局（産業振興課内） 

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

Mail:nochi-1@town.kiyama.lg.jp 
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問合せ先 

福祉課 高齢福祉係 

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

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

令和元年６月１４日 

福祉課 

第２区内で認知症声かけ訓練を実施します 

 認知症になっても安心して暮らせる基山町にするため、第２区にて認知症の方への声

かけ訓練を実施いたします。 

 声かけ訓練とは、地域住民、関係者、関係団体が一体となり、認知症の方が徘徊され

ている状況に遭遇したときにどのように対応したらよいかを体験するものです。 

 この訓練を行うことで、①認知症の方への「気付き」の目を養います。②気がかりな

高齢者に勇気を持って、「声かけ」ができるようになります。③認知症になっても安心

して暮らせるまちを目指し、関係者の「連携ネットワーク」を構築します。 

 なお、当日の参加予定として、第２区参加者 19 名、キャラバンメイト８名程度、町

内介護事業所３名程度、介護予防サポーター９名程度、学生ボランティア４名程度、警

察・消防・社協・鳥栖地区広域市町村圏組合７名程度、看護師２名、役場４名の合計

56名を予定しております。 

記 

１．日時  令和元年７月２８日（日） 少雨決行 

午前 9時～午後 0時（受付午前 8時 30分～） 

２．場所  寿楽園周辺（第２区内） 

３．内容 

○訓練内容説明、認知症講話 ○声かけ訓練

○グループ振り返り、発表 ○講評

☆認知症の方への声かけのポイント☆ 

目線を合わせて話しかける。 

  わかりやすい言葉で話しかける。 

笑顔でゆっくり話しかける。 
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問合せ先 

福祉課 社会福祉係 

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

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

令和元年６月１４日 

福祉課 

基山町多世代交流センター憩の家に入館管理システムを導入します 

 基山町多世代交流センター憩の家は、高齢者から子どもまで世代を超えた交流の拠点

となる施設です。 

利用する施設ごとの使用料金制となっており、小学校低学年までのお子さんを対象と

する屋内遊具を配置したキッズルーム（無料）や、カラオケ設備を有する音楽室、会議

等に利用する多目的室等を設置しており、さまざまな世代の方にご利用いただいており

ます。 

施設利用者総数は、平成 28年度 13,362人、平成 29年度 13,206人、平成 30年度 27,910

人と増加しており、来館者の入館手続をスムーズなものにするため、「入館管理システ

ム」を新たに導入し、来館者にそれぞれ「入館カード」を作成します。これにより、キ

ッズルームの時間管理を簡易に行うことができ、また今までアナログ管理していた入館

者の性別・年齢・人数等の情報を今後の施設管理に活かせるようにしていきます。シス

テム導入は、７月上旬頃を予定しています。

基山町多世代交流センター憩の家にぜひお越しください。

記 

１．開館時間 午前９時～午後５時まで 

２．休館日  毎週水曜日（祝日、12月 29日～１月３日） 

３．予約受付（有料施設のみ） 

町内の方：利用日の前月の初日から 

町外の方：利用日の 20日前から 

４．電話 ０９４２－９２－８２９５ 

（施設直通）  
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