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町からのお知らせ

令和元年度
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します
問 住民課　住民係　☎９２－７９３２

　住民基本台帳法に基づき、令和元年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

当該請求をした国又は地方
公共団体等の機関の名称 請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
（自衛隊佐賀地方協力本部） 自衛官募集広報のため 令和元年

6 月 20 日

平成１３年４月２日から平成１４年４月１日
生まれの男女
平成９年４月２日から平成１０年４月１日
生まれの男女

▽住民基本台帳法第 11 条第３項に基づく閲覧状況

申出者氏名 利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人
中央調査社
会長  大室 真生

野村総合研究所が実施する「テレビ視聴に関する調査」のため 令和元年
5 月 15 日

①大字長野
② 16 歳以上の男女

国土交通省が実施する「土地問題に関する国民の意識調査」
のため

令和元年
10 月 31 日

①けやき台 4 丁目
②満 20 歳以上の男女

内閣府が実施する「社会意識に関する世論調査」のため 令和元年
11 月 27 日

①大字宮浦
②満 18 歳以上の男女

一般社団法人
新情報センター
事務局長  平谷 伸次

総務省が実施する「家計消費状況調査」のため

令和元年
6 月 14 日

①大字小倉
② 16 歳以上の男女

令和元年
11 月 12 日

①大字小倉、けやき台 1・２丁目
② 16 歳以上の男女

令和２年
1 月 31 日

①大字宮浦、大字園部、
けやき台 2 丁目
② 16 歳以上の男女

厚生労働省が実施する「ネット・ゲーム使用と生活習慣に関
する実態調査」のため

令和元年
10 月 3 日

①大字園部
②満 10 歳以上 80 歳未満の男女

一般社団法人
輿論科学協会
理事長  井田 潤治

総務省が実施する「通信利用動向調査」のため 令和元年
11 月 28 日

①大字園部、大字宮浦、大字
小倉、けやき台４丁目
② 20 歳以上の男女

▽住民基本台帳法第 11 条の 2 第 12 項に基づく閲覧状況

令和２年春期農作業標準賃金
問 産業振興課　☎９２－７９４５

作業名 内容 金額（円） 備考

耕起・代かき
（10a あたり）

平坦 13,800 耕起　　9,200
代かき　4,600

山麓 15,700 耕起　 10,500
代かき　5,200

育苗

出芽苗
（箱剤未処理） 440

稲田渡し 
（ＪＡ委託苗価格）硬化苗

（箱剤処理済） 860

田植
（10a あたり）

平坦 7,600 苗運搬費及び
肥料代は含まない山麓 9,500

防除（ジェットホース）
（10a あたり）

平坦 780 農薬代は含まない
株間防除は 50％増とする山麓 930

農地保全管理
（1 時間あたり）

草刈り 2,000 燃料代、機械借上料を含む

※この金額は標準賃金ですので、不整形の田や狭い田等については、双方で調整してください。
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基山町総合型地域スポーツクラブ

スポーツ大国きのくに 体験会開催！
スポーツ大国きのくには、子どもから高齢者まで気軽にスポーツを楽しみ、健康の増進と体力の向上を図
ることを目的としたクラブチームです。現在 50 名の会員と3つの活動があります。各団体、 会員募集中です！
体験会を随時開催中です。ぜひお越しください。

■問合せ先　まちづくり課　スポーツ大国きのくに事務局　☎９２－７９３５

スポーツ吹矢
普通の呼吸と違い、胸式と腹式を使って強い呼吸をす
ることが特徴です。初心者でも楽しめて、筋力の強化
や内臓・血液の循環等の活性化にもつながるスポーツ
です。
　実施場所　　基山町総合体育館 武道場
　活 動 日　　  毎週土曜日 10：00 ～ 12：00

ガンバルーン体操
椅子に座ってできるボールを使った体操で筋力アップやスト
レッチ、バランス力の向上等、いつでもだれでも気軽にでき
る運動です。脳トレやレクリエーションをすることで、みん
なと一緒に、体を動かす楽しさをあじわうことができます。
   実施場所　　基山町保健センター
　活 動 日　　 毎週月曜日 13：30 ～ 15：30

ペタンク
目標球（ビュット）に、ボールを投げ合って、相手のボー
ルより近づけることで得点を競い合うスポーツです。
チームで作戦を立て対戦したり、年齢を問わず楽しめ
ます。
　実施場所　　基山町総合体育館 武道場
　活 動 日　　  毎週水曜日 13：00 ～ 15：00

無料体験

加入条件
年会費 1,500 円 ＋ スポーツ保険加入（スポーツ保険 64 歳以下 1,850 円、65 歳以上 1,200 円）

入会特典！
①体育館等使用料減免　②クラブ内 3 つのサークル活動どれでも参加可能 （※別途各サークル費月 500 円程度）

相続センター業務内容
　○相続の手続きに関するご相談
　○相続人調査 ・相続関係説明図の作成
　○預貯金や株式、 不動産などの相続手続き
　○生前の遺言作成サポート
　○相続税対策のご相談、 サポート
　○ライフプラン ・ エンディングノートの作成及びサポート　など

【営業時間】 平日　8:30 ～ 17:30　秘密厳守
※事前にご面談日のご予約日程を調整させて頂きます。
※遠方やお身体の不自由な方のために出張相談も承ります。

相続事務 ・遺言の御相談及びサポートの受付窓口

株式会社州都相続センター

フリーダイヤル　０１２０－３８８－８２２
〒841-0036　佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目 18番地 6　ＨスクエアＢＬＤ　

私たち州都相続センターは、 各種専門家と協力し、 皆様をサポートいたします。
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