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町からのお知らせ

個人番号カード（マイナンバーカード）を作ってみませんか？
問 住民課　住民係　☎９２－７９３２

　法改正に伴い、令和 2 年 5 月 25 日から個人番号を証明するための通知カードの

新規発行や氏名・住所が変更になった際の記載事項変更の手続きは廃止されました。

これにより通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

▽既に持っている通知カードについて
①記載された氏名・住所等が現在の住民票の登録情報と一致する場合は、

　引き続き個人番号を証明する書類として通知カードの使用が可能です。

②記載された氏名・住所等が現在の住民票の登録情報と一致しない場合は、

　個人番号を証明する書類として通知カードを使用することができません。

　この場合は、次の 3 点のいずれかで個人番号を証明することになります。

　（１）個人番号カード

　（２）個人番号記載の住民票の写し

　（３）個人番号記載の住民票記載事項証明書

▽個人番号カードの申請をサポートします
　本町では、通知カードの廃止に伴い、個人番号カードの交付促進のため、個人番号カードの申請サポートを実

施しています。サポート内容としては、住民課窓口においてタブレット端末を使用した写真撮影及びオンライン申

請の補助です。申請は 10 分程度で職員がサポートしますので、難しい操作はありません。お気軽にお越しください。

申請補助を希望される方は、通知カードの切り取り線の下部に添付されている「個人番号カード交付申請書」又は

本人確認書類（運転免許証等）をご持参ください。申請から交付まで１か月程度かかります。

　個人番号カードを取得すると本人確認の際の身分証明書として利用できるほか、コンビニ等

での各種証明書の交付サービスなどを利用できます。また、令和 3 年 3 月から個人番号カード

を健康保険証として随時利用が開始される予定です。

この機会に個人番号カードを作ってみませんか。

実用英語技能検定（英検）の補助金を交付します
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

　町では、町内の小中学生の保護者へ実用英語技能検定（英検）の検定料の補助を行います。
▽対象者　　小中学校に就学する児童生徒の保護者で、児童生徒が町内に住所を有する方
▽対象及び補助金額
　令和２年度中に受験した１回分の英検の検定料を対象とし、補助金額は受験した一つの級の金額とします。
▽申請方法
　①「塾や個人で受験する場合」申請書に記入し、受験を確認できる書類を添えて教育学習課に提出してください。
　②「基山中学校で団体申込をする場合」学校長が保護者から委任を受け、一括申請を行います。
　　※申請書・請求書は教育学習課 (役場２階 )、各町立小中学校、基山町ホームページから取得できます。
▽提出書類　　・検定料の領収書の写し　　・合否通知書の写し　　・申請書及び請求書
▽申請締切日　　令和３年１月８日（金）

〈個人番号カード交付申請書〉

〈個人番号カード〉
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　町では、児童生徒を交通事故や自転車運転時の転倒から身を守るための自転車用ヘルメットの着用を推進するた
め、自転車用ヘルメットの購入費を補助します。
▽交付対象者　　町内に住所を有する小・中学生の保護者
▽対象となるヘルメット
　　令和２年３月１日から令和３年２月末日までに購入した新品のものであり、一般社団法人製品安全　
　協会が定める SG基準に適合するものとして同協会の認証を受けたもの又はこれに相当する安全基準を
　満たしていると町長が認めたもの
▽補助の回数（各１回）
　①小学 1年生～ 3年生時　　②小学４年生～６年生時　　③中学校在学時
▽補助金額
　ヘルメット購入金額の２分の１以内の額とし、１回につき 1,500 円を限度とする。（100円未満は切り捨て）
▽申請書類
　①交付申請書（町ホームページ、教育学習課、町立小中学校で取得できます）
　②領収書の原本又はヘルメット購入金額を証明できるもの
　③購入したヘルメットが安全基準を満たしていることを証明できるもの
　④申請者の住所氏名が確認できるもの
　⑤振込金融機関名・口座番号を確認できるもの
　⑥印鑑
▽申請期限・提出先　　令和３年３月５日（金）
　　　　　　　　　　　町立小中学校又は教育学習課で申請を受け付けます。

小中学生の自転車用ヘルメットの購入を補助します
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

もしもの時に備えましょう！

CSO 提案型協働創出事業を募集します
よりよい行政サービスの為に！

　「ＣＳＯ提案型協働創出事業」とは、ＣＳＯから業務の担い手としての提案をつのり、県・市・町と提案

者とが対話を重ねて公共サービスの担い手の多様化を進めることにより、公共サービスの質の向上や住民

満足度の向上、併せて経費の削減や業務の効率化、ひいてはＣＳＯの活性化、住民自治の実現を図る事業

です。今年度も、ＣＳＯの皆さんから県や基山町に対する提案を募集しますので、奮ってご応募ください。

▽提案募集期限　10 月 30 日（金）

▽応募・相談窓口　【中間支援組織】 基山フューチャーセンターラボ　☎０９０－２７１４－１８２６

CSO 県・基山町

協働で事業を実施

提案

協議

回答

CSO とは？

Civil Society Organizations（市民

社会組織）の略で、佐賀県ではＮＰ

Ｏ法人、市民活動・ボランティア団

体に限らず、自治会・町内会、婦人会、

老人会、ＰＴＡといった組織・団体も

含めて「ＣＳＯ」と呼称しています。

問 佐賀県 県民協働課　☎０９５２－２５－７３７４
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　鳥栖・三養基郡内の登録医療機関にて６月１日（月）から胃内視鏡検診（胃カメラ）を受診できます。胃内視鏡
検診希望で対象年齢の方は、ご本人様で医療機関に予約・申込みをしてください。
　胃部Ｘ線検査（バリウム）と胃内視鏡検査のいずれかの検診ですので、両方受けることはできません。すでに胃
部Ｘ線検査をお申し込みの方は保健センターまで変更希望の電話をお願いします。

胃内視鏡検診（胃カメラ）を受診できます！
問 基山町保健センター　☎９２－２０４５

保健センターからのお知らせ

次の方は原則胃内視鏡検診（胃カメラ）を受診できません。
１．今年度町の総合健診で胃がん検診（胃部Ｘ線検査）を受けた人
２．同意書の取得ができない人
３．妊娠中の人
４．疾患の種類に関わらず入院中の人
５．消化性潰瘍などの胃疾患で受療中の人（ヘリコバクター・ピロリ除菌中の人を含む）
６．胃の全摘術を受けている人

【表2】

対象年齢 場所 自己負担額
基山町在住の、50・52・54・56・58・60・62・64・68 歳の方

（令和 3 年 3 月 31 日時点）
鳥栖・三養基郡内の登録医療機関

( 表 3 参照） 3,000 円

【表１】

※次のいずれかに該当する方は、検診料金（自己負担額）が無料となります。医療機関へお申し込み時に、お申し出ください。
（１）生活保護世帯の方　　（２）町民税非課税世帯の方　　（３）後期高齢者医療被保険者の方

医療機関 住所 電話番号

基山町
池田胃腸科外科 小倉５４５－５５ 92-2308
医療法人 さかい胃腸・内視鏡内科クリニック 小倉１０５９番地２ 92-1121

鳥栖市

医療法人太啓会　大園内科医院 萱方町１５８番地１０ 87-8888
医療法人 まごころ医療館 蔵上２丁目２１０番 87-5002
すぎやま内科胃腸科 神辺町２１０番地５ 84-7785
医療法人健裕会　古賀内科医院 宿町１１０６番地２ 83-3204
医療法人 前山内科 宿町１４６５番地１ 85-0005
医療法人社団如水会 今村病院 轟木町１５２３番地６ 82-5550
医療法人 きざと外科医院 原町８６１番地１ 83-2084
医療法人 斎藤内科医院 東町１丁目１０５４番地６ 82-2016
医療法人 せとじまクリニック 真木町１９７４番地４ 87-5008
内科・外科くろだ医院 元町１３２８番地５ NTT 鳥栖ビル１階 50-5833
医療法人清明会　やよいがおか鹿毛病院 弥生が丘２丁目１４３番地 87-3150
医療法人はらだ会　はらだ内科胃腸科 鎗田町２８１番地３ 84-1515

上峰町
医療法人三樹会　三樹病院 坊所２７６番地１ 0952-52-7272
医療法人 平井内科 坊所２７３３番地１ 0952-53-3737

みやき町
医療法人 まつお胃腸クリニック 東尾２２８０番地 89-5678
医療法人 上野クリニック 簑原１６７６番７ 94-5085

【表3】

有
料
広
告
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家庭用合併処理浄化槽設置補助金の申請を受付中です
問 建設課　上下水道係　☎９２－７９６３

家庭用合併処理浄化槽を設置しませんか

　町では、個人が設置する家庭用合併処理浄化槽の設置にかかる費用に対し、補助金を交付しています。4 月よ
り申請を受け付けていますので、今年度中に家庭用合併処理浄化槽の設置をお考えの方は、建設課までお申込み
ください。
　また、単独処理浄化槽及び汲取りから合併処理浄化槽への促進を目的に、
単独処理浄化槽の撤去にかかる費用に対する補助も行っています。
▽対象
①家庭用の合併処理浄化槽（5 ～ 10 人槽）を設置される方
②補助金交付決定後に令和 3 年 3 月 10 日（水）までに設置完了される方
③国庫補助指針及び町が定めた要綱基準に沿って設置される方
④公共下水道事業認可区域以外の方（公共下水道事業区域とは、
　数年のうちに下水道が整備される区域のことで、建設課で確認できます。）

▽補助額

人槽区分 補助限度額（円）
5 人槽 332,000
6 人槽

414,000
7人槽
8 人槽

548,0009 人槽
10 人槽

単独処理浄化槽撤去費用 90,000

▽申込み方法
　申請書を建設課に提出してください。
　※申請書は建設課で配布しているほか、
　　基山町ホームページからダウンロードできます。

有
料
広
告

町民満足度調査を実施します
問 総務企画課　総合計画推進係　☎９２－２１８８

第5次基山町総合計画中間見直しに伴う

　本年度は、第 5 次基山町総合計画（計画期間：平成 28 年度～令和 7 年度）の中間年度にあたり、
総合計画の進歩状況の検証と総合計画の見直しを行うこととなっています。そこで、進捗状況の
把握として無作為に抽出した町民 2,500 名を対象に町民満足度調査を実施します。
　お手元にアンケート調査が届いた場合には、お手数をおかけしますが、7 月 31 日（金）まで
に回答のご協力をお願いします。




