
令和２年第３回定例会（９月議会）議案一覧 

同 意  基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

可 決  若基小学校校舎大規模改造工事（トイレ）請負契約について 

可 決  令和元年度基山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

可 決  令和２年度基山町一般会計補正予算（第４号） 

可 決  令和２年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

可 決  令和２年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

可 決  令和２年度基山町下水道事業会計補正予算（第２号） 

認 定  令和元年度基山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

認 定  令和元年度基山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

認 定  令和元年度基山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

認 定  令和元年度基山町下水道事業会計決算の認定について 

  令和元年度基山町健全化判断比率等の報告について 

  教育委員会事務事業点検及び評価報告について 
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問合せ先 

総務企画課 行政係 大石 

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

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

令和２年９月２５日 

総務企画課 

役場の開庁時間延長及び土曜日開庁の試行運用を実施します 

基山町では、住民サービス向上の一環として、令和３年４月からの役場（庁舎及び保

健センター）の開庁時間延長・開庁日の拡大について検討しており、住民ニーズや対応

業務の範囲、人員配置について調査するため、試行的に１０月から３月までの開庁時間

の延長及び土曜日の開庁を下記のとおり実施します。 

※９月１５日号広報きやまに掲載

記 

１．試行期間  令和２年１０月から令和３年３月まで 

２．開庁時間の延長 試行期間中の毎月第２、第４火曜日を午後７時まで延長 

３．開庁日の拡大  試行期間中の毎月第２土曜日の午前８時３０分から正午まで開庁 

４.対象窓口及び対象業務  別紙のとおり 

５．その他  住民異動の多い３月中旬から４月初旬の土日開庁についても実施を予 

定しています。 

試行期間の結果、令和３年４月からの本格運用では内容が変わる場合 

があります。 
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資料 

基山町では、住民サービス向上の一環として、令和３年４月からの役場（庁舎及び保健センタ

ー）の開庁時間延長・開庁日の拡大について検討しており、住民ニーズや対応業務の範囲、人員

配置について調査するため、試行的に１０月から３月までの開庁時間の延長及び土曜日の開庁を

実施します。 

通常の開庁時間帯と対応業務が異なりますので、以下をよくご覧になってご利用ください。 

◆試行期間：令和２年１０月～令和３年３月

◆開庁時間の延長：毎月第２、第４火曜日の１９時まで（祝日の場合は閉庁します）

◆開庁日の拡大：毎月第２土曜日の８時３０分から１２時まで

※上記とあわせて、住民異動の多い３月中旬以降４月初旬の間で、土日の開庁を実施します。

詳細は別途お知らせします。

※試行運用の結果によって、本格運用（令和３年４月から）での内容が変わる場合があります。

開庁を延長する
窓口 

対応する業務 場所・電話 

住 民 課 

・証明書発行（住民票・戸籍・所得証明等）
・印鑑登録に関すること
・パスポート申請受付・交付
※交付には事前に佐賀県収入証紙、収入印紙の購入が必要
です。

・マイナンバーカードに関すること【事前予約】
・住民異動（転入・転出・転居）
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用
した住所変更はできません。

・戸籍届出（出生・死亡・婚姻等）の受領
・国民健康保険、国民年金の加入喪失

・高齢者運転免許証自主返納補助金、助成に関すること

役場庁舎１階 
92-7932
85-8171

税 務 課 
・町税に関する納付、相談、納付書発行
・町税に関する届出、申請受付

役場庁舎１階 
92-7918

福 祉 課 

・高齢者福祉サービスに関すること
・介護保険に関すること
・国民健康保険、国民年金に関すること（加入喪失以外）
・後期高齢者医療に関すること

役場庁舎１階 
92-7964
92-7934

こ ど も 課  
・保育所入退所、保育料に関すること
・児童手当、子どもの医療費に関すること

・新生児特別定額給付金に関すること

役場庁舎１階 
92-7968

教育学習課 
・小中学校の転入出に関すること

・就学相談【事前予約】

役場庁舎２階 

92-7980

役場の開庁時間延長・土曜日開庁の試行運用について 
１０月から３月まで、毎月第２、第４火曜日は１９時まで開庁時間を延長 

  毎月第２土曜日は８時３０分から１２時まで開庁します。 

火曜日の開庁時間延長について 
毎月第２、第４火曜日１９時まで 
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資料 

産業振興課 

・創業、商工業に関すること

・農林業、農地に関する申請受付
・農林業、農地に関する相談【事前予約】

役場庁舎２階 

92-7945

定住促進課 
・定住促進、都市計画、開発に関すること
・町営住宅に関すること
・コミュニティバス切符の販売に関すること

役場庁舎２階 
92-7920

建 設 課 
・道路、法定外公共物、公園に関すること
・上下水道に関すること
※現場立会が伴うものは【事前予約】

役場庁舎２階 
92-7963

健康増進課 

・各種健（検）診予約受付
・母子健康手帳交付
・母子保健、ひとり親に関する申請受付

・予防接種相談、保健指導【事前予約】
・要保護児童（虐待等）相談【事前予約】
※児童虐待に関することは全国共通ダイヤル189番へお電
話されると２４時間対応です。

保健センター 
85-9095
92-2045

開庁する窓口 対応する業務 場所・電話 

住 民 課 
・証明書発行（住民票関係・戸籍関係・印鑑登録証明書）
・印鑑登録
・マイナンバーカードの交付【事前予約】

役場庁舎１階 
92-7932

土曜日の開庁について 
毎月第２土曜日の８時３０分から１２時まで 

◆お願い◆

・【事前予約】の表示がある業務は、前日までにお電話にて予約をお願いします。 

・上の表にない業務でも、対応できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。 

・手続きにご準備いただく書類等が必要な場合がありますので、不明な場合はあらかじめお問

い合わせください。

・内容によっては、当日中に手続きが完了しないものもあります。

・ご不明なところは、事前にお電話でお問い合わせをお願いします。

◆ご注意◆

・転入・転出などの住民異動届の受付は平日にお願いします。

・証明書発行には、窓口に来られた方の本人確認が必要ですので、運転免許証等のご準備をお

願いします。

・戸籍の証明書は、続柄の確認が出来ない時など、交付できない場合があります。

・ご不明なところは、事前にお電話でお問い合わせをお願いします。

３月中旬以降４月初旬の土日開庁について 

◆ご案内◆
・住民異動（転入・転出・転居）が多い３月中旬以降４月初旬の間で、土日の午前中を開庁予
定です。

・対応する業務は、住民異動（転入・転出・転居）と関係する業務を予定しています。
・詳細については、基山町広報及び基山町ホームページにてあらためてお知らせします。
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令和２年９月２５日 

総務企画課 

第５次基山町総合計画の進捗状況検証のための 

町民満足度アンケート調査結果について 

１ 町民満足度調査とは 

  町民満足度調査は、基山町が行う事業等に対し、町民がどの程度満足と感じているかを

把握するための第５次基山町総合計画に基づく調査です。 

２ 調査の目的 

第５次基山町総合計画の中間年度である令和２年度について、町民満足度調査を実施し、

計画の進捗状況を検証します。また、検証に基づき必要な計画の再構築を行うことにより、

基本構想の実現を図り、満足度の高いまちを目指します。 

３ 調査対象者 

  前回（平成 26年度）実施と同じ条件の、本町在住の 20歳以上の方の中から無作為に選

んだ 2,500名です。 

４ 調査内容 

  第５次基山町総合計画の基本計画の各施策について、満足度について調査対象者に評価

してもらいます。 

  「満足・やや満足・やや不満・不満」のうちから１つを選択してもらい、「満足・やや

満足」を選択した割合による満足度指数を出し、計画の進捗状況を検証します。 

５ 調査スケジュール 

  令和２年７月７日（火） 調査票発送 

  令和２年７月31日（金） 回答締切 

６ 有効回答数 1,205 件 回答率 48.2％ 

  （前回：有効回答数 944件、回答率 37.8％） 
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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 

７ 町民満足度調査結果 

「満足」「やや満足」と答えた人が「情報公開」では 70.1％、「まちなみ環境」では 68.2％、「健

康・医療」では 65.0％となっており、満足度は高くなっております。また、満足度を平成 26年度と

令和２年度で比較してみますと、多くの施策で向上しており、「土地利用」、「商業」、「行財政」

の順に大きく向上しています。 

【満足度の比較】 

H26 年度 R２年度 比較 

土地利用 35.4% 50.2% 14.8% 

まちなみ環境 65.3% 68.2% 2.9% 

集客拠点整備 35.5% 48.0% 12.5% 

交通基盤整備 60.4% 54.3% △ 6.1%

学校教育 54.3% 64.1% 9.8% 

基山式まなび 54.8% 59.2% 4.4% 

スポーツ 62.8% 63.3% 0.5% 

文化財の利活用 64.0% 64.9% 0.9% 

農林業 35.0% 45.8% 10.8% 

工業 38.4% 47.2% 8.8% 

商業 13.8% 26.7% 12.9% 

観光 31.9% 38.5% 6.6% 

基山発 31.0% 42.2% 11.2% 

子育て支援 49.4% 61.6% 12.2% 

高齢者支援 43.5% 55.5% 12.0% 

健康・医療 59.1% 65.0% 5.9% 

障がい者（児）支援 43.7% 52.0% 8.3% 

防犯・防災 55.1% 61.6% 6.5% 

まちの結束 52.4% 58.0% 5.6% 

人権・男女共同参画 48.3% 54.3% 6.0% 

情報公開 63.4% 70.1% 6.7% 

行財政 42.6% 55.3% 12.7% 

※満足度：「満足」と「やや満足」を足した割合

満足度 上位 満足度向上 上位 

① 情報公開 70.1% ① 土地利用 14.8% 

② まちなみ環境 68.2% ② 商業 12.9% 

③ 健康・医療 65.0% ③ 行財政 12.7% 

④ 文化財の利活用 64.9% ④ 集客拠点整備 12.5% 

⑤ 学校教育 64.1% ⑤ 子育て支援 12.2% 
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問合せ先 

福祉課 高齢福祉係 

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

令和２年９月２５日 

福祉課 

高齢者に対するアンケート調査を実施します 

 基山町ではひとり暮らしの高齢者の増加が将来的な課題となっています。高齢者が住

み慣れた地域で自立した日常生活を続けるために、地域資源の現状はどうなっているの

か、支援策や支援事業は何が重要で、何が必要とされているのか。 

高齢者の生活実態の実情と今後のニーズを把握するため、アンケート調査を実施しま

す。その結果から、今後の高齢者の健康づくり、介護予防、生きがいづくりや活躍の場

の創出などの課題を整理し、令和３年度からの３年間を計画期間として策定する「第５

期基山町高齢者福祉計画」の施策に反映してまいります。 

アンケートでは、健康状態、社会との関わり状況、困りごとの相談相手や将来的な支

援者の有無のほか、就労に関する意識などについて、調査を実施します。 

記 

１．調査対象者 町内在住の６５歳以上高齢者 １，５００名 

(うち７０歳・７５歳の方 約５００名) 

２．調査時期 令和２年１１月下旬頃 

３．調査方法 郵送および個別訪問による聞き取り 
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令和２年９月２５日 

まちづくり課 

新型コロナウイルス感染症・熱中症及び避難所対応として 

基山町総合体育館武道場にエアコンを設置します 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、３密などの新しい生活様式の中で、室 

内活動においては、換気と熱中症等への対応が必要となっています。 

 この度、その対策として、基山町総合体育館武道場に外部から新鮮な空気を取り

入れることができる換気機能を持つ空調機を設置し、地域住民や子どもたちにでき

る限り運動の機会を提供し、町のスポーツ振興と健康増進を図ると共に、災害時の

避難所として活用してまいります。 

〇設置台数：12台  〇機能：換気機能付空調機  

＜設置図＞ 

※問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 ☎92-7935

空調機設置箇所

◎ 室外機設置箇所
棚
柱

◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎
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通

路
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女子更衣室 会議室
男子
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柔道・空手等

倉庫
多目的
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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 

令和２年９月２５日 

まちづくり課 

～新型コロナウイルス感染症拡大防止対策～ 

体温を自動測定する機器を整備しました 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、基山町役場・基山町民会館・基

山町総合体育館・基山町立図書館・基山っ子みらい館へ、利用者の体温を自動測定

する機器を５台、イベント等で屋外でも使用できるハンディタイプのサーモカメラ

を2台整備しました。対象者の中で、体温が３７.５度以上と推定される人がカメラ

の前を通ると、画面に赤く表示され、職員が個別に声かけをし、対応を行います。 

また、今回整備した機器は、今後開催される「２０２０ふ・れ・あ・いフェスタ」

等のイベントでも使用し、新型コロナウイルス感染症対策を行ってまいります。 

・顔認証機能付き検温器

(基山町役場庁舎、基山っ子未来館) 

・サーマルカメラ ・ハンディ型サーモカメラ

（基山町民会館、基山町総合体育館、図書館） （イベント時使用）
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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２年９月２５日 

財政課 

ふるさと納税の返礼品に「エミューストラップ」が登場します！ 

 基山町のふるさと納税お礼の品に、幸せを呼ぶ鳥の羽を使った「エミューストラップ」

「エミューキーホルダー」が登場します。 

エミューの羽根は、１本の根本から２本の羽根が生えており、２本がくっついた形を

していることから、幸運を招く「愛のお守り」「友情の証」とされています。 

この返礼品は、基山（きざん）の南麓にある本福寺で、縁結びの祈願を受けたお礼の

品です。「幸せを呼ぶ鳥の羽」×「縁結び祈願」のパワーの詰まった返礼品を基山町か

らお届けします。
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問合せ先 

こども課 みらい館係 

Tel:0942-92-2305 Fax:0942-50-9883 Mail:miraikan@town.kiyama.lg.jp 

教育学習課 学校教育係 

Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 Mail:gakko-1@town.kiyama.lg.jp 

令和２年９月２５日 

こども課・教育学習課 

マナビバ in基山について

～“小一ギャップ“の解消と小学 4～6 年生の地域での学習支援～ 

 基山町では、福岡で小中学生を対象とした学習支援活動を行っている「ＮＰＯ法人いるか」と

共に、子どもたちへの包括的学習サポート事業「マナビバ in基山」を実施します。 

就学前事業では、4歳児就学準備事業検診のフォローアップとして、それぞれの子どもの課題

を取り除くことにより、一年生に向けて楽しく学校生活を送ることができるようサポートします。

プログラムは各園で保育時間内に実施し、日々の保育の見直しや改善を行うことで、基山町の保

育の質の全体的な底上げを行います。  

就学後においては、小学４年生から６年生を対象として公民館や学校を利用し、放課後の学習

サポートを行います。

記 

１． 日程   就学前 令和２年８月から（月２回）  

小学生 令和２年１０月から順次開始（週１回） 

２． 場所   就学前 基山町内の各保育園・こども園・幼稚園 

小学生 各公民館（９区・１０区・１１区・１３区） 

若基小学校 

３．対象   町内在住の年長児・小学生（４年生から６年生まで） 

４．内容  就学前 ４歳児就学準備事業検診後のフォローアップ事業の実施 

小学生 それぞれの希望に応じた目標に向かって、放課後の個別学習支援 
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問合せ先 

健康増進課 健康増進係 

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

Mail:kenkou@town.kiyama.lg.jp 

令和２年９月 25日 

健康増進課 

子どもインフルエンザ予防接種費用一部助成を拡大します！ 

 町では、従来から行っていた「子どもインフルエンザ予防接種費用助成」について集

団での感染防止と子育て家庭の経済的負担の軽減を目的として、今年度より一部助成の

拡大を行います。 

記 

１．対象 町内在住の生後６か月から 18歳（令和 3年 3月 31日現在） 

２．接種回数 12歳以下の者：2回 

13歳以上の者：1回（医師が特に必要と認める場合は 2回） 

３．助成内容 1回につき 2,000 円を上限に助成 

４．実施期間 10月 1日（木）〜1月末日の医療機関の診察日 

５．実施医療機関 町内指定医療機関（７医療機関） 

それ以外の医療機関で接種の場合は償還払いも行います。 

（参考）高齢者の定期接種について 

65歳以上の方を対象に、インフルエンザ予防接種の定期接種の補助を行っています。 

１．対象 町内在住で、接種日に 65歳以上の方 

２．接種回数 1回 

３．実施期間 10月 1日（木）～12月末日の医療機関の診察日 

４．接種料金 500円 

５．実施医療機関 佐賀県広域実施医療機関 
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令和２年９月２５日 

住民課 

自動車運転免許証自主返納の実績について 

 住民課くらしの安心・安全係では、令和 2 年 4月 7日（火曜日）から高齢者（65 歳以上の方）の

運転免許証の自主返納の受付を行っています。 

▼基山町在住者の運転免許証返納状況

 また、町では、自主返納された方が、生活の移動手段であった自動車やバイクを使用することが

できなくなることによる不便を解消するため、運転免許証を自主返納された方への支援を行ってお

ります。 

▼主な支援内容

（1）運転経歴証明書（自動車の免許証のような形）発行手数料の補助

（2）タクシー助成券による補助

（3）電動カート購入費補助

（4）コミュニティバス利用料金の支援 ・ 9月末日まで：利用料金割引

・10 月 1日から：利用料金無料

10 月 1 日から運転免許証自主返納者へのサービスが拡充され、コミュニティバスの利用料金が無

料となります。 

▼主な支援の利用状況

平成 30年度 令和元年度 令和 2年度（8月末現在） 

（１） 運転経歴証明書発行

手数料助成件数

１８件 ８１件 ５３件 

（２）タクシー助成券利用枚数 ３６枚 ６４６枚 ４９４枚 

（３）電動カート購入費助成件数 １件 ６件   ３件 

（４）コミュニティバス運賃

割引券発行枚数

１７件 

（Ｈ31年1月開始） 

６８件   ４７件 

平成３０年度 ６０件 

令和元年度 ８８件 

令和２年８月末現在 ５５件（５１件） 

※（ ）は令和２年４月から 

基山町役場で返納された件数 
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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 

令和２年９月２５日 

まちづくり課 

～町民体育大会特別編～ 

コロナに打ち勝つ「きやまウォーク」を開催します！

 新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の基山町民体育大会は、特別編

として、町民の皆様が楽しく運動できるウォーキングイベント「きやまウォーク」

に形を変えて開催します！ 

 「きやまウォーク」は、町民の皆様が好きな時間に町内17か所の地点（各区公民

館）からスタートし、町内９か所に設置したチェックポイントを回り、ゴールの基

山町役場を目指します。  

ゴール後は、参加賞の他、集めたスタンプの数に応じて、豪華エミュー商品の詰

め合わせが当たる、ガラガラ抽選会に参加できます。 

新型コロナウイルス感染症の対策を十分取って、運動とエミュー肉で、免疫力UP！

コロナに打ち勝つイベントを開催してまいります。

記 

１．日時 令和２年10月11日（日） ※小雨決行 

午前９時～午後２時 

※受付は午前９時～11時まで

※チェックポイントは午後１時まで

２．当日の流れ ①各公民館で受付を行いスタンプカードをもらう。

（３区は若宮八幡神社） 

②お好きなチェックポイントを回りスタンプを集める

③ゴールへ向かい、集めたスタンプに応じて抽選を行う。

※参加人数は、未定ですが、500人の参加を見込んでいます。 

※ガラガラ抽選会景品

1等 エミュー詰合せ（大）・・・10本

2等 エミュー詰合せ（中）・・・20本

3等 エミュー詰合せ（小）・・・30本

4等 タオル
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お住まいの公民館で受付をしてスタンプカードをもらいます 

大興善寺 荒穂神社 

参加賞 全員 スポーツドリンク + 未就学児   お 菓 子 

缶バッジ  小中学生 ノ ー  ト

高校生以上  タ オ  ル

水門跡 

・当日は体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。（発熱・咳・嘔吐等）

・必ずマスク着用の上、参加をお願いします。

・チェックポイントは 13時で終了しますのでご注意ください。

・14時までに基山町役場にてゴールしてください。

・各チェックポイントで手指消毒を行ってください。

・人と人との距離を確保してください。

・車や自転車等でチェックポイントを回らないでください。

・交通ルールを厳守の上、ご参加ください。

・小学生のみの参加は出来ません。

・水分補給はこまめに行いましょう。

チェックポイント一覧（地図は裏面）
（1３時で受付終了） 

 

＼ ガラガラ抽選会 ／
金・・・エミュー詰め合わせ（大）10本

赤・・・エミュー詰め合わせ（中）20本

青・・・エミュー詰め合わせ（小）30本

白・・・タオル１枚

ラジウム温泉

エミュー牧場

長崎街道石碑 さくらロード 

 

スタンプの数 抽選回数 

２個 → １回

４個 → ２回

６個 → ３回

お好きなチェックポイント（町内名所）でスタンプをもらい 

ゴールの基山町役場を目指し楽しく歩こう！ 

↓ 

ご自身の目的が達成できたら、役場正面入り口で 

ガラガラ抽選で豪華賞品をゲットしよう!!! 
きやまウォーク

図書館 

1 

基山町民体育大会 特別編

6 7 ８ 

とうれぎ土塁 ２ 

9 

3 4 5 

まちづくり課 

井上：000-0000-0000 

堤 ：000-0000-0000 

山城：000-0000-0000 

※ 途中で中止する場合も

ご連絡ください。 

緊急連絡先 
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とうれぎ土塁・

1

2
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43

6

7

8
9   長崎街道石碑・

エミュー牧場・

さくらロード・

若
宮
八
幡
神
社

1 ９   ～　　　 のチェックポイントを
めざして、みんなで歩こう！

セブンイレブン・

・ファミリー
マート

ローソン・

・白水自動車
※スタートは各区公民館 (3 区は若宮八幡神社）、トイレも利用できます。

公 13 区

公 10 区

公 8 区

公 5 区

公 7 区

公 1 区

公 11 区

公 4 区

公 6 区

公 17 区 公 16 区

公 15 区
公 14 区

公 3 区

公
１２
区

公
9 区

公 2 区

きやまウォーク
チェックポイント

WC
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問合せ先 まちづくり課 協働推進係 担当：寺﨑・天本 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 

令和２年９月２５日 

まちづくり課 

きやま人づくり大学 2020を開校します 

 町では、町の魅力や課題を学び、情報の発信や解決策を実践する人材育成を図るため

に「きやま人づくり大学」を開校しています。 

～講座スケジュール～ 

《10月》・きやま人づくり大学 ３時間目“あなたの知らない世界” 

講師：TIPS HOSTEL オーナー、元地域おこし協力隊 橋本高志 氏 

演題：元地域おこし協力隊が仕掛ける地域振興について（仮） 

《11月》・きやま人づくり大学 ４時間目“あの人の話が聞きたい” 

講師：瀧光徳寺 本部長 八坂憧憲 氏 

演題：瀧光徳寺の歴史について（仮） 

《12月》・きやま人づくり大学 ５時間目“あなたの知らない世界” 

講師：特定非営利活動法人かいろう基山 代表理事 松原幸孝 氏 

演題：かいろう基山の取組みについて（仮） 

新型コロナウイルス感染拡大防止について 

きやま人づくり大学 2020 は、新しい生活様式に留意しつつ、新型コロナウイルス感

染拡大防止に対し、十分に注意を払いながら開催いたします。 

後期日程について 

 後期日程は、１月から全３回の開催を予定して 

います。 

詳細が決まり次第、広報きやまやホームページ 

でご案内いたします。 

２時間目の様子 

講師：スーパー三栄 代表 松隈 氏 
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氏名： 年齢： 歳 電話番号： 

住所：〒 

主催：基山町 

きやま人づくり大学2020 
― 基山をも～っと好きになる！ ― 

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

5時間目

：下記に必要事項をご記入の上、申込み先まで持参・E-mailにてお申込みください。 
※頂いた個人情報は、今回の企画以外には使用しません。

会場 

定員 

申込先 

受講申し込み 

：基山町民会館 １階会議室 

：20名程度（先着順） 

:基山町まちづくり課 
E-mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp

TEL:0942-92-7935 

※ 内容は、変更となる場合があります。

 基山町では、町の魅力や課題を学び、情報の発信や解決策を実践する人材育成を図るために
「きやま人づくり大学」を開校しています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止について 

 きやま人づくり大学2020は、新しい生活様式に留意しつつ、新型コロナウイルス
感染拡大防止に対し、十分に注意を払いながら開催いたします。 
受講者の皆様においても、感染拡大防止に向けてご協力をお願いします。 

①会場では、十分な距離を取って座席を配置し、会場が密集場所とならないよう
にします。

②講義中は、定期的に換気を行い密閉空間にならないようにします。
③間近での会話や発声をする密接場面がないようにします。

３密にならない対応を行います 

①受付で検温を行い平熱比1度超えの場合又は、体調がすぐれない方は、ご来
場をお控えください。

②マスク着用、咳エチケット、消毒液での手指の消毒をお願いします。
③申込時に頂いた氏名、連絡先等の情報は、必要に応じて保健所等の公的機

関に提供する場合がありますのでご了承ください。

ご来場の皆様へのお願い 
：無料 

【前期日程】 

受講料 

9/13（日）
「基山の匠企業に学ぶ」 
～市場バリュー スーパー三栄について～ 

スーパー三栄 代表
松隈 浩 氏

10/25（日） 

「あなたの知らない世界」 
～元地域おこし協力隊が仕掛ける 

地域振興について（仮）～ 

TIPS HOSTELオーナー 
元地域おこし協力隊 

橋本 高志 氏 

11/29（日） 

「あの人の話が聞きたい！」 
～瀧光徳寺の歴史について（仮）～ 

瀧光徳寺 本部長 
八坂 憧憲 氏 

12/20（日） 

「あなたの知らない世界」 
～かいろう基山の取組みについて（仮）～ 

特定非営利活動法人 
かいろう基山 代表理事 

松原 幸孝 氏 

8/10（月）
「知りたい基山、伝えたい基山」 
～基山の歴史、基肄城の歴史について～ 

基山町教育学習課 
ふるさと歴史係 係長 

主税 英徳 氏 

時間 ：10:00～11:30 
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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-6@town.kiyama.lg.jp 

令和２年９月２５日 

こども課 

第 40 回基山町青少年健全育成町民大会（基山町少年の主張大会） 

を開催します 

 青少年の健全育成に対する理解と関心を深めるため、第 40 回基山町青少年健全町民

大会（基山町少年の主張大会）を開催します。 

 今回は、町内の小中学校から各２名ずつ選ばれた児童生徒が、「少年の主張」として

発表を行います。 

記 

１．日時  令和２年 11月７日（土）14 時から 

２．場所  基山町民会館大ホール 

３．対象  町内の小中学校に在籍する児童生徒 

本町の青少年の健全育成に御尽力いただいている方 

 （今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場制限を実施します。） 

４．内容  少年の主張大会、アトラクション（基山中学校吹奏楽部演奏）ほか 
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問合せ先 まちづくり課 協働推進係 担当：寺﨑・天本 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 

令和２年９月２５日 

まちづくり課 

基山の冬のお祭り「2020 ふ・れ・あ・いフェスタ」 

 今年で 17回目の開催となる「ふ・れ・あ・いフェスタ」は、基山町役場の周辺施設を会

場に毎年 12月の第２日曜日に開催される冬のお祭りです。 

今年は、新型コロナウイルス感染症対策を十分とりながら、新たなイベントを加え開催い

たします。 

書道家によるパフォーマンスや町内で活躍する職人の皆さん等による展示・販売会を開催

するなど、オール基山でふ・れ・あ・いフェスタを盛り上げてまいります。 

町民の皆様に安心して楽しんで頂けるふ・れ・あ・いフェスタを開催いたします。 

記 

１．日時 令和２年 12月 13日（日） 午前 10時～午後 3時 

２．場所 基山町役場周辺 

３．主なイベント ・書道家によるパフォーマンスや職人等による展示販売会（総合体育館アリーナ） 

・きやま創作劇過去の作品上映会（町民会館大ホール）

・消防はしご車の乗車体験 ・警察車両の運転シミュレーター

（役場庁舎西側） （町民会館玄関前）

・川の生き物調査隊 ・リサイクルバザー

（カルチャーパーク） （役場庁舎西側 車庫等）

・産業振興協議会コーナー ・基山の学校給食の人気メニュー試食

（総合体育館周辺） （カルチャーパーク）

・ブラジリアン柔術 九州国際柔術選手権（武道場） 等

きやま創作劇 

基山町内の学生やボランティアによる演劇。 

今年は過去２作品のビデオ上映会を行います。 

イベント会場（基山総合体育館前）

地元特産品の販売や様々なイベントを実施 

します。 
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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 

令和２年９月２５日 

まちづくり課 

‐人気の過去作品を大きなスクリーンで見てみませんか？‐ 

第 5回きやま創作劇の公演について 

 今年度の「きやま創作劇」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の公演

の代わりに、過去作品を上映することとなりました。 

 また、会場横の小ホールでは、過去の公演作品で使用された衣装などの展示や、オリ

ジナルビデオを上映いたします。 

記 

１．日時  令和 2 年 12月 13日（日）  

１回目 午前 11時開場 11時 30分開演（予定） 

２回目 午後３時開場  ３時 30分開演（予定） 

２．場所  基山町民会館 大ホール 

３．料金  入場無料 

４．定員  200 名 

※新型コロナウイルス感染症対策の為、マスクの着用をお願いします。

きやま創作劇 

昨年開催された「こころつないで

～基肄城に秘められたおもい

～」では、町内外から 2 回公演

で約 1,400 名の方にご来場いた

だきました。 
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