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令和2年度
第 2回まちづくり推進審議会を開催します
問 まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５

　基山町まちづくり基本条例第 27 条により設置を規定されている、まちづくり推進審議会を開催します。審議会

は公開します。傍聴を希望される方は、当日会場にお越しください。

▽開催日　令和 2 年 10 月 26 日（月）　午後 3 時～　　　　▽場所　役場 2 階　203 会議室

▽内容　まちづくり基金事業の見直しについて

生涯学習講座

「パソコン教室」の受講者を募集します
問 まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

　町では、町民の方を対象とした生涯学習講座「パソコン教室」を開催します。

▽開催日時
コース 定員 実施日 主な内容 補足

パソコン教室

午後 1 時 30 分
～ 3 時 30 分
（2 時間）

25 名程度

11 月 27 日（金）
・年賀状作成
・住所録の作成
・インターネットからの写真の取り入れ
・インターネットからのイラストと
　写真のダウンロード
・その他（なんでも相談）

講習終了後時間が
あれば、受講者の
方の基本的な質問
にお答えします

12 月 1 日（火）
12 月４日（金）
12 月８日（火）

12 月 11 日（金）
12 月 15 日（火）
12 月 18 日（金）
12 月 22 日（火）

※内容は、講師の都合などにより変更する場合があります。

▽場所　基山町民会館　視聴覚室

▽受講料　1 人 500 円

▽受付期間　10 月 16 日（金）から定員に達するまで

▽受付時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで　※土・日曜日、祝日を除く。

▽定員　25 名程度

▽申込方法　受講料をご持参のうえ、役場 2 階のまちづくり課までお越しください。

申

　町では、平成 25 年に策定した「基山町使用料・手数料見直しの基本方針」に沿って、施設使用料等の見直し案
を策定中です。今回、見直し案に対する町民の皆様からのご意見をいただくため、パブリックコメント（意見募集）
を実施します。
▽公表開始　10 月 15 日（木）　　　　　　　　　　▽意見募集期間　10 月 29 日（木）～ 11 月 12 日（木）

▽意見を提出できる方
　町内に住所を有する個人、町内の事業所に勤務する個人、町内の学校に在学する個人及び町内で活動する

　事業者その他団体

▽提出方法
　見直し案及び提出様式は、町ホームページからダウンロードしていただくか、情報公開コーナーに備え付け

　ております。郵送、ＦＡＸ、Ｅメール又は持参でのご提出をお願いします。

▽注意事項　いただいたご意見について、個別の回答や返却は行いません。

基山町使用料の見直し案に対する

問 財政課　☎９２－７９１７　　９２－２０８４　　zaisei@town.kiyama.lg.jp

パブリックコメント（意見募集）を実施します
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希望すれば、町内のどこからでも通うことができます！
始めます !　若基小学校「小規模特認校」制度
問 基山町教育委員会（役場２階）教育学習課　☎９２－７９８０、　基山町立若基小学校　☎９２－０４１０

▽若基小学校に導入する「小規模特認校制度」について
　基山町では、通学区域に関する規則に定められた通学区域により、住所に基づいて就学すべき学校を指定して
います。しかし、現在、若基小学校は単学級化が進み、小規模校となり、基山小学校は、学級数の増加で、毎年
のように特別教室を通常の教室へと改築するなどの対応をしてきているところです。
　この度、学校規模の適正化を図るため、若基小に「小規模特認校」制度を設けることとしました。
　「小規模特認校」制度とは、これまでの校区割は原則として維持しながらも、教室数や放課後児童クラブの受
け入れ等に余裕がある若基小学校を「小規模特認校」として指定し、保護者及び児童の希望により、基山小学校
の通学区域からの就学を認め、指定校の変更を行う制度です。

▽就学の条件など
【対象者】　保護者及び児童が基山町に住民票を有し、以下の要件を満たす児童
　　　　　・令和３年４月に小学校１年生として、新たに就学予定の児童
　　　　　・現在又は申請時点で基山小学校に在籍している児童

【就学の条件】
　　①　児童とその保護者の両方が、就学を希望する小規模特認校の特色や教育指導
　　　　方針に理解があり、その内容に賛同するとともに、小規模特認校である若基小学
　　　　校の教育活動に協力できること。
　　②　児童が保護者の責任のもと安全に通学できること。（保護者送迎可）
　　③　保護者が小規模特認校のＰＴＡ活動に賛同できること。
　　④　原則として卒業まで通学すること。

【受入人数等】　毎年度、募集時に決定。原則１学年２学級の人数まで

▽申請手続きなど
　・　学校見学を希望される場合は、事前に学校に相談してください。（教頭または教務主任へ）
　・　申請書は各小学校と教育学習課、町ホームページでお受け取りいただけます。

【申請締切】　４月からの転学・入学は、１２月中旬頃まで
　　　　　　※ただし、定員に達していない場合には、締切後も受け付ける場合があります。

▽若基小学校の魅力について
　○　今年度中にトイレ洋式化工事を完了します。新しくて使いやすい
　　　トイレになります。
　○　教室数に余裕があるため、広い学習環境を有効に活用できます。
　　　図画工作や壁新聞つくりなど、作業にスペースが必要な学習は、
　　　各教室の隣にある学習室を利用できます。
　○　地域と共にある学校をめざし、今後、地域の方々による体験活
　　　動や学習支援なども積極的に受け入れていく予定です。
　○　今年度中に配備する一人一台の学習者用タブレット端末の積極的な活用はもちろん、パソコンを使わな
　　　いアンプラグドのプログラミング教育も進めていきます。
　○　放課後児童クラブ（コスモス教室）は、校舎内にあり、児童は教室間の移動で安心して登所することがで
　　　きます。

▽小規模特認校説明会を行います
　小規模特認校に就学を希望される保護者及び児童を対象に、下記の日程で説明会を行います。
　日時　令和 2 年 10 月 27 日（火）、11 月 6 日（金）　※両日とも午後 7 時から 1 時間程度
　場所　基山町民会館小ホール

↑朝のあいさつ運動の様子

↑広々とした運動場と校舎の若基小学校
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基山町臨時的任用職員募集
問 総務企画課　行政係　☎９２－７９１５

【保健師】

　町では正規職員の育児休業等により欠員が生じ、代替職員が必要な場合に、期限付きで任用し、正規職員と同

様の業務に従事する臨時的任用職員を募集します。
※地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法の被保険者になります。

■採用候補者名簿登録について　　
一定の基準を満たした受験者を合格とし、採用候補者名簿に登録します。採用候補者名簿登録の有効期間は、合
格通知日から当該年度末までとします。臨時的任用の必要が生じた際に、登録者の中から採用します。
▽登録予定人数　　保健師…若干名　

▽申込書の請求方法
申込書・採用試験実施要綱は、総務企画課行政係で交付します。郵便請求の場合は、封筒の表に『臨時的任用職
員採用試験申込書請求』と朱書きし、宛名を明記した定型の返信用封筒（Ａ４サイズの入る大きさ）に、１２０円
切手を必ず貼って同封してください。

▽申込書の提出方法
申込書に必要事項を記入し、写真欄に申し込み６か月以内に撮影した本人の写真を貼って、総務企画課行政係まで
ご提出ください。郵送で申込みの場合は、封筒の表に『臨時的任用職員採用申込み』と朱書きし、必ず書留郵便
でお送りください。

▽受付期間
随時 （定員に達した時点で募集を中止します）

▽試験について
日時・場所　決定次第、応募者に直接ご連絡します。
内容　面接試験、作文試験、適性検査、パソコン操作試験
基山町ホームページ（http://www.town.kiyama.lg.jp/）で要綱等をご覧いただけます。

募集
職種

採用予定
人員 任用期間 受験資格 勤務日数・時間 給料 勤務先

保健師 １名
採用日から６か月
※任用期間は更新する
場合があります。

保健師の資格
を有し、パソコ
ン（ワープロ及
び表計算ソフ
ト）の操作が
できる方

（学歴不問）

午前 8 時 30 分～
 午後５時 15 分

（休憩は正午から午後１時まで）
※年次有給休暇等の諸休暇
があります。

月額１４6,１００円を基準に経歴により、
この額以上になることがあります。

（上限は、月額 201,200 円）
※期末勤勉手当、時間外勤務手当
を支給します。この他該当者には、
通勤手当、住居手当、退職手当等
の諸手当が支給されます。

基山町
役場

■採用について
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地域おこし協力隊による
”まちなかサロン”はじまります！
問 地域おこし協力隊（産業振興課内）　小野　☎０５０－５３６４－３１８３

　基山町の ” 地域おこし協力隊 ” と、まちなか公民館で交流しませんか！

地域の情報交換や基山町の特産品を使った工作など、毎週金曜日に開催します。

榊や竹、エミューやお茶など、基山 made の素材を使った月替わりの工作は、事前予約なしでどなたでもご参加

いただけます。11 月は基山産の竹炭を使った「消臭・調湿グッズ」作りを予定しています。

▽開催日時　11 月より毎週金曜日　午前 10 時～午後 4 時（午後 5 時閉館）

▽開催場所　まちなか公民館（基山町大字宮浦 186 －22）

▽参加方法　時間内いつでも自由にご来館ください。

　　　　　　※新型コロナウイルス感染予防の為、人数制限を行う場合があります

▽参加費用　竹炭工作　１グッズ 100 円（12 月以降は、工作内容により異なります）

お気軽にご参加ください！
筋力アップ教室を開催します
問 福祉課　高齢福祉係　☎９２－７９６４

　介護予防事業の一環として、体を動かしてみるきっかけとなるような筋力アップ教室を開催します。継続的に運動
をすることでいくつになっても筋力はつくといわれています。運動の必要性を感じていてもなかなか生活の中に取り
入れることができない方へお勧めです。※この講座は健康ポイント事業の対象です。
▽募集人数　各コース 15 人　※新型コロナウイルス感染症予防のため募集人数を制限させていただきます。

▽対象者　町内在住の６５歳以上の方
　　　　　※どなたでも応募いただけますが、応募多数となった場合、昨年度同じ教室に参加されていない方を優
　　　　　　先します。申込時に希望のコースと昨年度の参加の有無をお聞かせください。

▽受講料　無料

▽教室内容　講義（生活習慣病予防等）・運動実技等

▽受付期間　10 月 15 日（木）～ 10 月 26 日（月）　※受付期間終了後に申込者全員に参加の可否を通知します。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
1コース

月曜日・午前
日程 11月9日 11月16日 11月30日 12 月7日 12 月14日 12 月21日 12 月28日 1月4日 1月18日 1月25日
場所 長野介護拠点センター（7区公民館）

2コース
火曜日・午前

日程 11月10日 11月17日 11月24日 12 月1日 12 月 8日 12 月15日 12 月22日 1月5日 1月12日 1月19日
場所 福祉交流館１階

3コース
火曜日・午後

日程 11月10日 11月17日 11月24日 12 月1日 12 月 8日 12 月15日 12 月22日 1月5日 1月12日 1月19日
場所 福祉交流館１階 福祉交流館 2階 福祉交流館１階 福祉交流館 2階

4コース※
月曜日・午前

日程 1月18日 1月25日 2月1日 2月 8日 2月15日 2月22日 3月1日 3月 8日 3月15日 3月22日
場所 町民会館小ホール 福祉交流館１階 町民会館小ホール 保健センター研修室１ 町民会館小ホール 保健センター研修室１

※ 4 コースの 1 回目・2 回目は午後

▽日時・場所　午前：午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分　午後：午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
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