
１２月 定 例 記 者 会 見 次 第 

日時 令和２年１２月１１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２年第４回定例会（１２月議会）議案について  …p1 

４．新規事業、イベント情報等について 

（新規事業） 

・新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費に補助金を交付します  …p2 

（イベント情報）

 …p3 

 …p4 

 …p5 

・基山の冬のお祭り「2020�ふ・れ・あ・いフェスタ」

① アートパフォーマンスショー

② 新型コロナウイルス抗体検査及び簡易血糖・脂質検査を実施します。

③ 多様なイベント等の紹介

・プロスポーツ選手によるトークイベント

～コロナに負けない。みんなで前へ～を開催します！  …p6 

・☆コロナに負けるな！初の試み「オンライン婚活イベント」を開催します！☆

～ 日 本 酒 で ほ ろ 酔 い 婚 ～  …p7 

・これからの産業振興に係るイベント等をご紹介します  …p8 

・2020 きやま国際交流音楽祭 ～多文化共生推進事業～  …p9 

・３月７日（日）は 第４回きやまジュニアダンスフェスティバルへ！  …p10 

５．その他 

６．閉会 



令和２年第４回定例会（12月議会）議案一覧 

基山町議会議員及び基山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の制定について 

  基山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

  基山町子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について 

  基山町国民健康保険条例の一部改正について 

  基山町国民健康保険高額療養費資金貸付条例及び基山町後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について 

  基山町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のため

の固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について 

  基山町民会館設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  基山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

  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 

  公工２補第１号総合公園施設長寿命化工事（空調設備）請負契約につい

て 

  基山町多世代交流センター憩の家の指定管理者の指定について 

  基山町ジビエ解体処理施設の指定管理者の指定について 

  令和２年度基山町一般会計補正予算（第７号） 

  令和２年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

  令和２年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

【可決】  

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【同意】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】

【可決】   令和２年度基山町下水道事業会計補正予算（第４号） 
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問合せ先 

産業振興課ブランド化推進室 商工観光係 

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

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

令和２年１２月１１日 

産業振興課 

新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費に補助金を交付します 

 基山町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け新しい生活様式にあわせた感染

拡大防止の対策を行っている事業者に対して、その負担軽減を図るため、備品購入等の

経費の一部に対して補助金を交付します。 

記 

１．補助対象者 

  町内において接客及び対面販売を行う店舗又は事業所等を有する法人及び個人事 

業主 

２．補助対象経費 

・備品購入費、設備設置費 （※消耗品に係る経費は除く。）

・対象経費を合算した額が、１万円以上であること。

・他の補助金で対象経費としているものは、本補助金の補助対象経費としない。

３．補助金の額 

・補助対象経費の２分の１の額（1,000 円未満の端数は切り捨てる。）

・申請回数は１回を限度とし、補助金額の上限は３万円とする。

４．その他 

・令和２年４月１日以降の経費を対象とする。

・交付申請書、経費の領収書（写し）、町税等の滞納のない証明書を提出する。

2



問合せ先 

まちづくり課 協働推進係 

Tel:0942-92-7935  

Fax:0942-92-0741 

令和２年１２月１１日 

まちづくり課 

基山の冬のお祭り「2020 ふ・れ・あ・いフェスタ」 

～アートパフォーマンスショー～ 

 今年で 17回目の開催となる「ふ・れ・あ・いフェスタ」では、新型コロナウイルス感染

症対策を十分とりながら開催します。基山出身の世界的書家「松田朴伝」氏を招き、パフォ

ーマンス書道を総合体育館アリーナで開催します。障がい福祉施設『PICFA』とコラボした

ライブペインティングもお楽しみください。（時間は 10：30～12：30）また、町民会館１

階ホールでは、「松田朴伝の世界」展示会（12月 4日～13日）を開催しております。 

松田朴伝先生は 1940 年基山町生まれの書家、造形作家月刊誌「書の美」主宰、 

現美書芸院会長、東洋書芸院顧問。福岡市を拠点に国内はもちろん、アメリカをはじめ

欧米・アジア各地で、「アートを通し世界の平和を」をテーマに書の個展や交流展を展

開され、日本文化の紹介に努め 2001 年福岡市文化賞、2018 年福岡県地域文化功労者表

彰を授与されました。 

また、先生はパフォーマンス書道の創始者としても有名であり、現在もその第一人者

であります。 

記 

１． 「アートパフォーマンスショー」 令和２年 12月 13日（日） 

基山町総合体育館 アリーナ 10：30～12：30 

２．「松田朴伝の世界」展示会 令和２年 12月４日（金）～13 日（日） 

基山町民会館 １階ホール  （13日は 15：00 まで） 
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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:kenkozoshin@town.kiyama.lg.jp 

令和２年１２月１１日 

健康増進課 

基山の冬のお祭り「2020 ふ・れ・あ・いフェスタ」 

～新型コロナウイルス抗体検査及び簡易血糖・脂質検査を実施します～ 

 12月 13日（日）に開催する 2020ふ・れ・あ・いフェスタの健康ブースイベントとし

て新型コロナウイルス抗体検査及び簡易血糖・脂質検査を実施します。 

 町民の方 100名を募集したところ、約 16日間で 181名の応募があり抽選にて対象者を選

出しました。 

 今回の検査は、ご自身で指先から少量の血液を採取して行える簡易的なものです。新

型コロナウイルス抗体検査は、過去に感染したことがあるかを調べる検査で、知らない

うちにコロナに感染していた場合も、その確認ができます。簡易血糖・脂質検査では、

今の生活習慣病に関するリスクの確認を行える検査となっています。 

記 

１．日時 令和２年１２月１３日（日） １０時から１５時 

２．場所 基山町保健センター 

３．対象 町内在住の方で応募により決定された方 100 名 

４．料金 無料 

５．内容 新型コロナウイルス抗体検査及び簡易血糖・脂質検査 
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令和２年１２月１１日 

まちづくり課 

基山の冬のお祭り「2020 ふ・れ・あ・いフェスタ」 

～多様なイベント等の紹介～ 

 今年で 17回目の開催となる「ふ・れ・あ・いフェスタ」では、新型コロナウイルス感染

症対策を十分とりながら開催します。 

屋外ステージ ウイング車では、消防教室・ダンスステージ・基山中学校吹奏楽部演奏・

カラオケ大会を開催します。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） 10：00～15：00 

２．場所 基山町役場周辺 

３．主なイベント （総合体育館 アリーナ 10：00～15：00） 

・「オール基山の市」

・基山の特産品、職人等による展示販売会、Inbody 測定会

（総合体育館 アリーナでのステージショー 13：00～14：45） 

・ライフステージ演奏、バディこども園ダンス、FCソレイユ

・健康脳トレ体操（ライフキネティック）

（屋外ステージ ウイング車 10：00～15：00） 

・開会式（10：00） ・消防教室（10：10）

・ダンスステージ等  基山ダンススクールＰＩＫＯ、クールビート、

表現の絆 みらぃ等（10：25～11：30）

・基山中学校吹奏楽部演奏（12：30～13：00）

・基山町子育て家族応援記念品贈呈（13：00～13：05）

・カラオケ大会 in ふれあいフェスタ（13：05～14：50）

・閉会式（14：55～15：00）

（町民会館大ホール） きやま創作劇過去作品上映会 

「ホタル列車」 10：00～ 

「こころつないで 2015ver」13：00～ 

（町民会館小ホール） 基山町文化遺産関連展示 
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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-2@town.kiyama.lg.jp 

令和２年 12月 11日 

まちづくり課 

プロスポーツ選手によるトークイベント 

～コロナに負けない。みんなで前へ～ 

を開催します！ 

新型コロナウイルス感染症の影響で、計画していた様々なイベント等が中止となり、

活動自粛いただいた町民の皆様や、大会等が中止になり目標を失った学生や子供達の活

気が低下しています。そのため、プロスポーツ選手によるトークイベントを開催し、参

加者を元気づけ、前向きに生活を送っていただくきっかけとしていただき、町の活気向

上を図ることを目的として開催します。 

 事前申込み制で応募を募ったところ、1400名以上の応募をいただいたため、抽選

を行い、400名の方のご案内となりました。トークイベント内では、町民の皆様より

いただいた質問への回答や、新型コロナの影響で最後の大会等が中止となった学生

へ向けたメッセージなど、他ではなかなか聞けないお話が盛りだくさんのイベント

です！ 

記 

１．日 時  令和２年12月18日（金）19時から20時30分頃まで 

※18時開場

２．場 所  基山町民会館 大ホール 

３．出 演 者  福岡ソフトバンクホークス 本多 雄一 コーチ 

栗原 陵矢 選手 

周東 佑京 選手 

RKBテレビ「サンデーウォッチ」スポーツ担当 鬼橋 美智子 氏 

6



問合せ先 

定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920  

Fax:0942-92-0741 

Mail: 

teiju-3@town.kiyama.lg.jp 

令和２年１２月１１日 

定住促進課 

☆コロナに負けるな！初の試み「オンライン婚活イベント」を開催します！☆

～ 日 本 酒 で ほ ろ 酔 い 婚 ～ 

基山町では、移住・定住施策のひとつとして、毎年、婚活イベントを開催しています。 

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、初の試みとして【Zoom（オン

ラインミーティングツール）】を利用したオンラインでの婚活イベントを開催します。 

ＰＣやスマートフォンなどを用いて、基山町役場会議室と参加者のご自宅をオンライ

ンで繋いで実施します。

基山で造られている日本酒で乾杯しながらの婚活イベントとなっており、自宅から気

軽に参加できる安全・安心なイベントです。 
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問合せ先 

産業振興課ブランド化推進室 商工観光係 

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

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

令和２年１２月１１日 

産業振興課 

これからの産業振興に係るイベント等をご紹介します 

年末年始にかけて開催される産業振興に係るイベント等をご紹介します。 

記 

催事名称 日時 と 場所 内 容 お問い合わせ先 

ふ・れ・あ・い

フェスタ

令和２年�12�月�13�日(日) 

午前10時から午後３時

まで 

■基山町総合体育館周辺

総合体育館周辺での出店や「オ

ール基山の市」でフェスタを盛

り上げます。基山町の特産品を

手に取ってみてください。 

ふれあいフェスタ

実行委員会（基山町

まちづくり課） 

TEL:0942-92-7935 

けやき台朝市

“冬の大感謝

祭” 

令和２年 12月 20 日(日) 

午前８時半から10時まで 

■猪の浦児童公園（JRけ

やき台駅前） 

新鮮な野菜や暮らしに役立つ

商品に加えて、大感謝祭では米

すくいやビンゴゲームで賑わ

います。特に冬は無料の手づく

りぜんざいが人気です。 

けやき台朝市実行

委員会 

埜口(第 16区区長) 

TEL:090-8398-8036 

基山町青空市 令和２年 12 月 28 日(月)

から令和２年 12 月 30 日

(水)まで 

午前６時から12時頃まで 

■ＪＡ基山支所

毎週水曜日と土曜日に実施し

ている基山町青空市が年末に

も元気に開店します。新鮮な農

産物等がずらりと並びますの

で、新年を迎える準備にどうぞ

お越しください。 

ＪＡ基山支所 

TEL:0942-92-2311 

GOTO グリーン

ロード GOTO モ

ール商店街「き

やま十日えび

す」 

令和３年１月 10日(日) 

午前９時から午後３時ま

で 

■基山モール商店街

一年の商売繁盛を祈願すると

ともにグリーンロードの「初走

り」やダンスや生バンドのステ

ージイベント、「竹酒」や福引

(※先着 100名)など、楽しいイ

ベントが盛りだくさんです。地

元事業者の出店（臨時売店）も

あります。 

中心市街地活性化

委員会（基山町商工

会） 

TEL:0942-92-2653 
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問合せ先 

まちづくり課 協働推進係 

Tel:0942-92-7935  

Fax:0942-92-0741 

令和２年１２月１１日 

まちづくり課 

2020 きやま国際交流音楽祭 ～多文化共生推進事業～ 

 音楽を通して町民と外国人の交流を深め、多文化共生の推進を図るために多文化共生音楽

祭を開催します。 

 町民団体１０組を募集しており、現在４組の応募があっております。バンドグループ２組

とウクレレ、ハーモニカ団体のエントリーがあり、12月 24日まで募集しております。 

また、スペシャルゲストとして ＢｉＳＨのプロデューサーである基山出身の松隈ケンタ

さんを招き、町民の皆様に安心して楽しんで頂ける音楽祭を開催いたします。 

記 

１．日時 令和３年２月２１日（日） 午後�1�時～午後�3�時 

２．場所 基山町民会館 大ホール 

３．主なイベント 基山出身の音楽家や応募者の歌や楽器演奏会 
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令和２年１２月１１日 

まちづくり課 

３月７日（日）は 第４回きやまジュニアダンスフェスティバルへ！ 

基山町では、初心者大歓迎の高校生以下を対象とし、文化振興と地域のにぎわい

創出を目的としたダンスフェスティバルを開催しています。 

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため規模を縮小しての開催となり

ますが、ストリート・チア・バレエ・社交ダンス・日舞・新体操など、様々なジャ

ンルのダンスは見応えのあるものばかりです。

基山町でどんな出場者達がどんなダンスバトルを繰り広げるのか…ご期待くださ

い！ 

記 

日時：令和３年３月７日（日） 午後２時３０分 

会場：基山町民会館大ホール 

【募集内容】 参加者を募集しています！ 

申込み：令和３年１月７日（木）～２９日（金） 

参加料：１人 ２００円（観覧無料） 

部 門：キッズ部門（幼児～小学生対象）、ジュニア部門（中学生～高校生対象） 

定 員：先着16組（各部門先着8組） 

※２人以上15人未満の団体

※問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 ☎92-7935
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