
３月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

日時 令和３年３月１９日（金） 

午後４時から午後５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３年第１回定例会（３月議会）議案について    …1 

４．新型コロナウイルス感染症対策について 

（１） 新型コロナワクチン接種について 

・プラチナ社会政策（新型コロナワクチン接種推進）準備室を設置しました …2 

・新型コロナワクチン接種にむけた準備状況と接種開始について   …3・4 

・テレビのⓓボタンを活用して新型コロナワクチン接種の情報発信を行います …5 

（２） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業  …6～8 

・令和 2 年度基山町児童扶養手当世帯支援追加給付金事業を行います  …9 

・基山町生活支援福祉給付金の給付について     …10 

・生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長について …11～13 

５．新規事業について 

・急傾斜地に対する防災減災対策工事等に補助金を交付します   …14 

・若基小学校へ町費採用教員を雇用します      …15 

・令和 3 年度に環境基本計画を策定します      …16 

・町営住宅入居契約における「家賃債務保証法人」の導入について   …17 

・子育て・若者世帯の住宅取得補助金に新たな加算【U ターン者加算】、【若基小学校 

区加算】を追加しました！        …18・19 

・歴史的風致向上計画事業について       …20 

６．イベント情報等について 

・地域資源活用セミナーを開催しています      …21 

・基山町と第一生命保険株式会社との「まちづくりに関する包括連携協定」の締結に 

ついて          …22 

・「ファストケア構想」の実証実験を行っています     …23・24 

・基山町立図書館 開館 5 周年記念イベントを開催します    …25・26 

・賀島祭を開催します         …27 

・第 7 回きやま門前市を開催します       …28 

７．その他 

８．閉会 



令和３年第１回定例会（３月議会）議案一覧 
 

 
 

【可決】 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

【可決】  基山町職員の旅費に関する条例の一部改正について 

【可決】  基山町あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の一部改正について 

【可決】  基山町国民健康保険条例の一部改正について 

【可決】  佐賀県市町総合事務組合規約の変更について 

【承認】  専決処分の承認を求めることについて（令和２年度基山町一般会計補正 

  予算（第８号） 

【可決】  令和２年度基山町一般会計補正予算（第９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６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３号） 

【可決】  令和２年度基山町下水道事業会計補正予算（第５号） 

【可決】  令和３年度基山町一般会計予算 

【可決】  令和３年度基山町国民健康保険特別会計予算  

【可決】  令和３年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

【可決】  令和３年度基山町下水道事業会計予算 

【意見なし】   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

【意見なし】   人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

報告第 １号  基山町土地開発公社の事業報告について  

【可決】  令和２年度基山町一般会計補正予算（第１０号） 

【可決】  令和３年度基山町一般会計補正予算（第１号） 

1



問合せ先 

プラチナ社会政策 

（新型コロナワクチン接種推進）準備室 

Tel:0942-85-7056 Fax:0942-92-7184 

Mail:fukushi@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

健康増進課 

プラチナ社会政策（新型コロナワクチン接種推進）準備室を設置しました 

 新型コロナワクチン接種を希望する住民に滞りなく行うため、必要な接種体制の確保

を図る「プラチナ社会政策（新型コロナワクチン接種推進）準備室」を設置しました。 

 準備室は、福祉課内に設置し、ワクチン接種に関する相談対応や接種券の発行後は予

約の受付対応、また、接種場所や人員の確保等、接種に向けた準備を進めていきます。 

記 

１．設置日 令和３年３月８日 

２．経緯  4月に行われる機構改革により福祉課内に「プラチナ社会政策室」を設

置します。今後、基山町での一人暮らし世帯の急増や健康問題のみならず、

住宅や相続等、暮らし全般に対応できる部署として業務を遂行していく予

定です。その最初の大きな業務として、多くの住民の方に関係する「新型

コロナワクチン接種事業」を円滑に推進していくために先に準備室を設置

しました。 

３．主な業務 

①ワクチン接種に関する情報発信

②医療機関との調整や接種会場の準備

③ワクチン接種に関する問い合わせ対応

④コールセンター機能として、ワクチン接種の予約対応

⑤ワクチン接種後の台帳管理等
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令和３年３月１９日 

健康増進課 

新型コロナワクチン接種にむけた準備状況と接種開始について 

 町では、新型コロナワクチン接種を住民の皆さまが安全にかつ速やかに、希望する様

が受けていただける準備を進めています。 

現段階での準備状況についてお知らせします。 

記 

１．接種開始日が決定しました 

ワクチンの供給量を鑑みて、国が定める優先順位に基づき６５歳以上接種の接種を開

始します。 

基山町でのワクチン接種体制は２パターンを併用しますが、まず、集団接種より開始

します。 

①「集団接種」～４月２５日（日）から接種が受けられるようになります。

きやま鹿毛医院（基山町大字宮浦３９９番地１）が接種会場とな

ります。日曜日（月４回程度）、祝日（月１回程度）に接種を受

けることができます。 

②「個別接種」～町内の７医療機関の協力により、平日の診療時間内に受けることが 

できます。 

５月中旬頃よりワクチンの供給状況を把握しながらできるだけ早

く接種がうけられるよう時期を決めていきます。 

２．ワクチン接種を受けるまでの流れ（概要） 

①接種券が届いたら、事前に必ず予約をお願いします。

予約の方法（電話・Web・ラインアプリ等）

・電話：特設のコールセンターを設置して対応します。

０５７０－０２０－５２０ （開設時間９～１７時（土日祝休））

新型コロナワクチン接種推進準備室でも同様に予約を承ります。

０９４２－８５－７０５６（開庁時間内）
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問合せ先 

プラチナ社会政策（新型コロナワクチン

接種推進）準備室 

Tel:0942-85-7056 Fax:0942-92-7184 

Mail:fukushi@town.kiyama.lg.jp 

・ラインアプリ：スマートフォンで QRコードを読み取り、友達登録後に予約画面へ

★基山町のホームページでは、随時、ワクチン情報を発信していますので、併せて、

基山町公式ラインアプリもご活用ください。

ワクチン接種予約 ワクチン情報

・Web：https://vc.liny.jp/3140（パソコンで URL にアクセスして予約画面へ）

・FAX ０９４２－９２－７１８４

②治療中の疾患がある方は、事前にかかりつけ医に接種についての相談を必ず行って、

ワクチンに関する不安があればコールセンターへ相談する等して、安心して接種を受け

られる準備をお願いします。 

②接種予約当日、自宅を出る前に必ず体温測定を行い、もれなく予診票に記入後、持参

するものを忘れずもって予約時間に接種場所へ行き、接種を受けます。接種後は１５分

程度、接種会場等での待機をお願いします。また、接種部位が腕の上の方になるため、

部位を出しやすいような洋服の工夫や脱ぎ着のしやすい服装でおいでください。手荷物

も必要なもの以外は持たずにお願いします。 

３．3月 24 日に集団接種を想定したシミュレーションを実施します。 

 新型コロナワクチンを集団接種で受けることを想定して、本番の接種が安全でスムー

ズに行えるよう、事前に一連の流れを課題等の把握、職員の配置等を確認するシミュレ

ーションを計画です。 

日時：３月 24日（水）16時～17時 

会場：きやま鹿毛医院（実際に集団接種を行う場所） 

内容：本番を想定した流れの体験 

 誘導等の職員の配置他、医師・看護師の医療スタッフ及び接種を受ける役と

して区長や民生委員等の協力を得て実施。 
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問合せ先 

プラチナ社会政策（新型コロナワクチン接種

推進）準備室 

Tel:0942-85-7056 Fax:0942-92-7184 

Mail:fukushi@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

健康増進課 

テレビのⓓボタンを活用して新型コロナワクチン接種の情報発信を行います

 新型コロナワクチン接種について、随時、広報・ホームページ等での情報発信に努め

ていますが、刻々と変化する新しい情報に対応でき、スマートフォンやパソコンを使わ

れない高齢者を含め、幅広い世代の皆さまが簡単に情報を入手できる方法として「ⓓボ

タン」を活用します。

記 

１．運用開始 

  ３月１９日から試験運用を行い、本格稼働は４月 1日から開始します。 

２．利用方法 ～特別な手続きは必要ありません 

①ご視聴のテレビの地域設定を基山町の郵便番号（841‐02○○）にします。

②テレビのリモコンでチャンネルをＫＢＣ（九州朝日放送）に合わせ、ⓓボタンを操

作することで、視聴することができます。

なお、視聴者（住民の皆さま）のサービス利用料は無料です。 

３．活用方法について 

新型コロナワクチン接種に関する情報をいち早くお届けします。 
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鳥栖三養基地区発熱外来開設事
業

平日における発熱外来を鳥栖市休日救急医療センターに開設。
898千円（負担金898千円（運営費 711千円 、維持管理費 187千円））

898 健康増進課

防災活動支援事業
町内避難所へ消毒液やマスク等を配置。
2,811千円（避難所９施設・福祉施設等消耗品費1,040千円、医薬材料
費1,771千円）

2,811 総務企画課

医療機関感染防止対策費助成事
業

経営に影響を受けている町内の病院及び診療所に対し、新型コロナ
ウイルス感染症の対策に係る費用を助成。
1,800千円（助成費100千円×18件）

1,800 健康増進課

生活支援特別給付金支給事業
（一人20千円又は30千円）

生活が厳しくなっている世帯に対して生活支援金を給付。
42,217千円（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅰ　40,000千円
（特別給付金20千円×1,907人、15歳以下の子ども上乗分10千円×
186人）
Ⅱ　事務費2,217千円

42,217 福祉課

ひとり親家庭への特別給付金事業
（一人10千円）

児童扶養手当受給資格対象者世帯の支給対象児童に対し、生活支
援のための臨時特別給付金を支給。
2,100千円（特別給付金10千円×210人）

2,100 こども課

緊急雇用マッチング事業

解雇や雇止め、内定取り消し等の就労機会を失った個人に対し、町の
無料職業紹介所の紹介により労働者として雇い入れる事業主に対し
て助成。
750千円（助成金150千円×5人）

750 産業振興課

町営住宅空室の改修事業
住宅セーフティネットとして即入居可能な公営住宅の確保。
4,134千円（浴槽整備等14室計4,134千円）

4,134 定住促進課

住まいの困窮者緊急支援事業
熱中症予防のための町営本桜団地電源改修。
20,053千円（修繕費24,355千円）

20,053 定住促進課

特別支援学級へのICT環境整備
事業

長期間の休校により教育の遅れが生じた児童に対して、必要な授業を
行うためのＩＣＴ環境整備。
7,395千円（パソコン等22台計7,395千円）

7,395 教育学習課

(１)事業所の家賃及び駐車場の賃
借料に対する緊急支援金

(２)売上金の減少に対する緊急支
援金

一事業者当たり(１)又は(２)を支援

備品等購入補助事業
新型コロナウイルス感染症拡大のための備品等購入費補助。
1,500千円（30千円×50事業者）

1,500 産業振興課

消費喚起型プレミアム付商品券

飲食店応援型プレミアム付商品券

小規模事業者応援型プレミアム付
商品券

第２弾プレミアム付商品券事業

プレミアム付商品券発行。
59,500千円（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）
Ⅰ　消費喚起型プレミアム付商品券（プレミアム率10％）
　33,000千円　（11千円×3,000冊）
Ⅲ　小規模事業者応援型プレミアム付商品券（プレミアム率40％）
21,000千円　（7千円×3,000冊）
Ⅳ　5,500千円（印刷費3,054千円、消耗品費510千円、換金費用1,936
千円）

59,500 産業振興課

341,758

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧（令和２年度事業）

事業
番号

事業名 交付金を充当する経費内容 事業費 担当課

（単位：千円）

2
生活再建緊急支援事
業

1 健康保持支援事業

プレミアム付商品券発行。
155,600千円（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）
Ⅰ　消費喚起型プレミアム付商品券（プレミアム率10％）
　88,000千円　（11千円×8,000冊）
Ⅱ　飲食店応援型プレミアム付商品券（プレミアム率30％）　32,500千
円（6,500円×5,000冊）
Ⅲ　小規模事業者応援型プレミアム付商品券（プレミアム率40％）
28,000千円　（7千円×4,000冊）
Ⅳ　7,100千円（印刷費4,748千円、消耗品費867千円、換金費用1,485
千円）

3
中小企業者事業継続
緊急支援事業

町内中小企業者に対して、家賃等及び事業を営む上で使用する駐車
場の賃借料の5割の3月分、又は売上金の減少に対する緊急支援金
を交付。
43,000千円（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）
Ⅰ　一次支援15,000千円
((１)300千円×25事業者、(２)100千円×75事業者）
Ⅱ　一次支援追加10,000千円
((１)300千円×25事業者、(２)100千円×25事業者）
Ⅲ　二次支援18,000千円
((１)300千円×35事業者、(２)100千円×75事業者）

プレミアム付商品券事
業

43,000 産業振興課

小計（ア）
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155,600 産業振興課
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多文化共生音楽祭事業
多文化共生音楽祭の開催。
1,000千円（出演料550千円、音響等300千円、印刷消耗品費150千
円）

1,000 まちづくり課

ふれあいフェスタ事業
ふれあいフェスタにおいて健康ブース設置。
1,022千円（健康ブース1,022千円）

1,022 まちづくり課

通信販売を新たに行う事業者に必
要な経費の一部を支援

通信販売を新たに行う事業者に必要な経費の一部を支援。
2,156千円（補助金2,156千円（店舗商品登録料1,276千円、システム
改修費880千円））

2,156 産業振興課

スポーツによる来訪者誘致、交流
人口増加のため安心安全な町内
施設の整備

安心安全な町内施設の整備。
25,433千円（多目的運動場整備費11,983千円、町営球場整備費
13,450千円）

25,433 まちづくり課

図書館環境整備事業
リモートカメラと消毒液等の設置。
591千円（サーマルカメラ設置費、消耗品等591千円）

591 まちづくり課

文化・スポーツ施設環境整備事業
リモートカメラと消毒液等の設置。
4,940千円（Ｗｅｂ配信設備導入費（町民会館）3,502千円、サーマルカ
メラ設置費（町民会館・総合体育館）1,438千円）

4,940 まちづくり課

避難スペース仕切用段ボール・段
ボールベット整備事業

様々な災害に備えた避難所運営を行うための備蓄品の整備と集約
化。
429千円（消耗品費429千円）

429 総務企画課

ＳＮＳ対応事業
情報提供の迅速化のための基山町ＨＰ改修。
1,792千円（ＨＰ改修委託料1,792千円）

1,792 総務企画課

9
高校生の受診支援事
業

高校生の受診支援事業
高校生の通院（外来）医療費に対し助成。
2,532千円（助成費400千円、臨時職員人件費843千円、通信運搬費
79千円、システム改修費1,210千円）

2,532 こども課

10
新生児特別定額給付
金事業

新生児特別定額給付金事業
（一人50千円）

国の特別定額給付金の基準日（４月27日）を過ぎて出生した新生児を
育てる世帯に対して給付金を給付。
7,050千円（特別定額給付金50千円×141人）

7,050 こども課

11 放課後児童対策事業 放課後児童対策事業
ひまわり館（放課後児童教室）Ａ・Ｂの１階にテラスを設置し、児童同士
の間隔を確保する。
9,845千円（放課後児童教室改修費9,845千円）

9,845 こども課

12
GIGAスクール構想推
進事業

GIGAスクール構想推進事業
小中学生の児童生徒１人につき１台の学習用ＰＣ（タブレット）の配備、
及びネットワーク環境の整備。
47,619千円（町負担分、国庫補助事業裏負担分47,619千円）

47,619 教育学習課

104,409

446,167

5
交流イベントによる活
性化事業

事業
番号

事業名

（単位：千円）

交付金を充当する経費内容 事業費 担当課

合計（ア＋イ）

小計（イ）

7
公共施設における感染
症等拡大防止事業

6

8
新たな災害対応スタイ
ル構築事業

おもてなし向上支援事
業

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧（令和２年度事業）
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1 発熱外来開設事業 発熱外来開設事業
早期対応のため休日についても発熱外来を開設。
5,359千円（負担金5,359千円）

5,359 健康増進課

2
甘木鉄道運行維持対
策事業

甘木鉄道運行維持対策事業
経営のひっ迫している甘木鉄道運行維持のための支援額負担。
897千円（負担金897千円）

897 定住促進課

3
子育て環境緊急支援
事業

子育て世帯等生活支援給付金給
付事業

厳しい生活を強いられているひとり親家庭や生活保護受給世帯等に
生活支援給付金の給付。
4,720千円（給付金4,610千円（（8千円又は10千円）×対象世帯等470
世帯（人））、振込手数料等事務費110千円）

4,720
福祉課

健康増進課

10,976

1
行政手続非接触化事
業

行政手続非接触化事業
スマートフォンのアプリケーションを活用し町税等を納付するためのシ
ステム改修。
502千円（システム改修委託料502千円）

502 税務課

2 高校生の受診支援 高校生の受診支援
高校生の通院（外来）医療費に対し助成。
4,943千円（医療助成費4,800千円（400千円×12月）、支払手数料143
千円（66.1円×2,160件））

4,943 こども課

3 発熱外来開設事業 発熱外来開設事業
早期対応のため休日についても発熱外来を開設。
4,968千円（負担金4,968千円）

4,968 健康増進課

4
子育て環境等緊急支
援事業

子育て環境等緊急支援事業
学校教室内での密を防ぐため教師1名を雇用し、40人を超える学級を
２学級に分けて、安全な学習環境を作る。
4,068千円（学級数増加のための臨時講師人件費4,068千円）

4,068 教育学習課

14,481

事業費 担当課

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧（令和２年度３月追加補正事業）

（単位：千円）

事業
番号

事業名 交付金を充当する経費内容 事業費 担当課

合計

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧（令和３年度１号補正事業）

（単位：千円）

事業
番号

事業名 交付金を充当する経費内容

合計

（単位：千円）

令和２年度 令和３年度 合計

事業費(①) 457,143 14,481 471,624

臨時交付金額（②） 255,423 77,911 333,334

①－② 201,720 △ 63,430

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業実施状況
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問合せ先 

健康増進課- 子育て包括支援係 

Tel:0942-85-9095 FAX:0942-92-2148 

Mail:kenkozoshin@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

健康増進課 

～ひとり親世帯を支援します～ 

令和２年度基山町児童扶養手当世帯支援追加給付金事業を行います 

 町では、新型コロナウイルス感染症拡大が長期化しており、経済的及び精神的負担

の影響を大きく受けるひとり親家庭を支援するため、児童扶養手当受給者に対象児童１

人あたり１０，０００円を支給します。 

記 

１．支給対象者  ・令和３年３月 1日において、住民基本台帳に記録されている人（ただし、

やむを得ない理由で住所を異動しておらず、かつ基山町に居住している

場合を含む。）

・児童扶養手当受給者

＊３月１５日現在、１３５世帯２０９人の児童 

２．給付額 児童扶養手当の対象となる児童 1人につき１０，０００円 

３．給付方法 口座振込 

４．給付時期 令和３年３月下旬 

５．申請手続 手続きは必要ありません。ただし、給付金を受け取らない場合は届出 

が必要です。 
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問合せ先 

福祉課 社会福祉係 

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

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

令和３年３月 19日 

福祉課 

基山町生活支援福祉給付金の給付について 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、所得の減少や生活費の負担増加となってい

る世帯に対し、基山町生活支援福祉給付金を給付します。 

記 

１．給付対象者  基準日（令和３年１月 31 日）において、本町の住民基本台帳に記

録されている者であって、生活保護受給世帯、令和２年度の町民税

非課税世帯で 15 歳以下の子どもがいる世帯、就学援助受給世帯、

児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯、多子世帯(高

校生以下の子ども５人以上)のいずれかに該当する世帯の世帯主 

２．給付額 給付対象の世帯主に１万円（給付対象者のうち、生活保護受給世帯

で単身世帯については、8,000 円） 

３．給付時期 給付対象の世帯主の方に、４月下旬頃に給付します 

４．給付方法 特別定額給付金の振込口座に振り込みます。本町が当該口座を把握

していない場合や当該口座以外の口座への振込を希望する場合は、

事前に手続きが必要になります。 

５．その他 申請は不要です。給付対象の世帯主の方には、事前にお知らせを送

付します。 
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問合せ先 

福祉課 社会福祉係 

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

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

令和３年３月 19日 

福祉課 

生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付の申請期間の延長について 

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまに、

生活福祉資金貸付制度の貸付制度を実施しています。当該制度の緊急小口資金等の特例

貸付の申請期限が延長になります。 

記 

１．貸付対象  緊急小口資金、総合支援資金 

２．貸付内容 別紙のとおり 

３．申請期限 令和３年６月 30日（水） 

４．申請窓口 基山町社会福祉協議会（0942-92-3011） 
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問合せ先 

総務企画課 防災係 

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

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

令和３年３月１９日 

総務企画課 

急傾斜地に対する防災減災対策工事等に補助金を交付します 

 基山町では、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）にお住まいの方々の急傾斜地崩

壊防止工事等の促進を図り、地震や大雨等による宅地災害を防止し、町民の生命と財産

を守り、安心安全に暮らせるまちづくりを推進するため、対策工事費用の一部を補助し

ます。 

記 

１．補助対象地  基山町が現地調査し、防災減災工事が必要とされた宅地 

２．補助対象者  補助対象地内に居住する所有者等 

３． 補助金の特徴 

① 擁壁や切土、法面保護、落石防止網等幅広い防災減災工事を支援します。

② がけ崩れを誘発する恐れのある樹木の伐採も支援の対象とします。

４．補助率 工事費の３／４以内 

５．補助限度額  補助対象工事により１００万円又は５０万円
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令和３年３月１９日 

教育学習課 

 

 

若基小学校へ町費採用教員を雇用します。 

 

この度、基山町では、この交流学級の在籍児童生徒数に着目し、教室で密になる環境

を避けるため、交流学級で 40 名を超えている若基小学校の新４年生を２クラスにする

こととし、教職員定数を１名増やすための教員を町で任用します。 

 なお、交流学級の人数が 40 名を超える場合に学級増を行う措置は、佐賀県内初とな

ります。 

 

記 

 

 

１．概 要 

 若基小学校では現在３年生が特別支援学級に在籍する児童を含めると 43 人となって

おりますが、国の学級編制基準では１クラスとなっています。 

しかし、コロナ禍の状況で、朝や帰りの活動の時間や給食時間などで教室内の密な状

態を防ぐために学級を分け、令和３年度からは２クラスにすることで子どもたちにきめ

細やかな指導と安全な学習環境を提供します。 

 そのために必要な教員を、町が採用します。 

 

２．採用人数 

 

 教員 1名（会計年度任用職員） 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

教育学習課学校教育係 Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741  

Mail:gakko-2@town.kiyama.lg.jp 
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問合せ先 

まちづくり課 生活環境係 

Tel:0942-92-7941 Fax:0942-92-0741 

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

令和３年３月１９日 

まちづくり課 

令和３年度に環境基本計画を策定します 

町では、令和２年度から環境基本条例を基にした環境基本計画の策定を進めています。 

 計画策定に当たっては、基山町環境審議会で審議を行っていくとともに、町民・事業

者アンケート、町民ワークショップ、パブリックコメント等により、町民の意見、市民

団体、事業者の取組を反映したものとする予定です。 

記 

１． 計画策定の目的 

令和元年度 12 月に制定した基山町環境基本条例が掲げる基本理念と基本方針に基づ

いて、町、事業者及び住民が一体となって行う環境の保全及び創造に関する目的を達成

するために、具体的施策その他重要な事項について定めるものです。 

２． 計画期間 

令和４年度を初年度とし令和 13年度を目標年度とする 10年間です。 

３． 環境講演会等環境イベント 

令和３年９月に、町民の方々の環境に対する意識を高めることを目的に「らんま先生

の eco科学ショー」などの環境講演会、体験教室を開催予定です。 
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【問合せ先】 

基山町役場 定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

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

令和３年３月１９日 

定住促進課 

～ 佐 賀 県 初！～ 

町営住宅入居契約時における「家賃債務保証法人」の導入について 

 現在、基山町営住宅の入居申込には、連帯保証人が１人必要ですが、令和３年４月１

日より「連帯保証人」又は「家賃債務保証法人」を選択できるようになります。 

 「家賃債務保証法人」の導入は佐賀県初であり、町営住宅の入居を希望するが、保証

人の確保が困難な方々の入居円滑化のさらなる促進を図ります。 

・主 旨

 基山町では町営住宅入居契約時における保証人の確保が困難な方々の入居の円滑化

を図るため、入居申込に必要な連帯保証人の数を令和元年８月より、従来の２名から１

名に変更し、入居要件の緩和を行いました。 

 今回、町営住宅の入居希望者のうち、保証人の確保が困難な方々の入居の円滑化をさ

らに進めることを目的として、家賃債務保証業者登録制度による家賃債務保証業者等の

活用を行い、入居申込の際に「連帯保証人」又は「家賃債務保証法人」を選択できるこ

ととしました。 

・「家賃債務保証」とは 

 家賃債務保証とは民間等保証機関が賃貸住宅の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役

割を担うことで、保証人の確保が困難な入居希望者が安心して賃貸住宅へ入居できるよ

うに支援するための制度です。 

 家賃保証会社は、借主から保証料（手数料）を得ることによって、その保証会社が家

賃の連帯保証をするサービスを提供し、借主が賃貸借契約の期間中に家賃等を滞納した

場合に、保証会社が一定範囲内で立て替えを行います。 
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【問合せ先】 

基山町役場 定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

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

令和３年３月１９日 

定住促進課 

子育て・若者世帯の住宅取得補助金に新たな加算【Ｕターン者加算】、 

【若基小学校区加算】を追加しました！～最大７０万円～ 

 平成２８年度から開始しています「基山町子育て・若者世帯の住宅取得補助金」は制

度開始から５年を迎え、移住者が５年間で５２２名と本町の移住・定住施策のメイン事

業となっています。 

 そのため、更なる移住・定住の促進を目的として、従来の「町外居住者加算：３０万

円」、「町内事業者加算：１０万円」に加え、新たに【Ｕターン者加算：１０万円】、

【若基小学校区加算：１０万円】を追加しました。 

改 正 前 改 正 後 

基  本  額 10 万円 

最大 
50万円 

基   本   額  10万円 

最大 
50 万円 

町外居住者加算 30 万円 町外居住者加算  30万円 

町内事業者加算 10 万円 町内事業者加算  10万円 

若基小学校区加算 10 万円 
最大 

20 万円 
Ｕターン者加算  10 万円 

最大 50万円 最大 70 万円 

※Ｕターン者・・・町外居住者のうち、過去に基山町に住所を有していた方、又は父、 

母、祖父若しくは祖母のいずれかが町内に住所を有する方。 
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☆ 令和３年度からの新たな加算！
・U タ ー ン 者 加 算 10 万円
・若基小学校区加算 10 万円
☆ Uターン者・・町外居住者のうち、過去に基 

山町に住所を有していた方、又は両親・祖父 

母のいずれかが町内に住所を有する方。

☆ 補助対象世帯
✔ 中学生以下の子どもがいる世帯又は、申請者もしくは配

偶者のいずれかが 40歳未満の世帯で、基山町内に定住
するために新たに住宅を取得（戸建て住宅の新築や購入、
マンション・中古住宅の購入など）された世帯。

※ 申請受付は予算の範囲内で先着順となります。

※ グリーン住宅ポイント制度との併用はできません。

☆ 補助金の内容など詳しくは下記までお問い合わせください！

お問い合わせ先 

基山町役場 定住促進課 電話：0942-92-7920 

住
宅
決
定 

契

約

竣

工

登

記

住
民
登
録 

補
助
金
の
請
求 

補
助
金
の
受
取 ① 交付申請 ②実績報告

③請求

最大 50 万円 補助！！ 

★最大 70 万円 補助！！

☆ 補助金額
・住宅取得に対して、一律 10万円
・町 外 居 住 者 加 算 30万円
・町 内 業 者 利 用 加 算 10万円 
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令和３年３月 19日 

教育学習課・産業振興課・定住促進課 

歴史的風致向上計画事業について 

 平成 31年 1月に文部科学省・農林水産省・国土交通省より認定を受けた「基山町歴史的風致維持

向上計画」に基づき、令和 3年度に下記事業を実施します。 

記 

１．基山周辺環境整備事業 

（１）基肄城南門跡地区整備工事

①事業概要  基肄(椽)城跡のメイン入口である水門（南門）跡地区において、地域住民 

の身近な憩いの場として、また史跡来訪者の休憩等に供する小公園として 

整備します。基肄城跡に関する解説板やトイレ、駐車スペースを設置予定 

です。 

②実施箇所  基肄城水門跡南側 

③総事業費  44,856 千円 

（２） 地区施設整備、草スキー場関連施設整備

①事業概要 基山スキー場の前面広場を草スキー場や基肄城跡を訪れた方の休憩や交流

のため、整備及び草スキー用具の管理施設等の整備を計画しており、令和

３年度は、事業実施のための調査測量等を行います。 

②総事業費 6,896 千円 

２．歴史的風致形成建造物保存修理事業及び大興善寺保存修理事業（住吉神社・大興善寺本堂） 

①事業概要 歴史的風致形成建造物の保存修理工事に補助金を交付します。 

②補助対象 ・住吉神社：平成 30年に大きく損壊した建造物の全体的な復元工事

・大興善寺本堂：劣化している茅葺屋根の保存修理工事

③補助率 事業対象経費の２/３以内 

④補助限度 各事業 10,000 千円 

⑤総事業費 20,000 千円 

・住吉神社（歴史的風致形成建造物 第 1号 令和 2年 5月 14日指定）

…基肄城水門跡と一体的に存在し、「基山に見る歴史的風致」に係る重要な建造物

・大興善寺本堂（歴史的風致形成建造物 第 2 号 令和 2年 10月 5日指定）

…「大興善寺にみる歴史的風致」に関わる主要建造物
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お問合せ先 

産業振興課 ブランド化推進室 

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

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

  産業振興課 

地域資源活用セミナーを開催しています 

基山町生涯現役促進地域連携協議会では、基山町の地域資源を活用した農産物の加工

や商品開発について考えるセミナーを全３回で開催しています。 

セミナーを通して基山町の地域資源を再発見し、地域で稼ぐ力を身につけることを目

的としています。 

【セミナー内容】 

◇講 師 （一社）エクセレントローカル 代表理事 鳥巣 研二

理事 荒井 朋子 

◇第１回 令和３年３月１６日（火）１８:００～２１:００

地域資源を活用した創業の動機と準備と開始まで 

◇第２回 令和３年３月２３日（火）１８:００～２１:００

事業運営のピンチの時と乗り超えるきっかけ 

◇第３回 令和３年３月３０日（火）１８:００～２１:００

地域資源を活用した事業の成功の共通点と今後の夢 

◇会 場 基山町民会館 ２階小ホール 

佐賀県三養基郡基山町大字宮浦６６６番地 

◇定 員  ２０名（先着順） 

◇主 催 基山町生涯現役促進地域連携協議会 

◇お問合せ先 基山町生涯現役促進地域連携協議会（基山町産業振興課内）

  〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 666番地 

ＴＥＬ：0942-92-7945 ＦＡＸ：0942-92-0741 

メール：brand-3@town.kiyama.lg.jp
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【問合せ先】 

基山町役場 定住促進課 定住促進係 Tel:0942-92-7920 

Fax:0942-92-0741 Mail:teiju-2@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

定住促進課 

基山町と第一生命保険株式会社との 

「まちづくりに関する包括連携協定」の締結について 

 基山町と第一生命保険株式会社は相互に連携し、基山町の健康増進並びに地域活性化、高齢

者支援に向けて、下記のとおり協定式を執り行い、「まちづくりに関する包括連携協定」を締

結します。 

○協定の名称 基山町と第一生命保険株式会社とのまちづくりに関する包括連携協定

○協定締結日 令和３年３月２４日

○協定の目的 基山町及び第一生命保険株式会社が、相互連携と協働による活動を推進

し、以下６つのまちづくりに関する活動を通じて、基山町の地域課題の 

解決に取り組むことを目的とする。 

① 基山町への新しい「しごと」の流れをつくる

② 基山町へ新たな「ひと」の流れをつくる

③ 結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり

④ 安心と安全をベースにオール基山のまちづくり

⑤ 基山力を活かした人材活用と人材育成のまちづくり

⑥ 誰もが活躍できるユニバーサルなまちづくり

○締結式日時：令和３年３月２４日（水）１０時００分～１０時３０分

○締結式会場：基山町役場 ４階大会議室

○出 席 者：第一生命保険株式会社 久留米支社 支社長 斉藤 伸一 

久留米支社 鳥栖営業オフィス オフィス長 佐藤 皓 

久留米支社 チーフ 新垣 宏哉 

久留米支社 鳥栖営業オフィス 古川 泰子 

  基山町 町 長 松田 一也 

 副町長 酒井 英良 
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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-2@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

健康増進課 

「ファストケア構想」の実証実験を行っています 

 町民の健康増進や地域活性化を目的とした包括的な連携協定を締結している基山町と

久留米大学は、更なる健康増進・地域活性のため、NTT データ九州が提唱する「ファ

ストケア構想」の実現に向けて実証実験を行っていますので、お知らせいたします。 

記 

１．実証実験期間 令和３年３月５日（金）～令和３年６月４日（金） 

（次回実施日：令和 3 年 3月 26日（金）） 

２．時間 １４時～１５時３０分 

３．場所 基山町多世代交流センター憩の家 

４．概要 

●基山町と久留米大学との包括連携協定による事業として、これまでも基山町の健康増

進計画のもと、特定健診データの「糖尿病」「腎疾患」「認知症」の分野での解析・

研究や健康相談などを行ってきました。 

●基山町と久留米大学は、NTT データ九州が提唱する「ファストケア構想」を採用し、

今後、地域住民の健康に関する気付きや取組み促進、企業と連携した地域活性化施策

の検討などに取り組みます。NTT データ九州が提唱する「ファストケア構想」とは、

“健康”だけではなく、“生きがい”や“自立”を含めた QOL 向上を目標とした地域

密着型のヘルスケアエコシステム構想であり、スマートフォンなどの IT 技術を活用

した手軽で持続的な働きかけによる能動的なセルフメディケーション（健康の自己管

理と増進）や、QOL 向上のための地域の事業連携による地域経済活性化の実現を目指

したものです。 
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令和３年３月１９日 

健康増進課 

５．3月 12 日（金）の様子 

△受付スペースの様子 △歩行測定の様子

△医師問診 △睡眠測定診断
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問合せ先 

まちづくり課 図書館係 

Tel:0942-92-0289 Fax:0942-92-1108 

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

令和３年３月１９日 

まちづくり課 

基山町立図書館 開館５周年記念イベントを開催します 

 図書館が開館して、お陰様で５年が経ちました。基山中央公園読書の丘で、子

どもから大人まで参加できるイベントを計画しました。 

感染対策を行いながら、開館５周年をみんなでお祝いしましょう！ 

楽しい癒しのひとときを！公園の桜もあわせてお楽しみください。 

記 

１． 日時 令和３年３月２８日（日）午前１０時４５分～午後２時頃 予定 

１０：４５～１４：００ 

１１：００～１１：５０ 

１０：３０～１４：００ 

図書館ボランティア手をつなごう図書館の会による 

記念品の配布（無くなり次第終了：８００個） 

読書の丘 イベント  

松田一也町長の挨拶  

トッコラートさんのミニコンサート

まぁまぽけっとさんの絵本読み聞かせ 

図書館玄関付近にて天心園パン工房Ｐanne 

出張販売 

２． 場所 基山町立図書館 中央公園読書の丘 

３． 内容 ミニコンサートや絵本の読み聞かせ、記念品の配布 

天心園パン工房Ｐanne出張販売 

※パンの販売以外は、無料です。記念品は、無くなり次第終了します。

《図書館情報》 

利用者から返却された本は、すべて 

消毒をしています。 
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☆イベント行程☆

10:30～パン販売

10:45～記念品配布

※無くなり次第終了です。

11:00～11:50

●町長挨拶

●ミニコンサート

●読みきかせ

※パン販売は 14時まで。

開催日：３.28（日）10時45分～１４時

図書館が開館して、早いもので５年が経ちました。

ささやかですが、お祝いのイベントを行います。

皆様、ぜひお越しください！

開催日　２０２１年３月２８日（日）10時45分～１４時
場　所　基山町立図書館の読書の丘
※会場は芝のため、座るためのシートなどをお持ちください。
内　容　ミニコンサート、読みきかせ、パン販売。
　　　　素敵な記念品のプレゼントもあります。
お問い合わせは基山町立図書館まで　
　⇨佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 60-１　　☎　0942-92-0289

場　所：図書館の読書の丘

Panne さんの

パン販売

もあります♪

Panne さんの

パン販売

もあります♪
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問合せ先 

総務企画課 行政係 

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

Mail:gyosei-3@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

総務企画課 

賀島祭を開催します 

 賀島兵助（かしまひょうすけ）公の遺徳をしのび、毎年４月９日に、田代本町の安生

寺にて賀島祭が行われています。  

 賀島兵助氏は、延宝３年（1675 年）に田代代官所副代官として来任し、貞享２年（1685

年）に田代領を去るまでの 10 年の間に、飢餓に瀕した農民に救米を出したり、堤防や

河川の普請などの善政を施したり、領民から田代領更正の恩人と敬慕されていました。 

寛政６年（1794 年）、その功徳を追慕する領民代表の庄屋たちにより、憲副賀島君

碑が建立され、現在でも、命日の４月９日に、賀島兵介公が治めた対馬藩田代領にあた

る基山町や鳥栖市、対馬市の行政関係者や田代地区の住民らが集い、その遺徳をしのん

でいます。 

記 

１．日時 令和３年４月９日（金）11：45～12：15 

２．場所 鳥栖市田代本町 太田山安生寺 賀島公碑前 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止または、規模を縮小させていただく
場合がございます。変更のある場合は改めてご連絡させていただきます。
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お問合せ先 

産業振興課 ブランド化推進室 

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

Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

令和３年３月１９日 

  産業振興課 

第７回きやま門前市を開催します 

基山町産業振興協議会では、「つつじ寺」の愛称で親しまれている大興善寺の駐車場

において、「きやま門前市」と銘打ち、４月24日（土）に軽トラ市を開催します。 

「きやま門前市」は、生産者が気軽に出品でき、消費者との交流を図りながら販売で

きる物販イベントです。昨年、春の第６回きやま門前市は新型コロナウイルス感染症の

ため残念ながら中止となり、１年ぶりの開催となります。当日は新鮮な農産物、こだわ

りの特産品や加工品など約25店舗が出店します。 

また、今回は春のＪＲ九州ウォーキングも同日開催予定です。大興善寺のつつじ観賞

ができるウォーキングルートと併せて「きやま門前市」に、ぜひご来場ください。 

【きやま門前市概要】 

◇日   時 令和３年４月 24日（土） 

◇時 間 午前９時 30分から午後２時まで 

◇会 場 大興善寺駐車場 

佐賀県三養基郡基山町大字園部 1602-１ 

◇入 場 料  無料（駐車場代 300 円※「きやま門前市」チラシを持参の方は無料）

◇主 催 基山町産業振興協議会 

◇共 催 基山町青空市 

◇お問合せ先 基山町産業振興協議会事務局（基山町産業振興課内）

  〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 666番地 

ＴＥＬ：0942-92-7945 ＦＡＸ：0942-92-0741 

メール：brand@town.kiyama.lg.jp
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