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基山中学校補充学習等支援事業の講師を募集します
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

　町では、基山中学校の生徒の学力向上と学習習慣の促進を図るため、６月から補充学習を行います。そこで、

中学生の基礎的な学力補充の援助をしていただける講師を募集します。希望される方は、写真を貼った履歴書を

持参又は郵送で提出してください。

▽募集人員　若干名　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ▽報酬　１回　3,300 円

▽応募資格　資格、年齢及び住所は不問　　　　　　　　　　▽申込み締切
▽勤務時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５月 14 日 ( 金 ) 必着（土・日曜日、祝日を除く）

　・平日（週２回程度）　放課後の１時間 30 分程度
　・土曜日（月１回程度）　午前中の１時間 30 分程度
　・長期休業中（夏休み）　午前中の１時間 30 分程度

アバンセ女性総合相談について
問 福祉課　社会福祉係　☎９２－７９６４

ひとりで悩まずご相談ください！

　職場などでの人間関係の悩み、子どもに関すること、夫や交際相手からの暴力（ＤＶ・デートＤＶ）など、誰に

も話せず一人で悩んでいませんか？

　女性の皆さんの様々な悩みについて、女性の相談員が一緒に考えます。相談内容は厳守いたしますので、安心

してお電話ください。

■ アバンセ女性総合相談　☎０９５２－２６－００１８

　▽相談日時　火～土曜日　午前９時～午後９時
　　　　　　　日曜日・祝日　午前９時～午後４時 30 分（月曜日・年末年始は休みです）

　▽相談方法　電話相談又は面接相談（面接相談は原則予約制です）

介護保険住宅改修施工事業者登録（更新）のお知らせ

　鳥栖地区広域市町村圏組合では、介護保険に基づく住宅改修を行う場合、住宅改修施工事業者の登録が必要

です。介護保険住宅改修施工事業者の登録（更新）を希望する事業者は、下記のとおり登録申請をしていただき

ますようお願いします。なお、令和３年６月に実施予定の登録研修の受講を登録条件としています。

　また、今回登録申請をされない場合は、令和４年７月まで登録できませんのでご注意ください。

▽申請期間　５月６日（木）～５月３１日（月）　※郵送の場合５月３１日（月）必着

▽提出書類　①住宅改修施工事業者登録（更新）申請書　　②住宅改修施工事業者業務概要書
　　　　　　③住宅改修の施工に係る誓約書
　　　　　　※提出書類は鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページよりダウンロードできます。
▽提出先　鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係

問 鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係　☎８１－３３１５　　８１－３３１６申

有
料
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告
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県下一斉ふるさと美化活動にご協力ください
問 まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１

きれいなまちづくりを進めましょう！

　ふるさと美化活動が県下一斉に実施されます。自宅周辺の道路などでごみを拾い、快適な環境を保ちましょう。

ご協力をお願いします。

▽日時　５月 30 日 ( 日 )　午前中

▽場所　各区で選定した場所又は自宅周辺の道路、公園、河川など

▽集めたごみについて
　①ごみは各区に配布している「ふるさと美化活動専用袋」に入れ、午前 11 時までに各区の公民館に集めてくだ
　　さい。

　②専用ごみ袋は可燃と不燃の２種類ですが、可燃ごみ・缶・ビン・不燃物の４種類に分別してもらえば、可燃不
　　燃のどちらの袋を使用してもかまいません。

　③各区の公民館で集められ、専用ごみ袋に入ったごみは翌日以降に収集を行います。

▽注意事項
　・小雨決行（大雨の際は各区で判断し、中止の場合は６月中に実施します。）
　・ポイ捨てや不法投棄以外のごみ、家庭からのごみは定期回収で出してもらうようお願いします。

リサイクル品展示会（抽選販売）を開催します
問 クリーンヒル宝満　☎０９２－９２６－５３００　　０９２－９２６－３５８７　　http://houman.sakura.ne.jp/

　クリーンヒル宝満に持ち込まれた家具類で再利用できるように修理したものを展示し、抽選販売します。

　販売価格は１点につき 2,000 円の範囲内です。

▽対象者　基山町、筑紫野市及び小郡市に在住の方

▽展示品目　家具類（約 200 点）　※お一人様複数申込みできますが、当選は最大２点までとなります。

▽展示及び申込み期間・時間
　５月 10 日（月）～ 14 日（金）　午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）　※先着順ではありません。
▽展示会場　クリーンヒル宝満（筑紫野市大字原田 1389 番地）

▽当選結果発表日　５月 18 日（火）

▽来場時の注意
　・マスクの着用をお願いします。熱がある方、体調不良の方のご来場はできません。
　 ・コロナウイルス感染防止のため、予告なしに中止することがあります。

▽申込み方法
　①クリーンヒル宝満管理棟で申込書を受け取り必要事項の記入をしてください。

　②記入した申込書を受付に提出してください。その際、控えをお渡しします。（控えは当選時に必要となります
　　ので保管をお願いします）

　※申込み多数の場合は抽選を行います。当選結果はクリーンヒル宝満のホームページ及び管理棟玄関の掲示板
　　でお知らせします。
　※当選品の代金は、引取時にお支払いください。
　※当選品の引取期間は５月 18 日（火）～ 24 日（月）の午前９時～午後４時の間です（正午～午後１時、土・日曜日を除く）。
　※当選品の配達はいたしません。

HP

役場では「クールビズ」を実施します
問 総務企画課　行政係　☎９２－７９１５

　役場では、５月６日（木）から 10 月 29 日（金）までの間、地球環境保護、冷房にかかる経費の節減を目的とし

て、職員が軽装（ノーネクタイ、ノー上着、ポロシャツ等）で執務を行います。

　町民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。役場への来庁の際は、ぜひ軽装でお越しください。
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離乳食教室に参加しませんか
問 基山っ子みらい館　☎９２－２３０５

お気軽にご参加ください！

　離乳食の時期には困ることや悩むことがたくさんあると思います。なぜ離乳食の段階を踏まなければいけない

のか。食材の選び方や好き嫌いが少ない子になるためには？などの講話を実施します。離乳食がスタートしてから

疑問に思うことなど、ご質問ください。お子様もいっしょに参加できますので、月齢が近い赤ちゃんと保護者同士

の交流にもなればと思います。参加は無料です。参加を希望する方は問合せ先までご連絡ください。

▽日時　令和３年 5 月 25 日（火）午後１時３０分～２時３０分

▽場所　基山っ子みらい館 交流広場

▽内容　管理栄養士による講話（調理や試食はありません。）

▽対象　基山町在住の５・６か月児とその保護者

▽持参するもの　子どもノート、筆記用具　※当日はマスク着用をお願いします。

子育て世代就活応援セミナーを開催します
問 基山町無料職業紹介所　☎８５－８４６３ （平日の午前９時～午後５時）

お気軽に始めてみませんか？

　令和３年度は、基山町無料職業紹介所とジョブカフェＳＡＧＡの共催で、子育て世代就活応援セミナーを開催し

ます。１回でも続けてでも参加できますので、カフェ気分でお気軽に就活を始めてみませんか？ 

第１回子育て世代就活応援セミナーの申込みについて
▽内容　自己分析～やりたいことの探し方～

▽講師　ジョブカフェＳＡＧＡ キャリアアドバイザー

▽日時　５月 18 日（火）午後２時から約１時間

▽場所　基山っ子みらい館　交流スペース（※駐車場あり）

▽参加料　無料

▽定員　各セミナー おおむね１5 人

▽申込先　基山町無料職業紹介所　☎８５－８４６３（平日の午前９時～午後５時）

▽申込期間　５月６日（木）～１２日（水）

▽その他　託児が必要な場合は、お申込み時にお伝えください。

年間スケジュール（予定）

回数 開催日 曜日 開始時間 セミナー内容

第１回 ５月 18 日

火

曜

日

午

後

２

時

自己分析～やりたいことの探し方～

第２回 ６月 15 日 就活！美文字ゼミ

第３回 ７月 20 日 自己ＰＲ作成講座

第４回 ８月 17 日 30 ～ 40 代向け就職講座（求人票の見方）

第５回 ９月 21 日 30 ～ 40 代向け就職講座（履歴書の作り方）

第６回 10 月 19 日 知って役立つ労働法

第７回 11 月 16 日 30 ～ 40 代向け就職講座（面接対策）

第８回 12 月 21 日 職務経歴書の作り方

第９回 令和４年１月 18 日 就活メイク講座

第 10 回 令和４年２月 15 日 メールマナーの基本

第 11 回 令和４年３月 15 日 自己分析～やりたいことの探し方～

※諸事情により内容等が変更になる場合があります。ご了承ください。
※参加申込みは、セミナー毎に各月１日号の広報でお知らせの後、受付けいたします。
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地域密着型サービス事業所設置候補者の募集について
問 鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係　☎８１－３３１５　　８１－３３１６

高齢者が住み慣れた地域で暮し続けることができるように！

　鳥栖地区広域市町村圏組合では、高齢者が介護を必要とするようになっても、住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるように地域密着型サービス事業所の整備を進めるため、次のとおり事業所の設置候補者を募集します。
▽令和 3 年度に募集する地域密着型サービス

事業所の設置を募集する市町名 基山町
募集する対象サービス （介護予防）認知症対応型共同生活介護

募集する事業者及び定員の数 １事業者２ユニット（定員 18 人）

※（介護予防）認知症対応型共同生活介護は、総量規制により整備数が定められているため公開抽選による選
　定を行います。公開抽選参加申込書の作成及び申し込みをしてください。

※事業所のある土地又は設置予定地、事業所建物の構造設備及び用途に関する規制や制限等については、予め関
　係機関にお問い合わせください。

▽公開抽選参加申込書の提出期間　５月７日（金）～６月３０日（水）　土・日曜日・祝日を除く

▽提出場所　鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　給付係

※詳細については、鳥栖地区広域市町村圏組合ホームページを参照ください。

　HP https://www.kttnet.co.jp/tosukaigo/

令和３年度第１回基山町産業の振興に寄与する団体等に対する補助金
問 産業振興課　☎９２－７９４５

頑張る事業者を応援する補助金の公募をします

　本補助金は、自らの利益の拡大により基山町産業の振興を図り、もって地域社会に貢献すると認めた産業団体等

に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもので、事業者自らの発案による事業を支援し、基山町の産業振

興を図る目的で実施します。

▽公募期間　５月６日（木）～５月２１日（金）

▽事業実施期間　交付決定日～令和４年３月３１日（木）

▽事業区分・対象要件・補助概要

事業区分 対象要件 申請要件

Ａ事業
自ら生産性の向上を図り収益
の拡大を行う事業

・補助対象者は、事業者、団体、任意の団体（３以上の連名）、認定農業者若し
くは認定農業者になろうとする者又は農地所有適格法人のいずれかです。
・補助事業者は、町内に事業所等を有する者とします。
・事業の申請後、基山町産業振興補助金審査委員会で審査及び審議され、補助
対象の可否が認定されます。
・予算の範囲内において補助金を交付します。 
・申請のあった事業について、国又は県に対象となる補助事業があるときは、
補助の対象となりません。
・事業申請には要件等があります。詳しくは、担当課までお問合せください。
・令和４年３月 31 日までに、事業を完了し実績報告書が提出できること。（補
助金が概算払で支払われた場合は、翌年度の４月 30 日）

Ｂ事業
賑わいの創出や新たな特産品等
の開発に寄与する事業であって、
公益性が高いと認めた事業

Ｃ事業

認定農業者等が単独で取り組む新
規作物等の導入又は３割以上の規
模拡大を行うために係る経費で、
事業の継続性が高いと認めた事業

▽補助金額等、補助率

事業区分 補助金額等 補助率

Ａ事業 事業費の下限　　 　   30 万円
補助金額の上限 　     100 万円

事業者  1/3 以内、団体及び任意団体  1/2 以内
Ｂ事業 事業者  1/2 以内、団体及び任意団体  2/3 以内

Ｃ事業
事業費の下限　　　    10 万円
補助金額の上限　　  200 万円

認定農業者等   2/3 以内

※補助金交付要綱や申請書の様式等は産業振興課にあります。また、基山町ホームページからもダウンロードできます。




