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町からのお知らせ

R3.6.15

令和３年度 第１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。

▽開催日　　

　令和３年６月 25 日（金）午後２時～

▽場所　　　
　役場２階　２０3 会議室

▽内容　　

　・基山町まちづくり推進審議会について

　・今年度の審議会審議事項について

　・基山町協働化推進計画について

▽審議会の公開
　審議会は公開いたします。傍聴を希望される方は、

　当日会場にお越しください。

審議会委員（９名）
土肥　勲嗣 学識経験者

松隈　美津子 学識経験者
木村　照夫 学識経験者

中村　眞智子 学識経験者
古賀　徹 公募

大山　美佐邦 公募
益田　雄次 町民活動団体
原　則幸 地域コミュニティ

鳥飼　善治 地元事業者

「通いの場」等で活躍されてみませんか？

問 福祉課　プラチナ社会政策室　高齢福祉係　☎９２－７９６４

　介護予防サポーターは、町内で行われている介護予防活動を支援するボランティア活動を行っています。簡単

にできる体操やレクリエーション、健康づくりに役立つ知識等を学び、介護予防サポーターとして元気に活動し

てみませんか？　　　　　　　

　介護予防サポーターは、現在、公民館を中心に開催している「通いの場」で活躍されており、全区での開催を

目指しています。

▽募集人員　２０人

▽場所　基山町福祉交流館１階大会議室

介護予防サポーター養成講座（第９期）受講生募集

▽「通いの場」の様子

日程（全８回）
７月  16 日・30 日 午後１時 30 分

～４時
８月  6 日・20 日・27 日
９月  3 日・10 日・17 日▽対象者　介護予防に関心があり、その普及・啓発に協力

いただける方で、できる限り全受講可能な方

▽講座内容　講義・運動実技

▽受講料　無料

▽申込み締切　７月２日（金）

農地に災害が発生したら早めに申請を！
問 建設課（役場 2 階）　☎９２－７９６３

　農地や農業用施設が災害にあった場合は、早めに申請してください。一定の基準を満たす災害復旧事業に対し、

補助が受けられます。

※申請が遅くなると補助が受けられない場合がありますので、ご注意ください。

▽申請上の注意
・申請書の略図は、目印になるものを記入して分かりやすく書いてください。

・災害発生場所には、赤布をつけた棒を立ててください。

申

【補助率】
農地 ５０％
農業用施設　６５％
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町からのお知らせ

R3.6.15

クリーンヒル宝満チップ無料配布について
問 クリーンヒル宝満　☎０９２－９２６－５３００

問 定住促進課　都市計画係　☎９２－７９２０　　　９２－２０８４

　都市計画の内容は、権利の制限や義務をはじめ、みなさんの生活と密接な関係にあります。都市計画の手続

きにおいては、手続きの透明化や情報公開、住民参加の機会の拡大を図っています。

　そこで、5 月 19 日から公表している「牛逢地区地区計画」の原案に関して、都市計画法第 16 条第 1 項の規定

に基づき、都市計画の原案に関する公聴会を開催します。

　公聴会は、公開の場で意見陳述を行う場です。意見陳述のためには、公述人として事前に町に申し出る必要

があります。

都市計画原案【牛逢地区地区計画】に関する
                                                                公聴会を開催します

▽公述の申し出期間
　６月１５日（火）～６月２５日（金）　※郵送、ＦＡＸ、メールの場合は６月２５日（金）必着

▽公述の申し出方法
　公述希望者（公聴会で意見を述べようとする人）は、公述申出書（様式は基山町ホームページからダウンロー

ドしていただくか、定住促進課にて配布）を記入のうえ、郵送、ＦＡＸ，メール又は持参での提出をお願いします。
※公述の申し出がないときは、公聴会の開催を中止します。

▽提出・問合せ先
　定住促進課　都市計画係　

　☎０９４２－９２－７９２０　　０９４２－９２－２０８４　　　teiju-1@town.kiyama.lg.jp

公　聴　会

日時 ６月３０日（水）　午後７時から

場所 基山町民会館　１階会議室

「牛逢地区地区計画」の原案について
◇原案の縦覧期間 : ６月１８日（金）までの開庁日（土曜日、日曜日を除く）

　　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分

◇原案の公表場所：役場３階情報公開コーナー及び基山町ホームページ

町からのお知らせ

　クリーンヒル宝満では、施設に搬入される公園や道路沿いの街路樹、一般家庭からの庭木の剪定枝等をチップ

化し、資源化と燃えるごみの減量に取り組んでいます。

　作成したチップは、無料で配布しておりますので、ご希望の方はクリーンヒル宝満までお越しください。

▽対象者　基山町、筑紫野市及び小郡市に在住及び在勤の方

▽日時　随時（事前連絡は不要）　

　　　　午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）

▽場所　クリーンヒル宝満　筑紫野市大字原田１３８９番地

▽配布方法　お持ち帰り用の袋や容器、スコップなどをご用意

いただき、各自で積み込みを行っていただきます。

▽料金　無料

▽問合せ先　

　クリーンヒル宝満　筑紫野市大字原田１３８９番地

　☎０９２－９２６－５３００

　 　http://houman.sakura.ne.jp/HP

①クリーンヒル宝満管理棟事務所にて受付を
してください。

②指定場所で各自、積み込みをしてください。
③積み込み後、管理棟事務所に戻り、積み込

みをした量の報告を行ってください。
※軽トラック等に直接積み込む場合は、計量

器にて計量します。

【配布手順】

△細かい枝・葉チップ △巨木チップ
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　東京２０２０オリンピック聖火リレーで使用したのぼり旗につきまして、町民の方に配布いたします。ご希望の
方は、役場まちづくり課（2 階）へお越しいただくか、お電話にてご連絡ください。
▽配布物　　聖火リレーのぼり旗（２種類）

▽申込期間　６月 21 日（月）～ ７月２日（金）　

▽応募資格　基山町内に住所を有する方。

▽配布枚数　33 枚（抽選）※１世帯どちらか１枚まで

※お電話で応募される場合は、氏名、住所、生年月日、連絡先をお伝えください。

※配布枚数以上のお申し込みがあった場合は、抽選となりますので、ご了承ください。

　抽選結果は７月５日（月）以降にご連絡します。（役場２階まちづくり課での配布と

   なりますので、受け取りの際は身分証をご持参ください。）

※屋外で使用した物になりますので、汚れ・破れ等につきましては、ご了承ください。

町からのお知らせ

R3.6.15

オストメイト交流会＆相談会について
　人工肛門・人工膀胱を造設して、気持ちが沈んだり、落ち込んだり、ストーマ装具の悩みや外出の不安など
はありませんか？日本オストミー協会佐賀県支部では、県内７か所で毎月１回相談会＆交流会を無料で開催して
います。ぜひお気軽にお立ち寄りください。（事前申込み不要）

　▽日時
　　毎月第３土曜日　午後１時３０分～３時３０分　
　▽場所

鳥栖市社会福祉会館２階　集会室１
（鳥栖市元町１２２８－１）※鳥栖市会場

　▽問合せ先
　　公益社団法人　
　    日本オストミー協会佐賀県支部（古賀 照雄 )
　　☎０９０－８９１６－９５０６

交流会

　▽日時　　　　　　
　　毎週金曜日　午前 10 時～ 12 時
　▽問合せ先
　　公益社団法人　
　   日本オストミー協会佐賀県支部
　　☎０９５２－６５－５８５５
　　（佐賀市天祐 1丁目８－５　佐賀県障害者福祉会館内）

相談会（電話相談）

東京２０２０オリンピック聖火リレーのぼり旗の配布について
問 まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

建築士による無料住宅相談のご案内
　高齢になるにつれて家庭内での事故が起きやすくなるため、早めのバリアフリー化対策が大切です。
　どんな対策やリホームが必要なのか建築士に相談してみませんか？
　住宅に関することなら何でも、窓口または電話で相談を受け付けています。また、サポーター登録建築士が現地
に出向いて相談に応じる出前住宅相談も行っています。お気軽にお問い合せください。

▽窓口設置日
　月曜日～金曜日（祝日を除く）
▽受付時間
　午前９時～午後５時
▽出前住宅相談連絡先
・佐賀県建築士会 ☎０９５２－２６－２１９８
・佐賀県建築士事務所協会 ☎０９５２－２２－３５４１
▽相談費用　無料

　▽窓口設置日　　　　　　
　　毎週水曜日、日曜日
　▽相談窓口連絡先
　　☎０９５２－３０－２０５５
　▽窓口設置場所　

佐賀県在宅生活サポートセンター（さがサポセンター
いきいき館内）住所：佐賀市神野東２丁目６番１号

　▽相談費用
　　無料

▽受付時間
　　午前９時～午後５時

窓口または電話☎での相談 現地での
出前住宅相談

建築士による無料住宅相談のご案内
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R3.6.15

町からのお知らせ

自衛官募集
▽募集内容　自衛官候補生

▽受験資格　（令和４年４月１日現在）18 歳以上 33 歳未満　※現在 32 歳の方はお問い合わせください。

▽受付期間　お問い合わせください。

▽試験日　　７月３日（土）

▽試験会場　陸上自衛隊目達原駐屯地

▽問合せ先　自衛隊鳥栖地域事務所　☎８３－４０７７

『成人式実行委員』を募集します

　町では、令和４年１月９日（日）に開催予定の成人式を企画・運営する実行委員を募集します。

　皆さんの力で、人生で一度の成人式を作ってみませんか。

▽応募資格　 平成 13 年４月２日から平成 14 年４月１日生まれの方で、９月から行われる月１回程度の

　　　　　　 実行委員会に参加できる方。

▽募集人数　８人（町内在住の方）

▽応募締切　７月３０日（金）

ファミリーサポーター養成講座 受講者募集 !!
問 基山っ子みらい館　☎９２－２３０５

　子どもの好きな方、子育て中の方、ファミリーサポート事業に興味のある方、どなたでも受講できます。

参加は無料です。この機会に、ぜひ、受講してみませんか。

▽場所　 基山っ子みらい館　お遊戯室

▽時間　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

▽定員　20 名程度　※ 6 月 25 日（金）までにお申込みください。

日　程 内　容 講　師

 7 月 2 日（金）  絵本を楽しむ～絵本の読み聞かせ方～ 基山町立図書館

 7 月 5 日（月）  手遊びと簡単工作 まあまぽけっと

 7 月 6 日（火）  子どもの応急手当、
 ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生法

鳥栖・三養基地区
消防事務組合　基山分署

 7 月 19 日（月） 子どもの健康と発達
 子育て交流広場について

基山町保健師
基山町こども課

ファミリーサポートセンター
は、子育ての助けをしてほ
しい人と子育てのお手伝い
をしたい人が会員となり、
育児の相互援助活動を行う
有償ボランティア組織です。

R3.6.15

有
料
広
告

問 まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５申
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