
4R3.9.1

町からのお知らせ

都市計画マスタープラン策定にあたっての町民アンケート
調査にご協力ください
問 定住促進課　都市計画係　☎９２－７９２０　　　９２－２０８４　　　teiju-1@town.kiyama.lg.jp

　町ではより良いまちづくりを進めるための計画である都市計画マスタープランの策定を進めています。

　都市計画マスタープランの策定にあたって、町民の皆様が基山町のまちづくりについてどのように思っている

かについてご意見をお聞かせいただくために、アンケート調査を実施します。本町在住の 15

歳以上の方の中から無作為に選んだ 1,850 名の方に、9 月 1 日頃にアンケート調査票をお送

りさせていただきます。調査票に記入された内容につきましては、統計的な処理をした上で

活用させていただくものであり、個人的にご迷惑をおかけすることはありません。お忙しい中、

誠に恐縮ではありますが、本調査の主旨をご理解いただき、お手元に届いた場合には、お手

数をおかけしますが 9 月 17 日（金）までに回答していただきますようご協力をお願いします。

　基山町内の公立保育所および私立保育所、認定こども園（私立）、地域型保育施設（私立）、幼稚園（私立）で
は、保育士及び幼稚園教諭を募集しています。子どもが好きな方大歓迎です。どの園も働きやすい職場です。
　一緒に働きませんか？
　詳細については、各施設へお問い合わせをお願いします。

施設名 住所 電話

基山保育園 （公立） 基山町大字宮浦 759 番地 1 ☎０９４２－９２－２３０５

たんぽぽこども園 （私立） 基山町大字小倉 805 番地 1 ☎０９４２－９２－０３８１

基山バディ認定こども園 （私立） 基山町大字宮浦 350 番地 6 ☎０９４２－９２－１９９２

ちびはる保育園基山園 （私立） 基山町大字宮浦 186 番地 23 ☎０９４２－９２－８０８１

Chibiharu  ZERO-TWO （私立） 基山町大字小倉 894 番地 16 ☎０９４２－５０－５５５６

ころころ保育園 （私立） 基山町大字長野 1121 番地 128 ☎０９４２－９２－３７８５

見真幼稚園 （私立） 基山町大字宮浦 815 番地 ☎０９４２－９２－０２２２

基山町内で働ける保育士及び幼稚園教諭を募集します！
問 こども課　みらい館係　☎９２－２３０５
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　またアンケートが届かなかった方で、アンケートへの回答を希望される方は、右の QR コー
ドまたは基山町ホームページに公開しているリンクから回答することができますので、ぜひご
協力をお願いします。
※本町在住の 15 歳以上の方ならどなたでも回答していただけます。
※ QR コードまたはリンクから回答する場合、google アカウントのログインが必要になります。

▽ QR コード
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　町では、65 歳以上の方の運転免許証の自主返納の受付をしています。これは、基山町職員が代理人として、
鳥栖警察署に運転免許申請取消の手続きを行うものです。

▽自主返納するためには
　①原則として、運転免許証が有効であること。
　②本人（65 歳以上の方）が申請を行うこと。　　　
　③運転可能な免許種類全ての返納であること。　　※本人が申請できない場合は、お問い合わせください。

▽持参するもの　
　申請者本人の運転免許証、印鑑（認印可）
　【運転経歴証明書の交付を希望する場合】発行手数料 1,100 円　
　※運転経歴証明書に掲載する顔写真を役場で撮影させていただきます。

▽受付場所　基山町役場１階 　住民課 くらしの安心・安全係
▽受付日時　水曜日を除く平日　午前 8 時 30 分～ 12 時

問 ① ② ③：住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１
　 ④　  ：定住促進課　地域公共交通係　 ☎９２－７９２０

役場で手続きができます！ 運転免許証自主返納手続きのご案内

問 住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

運転免許証自主返納について

安全で安心して暮らすために！ 運転免許証自主返納支援事業のご案内

　町では、運転免許証を自主返納された方が、生活の移動手段であった自動車やバイクを使用できなくなるこ
とで、買い物に行くことや通院が負担となり外出をされなくなることを防ぎ、今後も安全で安心して暮らしてい
ただけるよう、いくつかの支援を行っています。

▽支援内容　※①～③の補助対象者は、65 歳以上の方です。
　①運転経歴証明書の交付手数料の補助
　　運転経歴証明書の交付を受けて１年以内の方に、交付手数料 1,100 円を補助します。
　②タクシー助成券の交付
　　年度につき、タクシー助成券を１人最大６千円分（500 円券を 12 枚）、最初の交付申請年度から５年間
　　交付します。
　③電動カート購入費の補助
　　免許返納から５年以内に購入された電動カート購入費の３分の１（上限５万円）の額を補助します。
　④きやまコミュニティバス利用料金の無料
　　コミュニティバスを無料で利用できます。バス降車時に運転経歴証明書又は運転免許の取消通知書を
　　提示してください。
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下水道について考えてみませんか？
問 建設課　上下水道係　☎９２－７９６３

9 月 10 日は下水道の日

　９月 10 日は「下水道の日」です。普段は目にすることのない下水道。
でも、下水道は見えないところで私たちの安全・安心で、快適な生活を支えています。

▽下水道の役割
　１．街を清潔にする
　　　私たちが家庭で使って汚れた水（汚水）は、家の下にある排水管を通って下水道管に流れていき、下水処理

　　　場に運ばれていきます。下水道が整備されることで汚水が直接街に流れなくなるため、街が清潔に保たれ、

　　　ハエ・蚊等の害虫や悪臭の発生を防ぐことができます。

　２．身近な環境を守る
　　　街や工場から下水道管を通って流れてきた汚水は下水処理場に運ばれます。下水処理場でさまざまな処理を

　　　行いきれいになった水は、消毒して川や海に戻されます。

　３．エネルギー・資源を創る
　　　下水処理場では、汚水をきれいに処理するだけでなく、下水処理場できれいになった水を再生水として利用

　　　したり、下水処理の過程で発生したバイオガスを自動車燃料や都市ガスとして利用したり、下水汚泥からリ

　　　ンを回収して肥料を作るなど、エネルギー・資源を創りだしています。

▽下水道への早期接続のお願い
　本町では、衛生的かつ快適で持続可能な生活環境づくりとして、下水道の整備を進めています。公共下水道施

設をご利用いただいて初めてその価値が発揮できますので、一日も早い接続をお願いいたします。

▽

町内に設置されているマンホール蓋

　※カラーのマンホールは役場 2 階（建設課前）に展示しています。

むし歯予防にフッ化物塗布予約受付は９月８日 ( 水 ) から！

　むし歯予防のためにフッ化物塗布を行います。
　定期的にフッ化物塗布をすることで、歯の表面を丈夫にし、むし歯になりにくい歯を作ります。生え始めの歯は
特に効果が高いと言われています。
　また、お子様の抵抗感を軽減するために、フッ化物塗布で使用するフッ化物は、青りんご味のジェル状のもの
を使用しています。

▽期日　9 月 24 日（金）

▽受付　午後 1 時～ 1 時 20 分

▽場所　基山町保健センター

▽対象　就学前までのお子様（※歯が生えている方が対象です）

▽内容　①歯科検診　②フッ化物塗布　③歯科保健ミニ講話

▽料金　300 円

▽定員　50 名　※定員になり次第受付を終了します。

▽受付期間　９月８日 ( 水 ) ～９月 22 日 ( 水 )　※先着順

▽持ってくる物　歯ブラシ、料金、歯の健康手帳（手帳をお持ちでない方は当日発行します）

※歯みがきを済ませてからおいでください。

問 基山町保健センター　☎８５－９０９５申
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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

　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１００～２，０００円の範囲内
▽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 
　９月 13 日（月）～ 17 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。
▽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。
▽当選結果発表日  
　9 月 24 日（金） （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）
▽当選品の引取期間
　９月 24 日（金）～ 10 月１日（金）の間（土曜・日曜除く）。
　午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）までとなります。なお、当選品の配達はいたしません。
　※当選品の代金は、引取時にお支払いください。
◆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、入場者多数の場合は人数制限を行い、会場内は 30 分以内に退出をお願い

します。また、予告なしに中止することがあります。
▽展示会場・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　　　０９２－９２６－３５８７　　http://houman.sakura.ne.jp/HP

基山中学校の生徒用椅子を払い下げします
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

　基山中学校の生徒用椅子を新規購入することに伴い、古い椅子を払い下げします。
ご希望の方は次の日時に基山中学校までお越しください。
▽日　　時　　　　9 月 26 日（日）　午前 9 時～ 11 時
▽場　　所　　　　基山中学校　ロータリー付近
▽払い下げ価格　　１００円 /1 脚
▽払い下げ予定数　２００脚　※数に限りがありますので、なくなり次第終了とします。（１人 10 脚まで）
※中学校で実際に使用していた椅子です。傷や汚れ等が目立つ場合がありますのでご了承ください。
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