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個人番号カードの時間外交付を実施しています
問 住民課　住民係　☎９２－７９３２

　基山町環境基本条例第 13 条に基づく環境審議会を開催します。

▽開催日
　9 月 30 日（木）午前 10 時～
▽場所
　役場４階 大会議室
▽内容
　・住民ワークショップの結果について
　・環境基本計画骨子案について
　・数値目標の考え方について
　・町の環境の将来像について
▽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。

令和３年度 第２回環境審議会を開催します
問 まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１

審議会委員（12 名）
 島岡　隆行  学識経験者
 筒井　寿  関係行政機関（県環境保全課）
 西山　伸一　  関係行政機関（消防）
 香月　拓郎  関係行政機関（警察）
 水田　久男  関係団体（農業委員会）
 川﨑　文治  関係団体（商工会）
 山口　信善  関係団体（農協）
 稲毛　あゆみ  住民代表
 松田　ひさ子  住民代表
 鹿毛　智水  住民代表
 原　政寛  住民代表
 平山　康治  住民代表
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子どもの医療費の指定保健医療機関等追加について
問 こども課　こども家庭係　☎９２－７９６８

　令和３年１０月１日より、九州大学病院（福岡市東区）が窓口定額一部払方式（現物給付）を行う指定保

健医療機関等に追加されます。

　なお、対象となるのは乳幼児のみとなりますのでご注意ください。

　申請された個人番号カードのお受け取り期限は、交付通知書の発送日から原則３か月としていますが、新型コロナウイル
ス感染症拡大のため、期限を過ぎていても概ね１年以内であればカードをお受け取りいただけるようにしています。
　平日の昼間に来庁することが難しい方は、時間外交付も実施しています。時間外交付をご希望の方は、事前にお電話で
のご予約が必要です。
　また、令和３年４月末までにカードの申請をされた方は、マイナポイントの対象です。ポイントのお申込みは令和３年12
月末までです。申込み方法がわからない方はご相談ください。
▽時間外交付日時
【第二、第四火曜日】　午後７時まで　※祝日を除く

【第二、第四土曜日】　午前９時から 12時まで

※電話予約受付時間：平日午前８時 30分から午後５時 15分まで

※お受け取りに必要な書類を紛失された場合でもお受け取りいただける場合がありますので、ご相談ください。
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新入学児の就学時健康診断を実施します
問 教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

令和 4 年度

　令和４年度に小学校に入学する幼児の健康診断を実施します。

▽基山小学校区（1～ 5・7～ 11区）　※見真幼稚園在園児を除く

　実施日　10月 11日（月）午後

▽若基小学校区（6・12～ 17区）及び基山小学校区の見真幼稚園在園児
　実施日　11月５日（金）午後
▽場所　基山町保健センター
▽対象　令和４年度就学予定の幼児　※対象者の方には詳細案内及び問診票を郵送します。

基山ＰＡ特産品フェア出店者募集！

 ▽開催日　　１０月２９日 ( 金 ) ～３１日（日）  
▽場　所　　基山パーキングエリア（上り）特設会場
▽出店料　　無料
▽申込方法　申込み用書類を産業振興課窓口又は町のホームページより取得し、産業振興課に提出してください。
▽申込締切　９月 30 日（木）

※その他出店に関する詳しい内容はお問い合わせください。新型コロナ感染症対策のため、販売方法等に一部制限
がございます。

問 産業振興課　商工観光係　☎９２－７９４５申

　基山町では、町の特産品や魅力的な商品を広く知ってもらうため、高

速道路基山パーキングエリアにて秋の特産品フェアを開催します。現在
出店者を募集しています。町内で作った野菜・果物・お菓子・雑貨など、
この機会にぜひ、自慢の品をアピールしてみませんか？

　音楽を通して住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
「国際交流音楽祭」を開催いたします。
　音楽祭に出演し、歌や楽器の演奏を披露していただける出演者を募集いたします。
▽日　　時　令和 4 年 2 月 20 日（日）午後１時～３時
▽場　　所　基山町民会館　大ホール
▽募集定員　7 組（先着順）
▽出演時間　1 組 7 分以内
▽申込資格　基山町在住者及び基山町内学校・企業に通学・勤務している個人または団体および町内で活動
　　　　　　するグループの方で、出演者の事前打ち合わせ協議に参加可能な方。
▽参  加  費　無料
▽申込方法　申込書に必要事項を記入の上、持参、郵送、E メールでお申し込みください。
　　　　　　申込書は、まちづくり課で配布している他、基山町のホームページでもダウンロードできます。
▽締  切  日　10 月 15 日（金）必着
▽留意事項　・新型コロナウイルス感染拡大防止についてご協力をお願いいたします。
　　　　　　・新型コロナウイルスの状況等によっては、実施できない場合があることをご了承ください。
▽問合せ先

まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５　　kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp

多文化共生事業「国際交流音楽祭」の出演者募集

　音楽祭に出演し、歌や楽器の演奏を披露していただける出演者を募集いたします。

　基山町在住者及び基山町内学校・企業に通学・勤務している個人または団体および町内で活動

多文化共生事業「国際交流音楽祭」の出演者募集
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コース 定員 実施日 主な内容

パソコン教室
午後 1 時 30 分
～ 3 時 30 分
（２時間）

25 名

１０月１９日（火）
１.Word でお絵描き
　 図形を使って絵を描こう
２.Google
　 徒歩地図、自宅を見る、バーチャル旅行をしよう
３.Excel 簡単家計簿作り
　 計算式を使わない家計簿を作ろう
４.Windows １０の設定
　 OS（オペレーティングシステム）を学ぼう

１０月２６日（火）
１１月９日（火）
１１月１６日（火）
１１月２３日（火）
１１月３０日（火）
１２月７日（火）
１２月１４日（火）

生涯学習講座「パソコン教室」の受講者を募集します
まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５問

　町では、町民の方を対象とした生涯学習講座「パソコン教室」を開催します。
▽日時及びコース　表のとおり　※内容は、講師の都合などにより変更する場合があります。
▽場　所　　　　			基山町民会館　視聴覚室
▽受講料　　　　			【パソコン教室】５００円 /1人
▽受付開始　　　		9月１５日（水）から定員に達するまで
▽受付時間　　　		午前８時３０分～午後５時１５分　※土・日・祝日を除く。
▽定　員　　　　			２５名
▽申込み方法 　					・受講料を持参のうえ役場２階のまちづくり課までお申込みください。
　　　　　　　　	※電話でのお申込みも可能

申

第 59 回町民チャリティーゴルフ参加者募集

　基山町ゴルフ協会では町民チャリティーゴルフ大会を開催します。皆様のご参加をお待ちしております。

▽日　時　　１０月１３日 ( 水 )  

▽受　付　　スタート時間の 30 分前まで ( スタート時間は後日お知らせします。)　　

▽場　所　　小郡カンツリー倶楽部

▽参加料　　２，０００円 ( 募金 500 円・会費 1,500 円 ) ※申込時にお支払いください。

　　　　　　※プレー代は自費 ( １０，９５０円 )・食事別・セルフプレー

▽申込締切　9 月 30 日（木）※参加には、基山町ゴルフ協会 ( 基山町体育協会所属 ) に登録が必要になります。

◆注意事項　・表彰式は行わず、成績は後日お知らせします。

　　　　　　・新型コロナウイルス感染防止のため、体調がすぐれない場合 ( 発熱・咳・咽頭痛など ) や、同居

                          家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は、参加をご遠慮いただきますようお願いします。

問 基山町体育協会 ( まちづくり課内 )　☎９２－７９３５申
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作業名 内容 金額（円） 備考
稲コンバイン刈
（10a あたり）

刈り取り、
脱穀 15,800 カッター付き

麦まき
（10a あたり）

平坦 14,600 荒おこし、うねたて、
整地、種まき

（種麦、種消毒、肥料代
は含まず）

山間、山麓 16,300

耕起
（10a あたり）

平坦 8,700
荒おこしのみ

山間、山麓 9,800
平坦 13,100 荒おこし、うねたて、

整地山間、山麓 14,800
乾燥調製 乾燥・もみすり 2,100 生もみ 60kg あたり

農地保全管理
（１時間あたり）

草刈り 2,000 燃料代、機械借上料
を含む

「牛逢地区地区計画」案に対する公告縦覧及び意見募集

　地区計画とは、都市計画法第 12 条の４第１項第１号に定められた、住民の合意に基づいてそれぞれの地区の特性
にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。
　つきましては「牛逢地区地区計画」の案を作成しましたので、意見を募集します。

問 定住促進課　都市計画係　☎９２－７９２０

▽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

▽縦覧期間
　９月１５日（水）～９月２８日（火）※土・日曜、祭日を除く
　上記期間の開庁日（午前８時３０分から午後５時１５分まで）

▽意見募集期間
　９月１５日（水）～９月２８日（火）

▽意見を提出できる方
　計画案についてご意見をお持ちの方は、どなたでも提出していただくことができます。
▽提出方法
　様式は、情報公開コーナーに備え付けているほか、町ホームページからダウンロードできます。
　郵送、ＦＡＸ、メール又は持参での提出をお願いします。
◆注意事項
　・提出いただいたご意見の概要と、それに対する町の考え方を町ホームページ等で一定期間公表
　　します。公表させていただく場合には個人情報に十分配慮します。
　・頂いたご意見について、個別の回答や返却はいたしません。
　・牛逢地区地区計画と直接関連のないご意見への回答は行いません。

▽縦覧場所
　情報公開コーナー（役場３階）
　及び町ホームページ

令和 3 年度
秋期農作業標準賃金

農業委員会事務局（産業振興課内）　
☎９２－７９４５

問

　基山町農業委員会では、令和 3 年度

秋期農作業標準賃金を決定しました。　　

　右表の金額は目安ですので、地域の

実情やほ場の条件等を考慮し、双方で

調整してください。
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