
３ 月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

日時  令和４年３月１８日（金） 

午後４時 40 分から午後５時 40 分まで 

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４年 第１回定例会（３月議会）議案について          

 

４．コロナ対策の現状・今後の予定  

 

５．子育て支援サービスの拡充について 

・子育て支援サービスをさらに拡充します！！18 歳までの子どもに係る 

医療費が無料になります 

・そのほか新規子育て支援策および既存事業について 

・基山町との協定に基づき、「基山Ｂ－Ｂaby 保育園」が開園します！ 

                   

６．新規事業等について 

・令和４年度４月からの組織機構改革について 

・基山町の魅力を PR する動画を公開しています 

・基山町育英資金制度について       

・基山町社会福祉協議会の新規事業について 

・弁護士による無料法律相談を基山町役場で開催します 

・けやき台駅管理事業を実施します 

・基山駅前に有料駐車場をオープンします 

・キャンプ場がリニューアルします！  

・「基山ふるさと名物市場」リニューアルオープンします！  

・令和４年度もきやま留学事業を実施します 

・令和４年度も「プレミアム付商品券」を発行します 

                          

７．イベント等 

・『第８升きやまＫａｐｐｏ』が開催されます 

・基山町立図書館 開館６周年記念イベントを開催します 

・賀島祭を開催します 

・第９回きやま門前市を開催します 
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令和４年第１回定例会（３月議会）議案一覧 

【可決】　 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び基山町職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について 

【可決】　   基山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償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 

  下工２補（繰）第８号宝満川処理区（川端地区外）汚水管築造工事（推

進工）請負契約の変更について 

  下工３補第１号宝満川処理区第２汚水幹線管路築造工事（１工区）請負

契約について 

  令和３年度基山町一般会計補正予算（第１４号） 

  令和３年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

  令和３年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  令和３年度基山町下水道事業会計補正予算（第５号） 

  令和４年度基山町一般会計予算 

  令和４年度基山町国民健康保険特別会計予算 

  令和４年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

  令和４年度基山町下水道事業会計予算 

　　

  【可決】　

  【可決】　

  【可決】　

  【可決】　

    【可決】　　

    【可決】　　

【可決】

    【可決】　　

【可決】　　

【可決】　　

  基山町土地開発公社の事業報告について 
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令和４年３月１８日 

福祉課プラチナ社会政策室 

 

新型コロナワクチン接種について 

 

１ コロナの状況 

 オミクロン株を中心とする第６波の感染者は、特に、10 歳未満、10 歳代の若い世代

及びその親世代と思われる 30歳代・40歳代の方の感染が多くみられています。３月に

入り、その勢いも徐々に落ち着きつつありますが、今後は、18 歳以上の３回目接種に

続き、小児のワクチン接種も開始され、一層、感染予防に力を入れていきます。

 

２ ワクチン接種状況、予約状況（令和４年３月 14日現在） 

 １月 16日から 18歳以上の方を対象に３回目接種を開始しています。当初、２回目接

種後８か月を経過した方から開始することになっていましたが、現在町では、接種後６

か月経過した方への接種を進めています。 

 

接種状況   １回目接種率 88.48％（接種者 13,873人、対象者 15,680人） 

      ２回目接種率 88.04％（接種者 13,804人、対象者 15,680人） 

      ３回目接種率 32.98％（接種者  4,867人、対象者 14,756人） 

 

◆年代別接種状況 ・予約状況（３回目） 

年齢 
対象者 

（人） 

接種者 

（人） 

接種率 

（％） 

予約者 

（人） 

予約率（％） 

予約者＋接種者 

対象者全体 

65歳以上 5,407 3,603 66.64 630 78.29 

60～64 歳 1,331 366 27.50 480 63.56 

50歳代 2,010 307 15.27 790 54.58 

40歳代 2,046 253 12.37 574 40.42 

30歳代 1,950 200 10.26 390 30.26 

20歳代 1,706 132 7.74 317 26.32 

18～19 歳 306 6 1.96 71 25.16 

合計 14,756 4,867 32.98 3,252 55.02 
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問合せ先 

福祉課 プラチナ社会政策室 

プラチナ社会政策係 

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

Mail:platinum@town.kiyama.lg.jp 

３ 小児接種（５歳から 11歳）について（令和４年３月 14日現在） 

 ３月 14 日（月）より、５歳から 11 歳を対象に小児接種を開始しています。対象者

1,066 人の方へ３月１日（火）に接種券を送付して、３月７日（月）より予約を開始し

ています。 

 小児用のワクチンを使用して、成人の接種量の１/３量を１回目に接種後、３週間以

上の間隔をあけて２回目の接種を行います。 

 小児接種については、町内の２医療機関（つくし整形外科・なるお内科小児科）での

個別接種のみで実施します。 

 

◆接種状況 ・予約状況 

 

 

 

 

 

◆接種スケジュール 

 

 

 

 

 

 

４ 追加接種（３回目）12歳から 17歳について 

 現在、３月 11 日付けの国からの事務連絡により、令和４年４月以降、12 歳から 17

歳の方に対する追加接種（３回目）が予防接種法に基づく予防接種として位置付けられ

た場合に、接種を希望する方に対し、速やかかつ円滑に接種を行えるよう準備を進めて

います。 

※12歳から 17歳の接種完了者（2回目まで）602人（924人中）（3月 14日現在） 

年齢 
対象者 

（人） 

接種者 

（人） 

接種率 

（％） 

予約者 

（人） 

予約率（％） 

予約者＋接種者 

対象者全体 

5～11 歳 1,066 9 0.84 162 16.04 
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令和４年３月１８日 

こども課 

 

子育て支援サービスをさらに拡充します！！ 

18歳までの子どもに係る医療費が無料になります（県内初） 

 

基山町では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、町内に住所を有

する０歳～18歳の子どもを対象に、子どもの医療費助成制度を実施しています。 

現在、通院や入院などで県内の医療機関等を受診する際、子どもの医療費受給資格証を提

示することで医療機関ごとに支払う医療費（自己負担額）をひと月上限 1,000円などとして

いますが、令和４年４月からは、子どもの医療費助成制度を拡充し、助成対象者が医療機関

で支払う医療費（自己負担額）の完全無償化を行います。 

全額助成を現物給付で行うのは県内初の取り組みで、子育て世帯へのより一層の支援を行

います。 

 

〇基山町子どもの医療費助成制度の概要（今回改正点） 

 
制度拡充後 

（令和４年４月診療分から） 
現行制度 

助成対象者 
町内在住の０歳～18歳 

※18歳に達した日以後の３月 31日までの子ども 

助成対象 保険診療分の医療費 

医療機関ごとの 

自己負担額 

入院・通院・調剤薬局 

自己負担なし！！ 

入院 ひと月上限 1,000円 

通院 ひと月上限 500円×2回まで 

調剤薬局 自己負担なし 

助成方法 

県内医療機関 現物給付（窓口での自己負担はありません。） 

 

県外医療機関 償還払い（窓口で支払い後、役場で助成申請必要。） 

※ただし、就学前の子どもが県外医療機関を受診される場合、聖マリア病院、

久留米大学病院、福岡市立こども病院・感染症センター、九州大学病院、佐

世保市立総合病院、佐世保共済病院では窓口でのお支払いはありません。 
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子どもの医療費助成制度が変わります 

基山町では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として医療費を助成しています。 

令和４年４月診療分から、医療費の自己負担額が無料になりますので、新しい受給者証をお送りします。 

助成の内容は、次のとおりです。 

○助成の対象となるのは、保険診療の医療費です。 

○助成申請は診療月の翌月から１年以内に行ってください。 

（例：令和４年４月診療分→令和４年５月１日から令和５年４月 3０日までに申請） 

〇子どもの医療費受給資格証は、住所変更等時および期間終了後、こども課にお返しください。 

※申請をされる際には、領収証（原本）、印鑑、お子さまの保険証をお持ちください。 

 

☆学校・保育所および幼稚園等でケガをした場合 

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となりますので、まずは学校等へ連絡し、給付対象と

なるかご確認ください。（重複して助成を受けることはできません。） 

☆医療費が高額になる場合 

入院など医療費が高額になる場合、加入している健康保険組合等へ事前に「限度額申請」をしていただくか、

退院後に「高額療養費申請」を行ってください。 

※１「子どもの医療費受給資格証」を利用された場合は、医療費は基山町が支払うため、後日、高額療養費

の請求手続きの委任をいただきます。 

※２ すでに保護者へ「高額療養費」等が支給されている場合は、基山町へ返還していただきます。  

※３ 同じ世帯で 21,000 円以上のものを合算して限度額を超えたときも上記申請が必要となります。 

☆以下の資格証をお持ちの方 

○重度心身障害者医療費受給資格証・ひとり親家庭等医療費受給資格証 

…子どもの医療費助成受給資格証を使用して県内の医療機関を受診される場合は、現物給付を優先していただ

けます。なお、県外の病院を受診された際は各担当課で償還払いの申請をお願いします。 

 

♪詳しい制度、申請方法については・・・ 

     〒841-0204 

       佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 666 番地 

基山町役場 こども課  こども家庭係 

０９４２－９２－７９６８（直通） 

対 象 入院・通院・調剤薬局 

町内に住所を有する

０歳～18 歳 

※18 歳到達後、最

初の 3 月 31 日まで 

○県内 

病院・薬局窓口でのお支払いはありません。 

○県外 

医療機関でお支払い後、助成申請をしてください。一部負担金を全額振込みます。 

※就学前のみ、聖マリア病院、久留米大学病院、福岡市立こども病院・感染症セン

ター、九州大学病院、佐世保市立総合病院、佐世保共済病院では窓口でのお支払い

はありません。 

 



重度心身障害者 
医療費助成事業 

国民健康保険税均等割額の 
軽減制度 

教育施設整備 

就学援助費 
若基小学校 

制服購入費補助 

重度の障がいのある 
0歳～18歳までの子どもは 
医療費の自己負担なし 

国の制度に加えて、 
町独自の軽減を実施！ 

 
【対象者】 
 国保被保険者のうち未就学児 
【軽減額】 
 均等割額 33,800円  
 (ただし、所得に応じて、す 
 でに軽減を受けられている世 
 帯の対象者は、軽減後の均等 
 割額） 

・基山小学校 
 職員室拡充 
・若基小学校 
 中庭の人工芝化 

佐賀県初の取り組み！ 

【対象者】 

 基山町就学援助の対象者のうち、 
 基山中学校又は基山町在住で 
 公立中学校に通う生徒 
 の保護者 
・生徒手帳代  190円   
・部活動登録費 300円 

【対象】 
 若基小学校へ小規模特認校 
 制度を利用して就学する児 
 童の保護者 
【交付対象及び補助金額】 
・制服の上着、半ズボン又は 
 スカートの各1着を購入する 
 費用 
・上限は26,000円 

新規！子育て支援策について 

・新生児特別定額給付金 

・ 4歳児就学準備業務の検査 

・フォローアップ事業 

・小学校体験教室 

・英語教室 

・子ども食堂等の支援の推進 

・病後児保育事業 

・保育人材確保事業 

・ひとり親家庭等医療費助成 

・教育支援センター事業 

・学校ICT支援事業 

・小中学校放課後補充学習事業 

・マナビバ ※NPOと連携した無料個別学習塾 

・18歳以下の子どもが３人以上いる世帯 

  への第３子以降の国保税均等割額の免除 

・子育て世代の就労支援事業  

                 ほか 

◆そのほかの既存事業 

6 



アイが大きい基山町 ～住む人にも訪れる人にも満足度 No.1 のまち基山の実現～ 

7 

問合せ先 

基山町 定住促進課 都市計画係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-2084 

Mail:teiju-4@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年３月１８日 

定住促進課 

 

 

基山町との協定に基づき、 

「基山Ｂ－Ｂａｂｙ保育園」が開園します！ 

 

 

 昨年９月に基山町に 18 年ぶりに建設された分譲マンション「トラストレジデンス基

山」の１階部分において、４月より「基山Ｂ－Ｂａｂｙ保育園」の開園を予定しており

ます。 

 これは基山町とトラスト不動産開発株式会社がマン

ション建設に際して、まちづくり推進や地域振興を目

的に令和３年１月に締結した「まちづくりに関する協

定」に基づくもので、官民が連携して進める地方創生

の取り組みとなっております。 

 今回、開園に先立ち、下記日程で「基山Ｂ－Ｂａｂ

ｙ保育園」の開園セレモニーが行われます。 

 

記 

 

１．日 時  令和４年３月 24日（木）午後２時頃から 

 

２．場 所  トラストレジデンス基山 １階（保育園部分） 

 

３．出席者  トラスト不動産開発株式会社 代表取締役社長 早川 雄二 

       株式会社ＢＵＤＤＹ 理事長 鶴丸 聡一郎 

       株式会社Ｒ．Ｅ．Ｄ建築設計事務所 代表取締役 赤樫 幸治 

       基山町長 松田 一也 
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令和４年３月１８日 

総務企画課 

 

令和４年度４月からの組織機構改革について 

 

 基山町では、令和４年４月１日から、以下のとおり組織を変更いたします。 

 

１．企画政策課の新設 

  基山町総合計画や基山町まち・ひと・しごと創生総合戦略等の重要計画のこれまで

以上の推進とデジタル技術やデータを活用し、業務効率化や行政サービスの改善を進

めながら、住民の利便性の向上を目指す取り組みを図るため、自治体ＤＸの本格的な

準備や実施を行います。企画政策課は、庁舎３階財政課の東側に配置いたします。 

 

２．国スポ・全障スポ推進室の本格始動 

SAGA2024 国スポ・全障スポ大会が次のとおり開催されます。 

基山町では、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の正式競技として、卓 

球の開催が決定しており、現在準備を進めています。 

・国民スポーツ大会 

正式競技：卓球（令和６年10月５日～令和６年10月９日） 

公開競技：パワーリフティング（日程調整中 概ね本大会の1～2か月前） 

  デモンストレーションスポーツ：草スキー（日程調整中） 

・全国障害者スポーツ大会 

  正式競技：卓球（令和６年 10 月 26 日～令和６年 10 月 28 日） 

 

３．環境対策室の新設 

  本年度策定いたしました基山町環境基本計画の実効性を図るため、まちづくり課に

環境対策室を新設いたします。 

基山町では、２月２日に地球温暖化対策実行計画を含む基山町環境基本計画を策定

し、2050 年に二酸化炭素排出量実質排出ゼロに向けて取り組む「ゼロカーボンシテ

ィ宣言」を表明しました。環境対策室では、環境基本計画の様々な施策を進めるとと

もに、地球温暖化対策として、再生可能エネルギーのポテンシャルの調査を開始する

など、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。 
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（問合せ先） 

※係の移管・新設については 

総務企画課 行政係 

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

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

 

※国スポ・全障スポについては 

まちづくり課 国スポﾟ･全障スポ推進室 

国スポ･全障スポ推進係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

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

 

４．係の移管、新設について

 ・定住促進課歴史のまち推進係を、教育学習課ふるさと歴史のまち推進係として移管 

し、基山町歴史的風致維持向上計画事業の進捗を図ります。 

 ・建設課に工務第１係と工務第２係を新設し、工務第２係が下水道工事の設計及び施 

工監理等を担当し、その他の業務を工務第１係が行います。 

 ・教育学習課に教育総務係を新設し、教育委員会の総務的な役割を担うほか、財産、 

施設の管理及び給食センターの業務を行います。 
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問合せ先 

総務企画課 総合計画推進係

Tel:0942-92-2188 Fax:0942-92-2084 

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

 

 

 

令和４年３月１８日 

総務企画課 

 

 

基山町の魅力を PRする動画を公開しています 

（多様な地域資源を活用したきやまＴＶ事業） 

 

 ＨＰをメインとする従来の基山町のプロモーションに、新たに動画によるプロモーシ

ョンを追加することで町内外問わず、より多くの人に基山町を知り、関心をもっていた

だき、基山町の関係人口及び交流人口の増加を目指しています。 

基山町の魅力をＰＲする動画を作成し、だれでもどこでも常時閲覧できるように、基

山町のＨＰやＹｏｕＴｕｂｅチャンネル等に掲載しています。 

 

記 

１． 撮影対象・本数 （合計 37本） 

① ふるさと納税 （14本） 

…返礼品を御提供いただいている事業者様のうち、撮影の御協力をいただけた 

事業者様 

（伊藤ハムウエスト・岩田屋フード・基山商店・きやまファーム・ 

コカ・コーラボトラーズジャパン・サンポー食品・園部製茶・鶴製茶・ 

にしてつ農園・丸幸ラーメンセンター・ミキファームきやま・見好養蜂園・ 

ヨコオフーズ・らいふステージ） 

② 基山町に所縁のある職人や事業者及び寺院等 （12 本） 

…「きままにきやま」に掲載されている寺院や事業者様のうち、撮影に御協力 

をいただけた寺院及び事業者様 

（アトリエ石田・あびによん・吉祥寺・空とたね・大興善寺・対翠社・TSUKURU・ 

陶房基肄・二階寺・PICFA・本福寺・瀧光徳寺） 

③ 公共施設等 （11本） 

（憩の家・合宿所・基山交番・基山町立図書館・キャンプ場・草スキー場・ 

東明館中学校高等学校・基山っ子みらい館・基山小学校・基山中学校・ 

若基小学校） 

Tel:0942-92-2188
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令和４年３月１８日 

教育学習課 

 

 

基山町育英資金制度について 

～令和４年度より制度が拡充されます～ 

 

 

 基山町育英資金は、本町出身の意欲ある学生を対象に、奨学金を貸与していま

す。 

 令和４年度から、今まで対象としていなかった高等専門学校専攻科（４年生

以上）及び専修学校の専門課程（専門学校）の学生を対象とする制度の拡充を

行います。また、償還期間は、６年から 10年へ期間を４年間延長します。 

 

 

記 

 

 

１．対象者   基山町出身の学業に意欲ある高校生・高専生（４年以上）・ 

専門学校生・短大生・大学生・大学院生のなかで、町長が 

育英助長の必要があると認めた者 

 

２．貸付金額  ・高校生…月額１万円以内 

        ・高専（４年以上）・専門学校生・短大生・大学生・大学院生 

            …月額２万円以内 

 

３．償還方法  最終学年卒業の翌年７月から 10年以内に月賦又は年賦償還 

問合せ先 

教育学習課 学校教育係 

Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 Mail:kyoikugakusyu@town.kiyama.lg.jp 
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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４年３月１８日 

福祉課、基山町社会福祉協議会 

 

 

基山町社会福祉協議会の新規事業について 

（多世代食堂、フードバンク、小学生フリールーム） 

 

 基山町社会福祉協議会で令和４年度から新たな事業に取り組みます。 

① 多世代食堂事業 

多世代交流センター憩の家で、町内の子どもと親、地域住民に対して、食事を提供

する機会を創り子どもと大人のつながりや地域とのコミュニティ連携ができるよう

多世代食堂事業に取り組みます。事前申込制とし、申し込みの際に、フードバンク

などの利用を案内、配布の要否を確認いたします。 

毎月第１土曜日開催予定（令和４年５月から） 

※あそび場、おゆずり会、フードバンクによる食材配布などを同日実施予定。 

 

② フードバンク事業 

町内の事業所や個人、お寺、法人などから基山町社会福祉協議会に食材の提供を受

け、食材を必要としている受益者（個人や施設）の方へつなぐ役割を担います。 

受益者として、多世代食堂での配布希望者、要支援世帯、児童養護施設などを想定。 

 

③ 小学生フリールーム事業 

放課後の小学生の居場所のひとつとして、福祉交流館２階創作活動室に小学生フリ

ールームを設置し、自由な時間を過ごせるようにします。宿題をしたり、簡単な遊

びを楽しむ自由活動の場です。職員が１名常駐します。 

○対象：小学１年生から６年生まで（事前登録制） 

○日時：火曜日から金曜日までの放課後（帰宅後～午後４時 50分まで） 

○定員：15 人 

※夏休みなどの長期休暇期間は、火曜日から金曜日までの午後に開催予定。 
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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４年３月１８日 

福祉課 

 

 

弁護士による無料法律相談を基山町役場で開催します 

 

 基山町社会福祉協議会で実施していた弁護士による無料法律相談について、今まで以

上に弁護士を身近に感じてもらえるよう令和４年度から基山町役場で開催します。 

 基山町では、今年度から一人暮らしの高齢者への個別訪問を実施し、生活状況や健康

状態の把握のほか、困りごとや不安に思っていることの聞き取り調査を行っています。

自身の健康や将来の車の運転などの不安が多くあるようです。今後は、財産や相続、終

活、交通事故、近隣トラブルなどの困りごとも増えていくと考えられます。 

基山町では、個別訪問の際、法律の専門家へ気軽に相談していただけるよう案内して

いくことで、高齢者が抱える将来への不安を少しでも解消できるよう取り組んでまいり

ます。 

 

記 

 

１．日時  偶数月の第３水曜日 午後１時 30分から４時 30分まで 

 

２．場所  基山町役場内の会議室 

 

３．対象  １回の開催につき７名（要予約。町内在住者に限る。） 

 

４．料金  無料（相談時間：約 25分） 

 

５．その他 佐賀県弁護士会から鳥栖三養基地区内の所属弁護士を派遣いただきます。 
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問合せ先 

定住促進課 地域公共交通係 

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

Mail:teiju-5@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年３月１８日 

定住促進課 

 

 

けやき台駅管理事業を実施します 

 

 

けやき台駅は、九州旅客鉄道株式会社の駅体制の見直しにより、令和４年 

３月 12 日（土）より駅係員が終日不在となる、いわゆる無人駅となりました。

（なお、３月 31日までの間は、JR九州グループの社員が案内業務を行います。） 

本町としましては、当駅は基山駅と同様に町民の皆様の通勤・通学はもとよ

り、町内外の多くの方々の移動を担う重要な交通施設として認識しており、こ

のたびの駅体制の見直しについては、御利用の皆様の御不便だけでなく、当駅

における治安面での御不安などが生じるのではないかと危惧しているところで

す。 

このことから本町では、けやき台駅の無人化に伴う影響を軽減し、安心な利

用環境を維持していくために九州旅客鉄道株式会社と協議し、同社からの業務

委託によって、駅管理の一部である改札業務や清掃業務等を令和４年度事業と

して実施します。 

 

 

記 

 

 

  事 業 名  けやき台駅管理事業 

 

  事業期間  令和４年度 
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問合せ先 

建設課 公共工事計画室 

Tel:0942-92-7963 Fax:0942-92-0741 

Mail:kokyokoji@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年３月１８日 

建設課 

 

 

基山駅前に有料駐車場をオープンします 

 

 基山駅前広場にある送迎用駐車場が令和４年４月１日から一般車も利用可能な有

料駐車場に変わります。それに際しまして、４月１日午前９時からオープニングセレ

モニーを開催いたします。お忙しい中とは思いますが、ぜひ取材いただきますようお

願いいたします。 

  

                記 

 

１．駐車場の名称  基山町営基山駅前駐車場 

２．駐車枠数    10台 

３．使用料金 

           

           

 

 

※入庫から 20分未満に出庫する場合は無料 

 

４．使用開始日   令和４年４月１日（金） 

 

◆オープニングセレモニー 

・日時  令和４年４月１日（金）午前９時～９時 30分（予定） 

 ・場所  ＪＲ基山駅前「基山町営基山駅前駐車場」 

 ・主催  基山町  
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問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:bunka-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

 

令和４年３月１８日 

まちづくり課 

 

 

キャンプ場がリニューアルします！ 

 

 近年のキャンプブームによるソロキャンパー等の利用増加に伴い、キャンプ場利用者

が安心して施設を利用していただけるよう、トイレの洋式化及びシャワー室の設置を行

います。これにより、感染防止対策を図るとともにおもてなし向上を図ります。 

 

記 

 

１．キャンプ場利用件数（過去３年分） 

令和元年度  ５１件 

令和２年度  ９１件 

令和３年度 １３９件（令和４年２月末） 

 

２．現状  基山町キャンプ場のトイレは、男女ともそれぞれ洋式 1基、そのほか全て

和式トイレとなっております。また、シャワー設備は設置していない状況

です。 

 

３．必要性 キャンプ場において、要望の多いトイレの洋式化及びシャワー室の設置を

行い、おもてなし向上を図るために必要になるものです。 

 

４．内容  男女トイレ、シャワー室について、次のとおり整備します。 

               [現状]         [改修後] 

      ◆男子トイレ  洋式１ 和式２  →  洋式２ 和式１ 

      ◆女子トイレ  洋式１ 和式４  →  洋式４ 和式１ 

      ◆シャワー室    なし     →  １人用シャワーユニット２  
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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４年３月１８日 

                                  産業振興課 

 

「基山ふるさと名物市場」リニューアルオープンします！ 

（休業の間、期間限定で基山っ子みらい館に登場！） 

 

基山ＰＡ（上り線）で営業している基山ふるさと名物市場（基山町産業振興協議会主

催）が、リニューアルオープンします。 

基山ふるさと名物市場は、(株)ローソンの一角で基山町の特産品や新鮮野菜等を販売

し、町内外のお客様にご利用いただいておりますが、テナントが（株)セブン-イレブン・

ジャパンに変わるため、その改装工事に伴い、基山ふるさと名物市場も令和４年４月１

日から４月下旬まで休業します。 

この休業期間中、基山っ子みらい館にて期間限定で営業を行いますので、この機会に

多くの皆様のご来店をお待ちしております。 

 

記 

◆基山っ子みらい館での営業について 

・期 間 令和４年４月６日（水）～４月 21日（木） 

      午前 10時～午後５時 

      ※日曜日は休業 

 

・場 所 基山っ子みらい館 交流スペース（基山町役場西側） 

      住所 基山町大字宮浦７５９番地１ 

 

◆リニューアルオープンについて（休業期間 令和４年４月１日から４月下旬） 

 ・開店期日  令和４年４月下旬の予定 

 ・セレモニー 開店同日 

※詳細は改めてご連絡します。 
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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４年３月１８日 

                                  産業振興課 

 

令和４年度もきやま留学事業を実施します 

 

令和３年度に実施した「きやま留学」では、基山町の良さを知っていただくために基

山町に宿泊し生活しながら、町内の産業、職人の作業等を体験する留学生の受け入れを

実施しました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、事業を一時中断

していた期間もありました。 

中断期間中、また年度末にかけて「きやま留学」への体験希望者が続いたことを受け、

令和４年度もきやま留学の事業を継続します。 

「きやま留学」では、地域の「暮らし」に寄り添う特別な体験プログラムを用意して

おり、滞在費用（体験料・宿泊費・交通費）の一部を補助することを予定しており、基

山町を知りたい人、基山町で学びたい人をサポートします。 

 

記 

 

１ 【参考】令和３年度実施した留学コース 

   ・子どもの居場所づくり実践 

 ・酵母を学んで活かすパンづくり 

 ・アーティスト・イン・レジデンス 

 ・フクロウがいる山の陶芸教室 

 ・農家の仕事と、料理と、暮らし 

 

２ 留学スタイル 

短期留学：連続して参加するスタイル  

滞在期間は２泊以上～14泊を予定 

週末留学：休日を活用して繰り返し参加するスタイル ※平日も対象。 

滞在期間は３泊以上～12泊を予定 

例：１泊２日×３回など 

※留学スタイルは大きく分けて２通りのスタイルで受け入れ実施を予定していますが、

新型コロナウイルス感染症の状況をみて変更する場合があります。 
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問合せ先 産業振興課 ブランド化推進室 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年３月１８日 

産業振興課 

 

令和４年度も「プレミアム付商品券」を発行します 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響による消費支出の低迷に対し、消費喚起と事業者の

事業継続を下支えすることを目的として、プレミアム付商品券を発行します。 

記 

１．商品券概要 

Ａ．消費喚起型プレミアム付商品券 （プレミアム率 10％） 

【対象商品等】 すべての事業所での物品販売またはサービス提供 

額面 11,000円のプレミアム付商品券 ⇒ 10,000円で販売  

発行冊数 7,000冊 １人あたりの購入の上限：４冊 

Ｂ．飲食店応援型プレミアム付商品券（プレミアム率 30％） 
【対象商品等】 飲食店営業許可を有する店舗での飲食の提供 

額面 6,500円のプレミアム付商品券 ⇒ 5,000円で販売  

発行冊数 2,000冊 １人あたりの購入の上限：３冊 

Ｃ．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％） 

【対象商品等】サービス業や小規模な小売店等での物品販売またはサービス提供 

額面 7,000円のプレミアム付商品券 ⇒ 5,000円で販売 

発行冊数 5,000冊 １人あたりの購入の上限：２冊 

２．購入対象者 基山町民及び基山町への通勤・通学者 

３．商品券取扱事業者 

  基山町内において事業を営む、個人及び事業所等に対して、プレミアム付商品券

取扱事業者を募集し、商品券種別毎に登録する。商品券取扱店は、商品券取扱店ステ

ッカー等を消費者に分かりやすく見やすい場所に掲示する。 

４．商品券販売方法等  令和４年４月中に予約受付開始、５月下旬以降に 

販売予定（販売場所や方法については近日発表）           

５．商品券利用期限 令和４年 12月 31日（土） 
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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４年３月１８日 

                                  産業振興課 

 

『第８升きやまＫａｐｐｏ』が開催されます 

 

きやまＫａｐｐｏ実行委員会により、はしご酒イベント「第８升きやまＫａｐｐｏ」

が開催されます。 

新型コロナウイルスに負けず「飲食店にお客様の笑顔が戻ってくる事が、町の元気を

取り戻す一歩になれば」との思いをこめて、感染症対策を十分に行いながら開催いたし

ます。 

今回のイベントではスタンプラリー形式で基山のお酒が各店舗でお楽しみいただけ

ます。お酒がなくなり次第終了となりますので、お早めのご参加をお待ちしています。 

 

◆第８升きやまＫａｐｐｏ概要 

・日時：令和４年３月 22日（火）～25日（金） 

・時間：各店舗により異なります。（お問合せ・ご予約をおススメします。） 

・店舗：13店舗（令和４年３月 18日時点） 

・スタンプラリーについて 

① 対象店舗に置いてあるスタンプラリー台紙を持ってスタート！ 

② 対象店舗で台紙を見せると基山のお酒が楽しめます。（※１店舗では１日１回

のみ） 

③ 1,000円以上のお会計でスタンプ１つ押印します。 

④ スタンプが２つ集まったら、スタンプラリー台紙に必要事項を記入し対象店舗

の店員にお渡しください 

※おひとり様何回でも応募可能、当選者には後日、景品を発送します。 

・主催：きやまＫａｐｐｏ実行委員会・基山町商工会 
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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４年３月１８日 

まちづくり課 

 

 

基山町立図書館 開館６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６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６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４年４月２日（土）              予定 

午前１１時～１１時５０分 

 

 

 

午前１０時３０分～午後２時 

読書の丘 イベント  

松田一也町長の挨拶  

トッコラートミニコンサート 

表現の絆みらいダンスパフォーマンス 

図書館多目的室 ワークショップ 

スケルトンリーフしおりづくり 

 

２． 場所 基山町立図書館 中央公園読書の丘 

３． 内容 ミニコンサートやダンスパフォーマンス、ワークショップ  

天心園パン工房Ｐanne出張販売 

※パンの販売以外は、無料です。 

 

《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。 



アイが大きい基山町 ～住む人にも訪れる人にも満足度 No.1 のまち基山の実現～ 

22 

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４年３月１８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４年４月９日（土）午前 10時 30分～11時 

 

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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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４年３月１８日 

                                  産業振興課 

 

第９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23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。当日は新鮮な農産物、こだわりの特産品や加工品などの店舗が

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４年４月 23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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