
６月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

日時  令和４年６月１０日（金） 

午後２時から午後３時 30 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. 基山町と特定非営利活動法人きやま SGKの包括的連携に関する協定書調印式 

４．令和４年 第２回定例会（６月議会）議案について          

５．新型コロナウイルス対策の現状・今後の予定   

６．新規事業等について 

 １）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 

①原油価格・物価高騰への対応事業 

・生活支援臨時給付金について 

基山町子育て世帯生活支援臨時給付金を給付します 

基山町生活支援臨時給付金を給付します 

基山町内で特に生活支援が必要な世帯へのプレミアム付商品券の給付について 

・地域経済を支援します（中小事業等・運送事業者） 

・学校等給食食材費を支援します！ 

 

②With コロナ・After コロナ事業 

・スポーツ大会は基山町で！～記念品贈呈事業～ 

・キャンプ場リニューアル！ 

・プレミアム付商品券『きのくににぎわい商品券』一般販売！！ 

・おもてなし向上のため看板を設置します 

 

２）その他事業 

・EV 庁用車（電気自動車）の町民限定無料カーシェアを実施します 

・都市計画や道路に関する情報をデジタル化！町 HP から閲覧できるようになります！ 

                          

７．イベント等 

・摘み取りライチ園が７月１日に開園します 

・親子で川の生き物調査隊 ～水生生物調査～ を実施します 

・「第３５回きのくに祭り」が開催されます 

 

８．閉会 
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令和４年６月１０日 

福祉課プラチナ社会政策室 

新型コロナウイルス対策について 

１．新型コロナウイルス感染の状況 

 基山町でのこれまでの新型コロナウイルス感染状況は、３月以降、一時、減少傾向と

なったものの４月以降もほぼ毎日感染者が確認されており、平均感染者数が 1日あたり

５人程度で、全国の傾向と同様に若い世代の感染割合が高い状況です。 

３回目のワクチン接種率については若い世帯が低い傾向にあります。 

 今後も 12歳以上の３回目接種勧奨に努め、５歳から 11歳の小児のワクチン接種案内

及び４回目接種も開始予定であり、一層、感染予防にも力を入れていきます。 

２．ワクチン接種状況（令和４年５月末現在） 

 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。５月 25 日の法

改正により接種間隔の変更があり、２回目接種後５か月を経過した方が接種できるよう

になりました。 

接種状況 １回目接種率 84.4％（接種者 14,122人、接種対象人口 16,738人） 

  ２回目接種率 83.9％（接種者 14,048人、接種対象人口 16,738人） 

  ３回目接種率 69.4％（接種者 10,882人、接種対象人口 15,680人） 

３．４回目接種を開始します 

 集団接種６月 19 日（日）、個別接種７月 25 日（月）から４回目接種を開始します。

４回目の対象者は重症化予防を目的に設定されており、３回目接種後５か月以上経過し

た①60 歳以上の方、②18歳以上 60歳未満の基礎疾患有の方その他重症化リスクが高い

と医師が認める方です。 

 基山町では、①の 60 歳以上の方で３回目を町内で接種した方についてはあらかじめ

日時場所指定をした接種券を送付しており、予約の手間なく５か月経過した日に近い日

程での接種が可能です。 
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４．マスク着用の方法について 

マスク着用に関して、国の方針では、屋内において他者と概ね２ｍの具体的距離が確

保できて会話をほとんど行わない場合はマスク着用の必要はないとされておりますが、

基山町では公共施設内でのマスク着用をお願いしております。 

◆各施設でのマスク着用について（例外）

総合体育館 競技中は外してもよい（トレーニング室は利用中着用） 

武道場 競技中は外してもよい 

◆基山町の方針



（単位：千円）

事業番号 事業名 充当金を充当する経費内容 合計 担当課

11,683千円

１　高校生までの子どもの医療費助成事業　11,101千円
 （令和４年度の医療費自己負担見込額：11,101千円）

２　重度心身障害者の医療費助成事業　48千円
 （助成金：500円×12か月×８人）

３　ひとり親家庭等医療費助成事業　534千円
 （助成金：889千円（令和４年度の医療費自己負担見込額）
　×60％（児童割合））

2 新生児特別定額給付金事業 6,600千円
 （特別定額給付金：50千円×132人）

6,600 こども課

3 若基小学校少人数学級実施事業 2,362千円
（臨時講師人件費：2,362千円）

2,362 教育学習課

29,831千円

１　基山保育園飛沫感染対策事業　5,851千円
 （５歳保育室：2,525千円、４歳保育室：3,326千円）

２　若基小学校校庭活用事業　5,680千円
     （校庭人工芝改修費：5,680千円）

３　基山小学校職員室改修事業　5,800千円
  （職員室改修費：5,800千円）

４　総合公園遊具リノベーション事業　1,500千円
  （遊具設置費：1,500千円）

５　キャンプ場おもてなし事業　10,000千円
（トイレ洋式化、シャワー室設置等：8,000千円）

 （屋根付き広場修繕料：1,270千円、備品購入費：730千円）
※６月補正分

６　小松公衆便所洋式化改修事業　1,000千円
 （改修費：1,000千円）

6
えきしたラウンジコインロッカー設置
事業

1,770千円
（導入費（設置費等）：1,540千円、運営費（保守点検費等）：
230千円）

1,770 産業振興課

7 新型コロナウイルス抗原検査事業 1,000千円
（新型コロナウイルス抗原検査キット購入費：2,000円×500個）

1,000 健康増進課

8 行政手続非接触化事業 1,335千円
（レジスター購入費等：1,335千円）

1,335 住民課

9 発熱外来設置事業 6,426千円
（負担金：6,426千円）

6,426 健康増進課

195,007

134,000千円（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）

Ⅰ　消費喚起型（プレミアム率10％）　77,000千円
     （券額面：11千円×7,000冊）
Ⅱ　飲食店応援型（プレミアム率30％）　13,000千円
     （券額面：6,500円×2,000冊）
Ⅲ　小規模事業者応援型（プレミアム率40％）　35,000千円
     （券額面：7,000円×5,000冊）
Ⅳ　9,000千円  （チケット印刷等事務費：9,000千円）

29,831

プレミアム付商品券事業5

11,683
こども課
福祉課

健康増進課

こども課
教育学習課

建設課
まちづくり課
産業振興課

134,000 産業振興課

令和４年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧

1 子どもの医療費助成事業

小　計（ア）

4
新型コロナウイルス感染症対策施設
整備事業

4



（単位：千円）

事業番号 事業名 充当金を充当する経費内容 合計 担当課

35,412千円

１　子育て世帯生活支援臨時給付金事業　15,273千円
　（給付金：10千円×1,330世帯＝13,300千円 、

システム改修委託費等：1,973千円）

２　生活支援臨時給付金事業 　3,000千円
　（給付金：20千円×150世帯＝3,000千円）

３　プレミアム付商品券給付事業　17,139千円
　（商品券：（11,000円券×２冊）×700世帯＝15,400千円）
　（２および３の事務費計：1,739千円）

22,276千円

１　中小企業等緊急支援事業　20,376千円
　Ⅰ　高効率設備導入対応分
　Ⅱ　新商品開発等対応分
　Ⅲ　コスト高・売上減少対応分
　Ⅳ　介護施設・自治公民館等設備対応分

　（支援金等：19,850千円、事務費等：526千円）

２　旅客自動車運送事業者支援事業　1,000千円
（タクシー50千円×16台、コミュニティバス100千円×2台）

３　甘木鉄道運行維持対策事業　900千円
　（負担金　900千円）

2,295千円

１　学校給食食材費補助事業　1,377千円
　（補助金：1,377千円）

２　保育所等給食食材費補助事業　918千円
　（補助金：918千円）

4,531千円

１　デジタル・デバイド解消事業　2,000千円
　（委託料：2,000千円）

２　高齢者訪問記録システム構築事業　2,531千円
　　（委託料：1,500千円、備品購入費：928千円、事務費：103
千円）

14 おもてなし向上支援事業 おもてなし看板設置事業　4,218千円
（幹線道路：3,000千円、駅：1,120千円、事務費：98千円） 4,218 産業振興課

15 きやま大会開催プロモーション事業
記念品贈呈事業　1,500千円
（報償費：1,500千円）
※地方創生推進交付金事業からの組み換え

1,500 企画政策課

70,232

265,239合　計（ア＋イ）

13 地域情報化整備事業

11

こども課
福祉課

2,295

22,276
産業振興課
定住促進課

35,412

教育学習課
こども課

令和４年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧

　小　計（イ）

地域経済支援事業

12 学校等給食食材費補助事業

10 生活支援臨時給付金事業

企画政策課
福祉課

4,531

5
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問合せ先 

こども課 こども家庭係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

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

令和４年６月１０日 

こども課 

基山町子育て世帯生活支援臨時給付金を給付します 

コロナ渦において原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等に直面する子育て世帯

を支援する観点から、国からは低所得の世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を

給付し、町独自では高校生までの子どもを養育している子育て世帯に対し、臨時給付金

を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 

記 

１．給付対象者  ０歳から 18歳までの子どもを養育している子育て世帯の世帯主等。

ただし、子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象児童を養育して

いる世帯（ひとり親世帯及び住民課税非課税の子育て世帯）を除く。 

２．給付額    給付対象の世帯主に１万円 

３．給付時期   給付対象の世帯主の方に、８月上旬頃に給付します。 

４．給付方法   児童手当等の振込口座に振り込みます。本町が当該口座を把握して

いない場合や当該口座以外の口座への振込を希望する場合は、事前

に手続きが必要になります。 

５．その他  基山町から児童手当等を受給している世帯主等は申請不要です。給

付対象の世帯主の方には、事前にお知らせを送付します。ただし、

公務員の方又は高校生等のみを養育している世帯主等は申請が必

要です。 



子育て世帯に関する給付金の対象世帯等イメージ図 

対象世帯：0歳から18歳までの子どもを養育している世帯 

給付金額：１万円／世帯 
その他 ：令和４年度児童扶養手当受給世帯と 

令和４年度住民税非課税世帯を除く。 

対象世帯：令和４年度児童扶養手当受給世帯 

給付金額：５万円／子ども１人あたり 
その他 ：佐賀県から直接給付 

対象世帯：二人親世帯で  令和４年度住民税非課税世帯 

給付金額：５万円／子ども１人あたり 
その他 ：基山町からプッシュ型給付 

○子育て世帯生活支援臨時給付金（地方創生臨時交付金）

対象世帯数：約1,330世帯 

○子育て世帯生活支援特別給付金（国庫補助金）

対象世帯数：約200世帯 

町 

7
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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６月１０日 

福祉課 

 

 

基山町生活支援臨時給付金を給付します 

 

 コロナ禍において原油価格や物価の高騰の影響を受け、生活費の負担増加となってい

る世帯に対し、国からは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、子育て世帯生活

支援特別給付金を給付し、町独自では基山町生活支援臨時給付金を給付します。 

 

記 

 

１．給付対象者  基準日（令和４年６月１日）において、本町の住民基本台帳に記録

されている者であって、準要保護世帯、特別児童扶養手当受給世帯、

多子世帯(高校生以下の子ども５人以上)のいずれかに該当する世

帯の世帯主。ただし、令和３年度又は令和４年度住民税非課税世帯

や児童扶養手当受給世帯を除く。 

 

２．給付額    給付対象の世帯主に２万円 

 

３．給付時期   給付対象の世帯主の方に、８月上旬頃に給付します 

 

４．給付方法   給付金等の振込口座に振り込みます。本町が当該口座を把握してい

ない場合や当該口座以外の口座への振込を希望する場合は、事前に

手続きが必要になります。 

 

５．その他    申請は不要です。給付対象の世帯主の方には、事前にお知らせを送

付します。 
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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６月１０日 

福祉課 

基山町内で特に生活支援が必要な世帯へのプレミアム付商品券の給付について 

コロナ禍において、原油価格や物価の高騰の影響を受け、生活費の負担増加となって

いる世帯に対し、国からは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、子育て世帯生

活支援特別給付金を給付し、町独自では、その中でも特に生活支援が必要な世帯に対し、

プレミアム付商品券を給付します。 

記 

１．給付対象者  基準日（令和４年６月１日）において、本町の住民基本台帳に記録

されている者であり、かつ、住民税非課税世帯のうち、一人暮らし

高齢者世帯、児童扶養手当受給世帯のいずれかに該当する世帯の世

帯主 

２．給付額    給付対象の世帯主にプレミアム付商品券 

得券（消費喚起型プレミアム付商品券）町内 139店舗で利用可能 

２冊 22,000円分 

３．給付時期   給付対象の世帯主の方に、８月上旬頃に給付します 

４．給付方法   簡易書留により郵送します。 

５．その他 申請は不要です。給付対象の世帯主の方には、事前にお知らせを送

付します。 



○生活支援臨時給付金（地方創生臨時交付金）

○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（国庫補助金）

○プレミアム付商品券給付（地方創生臨時交付金）

対象世帯 ：準要保護世帯、特別児童扶養手当受給世帯、多子世帯 
給付金額 ：２万円／世帯 
対象世帯数：約150世帯 
その他  ：住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、 

子育て世帯生活支援特別給付金の受給対象世帯を除く。 

対象世帯 ：一人暮らし高齢者世帯、児童扶養手当受給世帯 
給付金額 ：プレミアム付商品券（得券２冊）／世帯 
対象世帯数：約700世帯 
その他  ：対象世帯は、令和４年度住民税非課税世帯に限る。 

対象世帯 ：令和３年度又は令和４年度住民税非課税世帯（生活保護受給世帯含む。）、 
家計急変世帯 

給付金額 ：10万円／世帯 
対象世帯数：約1,693世帯 

生活支援臨時給付金等の対象世帯等のイメージ図 

町 

住民税課税 

住民税非課税 

町 
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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６月１０日 

産業振興課 

地域経済を支援します！ 

～中小企業等緊急支援事業～ 

新型コロナウイルス感染症拡大における原油価格・物価高騰等の影響による社会経済

変化により、コスト高・売上等が減少するなど中小企業等は厳しい状況にあります。 

そのため中小企業等の状況に応じてきめ細かな支援を行うことにより、コロナ禍から

の回復を目的とし実施します。 

記 

１．エネルギー効率の高い設備導入補助（エネルギー効率化整備事業） 

  対象者：中小企業、小規模事業者、農林事業者 

  補助額：１００，０００円～５００，０００円（補助率２/３） 

２．新分野への展開や新商品開発などの取組に対する補助（チャレンジ支援事業） 

  対象者：中小企業、小規模事業者、農林事業者 

  補助額：１００，０００円～５００，０００円（補助率２/３） 

３．コスト高や売上高の減少が顕著である中小企業等に対する支援 

（緊急対策支援事業） 

①原油価格・物価高騰等の影響が顕著である事業者に対し支援金交付

対象者：中小企業、小規模事業者、農林事業者、介護施設・障がい者施設設置者

補助額：１００，０００円（定額）

②新型コロナ感染症対策に係る備品購入に対する補助

対象者：行政区自治会（各公民館）

補助額：１０，０００円～５０，０００円（補助率１/２）
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問合せ先 

定住促進課 地域公共交通係 

電話：0942-92-7920 

Fax：0942-92-2084 

Mail：teiju-3@town.kiyama.lg.jp 

令和４年６月１０日 

定住促進課 

地域経済を支援します！ 

～旅客自動車運送事業者支援事業・甘木鉄道運行維持対策事業～ 

新型コロナウイルス感染症の長期化による人流抑制に加え、原油価格等の高騰の影響

が重なったことに伴い、経営維持が厳しくなっている旅客自動車運送事業者（町内に主

たる事務所又は営業所が所在する）及び沿線自治体である本町にとって重要な公共交通

を担う甘木鉄道の経営維持のために、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用した支援事業を実施します。 

今回の取り組みにより、対象となる交通事業者の安定した経営及び町民への公共交通

サービスの維持につながる効果が期待できます。

記 

◆予算額

（１）旅客自動車運送事業者支援事業  １，０００千円 

（２）甘木鉄道運行維持対策事業 ９００千円
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問合せ先 

教育学習課 教育総務係 

Tel:0942-92-7980 Fax:0942-92-0741 

こども課 こども未来係 

Tel:0942-92-7968 Fax:0942-92-7184 

令和４年６月１０日 

教育学習課・こども課 

学校等給食食材費を支援します！ 

コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰により食材費等の負担が

増えています。 

このような現状を受け、町では、保護者等負担金を増額することなくこれまで通りの

栄養バランスや量を保った給食を提供する小中学校および保育所等に対して、円滑な給

食の実施を支援するため、食材費の増額分について補助金を交付して支援を行います。 

記 

 内容

学校給食食材費補助事業   １，３７７千円 

  保育所等給食食材費補助事業 ９１８千円 
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問合せ先 

企画政策課 総合計画推進係 

Tel:0942-92-2188 Fax:0942-92-2084 Mail:sogokeikaku-1@town.kiyama.lg.jp 

令和４年６月１０日 

企画政策課 

スポーツ大会は基山町で！～記念品贈呈事業～

 基山町は、交通アクセスに優れており、九州内はもとより、国内への移動にも便利な

町です。総合体育館や多目的グラウンドには町営合宿所も併設されていることから、毎

年多くのスポーツ大会が開催されています。 

今後さらなる地域の活性化と交流人口の増加を図り、町のシティプロモーションを行

うとともに、アフターコロナ期のスポーツ大会開催を支援するため、記念品を贈呈しま

す。 

記 

１．対象となる大会  

大会参加者が 50人以上であるもの 

  大会規模が県大会以上または町外からの参加者が全体の半数を超えているもの 

  主会場が町内の施設であるもの 

  大会の名称に基山町で開催していることが分かる表記とするもの 

２．記念品  参加者数に応じて、基山シール会商品券を贈呈 

３．記念品の贈呈額 

  参加者数  300人以上   50,000 円 

100人以上 300人未満   30,000円 

50人以上 100人未満   10,000円 

４．申請方法  大会開催日の７日前までに申請書等を提出 

（※申請期限 令和５年２月 28日（火）） 

５．申請実績  50,000円：２件、30,000円：１件、10,000円：１件 

 （令和４年６月１日現在） 
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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６月１０日 

まちづくり課 

キャンプ場リニューアル！

令和４年４月から、今まで窓口のみで行っていた予約方法に加え、メールやFAXから

の予約も可能とし、キャッシュレス決済も導入しております。また、男女のシャワー室

と和式トイレの洋式化を行い、キャンプ場のリニューアルを図っております。 

今回は、既存の屋根付広場をラウンジへ改装し、テント・焚き火台・キャリーワゴン・

モバイルバッテリー等の備品を購入し、キャンプ場の利便性を向上します。

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 １５０件

・令和４年度  ３２件（５月末）

２.現状  屋根付広場には机と椅子のみを設置。食事の際に利用する形になっている。 

備品：テント、BBQ台、食器類を揃え、利用者へ貸し出している。 

３.内容 屋根付広場内に新たに作業場とシンクを設置。調理から食事、そして団らん

を屋根付広場で楽しむことができます。また、要望の多いモバイルバッテリ

ーやキャリーワゴンを導入することで、どのテントプレイスでも電源がとれ

ることや、荷物を運ぶ際の負担が軽減される等の利便性の向上を図ります。 

＊ラウンジ（※イメージ図）  ＊備品整備 

・テント・グランドシート

・焚き火台・焚き火シート

・キャリーワゴン・モルック

・モバイルバッテリー
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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６月１０日 

産業振興課 

プレミアム付商品券『きのくににぎわい商品券』一般販売！！ 

 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ています。 

 このたび、事前予約による引換販売が終了し、一般販売を６月１１日（土）と６月１

２日（日）に行います。 

記 

１． 販売する商品券の概要 

○得 きのくににぎわい商品券（消費喚起型プレミアム付き商品券）139店舗

  対象商品等：すべての登録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を 10,000円で販売する。 プレミアム率 10％ 

一般販売冊数 128冊 ※お一人様４冊まで 

○銀 きのくににぎわい商品券（飲食店応援型プレミアム付き商品券）26 店舗

  対象商品等：飲食店での飲食や物品販売 

額面 6,500円のプレミアム付商品券を 5,000円で販売する。 プレミアム率 30％ 

一般販売冊数 46冊 ※お一人様３冊まで 

○金 きのくににぎわい商品券（小規模事業者応援型プレミアム付商品券）100店舗

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を 5,000円で販売する。プレミアム率 40％ 

一般販売冊数 90冊 ※お一人様２冊まで 

２．一般販売  場所：基山町民会館 

 日時：６月１１日（土）１２日（日）午前１０時～午後４時 

３．購入対象者 基山町民及び基山町への通勤・通学者 

４．利用期間  販売日から令和５年１月 31日（火）まで 



店舗名 ℡ 店舗名 ℡ 店舗名 ℡

市場バリュー・サンエー 92-8111 あびによん 92-3465 脱毛サロン・リリーグラス ラインコール

カレーハウスCoCo壱番屋 佐賀基山店 92-1330 天野商事㈱ 92-2021 ㈱田中石油店（マッハ車検） 92-2682

グッデイ 基山弥生が丘店 92-2017 アルベリー寿 92-0145 中願寺ギヤエム商会 92-2927

コメリ ハード＆グリーン 基山店 81-7330 池田胃腸科外科 92-2308 中願寺青果 92-2051

セブンイレブンけやき通り店 92-0160 ウォームライト.アロマ 080-3964-3901 鶴岡木工所 92-2950

ディスカウント ドラッグコスモス基山店 81-7080 魚よし 92-6364 鶴製茶 92-2165

ドコモショップ 基山店 81-7588 埋金木工所 92-2957 ディスカウントＫａＧｕ 家具一番 92-5555

ドラッグストアモリ 基山店 92-4191 江頭タタミ店 92-3071 手作りケーキ工房リーフ 50-5825

ファミリーマート 基山宮浦店 81-7030 ＦＣソレイユ 50-8954 寺﨑畳店 92-2850

ほっともっと基山店 92-0008 恵美美容室 92-2852 寺﨑ポンプ店 92-2181

マックスバリュ 基山店 81-7888 大久保観樹園 92-6795 寺﨑薬品店 92-6083

やよい軒 基山店 81-7111 ㈱オートガレージナイン 50-8541 でんきのプラザワン 92-3156

ローソン 基山駅前店 92-0017 おしゃれの店 レイ 92-3462 陶房基肄 92-0475

オフィスきゃぶ 92-3144 トートト工房 92-7858

オリーブ鍼灸整骨院 25-8266 ㈲トビマツ自動車 92-5121

店舗名 ℡ オレンジ整骨院 85-8857 鳥飼建設㈱ 92-2020

味処さくま 92-6809 ㈱カーベースハシモト 92-7150 ㈱とりけん 81-7470

居酒屋　萌菜 92-0437 開運カフェ Voice音Café 85-9024 鳥征商店 基山店 080-3377-5055

居酒屋よりどころ 92-1975 川﨑屋鮮魚ひらの 92-5544 長崎屋菓子店 92-2808

一福 92-6910 ㈲木原自動車整備工場 92-2903 西依建設 92-2443

おおくぼ離れ 92-8388 木原鮮魚店 92-2153 希貴整体院 070-8570-5894

活烏賊と炭焼 のすけ 92-0331 (資)基山商店 92-2300 原住建 92-2493

醸し家おおくぼ 92-8388 ㈲基山タクシー 81-7334 ＢＡＲＵ-ＢＡＲＵ 92-5067

我家 92-7755 基山ドライビングスクール 92-1515 HANDMADE SHOP TSUKURU 92-0255

喫茶 千秀 92-0714 ㈱きやまファーム 50-8603 ビアンカ 92-0067

基山ラジウム温泉 食事処 清楓 92-2102 基山ふるさと名物市場 基山ＰＡ上り店 50-8603 樋口印刷 基山工場 92-2611

グリルパン料理・うえちゃん家 92-3456 基山わいわい整骨院 85-9386 ひまわりツーリスト 92-7192

魚処 網代 85-9494 金星堂 92-2708 美容室シルエット 92-6945

酒と肴 天本 50-8580 ＣＯＯＬ ＢＥＡＴ ＤＡＮＣＥ ＳＣＨＯＯＬ 090-6632-9292 美容室ｍａｉｎ 92-6399

スナック潤 92-6748 ㈱久保山鴻米屋 92-2602 ヒラノスポーツ 92-2721

スナックモンブラン 92-5448 久保山酒店 92-2006 フルヤスタジオ 50-5850

炭火焼とお料理 やんややんや 92-5522 久保山布団店 92-2607 ヘアメイク着付 杠 85-7669

Ｗスパイス 92-2540 グリーン・ローズ 92-2379 ㈱堀田工務店 92-2917

酉翔 92-8123 元氣工房 小嶋や 92-0612 松尾クリーニング 92-2205

バーガーインきりん家 92-5311 建築塗装業 塗まる 090-2628-0980 的野商店 92-6078

博多一番どり 基山店 92-8145 交流時期家 85-9166 ＭａｒｉｋｏＫ 070-2288-9013

ホットステーション 85-9512 古賀歯科医院 92-7430 溝上薬局 けやき台店 81-0250

本格炭火焼ひだね 基山店 92-3393 酒ブティック丸久 92-2828 見好養蜂園 090-9594-1576

焼とり銀蔵 92-3619 雑貨・ショールーム ｒｏｃｃｏ 50-8411 ㈱メメントホーム 090-8762-5437

ヤキトリ ロッソ 85-9030 重松歯科医院 92-1234 八つなみ酒店 92-3285

ランチの店 ほしもと 92-3450 品川酒店 92-2911 ユーデン基山店/㈲岡電気 92-2803

和カフェ 空とたね 090-8411-8058 ジュータンクリーニング長野 92-0783 よしだでんき 92-1472

飾菜きの里 あすか 92-5885 読売センター基山 92-3765

白水自動車 92-3042 よもぎ蒸し・ドライヘッドスパサロン ｋａｓｕｍｉｓｏ 080-5212-7535

店舗名 ℡ スーパーハネ 92-3805 理容ウエムラ 92-0688

Ｒショップ梁井 92-3443 ステンドグラス アトリエ石田 92-1289 レディース アミ 85-9986

ＲＴＲＯＵＰＥ 50-8619 惣菜の蔵 ふきのとう 92-7800 渡辺サイクル商会 92-3769

㈱相生緑地建設 92-2545 園部製茶 92-2125

アイズトータルボディーステーション 85-9787 宝屋時計店 92-2857

※お店毎に商品券が使えない商品がある
場合がありますので、各店舗にて
お問い合わせください。

　　消費喚起型と　　 小規模応援型のお店

　　消費喚起型のみ使えるお店 　　消費喚起型と　　 小規模応援型のお店 　　消費喚起型と　　 小規模応援型のお店

　　消費喚起型と　　 飲食店応援型のお店

取 扱 店 一 覧
令和4年5月6日現在　139店舗

商品券販売は、売切れ次第終了します。使用期限は、令和5年1月31日（月）までです。

取扱店一覧

最新情報QRコード
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令和４年６月１０日 

産業振興課 

 

 

おもてなし向上のため看板を設置します 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、屋外での活動関心が高まっている状況

を受け、Ｗｉｔｈコロナ、Ａｆｔｅｒコロナに向け、観光の魅力を発信するた

め、看板を設置し、交流人口の増加を目指します。 

 

記 

 

◆ 町境に看板を設置します 

新型コロナのワクチン接種の効果を受け人流が回復しつつあります。 
そこで町境の主要幹線道路付近に看板を設置することで、基山町の関心を

よりアップしていき、基山町への誘客につなげます。 

 

◆ 町内観光スポット等へのルートマップを設置します 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、屋外での観光や活動への関心が高

まってきています。 

主要駅から基山町内の観光スポット等への案内サインを設置することで、

特別史跡「基肄城跡」や草スキー場をはじめとした町内の屋外観光スポット

等へスムーズに誘導することで観光に訪れた方へのおもてなし力の向上を図

ります。 

問合せ先：産業振興課 ブランド化推進室 

 ℡：0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

 Mail:brand@town.kiyama.lg.jp 



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～

令和４年６月１０日 

 まちづくり課 

EV庁用車（電気自動車）の町民限定無料カーシェアを実施します 

～二酸化炭素排出抑制対策事業～ 

 町では、再生可能エネルギー発電設備（ソーラーカーポート）と再生可能エネル

ギーで充電した電気自動車（ＥＶ）を２台導入します。この電気自動車は、平日（月

～金曜日）は庁用車として使用し、土・日曜日、祝日は、ＥＶの購入を検討してい

る方や車を利用したい方などに町民限定で貸出し（カーシェア）を行います。 

 このカーシェアの普及により自動車保有台数の減少に加え、ＥＶ試乗体験による

電気自動車への買い替えへとつながり、脱炭素社会への推進を見込めます。 

また災害時には、避難所（保健センター）へ電気を供給し防災能力の強化を図り

ます。

＜イメージ図＞ 
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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～

問合せ先 

まちづくり課 環境対策室 生活環境係  

Tel:0942-92-7941 Fax:0942-92-0741 Mail:kankyo-1@town.kiyama.lg.jp 

位置図 ※イメージですので、確定ではありません。 
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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～ 
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令和４年６月１０日 

定住促進課・建設課 

 

 

都市計画や道路に関する情報をデジタル化！ 

町ホームページから閲覧できるようになります！ 

 

 

 基山町では、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、紙台帳で管理して

いる基山町全図、都市計画図及び道路台帳図のデジタル化を行います。また都市計画

図・道路台帳図を含めた町が所有する地図情報をひとつにまとめ、町ホームページ上に

公開し、町民や事業者のみなさまが閲覧できるシステムを整備します。 

 

  

◆町民や事業者のみなさまへのメリット 

従来来庁しご確認いただいていた都市計画の用途や道路台帳図がご自宅や職場のパソ

コン・スマートフォンから 24時間いつでも閲覧できるようになります。 

 

◆運用 

令和５年３月運用開始予定 

 

システム運用後は町民のみなさまからの要望に応じてコンテンツを追加し、システム

の品質向上、サービスの安定稼働を目指します。 

 

 

 

 

問合せ先 

定住促進課 都市計画係 

電話：0942(92)7920 

FAX：0942(92)2084 

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



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～ 
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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: noringyo-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年６月１０日 

産業振興課 

 

 

摘み取りライチ園が７月１日に開園します 

 

有限会社ミキファームきやまは、基山町園部地区に、摘み取りライチによる観光農園

を開設しています。国内での流通量はわずか１％という、希少な国産ライチ。農薬や化

学肥料をほとんど使うことなく育てたライチは、ゴルフボール大でズシリと重く、果肉

はふっくらジューシー。今年は７月１日に開園し、ライチ収穫の体験が可能になります。

ビニールハウス栽培のため、雨の日も収穫体験ができます。 

また、６月３０日には基山保育園の園児を招いてプレオープンを行います。ライチの

摘み取りを園児たちに体験していただく予定です。 

営業時間等については下記のとおりです。 

 

記 

 

１．営業時間  午前９時～午後４時（期間中定休日なし） 

２．場  所  基山町大字園部３３３３－５ 

３．利 用 料  １００ｇ当たり７００円（税込）※入場無料 

４．問合せ先  有限会社ミキファームきやま 

（℡ 090-6890-9519） 

５．プレオープン ６月３０日（木）午前１０時～ 

式次第 主催者挨拶 

    来賓挨拶 

    テープカット 

    園児によるライチ摘み取り体験 
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問合せ先 

まちづくり課 環境対策室 生活環境係  

Tel:0942-92-7941 Fax:0942-92-0741 携帯：090-8229-0271 

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

 

 

 

令和４年６月１０日 

まちづくり課 

 

 

親子で川の生き物調査隊 ～水生生物調査～ を実施します 

 

「親子で川の生き物調査隊 ～水生生物調査～ 」を今年も実施します。これは、川の

中に棲んでいる生き物の種類や数を調べることにより、川の汚れの程度を知ることがで

きる調査です。また、調査を通じて身近な自然に接することにより、環境問題への関心

を高める良い機会となっています。 

 

記 

 

１．日時  令和４年７月１７日（日）午前９時～１１時 

（雨天の場合７月２４日（日）に延期） 

 

２．場所  基山共同乾燥場付近実松川 

 

３．対象  小学３年生～６年生の親子 先着２０組 

 

４．参加費 無料 
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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６月１０日 

産業振興課 

 

 

「第３５回きのくに祭り」が開催されます 

 

 基山町をあげた夏の一大イベント「第３５回きのくに祭り」が、７月２３日（土）に

基山駅前通り・基山モール商店街をメイン会場に開催されます。 

今回のきのくに祭りは、新型コロナウイルスの影響で、３年ぶりの開催になります。 

“きのくに復活祭”と位置付け特別ゲストとして、どぶろっくの出演も予定しています。 

また、恒例の地元団体によるパレード、豪華な景品が当たる餅まきや、子どもも大人

もよろこぶバルーンアート、地元ダンススクールによる熱いダンスイベントなど皆さま

楽しめる内容となっています。 

また、会場では、地元スポーツ団体等による模擬店や露店が並びます。 

夏休み最初の週末は、ぜひきのくに祭りにご参加ください。 

 

記 

 

 日 時    ７月２３日（土）午後１時～午後９時 

 主 催    きのくに祭り振興会 
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