
９月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

日時 令和４年９月２２日（木）  

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．令和４年 第３回定例会（９月議会）議案について          

４．新型コロナワクチン接種について   

５．新規事業等について 

・基山町のマニアックな魅力を発信します～DEEP KIYAMA #100～ 

・コミュニティバス 10 月 1 日からバス停新設や割引制度の拡充を行います 

・基山町ふるさと納税に体験型の返礼品を始めました！ 

・成年後見制度「中核機関」を福祉課内に設置します 

・プラチナ社会政策室では、高齢者の個別訪問を進めています 

・荒穂神社水神池がきれいになりました 

・地域情報化アドバイザーによる講演会を開催します 

・基山町農地等マッチング総合相談窓口を設置します 

・キャンプ場シャワー室・トイレ洋式化が完成しました！ 

                         

６．イベント等 

・草スキー場の秋シーズンが始まりました！ 

・基山町内歴史探訪自転車＆トレッキングツアーを開催しています！ 

・「基肄城絵はがきコンクール 2022」1,121 全点を県庁で展示します！！ 

・竹あかりナイト in 図書館を開催します 

・きやま人づくり大学 2022 を開校します 

【11 月のイベント】 

・３年ぶりの開催！ 第４２回基山町文化祭 
・佐賀県初！自転車レースを行います～基山ヒルクライム～ 

・第１０回きやま門前市を開催します 

【12 月のイベント】 

・第３１回きやまロードレース大会を３年ぶりに開催します!! 

・基山町の冬のお祭り「2022 ふ・れ・あ・いフェスタ」 

 

７．閉会 
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１ 

 

令和４年第３回定例会（９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 】  基山町税条例等の一部改正について 

【 同意 】  基山町教育長の任命につき同意を求めることについて 

【 可決 】  令和３年度基山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

【 可決 】  令和４年度基山町一般会計補正予算（第２号） 

【 可決 】  令和４年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

【 可決 】  令和４年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

【 可決 】  令和４年度基山町下水道事業会計補正予算（第２号） 

【 可決 】  令和４年度基山町一般会計補正予算（第３号） 

【 認定 】  令和３年度基山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

【 認定 】  令和３年度基山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

【 認定 】  令和３年度基山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

【 認定 】  令和３年度基山町下水道事業会計決算の認定について 

【意見なし】  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

      令和３年度基山町健全化判断比率等の報告について 

        教育委員会事務事業点検及び評価報告について 
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令和４年９月２２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．オミクロン株対応ワクチン（二価ワクチン）での接種を開始します 

基山町では、集団及び個別接種をそれぞれ以下の日程よりオミクロン株対応ワクチン 

での接種を開始します。 

集団接種 ９月２５日（日）  場所：きやま鹿毛医院 

個別接種 ９月２６日（月）～ 場所：町内接種医療機関  

 

◆開始以降の接種体制について 

接種 

体制 
集団接種 個別接種 

接種ス

ケジュ

ール 

日曜日実施 
月曜日～土曜日 

10月以降は町内４医療機関にて接種 

・10月 30日 

・11月 毎週日曜日 

・12月 ４日・25日 

・１月  15日・22日・29日 

・２月  毎週日曜日 

・３月  毎週日曜日 

４医療機関 

池田胃腸科外科、鹿毛診療所、 

つくし整形外科、なるお内科小児科 

使用ワ

クチン 

オミクロン株対応型ワクチン 

（ファイザー社製またはモデルナ社製） 

オミクロン株対応型ワクチン 

（ファイザー社製） 

※接種スケジュールは、ワクチンの供給状況や予約状況により変更することがあります。 

 

◆ワクチンについて 

今回、国より使用が認められたワクチンは、オミクロン株の「BA.１」に対応したも

ので、現在、流行している「BA.５」に対しても一定の効果が認められるといわれてい

ます。ファイザー社製またはモデルナ社製のワクチンを使用します。 

※オミクロン株対応型ワクチンについて：ファイザー社製は 12 歳以上、モデルナ社製

は 18 歳以上です。 

※国のワクチン供給状況によっては、時期は未定ですが、オミクロン株（BA.4/BA.5）

に対応したワクチン（BA.4/BA.5・従来株）へ切り替わる可能性があります。 
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◆接種対象者

初回接種（１回目・２回目）を完了された 12 歳以上のすべての方で前回の接種から

５か月以上経過した方です。 

現時点では、３回目又は４回目用の接種券をお持ちの方です。 

◆接種券

10 月初旬頃に「オミクロン株対応ワクチン用」として新たにピンク色の接種券をピ

ンク色の封筒で送付します。

新たに接種対象となる 12歳～60歳未満の方（基礎疾患を有する方や医療従事者等で

既に接種券を送付した方は除く）及び、３回目・４回目接種が未接種の方も含めて送付

します。これまでに送付した３回目・４回目の接種券を利用することもできますが、新

しい接種券が届きましたら、そちらをご利用ください。 

◆予約方法

これまでと同様に①LINE、②WEB、③電話、④来庁のいずれかで予約をお願いします。

◆５回目の接種となる方へ

今年の６月～８月に４回目接種を終えられた 60 歳以上の方につきましては、あらか

じめ日時・場所指定をしたお知らせを行います。接種券が届きましたら、必ず内容を確

認後、速やかに返信用ハガキでのご回答にご協力よろしくお願いします。 

２．小児ワクチン（５歳～１１歳）に接種について 

９月から小児ワクチンも努力義務化され、３回目接種を開始します。接種を希望され

る方は、予約をお願いします。（※11 月以降も接種日を設定します。） 

３．ワクチン接種状況（令和４年８月末） 

 １回目接種率 84.8％（接種者 14,198人、接種対象人口 16,738人） 

２回目接種率 84.4％（接種者 14,132 人、接種対象人口 16,738人） 

３回目接種率 73.7％（接種者 11,554 人、接種対象人口 15,680人） 

４回目接種率 74.7％（接種者  5,033人、接種対象人口 6,738人） 

４．超低温保冷庫の電源が落ちたことによるその後の対応について 

超低温保冷庫１台につき、１つの電源の確保を行う工事が完了しています。 

 また、小児用ワクチン 840人分について、本町での接種の他、県内５自治体、県外３

自治体のご協力により、780人分のワクチンについて有効期限内使用のめどがたちまし

た。60 人分については、10月 24日までの期限内使用及び交換依頼に引き続き努めてい

きます。 

接種医療機関 接種スケジュール 

なるお内科小児科 土曜日の午前（９月 24日・10月８日・10月 15日） 

つくし整形外科 金曜日の午後（９月 30日・10月７日） 
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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-2@town.kiyama.lg.jp 

令和４年９月２２日 

企画政策課 

基山町のマニアックな魅力を発信します～DEEP KIYAMA #100～ 

 基山町では、今年度のシティプロモーションとして、 

DEEP KIYAMA #100～いろんなジャンルの通を満足させる

裏・基山を魅せる～をコンセプトに、基山町のマニアックな

情報やイベントを取り上げて、その歴史や背景、関わる方々

の気持ちなどを掘り下げて、基山町の魅力として 100 個、公

式 Instagram（deep_kiyama_100）で発信しています。 

その他にも、基山町の魅力を向上させるため、デジタルス

タンプラリーを実施するほか、各種広告媒体にてプロモーシ

ョン動画を放映します。 

◆デジタルスタンプラリー

令和４年 10 月からの３か月間、JR 九州アプリを利用し、町内 16 か所のスポットを

周ることで豪華景品が当たるデジタルスタンプラリーを実施します。 

◆プロモーション動画

令和４年 10 月から、基山町ふるさと大使である人気お笑いコンビ『どぶろっく』が

出演する 15秒のプロモーション動画を以下のとおり放映します。 

・TVCM（FBS：30本・KBC：33本・RKB：24本の計 87本）

・JR 博多シティビジョンをはじめ福岡都市圏駅のデジタルサイネージでの駅広告

・福岡市地下鉄空港線と JR筑肥線を運行する一部列車の車内サイネージ
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令和４年９月２２日 

定住促進課・教育学習課 

コミュニティバスでは、10 月 1日から

バス停新設や割引制度の拡充を行います

 基山コミュニティバスは、令和４年 10 月 1 日よりさらに利便性や安全性の

向上を図るためにバス停の新設やダイヤ改正、運賃割引制度の拡充を行います。 

なお、新しい時刻表（きやまコミバス便利帳）は、各公共施設にも設置して

おります。 

◆令和４年 10月 1日からの主な変更点は、以下の６点です。

１．若基小学校前にバス停を新設

１号車【けやき台線】 

右図のように若基小学校前に新たな 

バス停として「若基小学校前」を設置  

  します。 

２．瀧光徳寺にバス停の新設及び２号車０便のルートの追加 

２号車【宮浦線】 

  現在は、「不動寺」バス停で折り返し

ていますが、瀧光徳寺駐車場までル

ートを延長し、新たなバス停として

「瀧光徳寺」を設置します。 

２号車【長野線】 

  ０便に長野線のルートを追加します。 
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３．１号車中心部巡回線の追加、２号車本桜線の追加と中心部巡回線の減便 

  １号車【中心部巡回線】 

  ５便に中心部巡回線のルートを追加し、２号車中心部巡回線ルートを減 

便します。 

  ２号車【本桜線】 

  ２便に本桜線のルートを追加します。 

 

４．ニュータウン内のルート変更 

  ２号車【宮浦線】 

  ニュータウン内の 

ルートを一部変更します。 

 

 

 

５．げんきっぷ 14枚綴りを 20枚綴りに変更 

  現在は、14枚綴りを 1,000円で販売していますが、20枚綴りを 1,000円

で販売します。 

  ※町内在住の 75歳以上の方が対象です。 

 

６．１か月フリーパスの小学生枠追加 

   現在の 1か月フリーパス（一般 3,000円、学生 2,000円）に「小学生 1,000   

   円」を追加します。 

   ※役場（定住促進課）で販売します。 

 

▽問合せ先 

（コミュニティバス全般）定住促進課 地域公共交通係 

Tel：0942-92-7920 Fax：0942-92-2084 Mail:teiju-3@town.kiyama.lg.jp 

（通学支援に関して）教育学習課 教育総務係 

Tel：0942-92-7980 Fax：0942-92-0741 Mail:gakko-4@town.kiyama.lg.jp 

小規模特認校制度を利用する児童へ通学支援を行います！ 

 小規模特認校制度を利用して若基小学校へ通学する児童が基山コミュニティバ

スを利用して通学できるよう、今回新しく追加された小学生用の１か月フリーパス

を支給し、通学支援を行います。 

mailto:teiju-3@town.kiyama.lg.jp
mailto:gakko-4@town.kiyama.lg.jp
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問合せ先 

財政課 ふるさと納税係 Tel:0942-85-8434 Fax:0942-92-2084 

Mail:zaisei-6@town.kiyama.lg.jp 

令和４年９月２２日 

財政課 

基山町ふるさと納税に体験型の返礼品を始めました！ 

 基山町のふるさと納税お礼の品に、７月から、体験型の返礼品として「ドローンスク

ール受講チケット」「ダンスレッスンチケット」「家族写真撮影チケット」を始めまし

た。 

ドローンスクール受講チケットは、１１０万円の寄附をいただいた方に、ビジネスに

も直結するＤＰＡ認定資格「回転翼３級」を４日間で取得する講習チケットを交付する

ものです。 

「ダンスレッスンチケット」は、１万７千円～１万９千円の寄附をいただいた方に、

基山町にスタジオがあるクールビートのダンスレッスンチケット（１回６０分×３回分）

を交付するものです。 

「家族写真撮影チケット」は、３万円の寄附をいただいた方に、基山町のフルヤスタ

ジオで家族写真を経験豊富なスタッフが撮影するチケットを交付するものです。 

これらの返礼品はご希望いただいたお礼の品物をお送りするものではなく、町外から

実際に基山町にお越しいただき、それぞれのチケットをご利用いただくものです。 

基山町を「知る、触れる、体験する」ことができる返礼品となっております。 

ドローンスクール受講チケット 
ダンスレッスンチケット 家族写真撮影チケット 
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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９月２２日 

福祉課 

 

 

成年後見制度「中核機関」を福祉課内に設置します 

 

 成年後見制度を必要とする方が円滑に制度利用できるよう必要な支援を行い、権利を

擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、令和５年度に成年

後見制度「中核機関」を役場福祉課に設置します。 

 

 「中核機関」とは、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人の意思決定を支援す

る成年後見制度の利用を促すため、市町村に設置し、相談対応や後見人候補の調整など

を担う機関であり、「中核機関」の主な役割は、以下の４つです。 

・成年後見制度についての広報啓発業務 

・成年後見制度の相談支援業務 

・市民後見人育成業務 

・後見人支援業務 

 

令和４年度中に設置に向けて準備会議を開催し、中核機関の役割や業務運営に関する

協議を行います。また、高齢者事業所や障害者事業所等のほか、一般住民向けにアンケ

ートを実施し、成年後見制度に対する実態調査やニーズ調査を行います。 

令和５年度に中核機関を設置し、まずは成年後見制度の広報周知、相談窓口の開設に

取り組み、各種専門機関との連携を図ってまいります。また、近年、成年後見人となる

人材が不足しており、市民後見人の育成が必要になっています。令和６年度以降には、

中核機関において、市民後見人養成研修などの市民後見人育成業務の開始を目指します。 
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問合せ先 

福祉課 プラチナ社会政策室 Tel:0942-85-7056 Fax:0942-92-7184 

 

 

 

令和４年９月２２日 

福祉課プラチナ社会政策室 

 

 

プラチナ社会政策室では、高齢者の個別訪問を進めています 

 

福祉課プラチナ社会政策室では、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、認知症の

高齢者が増加する中、住み慣れた地域で生きがいや役割を持ち、自分らしい生活を送る

ことができるように、看護師、認知症ケア上級専門士、教員免許、言語聴覚士などの資

格を持った生活支援コーディネーターが、高齢者宅を訪問しています。生活課題の解決

や支援を行うと共に地域資源の把握とニーズの分析を行いながら、高齢者等の生活支

援・介護予防の基盤整備の推進に取り組んでいます。 

 

▽訪問実績（令和４年８月末時点） 

・在宅の一人暮らしの高齢者７７６人に対し、３８９人を訪問 

・高齢者のみの世帯は１，１８３世帯の２，４０２人に対し、１７６人を訪問 

・直接相談を受けた方や民生委員児童委員からの相談などで、１００人を訪問 

 

▽相談実績等 

・新型コロナウイルスに感染し自宅療養していた家庭で、「新型コロナウイルス感染後、

食が細くなり起き上がる事も出来なくなってきた。どうしたらいいか分からず相談をし

た。」という事例がありました。すぐに訪問したところ脱水症状となっていたため救急

搬送を依頼しました。 

・訪問をした際に、「配偶者におかしな行動が増えて、認知症なのかどうか分からず悩

んでいた。」と相談がありました。認知症サポート医を案内し受診を勧め、早期の入院

治療に繋がりました。 

・生活課題による相談件数は、１６８件 

 

どこに相談したらいいか、どうしたらいいか分からない場合は、プラチナ社会政策室

へお気軽にご相談ください。 

 



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～ 

１０ 

問合せ先  定住促進課 都市計画係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-2084 Mail:teiju-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年９月２２日  

定住促進課 

 

荒穂神社水神池がきれいになりました 

  

荒穂神社には、地域の人々に受け継がれた歴史や伝統を物語る貴重な建造物があります。

これらは、佐賀県の 22世紀へ残していくべき建造物として、平成 31年 1月に「佐賀県遺産」

として佐賀県知事から認定されております。なお荒穂神社境内東側には、基山（きざん）か

らの水をひく水神池があり、以前は神事の際の禊が行われていたと伝えられています。 

このたび、荒穂神社に関係する地元住民等により佐賀県遺産保存事業補助金を活用して、

この水神池の汚泥を排出するための 浚渫
しゅ ん せつ

工事が行われました。今回の事業成果を活かし、

今後水神池周辺では、荒穂神社の行事等を定期的に行うことが検討されており、歴史的風致

の向上にもつながるものと思われます。 

【水神池の浚渫工事】 

 

 

 

 

← 工 事 前                                        ←工事後 

 

 

また今年度、「荒穂神社の御神幸祭にみる歴史的風致」の維持向上を目的として、御神幸

祭のお下りの起点、お上りの終点となる荒穂神社前面の道路（町道荒穂神社線）の美装化工

事を行います。美装化にあたっては、伝統的な祭に合致するように集落の佇まい、石段や鳥

居で構成される歴史的景観に配慮した脱色アスファルト舗装に整備する予定です。 

【道路美装化のイメージ】 

 



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～ 

１１ 

問合せ先 企画政策課 広報・情報管理室 広報・情報管理係 

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

 

 

 

令和４年９月２２日 

企画政策課 

 

 

地域情報化アドバイザーによる講演会を開催します 

 

 基山町では、スマート農業や町のＤＸを推進するために、総務省の地域情報化アドバ

イザーを招聘します。地域情報化アドバイザー派遣制度は、情報通信技術（ＩＣＴ）の

知見、ノウハウを有する専門家が、ＤＸや農林水産業等の各分野やこれらを支える 

ＩoＴ基盤について助言・支援等を行うものです。これにより地域においてＩＣＴを活

用した取組みの中核を担える人材育成を図ることを目指します。 

この度、１２月２日に地域情報化アドバイザーによるスマート農業に関する講演会を

開催し、基山町の農業等の活性化を目指します。 

 

記 

 

１． 日時 令和４年１２月２日（金）午後１時～（予定） 

２． 場所 基山町役場４階大会議室 

３． 内容 講演会「中山間地域におけるスマート農業のあり方」 

 

 

 

地域情報化アドバイザー 渡邊智之氏プロフィール 

一般社団法人日本農業情報システム協会 代表理事 

スマートアグリコンサツタンツ合同会社 代表／ＣＥＯ 

２０１２年から２０１５年まで農林水産省で「スマート農業／農業

ＤＸ」推進担当として政府の「スマート農業／農業ＤＸ」関連戦略

策定や現場の普及促進に努める。その経験から慶應義塾大学 SFC 
研究所の研究員として「スマート農業／農業ＤＸ」関連の研究にも

関わり、農林水産省や自治体の「スマート農業／農業ＤＸ」に関す

る会議にも有識者や座長としても参画している。 



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～ 

１２ 

問合せ先 

産業振興課 農地係・農林業振興係 

Tel:0942-92-7945 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

令和４年９月２２日 

産業振興課 

 

 

基山町農地等マッチング総合相談窓口を設置します 

 

農業の継続や維持、規模拡大等でお困りになっている方へ貸し手と借り手、委託者と

受託者等をつなぐ『基山町農地等マッチング総合相談窓口』を設置します。 

この窓口では、管理が難しくなった農地の情報をリスト化し、農業の経営規模を拡大

したい農家や法人、新規就農者に農地の情報を提供し、農地のマッチングを行います。

条件の合う農地があった場合は、農地所有者と貸借に関する条件等の協議を行っていた

だき、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を行っていただきます。 

 また、窓口では、農地のマッチングだけでなく、農業用機械や作業受託のマッチング

に加え、作物の導入や経営、農業技術の知識の取得等の農業に関するあらゆる相談にも

応じます。 

 

 

１．開始日  令和４年９月２２日（木） 

 

２．場 所  基山町役場２階 産業振興課内 

 

３．対 象   農業に関心のある方 



１３ 

 

産業振興課に基山町農地等マッチング 
総合相談窓口を設置します 

 

 

町では、農業の継続や維持、規模拡大でお困りになっている方へ貸し手と借

り手、委託者と受託者等をつなぐ基山町農地等マッチング総合相談窓口を設置

します。 

この窓口では、管理が難しくなり貸付を希望する又は貸してもよい農地の情

報をリスト化し、経営規模を拡大したい方や農地を借りて農業を始めたい方、

地域の農業の課題解決に協力いただける方々とのマッチングを推進するほか、

農業用機械や作業受託のマッチングに加え、作物の導入・経営・農業技術の知

識の習得等の農業に関するあらゆる相談にも応じます。 

 

＜農地の場合＞ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                         
 

借り手 
貸し手 

（農地情報の公開） 

（農地利用の申請） （利用希望者の紹介） 

（農地情報の登録） 

【問合せ先】基山町産業振興課 農地係・農林業振興係 

☎９２－７９４５（担当：大石・平山・竹田） 

当事者間で農地貸借の契約 

基山町農地等マッチング 

総合相談窓口（産業振興課内） 



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～ 

１４ 

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９月２２日 

まちづくり課 

 

キャンプ場シャワー室・トイレ洋式化が完成しました！ 

 

キャンプ場シャワー室（男女１室ずつ）・トイレ洋式化が完成しました。シャワー

室については、９月１日から利用を開始しております。 

また、今後は既存の屋根付広場にカウンターと天井の造作を行い、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、利便性の向上を図って

まいります。ぜひ、リニューアルしたキャンプ場をご利用ください！！ 

 

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（８月末） ７４件 

 

１．現状     シャワー室・トイレ洋式化 完成 

         屋根付広場の改装     準備中（１２月完成予定） 

         備品購入         準備中 

 

２．シャワー室  １回あたり１５分使用可能 

          使用料：無料 

   

 ◆シャワー室                  ◆トイレ洋式化 

                          

 

 

 

 

    （外観）      （内装） 

 

 



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～ 

１５ 

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９月２２日 

                                  産業振興課 

 

 

草スキー場の秋シーズンが始まりました！ 

 

基山（きざん）山頂から駐車場までのなだらかな斜面は、春と秋に草スキーを楽し

める「草スキー場」となっています。本年も秋のシーズンが始まりましたので、お知

らせいたします。 

草スキーはＳＡＧＡ２０２４国スポ・全障スポにおいても、基山地区のデモ競技と

して採用されています。一見なだらかに見える斜面も、木製そりに乗って滑ると想像

を超えるスリルとスピードがあり、大人も子どもも楽しめます。 

秋の心地よい空気を感じる自然のレジャーへ、ぜひお越しください。 

 

▼秋のシーズン  

９月中旬～１１月  

 

▼木製そりの貸出  

シーズン中の土日祝日は、午前１０時～午後４時の間で、 

現地で貸出を行っています。 

※平日にご利用される場合は基山町社会福祉協議会へご相談ください 

※天然の草を保護するため、プラスチック素材のスキーは使用禁止です 

  

▼木製そり貸出料金 

  １台 ３００円 

 

 ▼木製そりの貸出に関するお問合せ先 

  基山町社会福祉協議会 ０９４２－９２－３３１１ 

  

 

 

 

 

 

 

 



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～ 

１６ 

問合せ先 

教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係  

Tel:0942-92-2200 Mail: furusato-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年９月２２日 

教育学習課 

 

 

基山町内歴史探訪自転車＆トレッキングツアーを開催しています！ 
 

 基山町内にはさまざまな時代の遺跡や文化遺産があります。これらの遺跡や文化遺産

の歴史的な魅力を体験し、発見することで、地元への愛着と基山町を楽しんでいただく

ように、自転車と徒歩による町内遺跡を巡るツアーを開催しています。今回のツアーで

は、町内の遺跡を巡るコースと基肄城跡を巡るコースがあり、それぞれ 10 か所ほどの

立ち寄りスポットがあります。このスポットでは、ガイドも付いています。 

残り３回開催予定です。 

▽町内の遺跡を巡るコース 

さまざまな時代の遺跡を散策します。 

 ・令和４年８月２８日（日）←終了しました 

・令和４年１１月２０日（日）←参加者募集中 

 ▽特別史跡基肄城跡を巡るコース 

自転車で基肄城水門のふもとへ、その後は徒歩で基肄城跡を周遊します。 

・令和４年１０月３０日（日）←残りあとわずか 

・令和５年１月１５日（日）←参加者募集中 

▽その他 

【対象】小学３年生以上の自転車に乗れる方 

【参加費】無料（昼食は別途 600円必要です） 

【集合場所】基山町役場正面玄関前 

午前９時 30分集合で昼食をはさみ、午後３時解散予定 

 

自転車は、主催者が準備します。持ち込み可です。  

お申込みや詳細なルートについては HPに掲載しております。 

tel:0942-92-2200


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～ 

１７ 

問合せ先 

教育学習課 ふるさと歴史のまち推進係  

Tel:0942-92-2200 Mail: furusato-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年９月２２日 

教育学習課 

 

 

「基肄城絵はがきコンクール２０２２」 

全作品１,１２１点と基肄城関連のパネルを県庁で展示します！！ 

 

６月１０日は、基肄城に縁が深い天智天皇にちなむ「時の記念日」です。基山町では、

この日を記念して、基肄
き い

城
じょう

・基山
き ざ ん

への関心をさらに深めていただくことを目的に基山

町内の小中学生を対象にした「基肄城絵はがきコンクール」を令和３年から実施してい

ます。今年も１,１２１点と多くの応募がありました。その中から金賞２点（小・中 各

１点）、銀賞２点（小・中 各１点）など１３点を優秀作品として選出しました。 

その優秀作品をはじめ、応募された方の作品すべてを佐賀県庁１階の県民ホールに展

示することになりました。基肄城や基山に思いを込めた様々な作品が集まり、地元の小

中学生が基肄城や基山をどのように捉えているかを知ることができます。 

また、同時に基肄城跡のことを知っていただくためのパネル展示も行います。 

ぜひ、県民ホールにお越しいただき、改めて基肄城や基山のことに思いを巡らし、基

山町の自然と文化を感じていただければと思います。 

 
記 

▽日時 

 令和４年１０月１８日（火）午後３時～ １０月２８日（金）正午まで 

 

▽場所 

 佐賀県庁一階県民ホール 

 

 

tel:0942-92-2200


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～ 

１８ 

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９月２２日 

まちづくり課 

 

 

竹あかりナイト in図書館を開催します 

 

 今年の竹あかりナイト in 図書館は、3 年ぶりに館内でのミニコンサートや

ワークショップを開催予定です。図書館玄関前や中央公園読書の丘周辺に設置

の竹灯篭やペットボトル灯篭の灯りとともに夜の図書館をお楽しみください。 
図書館で、楽しい癒しのひとときを！  

 

記 

 

１． 日時 令和４年１０月２２日（土）              予定 

１６：３０～１８：００ 

 

１７：００～１７：２０ 

 

１８：００～１８：４０ 

図書館多目的室 ワークショップ 

「ペットボトル LED ランタン作り（参加費一人 100 円）」 

読書の丘 イベント  

「表現の絆みらいダンスパフォーマンス」 

図書館ブラウジングコーナー 

松田一也町長挨拶 

手をつなごう図書館の会 内山敏行会長の挨拶  

「ハーモニカサークル縁・JOY ミニコンサート」 

 

２． 場所 基山町立図書館 中央公園読書の丘周辺 

３． 内容 ミニコンサート、ダンスパフォーマンス、ワークショップ  

午後５時より竹灯篭、ペットボトル灯篭など点火開始 

午後７時３０分終了（図書館閉館） 

 

※天気や新型コロナウイルス感染症の 

動向等によって、「縮小」又は「中止」と 
なる場合があります。 



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～ 

１９ 

問合せ先 まちづくり課 協働推進係 担当：中村・天本 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年９月２２日 

まちづくり課 

 

きやま人づくり大学 2022 を開校します 

 

 基山町では、町の魅力や課題を学び、情報の発信や解決策を実践する人材育成を図る

ために「きやま人づくり大学」を開校します。 

 今年度は、「基山町の歴史」と「基山（きざん）」をテーマに講師を迎え開催いたし

ます。 

〇講座スケジュール 

《きやま人づくり大学 2022 １限目》 

日時：10 月 22 日（土）10 時～11 時 30 分   会場：基山町民会館 小ホール 

講師：佐賀県文化・観光局 局長 實松 尊徳 氏  

内容：基肄城跡の保全とそれを利用した観光ＰＲについて 

★佐賀県文化・観光局の局長である實松尊徳氏をお招きし、佐賀県内の史跡を利用した観光事業の取組

みを踏まえ、国の特別史跡である基肄城跡の、その保全と観光ＰＲについてお話いただきます。 

 

《きやま人づくり大学 2022 ２限目》 

日時：11 月 26 日（土）10 時～11 時 30 分   会場：基山町民会館 小ホール 

  講師：太宰府天満宮 宮司 西高辻 信宏 氏 

  内容：太宰府天満宮の歴史と水城・基肄城について  

★平成 31 年４月 1 日に太宰府天満宮第 40 代宮司に就任した西高辻信宏氏をお招きし、積極的に美術展

企画やまちづくりに取り組む太宰府天満宮の取組みと、太宰府と歴史的なつながりを持つ水城・基肄

城との関係等についてお話いただきます。 

 

○きやま人づくり大学 2022 ３限目・４限目について（予定） 

《きやま人づくり大学 2022 ３限目》   《きやま人づくり大学 2022 ４限目》 

日時：令和 5 年 2 月 25 日（土）10 時～11 時 30 分  日時：令和 5 年 3 月 25 日（土）10 時～11 時 30 分 

会場：基山町民会館 小ホール           会場：基山山頂 

★基山（きざん）に関係した活動を行うまちづくり  ★基山（きざん）に登り、現地で基山（きざん） 

団体による活動発表と「基山（きざん）」をテー   の自然や基肄城等の史跡を見学しながら、基山 

マにしての討論会を開催します。          について学びます。 

 ３時間目・４時間目については、詳細が決まり次第、広報きやまやホームページでご案内いた

します。 
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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-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年９月２２日 

まちづくり課 

 

‐文化協会所属サークルの多彩な活動をご覧ください‐ 

３年ぶりの開催！ 第４２回基山町文化祭 

 

 １１月１日（火）～３日（木・祝）の３日間で、第４２回基山町文化祭を開催します。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、２年間中止としてきましたが、今年は感染

症対策を十分にとったうえで、開催する運びとなりました。 

 今年も日頃より基山町で活動されている文化団体等による作品の展示や、舞台発表が

行われます。入場・観覧は無料です。皆さま、ぜひお越しください。 

 

記 

 

１．日時  展示の部（生け花、書道、絵画、ＰＣ、タブレット等の作品展示） 

令和４年１１月１日（火）～３日（木・祝） 午前９時～午後５時 

      芸能の部（舞踊、ダンス、カホン、講談、コーラス等の舞台発表） 

令和４年１１月３日（木・祝）   午前９時３０分～午後５時（予定） 

２．場所  基山町民会館 

３．料金  入場・観覧無料（どなたでも入場・観覧できます） 

 

展示の部（作品展示） 芸能の部（舞台発表） 
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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９月２２日 

                                  産業振興課 

 

佐賀県初！自転車レースを行います 

～基山ヒルクライム～ 

 

佐賀県初となるヒルクライムレース（坂を上る自転車レース）を開催します。 

日本最古の山城「基肄城」の急こう配な坂を攻略しましょう！急こう配ながら約２

キロの上り坂は、初心者はもちろん家族でも楽しめるコースです。 

 

記 

 

１．イベント名   基山ヒルクライム 

２．実施期間    令和４年１１月２０日（日） 

３．メイン会場   基山町役場（受付、開会式、表彰式等） 

  コース     瀧光徳寺駐車場から基山草スキー場駐車場 

４．エントリー締切 令和４年１０月３１日(月)まで（※先着１００名（入金順）） 

５．参 加 料   ・小中学生（３年生以上・男女）３，０００円 

          ・一般男性（高校生以上）   ４，０００円 

          ・一般女性（高校生以上）   ４，０００円 

          ・ファミリー（３～４人家族） ２，０００円/人 

６．主   催   基山町 

７．問合せ先    基山町役場産業振興課（０９４２－９２－７９４５） 

８．そ の 他   プレイベントとしてイベント前日１１月１９日（土）に 

「ちびっこのりだー」を開催します。 

参加賞は基山町の特産品！レース上位の方には賞品もご用意！ 

 



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:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和４年９月２２日 

                                  産業振興課 

 

第１０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、もみじの名所である大興善寺の駐車場において、軽ト

ラックの荷台等を活用した「きやま門前市」を、１１月２６日（土）に開催します。 

「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、地元産の新鮮な農産物や地元の素材で作られた加工品等が出

品される予定です。 

また、今回は秋のＪＲ九州ウォーキングも同日開催予定です。大興善寺のもみじ観

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１１月２６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 基山町観光協会  

◇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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令和４年９月２２日 

まちづくり課 

 

 

第３１回きやまロードレース大会・第８回きやまスロージョギングⓇ大会を 

３年ぶりに開催します!! 

 

 基山町の１２月にロードレース大会、スロージョギングⓇ大会が帰ってきました！

１２月４日（日）に「第３１回きやまロードレース大会」を開催します。 

さらに、ロードレース大会と同時に「スロージョギング🄬🄬大会」も開催し、スピー

ドレースとは一味違った競技も行います。 

※今回、新型コロナウイルス感染予防対策として、計測タグを回収型から使い切り型

に変更し、参加賞を事前に発送して当日受付を中止するなど密を避ける対策を実施し

ます。 

 

【イベント概要】 

〇イベント名  第31回きやまロードレース大会・第８回スロージョギングⓇ大会 

〇開 催 日 時  令和４年１２月４日（日）午前８時３０分～１１時２０分 

        別紙タイムスケジュールをご参照ください 

〇開 催 場 所  基山町役場周辺（佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地） 

〇前回参加者  約2,000名 

〇主催 基山町体育協会   

〇共催 基山町 

〇協力 (一社)日本スロージョギング協会 

ゲストランナー 小鴨由水選手 

１９９２年バルセロナオリンピック女子マラソン日本代表 
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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 

きやまロードレース大会 タイムスケジュール 

 

８時３０分  開会 

  ９時１５分  ５ｋｍスタート（男子：中学生以上、女子：高校生以上） 

  ９時２０分  １ｋｍスタート（小学３年生） 

  ９時２１分  １ｋｍスタート（小学２年生） 

  ９時２２分  １ｋｍスタート（小学１年生） 

  ９時５０分  ３ｋｍスタート（女子：中学生以上） 

 １０時１５分  １０ｋｍスタート（男子：高校生以上、女子：高校生以上） 

 １０時２５分  ２ｋｍスタート（小学６年生） 

 １０時２６分  ２ｋｍスタート（小学５年生） 

 １０時２７分  ２ｋｍスタート（小学４年生） 

 

 

きやまスロージョギングⓇ大会 タイムスケジュール 

 

 １０時４０分  ２ｋｍスタート（小学生以上） 

 

tel:0942-92-7935


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 まちづくり課 協働推進係 担当：中村・天本 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

 

令和４年９月２２日 

まちづくり課 

 

基山町の冬のお祭り「2022ふ・れ・あ・いフェスタ」 

 

 「ふ・れ・あ・いフェスタ」は、基山町役場の周辺施設を会場に毎年 12月の第２日曜日

に開催される冬のお祭りです。 

キングダムの原先生の作品や町民の美術作品を集めた「基山美術館」や、原田と城戸の国

境での騒動の歴史を楽しみながら学び伝える「きやま創作劇」“枯松二国境物語”を始め、

たくさんのイベントを催し、町民の皆様に安心して楽しんでいただける「2022 ふ・れ・あ・

いフェスタ」を開催します。 

そして今年は、３年ぶりに米まつりが同時開催され、基山産米や佐賀牛、地元特産品の販

売等が行われます。 

 

１．日時      令和４年１２月１１日（日） 午前１０時～午後３時 

２．場所      基山町役場周辺 

３．主なイベント 

・「基山美術館」募集作品（絵画等）の展示   ・きやま創作劇「枯松二国境物語」 

・米まつり（基山産米、佐賀牛、地元特産品の販売等） 

・ステージパフォーマンスイベント       ・カラオケ大会    

・SAGA2024 国スポ全障スポ啓発ブース      ・自衛隊車両展示 

 ・消防はしご車の展示、乗車体験        ・警察車両の運転シミュレーター    

・リサイクルバザー  ・親子ＤＥ木工教室   ・エコ体験(コーヒー豆かす・茶殻で紙作り) 

・簡易血糖検査、簡易塩味検査         ・産業振興協議会コーナー 

・基山の学校給食の人気メニュー試食       ・ブラジリアン柔術 九州国際柔術選手権  等 

○イベント会場（基山総合体育館前）       ○基山美術館（基山総合体育館アリーナ） 

 

 


