
３月 定 例 記 者 会 見 次 第 

日時  令和５年３月１７日（金） 

午後４時から午後５時まで 

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５年 第１回定例会（３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 

・佐賀県農業協同組合基山支所の派出窓口を設置します

・出産育児一時金の支給額を増額します

・重度心身障害者医療費助成の対象要件を見直します

・基山町脱炭素型カーシェア（試乗体験）事業を実施します！

・新生児聴覚検査費助成を実施します

・マスメディアを活用したシティプロモーションを実施します

・いよいよ基肄城跡の保存整備が始まります！

～特別史跡基肄城跡保存整備基本設計の策定を行います～

・基山小学校増築校舎購入維持管理事業について

・基山駅自由通路コインロッカー設置について

・基山町おもてなし看板を設置しました！

６．イベント等 

・基山町介護予防健診の開催について

・基山町×サガン鳥栖応援 DAY の開催について

・『ＥＭＵ－１グランプリ』が開催されます

・きやま人づくり大学 2022―古道・史跡・オキナグサを巡る「春の」基山

へ行こう！―開催します

・基山中学校吹奏楽部スプリングコンサートを開催します！

・基山町立図書館 開館７周年記念イベントを開催します

・賀島祭を開催します

・第 11 回きやま門前市を開催します

７．その他 

８．閉会 
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令和５年第１回定例会（３月議会）議案一覧 

【 可決 】  基山町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

【 可決 】  基山町子ども・子育て会議条例の一部改正について 

【 可決 】  基山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

【 可決 】  基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

【 可決 】  基山町重度心身障害者の医療費の助成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 

【 同意 】  基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

【 可決 】  損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 

【 可決 】  令和４年度基山町一般会計補正予算（第８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４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３号） 

【 可決 】  令和４年度基山町下水道事業会計補正予算（第４号） 

【 可決 】  令和５年度基山町一般会計予算 

【 可決 】  令和５年度基山町国民健康保険特別会計予算 

【 可決 】  令和５年度基山町後期高齢者医療特別会計予算 

【 可決 】  令和５年度基山町下水道事業会計予算 

  基山町土地開発公社の事業報告について 
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令和５年３月１７日 

福祉課 

 

 

新型コロナワクチン接種について 

 

１．現在の接種状況について 

（１）接種体制について 

初回（１、２回目）接種を完了した 12 歳以上の方を対象としたオミクロン株対応ワ

クチン接種及び乳幼児・小児ワクチン接種を実施しています。４月は人の移動も増え、

感染者数が増加することが予想されますので早めの接種をご検討ください。 

日時 医療機関 使用ワクチン 

３月２４日（金）午後 池田胃腸科外科 オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5） 

３月２５日（土）午前 

つくし整形外科 オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5） 

なるお内科小児科 
乳幼児用ワクチン 

小児用ワクチン（従来型） 

３月３１日（金）午後 
池田胃腸科外科 

鹿毛診療所 
オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5） 

※４月以降の接種日については随時公開いたします。 

 

（２）接種率及び接種者数について（令和５年３月６日時点） 

接種回数 接種率 接種者数 人口 

１回目 81.47％ 14,250 17,491 

２回目 81.15％ 14,194 17,491 

３回目 69.53％ 12,162 17,491 

４回目 55.04％ 8,637 15,691 

５回目 76.62％ 5,243 6,843 
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問合せ先 福祉課 プラチナ社会政策室（新型コロナワクチン接種推進室） 

Tel:0942-85-7056 Fax:0942-92-7184 Mail:fukushi@town.kiyama.lg.jp 

２．今後の基山町の接種計画について 

本町では、令和５年度の接種の準備を以下のとおり進めています。内容については、

現段階では予定となりますので、詳細は決まり次第お知らせいたします。なお、令和４

年秋開始接種については、５月７日で接種期間が終了しますので、未接種の方は早めに

ご検討ください。 

 

▷令和５年春開始接種について 

（１）接種対象者 

 ①65歳以上の方 

 ②12歳から 64歳で基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方 

 ③12歳から 64歳で医療機関や高齢者施設、障害者施設等に従事している方 

（２）接種券 

接種対象者のうち①65 歳以上の方については、５月上旬に接種券を配送します。

また、②基礎疾患を有する方や③医療従事者等については、プラチナ社会政策室へ申

出をしていただき接種券を発行します。 

（３）予約方法 

 ①ＬＩＮＥ、②ＷＥＢ、③来庁、④電話（ＦＡＸ・メール） 

 ※これまでの接種においては、接種日時・場所をあらかじめ指定のうえ、接種券を

送付しておりましたが、今回の接種からは指定を行いませんのでご注意ください。 

（４）接種体制 

集団接種及び個別接種を実施予定です。集団接種は５月下旬、個別接種は６月上旬

に開始予定です。 

（５）使用ワクチン 

ファイザー社またはモデルナ社のオミクロン株対応２価ワクチン（BA.1 または

BA.4-5）を使用します。 

 

▷乳幼児・小児ワクチンについて 

 乳幼児・小児ワクチンの接種については、４月以降も引き続き実施されますので、接

種をご希望の方はプラチナ社会政策室までご連絡ください。 

なお、４月以降の小児ワクチンの追加接種は小児用オミクロン株対応ワクチン（BA.4-

5）を使用します。 
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令和５年３月１７日 

出納室 

佐賀県農業協同組合基山支所の派出窓口を設置します 

 基山町役場内の佐賀県農業協同組合基山町役場内出張所が基山支所との統廃合によ

り閉鎖となり派出窓口になります。 

派出窓口では、基山町の税金・保険料・使用料などの納付書を取扱います。 

※基山町以外の公金の取扱いはできません。

記 

１． 設置日 令和５年３月２７日（月） 

２．派出窓口で取扱う内容 

納付書の種類 統廃合前 統廃合後 

基山町の税金（町県民税、固定資産税、軽自動車税（種別

割）、国民健康保険税など） 
〇 〇 

町営住宅使用料 〇 〇 

保育料 〇 〇 

下水道受益者負担金 〇 〇 

その他基山町が発行する公金の納付書 〇 〇 

介護保険料 〇 〇 

後期高齢者医療保険料 〇 〇 

国税、国民年金保険料、県税、基山町以外の市町村の公金 〇 × 

水道料及び下水道使用料、電気料金、電話料金、ガス料金

などの料金 
〇 × 

３．その他 

派出窓口では、預貯金の入出金、両替、振込手続等の信用業務はできなくなります。 

役場庁舎内にある現金自動入金支払機（ＡＴＭ）は引き続き営業されます。 

問合せ先 出納室 会計係 Tel:0942-92-7969 Fax:0942-92-7184 

Mail:kaikeikanri@town.kiyama.lg.jp 
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問合せ先 

福祉課 保険年金係 

Tel:0942-92-7934 Fax:0942-92-7184 

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

令和５年３月１７日 

福祉課 

出産育児一時金の支給額を増額します 

 健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額が増額されるため、基山町

国民健康保険条例の一部を改正しました。 

 現在、国民健康保険の被保険者の方が出産された場合、出産に要した費用として、国

民健康保険から出産育児一時金 42 万円の支給を行っています。国の少子化対策の観点

により出産にかかる経済的負担を軽減するため、令和５年４月１日以降の分娩から出産

育児一時金の支給額を８万円引き上げます。 

記 

▽施行日 令和５年４月１日（令和５年４月１日以降の分娩に適用）

▽支給額 ８万円引き上げ（42万円から 50 万円への増額）
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問合せ先 

福祉課 障がい福祉係 

Tel:0942-92-7964 Fax:0942-92-7184 

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

 

 

 

令和５年３月１７日 

福祉課 

 

 

重度心身障害者医療費助成の対象要件を見直します 

 

 佐賀県重度心身障害者医療助成費補助金交付要綱の一部改正に伴い、重度知的障害者

の対象要件が見直されたため、基山町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一

部を改正しました。 

 現在、重度心身障害者医療費助成の対象は、次の要件に該当する方です。 

① 重度身体障害者 身体障害者手帳１級又は２級に該当する者 

② 重度知的障害者 知能検査の結果（知能指数 35以下）に該当する者 

③ 重度精神障害者 精神障害者保健福祉手帳１級に該当する者 

④ 重複障害者   身体障害者手帳３級かつ知能指数 50以下に該当する者 

 

今回、②重度知的障害者の対象要件を見直しました。 

 改正理由は、②重度知的障害者の障害の程度を①重度身体障害者、③重度精神障害者、

④重複障害者の障害の程度と同程度に見直すためです。 

 

改正前 ②重度知的障害者 知能検査の結果（知能指数 35以下）に該当する者 

 ↓ 

改正後 ②重度知的障害者 療育手帳の判定結果（療育手帳Ａ）に該当する者 

 

▽施行日 令和５年４月１日 

          現在、知能指数 35 以下の判定により助成対象となっている方は、引き続き

医療費助成の対象とします。 
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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 Mail: kankyo-4@town.kiyama.lg.jp 

令和５年３月１７日 

 まちづくり課 

基山町脱炭素型カーシェア（試乗体験）事業を実施します！ 

町では脱炭素社会の実現に向けた取組みとして、太陽光

エネルギーを活用した電気自動車（庁用自動車）を町民の

皆様に試乗体験していただき、電気自動車等の普及促進

や、移動における二酸化炭素排出抑制を図るため「基山町

脱炭素型カーシェア事業」を実施します。 

1. 利用者条件（次の全てを満たすこと）

・基山町に住民登録があること ・他車運転特約のある保険に加入していること

・普通自動車運転免許を有していること ・スマートフォンを有していること

2. 利用できる車種 日産リーフ（５人乗り）又は三菱 eK クロス EV（４人乗り）

3. 利用料金 利用にかかる費用は無料

※ただし、運転中に充電が必要になった場合の充電に係る費用は、利用者負担

4. 登録・予約開始日 ３月 15 日（水）

5. 利用開始日 ４月 15 日（土）

6. 利用できる日時

土・日曜日、祝日（12 月 29 日～１月３日を除く）ただし、公務に使用しない日

午前９時～ 12 時（３時間）と午後２時～５時（３時間）の １日２コマ

※１コマ最大３時間、15 分刻みで予約可能

予約は２か月前から可能で、予約回数は１か月あたり最大２回までです。 

事故等の保険については、基山町が加入する保険で対応しますが、当該保険の対象外

となる部分は運転者の負担となります。 

-連携協定締結式及び利用開始式開催について-

▷日時 ４月４日（火）午後２時～３時30分

▷場所 基山町役場 ４階大会議室

カーシェア車両前での

テープカットや、車両

等の見学会を予定！ 



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～

8 

問合せ先 

健康増進課 子育て包括支援係 

Tel:0942-85-9095 Fax:0942-92-2148 

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

令和５年３月１７日 

健康増進課 

新生児聴覚検査費助成を実施します 

 令和５年度より新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療・療育につなげること

を目的として、新生児聴覚検査費に係る費用の助成を行います。 

記 

１．対  象  令和５年４月１日以降に出生し、本町に住所を有する聴覚検査を受け

た新生児の保護者 

２．実施時期 聴覚検査の実施時期は、生後１週間以内 

３．助成金額  上限 5,000円（検査費が 5,000円に満たないときは、検査費の額） 

４．申請方法  委託医療機関で受診される場合は、検査にかかる費用負担はありませ

ん。 

 委託医療機関以外で受診された場合は、一旦検査費をお支払いいただ

き、後日助成申請により払い戻しとなります。 
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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５年３月１７日 

企画政策課 

 

 

マスメディアを活用したシティプロモーションを実施します 

 

１．事業内容 

基山町の知名度の向上、県内外からの観光客の誘客拡大、関係人口の増加及び町民の

地元愛の醸成を図り、基山町の財産である歴史や文化を広く周知・発信するため、マス

メディア等を活用した町内外へのＰＲやそれに付随するＳＮＳ等のＩＣＴを活用した

体験型・訪問型イベント等のシティプロモーションを実施します。 

 

２．事業費  

令和５年度当初予算計上額 12,100 千円 

 

 

 

【参考】令和４年度実施事業 

１．マスメディアへの出演等   

（１）テレビＣＭ（ＦＢＳ、ＫＢＣ、ＲＫＢ） 

    基山町ふるさと大使「どぶろっく」出演動画 

 （２）テレビ出演（ＦＢＳ、ＫＢＣ、ＲＫＢ）職員によるイベント告知 

 （３）インスタグラム投稿 「Deep KIYAMA ＃100」 

２．広告       

（１）ポスター作成、掲示 

 （２）交通広告（博多駅大型ビジョン、福岡県内駅、福岡市列車内） 

３．イベント     

（１）きのくに祭り「どぶろっく」ステージ企画 

（２）デジタルスタンプラリー「町内周遊とＪＲ九州ウォーキング参加促進」 
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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 Fax:0942-92-0741 

Mail:furusato-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年３月１７日 

教育学習課 

 

 

いよいよ基肄城跡の保存整備が始まります！ 

～特別史跡基肄城跡保存整備基本設計の策定を行います～ 

 

基肄城跡の保存整備は、平成 30 年の豪雨により基肄城跡が被災したため中断して

いました。令和元年度からその災害復旧工事に着手しており、令和４年度に完了しま

すので、いよいよ令和５年度から基肄城跡保存整備事業に取りかかります。 

「特別史跡基肄城跡保存整備基本計画」では、概ね 20 年の計画期間を前期と後期

に分けて計画しています。整備事業を具体的に進めていくために、これまでの調査・

整備された遺構等の資源をベースに、より多くの方々の来訪と史跡への関心を高める

とともに、自然環境や景観を楽しめる空間を目指し、「来訪しやすく、巡りやすく、

学びやすい環境づくり」を基本に、前期整備予定地区および周辺の基本設計策定を行

います。 

令和６年度以降、この基本設計をもとに発掘調査や実施設計を行い、各地区の保存

整備事業を推進していきます。 

記 

 

１．事業名   令和５年度基肄城跡保存整備事業（事業費：11,400千円） 

２．内 容   南門跡地区、基山山頂地区、遊歩道および案内・解説施設の基本 

設計策定、測量、保存整備委員会の開催等 

 

（参考） 

 ・特別史跡指定    昭和 29年３月 20日（史跡指定 昭和 12年 12月 21日） 

 ・特別史跡指定面積  70ha 
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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 

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

 

 

 

令和５年３月１７日 

教育学習課 

 

 

基山小学校増築校舎購入維持管理事業について 

 

 基山小学校では、住宅開発による急激な児童数増加及び３５人学級が開始されたこと

などに対応するため、教室の確保を行ってきたところです。令和５年度に特別支援学級

数が増加する見込みとなっており、今後も特別支援学級の不足が見込まれる為、早期に

増築校舎を整備し、安全で安心な学習環境を提供する事を目的とし、令和５年度に特別

支援教室４教室と多目的教室１教室を増設します。 

 事業の実施にあたっては、測量・設計・許認可手続き・工事・維持管理までを一括発

注することにより、工期の短縮を行います。事業者選定については、多岐に渡る専門知

識や技術、経験が必要であることや、児童数の状況を踏まえた建築計画（校舎配置、学

校導線、安全対策等）を要し、価格競争のみによる選定が難しいため、公募型プロポー

ザル方式で実施予定です。また、契約期間を１０年間とすることで、予算の平準化と定

期点検等の維持管理委託も含め児童の安心安全な教育環境を整備します。 

 

記 

 

▽事業費 10年間（国庫１/２補助初年度購入費のみ） 

  
1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

（単位：

千円） 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 合計 

建築 71,386 13,393 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 13,392 191,915 

維持管理 141 558 558 558 558 558 558 558 558 558 5,163 
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問合せ先 

産業振興課 商工観光係 

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

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

 

 

 

令和５年３月１７日 

産業振興課 

 

 

基山駅自由通路コインロッカー設置について 

 

基山町観光協会では、基山町の観光地等へ基山駅を利用して訪れる方の利便性の向上

を図り、交流人口の拡大及び地域活性化を目的として、基山駅自由通路にキャリーバッ

ク等の大きな荷物を預けることができるコインロッカーを設置します。 

 

 

記 

 

１．設置日  令和５年３月２４日（金） 

 

２．運用日  令和５年４月１日（土） 

 

３．設置場所 基山駅自由通路（基山駅２階） 

 

４．利用料金 中サイズ ６００円 （幅 355mm×奥行き 645mm×高さ 550mm） 

       大サイズ ７００円 （幅 355mm×奥行き 645mm×高さ 843mm） 

 

  ※１日／利用料 



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～ 

13 

問合せ先 産業振興課 商工観光係 

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

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

 

 

 

令和５年３月１７日 

産業振興課 

 

 

基山町おもてなし看板を設置しました！ 

 

基山町は、主要幹線道路が縦断している交通の要衝であり、交通量の多い国道３号三

国境交差点に看板を設置することで、基山町を町外の方々へよりＰＲしていきます。 

今後はさらに、町内に基山（きざん）山頂までの案内看板も設置予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基山町のシンボルでもある基

山（きざん）で基山町イメージ

キャラクターのきやまん、きや

まるが草スキーしています。 
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令和５年３月１７日 

福祉課 

 

 

基山町介護予防健診の開催について 

 

基山町では、令和２年度より 70歳、75歳の方を対象にした介護予防健診を各区公民

館で行っています。 

特定健診等の機会はありますが、運動能力を測定する機会は少ない事から、今のご自

身の身体の状況を認識してもらい、人生 100年時代を見据えた介護予防へのきっかけと

して実施しています。 

また、令和４年度では、例年の測定内容に加え聴覚測定機による簡易測定、歩行のバ

ランスや歩行リズムをＡＩで分析する「トルト」を活用して測定しています。 

ＡＩによる歩行分析「トルト」は、歩行を撮影し、その場で評価がでるのが特徴です。 

 各種の身体測定後に、町民の健康増進や地域活性化を目的とした包括的な連携協定を

締結している久留米大学の監修をもとに、個別に結果を送付しています。 

 

記 

 

１．開催日程 

3月 20日   15区 

3月 22・23日 保健センター 

3月 27日   10区 

3月 28日   5区 

3月 29日   16区 

3月 30・31日 保健センター 

 

２．時間   午前９時～１２時、午後１時～午後４時 30分 

３．測定内容 運動機能測定（握力、立ち座り、ロコモ、片足立ち、歩行速度） 

体組成・骨密度測定、簡易知能評価、聴覚測定など 

４．その他  ＡＩによる歩行分析を導入している自治体は全国で３自治体のみであり、 
       佐賀県内では、初の取組みとなっています。 

【問合せ】 福祉課 プラチナ社会政策室 高齢福祉係 

TEL：0942-85-7056 mail:fukusi-1@town.kiyama.lg.jp 

※2月 27日～3月 17日の期間に、 

1区・2区・3区・4区・6 区・7区・

8区・9区・11区・12区・13区・14

区・17区ではすでに実施しました。 
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問合せ先 

まちづくり課 国スポ・全障スポ推進室 

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

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

令和５年３月１７日 

まちづくり課 

基山町×サガン鳥栖応援 DAY の開催について 

 ふるさと納税応援寄付金を活用し、プロサッカーチーム「サガン鳥栖」と連携した、

「～基山町応援 DAY～ みんなで応援！がんばれ！！KIYAMATCH」を開催します。詳細に

ついては、下記のとおりです。 

記 

１．日時 令和５年３月 18日（土）午後３時キックオフ 

２．場所 駅前不動産スタジアム 

３．試合 サガン鳥栖 vsヴィッセル神戸

４．詳細 ■基山町民 100名無料招待

■町内小学生サッカーチームによる前座試合

（基山レッドスターズ、FCソレイユ） 

■町長挨拶、始球式

■町内小・中学生（保護者含む）のエキストラ出演

・エスコートキッズ（11 名）

・センターフラッグベアラー（28 名）※保護者あり

・フェアプレーフラッグベアラー（４名）

・ハーフタイムダンサー（35名）

■出店ブース

・基山町産業振興協議会（基山町の特産品販売）

・SAGA2024基山町実行委員会（国スポ啓発参加型カウントダウン企画）
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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５年３月１７日 

  産業振興課 

『ＥＭＵ－１グランプリ』が開催されます 

第１１升きやまＫａｐｐｏが「ＥＭＵ-1グランプリ」という形で、２月に開催され

た第１０升きやまＫａｐｐｏに続き開催されます。 

今回は基山名物であるエミューを７店舗に料理してもらい、チケットを使ってエミ

ュー料理とドリンクをお楽しみいただきます。 

皆様の投票によってグランプリが決まります！ 

参加者には抽選でエミュー商品や基山の特産物セットのプレゼント

もあります。 

エミューがどのように料理されるのか、どのエミュー料理がグラン

プリを掴むのか、ぜひご取材ください。 

【ＥＭＵ-1グランプリ概要】 

◇日時：令和５年３月２１日（火・祝）～２３日（木）

◇時間：各店舗により異なります（お問合せをおススメします）

◇店舗：①醸し家 おおくぼ ②炭火焼とお料理 やんややんや

③おおくぼ離れ ④酉翔  ⑤博多一番どり基山店  

⑥ホットステーション ⑦肉バル・グリルパン料理 うえちゃん家

◇料金：チケット 1セット３枚綴り 前売り：2,700円／当日：3,000円

※先着 100 名様に 1 セット 3 枚綴りが 4 枚綴になるチケットが用意されます。 

◇チケット購入方法：

前売り：参加店舗もしくはネット予約にて販売中（３月１９日（日）まで） 

前日までではありませんのでご注意ください。 

当日券：インフォメーション、参加店舗にて販売します。 

◇主催：きやまＫａｐｐｏ実行委員会・基山町商工会

◇その他の詳しい情報は、基山町 HP及びきやま KAPPO実行委員会 Facebook等で更新し

ていきます。基山町ＨＰhttps://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0034548/index.html

券の引換は開催期間中、以下の場所で行います。 

ＪＲ基山駅 1階（開催期間の午後５時～８時） 

ホットステーション（開催期間の午前１１時～午後２時）
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令和５年３月１７日 

まちづくり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催  

3.25 

きやま人づくり大学 2022「４限目」

古道・史跡・オキナグサを巡る
きざん 

基山へ行こう!

 ８:30 集合・受付（本福寺）
    主催者あいさつ

 ８:40 基山登山道解説・山登りの注意
 ８:55 基山山頂移動
 ９:55 基肄城史跡について解説
10:15 オキナグサ群生地へ移動
10:30 オキナグサについて解説
10:50 休憩
11:00 本福寺へ移動
12:00 閉会・解散

-タイムスケジュール-

2023

（土）
8:30～12:00

集合/解散 本福寺駐車場

※雨天中止（順延なし）

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」を開校しています。 
令和４年度は、基山町の歴史と 
基山（きざん）をテーマに 

開催しています。

-きやま人づくり大学とは？-

問合せ先 まちづくり課 協働推進係  

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

基山登山道の一つの古道を通り、 
基山山頂に向けて登山を行います。 

現地で基山（きざん）の自然や基肄城等
の史跡を実際に目にしながら、 
基山（きざん）について 
学んでいきます。

-講座内容-

講座会場 基山山頂・大礎石群 等

※タイムスケジュールは、予定です。
内容は変更になる場合があります。

します。

○町内で基山（きざん）に関係した
活動を行うまちづくり団体から

-講師-

・古道・登山について
-基肄山歩会 会長 今門哲朗 氏
・基肄城等の史跡について
-基肄かたろう会 会長 野平氏隆 氏
・オキナグサについて
-きざんオキナグサ保存会

会長 冨山茂 氏
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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 

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

令和５年３月１７日 

教育学習課 

基山中学校吹奏楽部 

スプリングコンサートを開催します！

この度、基山中学校吹奏楽部初となるスプリングコンサートを開催します！ 

放課後に毎日遅くまで練習に取り組んでいるものの、演奏を披露する機会がなく、

また昨年 12月に予定していた「基山町ふれあいフェスタ」での演奏は、新型コロナウ

イルス感染症が拡大し、学年閉鎖になってしまうなど、出演を断念せざるを得ません

でした。 

そこで今回、これまでの練習の成果を披露しようと基山町民

会館大ホールを使用し、スプリングコンサートを開催します。 

 吹奏楽部の生徒たちによる手作りのチラシやポスターも必見

です！ 

当日は皆さまの取材をよろしくお願いいたします。 

記 

１．日時 令和５年３月２５日（土曜日） 開演 １３時 

☆曲目 スプリングフィールド、パイレーツ オブ ザ カリビアン、Mela！等

２．場所 基山町民会館 大ホール（開場 １２時３０分） 

３．料金 無料 

４．入場整理券の事前配布場所   基山中学校、教育学習課（役場２階） 

町民会館１階受付横 
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令和５年３月１７日 

まちづくり課 

基山町立図書館 開館７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７年が経ちました。基山中央公園読書の丘や図書

館において、子どもから大人まで楽しめるイベントを計画しました。開館７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 

▽日時 令和５年４月１日（土） 予定 

１０：３０～ 

１０：３０～ 

１１：００～ 

１１：１０～ 

１１：３０～ 

１１：５０～ 

１１：００～１４：００ 

中央公園読書の丘 イベント 

 表現の絆みらいダンスパフォーマンス 

図書館多目的室  

  映写会（創作劇『枯松二国境物語』 

（１回目）１０：３０～上映 

 （２回目）１３：３０～上映 

図書館ブラウジングコーナー 

松田一也町長の挨拶 

ミニコンサート

・ヒーリングオカリナ演奏

・トッコラート演奏

お楽しみ抽選会 

図書館玄関入口付近 

  天心園パン屋販売  

  かすみそうカフェ販売 

  ＣＬＥＡＮｓ文房具おゆずり会 
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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 

▽場所 基山町立図書館 中央公園読書の丘 

 

※上映会以外は申込不要、観覧無料 

 上映会の申込みは、３月２１日（火）午前１０時から受付開始です。  

図書館（☏0942-92-0289）までご連絡ください。 

パンの販売・カフェ販売以外は、無料です。 
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問合せ先 

総務課 行政係 

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

Mail:gyosei-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

令和５年３月１７日 

総務課 

 

 

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５年４月９日（日）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 
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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５年３月１７日 

                                  産業振興課 

 

 

第 11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２２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５年４月２２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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