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組　　織　　表

課名 係名（階数） 電話番号 主な業務

総務課 行政係（３階） 92-7915 職員の人事、消防・防災、選挙、行政改革、文書・法令、
情報公開、男女共同参画

企画政策課
総合政策係（３階） 92-2188 町の政策立案、総合計画、重要施策の調整、統計、広域行政、

商工観光、企業誘致

協働推進係（３階） 92-2188 協働推進、広報・広聴、情報化推進、アダプトプログラム、
消費者相談、国際交流

財政課 財政係（３階） 92-7917 予算編成、財政計画、町有財産管理、入札事務、
工事等の契約・検査

税務住民課

税務係（１階） 92-7918 町税(住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税等）
の賦課徴収、地籍の管理

徴収係（１階） 92-7918 税の徴収、滞納処分、滞納者対策

住民係（１階） 92-7932 戸籍届出、住民票異動、印鑑登録、各種証明書等の交付、
旅券発給事務

健康福祉課

保険年金係（１階） 92-7934 国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療

健康増進係（１階） 92-2045 予防接種、各種検(健)診、母子保健

福祉係（１階） 92-7964 高齢福祉、障害福祉、介護保険事業、生活保護、
民生・児童委員

こども課
子育て支援係（１階） 92-7968 少子化対策、子育て支援、保育事務、幼稚園、子どもの医療、

放課後児童対策、母子・父子福祉

保育園（保育園） 92-2305 基山保育園運営

農林環境課
農林係（２階） 92-7945 農林業施設の管理、農業・林業・農産加工の振興、

有害鳥獣及び農業被害、農業委員会、農業者年金

生活環境係（２階） 92-7941 防犯、廃棄物の処理、狂犬病予防、墓地・埋火葬、公害防止、
環境保全、上水道

まちづくり推進課
都市整備係（２階） 92-7963 都市計画、下水道、道路・河川、公共・農林土木、交通安全、

公営住宅、循環バス、浄化槽、災害復旧

工務係（２階） 92-7963 工事の設計・施工監理

出納室 会計係（１階） 92-7969 現金の出納・保管

議会事務局
庶務係（４階） 92-6543 人事、条例・規則等の制定改廃、議長会

議事係（４階） 92-6543 議会、請願、陳情、会議録、議会広報

教育学習課

学校教育係（２階） 92-7980 学校教育全般、教育委員会庶務、教育財産の管理

給食センター係（給食センター） 81-0620 給食センターの管理運営

生涯学習係（２階） 92-2200 生涯学習、社会体育、文化財、キャンプ場

図書館係（図書館） 92-0289 図書館の管理運営

○選挙管理委員会（総務課で兼務） ○監査委員（議会事務局で兼務）   
○固定資産評価審査委員会（税務住民課で兼務） ○農業委員会（農林環境課で兼務）
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基山町 暮らしの便利帳
平成26年３月発行

発行
基山町

〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
TEL.0942-92-2011㈹
株式会社サイネックス

九州・中国営業本部　官民協働事業推進室
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-25-22

TEL.092-472-2217

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

広告販売
株式会社サイネックス　西九州支店

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル5F
TEL.0952-24-6550

　「基山町 暮らしの便利帳」は、基山町にお住まいの皆様方へ、
町の行政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげる
ことを目的として発行いたしました。
　また、町民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用い
ただけるよう、官民協働事業として基山町と株式会社サイネックス
との共同発行としました。
　「基山町 暮らしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様
のご協力により、行政機関への設置はもとより、基山町の全世帯
へ無償配布することができました。あらためて心より厚くお礼申し
上げます。

■「基山町 暮らしの便利帳」に掲載の行政情報は、平成26年２月
現在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が
変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
行政情報の内容・手続き等で不明な場合は、各担当課までお問
い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご
活用ください。広告内容については株式会社サイネックスにお
尋ねください。

編 集 後 記

　



町長からのあいさつ

佐賀県基山町長　小森　純一

　これまで基山町では、諸先輩そして町民の皆様のご尽力により、素晴らしいまちづくりが行
われて参りました。深甚なる敬意と感謝を申し上げます。
　さて、地方自治体は今、大きな変革そして厳しさへの挑戦の時代のさなかにあると思いま
す。本町におきましては、現在、第５次総合計画の策定中です。そこでは、町民の皆様の意見や
アイディアを反映した未来像をと願い、ワークショップ方式を取り入れ多くの方々にご協力を
いただいております。基山町のまちづくりはこれからも、町民・議会・行政三者が一体となって
工夫し、力を出し合っていかなければならないと思っております。皆様のなお一層の御支援と
御協力をお願いいたします。

　さて、このたび基山町では、「基山町暮らしの便利帳」を作成いたしました。日常生活やライ
フサイクルの中で起こる様々な事項について、町行政での
各種手続き方法などを掲載したほか、基山町の名所や特産
品、防災医療情報などの地域情報を紹介しており、普段の生
活の中で役立つだけでなく、基山町の魅力を再発見できる
保存版の冊子です。ご家庭の身近なところに置いていただ
き、ご活用いただきたいと思います。

　最後に「基山町暮らしの便利帳」作成の趣旨に御賛同・御
協力いただいた皆様にこころから御礼申し上げます。
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北九州市

福岡市

佐賀市
武雄市

唐津市

伊万里市

佐世保市

長崎市

熊本市

八千代市

大分市

湯布院町
日田市

大牟田市

飯塚市

佐伯市

基山町

久留米市

鳥栖市
広域アクセス

　　車で約15分
鳥栖プレミアムアウトレットまで　 車で約5分

久留米市街まで　 車で約25分
新鳥栖駅まで　 車で約15分

筑紫野ICまで　 車で約15分
鳥栖ICまで　 車で約10分

博多駅まで　 JR快速で約25分

高速バスで約30分

九州自動車道で約70分

九州自動車道で約80分

大分自動車道で約40分

長崎自動車道で約90分

北九州市

福岡空港

熊本市

日田市

長崎市

一般道で約60分
佐賀市

交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス
基山町は古くから交通が集中する便利な立地です。

基山町は、鳥栖市・筑紫野市・小郡市に隣接する佐賀県の玄関口。
九州内交通の基幹となる高速自動車道、鉄道が集中し、
通勤・通学などの日常生活はもちろん、九州内の
移動にも便利な立地が自慢です。

　高速道路が交わるクロスロードだから、九州各地へつながっ
ており自動車での移動や基山PAを利用した高速バスが便利。
また、JR鹿児島本線、九州新幹線および西鉄天神大牟田線も利
用しやすくなっています。

近隣アクセス
　幹線として国道3号線、及び県道久留米基山筑紫野線が通り、
筑紫野市・小郡市・鳥栖市の市街地が町内から5キロ内の生活圏
です。

基
山
町

イオンモール筑紫野・ゆめタウン筑紫野まで
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教育 結婚成人

ラ イ フ サ イ ク ル
I N D E X

こんなときどうする？

出生届
生まれた日から14日以内に届出

P26
赤ちゃんが生まれたら

婚姻届
届け出た日から効力

P26
結婚したら

印鑑登録
必要な方

P27

誕生 育児

転入届
引っ越ししてきた日から
14日以内に届出

P26
引っ越ししてきたら

転出届
引っ越す日の
約14日前から届出

P26
町外へ引っ越ししていくとき

転居届
引っ越しした日から
14日以内に届出

P26
町内で住まいが変わったら

死亡届
死亡の事実を知った日から
7日以内に届出

P26
家族が亡くなったら

●出生届…P26
●国民健康保険…P31
　・加入の手続き
　・出産育児一時金
●母子健康手帳…P39

「こんな時には必ずしましょう」

●児童クラブ…P41
●小学校…P42
●中学校…P42
●就学
　援助制度など…P42
●教育相談…P43

●税金…P29
●国民健康保険…P31
●国民年金…P33
●ごみ…P44
●水道…P46
●下水道…P46
●施設…P51

●防災…P22
●火災…P25

生活 老後

緊急時 緊急時

誕　生
●予防接種…P34
●子どもの医療費…P40
●保育園…P41
●育児サポート
　センター…P４１
●幼稚園…P42

育　児 教　育 生　活
●後期高齢者
　医療制度…P32
●介護保険…P32
●国民年金…P33
●高齢者福祉…P37

老　後
●国民健康保険…P31
●国民年金…P33
●選挙…P50

成　人

結　婚

戸籍の届出・各種登録

役場 届け出て
ください

引っ越しに関する届出

へ

●婚姻届…P26
●戸籍…P27
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　基山町は、佐賀県の東端に位置し、福岡県（筑紫野市・小郡
市）、鳥栖市に接する面積22.12㎢の町です。古代官道や長崎
街道など古くから主要道路が町域を通り、現在でも国道3号
線、JR鹿児島本線、九州自動車道が縦走するなど交通の要衝
地として発展してきました。
　また、古代から地形的な条件にも恵まれているため、丘陵
部や平野部に人々が生活を営んでいたことを示す数多くの
遺跡が残されています。
　弥生・古墳時代の遺跡からは、九州をはじめ各地域との交
流を示す遺物が多く出土しています。
　天智4年（665年）には、大宰府防衛のため基山に日本最古
の朝鮮式の山城である基肄城が築かれました。
　この基肄城の麓には、大宰府から南下する古代官道の城
の山道がありました。その古代官道が肥前国府と筑後国府
へ分岐する基肄駅（現JR基山駅付近）には、よその駅の2倍の
馬がおかれていて、その当時から交通の要衝の地であった
ことがうかがえます。
　天正15年（1587年）には、本町を含む基肄郡と養父郡の東
半分が小早川隆景の所領となりました。
　慶長4年（1599年）には対馬島主宗義智の所領となり、江
戸時代を経て明治に至っています。
　明治維新後は、廃藩置県の実施により明治5年（1872年）
の園部村・宮浦村・小倉村・長野村が設置されましたが、同22
年（1889年）に市町村施行令により4か村が合併し、基山村
が誕生しました。
　その後、昭和14年（1939年）1月1日に町制を施行し、現在
に至っています。

基山町のすがた

基山町の
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きざん

き

　基山町は、佐賀県の東端に位置し、福岡県筑紫野市、小郡
市に隣接しており、佐賀県の東の玄関口となっています。
　基山町の面積は、22.12㎢で約3分の2が丘陵です。北部に
は国の特別史跡基肄城跡がある基山を主峰とする筑紫の
山々が連なっています。南部には筑紫平野に向かってひら
けた丘陵地帯が続き、秋光川、山下川等が平野部を貫流し、
いずれも筑後川へと注いでいます。
　周辺の大都市への距離についてみると、20～30km圏内
に福岡市、佐賀市、久留米市があります。JR基山駅から博多
駅、久留米駅までは約20分で通勤には格好の地にあります。
このため、福岡都市圏の住宅地として注目され、佐賀県のな
かでも人口が増加していましたが、近年、徐々に減少に転じ
ています。
　町の西側を県道久留米基山筑紫野線（旧鳥栖筑紫野有料
道路）、東側にはJR鹿児島本線、それに平行して国道3号線、
さらに町の東側を九州縦貫自動車道、南端を九州横断自動
車道が走っており、九州の大動脈として重要な位置を占め
ています。

位置及び地勢
　わたくしたち基山町民は、緑豊かな基山を仰ぎ、歴史にのこる基肄城
跡に誇りをもち、清らかな秋光川の流れとともに生活し、つつじの花の
香あふれる明るく住みよい活力ある町づくりに努めます。

１ 自然と伝統を愛し、美しい町をつくります。
１ 文化と教養を高め、豊かな町をつくります。
１ きまりを守り、平和で住みよい町をつくります。
１ 心と体をきたえて、活力ある町をつくります。
１ 互いに助け合い、うるおいのある町をつくります。

町民憲章

　「きやまん」は基山町の豊かな自然と基肄城を守る防人をイメージし
ており、基山・秋光川がデザインされ、また町の花つつじがあしらわれ
た兜をかぶっています。また、身にまとう鎧の中央には基山町や基肄城
を連想させる基の文字デザインがほどこされています。

基山町のイメージアップと、基山町の
魅力を町内外へ発信するキャラクター

やまみち

「きやまん」

　基山町の頭文字「き」を、雄飛する鳥の姿
に図案化し町の飛躍発展を象徴し町民の協
和を表現。
　なお、「き」の文字の下を切り鋭角で「基山
町」の山を表しています。 

（昭和43年10月1日制定）

町章

　常緑の低木で、つつじ寺は言うに及ばず
広く町内に分布し、春には一斉に色とりど
りの花が咲き人々の目を楽しませてくれ、
基山町のシンボルとして、町民に親しまれ
ています。 

（町木　昭和53年9月1日制定）
（町花　昭和62年11月1日制定）

町花・町木「つつじ」

人口・世帯数

（平成26年1月31日現在）

人口 17,618人
男8,432人
女9,186人

世帯数 6,429世帯

長崎県

佐賀県

福岡県福岡市

唐津市 鳥栖市
基山町

佐賀市
久留米市

概 要

（平成元年5月20日制定）
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イベントカレンダー
　通称「つつじ寺」と呼ばれる大興善寺では75,000㎡の公園内に5万
本のつつじが咲きほこります。
　期間中は大興善寺までの道沿いに土産品などの出店で賑わいます。
JR基山駅から臨時バスが運行
※入場料（期間中）…高校生以上500円、小中学生300円
4月中旬から5月上旬

大興善寺つつじ祭

　7月下旬に開催される「きのくに祭り」は、20年を超える歴史があ
る盛大な夏祭り。JR基山駅前通り・基山モール商店街一帯に露店が並
び、町内のさまざまなグループによるパレードや、つなひき大会、町
民総踊り（盆踊り）など、一日中盛り上がります。

きのくに祭

　大きな鉦を持ち上げて、威勢よく打ち叩く姿が勇壮な「御神幸祭」。
基山町宮浦にある荒穂神社の伝統芸能です。五穀豊穣と無病息災を
祈って秋分の日に行なわれます。日の出前にご神体を神輿に移す神
事が行われ、日の出と共に神社本殿前でさまざまな芸能の奉納がは
じまります。その後、御仮殿へ約1時間かけて行列が歩んでいきます。
奉納芸のひとつ、獅子舞は古く大陸から伝えられたものと考えられ、奈
良平安の芸能の面影を色濃く残しているといわれる貴重なものです。

御神幸祭

　「美しい日本の歩きたくなるみち500
選」にも選ばれた道を歩き、「おもてなしの
町」基山町の自然や地元に根付く工芸・物
産などが楽しめます。
参加無料

JR九州ウォーキング（春）

町民体育大会

　基山町園部にある宝満神社の秋の大祭「園部く
んち」。午前７時半から神輿と神楽に大名行列の御
弓、御鉄砲などがお供をして、宝満神社から御仮殿
へ向かいます。約150メートルの短い距離ですが、
ゆったりと進み、行列の進行中に神楽や挟箱や羽
熊等の演技で楽しませてくれます。午後2時から
同じように各芸能を演じながら宝満神社へと戻り
ます。
10月17日に近い日曜日に開催されます。

園部くんち

　書道から絵画、生け花から舞踊・ダンスまで、幅
広い文化活動の発表の場所です。「作品展示の部」
「芸能の部」「謡曲の部」「茶道の部」に分かれて、日
ごろから精進した成果をお披露目します。見学す
るだけでも楽しい催しです。
　11月の文化の日に合わせて開催されます。

基山町文化祭

　75,000㎡の庭園に500本以上の紅葉が
植えられており、紅葉の色合いと本堂の萱
葺屋根との調和が絶妙なコントラストを醸
し出します。また、幻想的な光が描き出すラ
イトアップもオススメです。
　期間中は大興善寺までの道沿いに土産品
などの出店で賑わいます。
JR基山駅から臨時バスが運行
※入場料（期間中）…高校生以上500円
　　　　　　　　　小中学生300円
11月中旬から12月上旬

大興善寺もみじ祭

　紅葉と銀杏が鮮やかに色づく道を歩き、「おも
てなしの町」基山町の自然や地元に根付く工芸・
物産などが楽しめます。
参加無料
11月下旬の予定です。

JR九州ウォーキング（秋）

　12月上旬に基山の冬の風物詩として定着して
いる「きやまロードレース大会」です。
大会には、毎年のように遠くから参加いただいて
います。
　会場では、豚汁の無料配布や地元特産品の販売
ブースなどが設けられ、大変賑わいます。

きやまロードレース大会

　12月の恒例は、基山町役場や町民会館等を一体
に使って開催される「ふ・れ・あ・いフェスタ」。「自
然」、「食と健康」、「交流」の３つのテーマ毎にエリ
アを分けて行われる大規模なお祭りです。会場に
は所狭しとテントや露店が並び、町の特産品や佐
賀牛、お餅の販売など年末の買い物にも利用され
ます。

ふ・れ・あ・いフェスタ

　基山の酒蔵「基峰鶴酒造」の新酒を試飲でき
ます。
場所：基峰鶴酒造（JR基山駅より徒歩5分）
料金：有料（直売もしています。）
２月下旬～３月上旬に開催される予定です。
※要予約

基峰鶴酒造（基山商店）の蔵開き

イベントカレンダー 　10月上旬に総合グラ
ウンドで開催される基
山町民総出の体育大会
です。むかで競争や縄跳
び競争、玉入れ競争に地
区対抗リレーなど、子供
から大人までみんなでスポーツを楽しむイベント
です。参加する人も、応援する人も一体となって、
家族で一緒に楽しむ大運動会？！
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に使って開催される「ふ・れ・あ・いフェスタ」。「自
然」、「食と健康」、「交流」の３つのテーマ毎にエリ
アを分けて行われる大規模なお祭りです。会場に
は所狭しとテントや露店が並び、町の特産品や佐
賀牛、お餅の販売など年末の買い物にも利用され
ます。

ふ・れ・あ・いフェスタ

　基山の酒蔵「基峰鶴酒造」の新酒を試飲でき
ます。
場所：基峰鶴酒造（JR基山駅より徒歩5分）
料金：有料（直売もしています。）
２月下旬～３月上旬に開催される予定です。
※要予約

基峰鶴酒造（基山商店）の蔵開き

　10月上旬に総合グラ
ウンドで開催される基
山町民総出の体育大会
です。むかで競争や縄跳
び競争、玉入れ競争に地
区対抗リレーなど、子供
から大人までみんなでスポーツを楽しむイベント
です。参加する人も、応援する人も一体となって、
家族で一緒に楽しむ大運動会？！

基山町 暮らしの便利帳 9

基
山
町
ガ
イ
ド



・史 跡 文 財化
基山町

　7世紀後半、朝鮮半島では中国の唐と新羅の連合軍が百済を滅ぼしました。その百済復
興のため、日本は援軍を送る決断をしましたが663年の白村江の戦いで大敗してしまい
ます。このため、唐と新羅の連合軍が国内に攻めてくるかもしれないという緊迫した情勢
が生まれ、中大兄皇子（後の天智天皇）は北部九州や大宰府防衛施設の整備を急ぎまし
た。こうして665年に築かれたのが基肄城です。百済高官の指導により築かれたこの朝鮮
式山城は、大野城とともにわが国最古の山城といわれ、山全体の地形を使い周囲3.9㎞に
城壁を廻らす壮大なもので、今もその雄大さを感じることができます。

基肄城跡 １３００年以上も前の古代に
思いを馳せてみる

■ 国指定特別史跡

■ 町指定重要有形文化財　昭和60年（1985年）5月13日　指定
■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）

　享和2年（1802年）に豪潮律師によって建立さ
れた塔です。発願主である豪潮律師は、寛延2年

（1749年）に肥後国玉名郡に生まれた名僧です。
当時の社会不安を取り除き、平和をもたらそうと
8万4千塔の建立を発願し、大興善寺に最初の塔を
建立しました。
　この塔は、土台に巨石を据え、基礎、塔身、屋
根、相輪によりつくられています。石材は全て花
崗岩を使用しています。

宝篋印塔

　大興善寺（717年創建）の本尊である十一面観音菩薩立像の守護とさ
れています。頭部と体部は一木造り（※一本の木から彫り出してつくる技
法）で、そこに両腕を取り付けています。また、いずれも兜・鎧とつけ、沓を
履き、岩座の上に立っています。 
　多聞天立像は高さ約145㎝で檜を使用し、広目天立像は高さ約149㎝
で栴檀の木を使用しています。いずれも平安時代後期頃につくられたと
いわれています。

■ 国指定重要文化財　昭和25年（1950年）8月29日　指定
■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）

　基山町に関連する資料が集められた資料館。ここには基肄城から出
土した瓦をはじめ、発掘の様子の写真など貴重な資料を見ることが出
来ます。また、基山町と鳥栖市田代を中心に栄えた配置薬産業に関す
る資料なども豊富で、古代から近代までの基山の歴史を知ることが出
来ます。

基山町立歴史民俗資料館 　４月中旬から５月上旬には、本堂裏手
の75,000㎢の庭園につつじ５万本が咲
きます。11月中旬から12月上旬には、紅
葉の絶好スポットとなり、多くの観光客
が訪れます。

つつじ・もみじ

木造多聞天立像・木造広目天立像
もくぞうたもんてんりゅうぞう

ほうきょういんとう

　自然石彫刻板碑は、高さ1m30㎝、幅54㎝の板状の花崗岩に高さ65㎝の制
吒迦童子と思われる像を彫り込んでいます。像の右下には「正平十年 八月十八
日 檀那□（※解読不可） 見向敬白」という銘文があります。
　「正平十年」は西暦1355年にあたり、南北朝時代の南朝方の年号を示して
います。このことからこの一帯が当時南朝の勢力下にあったことがうかがえま
す。
　この板碑は、本来大興善寺近くの農道脇に建てられており、当地域の治病・
安産・災害の除去等を祈願するものとして祀られていたと思われます。

自然石彫像板碑
しぜんせきちょうぞういたひ

もくぞうこうもくてんりゅうぞう

　千塔山遺跡は、基山駅前（モール商店街付近）の標高約50mの小
高い丘陵地にあった、弥生時代終わり頃の環濠集落跡です。
　発掘調査の結果、約40棟の竪穴住居跡が確認されました。また、
集落の周囲は断面が「V」字形や「U」字形の溝に囲まれていました。
　青銅製鋤先は、溝や住居跡から計７点出土し、そのうち２点は完全
な形のものです。鋤とは現在のスコップのようなもので、鋤先とはそ
の先端に装着されるものにあたります。
■ 県指定重要文化財　昭和61年（1986年）3月19日　指定
■ 所在地（所蔵場所）:基山町立歴史民俗資料館・図書館
　 　　　　　　　　 基山町大字宮浦350-6

千塔山遺跡出土青銅製鋤先

千塔山遺跡出土青銅製鋤先
と鋤先イメージ図

千塔山遺跡全景

せんどやまいせき せいどうせいすきさきしゅつど

　大興善寺（717年創建）の本尊であり、12年のうち午年の一度だけ扉が
ひらかれる秘仏とされています。右手に錫杖、左手に水瓶を持ち、方形の岩
座の上に立っています。像の高さは177㎝で、檜とみられる針葉樹を使用し
て、寄木造り（※多くの木を寄せ集めてつくる技法）によってつくられてい
ます。鎌倉時代頃に制作されたものと考えられています。
■ 県指定重要文化財　平成18年（2006年）3月31日　指定
■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）

木造十一面観音菩薩立像
もくぞうじゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう

■ 所在地：基山町宮浦350-6　■ ☎：0942-92-0289
■ 開館時間：午前９時～午後５時　
■ 休館日：月曜日・祝日・館内整理日など

基山町イメージキャラクター
「きやまん」は古代の防人を
イメージしています。

■ 町指定重要有形文化財　　
昭和48年（1973年）３月10日　指定

■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）
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■ 所在地：基山町大字園部3628
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・史 跡 文 財化
基山町

　7世紀後半、朝鮮半島では中国の唐と新羅の連合軍が百済を滅ぼしました。その百済復
興のため、日本は援軍を送る決断をしましたが663年の白村江の戦いで大敗してしまい
ます。このため、唐と新羅の連合軍が国内に攻めてくるかもしれないという緊迫した情勢
が生まれ、中大兄皇子（後の天智天皇）は北部九州や大宰府防衛施設の整備を急ぎまし
た。こうして665年に築かれたのが基肄城です。百済高官の指導により築かれたこの朝鮮
式山城は、大野城とともにわが国最古の山城といわれ、山全体の地形を使い周囲3.9㎞に
城壁を廻らす壮大なもので、今もその雄大さを感じることができます。

基肄城跡 １３００年以上も前の古代に
思いを馳せてみる

■ 国指定特別史跡

■ 町指定重要有形文化財　昭和60年（1985年）5月13日　指定
■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）

　享和2年（1802年）に豪潮律師によって建立さ
れた塔です。発願主である豪潮律師は、寛延2年

（1749年）に肥後国玉名郡に生まれた名僧です。
当時の社会不安を取り除き、平和をもたらそうと
8万4千塔の建立を発願し、大興善寺に最初の塔を
建立しました。
　この塔は、土台に巨石を据え、基礎、塔身、屋
根、相輪によりつくられています。石材は全て花
崗岩を使用しています。

宝篋印塔

　大興善寺（717年創建）の本尊である十一面観音菩薩立像の守護とさ
れています。頭部と体部は一木造り（※一本の木から彫り出してつくる技
法）で、そこに両腕を取り付けています。また、いずれも兜・鎧とつけ、沓を
履き、岩座の上に立っています。 
　多聞天立像は高さ約145㎝で檜を使用し、広目天立像は高さ約149㎝
で栴檀の木を使用しています。いずれも平安時代後期頃につくられたと
いわれています。

■ 国指定重要文化財　昭和25年（1950年）8月29日　指定
■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）

　基山町に関連する資料が集められた資料館。ここには基肄城から出
土した瓦をはじめ、発掘の様子の写真など貴重な資料を見ることが出
来ます。また、基山町と鳥栖市田代を中心に栄えた配置薬産業に関す
る資料なども豊富で、古代から近代までの基山の歴史を知ることが出
来ます。

基山町立歴史民俗資料館 　４月中旬から５月上旬には、本堂裏手
の75,000㎢の庭園につつじ５万本が咲
きます。11月中旬から12月上旬には、紅
葉の絶好スポットとなり、多くの観光客
が訪れます。

つつじ・もみじ

木造多聞天立像・木造広目天立像
もくぞうたもんてんりゅうぞう

ほうきょういんとう

　自然石彫刻板碑は、高さ1m30㎝、幅54㎝の板状の花崗岩に高さ65㎝の制
吒迦童子と思われる像を彫り込んでいます。像の右下には「正平十年 八月十八
日 檀那□（※解読不可） 見向敬白」という銘文があります。
　「正平十年」は西暦1355年にあたり、南北朝時代の南朝方の年号を示して
います。このことからこの一帯が当時南朝の勢力下にあったことがうかがえま
す。
　この板碑は、本来大興善寺近くの農道脇に建てられており、当地域の治病・
安産・災害の除去等を祈願するものとして祀られていたと思われます。

自然石彫像板碑
しぜんせきちょうぞういたひ

もくぞうこうもくてんりゅうぞう

　千塔山遺跡は、基山駅前（モール商店街付近）の標高約50mの小
高い丘陵地にあった、弥生時代終わり頃の環濠集落跡です。
　発掘調査の結果、約40棟の竪穴住居跡が確認されました。また、
集落の周囲は断面が「V」字形や「U」字形の溝に囲まれていました。
　青銅製鋤先は、溝や住居跡から計７点出土し、そのうち２点は完全
な形のものです。鋤とは現在のスコップのようなもので、鋤先とはそ
の先端に装着されるものにあたります。
■ 県指定重要文化財　昭和61年（1986年）3月19日　指定
■ 所在地（所蔵場所）:基山町立歴史民俗資料館・図書館
　 　　　　　　　　 基山町大字宮浦350-6

千塔山遺跡出土青銅製鋤先

千塔山遺跡出土青銅製鋤先
と鋤先イメージ図

千塔山遺跡全景

せんどやまいせき せいどうせいすきさきしゅつど

　大興善寺（717年創建）の本尊であり、12年のうち午年の一度だけ扉が
ひらかれる秘仏とされています。右手に錫杖、左手に水瓶を持ち、方形の岩
座の上に立っています。像の高さは177㎝で、檜とみられる針葉樹を使用し
て、寄木造り（※多くの木を寄せ集めてつくる技法）によってつくられてい
ます。鎌倉時代頃に制作されたものと考えられています。
■ 県指定重要文化財　平成18年（2006年）3月31日　指定
■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）

木造十一面観音菩薩立像
もくぞうじゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう

■ 所在地：基山町宮浦350-6　■ ☎：0942-92-0289
■ 開館時間：午前９時～午後５時　
■ 休館日：月曜日・祝日・館内整理日など

基山町イメージキャラクター
「きやまん」は古代の防人を
イメージしています。

■ 町指定重要有形文化財　　
昭和48年（1973年）３月10日　指定

■ 所在地：大興善寺境内（基山町大字園部3628）
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■ 所在地：基山町大字園部3628
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基山の自然を
楽しもう！

　県道久留米基山筑紫野線、園部インターチェ
ンジから車で５分のところにある「すなぼりが
らす 対翠社」。サンドブラストとは、細かい切
削用砂を空気に混ぜてエアーブラシでガラス
に吹き付けて描く、ガラス工芸品。その作品の
美しさと繊細さから、地元のみならず九州各地
のテレビや雑誌にも多く取り上げられていま
す。雰囲気のある古民家の工房兼ギャラリーで、
ゆっくりと鑑賞できます。お祝いなどでオリジ
ナルのガラス工芸を注文することもできます。
■ 対翠社住所：基山町大字園部2138　■ ☎：0942-92-6632

砂でガラスを刻む
サンドブラスト工芸

　県道久留米基山筑紫野線、宮
浦インターから車で10分。駐車
場から山頂までなだらかな斜面
やスリルがある斜面が広がり、
草スキーを楽しむことが出来、
特に子供達に人気です。シーズ
ン中の土曜・日曜・祝日にはソリ
がレンタルできます。
■ シーズン：3月～5月　9月～11月
■ ソリのレンタル：シーズン中の土曜・日曜・祝日　午前10時～午後4時
■ ソリのレンタル料：１台　300円
■ 駐車場：有（無料）
■ 問合せ先：基山町観光協会　☎50-8226

家族で気軽に
草スキー＆ピクニック
基山山頂から滑り降りる、草スキー

　基山町には設備の整ったキャンプ場があります。炊事場やトイレ
はもちろん、キャンプファイヤー場や運動公園まで備えていて、家
族そろってキャンプを満喫することが出来ます。詳しくは下記にお
問合わせください。
■ 住所：基山町大字小倉2141-1
■ キャンプ場使用料：町内居住者　200円（宿泊の場合は400円）
■ 施設概要：キャンプテントサイト：16張
　　　　　　管理棟・炊事棟・便所棟・運動公園
■ 貸出し品：テント・調理用品・バーベキュー台など
■ 問合せ先：教育学習課　生涯学習係　☎92-2200

基山でキャンプを楽しもう

■ アトリエ石田住所：基山町大字宮浦963-7　■ ☎：0942-92-1289

色鮮やかな
創作ガラスと
木のぬくもり
　県道久留米基山筑紫野線、園部インターチェンジを降りて少しのところ、
JR基山駅から徒歩でも10分のところにある「アトリエ石田」は、注文家具とス
テンドグラスを中心とした創作ガラスの工房兼ギャラリー。店内には所狭し
とガラス工芸品が並び、見ているだけでも楽しい空間です。

　山 頂 か ら は、基 山 町 内・鳥
栖・そして遠くは博多湾や有
明海、雲仙普賢岳まで見渡せ
る絶景なので、家族でのピク
ニックにもおすすめです。

き　 ざん

基山発のアートに
触れてみよう！

レジャー アート
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基山の自然を
楽しもう！

　県道久留米基山筑紫野線、園部インターチェ
ンジから車で５分のところにある「すなぼりが
らす 対翠社」。サンドブラストとは、細かい切
削用砂を空気に混ぜてエアーブラシでガラス
に吹き付けて描く、ガラス工芸品。その作品の
美しさと繊細さから、地元のみならず九州各地
のテレビや雑誌にも多く取り上げられていま
す。雰囲気のある古民家の工房兼ギャラリーで、
ゆっくりと鑑賞できます。お祝いなどでオリジ
ナルのガラス工芸を注文することもできます。
■ 対翠社住所：基山町大字園部2138　■ ☎：0942-92-6632

砂でガラスを刻む
サンドブラスト工芸

　県道久留米基山筑紫野線、宮
浦インターから車で10分。駐車
場から山頂までなだらかな斜面
やスリルがある斜面が広がり、
草スキーを楽しむことが出来、
特に子供達に人気です。シーズ
ン中の土曜・日曜・祝日にはソリ
がレンタルできます。
■ シーズン：3月～5月　9月～11月
■ ソリのレンタル：シーズン中の土曜・日曜・祝日　午前10時～午後4時
■ ソリのレンタル料：１台　300円
■ 駐車場：有（無料）
■ 問合せ先：基山町観光協会　☎50-8226

家族で気軽に
草スキー＆ピクニック
基山山頂から滑り降りる、草スキー

　基山町には設備の整ったキャンプ場があります。炊事場やトイレ
はもちろん、キャンプファイヤー場や運動公園まで備えていて、家
族そろってキャンプを満喫することが出来ます。詳しくは下記にお
問合わせください。
■ 住所：基山町大字小倉2141-1
■ キャンプ場使用料：町内居住者　200円（宿泊の場合は400円）
■ 施設概要：キャンプテントサイト：16張
　　　　　　管理棟・炊事棟・便所棟・運動公園
■ 貸出し品：テント・調理用品・バーベキュー台など
■ 問合せ先：教育学習課　生涯学習係　☎92-2200

基山でキャンプを楽しもう

■ アトリエ石田住所：基山町大字宮浦963-7　■ ☎：0942-92-1289

色鮮やかな
創作ガラスと
木のぬくもり
　県道久留米基山筑紫野線、園部インターチェンジを降りて少しのところ、
JR基山駅から徒歩でも10分のところにある「アトリエ石田」は、注文家具とス
テンドグラスを中心とした創作ガラスの工房兼ギャラリー。店内には所狭し
とガラス工芸品が並び、見ているだけでも楽しい空間です。

　山 頂 か ら は、基 山 町 内・鳥
栖・そして遠くは博多湾や有
明海、雲仙普賢岳まで見渡せ
る絶景なので、家族でのピク
ニックにもおすすめです。

き　 ざん

基山発のアートに
触れてみよう！

レジャー アート
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特産品

味噌・かりんとう
　できるだけ基山産の食材を使い、昔ながらの製法で仕込んだ無添
加・手作り味噌。やさしく香るふるさとの味が人気です。6種類の味
が揃った「かりんとう」もご一緒にどうぞ。
販売場所／直売
販売期間／年中
問／農事組合法人　ちぎりの里
☎／0942-92-0050

きやまのお茶
　一日の寒暖の差が大きい基山は、
農林水産大臣賞の受賞歴を持つ良質
なお茶の産地。その味わい深い香り
から、お土産やおもてなし用のお茶
としても、多くの方にご愛用頂いて
います。
販売場所／直売
販売期間／年中
問／園部製茶　☎／0942-92-2125
　　鶴製茶　　☎／0942-92-2165

きやまの米
　基山町内で収穫された美味しい基山産米を販
売しています。
販売場所／天野商事（株）・久保山鴻米屋
販売期間／年中
問／天野商事（株）　☎／0942-92-2021
　　久保山鴻米屋　☎／0942-92-2602

手づくりハム
　新鮮な豚肉と良質な基山の地下水を使用
してハムやウインナーを手作りしています。
塩分控えめで、素材の味を生かした健康的な
味わいが評判です。
販売場所／ハム工房　花てぼ
販売期間／年中
問／ハム工房　花てぼ
☎／0942-92-5177

天然酵母パン
　焼きたてパンの香ばしい香りに包まれた工房では、地元産品にこ
だわった加工品づくりをモットーに、紫さつまいもやかぼちゃを
使った色鮮やかな天然酵母パンやクッキーを作っています。
販売場所／トートト工房・基山町青空市　　販売期間／年中
問／トートト工房　　☎／0942-92-7858

きやまの酒
　｢基峰鶴｣に代表される基山の美酒は、
背振山系の伏流水に恵まれる本町の清ら
かな水と地元の米から生まれています。
明治初期創業の蔵元「基峰鶴酒造」や町内
の酒店でお求めいただけます。
販売場所／基峰鶴酒造・町内の酒店
販売期間／年中
問／基峰鶴酒造　
☎／0942-92-2300

マコモタケ
　基山町マコモタケ研究会の会
員によって、全国でも希少なマ
コモタケが栽培・出荷されてい
ます。タケノコに似たふくらみ
を持ち、乳白色の茎は柔らかく、
歯触りのいい食感と淡白な味
は、天婦羅や炒め物などどんな
料理にも合います。

販売場所／うちの畑（鳥栖市）
販売期間／10月上旬～11月中旬
問／マコモタケ研究会　飛松
☎／0942-92-6657
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特産品

味噌・かりんとう
　できるだけ基山産の食材を使い、昔ながらの製法で仕込んだ無添
加・手作り味噌。やさしく香るふるさとの味が人気です。6種類の味
が揃った「かりんとう」もご一緒にどうぞ。
販売場所／直売
販売期間／年中
問／農事組合法人　ちぎりの里
☎／0942-92-0050

きやまのお茶
　一日の寒暖の差が大きい基山は、
農林水産大臣賞の受賞歴を持つ良質
なお茶の産地。その味わい深い香り
から、お土産やおもてなし用のお茶
としても、多くの方にご愛用頂いて
います。
販売場所／直売
販売期間／年中
問／園部製茶　☎／0942-92-2125
　　鶴製茶　　☎／0942-92-2165

きやまの米
　基山町内で収穫された美味しい基山産米を販
売しています。
販売場所／天野商事（株）・久保山鴻米屋
販売期間／年中
問／天野商事（株）　☎／0942-92-2021
　　久保山鴻米屋　☎／0942-92-2602

手づくりハム
　新鮮な豚肉と良質な基山の地下水を使用
してハムやウインナーを手作りしています。
塩分控えめで、素材の味を生かした健康的な
味わいが評判です。
販売場所／ハム工房　花てぼ
販売期間／年中
問／ハム工房　花てぼ
☎／0942-92-5177

天然酵母パン
　焼きたてパンの香ばしい香りに包まれた工房では、地元産品にこ
だわった加工品づくりをモットーに、紫さつまいもやかぼちゃを
使った色鮮やかな天然酵母パンやクッキーを作っています。
販売場所／トートト工房・基山町青空市　　販売期間／年中
問／トートト工房　　☎／0942-92-7858

きやまの酒
　｢基峰鶴｣に代表される基山の美酒は、
背振山系の伏流水に恵まれる本町の清ら
かな水と地元の米から生まれています。
明治初期創業の蔵元「基峰鶴酒造」や町内
の酒店でお求めいただけます。
販売場所／基峰鶴酒造・町内の酒店
販売期間／年中
問／基峰鶴酒造　
☎／0942-92-2300

マコモタケ
　基山町マコモタケ研究会の会
員によって、全国でも希少なマ
コモタケが栽培・出荷されてい
ます。タケノコに似たふくらみ
を持ち、乳白色の茎は柔らかく、
歯触りのいい食感と淡白な味
は、天婦羅や炒め物などどんな
料理にも合います。

販売場所／うちの畑（鳥栖市）
販売期間／10月上旬～11月中旬
問／マコモタケ研究会　飛松
☎／0942-92-6657
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基山特産品

アスパラガス
　基山町は、アスパラガス栽培技術の主流であるハ
ウス長期多収技術の発祥地。美味しいアスパラガス
を丹精込めて育てています。青空市のほか、野菜直売
所やハウス近隣の無人販売所でもお求め頂けます。
販売場所／基山町青空市
販売期間／２月～10月
問／麓野菜集出荷場
☎／0942-83-6111

いちご
　酸味が少なく、すっきりとした
甘さで大人気の佐賀ブランド「さ
がほのか」を、加温ハウスで高設
栽培しています。
販売場所／けやき台朝市
販売期間／12月～5月
問／基山町役場農林環境課
☎／0942-92-7945

基山町青空市
　地元の人はもちろん、近隣市町からも安くて新鮮
な野菜を求めて多くの人が集まります。早朝6時の
オープンからにぎわいを見せ、新鮮な野菜が次々と
買われていきます。
開催場所／JA基山支所
開催日／毎週水・土曜日　午前６時～
問／JA基山支所
☎／0942-92-2311

けやき台朝市
　新鮮な季節の野菜のほか、お米やお茶などの物産
も並ぶ朝市。オープン前からたくさんの人でにぎわ
い、早々に商品が買われていきますので、お越しの際
はお早めにどうぞ。
開催場所／けやき台猪の浦公園
開催日／毎週日曜日　午前８時～
問／基山町役場　農林環境課
☎／0942-92-7945

みかん
　貯蔵みかんを主流に栽培しており、適正管
理をしっかりしながら、今後も品質面でさら
なる向上が期待されています。
販売場所／基山町青空市
販売期間／11月～3月上旬
問／JA基山支所
☎／0942-92-2311

ブルーベリー
　800本のブルーベリーの木をポット栽培
しています。6月上旬～ 8月までが旬。町内の
ころころ保育園では、ブルーベリーパンを販
売しています。ブルーベリーの実の予約も承
ります。
販売場所／木原鮮魚店・ころころ保育園
販売期間／6月上旬～8月
問／ベリーズクラブ
☎／0942-81-0433

ぶどう
　巨峰、竜宝、ヒムロットなどの品種を栽培していま
す。化学肥料をあまり使わずに、一房一房大切に育て
ています。
販売場所／基山町青空市
販売期間／８月上旬～10月上旬
問／基山町役場　農林環境課
☎／0942-92-7945

柿
　丸みを帯びて色つやが良い基山の甘柿は、古くか
ら園部の山麓部の傾斜地を利用して栽培を行ってい
ます。自然の水と太陽の光をじゅうぶんに受けた「基
山柿」の銘柄は、産地代表の果物です。
販売場所／柿選果場
販売期間／9月下旬～12月上旬
問／麓野菜集出荷場　☎／0942-83-6111
　　柿選果場　　　　☎／0942-92-2251
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基山特産品

アスパラガス
　基山町は、アスパラガス栽培技術の主流であるハ
ウス長期多収技術の発祥地。美味しいアスパラガス
を丹精込めて育てています。青空市のほか、野菜直売
所やハウス近隣の無人販売所でもお求め頂けます。
販売場所／基山町青空市
販売期間／２月～10月
問／麓野菜集出荷場
☎／0942-83-6111

いちご
　酸味が少なく、すっきりとした
甘さで大人気の佐賀ブランド「さ
がほのか」を、加温ハウスで高設
栽培しています。
販売場所／けやき台朝市
販売期間／12月～5月
問／基山町役場農林環境課
☎／0942-92-7945

基山町青空市
　地元の人はもちろん、近隣市町からも安くて新鮮
な野菜を求めて多くの人が集まります。早朝6時の
オープンからにぎわいを見せ、新鮮な野菜が次々と
買われていきます。
開催場所／JA基山支所
開催日／毎週水・土曜日　午前６時～
問／JA基山支所
☎／0942-92-2311

けやき台朝市
　新鮮な季節の野菜のほか、お米やお茶などの物産
も並ぶ朝市。オープン前からたくさんの人でにぎわ
い、早々に商品が買われていきますので、お越しの際
はお早めにどうぞ。
開催場所／けやき台猪の浦公園
開催日／毎週日曜日　午前８時～
問／基山町役場　農林環境課
☎／0942-92-7945

みかん
　貯蔵みかんを主流に栽培しており、適正管
理をしっかりしながら、今後も品質面でさら
なる向上が期待されています。
販売場所／基山町青空市
販売期間／11月～3月上旬
問／JA基山支所
☎／0942-92-2311

ブルーベリー
　800本のブルーベリーの木をポット栽培
しています。6月上旬～ 8月までが旬。町内の
ころころ保育園では、ブルーベリーパンを販
売しています。ブルーベリーの実の予約も承
ります。
販売場所／木原鮮魚店・ころころ保育園
販売期間／6月上旬～8月
問／ベリーズクラブ
☎／0942-81-0433

ぶどう
　巨峰、竜宝、ヒムロットなどの品種を栽培していま
す。化学肥料をあまり使わずに、一房一房大切に育て
ています。
販売場所／基山町青空市
販売期間／８月上旬～10月上旬
問／基山町役場　農林環境課
☎／0942-92-7945

柿
　丸みを帯びて色つやが良い基山の甘柿は、古くか
ら園部の山麓部の傾斜地を利用して栽培を行ってい
ます。自然の水と太陽の光をじゅうぶんに受けた「基
山柿」の銘柄は、産地代表の果物です。
販売場所／柿選果場
販売期間／9月下旬～12月上旬
問／麓野菜集出荷場　☎／0942-83-6111
　　柿選果場　　　　☎／0942-92-2251
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年次
総人口（人）

世帯数
自然動態（人） 社会動態（人）

男 女 出生 死亡 転入 転出
昭和45年 9,643 4,616 5,027 1,971 177 90 642 598 
昭和50年 10,953 5,255 5,698 2,475 198 84 669 683 
昭和55年 11,391 5,545 5,846 2,659 160 101 1,084 648 
昭和60年 13,342 6,417 6,925 3,514 183 93 679 615 
平成２年 13,982 6,667 7,315 3,738 117 108 1,267 534 
平成７年 17,997 8,618 9,379 5,126 198 95 1,145 785 
平成12年 18,996 9,070 9,926 5,761 158 109 779 967 
平成17年 18,616 8,920 9,696 5,948 130 126 714 866 
平成22年 17,923 8,557 9,366 6,201 117 167 716 843 
平成25年 17,561 8,389 9,172 6,350 124 183 679 838 

年次 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成25年 
（参考資料）

0歳～4歳 801 1024 871 926 834 1005 876 731 622 618
５歳～９歳 741 928 1016 1145 1054 1334 1093 937 744 730
10歳～14歳 813 775 952 1248 1251 1544 1506 1161 988 840
15歳～19歳 1055 843 788 992 1248 1515 1546 1460 1047 999
20歳～24歳 1023 1004 791 754 864 1214 1211 1212 1061 1024
25歳～29歳 734 1005 893 798 701 954 1150 1061 1018 1048
30歳～34歳 625 842 946 1041 834 967 894 1033 932 952
35歳～39歳 679 726 842 1209 1108 1375 1078 915 980 968
40歳～44歳 664 705 733 973 1230 1572 1443 1072 896 1012
45歳～49歳 541 706 718 791 975 1501 1606 1409 1054 930
50歳～54歳 432 557 701 744 805 1088 1546 1561 1377 1200
55歳～59歳 393 448 581 774 764 921 1145 1570 1545 1444
60歳～64歳 382 408 454 608 774 832 948 1137 1542 1659
65歳～69歳 318 362 393 449 604 815 842 922 1115 1232
70歳～74歳 250 299 328 393 442 604 791 824 884 1016
75歳以上 284 391 494 650 967 1203 1501 1884 1980 1944
不詳 52
合計 9735 11023 11501 13495 14455 18444 19176 18889 17837 17616

住民基本台帳人口の推移
統計情報

国勢調査の年齢階級別人口

※平成25年は「住民基本台帳人口」の数値

★面積〔県下第18位〕 （K㎡）
総　面　積

（平23.10.1）
耕　地

（平24.1.1）
山　林

（平24.1.1）
22.12 4.21 7.86

★選挙人名簿登録者数（平24.12.2現在）
男 女 計

6,758人 7,713人 14,471人

議会（平成25.4.26現在）
区　分 氏　名 任期満了日 報酬（月額）

議　長 とりかい　かつみ　
鳥飼　勝美 平成27年4月26日 343.0 千円

副議長 　はやし　　ひろふみ

 林　　博文 平成27年4月26日 279.0 千円

議員数 定　数
13人

党派別議員数 社民1、共産2、無所属９

職員（平25．4．1） （人、円）
区　分 職員数 人口千人当

職員数 職員給料（一般行政職）

一 般 行 政 部 門 102 5.8 平 均 年 齢 41.2
教 育・消 防 部 門 23 1.31 平 均 給 料 月 額 321,000
公 営 企 業 等 部 門 12 0.68 

計 137 7.79
※平均給料月額は、百円未満四捨五入

★産業構造 （百万円、人）
区分 総生産額（平21年度） 就業人口（平22国調）

第１次 202 0.4 ％ 273 3.4 ％
第２次 20,350 39.8 ％ 1,896 23.4 ％
第３次 30,592 59.8 ％ 5,941 73.2 ％

計 ☆50,571 ◎8,110 100.0 ％
☆「帰属利子」を除く計。　◎「分類不能の産業」を除く。
★産業の状況 （人、百万円）

農　　業　　（H22.2.1）
農 家 数 （戸） 257 
農業就業人口 162 

経営耕地面積（ha） 284 
工　　業　　（H22.12.31）

事業所数 33
従業者数 2,342

製造品出荷額等 54,585
商　　業　　（H19.6.1）

事業所数 191
従業者数 1,156

年間商品販売額 41,023
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★主要指標等 （百万円、％）
区　　　分 21決算 22決算 23決算
財政力指数 0.727 0.699 0.676 

実質収支比率 3.0 4.5 3.4 
経常収支比率 92.8 87.2 92.4 

内
訳

人件費 27.7 25.5 27.7 
物件費 12.7 12.4 12.5 

維持補修費 0.9 0.7 0.8 
扶助費 4.6 4.7 5.1 

補助費等 15.8 15.8 16.3 
公債費 20.7 18.8 19.4 

公債費比率 16.1 － －
〃（含債務負担） 19.3 － －
公債費負担比率 18.9 16.5 17.2 
起債制限比率 13.6 － －

実質公債費比率 14.4 14.5 14.9 
実質赤字比率 － － －

連結実質赤字比率 － － －
将来負担比率 104.9 83.2 64.0 

財政調整積立金現在高 263 363 452 
減債積立金現在高 147 261 355 

その他の積立金現在高 1,528 1,624 1,683 
地方債現在高 6,839 6,741 6,530 

債務負担行為（未済） 1,754 1,667 1,436 

★主な歳入歳出 （百万円、％）
区　　　分 21決算・構成比 22決算・構成比 23決算・構成比

地方税 2,397 41.9 2,339 39.6 2,315 40.6 
地方交付税 946 16.5 1,097 18.6 1,200 21.1 
国県支出金 1,031 18.0 900 15.2 835 14.6 

地方債 488 8.5 535 9.1 443 7.8 
歳入計 5,720 100.0 5,911 100.0 5,701 100.0 

義務的経費 2,507 44.9 2,649 46.2 2,740 49.2 
うち人件費 1,211 21.7 1,175 20.5 1,225 22.0 
うち扶助費 488 8.7 699 12.2 730 13.1 
うち公債費 808 14.5 775 13.5 785 14.1 

物件費 771 13.8 754 13.2 723 13.0 
補助費等 1,003 18.0 741 12.9 779 14.0 

普通建設事業費 586 10.5 507 8.8 370 6.6 
うち単独事業費 347 6.2 239 4.2 148 2.7 

歳出計 5,587 100.0 5,730 100.0 5,564 100.0 
標準財政規模 3,825 － 3,963 － 3,982 －

※単位による四捨五入により合計と内訳が一致しない場合がある。

★財源状況（構成比） （％）
区　分 21決算 22決算 22類団 23決算 23県平均

一般財源 73.7 79.0 74.6 79.6 68.4 
特定財源 26.3 21.0 25.4 20.4 31.6 
自主財源 52.0 52.4 38.3 51.9 37.5 
依存財源 48.0 47.6 61.7 48.1 62.5 

★性質別支出状況（構成比） （％）
区分 21決算 22決算 22類団 23決算 23県平均

義務的経費 44.9 46.2 41.0 49.2 47.8 
投資的経費 11.3 9.2 14.9 6.7 13.3 

その他の経費 43.8 44.6 44.1 44.1 38.9 

★税の状況 （％） （円） （％）
徴収率 Ｈ23適用税率

22決算 23決算 個人均等割 法人均等割 法人税割 純固定資産税
現年市町民税 現年純固資税 現年計 現滞計 現年市町民税 現年純固資税 現年計 現滞計 3,000 60,000～

3,600,000 14.7 1.4 99.0 99.3 99.2 97.4 99.0 99.2 99.2 97.3 

教育（平25．5．1）
区　　分 幼稚園 小学校 中学校

箇所（校）数 2 2 2 
児童生徒数（人） 262 892 677

福祉（平25．3．31）
区　　分 保育所 養老ホーム 特老ホーム
施設数 2 1 1

定員（人） 350 70 80

★公共施設整備状況 （％）

区分 17
当該団体 類　団

道路 改良率 44.5 47.6 
舗装率 89.9 72.4 

橋りょう 永久橋比率 100.0 97.2 
◎都市公園等 人口一人当面積（㎡） 10.7 12.1 

し尿 収集率 67.3 31.7 
ごみ 収集率 100.0 94.4 

上水道等 普及率 82.3 94.1 
◎下水道等 普及率 86.3 68.7 

小学校 非木造校舎面積比率 99.9 98.5 
中学校 非木造校舎面積比率 100.0 98.9 

◎H22年度簡易調査数値

←債務負担行為は翌年度以降の支出予定額を年度額とする。
　（各年度の決算は、「臨時財政対策債」を含む。）

★決算収支 （百万円）

歳入 歳出 形式収支 実質収支 積立金
（財政調整基金） 繰上償還金 積 立 金

取崩し額
実質

単年度収支
21決算 5,720 5,587 133 116 53 0 0 165
22決算 5,911 5,730 181 180 100 4 0 168
23決算 5,701 5,564 137 137 90 0 0 47

（★）の箇所は、「佐賀県市町村ハンドブック（平成25年4月）」 
　　から引用
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日曜・祝日の救急医療

鳥栖市休日救急医療センター

0942-83-0119

鳥栖市本町 3 丁目 1496-1 
（鳥栖市保健センター西側）

公共施設
基山町子育て交流広場（保健センター内）0942-92-6630 宮浦 666
基山町社会福祉協議会・基山町シルバー
人材センター 0942-92-3311 宮浦 160-2

基山町総合体育館 0942-92-2822 宮浦 666
基山町葬祭公園 0942-92-2218 園部 4493
基山町保健センター 0942-92-2045 宮浦 666
基山町民会館 0942-92-1211 宮浦 666
基山町立図書館 0942-92-0289 宮浦 350-6
基山町老人憩いの家 0942-92-8295 宮浦 1026-1
クリーンヒル宝満 092-926-5300 筑紫野市大字原田 1389
基山町福祉交流館 0942-92-2101 宮浦 1006-1
警察機関
鳥栖基山警察署基山交番 0942-92-2018 宮浦 963-5
鳥栖警察署 0942-83-2131 鳥栖市元町 1234-5
消防機関
鳥栖・三養基地区消防事務組合基山分署 0942-92-7911 宮浦 1037-1
鳥栖・三養基地区消防本部 0942-85-0119 鳥栖市本町 3-1488-1 
郵便局
基山郵便局 0942-92-2500 宮浦 250-1
高島団地簡易郵便局 0942-92-5719 小倉 366-34
交通機関
JR 九州　基山駅 0942-92-2208 小倉 532
JR 九州　けやき台駅 0942-92-3984 小倉 1871
甘木鉄道 0946-23-1111 朝倉市甘木 1320
学校
基山町立基山小学校 0942-92-2431 宮浦 41
基山町立若基小学校 0942-92-0410 けやき台 2-2
基山町立基山中学校 0942-92-2203 宮浦 941
東明館中学校・高等学校 0942-92-5775 宮浦 683 イ
コスモス教室 0942-92-0950 けやき台 2-2
ひまわり教室 0942-92-2733 宮浦 39-1
基山幼稚園 0942-92-5812 小倉 383-2
見真幼稚園 0942-92-0222 宮浦 815
基山町立基山保育園 0942-92-2305 宮浦 51-1
ころころ保育園 0942-92-3785 長野 1121-128
たんぽぽ保育園 0942-92-0381 小倉 805-1
ちびはる保育園基山 0942-92-8081 宮浦 102-4

くらしの電話番号一覧

国
道
34
号
線

鳥栖市役所

消防署

鳥栖市休日
救急医療センター
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いざというときに
平常時から準備しておくこと
▶▷�総務課  ☎92-7915

○ 家具転倒防止の事例

○�家具を固定するときは、柱や壁の下
地のある部分などに金具等を取り
付ける
○�じゅうたんなどのやわらかい床は
滑るため、背の高い家具は置かない
○�家具の上部には軽いものを、下部に
は重いものを収納する
○�寝る場所や出入口付近には家具を
置かない
○�ガラス（窓、家具）に飛散防止フィル
ムを貼る

○ 家の中の安全対策ポイント

本棚 壁と本棚をベルトで固定
戸棚 扉に金具などを使って開閉防止
サイドボード 柵を使って落下防止
食器棚 Ｌ字型金具を使って壁などに固定

ピアノ ①台の下に固定板を敷く
②固定板にピアノ足を金具で固定

タンス
①壁などに金具で固定
②上下の家具を金具で固定
③差し木などをタンスの下に入れて転倒防止
④下地のしっかりした天井との間を固定

　普段から災害等の万が一の事態に備えて準備してお
きましょう。

◦避難所・避難路の確認！
　家族全員で自分の地区の避難所を確認し、避難所に行
くための安全なルートの確認をしておきましょう。

◦持出し品の確認！
　避難時の持出し品は、日頃から準備しておき、保管場
所を家族全員で決めておきましょう。
　非常食や飲料水などは、定期的に確認し、新しいもの
と取替えましょう。

◦気象情報に注意！
　日頃からテレビやラジオ、インターネットで気象情
報・災害情報に注意しましょう。町からの情報などにも
注意しましょう。

◦一人住まいのお年寄りなどに気配りを！
　自分の家族や住まいだけでなく、積極的に地域全体に
も目を向けましょう。
○ 家具を固定しよう
　地震対策で最も身近にできるのが家具類の転倒防止
です。1995年の阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊・家
具などの転倒による圧迫死が死亡者全体の約88%でし
た。室内での居住者被害を防ぎ、安全な避難経路を確保
するためにも、家具を固定しておくことが重要です。家
庭で知恵を出し合って、安全・安心な暮らしを確保しま
しょう。

非常時持ち出し品チェックリスト
▶▷�総務課  ☎92-7915

　災害時に困らないよう常備しておきましょう。

■ 飲料水
一人一日3ℓが目安。

■ 食料品
乾パン・缶詰・ビスケット
・チョコレートなど。
※ 赤ちゃんのいる家庭は、  

粉ミルク・ほ乳びんなども。

■ 缶切り
多機能なものが便利。

■ マッチ・ライター
湿気やガス切れに注意。
防水マッチも市販されて
いる。

■ 医薬品
消毒薬・胃腸薬・脱脂綿・バンソウ
コウ・包帯・持病の薬。

■ 貴重品
現金（小銭も）・
預金通帳・印鑑
など。

※ いざという時に、すぐ持ち出せるよう
に保管場所を決めておきましょう

■ ヘルメット・防災頭巾
飛来物や落下物から頭を
保護するものをすぐに
取り出せる所に。

■ 手袋（軍手）
ガレキの撤去や救助に、
厚手のものを用意。

■ ろうそく
濡れない様にビニール袋に入れ
て、保管する。

■ 懐中電灯
夜間、すぐに手の届く場所に。

■ ラジオ
情報収集に欠かせない。
懐中電灯と一体型の
ものも便利。

■ 乾電池予備
ラジオや懐中電灯に
使用するものを少し
多めに。

■ 衣類
雨具・下着・
ジャンパー・
タオルなど。

■ 毛布
寝袋や・体温を逃さない
サバイバルシート
なども重宝。

■ 運動靴
避難する時にけがを
防止するために。すぐ
に取り出せる所に。

まめ知識　家族一人当たり3日分を用意。持出し品の重さの目安は、男性が15kg、女性が10kg程度。
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指定避難施設
地区 施設名 所在地 電話番号

町内全域 基山町民会館 宮浦666 92-1211
町内全域 基山町総合体育館 宮浦666 92-2822

町内全域 基山町保健センター
（福祉避難所） 宮浦666 92-2045

予備避難施設
地区 施設名 所在地 電話番号

1区、4区、9区、11区、
12区 基山中学校 宮浦941 92-2203

3区、5区、8区、10区、
13区 基山小学校 宮浦41 92-2431

6区、14区、15区、
16区、17区 若基小学校 けやき台2-2 92-0410

2区 2区公民館 園部2339-1 なし
7区 7区公民館 長野570-8 なし

町内全域 老人憩の家
（福祉避難所）宮浦1026-1 92-8295

指定避難施設
地区 施設名 所在地 電話番号

町内全域 基山町民会館 宮浦666 92-1211

※自主避難をされる方は事前にご連絡ください。
基山町役場（代表） 92-2011
総務課（直通） 92-7915
総務課FAX 92-2084
メールアドレス soumu@town.kiyama.lg.jp

○緊急避難場所
　町では、台風・地震等の災害が発生した場合、または発
生の恐れがあると判断した場合、住民の方々に対し避難
の勧告、指示を行い、安全な場所への移動を呼びかけま
す。この際、多数の避難者が予想されるため、次の施設を
避難所として指定しています。

○自主避難場所
　大雨や台風接近などで身の回りに危険を感じ、個人ま
たは家族単位で自主的に避難を行う場合（自主避難）は、
基山町民会館をご利用ください。

避難場所
▶▷�総務課  ☎92-7915
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地震の備え
▶▷�総務課  ☎92-7915

◦�地震から身を守るための10か条

▶▷�総務課  ☎92-7915
「防災ネット　あんあん」配信中！

　佐賀県では、携帯電話等のメール機能を使った防災・
安全・安心情報を配信するシステム「防災ネット　あん
あん」を運用しています。ぜひ登録して、地域の防災活動
や安全・安心の確保に役立てましょう。
◦利用登録の方法
　携帯電話等に下記の登録サイトアドレスを直接入力
するか、又はQRコードを読み取ってください。
【登録サイトアドレス】�http://esam.jp
【QRコード】

※�詳しい登録方法は、県庁のホームペー
ジに登録マニュアルが掲載されてい
ます。
http://www.pref.saga.lg.jp/web/
anantouroku.html

　この無線システムは、災害の発生が予想される時や災
害発生時に災害関連情報や避難場所などの情報を町民
の皆様に一斉にお知らせするシステムです。
◦�無線でお知らせする内容
・�災害（地震、台風、竜巻、水害等）や武力攻撃事態などに
より、町民の生命や財産に重大な影響を及ぼすことが
ある場合の警戒情報や避難情報。
・�事故、事件情報（大規模な事故、行方不明者捜索、凶悪犯
罪など）。
・行政情報（選挙啓発など）。
※�毎月1日には無線機器の点検を兼ねて午後3時に音楽
をならしています。

▶▷�総務課  ☎92-7915
基山町防災行政無線について

　地震が起こったら、まず身の安
全を確保しましょう。

1. わが身の安全を確保する

　揺れが治まったら、すぐに調理
器具や暖房器具など火の始末を
しましょう。

2. 火の始末をする

　建物が歪んで出口が開かなく
なる事があるので、ドアを開けて
出口を確保しましょう。

3. 出口を確保する

　火事を見つけたら、大声で叫ん
で隣近所に知らせましょう。
　協力して、まずは初期消火を行
いましょう。

4. 火が出たら消火する

　外に出るときは、瓦やガラスな
どの落下物に注意して、落ち着い
て行動しましょう。

5. あわてて外に飛び出さない

　狭い路地や塀際は、瓦が落ちて
きたり塀が倒れてくる危険がありま
す。また、崖や川べりは地盤が緩ん
で崩れやすくなっている場合があり
ます。近付かないようにしましょう。

6. 狭い路地や塀際、崖や川べりには近付かない

　山間部や海の近くで地震に遭遇
した時は、早めに避難の準備をしま
しょう。

7. 山崩れや津波に注意する

　荷物は必要最小限にして、車は
使わず徒歩で避難場所や避難所に
避難しましょう。

8. 最小限の荷物を持って、
    徒歩で避難する

　お年寄り、体の不自由な人、けが
人などに声をかけて、助け合いま
しょう。

9. 協力して応急救護を行う

　噂やデマに惑わされず、ラジオな
ど信頼できる情報をもとに落ち着
いて行動しましょう。

10. 正しい情報を入手する
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◦緊急速報エリアメールについて
　基山町では、避難勧告等の緊急かつ重要な情報を、町
民の皆様に迅速・確実に伝達するため、平成23年8月よ
り配信を開始しているＮＴＴドコモの緊急速報「エリア
メール」に加え、ソフトバンクモバイル、ＫＤＤＩが提供
する緊急速報メールの配信を開始しました。
○配信情報
　1．�基山町が配信する情報（避難勧告、避難指示、その

他緊急かつ重要な情報）
　2．気象庁が配信する情報（緊急地震速報）
※�受信可能機種や機種ごとの「受信設定」方法など、詳し
くは、各携帯電話事業者のホームページでご確認くだ
さい。

▶▷�総務課  ☎92-7915
緊急速報メール配信中

◦1．避難行動要支援者登録制度とは
　災害が発生又は発生が予想されるとき、自力で避難す
ることが困難で地域避難支援者の支援を要する人（避難
行動要支援者）をあらかじめ登録し、災害時の迅速・的確
な支援に役立てることを目的とした制度です。
◦2．登録対象者
　登録対象者は、次のような人で、災害時の避難行動に
支援が必要な人です。
　（1）�高齢者（ひとり暮らし高齢者、昼間家族が不在の

高齢者、体力の弱った高齢者夫婦、寝たきり高齢
者、認知症高齢者）

　（2）�身体障害者（視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由
者、内部機能障害者等）

　（3）知的障害者　　（4）精神障害者
　（5）自閉症者　　　（6）難病患者・人工透析患者
　（7）乳幼児　　　　（8）日本語に不慣れな外国人
　（9）その他支援が必要な方
◦3．地域支援者とは
　要支援者に対する普段からの見守りや、災害が発生し
そうな場合や発生した時に、災害に関する情報を伝達し
たり、安否確認、避難誘導等の支援を行っていただく方
です。支援者は、あくまでも善意と地域の助け合いによ
り支援を行ってもらうものであり、災害時に支援ができ
なくても決して責任を伴うものではありません。
◦4．登録方法
　（1）�各地区の民生・児童委員が登録対象者を訪問し、

登録の働きかけを行います。登録申請書に本人又
は代理人が必要事項を記入後、民生・児童委員に
届けてください。

　（2）�役場健康福祉課福祉係へ直接お越しいただき、登
録申請書に本人又は代理人が必要事項を記入後、
提出してください。

※�登録情報を関係機関に提供することについての同意
が必要です。登録された情報は、町の防災担当課、福祉
担当課で共有するほか、申請者の同意を前提に区長、
民生・児童委員、社会福祉協議会、消防署、消防団、警察
署、地域避難支援者に情報提供されます。

▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964
避難行動要支援者登録制度

◦基山町消防団
○基山町消防団について
　基山町消防団は、町内に居住し、または勤務する年齢
20歳以上の者で構成され、平成25年4月1日現在187名
（条例定数197名）の団員がいます。消防団の主な活動
は、火災時の消火活動・水害時の災害防止活動ですが、
平時は、毎年春秋二回の火災予防運動や有事に備えて
の車両・機械・器具の点検を行うとともに放水訓練も随
時行っています。また、団員は各自の職業に従事しなが
ら、消防団員として、地域住民の生命・財産を守るため頑
張っています。
◦消防団の活動内容について
○１．火災予防広報
　毎月15日（防災の日）、春・秋の火災予防運動期間中及
び年末警戒中に、消防車で予防広報を行う。
○２．教養訓練
　3月　新部長特別訓練
　5月　�特別教養訓練（一般団員、新入団員、女性団員単

位）
　8月　夏季訓練（操法訓練）
○３．火災防御訓練
　春・秋の火災予防運動期間中（年2回）、鳥栖・三養基地
区消防事務組合と合同で火災防御訓練を行う。

▶▷�総務課  ☎92-7915
基山町消防団

■災害用伝言ダイヤル（171）について

■災害用伝言板サービス
　災害発生時などに、携帯電話を利用して安
否情報を登録でき、携帯電話やパソコンから
確認することができます。
●NTTドコモ　http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
●KDDI：au　http://dengon.ezweb.ne.jp/
●ソフトバンクモバイル　http://dengon.softbank.ne.jp/
●イー・モバイル　http://dengon.emnet.ne.jp/
●ウィルコム　http://dengon.willcom-inc.com

　大災害に際し、被災地との通話が困難
になった場合、災害用伝言ダイヤルが使
用できます。

1 7 1 をダイヤルした後、
ガイダンスに従ってください。

171
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届出・証明
住民異動に関する届出（転入・転出・転居など）
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932

名称 届出期間 届出をする人 届出に必要なもの

転入届 転入した日から14日以内 本人または世帯主
・転出証明書
・印鑑
・�届出人の身分証明書（運転免許証等）

転出届 あらかじめ
（転出後14日以内を含む） 本人または世帯主

・印鑑
・�国民健康保険証（加入者のみ）
・�届出人の身分証明書（運転免許証等）

転居届 転居した日から14日以内 本人または世帯主
・印鑑
・�国民健康保険証（加入者のみ）
・�届出人の身分証明書（運転免許証等）

　開庁時間（午前8時30分～午後5時15分）以外でも戸籍の届出は可能です。
　詳しくは、税務住民課�住民係にお問い合わせください。

名称 届出期間 届出をする人 届出に必要なもの

出生届 出生した日から14日以内
（出生日を含む） 父または母

・出生届書
・出生証明書
・母子健康手帳
・印鑑

死亡届 死亡を知った日から7日以内 親族
・死亡届書
・死亡診断書等
・印鑑
・火葬料（死亡された方の住所が町内の場合1万円、町外の場合5万円）

婚姻届 婚姻する2人

・婚姻届書
・2人の旧姓の印鑑
・�本籍が町外の場合は戸籍謄本
・�国民健康保険書証（加入者のみ）
・�20歳以上の証人2人の署名等
・未成年者は親の同意書

離婚届
調停・裁判離婚の場合は調停
成立の日又は裁判確定の日
から10日以内

夫及び妻
（調停・裁判離婚の
場合は申立人のみ）

・離婚届書
・夫、妻の印鑑
・本籍が町外の場合は戸籍謄本
・国民健康保険書証（加入者のみ）
・20歳以上の証人2人の署名等が必要（調停・裁判離婚の場合は不要）

転籍届 筆頭者及び配偶者
・転籍届書
・夫、妻の印鑑
・戸籍謄本（町内間の転籍は不要）

戸籍に関する届出（出生・死亡・婚姻・離婚・転籍など）
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932
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　本人確認できる書類をご提示ください
　住民票や戸籍に関する届出または証明書の交付申請等を行う場合、不正請求を防止し、個人情報を守るため窓口に来られ
た方の本人確認が必要です。ご協力をお願いします。
【本人確認書類】※有効期間内のものに限られます。
・一つの書類で確認するもの
国または地方公共団体の機関が発行した写真の添付のある書類
運転免許証、運転経歴証明証、旅券、住民基本台帳カード（写真つき）、在留カード等
・複数の書類で確認するもの
公的機関が発行した書類
健康保険・介護保険・後期高齢医療の被保険者証、住民基本台帳カード（写真なし）等

印鑑登録に関する届出
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932

印鑑登録できる人 満15歳以上で基山町の住民基本台帳に記載されている人

申請に必要なもの 本人が、運転免許証など顔写真のある官公署発行の証明書を持参し、申請してください。顔写真つきの証明書がな
かったり、代理人の申請の場合は、事前にお問い合わせください。

登録できない印鑑

・ゴム印など変形するもの
・印影の大きさが8ミリ以下または25ミリ以上のもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
・氏名以外の事項を表しているもの
・大幅に損傷摩滅しているもの
・縁のないもの

証明書 注意事項 手数料

住民票の写し
住民票記載事項証明

・�申請書に住所、氏名、生年月日、世帯主氏名の記載が必要。
・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。
・�利害関係人の場合は、使用目的、利害関係を証明する書類が必要。

1通300円

身分証明

・印鑑
・�申請書に本籍地、筆頭者氏名の記載が必要。
・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。
・�本人以外の申請については、税務住民課住民係にお問い合わせください。

1通300円

戸籍謄（抄）本

・印鑑
・�申請書に本籍地、筆頭者氏名の記載が必要。
・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。
・�本人、直系親族以外の申請については、税務住民課住民係にお問い合わせください。

1通450円

戸籍附票の写し

・印鑑
・�申請書に本籍地、筆頭者氏名の記載が必要。
・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。
・�利害関係人の場合は、使用目的、利害関係を証明する書類が必要。

1通300円

除籍謄本
改製原戸籍謄本

・印鑑
・�申請書に本籍地、筆頭者氏名の記載が必要。
・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。
・�本人、直系親族以外の申請については、税務住民課住民係にお問い合わせください。

1通750円

印鑑登録証明
・�印鑑登録証（手帳）が必要。� �
※�代理人の場合は、印鑑登録証（手帳）を持参のうえ、申請書に登録者の住所、氏名、生年月日
の記載が必要。

1通300円

所得証明
課税証明
納税証明

・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。 1通300円

評価証明 ・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人からの委任状が必要。 1通300円

家屋証明 税務住民課にお問い合わせください。 1件1,300円

名寄
・印鑑
・�本人の本人確認書類� �
※�代理人の場合は、代理人の本人確認書類及び本人の委任状が必要。

1件300円

地籍図 1件300円

各種証明書に関する申請（住民票・戸籍・印鑑証明・所得証明・納税証明・評価証明など）
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932
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◦公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間
　公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は、発行の日から3年間です。
　有効期間が過ぎた電子証明書は、国税の電子申告及び届出に使うことができなくなります。
※�電子証明書の有効期間は、住民基本台帳カードには記載されていませんので、前回申請時にお渡しした電子証明書
の写しでご確認ください。

◦電子証明書の有効期間の更新について
　更新をされるには、税務住民課住民係での手続きが必要です。
　更新の手続きは、有効期間終了日の3ヵ月前からできます。

◦更新に必要なもの
　1．住民基本台帳カード
　2．本人確認書類（運転免許証など）
　3．更新手数料として500円
※代理の方が更新の手続きをされる場合は、税務住民課住民係までお問い合わせください。

公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間及び更新について
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932

　町では平日の昼間に役場へ来られない人のために、住民
票と印鑑登録証明書を平日の夜間にも交付しています。
　希望者は『電話』で予約してください。印鑑登録証明書
のときは番号照合のため、印鑑登録証をお手元にご準備
ください。

◦交付する証明書
　・住民票の写し（本人または同一世帯員のみ）
　・印鑑登録証明書（本人のみ）

◦予約の受付け
○時間
　午前8時30分～午後5時（土・日・祝日を除く）
○予約先
　税務住民課住民係（☎0942-92-7932）

住民票・印鑑登録証明書の平日の時間外交付
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932

◦�証明書の交付� �
（受け取る人は、予約者本人に限ります。）

○時間
　平日の午後5時15分から午後8時まで
○交付場所
　役場警備員室
○持って来るもの
　・�住民票＝運転免許証や健康保険証など、本人を確認
できるもの。

　・�印鑑登録証明書＝印鑑登録証。運転免許証や健康保
険証など、本人を確認できるもの。

　・手数料（手数料はいずれも1通300円）

　基山町内に住民登録をしている人を対象に、税務住
民課住民係で旅券（パスポート）の申請受付と交付が
できます。

◦申請
○開設時間
　月曜日から金曜日（祝日、12月29日から1月3日は除
く）午前8時30分から午後5時まで。ただし、午後3時以
降については、翌開庁日の受付け分となります。
○新規旅券申請に必要な書類
　1�一般旅券発給申請書　　1通
　2�戸籍抄本または謄本　　1通
　20歳未満の方は必ず必要です。
　�20歳以上の方が有効中の旅券の切替をする場合で、
氏名、本籍地の県名に変更がない場合は省略できま
す。�
　3�写真（ふちなし縦45ｍｍ×横35ｍｍ）　　1枚�
　�申請者本人のみが撮影されたもの（提出の目前6ヶ月

旅券（パスポート）申請受付・交付について
▶▷�税務住民課 住民係  ☎92-7932

以内に撮影されたもの）
　※�規格が細かく決まっていますので、詳しくはお問い
合わせください。

　※�なるべく写真店等でパスポート用と指定してお撮
りください。

　4�申請者本人を確認する書類�
　5�以前に取得された旅券
　�有効中の場合は必ず必要です。期限切れでもお持ちく
ださい。�

○手数料
　5年有効旅券　　11,000円�
　（12歳未満の場合は6,000円）�
　10年有効旅券　16,000円�

◦交付
　旅券は、ご本人以外にはお渡しできません。受領には
必ずご本人がお越しください。
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税金
基山町税の種類
▶▷�税務住民課 税務係  ☎92-7918

家屋を新築・増築・解家・用途変更した場合
▶▷�税務住民課 税務係  ☎92-7918

種類 納税義務者 備考

普
通
税

町民税

●�1月1日現在、基山町内に住所がある方
で、前年中に所得があった方
●�1月1日現在、基山町内に事務所・事業所
または家屋敷を所有する方で、基山町内
に住所がない方

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3
月15日までに申告書を提出してください。
ただし、給与収入のみのサラリーマンや、公的年金のみの方、所得税
の確定申告をした方は、申告の必要はありません。

固定資産税 1月1日現在、基山町内に土地、家屋、償却資
産を所有する方

固定資産課税台帳は課税決定後に縦覧期間（毎年4月1日から第1期
納付期限まで）があります。
なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。

軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二
輪の小型自動車、小型特殊自動車（農耕作業
用を含む。）を所有する方

身体に障害がある方等が所有し、本人や家族が運転する車の税金は
免除される場合があります。

町たばこ税 たばこの小売価格には町たばこ税が含まれ
ていますので、たばこを購入される方

たばこ1箱（20本入り）410円の場合、たばこ税全体で約245円とな
り、内約105円が町たばこ税となります。

目
的
税
国民健康保険税 国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主

税額は、世帯単位で計算されます。世帯の年間保険税額は、①所得割
額（所得に応じて計算した金額）、②均等割額（加入者1人あたりの金
額）、③平等割額（一世帯あたりの金額）を合算した金額です。

入湯税 鉱泉浴場における入浴客 税額は、入浴客1人1日について70円となっています。

　毎年1月1日現在で、家屋等を所有されている方には、固定資産税が課税されます。
　新築や増築(完成)をされた方で、まだ役場からの家屋調査がお済みでない方はご連絡ください。
　故意に調査を拒まれた場合、家屋評価額が正しく算出されないことがあります。
　また、家屋を取り壊された方は、必ず解家届を提出してください。提出されない場合は、次年度以降も課税が残るこ
とがあります。
　そのほか、家屋の用途を変更（住宅を店舗へ変更など）された方は、住宅用地の申告書の提出をお願い致します。
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◦便利な口座振替
○ 口座振替とは、当町指定の金融機関（銀行・農協等）の
中で、あなたが預金口座をお持ちの金融機関より、あ
なたにかわって自動的に納税する仕組みです。なお、
郵便局の場合は、自動払込制度といいます。

○これをご利用になれば
・納税のためにわざわざお出かけになる手間がはぶけます。
・�うっかり納め忘れて余分な延滞金・督促手数料などを
支払うことがなくなります。

○ 申込手続きは、金融機関の窓口へ、納税通知書・印鑑
（通帳印）・預金通帳をご持参のうえお申し込みくださ
い。

○受付金融機関（佐賀県・福岡県内の下記店）
佐賀県農協
福岡銀行
佐賀銀行
佐賀共栄銀行
九州労働金庫
西日本シティ銀行
ゆうちょ銀行（郵便局）

※口座振替についてのお問い合わせは
　税務住民課及び担当課へ　

○口座振替のできる税等は
町県民税（普通徴収）
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
住宅使用料
保育料
下水道受益者負担金
後期高齢者医療保険料

◦町税等納付月一覧表
 月税目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

町県民税 全納
1期 2期 3期 4期

固定資産税 全納
1期 2期 3期 4期

軽自動車税 年税

国民健康保険税 全納
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期

保育料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

住宅使用料 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

下水道
受益者負担金 1期 2期 3期 4期

後期高齢者
医療保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
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保険・年金

◦国民健康保険とは
　国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していな
い人を対象に、病気やケガをしたときに安心して治療が
受けられるように、お互いに一定の保険料を出し合う相
互扶助を目的にした医療保険制度です。

◦加入者は
　次の事項に該当しない人は、国民健康保険に加入しな
ければなりません。
　1．�会社などの健康保険に加入している人とその被扶

養者
　2．�学校や官公庁などの共済組合に加入している人と

その被扶養者
　3．船員保険に加入している人とその被扶養者
　4．�医師、歯科医師、建設業、左官業などの国保組合に

加入している人とその被扶養者
　5．生活保護を受けている世帯

◦こんなときは届出を
○1．加入するとき
　・町外から転入したとき
　・�職場の健康保険をやめたとき（職場の健康保険の資
格がいつで喪失になったかわかる書類）

　・子どもが生まれたとき
○2．脱退するとき
　・町外に転出するとき
　・�職場の健康保険に加入したとき（職場の健康保険証）
　・死亡したとき
○3．その他
　・住所が変わったとき
　・世帯を分けたり、一緒にしたとき
　・�就学（在学証明書等が必要）を理由に転出したときな
ど

◦保険税
　1年間の12ヵ月を、10期に分け、毎年6月より納期が
始まります。
　6月に前年の所得で本算定し1年間の税額を決定します。

◦給付の種類
○療養の給付
　国民健康保険に加入されている方が国民健康保険で
治療を受けると、医療費の7割（義務教育修学前は8割、
70歳以上は8割又は7割）が基山町国民健康保険特別会
計より給付されます。つまり残りが加入者の負担となり
ます。
○療養費
　急病などで、保険証を持たずに治療を受けたときの費
用や、コルセットなどの治療用補装具を購入したときな
どに、やむを得ない理由によるものと認められるとき
は、保険給付の対象となりますので、お問合せください。
○高額療養費
　1か月の医療費の自己負担が高額になった場合、申請
をしていただくと国民健康保険から自己負担限度額を
超えた分が払い戻されます。
○限度額適用認定証
　限度額適用認定証（住民税課税世帯で70歳未満の
人）、限度額適用・標準負担額減額認定証（住民税非課税
世帯）を提示すれば、限度額までの窓口負担となります
ので、あらかじめ健康福祉課保険年金係に認定証の交付
を申請してください。保険税を滞納していると交付され
ない場合があります。

国民健康保険
▶▷�健康福祉課 保険年金係  ☎92-7934

基山町 暮らしの便利帳 31

保
険・年
金



○出産育児一時金
　被保険者が出産したとき、42万円が給付されます。
（ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産
した場合は、39万となります。）
○葬祭費
　被保険者が死亡したとき、3万円が給付されます。
○退職者医療制度
　長い間勤めた会社などを退職して国保に加入してい
る人のうち、厚生年金や各種共済年金、船員保険などの
老齢（退職）年金を受けている60歳～64歳の人で、加入
期間が20年以上、または40歳以降10年以上加入してい
た場合、退職者医療制度の対象となりますので届出をし
てください。

◦介護保険とは？
　年をとるにしたがって、身体の機能が低下したり、認
知症になるなど、日常生活をしていく上で支援や介護が
必要になることがあります。その際に様々なサービスを
受けることができるよう、みんなで支えあう制度です。
　介護保険には、40歳以上の方が加入します。
（1）65歳以上の方（第1号保険者といいます。）
　�支援や介護が必要と認定された場合にサービスを利
用できます。

（2）�40歳から64歳までの医療保険加入者（第2号保険者
といいます。）

　�特定疾病があるため、支援や介護が必要と認定された
場合に、サービスを利用できます。

◦介護保険のサービスを利用したい方は
　介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護
認定の申請が必要です。健康福祉課または鳥栖地区広域
市町村圏組合の窓口で、本人または家族が申請を行って
ください。本人または家族が申請できない場合には、地
域包括支援センターに申請の代行を行ってもらうこと
もできます。

○ 介護保険の詳しい内容は鳥栖地区広域市町村圏組合
まで

○お問い合わせは
鳥栖地区広域市町村圏組合
住所：�〒841-0037� �

佐賀県鳥栖市本町3丁目1494番地1
介護保険課
（☎0942-81-3315・FAX0942-81-3316）
　[認定係]要介護･要支援認定に関すること
　[給付係]給付に関すること
　[地域支援係]介護予防に関すること
総務課
（☎0942-85-3637・FAX0942-85-2084）
　[介護保険料係]保険料に関すること
　[総務係]組合の運営に関すること
基山地区地域包括支援センター
住所：基山町大字園部2307番地
（☎0942-81-7039・FAX0942-81-7049）
　高齢者の介護・福祉等に関すること

介護保険
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

○交通事故と国保
　交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医
療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医
療費を一時的に立て替え、後から加害者に費用を請求す
ることになりますので、交通事故等にあったときは、速
やかに届出をしてください。

後期高齢者医療保険について
▶▷�健康福祉課 保険年金係  ☎92-7934

◦後期高齢者医療保険とは
　後期高齢者医療保険は、国保・健保組合・共済組合な
ど、これまでの医療保険に関係なく、75歳以上の方全員
が対象となります。（一定の障がいがある方は65歳から
対象となります。）被保険者個人単位で、所得などに応じ
て保険料を出し合う相互扶助を目的にした医療保険制
度です。

◦加入者は
　・75歳以上の方
　・�65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方
で、申請により広域連合の認定を受けた方

◦対象となる日
　・75歳の誕生日当日

　・�65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方
は、広域連合の認定を受けた日

◦こんなときは届出を
　1．加入するとき
　・町外から転入したとき
　・�65歳以上75歳未満の方で一定の障がいとなったと
き

　2．脱退するとき
　・町外に転出するとき
　・亡くなったとき
　・生活保護を受けるようになったとき
　・障がい認定を受けられていた方が撤回するとき
　3．その他
　・住所が変わったとき
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国民年金
▶▷�健康福祉課 保険年金係  ☎92-7934

◦国民年金とは
　国民年金は20歳から60歳までのすべての国民が加
入することになっています。老後の生活保障や、障害に
なったときなどの保障を行うことを目的とした制度で
す。

◦加入者は
●加入の種類は次の3種類です。
　第1号被保険者…�農業、自営業、学生など（保険料を払

います。）
　第2号被保険者…�会社員、公務員などの厚生年金、共

済組合の加入者（保険料は給料から
差し引きされるため、自分で納める
必要はありません。）

　第3号被保険者…�第2号被保険者の被扶養配偶者（保
険料を払う必要はありませんが、3
号の届出が必要です。）

●希望すれば加入できる（任意加入者）
　�60歳未満の人で、老齢（退職）年金を受けている人
　�60歳以上65歳未満の人（老齢基礎年金を受けていな
い人）
　海外に住んでいる人（20歳以上65歳未満）

◦こんなときは届出を
届出が必要なとき 必要なもの

20歳になったとき 印鑑
会社や官公庁を退職したとき

印鑑、年金手帳、資格の喪失を
証明する書類配偶者の扶養から外れたり、配

偶者が退職したとき

◦保険料
　・�国民年金の保険料は、収入に関係なく一律の額で、年
度毎に金額は改定されます。

　・�国民年金の第1号被保険者の方は、毎月の保険料を
納めていただく必要があります。しかし、経済的に保
険料の納付が難しい場合は「国民年金保険料免除・納
付猶予」の制度があります。学生の方については「学
生納付特例制度」があります。詳しくは、お問合せく
ださい。

○問い合わせ先
　佐賀年金事務所　☎0952-（31）-4191
　日本年金機構　　http://www.nenkin.go.jp/

◦受けられる年金の種類
年金の種類 資格

老齢基礎年金 一定の期間保険料を納めた人が、65歳から受け
る年金

障害基礎年金 病気やケガで一定の障がいになったとき受ける年金

遺族基礎年金
配偶者が死亡したとき、子のある妻又は夫、又は
子が受ける年金
（「子」は、18歳年度末まで。ただし、障がいのあ
る者については20歳到達日まで）

寡婦年金
第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資
格を持つ夫が年金を受けずに死亡したとき、そ
の妻（婚姻関係10年以上）60歳から65歳まで受
ける年金

死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納め、な
にも年金を受けずに死亡したとき、その家族に
支給されます。（払った年数により金額が異なり
ます）

付加年金
定額の保険料に400円の付加保険料を上乗せし
て納めると、老齢基礎年金に加算して受けられ
ます。

◦保険料
　対象となる被保険者全員が保険料を納めます。年金受
給額が月額1万5千円以上の方は、原則、特別徴収（2か月
ごとに支給される年金からお支払い）ですが、1万5千円
未満の方は、1年間の12か月を、9期に分け、毎年7月よ
り納付書または口座振替によりお支払いいただきます。�
　7月に前年の所得で本算定し、1年間の保険料を決定
します。

◦給付の種類
○療養の給付
　後期高齢者医療保険に加入されている方が、後期高齢
者医療保険で治療を受けると、医療費の9割（所得区分
が一定以上の方は7割）が後期高齢者医療広域連合より
給付されます。
○療養費
　やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診した
とき、海外渡航中に治療を受けたとき、医師が必要と認
めた治療用補装具などを購入したときは、申請して認め
られると、自己負担分を除いた額があとから支給されま
す。

○高額療養費
　1か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が限度額を
超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が
高額療養費として支給されます。（ただし、入院時の食事
代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の
対象外となります。）該当される方には広域連合より勧
奨通知が届きます。
　なお、高額療養費は初回のみの申請で、毎回申請する
必要はありません。
○高額医療・高額介護合算制度
　医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がい
る場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額（毎年
8月から翌年7月までの間が対象となります。）を合算
し、限度額（年額）を超えた場合、申請して認められると
限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給さ
れます。該当される方には毎年12月頃に勧奨通知が届
きます。
　なお、高額医療・高額介護合算制度は年に1回申請で
あり毎年度申請が必要です。
○交通事故にあったとき
　交通事故など第三者の行為によってけがや病気をし
た場合でも、届け出により後期高齢者医療で医療を受け
ることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費
を立て替え、あとから加害者に費用を請求することにな
りますので、必ず届け出をしてください。
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健康・福祉
予防接種
▶▷�健康福祉課 健康増進係（保健センター）  ☎92-2045

　予防接種法に基づいて、基山町内に住所登録がある方を対象に予防接種を実施しています。予防接種を受けて感染
症にかからないように、かかっても軽くすむように強い体をつくりましょう！

◦乳幼児および児童・生徒を対象とした予防接種
　佐賀県内の委託医療機関で実施する個別（接種）です。

予防接種名 接種をお勧めする年齢
（標準の接種年齢）と接種方法

無料で受けられる年齢
（接種対象年齢）

ヒブ
初回 生後2か月～7か月未満の間に27～56日の間隔で3回

生後2か月～60か月未満
追加 初回接種終了後、7か月～13か月の間に1回

小児用
肺炎球菌
ワクチン

初回 生後2か月～7か月未満の間に27日以上の間隔で3回
生後2か月～60か月未満

追加 初回接種終了後、生後12か月以降に60日以上あけて1回（生後12
か月～15か月）

四種混合
三種混合
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
不活化ポリオ

1期 初回
接種 生後3か月～12か月の間に20日～56日の間隔で3回

生後3か月～90か月未満
1期 追加

接種 初回接種終了後12か月～18か月の間に1回

BCG 生後5か月～8か月未満の間に1回 生後1歳未満
麻しん風しん混合
または
麻しん・風しん単独

1期 生後12か月～24か月未満の間に1回 生後12か月～24か月未満

2期 5歳～7歳未満で、小学校入学1年前の4月1日から入学の年の3月
31日まで間に1回

5歳～7歳未満で、小学校入学1年前の
4月1日から入学の年の3月31日まで

日本脳炎

1期 初回
接種 3歳中に6日～28日の間隔で2回

生後6か月～90か月未満
1期 初回

追加
4歳中に1回
（1期初回接種終了後おおむね1年後）

2期 9歳中に1回
（1期追加接種終了後おおむね5年後）

9歳～13歳未満
※�平成7年4月2日～平成19年4月1日
までに生まれたお子さんについて
は、20歳になるまでの間不足回数を
接種することができます。

二種混合
・ジフテリア
・破傷風

2期 11歳中に1回 11歳～13歳未満

子宮頸がん予防 中学1年生の間に3回 小学校6年生～高校1年生相当の女子

健康
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◦65歳以上の方を対象にしたインフルエンザ予防接種
　委託医療機関で実施します。

対象者（年齢など） 接種方法
接種を希望し、次の1、2のいずれかに該当する方
1．65歳以上の方（65歳の誕生日の前日から接種の対象となります）
2．�60～64歳の方で、心臓・腎臓・または呼吸器などの病気で日常生活が制限されている方や、
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活が困難な方

実施期間内（10月～12月）に1回接種
（500円の個人負担）

◦その他（任意接種）
予防接種名 対象者 助成内容
子どものイ
ンフルエン
ザ予防接種

町内在住の0歳～中学3年生（町内指定医療機関） 10月～12月に1回の接種費用から1,500円
が控除されます。（2回まで）

風疹の予防
接種

基山町にお住まいの方で、(1)・(2)・(3)のいずれかに該当する方
(1)妊娠を予定又は希望する女性。ただし、未就学児を除く。
(2)妊婦と同居している者。ただし、定期接種年齢対象者を除く。
(3)�里帰り出産により妊婦と同居している者。ただし、定期接種年齢対象者
を除く。

※ただし、下記の方は対象外です。
　・今までに風しんにかかったことがある方
　・�風しんの予防接種を受けたことがある方（MRワクチンの予防接種含む）

MR(麻しん風しん混合ワクチン)もしくは、
風しんワクチンの予防接種にかかる費用を
助成します。
助成回数は1人1回のみで全額助成します。
※�風しんの予防接種は、現在MR（麻しん風
しん混合ワクチン）をお勧めしています。

※事前申請が必要です。

肺炎球菌
予防接種 基山町に住所を有する65歳以上の方

助成回数は1人2回以内で、1回につき3,000
円を限度に助成します。
※�2回目の接種は、初回接種から5年以上の
間隔が必要です。

不妊治療の一部助成

障害者手帳と療育手帳
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦�身体障害者手帳
　身体障がいのある方に対して、相談や各種の福祉サー
ビスを受けやすくするための手帳です。
○交付対象となるのは
　�視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、
肢体、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、免疫機能に
一定以上の永続する障がいを有する方

○障がい程度
　1級、2級、3級、4級、5級、6級

障がい者福祉
　基山町では、不妊治療を希望しているにもかかわらず
経済的負担を感じている夫婦の方に対し、治療費の一部
助成をします。
対　象　者：�治療終了の日において、夫及び妻の両方が

基山町に住所を有し、引き続き1年以上住
所を有する見込みであること

助成限度額：1年度あたり20万円（通算5年まで）
所�得�制�限：�夫と妻の所得の合計額が730万円未満（町

税等を滞納していない世帯）
助�成�内�容：�医療機関に支払った助成対象費用額から、

佐賀県不妊治療支援事業助成金等（他都道
府県・市町村含む）を差し引いた額の10分
の7の金額

助成対象の治療
　体外受精、顕微授精、人工授精
助成方法
　不妊治療費を医療機関に支払った方の申請に基づい

て助成金を交付する償還方式です。申請書類を基山町保
健センターへ提出してください。
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障がい福祉の給付・助成
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦障害者総合支援法について
　平成25年4月より障害者総合支援法が施行され、身体・
知的・精神の障がい種別に関係なく共通の制度の中で、
サービスを利用することができるようになりました。

居宅介護
（ ホ ー ム
ヘルプ）

ヘルパーが家に来て、身の回りの手伝いをしてくれ
ます。（着替えや入浴の手伝い、食事の用意、部屋の
掃除や洗濯の手伝い　等）

重度訪問
介護

ヘルパーが、体に重い障がいがある人の家に来て、
日常生活や外出の手伝いをしてくれます。

行動援護
重い障がいのある人のことをよくわかっているヘ
ルパーがそばにいて、安心して外出し活動できるよ
うに支援してくれます。

重度障害
者等包括
支援

重い障がいのある人が生活するために必要なサー
ビスを組合わせて使うことができます。（重度訪問
介護と短期入所、生活介護と共同生活介護　等）

同行援護 視覚障がいがある人が対象で、ヘルパーがそばにい
て、安心して外出できるように支援してくれます。

短期入所
（ショートステイ）

家族に用事があるとき等に、施設に短期泊まること
ができます。

療養介護 重い障がいがある人が、入院して医療を受けながら
日常生活の手伝いを受けることができます。

生活介護 施設で、日中活動の支援を受けることができます。
（入浴、トイレ、食事の手伝い、作業　等）

施設入所
支援

日常の手伝いを受けながら、施設で暮らすことがで
きます。

共同生活
介 護（ケ
アホーム）

障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮ら
します。世話人や生活支援員から、日常生活の手伝
いを受けることができます。（入浴、トイレ、食事の
手伝い、お金の管理　等）

○手帳交付申請に必要なもの
　（1）身体障害者手帳交付申請書
　（2）�医師の意見書・診断書（県が指定した医師が作成

したもの）
　（3）�写真（縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年内撮

影）
　（4）印鑑

◦療育手帳
　知的障がいのある方に対して、相談や各種の福祉サー
ビスを受けやすくするための手帳です。
○障がい程度
　A（重度）　B（中・軽度）
○手帳交付申請に必要なもの
　（1）療育手帳交付申請書
　（2）�写真（縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年内撮

影）
　（3）印鑑

◦精神障害者保健福祉手帳
　精神障がいのある方に対して、指導・相談や各種の福
祉サービスを受けやすくするための手帳です。
○障がい程度
　1級、2級、3級
○手帳交付申請に必要なもの
　（1）障害者手帳申請書
　（2）�診断書（精神障害者手帳用）、または障害年金証書

などの写し
　（3）�写真（縦4cm×横3cm、無帽正面上半身、1年以内

撮影）
　（4）印鑑

◇介護給付

◇訓練等給付
自立訓練
（機能訓練）

体に障がいがある人が、体をうまく動かすことがで
きるように、訓練を受けることができます。

自立訓練
（生活訓練）

障がいのある人が、地域での生活で困らないよう
に、自分で身の回りのことをする訓練を受けること
ができます。

就労移行
支援

会社に就職するための訓練を受けることができま
す。仕事探しの相談にものってもらえます。

就労継続
支援

会社以外の場所で、支援を受けながら働くことがで
きます。

共同生活
援助（グルー
プホーム）

障がいのある人たちが、アパートや家で一緒に暮ら
します。世話人たちから、日常生活の手伝いを受け
ることができます。（お金の管理、食事の用意　等）

◇地域生活支援事業

相談支援 困ったことがあるときや、新しくサービスを利用し
たいときに相談に乗ってくれます。

移動支援 ヘルパーが、外出する手伝いをしてくれます。
日中一時支援 施設において見守り、訓練を行います。
意思疎通支援 意思疎通を仲介するために、手話通訳者を派遣します。
日常生活用
具給付事業

障がい者や難病患者の方に対し、日常生活をより便利に
していくため、各種日常生活用具の給付を行っています。
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◦医療・年金などについて
重度心身
障害者医
療助成

重度の心身障がい者の方が病院などで診療を受け
られた場合に、要した医療費のうち保険診療にかか
る自己負担分の一部を助成します。

特別障害
者手当

20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあ
るため、日常生活において常時特別の介護を必要と
する障がい者本人に支給されます。

障害児福
祉手当

20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、
日常生活において常時介護を必要とする障がい児
本人に支給されます。

特別児童
扶養手当

身体または精神に中程度以上の障がいのある在宅
の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対
し支給されます。

心身障害
児（者）扶
養共済制
度

心身障がい児（者）の保護者（加入者）が、一定の掛金
を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の
障がい者になられた場合に、障がい者に年金が支給
されるものです。

更生医療
の給付

身体に障がいのある方が手術などによって、障がい
の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障が
いの進行を防ぐことが可能な場合に、必要な医療を
給付する制度です。

精神通院
医療の給
付

精神疾患で、通院治療による医療費の内、自己負担
の一部を公費で負担することにより精神障がい者
の適正な医療を確保する制度です。

補装具の
交付・修理
について

身体障害者手帳をお持ちの方に対し、日常生活や社会
生活をより容易にするため補装具の購入・修理にかか
る費用について補装具費の支給を行っています。

障がい児の通所
障がい児の通所サービス
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦障がい児通所支援の内容
（1）児童発達支援
　�障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

（2）医療型児童発達支援
　�上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に、
児童発達支援及び治療を行います。

（3）放課後等デイサービス
　�就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の
休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との
交流促進等を行います。

（4）保育所等訪問支援
　�保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団
生活への適応のための専門的な支援等を行います。

名称 住所 利用日 利用時間 利用料金 電話番号

基山町
老人憩の家

佐賀県三養基郡基山町
大字宮浦1026番地1

月曜日～土曜日
（祝日・8月13日～15日・12月
28日～1月4日を除く。）

午前9時～
午後5時

65歳以上　�� � 50円
65歳未満　�� 150円
※�また、個人や、団体で和室の
利用ができます

利用料金（部屋代）
65歳以上　�� 820円（1回）
65歳未満　1,030円（1回）

☎0942-92-8295

高齢者福祉
高齢者の能力活用・社会参加

◦老人クラブ
　軽スポーツや友愛活動などさまざまな活動を行って
います。
会員対象者：おおむね60歳以上の方

▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

◦老人憩の家
　高齢者の健康増進とレクリエーションのための施設です。
　老人憩の家は、小高い丘のうえの、緑に囲まれた静か
な場所にあり、趣味活動、お風呂などで、一日を楽しくす
ごせるところです。
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在宅福祉サービス
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

項目 内容 対象者 備考

食の自立支援事業

栄養のバランスのとれた弁当を自宅に訪
問してお届けし、安否確認と健康状態の異
常等の早期発見や孤独感の解消につとめ
ます。昼食・夕食のお届けを毎日実施して
いますが、利用回数等は、対象者の身体状
況、家族の状況等により決まります。
＊�高血圧症や糖尿病などの治療食ではあ
りません。

おおむね65歳以上のひとり暮らし及
び高齢者のみの世帯やこれに準じる
世帯。また、身体障害者であって、老
衰、心身の障害、傷病などにより食事
の調理が困難な方で生活支援が可能
な方。

利用料：350円（1食）

あんま・はり・きゅ
う等の施術料助成

町指定の施術師に、あんま・マッサージ・指
圧・はり・きゅう等の施術を受けた場合、そ
の料金の一部を助成します。
1回当り1,000円以内（月あたり2枚とし、
年間24回まで）
※�施術を受ける前に、施術券の申請が必要です。

満65歳以上の方（65歳になる月から
申請できます。）

緊急通報システム
家庭で火災・急病などの事故により、自ら
119番通報ができない場合に通報装置に
よって、町が委託した事業所に連絡するこ
とにより迅速な救急援助が受けられます。

おおむね65歳以上のひとり暮らしの
方など。

費　用：�通報装置、取付けは無料
です（通話料は本人負
担）

家族介護用品
支給事業

介護用品（紙おむつ、尿取りパット）を支給
します。

次の（1）（2）に該当する方。
（1）�在宅の65歳以上の方で常時失禁

状態にある方。
（2）家族全員が所得税非課税世帯

軽度生活援助事業
ホームヘルパーが、軽易な日常生活上の援
助を行い、要支援状態にならないようお手
伝いします。

おおむね65歳以上のひとり暮し及び
高齢者のみの世帯等で、日常生活の
援助が必要な方（要介護認定の結果、
「非該当」となった方）

利用料：�1時間未満222円� �
※�生活保護世帯につい
ては、上の費用負担は
ありません。

通所入浴サービス 施設の特殊浴槽を利用して入浴（送迎もで
きます）を行います。

おおむね65歳以上の寝たきりの状態
の方で、在宅での入浴が困難な方。 利用料：無料

生活管理指導
短期宿泊事業

養護老人ホームにおいて、高齢者に短期間
の入所（原則として、7日以内）を行い、自立
した生活をするための支援、指導を行いま
す。送迎はありません。

おおむね65歳以上の方
利用料：1,700円（1日）
場　所：�養護老人ホーム施設「寿

楽園」

老人日常生活用具
給付事業

日常生活用具（電磁調理器・火災報知器・自
動消火器・老人用電話）の給付（貸与）によ
り、日常生活の便宜を図ります。

おおむね65歳以上のひとり暮らしの
世帯等。給付内容により異なります。

費用：�本人及び世帯の所得によ
り負担割合が異なります。

寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業

年2回、寝具の洗濯・乾燥・消毒を行い、健康
保持のため衛生管理のお手伝いをします。
ご利用の際は、代わりの寝具も無料で準備
します。

おおむね65歳以上のひとり暮らし及
び高齢者のみの世帯等で、心身の障
害及び疾病等により寝具の衛生管理
等が困難な方（要介護3・4・5と認定
された方）。

対象寝具：�掛布団・敷布団・毛布
の3種類。� �
ベッド使用について
は、掛布団・毛布・介護
用マットレス・ベッド
パットの4種類

利用料：無料
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養護老人ホーム
▶▷�健康福祉課 福祉係  ☎92-7964

　65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により、自宅において養育を受けることが困難な方が入所（措置）で
きます。
　前年の所得に応じ、本人及び扶養義務者の費用負担があります。

母子の健康
▶▷�健康福祉課 健康増進係（保健センター）  ☎92-2045

児童福祉

◦母子健康手帳交付
　「妊娠の届出」と「母子健康手帳の交付」は保健セン
ターで行っております。
　お子さんの健康診査や予防接種を受けるときに必要
なものですので、大切に保管してください。

月齢/年齢 健診・相談名 場所 連絡事項

出生～1か月頃 産婦・新生児訪問 ご自宅
訪問を希望される方は保健センターまでご連絡ください。
また、他市町村へ里帰りされている方で、訪問を希望される方は保健センター
にご相談ください。

2か月 2か月児相談 保健センター 個別通知でお知らせします。

3か月 3か月児訪問 ご自宅 事前にお約束した日程に、保健師または栄養士と母子保健推進員（※）がお伺い
します。

4か月 4か月児健診 保健センター 2か月児相談時に日程等のお知らせをします。

6～7か月頃 乳児一般健診 かかりつけの
医療機関

乳児一般健康診査受診票を使い体調の良い時に健診を受けましょう。（医療機
関によっては予約が必要な場合があります。事前に確認しましょう。）

7～8か月 7～8か月児相談 保健センター 個人通知でお知らせします。また、日程が近くなりましたら、母子保健推進員が
お知らせに伺います。

9～10か月頃 乳児一般健診 かかりつけの
医療機関

乳児一般健康診査受診票を使い体調の良い時に健診を受けましょう。（1歳にな
ると健診票が使えなくなります。）

1歳7～8か月頃 1歳6か月児健診 保健センター 個別通知でお知らせします。
3歳6～7か月頃 3歳児健診 保健センター 個別通知でお知らせします。
※母子保健推進員…�町から委嘱を受け、地域のお母さん方の身近な子育てサポーターとして家庭訪問や乳幼児健診、

育児教室等で活動しています。

◦健診を受けましょう
　次のとおり健診を予定しています。広報や個人通知等
でお知らせしています。
　お気軽にご相談ください。

◦育児教室に参加しませんか
○ぽっぽの会（2回/月）
　対象：0歳児とママ（家族）
　内容：�赤ちゃんとママの集いの広場です。育児の気分

転換やママ友作りに来てみませんか。参加申し
込みは必要ありません。� �
身体計測や保健師・助産師による育児相談、育児
に関する講話なども行っています。

　場所：保健センター

○バンビの会（2回/月）
　対象：1歳～未就園児とママ（家族）
　内容：�子どもとママの集いの広場です。希望者へは身

体計測（月1回）や育児相談も実施しています。
参加申し込みは必要ありません。

　場所：保健センター
※�教室の詳しい日程・内容等については保健センターに
お問い合わせください。
　お問い合わせ　保健センター・☎92-2045
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▶▷�こども課  ☎92-7968
子育て支援

◦児童手当認定制度
　児童手当は、児童を養育している方に手当を支給する
ことにより、家庭等における生活の安定に寄与するとと
もに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するこ
と目的として、中学校修了前の児童（満15歳以後の最初
の3月31日までの間にある子ども）を養育する親等に手
当を支給する制度です。（所得制限があります。）
　児童手当は、「認定請求書」を提出して町の認定を受け
なければ、受給権が生じませんので、ご注意ください。
支給対象者：�中学3年生までの児童を養育している方
支給月額：�3歳未満　一律　　　　15,000円� �

3歳以上小学校修了前　10,000円� �
（第3子以降は　　　　��15,000円）� �
中学校　� 一律　　　　10,000円

窓　　　口：こども課子育て支援係
必要なもの：�養育者の健康保険証・印鑑� �

口座番号の分かるもの

◦子どもの医療費助成制度
　お子様がかかった医療費（保険診療分のみ）の一部を
負担します。小学校就学前のお子様については、「子ども
の医療費受給資格証」の交付申請手続きが必要です。
　小学生・中学生のお子様については、事前にしていた
だく手続きはありませんが、医療機関を受診された場合
は、「子どもの医療費助成申請書」を提出してください。
支給対象者：中学3年生の年度末まで
窓　　　口：こども課子育て支援係
※資格登録に必要なもの…お子様の健康保険証、印鑑

◦医療費や生活の支援制度
○医療費支援制度
子どもの医療費助成制度
　お子様がかかった医療費（保険診療分のみ）の一部を
負担します。
支給対象者　中学3年生の年度末まで
※�助成申請に必要なもの…領収証、印鑑、保険証、口座番
号の分かるもの

病院の受診にあたって…
・�かかりつけの病院を持って、まずは医師に相談しま
しょう。同じ病院で、むやみに医療機関を変えると、医
療費を増やすだけでなく、重複する検査や投薬で体に
悪い影響を与えることもあります。
・�夜間（午後7時～翌朝午前7時）の場合は、小児救急電話
相談（♯8000）により症状に応じた適切な対処方法や
アドバイスを受けることができます。
・�できるだけ平日の時間内受診を心がけましょう。休日、
夜間の救急医療機関の利用は、緊急性の高い患者さん
の受入れに支障が出ることがあります。

未熟児の医療給付（養育医療）
　入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療
機関において医療を受ける場合に限り、その養育に必要
な医療の給付を行っています。
対 象 者：�出生児体重が2,000グラム以下の未熟児� �

生活力が特に薄弱で入院養育が必要な未熟児

小児慢性特定疾患医療
　下記の疾病で治療を受けた場合、医療費の一部を
公費で負担します。
対象疾病：�悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、

慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、
先天性代謝異常� �
血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器
疾患

自己負担：前年分の所得税等に応じて異なります。
対象年齢：18歳になるまで
▶▷�鳥栖保健福祉事務所  ☎83-2172
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◦保育所
　仕事を持つ保護者等のために、生後6か月から就学前
までのお子様の保育を行い、子育てと就労の両立を支援
します。
対 象 者：�保護者や同居の親族（65才未満）が就労や病

気等のため、家庭で保育できない生後6か月
から就労前までのお子様

申請窓口：こども課子育て支援係
保 育 料：�父母の前年分の所得税額等と児童の年齢で決

まります。

保育園（所）・子育て支援施設
▶▷�こども課  ☎92-7968

◦放課後児童クラブ
　放課後児童クラブとは、仕事、病気などにより学校か
らの帰宅時に保護者が不在の児童に、適切な生活や遊び
の場を与えて、健全な育成を行うものです。
対 象 者：�保護者の仕事、病気などにより、学校からの帰

宅時に保護者等が不在である家庭の小学校1
年生から6年生までの児童

申請窓口：こども課子育て支援係
町内の放課後児童クラブ：
　�ひまわり教室（基山小学校敷地内）、コスモス教室（若
基小学校校舎内）
各教室開所日時：
　平日…学校修了後～午後6時
　（※午後7時までの延長保育あり）
　�土曜日、振替休日（学校振替休日含む）、長期休業中等
…午前8時～午後6時（※午後7時までの延長保育あり）
各教室閉所日：
　日曜日、祝祭日、臨時休校日、年末年始、お盆
保護者負担金等：
　●保護者負担金　�通常（月額）2,000円［延長・土曜日�

保育は別料金］
　　　　　　　　　長期休業中（夏休み等）別料金
　●おやつ代等　　（月額）2,200円
　●保険料　　　　（年額）820円

○一時預かり

　保護者の就労や病気、災害、事故等により、緊急・一
時的に家庭での保育ができないとき、お子様を保育
園でお預かりします。
対 象 者：�基山町に住所があり、保育園等の集団保育

に入っていない、生後6か月以上就学前の
お子様

時　　間：平日の午前8時30分～午後5時
利用時間：1月　14日以内
利用料金：1日　2,000円
申込方法：直接保育所へお問い合わせください。

○育児サポートセンター

　子育ては一人では大変なもの。保育園への送り迎
えや帰宅後の援助、兄弟の通院時や急な冠婚葬祭等
どうしても手助けが必要な時があります。そのよう
なときは、ぜひご連絡ください。アドバイザーが、お
手伝いをしていただく方の紹介や利用日等の調整を
行います。（事前登録が必要です。）
　※詳しくはお尋ねください。
利用料
　平日　午前9時～午後5時…1時間当たり600円
　上記の時間の前後2時間と土曜日の午前中…1時間
当たり700円

町内の公立保育所及び私立（認可）保育所
保育園名 保育所開所時間

●基山保育園（公立）
午前7時30分～午後7時
（内．延長保育　午後6時30分～午
後7時）

●たんぽぽ保育園（私立）
午前7時～午後7時
（内．延長保育　午後6時～午後7
時）

◦子育て交流広場
　きやま子育て交流広場では、乳幼児の子育て相談をは
じめ、施設の一部を開放し、子育てに関する情報交換や
保護者・乳幼児の交流の場を提供しています。
　ママも友達がほしい。同じくらいの年齢の子と遊ばせ
たい。少し集団になれさせたい。手遊び歌や親子遊びを
知りたい。こんな方は、気軽に遊びに来てください。
場所：基山町保健センター2階　　☎92-6630
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教育
教育施設
▶▷�教育学習課 学校教育係  ☎92-7980

名称 所在地 電話番号
基山小学校 佐賀県三養基郡基山町宮浦41 ☎0942-92-2431
若基小学校 佐賀県三養基郡基山町けやき台2丁目2番地 ☎0942-92-0410
基山中学校 佐賀県三養基郡基山町宮浦941 ☎0942-92-2203

施設紹介
幼稚園名 所在地 電話番号 定員 備考

私立 見真幼稚園 基山町大字宮浦815番地 ☎92-0222 360
私立 基山幼稚園 基山町大字小倉383番地2 ☎92-5812 105

小学校・中学校
▶▷�教育学習課 学校教育係  ☎92-7980

◦入学するとき
　入学する児童・生徒の保護者に対して、入学する年の
1月末日までに教育委員会から入学すべき学校及び入
学期日を記載した入学通知書を送付します。
○次の場合は、教育学習課までご連絡ください。
　・入学通知書が届かないとき。
　・入学通知書を受け取った後に転居、転出するとき。
　・入学通知書の記載内容に誤りがあるとき。
　・国立、私立の学校に入学するとき。
　・�心身に障害のある場合や病弱により、入学先の変更、
または延期をしたいとき。

◦就学時健康診断
　小学校へ入学する前年の10・11月に健康診断を行い
ます。9月下旬までに保護者宛に通知します。

◦転校手続き
○基山町から転出するとき
1．現在通っている学校に電話連絡
　引っ越し先、連絡先等をお知らせください。
　転校に必要な手続きがあるので、お早めに連絡をお願
いします。また、転出先の教育委員会にも連絡しておく
ことをお薦めします。
2．現在通っている学校で手続き
　一度保護者の方に学校へ行っていただく必要があり
ます。転校先の学校に提出する在学証明書等の書類をお
渡しします。
　また、積立金等の残金がある場合、このときに精算し
ます。
3．教育委員会窓口へ
　引っ越し後、都合により基山町の学校に通う必要があ
る場合、手続きが必要ですので基山町教育委員会にご連
絡ください。
4．転出の手続き
　教育学習課で転出の手続きを行ってください。

教育支援制度のご案内
▶▷�教育学習課 学校教育係  ☎92-7980

◦基山町育英資金貸付基金について
　本町出身の意欲ある優良な学生で、高校や大学など
への就学が困難な人を対象に、奨学金を貸与します。な
お、この奨学金の一部は町民の皆様からの尊い寄付金に
よって運営されています。
○申込み期間
　毎年2月から3月中旬
○貸付対象者
　高校または大学（短大）に在学（進学）する人のうち、本
町出身の意欲ある優良な学生で、町長が育英助長の必要
があると認めた人。

○奨学金の貸与月額・貸付期間・貸与利率
（1）月額　高校生　10,000円
　� 　　　大学生　20,000円
（2）期間　�貸付決定された当該学年（更新可能）から正

規修業時まで
（3）利率　無利子

◦返済
　奨学生は、奨学金の返済時期には、奨学金返還明細書
の提出が必要です。
返還金が育英資金の運用資金となり、新規奨学生に貸与
されることとなります。
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（1）返済方法
　�最終学年卒業の月の翌月から3か月を経過した日よ
り6年以内に月賦または年賦返済となります。

（2）返済猶予
　�高等学校に在学する奨学生で更に大学等上級学校に
進学する場合は、奨学金返済猶予願を提出することに
より、その期間奨学金の返済が猶予されます。

（3）延滞利息
　�正当に理由がなくて奨学金の返済を遅延したときは、
日歩4銭の延滞利息が課せられます。

◦就学援助制度
　生活保護世帯に準じる程度に経済的に困窮している
世帯で、公立小中学校への就学が困難と認められる児童
生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学上必要
な経費の一部を援助する制度です。
○援助の対象となる世帯
　基山町立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者又
は基山町に住所があり、公立の小中学校に在籍する児童
生徒の保護者であって、教育委員会が定める要件のいず
れかに該当し、かつ、生活保護に準ずる程度に困窮して
いる世帯となります。
○申請方法
　就学援助申請書及びその他必要書類を、基山町教育委
員会教育学習課（役場2階）に提出してください。
　申請は随時受付いたしますが、年度途中の申請等によ
り認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降か
らの月割支給となります。
○認定期間
　認定期間は、認定月から年度末までの1年です。
　認定の審査・判定は、申請後に開催される定例教育委
員会で行います。
　次年度も引き続き就学援助が必要な方は、新年度受付
期間中に再度申請をしてください。

○就学援助費の内容
　・学用品費
　・新入学児童生徒学用品費等
　・通学用品費
　・修学旅行費
　・校外活動費
　・学校給食費
　・医療費

◦通学区域
　保護者・児童生徒の諸事情により、基山町内の指定さ
れた学校以外の学校、基山町外の学校への就学を希望す
る場合には、一定の基準に該当した場合、許可により他
学区、他市町村の小学校・中学校に就学できます。詳細は
お問い合わせください。

◦基山町私立幼稚園就園奨励費補助金
▶▷�こども課  ☎92-7968

　基山町では、幼稚園教育の普及充実を図るため、私立
幼稚園に通園している3歳児、4歳児及び5歳児の保護者
に対し、保育料等の補助を行っています。
　保護者の方は、通園している幼稚園を通して手続きを
してください。
（ただし、保護者の市町村民税の額による制限がありま
す。）

教育相談
▶▷�教育学習課 学校教育係  ☎92-7980

・学校生活等に関する相談窓口
・�専門のスクールカウンセラー（各小中学校配置）による
相談
　いじめ、不登校などの問題で悩むお子さまや保護者の
方の相談をお受けします。
　希望される方は、事前に各学校へ電話で申し込み、相
談日時を決定してください。
・「心の悩み相談電話」による電話相談
　☎92-7206
　受付時間　8時30分～17時15分

・面接相談（要予約）
　相談窓口：教育学習課学校教育係（役場2階）
　☎92-7980
　毎週月曜日～金曜日（祝祭日は除く）
　受付時間　午前9時～午後5時
・心のテレホン相談
　児童生徒のいじめ、不登校等の悩みごとの電話による
相談をお受けします。
　☎0952-52-4989（毎日24時間受付）

◦社会教育施設一覧
名称 所在地 電話番号 備考

基山町立図書館 基山町宮浦350-6 0942-92-0289 月曜日・祝日・月末休館
基山町民会館 基山町大字宮浦666番地 0942-92-1211 第4月曜休館
基山町総合体育館 基山町大字宮浦666番地 0942-92-2822 月曜休館
基山町総合公園多目的運動場 基山町大字宮浦666番地 0942-92-2822
基山町営球場 基山町大字園部2562番地1 0942-92-2822
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生活・環境・相談
ごみの出し方・分け方
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

■�ごみ・資源物は、収集日の当日午前8時までに決めら
れた集積場に出してください。
■�ごみ・資源物を出す際は、必ず町指定のごみ袋を使用
してください。
　※�新聞・雑誌・ダンボール・古着以外で指定袋に入らな
い大きさのものはすべて粗大ごみとして排出して
ください（有料）。

ごみの出し方

■収集日以外や収集後に出さないでください。
　※�収集車が回収した後に出されたごみ・資源物は収集
しません。

■�ごみ・資源物収集カレンダーに従って、分別や排出マ
ナーを守りましょう。
　※�分別・排出マナーが守られていない場合は収集せ
ず、警告ステッカーを貼ります。� �
次回の収集日に出しなおしてください。

収集地区 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ
（空缶）

資源ごみ
（空びん）

資源ごみ
（ペットボトル）

資源ごみ
（新聞・雑誌類・
段ボール・古着）

Ａ地区（国道3号線西側）
1区、2区、3区、4区、6区、9区、11区、12区
※�3区、6区の一部地域及びけやき台を除く

毎週
月曜日
木曜日

第2・第4
金曜日

第2・第4
火曜日

第1・第3
金曜日

第1・第3
火曜日

第1・第3
水曜日

Ｂ地区（国道3号線東側、けやき台）
5区、7区、8区、10区、13区、14区、15区、16区、17区
※7区一部地域を除く

毎週
火曜日
金曜日

第2・第4
木曜日

第2・第4
月曜日

第1・第3
木曜日

第1・第3
月曜日

第2・第4
水曜日

※連休や年末年始は収集しませんので、詳しくはごみ・資源物収集カレンダーをご参照ください。

収集地区割りと収集日
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

◦申し込み先
（有）基山公栄社
　☎92-2635　FAX92-2637
　受付時間：午前9時～午後4時（土曜を除く平日のみ受付）

粗大ごみ収集日
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

収集地区 収集日
1区、2区、4区、6区 第1水曜日
5区、7区、8区、10区、13区 第2水曜日
3区、9区、11区、12区 第3水曜日
14区、15区、16区、17区 第4水曜日
※�収集日の1カ月前から5日前まで基山公栄社にお申し
込みください。
※�戸別収集しますので、収集日の当日朝8時までに自宅
敷地内入口に出してください。

※�概ね40㎏を1品目とし、1品目に1枚のシールが必要
となります。ただし、スプリングマットは1品目に2枚
必要です。判断が難しい場合は農林環境課までお問い
合わせください。
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品目 処理方法
事業所から出るごみ ●�クリーンヒル宝満へ自分

で搬入する（有料）
●�収集・運搬許可業者に依頼
する（有料）

引っ越し等で家庭から臨時に出る
多量ごみ

バイク・バッテリー・ガスボンベ・太
陽熱温水器・電気温水器・ピアノ・
オルガン・農機具・農業用ビニール・
自動車部品・消火器・土砂類・瓦・ブ
ロック・レンガ・建築廃材・焼却灰・
廃油・産業廃棄物・爆発物・有害な薬
品・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
エアコン・衣類乾燥機

●�専門の業者か購入した所
へ引き取りを依頼する。
●�家庭から出たタイヤ・バッ
テリー・使用済消火器につ
いては、クリーンヒル宝満
へ自分で搬入することが
できます（有料）

パソコン

●�製品製造・販売メーカーに
お問い合わせください。
●�パソコンリサイクルの詳
しい内容については
　☎03-5282-7685

ステーショ
ン設置場所 基山町役場西側テント・旧社会福祉協議会敷地内

回収品目

①蛍光灯　②食用油　③乾電池
④発泡スチロール白色トレイ　⑤古着
⑥古紙（�新聞紙・チラシ・ダンボール・雑誌・雑紙・牛

乳パック）
※上記以外の資源物は回収していません。
※�乾電池・発泡スチロール白色トレイ・紙パックは
各区公民館でも回収しています。

ごみ収集
休み

5月の連休 お盆 勤労感謝の日 年末年始
5月3日
～5月5日

8月13日
～8月15日 11月23日 12月31日

～1月3日

町で収集できないごみ
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

　資源物については休日も搬入することのできる回収
ステーションを町内2カ所設けています。回収品目や
搬入ルールを守ってご利用ください。

資源物回収ステーション
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

　基山町では、生ごみ処理機器の購入者に対し、1基当
たり購入代金の2分の1以内の額で2万円を限度とし補
助を行っています。ごみの減量化と生ごみの堆肥化にご
協力ください。
■申し込み先　農林環境課　☎0942-92-7941

生ごみのリサイクル
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

基山町役場
農林環境課 ☎0942-92-7941 FAX0942-92-0741

収集業者（有）
基山公栄社 ☎0942-92-2635 FAX0942-92-2637

ごみ搬入先
クリーンヒル宝満 ☎092-926-5300 FAX092-926-3587

ごみ収集の問合せ先
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

　クリーンヒル宝満へ直接ごみを搬入することができ
ます。

受付時間

■月曜日～金曜日　9時～16時
■土曜日　9時～15時
　（12時～13時は昼休みのためご遠慮ください）
■休み
　日曜日、5月3日～5月5日、8月13日～8月15日、
12月31日～1月3日

処理料
●家庭系一般廃棄物　10kg当り150円
●事業系一般廃棄物　10kg当り150円

※�可燃物、粗大、缶類、びん類等の貯留場所が各々違いま
す。事前に仕分けをお願いします。

ごみの自己搬入
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941
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現在、公共下水道が未整備の地区に
お住まいのご家庭へ
▶▷��まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　まちづくり推進課では、現在のところ公共下水道の整

下水道に接続するには
▶▷��まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

【下水道接続工事の進め方は以下のとおりです】
1　�基山町指定排水設備工事店（以下、指定工事店）へ工
事見積り依頼、工事申込み

2　指定工事店と工事内容等を定めた契約書で契約
3　指定工事店による接続工事
4　まちづくり推進課職員による工事の完了検査
5　�下水道使用開始（宅内排水設備の維持管理は、個人
で行っていただきます）

※�下水道接続工事は、指定工事店でしか行うことができ
ません。
　工事の見積り等に関するご相談は、指定工事店へお願
いします。
【指定工事店とは】
　町の指定を受けた排水設備工事店のことです。
　町では、公共下水道工事に関する責任技術者の試験を
行い、試験に合格した責任技術者がいる工事店の中から
排水設備工事店の指定を行っています。
　指定工事店は、町の排水設備工事基準を理解し、基準
に合わせた工事ができるので安心です。

【公共下水道が整備された地区】
汲み取り便所の場合→3年以内に下水道に接続しなけ
ればならない。（下水道法第11条の3）
　単独浄化槽、合併処理浄化槽の場合→遅滞なく下水道
に接続しなければならない。（下水道法第10条第1項）
※�下水道が使えるようになった地区のご家庭は、一日も
早く下水道への接続をお願いします。

下水道への接続は、下水道法で
定められた「義務」です
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

◦�水道メーター器よりも宅内側で漏水し
ている場合は

　修繕は、佐賀東部水道企業団指定給水工事事業者へご
依頼ください。
（佐賀東部水道企業団指定給水工事事業者の詳細は、佐賀
東部水道企業団三養基営業所へお問い合わせください）
　集合住宅の方は、管理組合・管理会社にご相談ください。
　なお、修繕費は個人負担です。
　修繕完了後、漏水場所により水道料金及び下水道使用
料が減免される場合があります。
　水道料金の減免に関することは、佐賀東部水道企業団
三養基営業所へご連絡ください。
　下水道使用料の減免に関することは、まちづくり推進
課へご連絡ください。

◦�水道メーター器よりも公道側で漏水し
ている場合は

　至急、まちづくり推進課へご連絡ください。

基山町指定排水設備工事店
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

水道が漏水した場合の対応について
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　排水設備等の新設等の工事は、指定工事店でなければ施
工することができません。（基山町公共下水道条例第6条）

上下水道に関するお問い合わせ先
上水道に関すること
　佐賀東部水道企業団三養基営業所
　（みやき町役場北茂安庁舎内）　☎0942-89-2868
下水道に関すること
　基山町役場まちづくり推進課　☎0942-92-7963

上下水道
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公共下水道料金
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

◦1．公共下水道の汚水排出量
　汚水が下水道管に流れ込むところに排出量を量る
メーターはありませんので、公共下水道の使用料は、上
水道の使用水量を下水道の排出量とみなして計算しま
す。
　下水道使用料は、2か月に1回、2か月分を佐賀東部水
道企業団が水道料金と合わせて徴収します。

◦2．使用料の計算
　上水道の検針水量の2分の1を、公共下水道の1か月分
の汚水の排出量と見なします。
　1か月の公共下水道使用料は、下記の基本使用料と従
量使用料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した
金額となります。

区分 基本使用料
5㎥までの分

従量使用料
汚水の排水量 1㎥につき

一般汚水 1,000円

5㎥を超え
10㎥までの分 90円

10㎥を超え
30㎥までの分 150円

30㎥を超え
50㎥までの分 170円

50㎥を超え
100㎥までの分 180円

100㎥を超える分 200円

公衆浴場汚水 1,000円
5㎥を超え
10㎥までの分 90円

10㎥を超える分 30円

◦3．�地下水（井戸水）を使用する場合の� �
下水道料金

　地下水（井戸水）を使用されている家庭の場合、次の表
に従って使用量の計算を行います。ただし、特殊な事業
所等については、町長が別に定めます。

区分
1か月あたりの
地下水（井戸水）

使用水量

1か月あたりの
地下水（井戸水）
使用水量の上限

地下水（井戸水）のみ使用
する家庭

世帯員一人あたり
8㎥

一世帯あたり
24㎥

水道水と地下水（井戸水）
を併用する家庭

世帯員一人あたり
4㎥

一世帯あたり
12㎥

　水道水と地下水（井戸水）を併用する場合は、両方の使
用水量の合計が汚水排出量となります。

［下水道使用料計算例］
2か月の使用量が55㎥の場合
1か月の使用量　55㎥÷2=27.5㎥
・基本使用料　5㎥まで　　1,000円
��　　　　　　� 90円×5㎥=� � � ��450円
��　　　　　　150円×17.5㎥=2,625円
��　　　　　　　　　　　計� � � 4,075円
・2か月の合計　4,075円×2月=8,150円
・下水道使用料　8,150円+消費税額（10円未満切捨て）

備が終わっていない地区にお住まいのご家庭へ「合併処
理浄化槽」の設置をお願いし、町全体の水洗化率の向上
に取り組んでいます。
　家庭用の合併処理浄化槽の設置には、補助金を受ける
ことがきます。
　補助金を受けるための詳細は、まちづくり推進課都市
整備係へご連絡ください。

犬やねこの引取りについて
▶▷�農林環境課 生活環境係   ☎92-7941

　原則として、引取りは行っていません。ペットはその
命を終えるまで適正に飼養しなければいけません。やむ
を得ず飼えなくなった場合も、自ら新しい飼い主を探す
など、終生飼養に努めてください。
　しかし、あらゆる手段を尽くしても、終生飼養ができ
ない場合は、鳥栖保健福祉事務所にご相談ください。な
お、引取りには手数料がかかります。
◦引取り手数料
犬・ねこ（生後91日以上）
　1頭ごとに2,000円（出張引取り4,000円）
子犬・子猫（生後90日以下）
　10頭ごとに2,000円（出張引取り4,000円）

◦相談先
鳥栖保健福祉事務所　衛生対策課
佐賀県鳥栖市元町1234-1
☎0942-83-2162
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サル・イノシシに注意してください
▶▷�農林環境課 農林係  ☎92-7945

　市街地でのサルやイノシシの出没情報があります。
　サルやイノシシを目撃したら、進行方向に近づかず、
興奮させないように静かに見えない場所へ避難しま
しょう。
　また、草むら、藪などの隠れ家の存在や、生ごみの放
置、放任果樹などによる餌付け行為は、動物の出没原因
となりますので、環境管理にご協力をお願いします。
　市街地でサルやイノシシを目撃した場合は、事故防止
のため、農林環境課まで通報してください。

ハチにご注意ください
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

　町内でスズメバチやアシナガバチの目撃情報が増え
ています。
　9月から11月はスズメバチのオス・新女王バチの羽化
の時期で、働きバチが最も攻撃的で、威嚇的です。
　刺されることでショック死をまねくこともあり、大変
危険ですので、ご注意ください。

◦ハチの巣の撤去
　基山町では、個人の住宅や敷地内に作られたハチの巣
の撤去は行っていません。
　防護服の無料貸し出しを行っておりますので、ご申請
ください。
　撤去には危険が伴う場合がありますので、専門の業者
さんにご相談ください。
※�基山町が管理する場所（公園など）にかかっている巣
を発見された場合は、農林環境課生活環境係までお電
話ください。

葬祭公園
▶▷�農林環境課 生活環境係  ☎92-7941

・葬祭公園の使用許可の受付けは、役場で行っています。
・�死亡届・火葬の手続き等は税務住民課住民係にお問い
合わせください（☎0942-92-7932）
◇葬祭公園の利用について
　利用時間：午前8時30分から午後5時まで
　休 場 日：1月1日
　利用上の注意：棺の中に燃えにくいものを入れられま
すと、御骨が痛んだり、火葬に支障をきたしますので、そ
れらについては入れないようにお願いいたします。詳し
くは係員の指示に従ってください。

種別 単位 町内 町外

火葬料
遺がい

大人 一体 10,000円 50,000円
小人
（12歳未満） 一体 7,000円 35,000円

死産児 一体 5,000円 25,000円
改葬遺骨 一体 5,000円 20,000円
人体の一部 一件 5,000円 20,000円

焼却料 汚物 一件 5,000円 20,000円
保管料 遺がい 1日 2,000円 5,000円

（注）
（1）町内　�死亡者が死亡した時、本町の住民基本台帳に

登録されていた者をいう。
（2）町外　�死亡者が死亡した時、本町の住民基本台帳に

登録されていなかった者をいう。
（3）人体の一部　�切断された四肢及び肉片をいい、1

件の容量は長さ1m、深さ及び幅は
30cm以内とする。

（4）汚物　�胎盤等をいい、1件の容量は長さ、深さ及び幅
は30cm以内とする。
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相談
相談

◦人権行政相談
　人権問題、行政問題でお悩みの方はお気軽にご相談く
ださい。相談は無料で、秘密は固く守られます。
▷場所　町民会館小会議室
※問合せ先
　総務課行政係　☎92-7915

◦年金相談
▷場所　役場1階101会議室
※�予約制ですので、事前に年金事務所にご予約ください。
　☎0952-31-4191

◦心配ごと相談
▷場所　社会福祉協議会2階相談室
※問合せ先
　基山町社会福祉協議会　☎92-3311

◦療育相談
　お子さんの言葉に対するご相談や、子育ての悩み、発
達に遅れがある子どもさんの療育についてのご相談を
お受けしています。言語聴覚士・臨床心理士による個別
相談で、相談時間は45分から1時間程度です。相談費用
は無料です。（要電話予約）
※問合せ先
　社会福祉法人若楠　若楠療育園担当　村上
　（鳥栖市弥生が丘2丁目134番地）　☎83-1288

◦消費生活相談
▷場所　役場3階　301会議室
　※�来客でのご相談希望の場合は、前もって相談開催日
に電話でお問合せください。電話相談も受け付けて
います。

※問合せ先　企画政策課�協働推進係　☎92-2188
※お急ぎになる場合は、
　佐賀県消費生活センター　☎0952-24-0999
※土・日曜日も開いています。

◦婦人総合相談
▷場所　健康福祉課
※問合せ先　健康福祉課�福祉係　☎92-7964
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議会・選挙
▶▷�議会事務局  ☎92-6543
議会のしくみ

◦町議会とは
　町議会は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、
町の条例や予算などを審議し、決定する機関です。
　町議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて
開かれる臨時会があります。基山町の定例会は、3月、6
月、9月、12月の年4回開くことになっています。
◦議員の定数・任期
　議員定数は、地方自治法で定められている範囲で、町
が条例で定めます。基山町の議員の定数は、13人です。
　議員の任期は4年で、現在の議員の任期は、平成23年
4月27日から平成27年4月26日までです。
◦議会構成
　町議会の最終的な決定は、本会議で行われますが、議
員全員が一堂に会してすべての議案を審議するよりも、
いくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査するほう
が効率的です。そのために専門部門別に審査を分担する
委員会を置いています。
　委員会には、常に設置されている常任委員会・議会運
営委員会と必要に応じて設置される特別委員会があり
ます。
　全員協議会が平成20年10月1日より、議案の審査又
は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場とし
て位置づけられました。

町
　議
　会

常任委員会

議会運営委員会（6人）
特別委員会
全員協議会（全議員）

広報編集委員会（6人）

総務文教常任委員会（7人）
厚生産業常任委員会（6人）

▶▷�基山町選挙管理委員会事務局 
 総務課  ☎92-7915

選挙

◦選挙権
　20歳以上の日本国民で、基山町で住民票がつくられ
た日から引き続き3か月以上基山町の住民基本台帳に
記録されている人は、基山町に選挙権があります。
投票できない人
　選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人
または選挙権が停止されている人は投票できません。
選挙人名簿への登録
　転入後3か月以上経過した人や20歳になった人は、毎
年3月・6月・9月・12月の1日現在で行う「定時登録」と選
挙ごとに行う「選挙時登録」で登録されます。名簿の登録
は、住民基本台帳に基づいて行われます。
選挙人名簿の縦覧
　期間／定時登録分＝3月・6月・9月・12月の3日～7日
　　　　選挙時登録分＝選挙ごとに定める日
　場所／基山町役場
◦投票
　基山町の選挙管理委員会から「投票所入場券」を郵送
します。これを持って投票所へ行き投票してください。
入場券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、身
分証明書等があれば投票はできますので、選挙管理委員
会へお尋ねください。
　投票日当日に投票に行けない人のための「期日前投
票」や、目の不自由な人が点字で投票できる「点字投票」、
体が不自由な人や字が書けない人のために係員が代わ
りに記入する「代理投票」などの制度もあります。
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公共施設案内
◦体育施設（指定管理者）☎92-2822
○基山町総合体育館（基山町大字宮浦666）
　予約可能区分：アリーナ・武道場・会議室
○基山町総合公園多目的運動場（基山町大字宮浦666）
　予約可能区分：全面・1/2面・1/3面
○基山町営球場（基山町大字園部2562番地1）
　予約可能区分：全面・1/2面
○基山町営テニスコート（基山町大字園部2562番地1）
　予約可能区分：全6面
○基山小学校
　予約可能区分：体育館・運動場
○若基小学校
　予約可能区分：体育館・運動場
○基山中学校
　予約可能区分：体育館

◦文化施設（指定管理者）☎92-1211
○基山町民会館[1階]（基山町大字宮浦666）
　予約可能区分：�1階会議室、小会議室、和室、茶室、リ

ハーサル室、実習室、視聴覚室
　　　　　　　[2階]
　予約可能区分：�大ホール、舞台のみ、ホワイエ、小ホー

ル、会議室

◦その他の施設
○保健センター（基山町大字宮浦666）☎92-2045
　予約可能区分：�調理室、研修室1、研修室2、研修室3
○基山町福祉交流館「きやまんふれあいセンター」
 （基山町大字宮浦1006番地1）
� ☎92-2101　FAX92-2202
　町民の皆様の交流館で、1階に社会福祉協議会、2階に
は憩いの場としての交流ひろばや、学習室・多目的室・創
作活動室があります。
・開館日　毎週火曜日から日曜日まで
・開館時間
　�午前9時から午後7時（ただし、利用日の7日前までに
利用申請されると午後9時まで延長可能）

・利用料金（1時間当たり）
　学習室　　　120円　　　多目的室　　130円
　創作活動室　160円

若宮児童公園
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　駅前台地地域開発に伴って整備を行い、基山駅の北西
に位置します。広場、遊具等を有しています。
　春、ソメイヨシノが満開になる頃は華やかです。
≪昭和58年開設　約1,400平方メートル≫

公共施設
基山町立図書館
▶▷�教育学習課 図書館係  ☎92-0289

開館時間　火曜日～日曜日　午前9時～午後5時
休 館 日　�毎週月曜日、国民の祝日（月曜休館日と重

なった場合は火曜日）、年末・年始（12月28
日から1月4日）、毎月末日（館内整理日）、特
別整理休館

　お探しの本がない場合や、貸出中の場合は予約・リク
エストすることができます。その場合、他の図書館から
取り寄せることもできます。

基山総合公園
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　役場の北側に位置します。
　多目的運動場、ジョギングコー
ス、体育館施設などを併せ持つ
公園です。多目的運動場の北側に
は、ローラー滑り台・コンビネー

ション遊具等のある広場も有しています。
　公園西側には、平成26年度に水辺の広場として芝生
広場・茶園が開園します。
　幼児から高齢者まで楽しめ、終日賑わっています。
≪平成8年開設　約126,000平方メートル≫

中央公園
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　基山小学校の南側に位置しま
す。
　北側には図書館を建設予定で、
南側には滑り台・コンビネーショ
ン遊具、芝生広場等を配した緑豊
かな公園です。

≪昭和58年開設　約11,000平方メートル≫

猪ノ浦児童公園
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　けやき台団地開発に伴って整備
を行い、けやき台駅の西側に位置
します。
　多目的に使える広場、あずまや・
ブランコやスプリング等の遊具を
有しています。

≪平成2年開設　約5,000平方メートル≫

北部公園
▶▷�まちづくり推進課 都市整備係  ☎92-7963

　けやき台団地開発に伴って整
備を行い、けやき台の西側に位置
します。
　グランドゴルフなど多目的に
使える広場、あずまや・アスレ

チック等の遊具の広場、休息のできる芝生広場を有して
います。
　春、桜の花が満開になる頃は華やかです。
≪平成2年開設　約20,000平方メートル≫
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ここは有料広告掲載ページです基山町基山町 マップマップ健康健康
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リフォームの目的から具体的な
計画を立てましょう。

・施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
・実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい
  検討したか？

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料や
メモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んでいるか？
・変更・追加などが発生していないか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

万が一、トラブルになった場合には、国や各市町村の相談窓口
やリフォーム専門の第三者機関に相談できます。

建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリフォームで
す。当然のことですが、手を加えれば加える程かかる費用は増えていき
ます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くなる
事もあります。

現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすすめしま
す。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検討出来
るようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールーム
などで実際に見て触ってみる事も重要です。

●安いからといって契約しないようにしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

具体的な計画をたてる

・時期、期間は？
・予算は？

リフォームの進め方とポイントリフォームの進め方とポイント
事業者を決める～契約する

着工 着工後

☆トラブルになったら・・

リフォームの疑問リフォームの疑問

STEP.1

STEP.3 STEP.4

STEP.2

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

この時点での情報収集も大切なポイントです。

Q
A
リフォームの費用はどのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

Q
A
信頼のおける業者とは？
２～３社は候補を挙げて比較しましょう

Q
A
満足いくリフォームのポイントは？
まずは現在の不満点を挙げてみましょう

住まい住まい のの 基礎知識基礎知識

その他の知識その他の知識

 快適生活 住まいの講座 

補助金
￥￥

　介護保険制度では、「要支援1～
2」や「要介護1～5」と認定された
方が、自宅で生活をしやすい住環
境にするための手すりの取り付け
や段差解消などの、住宅改修に対
して費用が支給されます。

住まいの整備に関する補助金
　バリアフリー住宅は、お年寄り
や障がいを抱えている方でも住
みやすい生活をおくれる住宅の
ことです。床の段差をなくした
り、階段に手すりを取り付けるな
どいつまでも安全で暮らしやす
い家で子どもから高齢のご両親
まで、みんなが居心地よく住める
ことが重要です。

バリアフリー住宅

　最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社も
多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集のチャ
ンスです。

業者の探し方

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の起こ
ることはあまりありませんが、知っておきたい法律としては
建築基準法があります。建築基準法は住宅の安全性、居住性、
周辺環境への配慮を目的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注意が必要です。

リフォームと建築基準法

　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向けに住
宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事をお考
えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

　またご近所や知り合いでリフォーム工事をした家があっ
たら、その会社がどんな対応だったか聞いてみるのも一つの
手です。
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リフォームの目的から具体的な
計画を立てましょう。

・施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
・実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい
  検討したか？

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料や
メモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んでいるか？
・変更・追加などが発生していないか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認するよ
うにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

万が一、トラブルになった場合には、国や各市町村の相談窓口
やリフォーム専門の第三者機関に相談できます。

建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリフォームで
す。当然のことですが、手を加えれば加える程かかる費用は増えていき
ます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数万円
ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くなる
事もあります。

現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすすめしま
す。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検討出来
るようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールーム
などで実際に見て触ってみる事も重要です。

●安いからといって契約しないようにしましょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

具体的な計画をたてる

・時期、期間は？
・予算は？

リフォームの進め方とポイントリフォームの進め方とポイント
事業者を決める～契約する

着工 着工後

☆トラブルになったら・・

リフォームの疑問リフォームの疑問

STEP.1

STEP.3 STEP.4

STEP.2

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

この時点での情報収集も大切なポイントです。

Q
A
リフォームの費用はどのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

Q
A
信頼のおける業者とは？
２～３社は候補を挙げて比較しましょう

Q
A
満足いくリフォームのポイントは？
まずは現在の不満点を挙げてみましょう

住まい住まい のの 基礎知識基礎知識

その他の知識その他の知識

 快適生活 住まいの講座 

補助金
￥￥

　介護保険制度では、「要支援1～
2」や「要介護1～5」と認定された
方が、自宅で生活をしやすい住環
境にするための手すりの取り付け
や段差解消などの、住宅改修に対
して費用が支給されます。

住まいの整備に関する補助金
　バリアフリー住宅は、お年寄り
や障がいを抱えている方でも住
みやすい生活をおくれる住宅の
ことです。床の段差をなくした
り、階段に手すりを取り付けるな
どいつまでも安全で暮らしやす
い家で子どもから高齢のご両親
まで、みんなが居心地よく住める
ことが重要です。

バリアフリー住宅

　最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社も
多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集のチャ
ンスです。

業者の探し方

　リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の起こ
ることはあまりありませんが、知っておきたい法律としては
建築基準法があります。建築基準法は住宅の安全性、居住性、
周辺環境への配慮を目的としている法律で、新築だけではな
くリフォーム時にも適用されるので注意が必要です。

リフォームと建築基準法

　また介護保険制度とは別に、高齢者向けや障がい者向けに住
宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事をお考
えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。

　またご近所や知り合いでリフォーム工事をした家があっ
たら、その会社がどんな対応だったか聞いてみるのも一つの
手です。

ここは有料広告掲載ページです
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金融、税務、情報化、労務など、経営全般について相談・指導。
●創業支援・経営革新支援、講習会・研修会の実施

〇経営指導・・・・・・・

金融や信用保証に関する相談や斡旋。
●エキスパートバンク、事業計画策定支援、経営安定特別相談

〇金融・専門指導・・

帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイス。
●帳簿の記帳代行

〇税務・経理指導・・

パソコンやインターネットを活用した事業チャンスの拡大支援。
●ＳＨＩＦＴを使ったビジネスチャンスの創出、パソコン研修

〇ＩＴ化支援・・・・・・

地域（まち）の活性化。
●地域産業おこし、イベント開催

〇地域（まち）づくり

観光事業による地域の活性化。〇観光振興・・・・・・・

各種共済、年金、保険制度ご加入のご相談。
●全国商工会会員福祉共済、商工貯蓄共済　ほか

〇共済・年金・保険

社会保険、労働保険、退職金など、福利厚生のための適切なアド
バイス。
●社会保険加入の相談・アドバイス、労働保険の事務代行

〇労務指導・・・・・・・

基山町商工会

〒841-0204　 佐賀県三養基郡基山町宮浦218　　TEL：0942-92-2653　FAX：0942-92-0208

基山町商工会

商工会事業概要

商工会の主な事業活動

　商工会は、地域事業者が会員となって、ビジネスやまちづくりのために活動を行う総合経
済団体です。「商工会法」に基づいて設立され、全国的なネットワークと高い組織率を有し、
国や都道府県の小規模企業支援施策（経営改善普及事業）の実施機関としても、さまざま
な事業を実施し、地域事業者のみなさまを支援します。

【経営改善普及事業】
　小規模事業者の経営や技術の改善発達のため
に、経済産業大臣や都道府県の定める資格を持つ
経営指導員などが、金融・税務・経営・労務などの相
談や指導に従事し、地域事業者のみなさまの支援
を行います。

【地域振興事業】
　地域の「総合経済団体」として、また中小企業の
「支援機関」として、元気な地域づくりと商工業振興
のために、意見活動、まちづくり、社会一般の福祉
の増進など、さまざまな事業に取り組んでいます。

商工会の２大事業

事業者の経営改善 地域社会の発展

商工会は、地域に密着した唯一の 総合経済団体 です
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平成26年３月発行

発行
基山町

〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
TEL.0942-92-2011㈹
株式会社サイネックス

九州・中国営業本部　官民協働事業推進室
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-25-22

TEL.092-472-2217

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

広告販売
株式会社サイネックス　西九州支店

〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル5F
TEL.0952-24-6550

　「基山町 暮らしの便利帳」は、基山町にお住まいの皆様方へ、
町の行政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげる
ことを目的として発行いたしました。
　また、町民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用い
ただけるよう、官民協働事業として基山町と株式会社サイネックス
との共同発行としました。
　「基山町 暮らしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様
のご協力により、行政機関への設置はもとより、基山町の全世帯
へ無償配布することができました。あらためて心より厚くお礼申し
上げます。

■「基山町 暮らしの便利帳」に掲載の行政情報は、平成26年２月
現在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が
変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
行政情報の内容・手続き等で不明な場合は、各担当課までお問
い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご
活用ください。広告内容については株式会社サイネックスにお
尋ねください。

編 集 後 記
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組　　織　　表

課名 係名（階数） 電話番号 主な業務

総務課 行政係（３階） 92-7915 職員の人事、消防・防災、選挙、行政改革、文書・法令、
情報公開、男女共同参画

企画政策課
総合政策係（３階） 92-2188 町の政策立案、総合計画、重要施策の調整、統計、広域行政、

商工観光、企業誘致

協働推進係（３階） 92-2188 協働推進、広報・広聴、情報化推進、アダプトプログラム、
消費者相談、国際交流

財政課 財政係（３階） 92-7917 予算編成、財政計画、町有財産管理、入札事務、
工事等の契約・検査

税務住民課

税務係（１階） 92-7918 町税(住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税等）
の賦課徴収、地籍の管理

徴収係（１階） 92-7918 税の徴収、滞納処分、滞納者対策

住民係（１階） 92-7932 戸籍届出、住民票異動、印鑑登録、各種証明書等の交付、
旅券発給事務

健康福祉課

保険年金係（１階） 92-7934 国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療

健康増進係（１階） 92-2045 予防接種、各種検(健)診、母子保健

福祉係（１階） 92-7964 高齢福祉、障害福祉、介護保険事業、生活保護、
民生・児童委員

こども課
子育て支援係（１階） 92-7968 少子化対策、子育て支援、保育事務、幼稚園、子どもの医療、

放課後児童対策、母子・父子福祉

保育園（保育園） 92-2305 基山保育園運営

農林環境課
農林係（２階） 92-7945 農林業施設の管理、農業・林業・農産加工の振興、

有害鳥獣及び農業被害、農業委員会、農業者年金

生活環境係（２階） 92-7941 防犯、廃棄物の処理、狂犬病予防、墓地・埋火葬、公害防止、
環境保全、上水道

まちづくり推進課
都市整備係（２階） 92-7963 都市計画、下水道、道路・河川、公共・農林土木、交通安全、

公営住宅、循環バス、浄化槽、災害復旧

工務係（２階） 92-7963 工事の設計・施工監理

出納室 会計係（１階） 92-7969 現金の出納・保管

議会事務局
庶務係（４階） 92-6543 人事、条例・規則等の制定改廃、議長会

議事係（４階） 92-6543 議会、請願、陳情、会議録、議会広報

教育学習課

学校教育係（２階） 92-7980 学校教育全般、教育委員会庶務、教育財産の管理

給食センター係（給食センター） 81-0620 給食センターの管理運営

生涯学習係（２階） 92-2200 生涯学習、社会体育、文化財、キャンプ場

図書館係（図書館） 92-0289 図書館の管理運営

○選挙管理委員会（総務課で兼務） ○監査委員（議会事務局で兼務）   
○固定資産評価審査委員会（税務住民課で兼務） ○農業委員会（農林環境課で兼務）

基
山
町

　暮
ら
し
の
便
利
帳

基
山
町
　株
式
会
社
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス

基山町ガイド

いざというときに

届出・証明

税金

保険・年金

健康・福祉

教育

生活・環境・
相談

議会・選挙

公共施設

生活ガイド




