
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

I N D E X基山町 便利帳
暮らしの
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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

き  い

きざん

き  い

き  い

き  いきざん

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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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

　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）

五
万
本
の
つ
つ
じ
が

咲
き
乱
れ
る

花
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園 
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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、
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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
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基山町イメージキャラクター
「きやまん」は古代の防人を
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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

基山町 暮らしの便利帳12

基
山
町
ガ
イ
ド



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

基山町 暮らしの便利帳 13

基
山
町
ガ
イ
ド



基山

地
産
地
消
の
お
す
そ
わ
け

美
味
し
い
空
気
と
水
、自
然
に
恵
ま
れ
る

基
山
で
育
ま
れ
た
物
産
は
、知
る
ひ
と
ぞ
知
る

逸
品
揃
い
で
す
。

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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☎／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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