
９ 月 定 例 記 者 会 見 次 第 

日時 平成２９年９月２１日（木） 

午後２時から午後３時まで 

場所 基山町役場 ４階 大会議室 

１．開会 

２．町長の挨拶 

３．平成２９年第３回定例会（９月議会）議案について P1 

・多世代交流拠点施設整備について P2

・放課後児童教室建設について P8

４．新規事業、イベント情報等について 

①子育て・若者世帯の住宅取得補助金の追加募集を行います P12

②中心市街地活性化シンポジウム in きやまを開催します P13

③基山に婚（こん）ねを開催します P14

④荒穂神社の御神幸祭が開催されます P15

⑤宝満神社の園部くんちが開催されます P16

⑥第 39 回基山町文化祭を開催します P17

⑦きやま創作劇「八ツ並の姫～観音様になったお姫様～」を開催します P18

⑧第 26 回記念きやまロードレース大会・第 3 回きやまスロージョギング®

大会を開催します P19

⑨多文化共生のまちづくりシンポジウムを開催します P20

⑩きやま RESAS デジタルアカデミー事業を行います P21

⑪竹あかりナイト in 図書館を開催します P24

⑫「ありがとう！わかやまけんさん」絵本原画展を開催！ P25

⑬「きやまの魅力」フォトコンテストを開催します P26

⑭第２回基山町かかしコンテストを開催します P27

⑮2017 草守基肄（草スキー）世界大会を開催します P28

⑯子ども・子育てに関する実態調査を実施します P29

５．その他 

６．閉会 



平成 29 年 第３回定例会議案 

【可決】議案第２０号  基山町個人情報保護条例の一部改正について 

【可決】議案第２１号  基山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部改正について 

【可決】議案第２２号  基山町税条例の一部改正について 

【可決】議案第２３号  基山町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及

び活性化に関する法律第10条第１項の規定に基づく準則を定め

る条例の一部改正について 

【可決】議案第２４号  基山町営住宅設置及び管理条例の一部改正について 

【可決】議案第２５号 多世代交流拠点事業（基山町老人憩の家）備品の取得について 

【可決】議案第２６号  平成２９年度基山町一般会計補正予算（第４号） 

【可決】議案第２７号  平成２９年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第２８号  平成２９年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

【可決】議案第２９号  平成２９年度基山町下水道事業会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第３０号  多世代交流拠点施設整備工事請負契約について 

【可決】議案第３１号  放課後児童教室建設工事請負契約について 

【認定】認定第 １号  平成２８年度基山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

【認定】認定第 ２号  平成２８年度基山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

【認定】認定第 ３号  平成２８年度基山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

【認定】認定第 ４号  平成２８年度基山町下水道事業会計決算の認定について 
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問合せ先 

健康福祉課 

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

平成２９年９月２１日 

健康福祉課 

基山町老人憩の家を多世代交流拠点施設として整備します 

 既存の福祉施設「老人憩の家」を全面改修し、高齢者の生きがいづくり、子育て環境の充

実、障がい者支援施策を一体的に実施することにより、各世代の孤立化を防止し、世代間交

流事業の契機となる取組みを促進するため、多世代交流拠点の整備を行います。 

 今回、現在の老人憩の家の既存建物部分を改修し、その西側に鉄骨造２階建ての建物を増

築します。既存部分、増設部分をあわせた延べ床面積は８１４㎡となります。 

 増設部分にはキッズルームを設置し、０歳～３歳エリア、３歳～８歳エリアを設けた室内

遊具を設置します。 

建設工事費は１８５，７６０千円となっており、地方創生拠点整備交付金を活用して建設

を行い、平成３０年３月完成予定となっております。 
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問合せ先 

こども課 子育て支援係 

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

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

こども課 

 

 

放課後児童クラブ（ひまわり教室）を増設します 

 

 基山町では、第５次基山町総合計画の基本計画【安心安全＋ｉｄｅａ～基山町に住む

人を大切にするまち～】に掲げる子育て支援策のひとつとして、放課後児童クラブ（ひ

まわり教室：基山小学校区）の増設を行い、夏休みなどの長期休業中を含めた放課後児

童クラブ利用児童の環境改善を図ります。 

 放課後児童クラブとは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学してい

る児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を

図るものです。 

 今回、基山小学校の敷地内に木造平屋建、延床面積２４０．８０㎡の建物（計画定員

８０名）を建設します。 

 雨天や酷暑時に児童が快適に過ごせる屋外スペースを設置し、壁面上部に音響軽減策

として有孔板を設置します。 

 建設工事費は６２，６４０千円となっており、子ども・子育て支援整備交付金を活用

して建設を行い、平成３０年４月に開設を行います。 
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問合せ先 

定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

定住促進課 

 

 

子育て・若者世帯の住宅取得補助金の追加募集を行います 

 

 基山町では、定住サプライズプロジェクトの一環として子育て若者世帯の住宅取得補

助金を実施しています。補助制度を開始しました昨年度は４０件の申請があり、今年度

も４月１日から７月末までですでに４１件の申請がありました。今回、９月議会におい

て補正予算の承認を得て、１０件程度の追加募集を行います。 

 

記 

 

○子育て・若者世帯の住宅取得補助金について 

   基山町に定住意思のある町内外の子育て・若者世帯が対象で、申請者もしくは配偶

者のいずれかが 40 歳に到達しない世帯が、基山町内に住宅を購入（中古可）された

場合が補助対象です。補助金は、一律 30万円、町外居住者加算 10万円、町内業者利

用加算 10万円の最大 50万円となっております。 

 

【平成 28年 8月～平成 29年 3月までの実績】 

 申請件数 
町外からの移住予定者 

新 築 中 古 
大人 中学生以下 

合 計 ４０件 ３１人 ２５人 ３１件 ９件 

【平成 29年 4月～平成 29年 8月までの実績】 

 申請件数 
町外からの移住予定者 

新 築 中 古 
大人 中学生以下 

合 計 ４１件 ４４人 ２３人 ３２件 ９件 

以上 
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問合せ先 

定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

定住促進課 

 

経済産業省 キーパーソン活用型地域活性化事業 

中心市街地活性化シンポジウム inきやまを開催します 

 

 基山町では、『寄ってみよう 歩いてみよう 住んでみよう＋子育てしてみよう』～

“ちょっとよい”が好循環を生み出すまちなかの実現～をテーマとし、中心市街地の活

性化を目指すためのシンポジウムを開催します。 

 

シンポジウムの日時及び場所 

◇日時：９月２６日（火曜日） １７時３０分から２０時３０分終了予定 

◇場所：基山町民会館 小ホール 

 

基調講演講師 

中村 健二 氏  

静岡県三ヶ日町観光協会会長、内閣府地域活性化伝道師、 

経済産業省キーパーソン研修講師 

木藤 亮太 氏  

事業間連携専門官（福岡県那珂川町）、（株）油津応援団専務取締役、 

元日南市油津商店街テナントミックスサポートマネージャー 

              

参加方法 

参加料無料・事前申込必要  

 

主催 

基山町・経済産業省九州経済産業局 
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問合せ先 

定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

Mail:konne@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成２９年９月２１日 

定住促進課 

 

 

「基山に婚（こん）ね」を開催します！ 

 

 基山町では、結婚の意欲はあるけれど、出会いの機会が少ない独身男女に出会いの場

や自分磨きの支援を行っています。 

今回は、独身女性限定の魅力アップセミナーと基山町を散策するレクレーションのあ

とにバーベキューを行う「まち歩きと恋さがし」と題したイベントを開催します。 

 

記 

 

【基山に婚ね 魅力アップセミナー】 

  １．内容  基山町出身スタイリスト 田浦 咲子氏 によるメイクアップ講座 

２．日時  平成２９年１０月７日（土） １０時から２時間程度 

３．場所  きやまんふれあいセンター（基山町大字宮浦 1006番地１） 

４．対象  基山町に定住の意思のある独身女性 １５名（町内外問わない） 

５．料金  無料 

 

【基山に婚ね まち歩きと恋さがし】 

  １．内容  ＳＮＳ映えするカメラ講座の後、基山町内の散策を兼ねた 

レクレーションを行い、町内の酒蔵内にある会場にてバーベキュー 

２．日時  平成２９年１０月２１日（土） １３時から１８時まで 

３．場所  集合場所 基山フューチャーセンターラボ（基山町大字宮浦 182） 

      食事会場 ギャラリー”Ｋｅｙ”（基山町大字宮浦 151） 

４．対象  基山町に定住の意思のある独身男女（町内外問わない） 

      男性４０歳まで、女性制限なし 

５．料金  ２，５００円 
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問合せ先 

教育学習課 ふるさと歴史係 

Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

教育学習課 

 

 

荒穂神社の御神幸祭が開催されます 

 

 基肄
き い

城
じょう

が築かれた基山
き ざ ん

の山頂に 645 年に創建されたとされる荒穂神社は、古代に

編纂された『延喜式
え ん ぎ し き

』神名帳に記載されるなど、古くから由緒ある神社として尊崇され

てきました。この神社の秋の祭礼として、毎年、秋分の日（9 月 23 日）に御神幸祭が

行われます。 

御神幸祭では、代々受け継がれてきた、災払
さいばらい

・鉦
かね

風流
ふうりゅう

・獅子舞・羽
は

熊
ぐま

・挟箱
はさみばこ

などの

民俗芸能が奉納されます。祭当日は、早朝から本殿で神事があり、ご神体を神輿に移し

て行列を組み、約２㎞離れた御仮
お か り

殿
でん

（老人憩いの家前広場）へ向います。正午からは、

神事後に御仮殿前で各民俗芸能が奉納され、その後再び行列を組み、本殿へ戻ります。 

 

記 

 

１．日時 9月 23日（土・祝） 12時～：神事・餅まき、13時～：芸能披露 

 

２．場所 御仮殿（基山町老人憩いの家前広場） 

 

３．対象 どなたでも観覧できます 
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問合せ先 

教育学習課  ふるさと歴史係 

Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

教育学習課 

 

 

宝満神社の園部くんちが開催されます 

 

 675年に創建されたとされる宝満神社の伝統芸能である園部くんちが10月15日（日）

に行われます。 

この祭りでは、宝満神社と約１５０ｍ離れた御仮殿（県道 17号正応寺インター付近、

第 2部消防団格納庫）まで、御神輿・御弓・御鉄砲・白羽熊・挟箱などが行列を作って

往復（お下り・お上り）します。なかでも、代々受け継がれてきた羽
は

熊
ぐま

・挟箱
はさみばこ

の所作

などに特徴があります。 

 

記 

 

１．日時 10月 15日（日） 

7時～：お下り（神社→御仮殿）、 

14時～：お上り（御仮殿→神社） 

 

２．場所 宝満神社及び御仮殿 

（県道 17号正応寺インター西側） 

 

３．対象 どなたでも観覧できます 
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問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

第３９回 基山町文化祭を開催します 

 

 １１月１日（水）～３日（金）にかけて、第３９回基山町文化祭を開催します。 

 日頃より基山町で活動されている文化団体の作品展示や、舞台発表が行われます。入

場・観覧無料ですので、皆様のお越しをお待ちしております。 

 

記 

 

１．日時  展示の部（展示作品）：１１月１日（水）～３日（金・祝） 

                 ９時～１７時 

      芸能の部（舞台発表）：１１月３日（金・祝） 

                 ９時３０分～１７時（予定） 

２．場所  基山町民会館 

 

３．対象  どなたでも入場・観覧できます 

 

４．料金  入場・観覧無料 

 

 

 

◇展示作品：出品料 １点あたり 500円（高校生 300円、中学生以下は無料） 

      応募締切日 10月６日（金） 

◇舞台発表：出演料 １団体あたり 5000円（１ステージあたり 13分） 

      応募締切日 ９月 26日（火） 
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問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

きやま創作劇「八ツ並の姫～観音様になったお姫様～」を開催します 

 

 １２月１０日「きやま ふ・れ・あ・いフェスタ」内においてきやま創作劇「八ツ並

の姫～観音様になったお姫様～」を開催します。きやま創作劇は、演劇文化の醸成と、

きやまの歴史・文化を、劇を通して学び、広く伝えることを目的として実施するもので

す。 

今年度は、基山町の民話を題材として、総勢約８０名の基山町民（基山町内の学生や、

ボランティアの方等）のキャスト・スタッフにより上演されます。 

この民話は、基山町で語り継がれている八ツ並長者伝説の中のひとつで、御神幸祭の

鉦風流の由来や、鳥栖の安生寺（太田の観音様）建立のきっかけとなった民話であると

言われています。 

入場は無料です。皆様のご来場をお待ちしております。 

 

記 

 

１．日時  １２月１０日（日）（２回公演） 

      １回目 １１時開場 １１時３０分開演（予定） 

      ２回目 １５時開場 １５時３０分開演（予定） 

 

２．場所  基山町民会館 大ホール 

 

３．対象  どなたでも入場できます。（各公演につき先着８００名） 

 

４．料金  入場無料 
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小鴨 由水選手 

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

「第２６回記念きやまロードレース大会・ 

第３回きやまスロージョギング®大会」を開催します！ 

 

 １２月３日（日）に「第２６回記念きやまロードレース大会・第３回きやまスロージ

ョギング®大会」を開催します。今回で第２６回を迎えるロードレース大会は昨年度の

２５回記念大会に負けないよう、町内保育園児や中学生による沿道応援を行うほか、特

産物などの販売ブースを設置し、皆様をおもてなしします。また、今大会のゲストラン

ナーといたしまして、１９９２年バルセロナオリンピック女子マラソン日本代表の小鴨

由水選手をお招きし、参加者の皆さんとふれあいながら、大会を盛り上げていただきま

す。また、一昨年から開催しております世界初の「スロージョギング®大会」も今年で

第３回となり、ロードレース大会と同時開催いたします。今年もスロージョギング®の

発案者の田中宏暁教授（福岡大学）に大会にご参加いただき、参加者とニコニコペース

でスロージョギング®を行っていただきます。昨年度は韓国スロージョギング協会から

も２０名ほど参加され、国際交流の懸け橋と 

もなっています。スロージョギング®は、 

天皇皇后両陛下も取り組まれ話題にもなりま 

した。スピードレースとは一味違った競技と 

して、皆様にもお楽しみいただいております。 

 

 

【イベント概要】 

〇イベント名  第 26回きやまロードレース大会・第３回スロージョギング®大会 

〇開 催 日 時 12月 3日（日）8：30～12：30（雨天決行） 

        開会式 8：30～ 競技開始 9：15～ 

別紙タイムスケジュールをご参照ください 

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

〇昨年度参加者 約 2000名 〇主催 基山町体育協会  〇共催 基山町 

〇協力  （一社）日本スロージョギング協会  

※問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 中川 ☎92-7935 

田中 宏暁教授 
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問合せ先 

まちづくり課 協働推進係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

Mail:kyodosuishin@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

多文化共生のまちづくりシンポジウムを開催します 

 

本町は、住民登録上の外国人比率が 0.8％と県内では比較的高く、今後も増加が見込

まれる中、日本語教室を中心として相互理解を進め、多文化共生社会の実現を目指して

います。 

 今回、多文化共生のまちづくり～誰もが住みやすく、活躍できる基山町を目指して～ 

と題し、外国人、男性、女性、高齢者、子ども達と国籍も年齢も性別も越え、誰でもが

住みやすく活躍できるまちづくりをテーマに、一般財団法人グローバル人財サポート浜

松の代表理事で、文化庁の地域日本語教育スタートアップ事業で基山町のアドバイザー

を務める堀 永乃（ほり ひさの）さんを講師にシンポジウムを開催します。 

  

 

記 

 

１．日時 １１月１９日（日）１４時～１６時３０分 

 

２．場所 基山町民会館 小ホール 

 

３．対象 基山町在住の方 

 

４．料金 無料 
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問合せ先 

まちづくり課 図書館係 

Tel:0942-92-0289 Fax:0942-92-1108 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

きやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミー事業を行います 

 

 基山町では１０月に経済産業省と内閣官房が提供する「地域経済分析システムＲＥＳ

ＡＳ（リーサス）」を用いたきやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミー事業を行います。 

この事業では参加された町民の方が、実際にＲＥＳＡＳを操作し、ビックデータに基

づいた町の課題分析を行い、その解決策を考えるものです。２１世紀に必要とされるＩ

Ｔとビックデータを活用できる人材を育てることを目的としています。 

 

記 

 

１． 日時 10月 14日・28日（土） 計２回 

 

２．場所 基山町立図書館 

 

３．内容 図書館の多目的室で 15人の参加者がＲＥＳＡＳを操作し、町の課題を分析 

し、その解決策を提案します。10月 14日（土）は操作研修、10月 28日（土）

は課題解決策作成を行います。 

 

４．その他 
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う ビ 使

う 

っ て み 

きやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミー 

事業を行います 

ＲＥＳＡＳ(リーサス)

って何？ 

地域経済分析システム RESAS 

は、パソコンでまちの観光情報

や人口の動きなどを素早く調べ

ることができます。 

ッ よ グ デ ― タ 

どんなことができる

の？ 

【アカデミーの内容】 

▽実施期間  

10月 14日（土）・28日（土）の二日間 

時間帯は１０時～１５時までを予定 

 

▽実施場所 基山町立図書館多目的室 

 

▽内 容 RESAS の操作説明、実践。 

町の課題の分析、解決案の作成。 

ビックデータを使った解析等。 

【参加者】 

▽町内の高校生以上の方 

▽参加費 無料   

▽定員 最大 15 名（先着） 

 

※パソコン等、事業に必要な機器は 

図書館で用意します。 

 

様々なビックデータを使い、図やグラ

フなどを手軽に見ることができます。 

町の分析やお店のマーケンティングに

も役立ちます。話題のビックデータに触

れてみませんか？ 
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平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

竹あかりナイト in図書館♪ を開催します 

 

 今年も「竹あかりナイト in 図書館♪」を開催します。竹あかりのほか、ミニコンサ

ートや子どもお楽しみ映写会も開催します。ロマンチックな竹あかり灯篭や夜の図書館

をお楽しみ下さい。 

記 

 

１．日時 10月 21日（土曜日）１７時半～２０時 

17:30 

18:00 

18:00 

18:05 

18:10 

18:10～18:30 

18:30～18:50 

  18:50～18:55 

 

19:00～19:20 

19：55 

20：00 

 

プレイベント 子ども上映会（多目的室） 

開会（ブラウジングコーナー） 

図書館の会内山会長のあいさつ 

松田町長のあいさつ 

館内イベント 

 .ヒーリングオカリナ演奏 

・きざんエコーズ合唱 

 天本館長のあいさつ 

（ブラウジングコーナーイベント終了） 

・子どもお楽しみ上映会(多目的室) 

閉館アナウンス 

閉館 

２．場所 基山町立図書館（基山中央公園内） 

３．内容 通常 18時までの開館時間を 20時まで延長し、図書館周辺に竹あかりを設置 

して、ミニコンサートや上映会を行います。普段体験できない夜の図書館の

幻想的な空間をお楽しみ下さい。 

４．参加方法 事前申し込みは不要、参加費も無料です。どなたでも参加できます（小 

学生以下の方は保護者同伴でお願いいたします）  
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問合せ先 

まちづくり課 図書館係 

Tel:0942-92-0289 Fax:0942-92-1108 

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

 

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

わかやまけんさん追悼 

「ありがとう！わかやまけんさん」絵本原画展を開催！ 

  

記 

 

１．日時  ９月７日（木）～１０月８日（日） 

 

２．場所  基山町立図書館郷土資料コーナー 

 

３．対象  どなたでも参加できます 

 

４．料金  無料 

 

※ 別添チラシのとおり 

※わかやまけん先生プロフィール 

1930年、岐阜市に生まれる。グラフィックデザインの世界から、絵本の世界へ入る。淡

い詩情豊かな画風の『きつねやまのよめいり』で、第 16 回産経児童出版文化賞を受賞。

また、明快な線と鮮やか色で幼児の生活を描いた「こぐまちゃんえほんシリーズ」は、

幼い子どもたちに圧倒的な人気を得ている。 絵本の作品に、『おいしいね おいしいよ』

『おっぱい おっぱい』『おんぶにだっこ』（童心社）、『おばけのどろんどろんとぴか

ぴかおばけ』（ポプラ社）などがある。2015年 7月 17日没。 
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問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

第２回「きやまの魅力」フォトコンテストを開催します 

 

基山町では、芸術文化の振興及び町の新たな魅力の発見を目的として、フォ

トコンテストを開催いたします。 

つきましては、下記のとおり作品を募集いたしますので、皆様方の多数のご

応募をお待ちしております。 

 

記 

 

１．募集期間  平成２９年１０月２０日（金）まで 

２．テ ー マ  『きやまの魅力』基山町の魅力ある風景や人物などを撮影した作品。 

３．応募資格  年齢、プロ、アマを問わず募集いたします。 

４．応募方法  別紙募集要項のとおり  

５．表  彰  最優秀賞及び優秀賞を受賞された方は、１１月３日（金・祝日）の基

山町文化祭の中で表彰させていただきます。 

６．結果発表及び展示 

＜プリント作品部門＞ 

受賞作品は基山町役場１Fロビーに展示させていただきます。 

最優秀賞作品は基山町広報（１２月１日号もしくは１２月１５日号）

の表紙に掲載させていただきます。 

＜デジタル作品部門＞ 

受賞作品は基山町ホームページに掲載させていただきます。 
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問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

第２回基山町かかしコンテストを開催します 

 

基山町では、12 月 10 日に開催される「ふ・れ・あ・いフェスタ」において、

かかしコンテストを開催します。自由なテーマで、楽しくユニークなかかしを

大募集します。 

 

１．募集期間  平成 29年 10月 20日（金）まで 

 

２．応募資格  個人団体問わず、どなたでも応募できます。 

 

３．応募方法  別紙募集要項のとおり 

 

４．作品の設置・撤去 

出品者により展示場所に直接設置・撤去して頂きます。 

※設置・撤去の場所及び日時は出品者に直接通知します。 

 

５．展示期間  平成 29年 11月 27日（月）から 

平成 29年 12月 10日（日）まで 
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問合せ先 産業振興課 商工観光係 

TEL:0942-92-7945 FAX:0942-92-0741 

メール:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成２９年９月２１日 

産業振興課 

 

２０１７草守基肄（草スキー）世界大会を開催します 

 

基山町の草スキーを世界に誇れるものに、そして人種や国籍を超えた世界的な大会に

なることを目指して、「２０１７草守基肄（草スキー）世界大会」を開催します。 

草スキーは、山の自然の斜面を、木製のソリを使用して滑るもので、大会ではその速

さを競います。大会は、町のシンボルでもあり、歴史的な名所でもある基山（きざん）

と基肄城（きいじょう）跡で行います。 

競技種目は、個人戦と団体戦を設定しており、各種目の入賞者には記念品や基山町の

特産品等の副賞をご用意しております。また、大会を盛り上げた個人、団体、外国人（国

籍問わず）の方に特別賞もご用意しております。 

大会エントリーは９月２５日（月）から開始です。草スキーに慣れ親しんだ町内の方

だけでなく、町外から遊びに来た方、外国人の方、皆が楽しめるような大会となってお

ります。参加費無料（事前申込が必要）ですので、ふるってご参加ください。 

 

【大会概要】 

◇主 催：基山町観光協会 ◇共 催：基山町、基山町商工会、基山町産業振興協議会 

◇日 時：１０月２１日（土曜日） ９時００分から１５時００分まで（予定） 

◇会 場：佐賀県三養基郡基山町大字宮浦２１６６番地１付近 

    基山（きざん）草スキー場  

◇参加費：無料（事前申込必要） 

◇参加種目： 

（個人戦）小さきもりクラス…小学生未満 

中さきもりクラス…小学生 

大さきもりクラス…中学生以上 

（団体戦）チームさきもりクラス…小学生以下２名以上、中学生以上２名以下の 

計４名によるリレー 

エキスパートさきもりクラス…中学生以上６名によるリレー 

◇申込先：基山町観光協会（基山町商工会内） 

     〒８４１－０２０４ 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦２１８番地 

     ＴＥＬ：０９４２－９２－２６５３ ＦＡＸ：０９４２－９２－０２０８ 

     メール：kiyama.kankou@gmail.com 

     Facebook：https://www.facebook.com/kiyamakusaski/ 
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問合せ先 

こども課 子育て支援係 

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

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

 

 

 

平成２９年９月２１日 

こども課 

 

 

子ども・子育てに関する実態調査を実施します 

 

 基山町では、今後の子ども・子育て支援施策の参考にするために、子どもと子育て

家庭の生活状況などに関する「子ども・子育てに関する実態調査」を実施します。 

０歳から今年度１８歳に達する子どものいる世帯を対象にアンケート調査を行い、子

育てに必要な教育・福祉などの各種支援策に対するニーズを調査します。 

その結果をもとに、子どもの未来応援指針（仮称）を策定し、安心して子どもの健や

かな育成を図るために制度の周知・徹底をはじめ、自立及び就業のための環境づくりな

ど地域の実情に応じた効果的な施策の実施を図ります。 

 

 

～ 調査概要 ～ 

 

調査対象 ０歳から今年度１８歳に達する子どものいる世帯 

対象世帯数 約１，５００世帯 

主な調査項目 ・家庭のニーズの所在を把握するための項目 

・施策の認知度、利用度に関する項目 

・施策の利用意向に関する項目 
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