
町長懇談会（　12区　） 平成30年　5月　12日（土）　19：00～20：30　　　　参加者　18　名

№ 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 分野 回答者 対応・進捗 今後の対応 進捗状況 担当課

1

防犯カメラは、町内にどのくらい設置さ
れているか？
１２区でも要望があれば、つけてくれる
のか？

20～30箇所設置されている。
学校内の防犯カメラは常時監視できる
が、それ以外はプライバシーの問題も
あり常時監視ではない。警察からの依
頼で、３回ほど情報提供を行いひったく
り検挙に役立った。
いくつかルールや条件は出てくるが、要
望は出してもらいたい。

防犯 町長

防犯カメラの設置については、平成
２８年度から公共施設を中心に２１
か所、５４基の設置をしております。
令和元年６月に区長と安全なまち
づくり推進委員の方々に設置が必
要な箇所の調査依頼をしておりま
すので、優先順位を決めて進めて
いきます。

◎ 住民課

2 防犯灯と街灯は違うのか？ ほぼ同じものである。 防犯 町長 ◎

3

40年前基山に引っ越してきて、自分の子
供は若基小に通った。現在子ども世帯
は基山にアパートを借りて住んでいる。
その子ども世帯の子ども（自分からした
ら孫）がまた若基小に通えれば、若基小
も子どもが減らなくて済む。
今度、駅の近くにできる住宅は外部から
来る人を優先するようだが、外部から来
る人ばかり優遇しているのではない
か？
今基山に住んでいる人も優遇するべき
だと思う。町内に自分たちの子ども世帯
を住まわせる所が欲しい。

民間にはなるが、堀田工務店が現在28
区画の宅地開発を行っている。半分くら
い申込みがあったとのこと。
これから、基山の若い人たちが溢れる
ようなことがあるといけないので、その
ようなニーズがあるならば、間髪入れず
第２弾の賃貸住宅の建設を考えてい
く。

定住促進 町長

今年度完成したアモーレ・グランデ
基山には、町外から15世帯、町内
から15世帯の方が入居されていま
す。また町内各地で民間による開
発が進んできております。

今後も、人口増
対策として町外
からの転入者を
増やしていくこと
はもちろんのこ
と、町内の方にも
住み続けていた
だけるような施
策を検討してい
く。

◎ 定住促進課

※進捗状況は、対応済は◎　対応中は○　検討中は△　未対応又は困難案件は×で表示しております。
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4

若基小は児童が減っている。児童数が
少ないため将来不安である。基山小は
増えているので校区がどうにかならない
のか？

校区の話はやっているが、デリケートな
部分もあり、なかなか難しい。

教育 町長

今年度の若基小の児童総数は255
人で、3年生と5年生が2クラス、そ
れ以外の学年は1クラスとなってい
ます。1クラスの人数が10人以下と
いうような学校運営において支障を
きたす状況には至っておりません
が、今後子育て世代が増え若基小
校区の児童数が増加に転ずるよう
に市街化区域に隣接する、調整区
域の地区計画を検討していきます。

× 教育学習課

5
多目的の北側の駐車場に放置自動車
があるが、まだそのままか？

警察と連携してとりかかっている。 公共施設 町長 Ｈ30.10.31撤去済みです。 ◎ 建設課

6

基山に登山に来る人が、役場の前を
通っているが、とても茂っていて見た目
が良くない。植栽管理をもっとできない
か？

以前はアダプトプログラムでお願いして
いた場所だが、現在その場所でやって
いただける方がいない。今後検討して
いきたい。

植栽管理 町長

庁舎南側の県道（県道基山公園
線）については、道路管理者である
東部土木事務所に確認したところ、
低木を8月頃、高木を9月頃に剪定
作業を行うとのことです。また6月の
県下一斉美化活動、11月のクリー
ンアップKIYAMAの際に、地元の方
や団体・企業にもご協力いただき草
取りや落ち葉の清掃等を行ってい
ただいています。なお庁舎及び町
民会館敷地部分については、業者
に委託し7月に剪定を行っていお
り、それ以外では役場職員による
草取りを年2回実施しています。

◎ 財政課
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7 俳句ポストを設置してほしい。 俳句グループに相談してみたい。 その他 町長

設置は可能と考え検討しましたが、
その後の審査、表彰が難しく実施
に至っておりません。今後、俳句に
限らず幅広いジャンルでの運用を
考え、その作品の取り扱い（広報・
ホームページ等）も含めて検討して
まいります。

△ まちづくり課

8

玉虫13丁目の東側道路がへこんでい
る。山崎さん宅の前。雨が降っていなく
ても水が溜まっている状態。以前、建設
課に相談し、その後、まちづくり提案も提
出したが何の音沙汰もない。

まちづくり提案を提出していただいてい
るなら、自分のところにくるはずだが、
確認する。
再度、まちづくり提案を提出していただ
きたい。

道路整備 町長
該当箇所の舗装工事を、令和元年
８月に発注予定です。

○ 建設課

9

2～3日前に氏林公園の排水溝の蓋の
件で、落ちそうな状況だったので役場に
言ったら、その日の夕方にすぐやってく
れた。こういう場では苦情や要望が多い
が、私はありがたいと思っている。

◎
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10

みちの駅が近くにない。鳥栖基山は交
通の中心なので、農産物加工場と絡ま
せて考えてはどうか？

基山には思ったほど農産物がなく、農
家も少ない。地元商品がなく、ほとんど
を外部からもってくるとスーパーと同じ
ようになってしまうし、つくってもあまり効
果が見込めないかと思う。今ある地場
スーパーにしわ寄せが出るのもいけな
いので、様子をみているところ。現在、
園部インターのところに民間で店を出さ
れているが、そういうのはありがたい。

産業振興 町長

基山での道の駅は様子をみている
ところですが、基山の農産物につい
ては、基山ＰＡの店、 農協朝市、け
やき台朝市において販売しており、
農協朝市は毎週水曜・土曜に開催
され、けやき台朝市は毎週日曜に
開催されています。新鮮な野菜は
もとより、基山ＰＡには基山の加工
品も多数販売されていますので、
ぜひそれらを活用していただけれ
ばと考えております。

◎

11
広報が月２回だが、１回でいいのではな
いか？他の市とかも１回でやっている。

広報きやまについての町としての考え方
は、現在のところ唯一、紙媒体で行政情報
を全世帯に配布できる貴重なものとして捉
えている。月１回となると情報が遅れる場合
もある。広報の回数については以前から
様々なご意見があり、１回でいいという方も
いればホームページで見ているので０回で
もいいといわれる方もいる。色々と検討して
きた中で、現在の月２回発行を続けている。
今年は紙面の見直しを検討したい。
※会場の皆さんが協力していただけるとの
ことで、目を閉じて挙手してもらった結果
１８名のうち、　０回でいい…１人
１回でいい…８人　　　２回がいい…９人

広報 総務企画課長

発行回数を２回／月にしているの
は、極力情報の即時性を確保した
いという理由です。また、かかる経
費の都合上、2色刷り（フルカラーで
はない）としております。・「広報き
やま」は全戸配布となりますので、
区長様・組合長様には過大なるご
負担をお掛けしますが、今後ともよ
ろしくお願いいたします。

◎

12

温泉施設の山楽が休止となったが、もっ
たいない。せっかくの設備なのに、なん
とかならないのか？

言えないことがたくさんあるが、動きは
出てきている。ただ温泉施設ではない
かもしれない。変なところ来ないよう注
視はしており、１歩前進中。

その他 町長
現在、開発業者が用地を買い取
り、産業用地にするための造成工
事を行っている状況です。

◎
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13

ホームページをよく見るが、町長が就任
されて、最近のホームページは見える化
になってきてていいと思う。今後基山町
の人口を増やすためにはどうしたらいい
のか？佐賀県だから若い人が来ないん
じゃないか？福岡県なら来るのでは？

人口についてはイメージ戦略が大事だ
と思っている。しかし、基山町は人口は
減っているが、世帯数は増えているの
で、基山町は家さえ建てれれば人口は
増えると思っている。
年間200戸建てれば5年で1,000戸とな
るが、基山町は、家を建てられる場所
がない。現在、別の施策で、市街化区
域ではない調整区域に家を建てられる
よう県と協議を行い話が進んでいる。そ
の先でさきほどのイメージ戦略として施
策を充実していきたい。その際には、子
育て等にも力を入れていきたい。

定住促進 町長 ◎

14

高齢者の交通安全について。12区の公
民館から出た道の先に信号が無い。渡
ろうと思って手を挙げても、車は止まらな
いし、直線でスピードも出しているので
危険である。信号機の設置ができない
だろうか。信号機がある交差点と無い交
差点が交互にある状態である。

平成31年にけやき台を通り抜ける道が
完成するので、その時見直すのでその
時が信号機設置のチャンスとなる。今
までに何回かやり取りをしているとは思
うが、いわれているとおり、今ある所と
の距離の関係とか連動性とかあると思
うが、県警等に話を持ちかけてみる。断
られているのであれば、その理由を確
認する。確約はできないがあたってみよ
うとは思う。

交通安全 町長

警察と協議する中で、信号機設置
希望場所と既存の玉虫交差点信号
機との間隔がなく、信号機が連続
するため、設置に関しては厳しいと
の指摘を受けています。
今年度末予定の白坂久保田２号線
の開通により、交通量も変化するこ
とが予想されるため、開通後の状
況をみながら、引き続き検討しま
す。

△ 住民課
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15

ふるさと納税で基山は潤っていると思う
が、その使い道を寄附した方が指定でき
ると思うが、そのように使っているの
か？ふるさと納税のＰＲ方法は？

寄附金は、寄附者の指定したものに使って
いる。ただいつまで続くか分からないので、
恒常的な予算には充てていない。寄付者の
9割5分は返戻品を選んでされているので、
その競争に基山も負けないように頑張って
いる。よそのようにめちゃくちゃな返戻品は
設定していないが、その競争に巻き込まれ
てはいる。返戻品代とか経費とかを差し引
いて、実際には寄附額の４割が残っている
状況。
ＰＲ方法は、当初パンフレットを作成してい
たが、品目が色々と変わるため、現在は
作っていない。簡易的なＰＲ用の1枚ものの
チラシを作成するという手はあると思う。

ふるさと納税 町長

平成30年度実績で、寄附者の希望
コースの割合は第1位が「自治体に
おまかせ」で65％、第2位が「地域
福祉の向上」で15％、第3位が「自
然環境の保全」で14％となってお
り、「自治体におまかせ」コースの
具体的な使途としては、基山保育
園の建設や小中学校特別教室の
エアコン設置、基山駅前ロータリー
の整備などとなっています。
ふるさと納税のＰＲについては、東
京の地下鉄での広告等を行ってい
ます。

◎ 財政課
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1

基山保育園の駐車場につい
て。舗装されておらず、雨の日
などは足元が悪い。舗装整備
できないものか？

平成３１年度には新しい形で保
育園をオープンできるようにした
い。駐車場の件については、保
育園そのものがどうなるのかを
含めて、今後検討していく。【町
長】

町長

現在は、基山保育園とバディ認
定こども園の２園で利用していま
す。雨の日等の対策として、砂利
の搬入や乳化剤等により改良を
行っています。来年には、基山保
育園が移転し、バディ認定こども
園１園のみとなることから利用者
が半分以下となることから、運用
を含めて今後バディ認定こども園
と協議してまいります。

◎

2

基山町が交通の要衝である利
便性を活かし、人を集める政策
ができないか。（たとえば基山Ｐ
Ａにスマートインターを設置する
など。）

スマートインターについては、住民から
の要望があって設置できるものである
が、現時点では反対意見が既にでてい
る状況で、ハイウェイオアシス（基山町独
自の駐車場）の確保という問題もある。
今後賛成意見がでればまた変わってくる
かもしれない。交通の要衝という意味で
は、基山駅周辺について、今年度中に
小規模改修を行いたいと考えている。ま
た、最近は甘木鉄道も活気があるので、
うまく活用していくつもり。開発すべきは
今後開発していくというのが考えだ。な
お、九州・沖縄の道の駅136箇所の事務
局が現在基山町に来ており、意見交換
をしているところ。スマートインター、基山
ＰＡ、甘木鉄道や道の駅について、今後
町民と協議していきたい。【町長】

町長 ◎

※進捗状況は、対応済は◎　対応中は○　検討中は△　未対応又は困難案件は×で表示しております。



町長懇談会（　12区　） 平成29年5月27日（土）19：00～19：40　　　　参加者34名

№ 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 分野 回答者 対応状況 今後の対応 進捗状況 担当課

※進捗状況は、対応済は◎　対応中は○　検討中は△　未対応又は困難案件は×で表示しております。

3

ニュータウン内の水道やガスの
保守に伴い、舗装ががたがた
になっているが、どう対応する
つもりか。

既存道路の補修については、財
源を考慮し、予算の中で、検討す
る。【町長】

町長

水道管やガス管の老朽化による
敷設替え工事により、道路には
たくさんのカッター跡が入ってい
ましたが、敷設替えもおおむね終
わってきており、順次ニュータウ
ン北側より舗装工事を行っていま
す。

◎ 建設課

4

総合体育館に続く駐車場にある
グレーチングの蓋が大きな音を
立てるものがあるが、どうにか
できないか？

直ぐに調べて、対策を考える。 補修は完了しています。 ◎ 建設課

5

公立の保育園の機能と民間の
保育園の機能と、すみわけを考
えてほしい。（特に病児保育に
ついて。）

保育園のあり方については、現
在専門家の意見を聞いていると
ころ。今後町民向けにパブリック
コメントなどを行い、前に進めて
いきたい。【町長】

町長

専門家等の意見を聞いて、平成
２９年１１月に基山町保育所整備
基本構想を作成しました。それに
基づき保育所整備を進めており、
平成３１年４月には基山町で初め
ての認定こども園、基山バディ認
定こども園が開園しました。町立
保育所については、子育て交流
広場と合わせて「基山っ子みらい
館」として役場西側に整備し、病
後児保育施設についても、役場
敷地内に建設し、令和２年４月に
２施設とも開所いたします。

◎
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6

ふるさと納税について、対馬市
のコラボレーションはいいと思う
が、基山町のＨＰで「基山の佐
賀牛」という表記のものが、対
馬市のＨＰでは「佐賀県産和
牛」となっている。実際基山で飼
育された佐賀牛という、誤解を
生む表現なので、注意すべきで
はないか。また、対馬との表現
の違いがある分についてはどう
対応するつもりか。

上峰町やみやき町が同じような
表記で、寄付金額が２０億・４０億
になっており、基山町としてもそ
の表記をやらないわけにはいか
ない状況であるが、きちんと
チェックしていく。対馬の表記は、
基山町が依頼した表現で表記し
てある。基山町の表記のインパク
トをどの程度までにするかという
ことを、担当課と協議したい。
余談ではあるが、アトリエ石田の
ネームプレートや柿はすごく人気
がある。【町長】

町長

総務省によりふるさと納税制度の
見直しが行われ、対馬市と双方
で行っておりました返礼品の取扱
いは現在なくなっております。な
お、佐賀牛については、引き続き
基山町の返礼品とすることは認
められています。

◎

7

町内で発生した事件に対応す
るための、基山町から出る車を
監視する防犯カメラの設置はあ
るか。また、子どもへの声掛け
事案も発生しているため。子ど
もの通学路等にも設置を検討し
てほしい。

基山町が防犯カメラの設置を行ったのは、一
昨年からだが、駅前などの公共施設を優先と
して計画的に設置している。幹線道路につい
ては、別の機関がナンバー監視機器を設置し
ており、その分でカバーできるのではないか。
なお、基山小、若基小については学校内だけ
でなく、学校の外にも防犯カメラを設置した。
その他に水門や不法投棄があっている場所
にも設置している。また駅前のカメラ設置で
は、設置前に比べて自転車の盗難が減少し
ており、犯罪抑制になっている。提案分につい
ては、近い将来検討していく。【総務企画課
長】
ドライブレコーダーの抑止力もあり、今後連携
をしていけばよいと考えている。防犯カメラが
抑止力になるというのは、これまでの実績か
らも明白なので、今後も力を入れていきたい。

総務
企画
課長
町長

各区の区長、安全なまちづくり推
進委員から、通学路で防犯カメラ
の設置が必要な場所に関する情
報提供を現在いただいているとこ
ろで、今後設置を進めていく上で
の判断材料とさせていただきま
す。

◎ 住民課
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1
基山町の独自性を持った戦略と
は何か。

人口が116人減少しているが、世帯は57増え
ている。人口減少と一口に言っても様々な転
入転出の組み合わせが考えられる。ここ３年
程度同じような状況が続いている。住宅が建
設され増えているように感じるが、人口は減
少している状況である。けやき台を対象に住
民アンケートを実施した結果、老後の不安を
訴える回答が多かった。町内の中心地へ移り
住み、元の家をリノベーションして定住を促進
する事業を考えている。若い人が入ってくる動
機づけが大事で、周辺の自治体とともに雇用
や仕事面の充実を図りたい。モール商店街を
中心に活性化を図り、町が動いている姿を皆
さんに見せることで、良い循環をつくりたい。
【町長】

総合戦略 町長 ◎

2

人が育って基山を愛する人が増
えると良い。10年先、20年先を先
見性を持った施策をしてほしい。

長期的な施策が重要だと考えている。子
どもが減っている。このままでは将来にわ
たって減少してしまう恐れがある。基山に
対しての愛着や誇りが必要なことから、
子どもの文化・スポーツ振興に力を入れ
ていきたい。スポーツは今でも盛んだが、
基山町出身の漫画家で卓球を題材にし
たものがブレイクしはじめているので、こ
れからの卓球振興を図ったり、芸術や芸
能にも力を入れ、昨年で終わったと思わ
れている劇「こころつないで」を継続する
よう動き始めている。ただし、２、３年で結
果が出るものではないが、長期的に取り
組みたい。【町長】

子育て支援 町長

基山町は、15年後には一人
暮らしの高齢化率が全国トッ
プクラスになると見込まれて
いますので、これに対する対
策をここ２～３年で検討する
必要があります。

◎

※進捗状況は、対応済は◎　対応中は○　検討中は△　未対応又は困難案件は×で表示しております。
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3

説明された施策や事業はどこに
でもあるようなもので、この中から
独自性を見つけるのは難しい。け
やき台対象のアンケート結果で７
割の人は住み続けたい、３割は
移住したいと回答している。12区
も状況は同じと思う。住み続けた
い人への対応もお願いしたい。

住み続けたいと思っていらっしゃる７割の
方を大事にしたい。宅配事業などを始め
ている。また社協で一人暮らしの見守り
や世代間交流等をしている。健康でい続
けてもらう取組みが必要だと感じている。
基山町は高齢化が周辺よりも早いスピー
ドで進み、財政への影響も懸念されるの
で、今回の資料にはないが、福祉事業で
は様々なことに取り組んでいる。ＳＧＫ事
業も始めた。関係機関との連携もしていく
ので、安心して基山に住み続けてもらい
たい。【町長】

定住促進 町長 ◎

4

若基小学校の児童が減っている
と聞いている。これから先の小学
校校舎の活用として、例えばひと
り親住宅として、長屋的な住宅や
こども食堂を開設するなどは考え
られないか。

若基小は児童数が減っている現状ではある
が、現在のところ基山小との統合は考えてい
ない。若基小の学習レベルはトップレベルで
あり、若基小として存続したい。児童の減少に
より空き教室は出ている。集会所や福祉施設
や保育所など、様々な活用の可能性を議論し
ている。また、こども食堂については、７月頃
にモール商店街でデモンストレーションを行う
計画がある。貧困対策として開催するといろ
んな問題があるので、食育をテーマに開催す
る。ひとり親の世帯割合は鳥栖市がとても高
い状況にある。理由としては、仕事がある、周
りの偏見がない、施策があることだと思われ
る。基山も増加しつつある状況だが、学校を
住宅へと改修するには費用面からも困難だと
感じる。ひとり親、貧困、虐待等これから基山
でも課題になる。【町長】

子育て支援 町長 ◎
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5

ＳＧＫのことを知らなかった。プロ
ジェクトの中で６つの事業に取り
組んでいると聞いた。どれを優先
するのか。

もともと考えていたのは、基山町の豊富
な人材を中小企業支援に活用できないか
ということだった。そういう意味では一番
なのかもしれないが、その他にも基山の
人材を活かしたい気持ちが強い。また先
日行われた世代間交流事業も大切にして
いきたい。【町長】

総合戦略 町長 ◎

6

けやき台には店がない。スー
パー、コンビニ、焼き鳥屋など12
区にはあるので、うらやましがら
れる。何か一つでもけやき台に店
をつくってはどうか。小さな店を始
めてみて、みんなで発展させてい
けるといいと思う。多少の資本を
出してでもＳＧＫで取り組む考え
はないのか。

けやき台には、３つのコンビニや地元の
商店を誘致しようとしたが、維持できない
とのことで断念している。採算が取れず
赤字の経営となり、本格的な店舗というよ
りは、小さな喫茶コーナー等から始めて
いけたらいいと思う。【町長】

総合戦略 町長

現在、SGKにおきましてはけ
やき台の駅前において、カ
フェを運営し100円でコーヒー
を提供していたり、農産物の
販売を行ったりしています。
また、毎週月曜には「あかね
飯」というランチを提供してい
て基山町外から来ていただく
ほど好評を得ています。
今年の４月には毎週金曜日
に居酒屋を始めるなど、精力
的に活動を行っていただいて
おります。

◎
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7

近所に若者世帯が転入してき
た。その両親（長崎在住）にも基
山の良さを話して、転入をすすめ
ている。基山町の良さをどれだけ
ＰＲしてるのか。

基山町はＰＲ下手だと感じている。子育て
支援施策にしても町外の人はおろか、町
内の人も内容を知らないことがある。ただ
し、先日の震災の際、町のフェイスブック
は多くの人に見てもらった実績がある。こ
のことで、やり方によってはPR効果があ
ると感じた。情報発信はこれからバンバン
やっていきたい。ホームページの全面見
直しも予算の関係があるが、検討してい
きたい。【町長】

ＰＲ強化 町長 ◎

8
ＳＧＫの会員には誰でもなれるの
か。

戦略的シルバーとして会員を募っている。
年齢制限はないので、是非ご参加をお願
いしたい。【町長】

総合戦略 町長 ◎

9

ＰＲ下手という話があったが、エ
ミューの話はどうなっているの
か。町をあげて売り出すと聞いて
いたが、その後どうなったか町民
にも知らされていない。町の住民
がみんなでＰＲできるようにしなけ
ればならないのではないか。

始めてエミューに対しての質問で嬉しく思う。
エミュー事業は、去年盛り上がり新聞やメディ
アの取材も多かった。その反動で今下火に
なっているように感じるだろうが、現在”定着
期”だと思っている。もとは中山間地域の耕作
放棄地対策事業として始めた事業で、エ
ミュー事業拡大にいつまでも補助金をつぎ込
むべきではないという考えから、商品開発を
先立って行った。エミューカレーについては、
これまでに４ロット発注をし、8,000個くらいは
売り上げている。地元中小企業でも取り組み
やすい商品を考えた。また、基金事業をつくっ
て取組みを継続していくことを検討している。
【産業振興課長】

ＰＲ
強
化
産
業
振
興

産業
振興
課長

耕作放棄地対策として飼育を
始めたエミューは、今や町内
に約500羽になっています。
町内にはエミュー料理を味わ
える店もあり、また加工品も
エミューカレーをはじめ、肉み
そやエミューバーグ、羽スト
ラップ、エミュー石鹸やエ
ミューオイル化粧水等を展開
し、基山ふるさと名物市場や
ふるさと通販でＰＲに努めて
います。

◎
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10

エミューカレーの特徴は何か。食
べてみて、おいしいが、エミュー
の肉などを直接感じなかった。普
通のレトルトカレーでインパクトに
欠けている。

エミューの肉には鉄分が多く含まれている。か
たまりで食べると金気が残る感じがする。エ
ミューカレーは開発段階からいろいろと検討し
た。インパクトをとるか、普通のカレーとしてリ
ピーターを増やすか、また、ブロック肉かひき
肉かで肉の使用量が違うので、使用量が少な
く抑えられるひき肉でのキーマカレーとし600
円で販売しています。【産業振興課長】
実際に町民のみなさんにエミューを見てもら
おうという企画も検討したが、移動のときに死
んだり、またかわいい姿を見ると食べられなく
なるという意見もあり、実施していない。本福
寺へ向かう道沿いに居るので、見てほしい。
【町長】
エミュー肉は、くせがなく、馬刺しと同じように
おいしい。是非食べてみてほしい。【副町長】

産業振興

産業
振興
課長
町長
副町
長

耕作放棄地対策として飼育を
始めたエミューは、今や町内
に約500羽になっています。
町内にはエミュー料理を味わ
える店もあり、また加工品も
エミューカレーをはじめ、肉み
そやエミューバーグ、羽スト
ラップ、エミュー石鹸やエ
ミューオイル化粧水等を展開
し、基山ふるさと名物市場や
ふるさと通販でＰＲに努めて
います。

◎

11

アンケート調査の結果が公表されて
いた。移住理由を見ていると、学校を
理由として移住が1.5％との結果で少
なかった。町外から来る人にとって、
教育は大きな要素だが、今の基山町
の教育環境やレベルをもっと真剣に
考えてほしい。小中一貫教育の話も
あると思うが、基山町の魅力ある教
育環境づくりを真剣に具体的に考え
てほしい。例えば福岡では土曜授業
は当たり前になっている。基山町の
教育への取組みが町外から見たとき
の魅力につながる。仕組みも含めて
考えてほしい。

町の“教育”が重要というご意見はいただいているところ
です。学習力調査が行われ、全国的にランク付けとして
受け取られていると認識している。町や教育委員会として
も子どもたちの学力アップに取り組んでいます。３、４年
生の基礎学力がないと、高学年や中学生の伸びがない
ということが分かってきて、基礎を重視しています。また、
これからのグローバル人材育成のため、説明資料の提
案にもありましたが、英検受験補助事業を検討していま
す。鳥栖市や東明館との連携を図り、グローバル人材の
活用をしていきたいと考えています。【教育学習課長】
学力レベルを尺度にして転入を検討する方もいる。若基
小学校の学力はトップレベルだが、あまりにそれをＰＲし
すぎると問題もある。また、基山中学校は風紀が良い状
況で、落ち着いていることをアピールしていきたい。さらに
東明館との連携も必要だと考えている。町内では特別支
援学級が増えている。いろいろな要因があると思うが、Ｐ
Ｒなしで増加している状況である。ただ、学力の面ではあ
くまでも平均の対象となる。うまくＰＲしていかなければな
らないと思う。【町長】

教育

教育
学習
課長
町長

平成28年度から小学校６年
生を対象に、平成30年度から
は小学校３年生を対象に塾と
連携して放課後補充学習を
実施しています。
学習状況調査では、昨年一
昨年と県平均を上回っている
状況です。
また、中学校でも放課後補充
学習に取り組んでおり、２学
期以降は土曜日を追加して
実施しています。このほか28
年度から英語検定の補助を
実施しています。

◎
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12

基山の立地が良いということを
もっとＰＲしてほしい。基山町から
は、どこにでも通勤できる良い立
地だと思う。対外的には立地条件
も町のＰＲになると思うがどうか。

これまでは、町内の若者を町内の企業に
マッチングする取組も不足していたが、今
後は周辺地域の中小企業と子どもたちに
就職説明会等をやってみようとしている。
また、様々なスポーツの大会等が九州全
土から来て行われている。駐車場が広
く、施設使用料が安いなどの理由だと考
えられる。さらにＰＲしていきたい。【町長】

ＰＲ
強
化
産
業
振
興

町長

平成30年12月に無料職業紹
介所を役場に開設し、町内か
ら通える就職先を多数紹介し
ています。オープン以降、令
和元年7/19日現在33名の就
業に結びついています。今
後、町外の企業情報につい
ても紹介する予定です。

◎

13

基山町のことをよく知らない人に
は、“佐賀県三養基郡”と言うと、
とても田舎だと思われている。そ
のイメージを払拭してほしい。

福岡県になるわけにはいかないが、町を
もっとアピールしていきたい。【町長】
“佐賀県三養基郡”と聞いただけで、遠い
イメージがあると認識している。【副町長】

ＰＲ強化

町長
副町
長

平成28年度に福岡放送
（FBS）と連携して、基山町を
PRする番組やCMを作成し放
映しました。
その後も、移住専用のホーム
ページや各種イベントに参加
して、基山町への移住を呼び
かける活動を行っておりま
す。

◎

14 鳥栖市との合併はないか。

基山町の規模で、近隣の市と合併して、
町が栄えたという話はあまり聞いたことが
ない。山口知事の考えでは、福岡県を
ターゲットにした戦略になっている。基山
はまさに福岡との県境でもあるため、県
の戦略にも基山町が乗っていけるのでは
ないかと考えている。【町長】

市町合併 町長 ◎
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15

資料Ｐ10のニュータウン処理場に
ついては、町に移管したのがＨ12
であって、その前からあるものな
ので、かなり老朽化している。こ
の処理場がなければ良い住宅地
として発展すると思う。何十年もこ
のまま維持し続けるのは難しいと
思う。下水道については、小郡市
につなげるなど、先行して考えら
れないのか。

この処理場の在り方が、町全体の下水道
の在り方に関わってくるので、明言を避け
ており、行政課題の中で一番の難題だと
考えている。ニュータウン処理場について
も使用を継続しながら、何らかの方策を
検討しなければならない。現在のところ小
郡市との関係が複雑に絡み合っいる。連
携や計画が進んでいない状況なので、下
水道事業については、今後考えていくこと
としている。【町長】

公共施設整備 町長 ◎

16

情報リテラシーが低いと感じてい
る。ＳＮＳなどを強化することを考
えてはどうか。

２年前に就任したときには、一人でフェイ
スブックを管理していたが、現在は多くの
職員と共に管理している。今後50人くらい
管理者を増やしたいと考えている。また、
紙媒体については、必要ない無駄だとい
う激しい意見もある。情報発信の方法に
ついては考えていかなければならない。
【町長】
昨年から広報・情報管理室を設けた。時
間はかかると思うが推進していきたい。
【副町長】

その他

町長
副町
長

◎
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17
町内の事業所を守っていただくよ
うにお願いしたい。

これまで、基山町では企業の支援策が十
分ではなかったと思う。６月の議会で企業
支援策を総合的に提案する。また、役場
職員も国の補助金等と中小企業者のみ
なさんとの橋渡しができるようにしたい。
役場産業振興課にご相談ください。【産業
振興課長】
持続化補助金という資金があり、誰でも
使える便利なものです。３分の２補助で50
万円まで支援されるので、商工会にご相
談のうえ是非使ってほしい。【町長】

産
業
振
興

産業
振興
課

町長

◎

18

地域担当職員を全面見直しして、各区に
設置する。地域に沿った手伝いができる
と思う。また、町長室の３つのドアはいつ
も開けている。みなさんと役場の距離を
近づけたいと考えているので、遠慮なくい
つでも来庁いただきたい。【町長】
12区と言えば若いころにお世話になり、
助けていただいた方がたくさんおられて、
別の地区よりも緊張する気がする。何か
の助けになれば幸いに思う。よろしくお願
いします。【財政課長】

地域担当職員

町長
財政
課長

◎


