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

1

2世代住宅家庭などの場合は高齢
者は免許を返納しても問題ないが、
高齢者２人だけの世帯などが二人と
も免許を返納したら、どうしようもなく
なる。基山町の高齢者の交通事故
はそんなに多いのか。もし、2人世帯
で2人とも認知症にかかり免許返納
をしてしまった場合などは、どうする
のか。

返納しなければならない、ではない。不安
な方が、免許返納を考えたときの手助け
にと思っている。またそのような例の場合
は、極端な話になってくるとは思うが、二
人が発症する前に一人が発症した時点
で町に相談してほしいし、その仕組みを
つくっている。基山町はこれから1人暮ら
しの高齢者世帯率が５年後には全国トッ
プクラスになる。その理由は、今高齢者に
なっていない1人暮らしの家庭が多いこと
と、高齢者だけの2人暮らしの家庭の率
多いこと。1人暮らしの高齢者になる前か
ら、相談が受けやすいような体制をつくっ
ていきたいと考えている。

交通安全 町長

免許返納者についての支援
についてです。平成31年度よ
り免許返納された高齢者に
対し、タクシーの助成券の発
行及び電動カート購入助成を
行っています。また、コミュ
ティバスの回数券の割引を
行っています。

◎

2 下水と汚水の違いは。 ほとんど同じ意味。 上下水道 町長 ◎

3

「子ども110番の家の拡充」とある
が、どのようなことを考えているの
か。110番の家を増やすのか、制度
の拡充を行うのか。

新潟県では悲惨な事故が起きてい
る。これは他人事ではなく、基山町で
も2件の声掛け案件が起こっている。
子ども110番とは、通学中や遊んでい
る途中で不審者に声をかけられたと
きな等に逃げ込む家である。基山小
学校区では、児童数が増えてきてい
る。若基小学校区もこれから児童数
が増えるように目指してやっている。
そのため、子どもが逃げ込みやすい
と思われる家に協力を求めてやって
いく。

防災・防犯 町長

子ども110番の家の拡充対策
として、教育学習課で町内を
回って参加を呼びかけまし
た。（4件増）
また、区長会に対し協力のお
願いをしています。平成30年
度は登録83件となっておりま
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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4
子どもたちに「子どもの110番の家」
の教育をしてみては。

子ども達も意外としっている。これは、
基山町が行っている事業というより
は、ＰＴＡの方たちが中心となってい
行っている事業。

防災・防犯 町長 ◎

5

以前この会合で上がった質問だが、
給水塔の下は雨が降ったあと、1週
間～10日間程度湧水があることと、
けやき台の一番外側の道路のひび
割れについて、町からは予算の関係
があり検討するといわれた。まだ対
応がなされていないようだが、どう
なっているのか。

道路については、順番待ちとなってい
るのが正直なところ。給水塔の方は
チェックをして、安全には問題ないと
結果がでたと聞いている。道は本当
に危険でという場合は、必ず緊急的
な処理は行っている。現地をチェック
しに行っていると思うので、その中で
は危険ではないと考えられているの
ではないか。

道路整備 町長

給水塔の湧水については、
給水塔の法面中段の側溝を
確認し、側溝の目地に隙間
があったので、補修をしてお
ります。
けやき台4丁目（けやき台64
号線）については、クラック部
分の内面亀裂がないことを
確認し、H30年度町道維持補
修工事にて、舗装補修を実
施してます。

今年度の給水塔の法
面については、９月と
翌年１月に業者の草
刈りを行う予定です。

◎

6

ヒビは道路を横断して、民家の駐車
場のコンクリートまでヒビが入ってい
る状況も大丈夫なのか。

その箇所についてはもう一度確認す
る。危険と思われる箇所については、
是非情報提供をしていただきたい。

道路整備 町長

補修工事の際に、道路路盤
までの亀裂が無いことを確認
し、舗装面の老朽化によるひ
び割れと判断しましたので、
舗装補修を実施しています。

町道については、不
定期的に巡回を実施
しておりますが、危険
と思われる箇所につ
いては、情報提供を
お願いします。

◎

7

「小中学生の自転車等の交通安全
指導の強化」とあるが、玉虫の交差
点から役場に行く方向の最初の横
断歩道のところだが、防犯灯があり
その近くに街路樹が2本立っていて
横断歩道の前がカーブしているので
車の運転者から歩行者が見えない
死角がある。その街路樹を伐採して
ほしいので、窓口がしりたい。

建設課が窓口になるかと思う。場所
によっては、財政課が担当となること
もあるが、まず建設課で相談してみて
ほしい。街路樹で、標識が見えにく
かったりするものはすぐにきりにいっ
ている

交通安全 町長

小中学校の自転車等の交通
安全指導を年に１回実施して
います。街路樹については現
地確認を行います。

街路樹については、
県道であるため剪定
を早めに行うよう連絡
を行います。

○



町長懇談会（17区） 平成30年6月15日（日）　　19：00～20：50　　　　参加者 39 名

№ 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 分野 回答者 備考 対応・進捗 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。

8

郵便局からコスモホールに行く道、
幹線と合流す箇所の街路樹と植栽
がドライバーから目隠しになってい
る。

そこもチェックしたい。
公共
施設

町長

交差点に進入する際に、高
木が重なり合い視界が悪い
状況がありましたので、平成
３０年１０月に間引きし、視認
性を確保しました。

道路植栽等で視認性
が悪い場合は、伐採
を行い、早急に対応
しております。

◎ 建設課

9
ＪＡの敷地の活用についてより具体
的な話はあるか。

あまり細かいことはいえないが、来週
あたりにＪＡと基本合意をとる。基本
合意がとれたら、町民の意見を聴く機
会を設けたいとおもっている。もちろ
んたたき台がないといけないと考えて
いるので、今考えているのは若者向
けの住宅と高齢者向けの住宅と交流
施設を考えている。何か決まったわ
けではないので、これから皆さんのお
知恵も拝借したい。

都市計画 町長 ◎

10

４月末にけやき台の外周道路の排
水溝について、枝から本幹に合流す
るところの口元が枯葉がたくさん詰
まっている。枯葉も腐ってミミズ等が
発生する状況となっている。一部解
消されているようだが、まだ全部解
消されていない。

協力できるところは協力していきた
い。

公共施設 町長

けやき台外周道路側溝につ
いては、枯葉が詰まる箇所を
把握しておりますので、定期
的に除去を行っております。

今年については、６月
から枯葉の除去を始
めます。

◎

11

エミューの見学に行っ時に思ったこ
とだが、観光事業の一環として見学
や展示スペースをつくってみてはい
かがか。

そういうことをしたいのはやまやまで
はあるが、鳥インフルエンザがここか
ら発生してしまうと、近隣の養鶏農家
に迷惑をかけてしまうため、あまり人
と触れ合わせたくないという心情があ
る。

産業 町長 ◎
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12
菊池市、福太郎、日本食品が協定を
結ばれたことはご存知か。

知っている。エミュー4,000羽という話
だが、それをどこからもってくるのかを
検討しているレベルの話。基山町は
せいぜい飼育できて800羽ほどでは
ないだろうか。基山は企業のために
飼育しているわけではないので、基
山町としての成功例は何かを考えな
がら行っていきたい。

産業 町長 ◎

13

現在販路は少ないと認識している。
日本食品とつながりがあるならば、
業務提携を行い販路確保をおこなっ
てみては。

現在の、提供できるほどの羽数はい
ない。

産業 町長 ◎

14

今現在は難しいかもしれないが、将
来的に800羽を目指すということであ
れば今のうちから話をすすめてみて
は。

大手居酒屋からのニーズはある。基
山町が提供できるだけの用意ができ
ていないだけで、ニーズはあるように
考えている。

産業 町長 ◎

15
まちなか公民館や、ＳＧＫについて
は町直轄の公民館としてはどうか。

まちなか公民館や、ＳＧＫの運営につ
いては現在で満足しているわけでは
ない。しかし、区にお願いしてしまう
と、現在各区にあるような公民館に
なってしまう。2つに関しては、町内の
だれもが入れるようにしたいと考えて
いる。各区の公民館と違って、ある程
度決まった時間は空いていて誰でも
入れるというのが売りになっているの
で、その機能を維持しつついい運営
方法があれば是非ご教示いただきた
い。

公共
施設

町長 ◎
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16

けやき台はＣＡＴＶを設置している
が、ＳＧＫの活動内容やけやき台各
４区の状況報告を行ってみてはいか
がか。

ＳＧＫはけやき台だけを対象とした組
織ではない。そうしてしまうと、けやき
台以外の他の地域はどうするのかと
いう問題が起きてしまう。だが、ＣＡＴ
Ｖを活用する方法としてはＣＡＴＶ役員
の方々と協議しているところ。

その他 町長

町長の回答にもありますよう
に、ＣＡＴＶ自体の管理運営
は従来どおり、けやき台の住
民の皆さんで行っていただく
ものと考えており、ＣＡＴＶの
システムを活用した地域の情
報発信や案内ができないか
検討すると言うことで、ＳＧＫ
が直ぐに何かを担うというこ
とではありません。
けやき台のCATVについては
重要な情報伝達手段である
ため、今後もその利活用につ
いてを管理組合と協議を行っ
ていきます。

○

17

定住対策の一環として、けやき台と
基山中心部を結ぶコミュニティバス
は行きが午前中しかない。帰りは歩
いて帰ってくるしかない。コミュニティ
バスの拡充を図ってほしい。

毎年見直しを行っているが、今後も見
直しを行う予定。来年度契約の更新
が来ているので、そのあたりの見直し
も考えて行っていきたい。

定住
促進

町長

来年度、ダイヤの見直しを行
う予定ですので、利用状況や
利用者のご意見等を踏まえ
つつ、ダイヤの調整を図りた
いと考えています。

けやき台と基山中心
部を結ぶ運行ルート
については、現在も
引き続き検討中で
す。けやき台駅から
けやき台内の運行
ルートについては、平
成31年10月1日を目
途に改正予定です。

△
定住促進
課
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18

基山町の人口を増やしていくために
は、教育の充実が一番であると考え
ている。
基山町の教育のレベルを上げるた
めの方策を是非推進していただきた
い。

けやき台ができたころの若基小学校
の学力レベルと今の学力レベルは大
きな差がある。考えられることは今か
らもっとやっていきたいと考えている。

教育 町長

基山町まち・ひと・しごと創生
総合戦略事業の中で、補充
学習を実施しました。成績が
中間層から下の方の子たち
の底上げを図ることにより、
レベル向上の成果がありまし
た。若基小の平成30年度佐
賀県学習状況調査の4月と
12月の結果を比較すると、4
月に比べ、12月はほぼ全部
の教科が県平均を上回る結
果となっております。

◎

19

ネットの所信表明に、福岡都市圏を
意識した施策を打ち出すとのことで
あったが、どういった政策やどのよう
なＰＲを行っていくのかを大局的でい
いのでききたい。

まずやったことは、基山でマスコミに情報を流
すときは佐賀テレビと佐賀新聞だけだった
が、今は福岡放送、ＲＫＢ、ＴＮＣ、ＫＢＣいわ
ゆる福岡の放送局にアピールするということ
を注意してい行っている。もう一つは福岡での
アピールプロジェクトとしては、博多駅や西鉄
のバスセンター等で基山町をＰＲするよな取
組を半年間やり続けている。
エミューは基山町のイメージづけるという印象
戦略。キクイモも同じことでやってきている。若
者の住宅もまず先行で町外を受け付けてお
り、福岡から基山までの駅にチラシを置いて
いる。
また、町内で行われている祭りも町外にア
ピールしていきたいと考えている。
そのほかに、うまくいくかどうかわからない
が、相撲部屋の誘致も考えている。

定住促進 町長 ◎



町長懇談会（17区） 平成30年6月15日（日）　　19：00～20：50　　　　参加者 39 名

№ 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 分野 回答者 備考 対応・進捗 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。

20
近くに郵便ポストがないので作って
ほしい。

日本郵政の方に要望してみたいと思
う。

その
他

町長

鳥栖郵便局に対応を尋ねた
ところ、ポスト設置について
は様々な基準等があるとの
ことで詳細な手続きについて
は鳥栖郵便局にお問い合わ
せが欲しいとのことです。

新設を要望する場合は、
まず自治会や役場から鳥
栖郵便局へ要望書を提出
してほしいとのことです。
後日、設置可否の連絡が
あります。ポストの新設さ
れる場合の例としては、新
しく施設ができたことに伴
うものなどがあります。ま
た、ポストの利用頻度の低
い箇所から高い箇所への
移設という方法もありま
す。その場合は十分地域
で協議し要望書の提出を
してほしいとのことです。

○ 総務企画
課

21

以前の17号線の崩落に伴って道路
のヒビ割れがでてきていたが、白坂
久保田2号線をつくっている左側に
ある公園の北側に谷があるが年々
崩落している。早期に谷の処置をお
願いしたい。右側にある丘の土砂を
その谷に持って行ってみては。

地元の方々の意見がそれで一致して
いるのであれば、それは実現可能な
話。町は、地元の方々の意見をその
逆であると認識していた。

道路
整備

町長
施工方法を検討し対策をおこ
ないます。

けやき台４丁目北側
の緑地で、平成３０年
豪雨で崩れた箇所を
含めて、平成３１年度
に法面復旧工事を行
います。（発注済み）

○ 建設課

22

白坂久保田2号線の開通にともなっ
て、交通安全対策を事前に示してい
ただきたい。

近日中に開催する予定。警察の同席
をお願いしている。

交通安全 町長

現在、警察と協議をしている
内容は次のとおりです。
（１）白坂久保田２号線
①４０キロ速度規制　②駐車
禁止　③信号機設置
④横断歩道の設置
（２）北部環状線
①４０キロ速度規制
（３）けやき台北部交差点に
大型車の通行規制

◎
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23

公園の砂場に猫のフンなどが多い。
公園全体にフェンスを張ることで考
えてもらいたい。

砂場の問題は猫の問題を解決しない
と根本的な解決にならない。まずはそ
の解決に地元の方の力も貸していた
だきたい。

公共
施設

町長

猫よけ砂場シートなど様々な
対処方法がありますので、最
もよい方法を検討してまいり
ます。

シート等の材質の調
査を行い、砂場を
シートで覆う方法で検
討します。

◎

24

けやき台朝市の出店者数が減少し
てきている。活性化のご支援をいた
だきたい。

けやき台のためだけの朝市と考える
と、なかなか続かない。よその人のた
めの朝市であることも考えて、駐車場
の確保をするなど考えてみてはどう
か。けやき台だけでなく、町全体の話
となってくれば町もてこいれをしてい
かなければならないということにな
る。
集客について、各４区長でも話し合っ
てみてはどうか。

産業 町長 ◎

25
けやき台に臨時駐車場設置を検討
するとの話はどうなったか。

いくつか考えている案で、一番いいと
個人的に考えているのは、開通する
道路の右側の車道の利用頻度は少
なると考えられるので、民間駐車場を
利用する人のための右側の歩道だけ
を残して、左側の歩道をつぶして駐車
場にするのはどうかと考えている。
または、難易度は高いが先程話に上
がった桜の木を2本伐採して、駐車場
はどうかと考えている。桜の木を伐採
にあたっては、難易度が高いのは分
かっているので、前者が現実的かと
は思っている。

公共施設町長
施工方法を検討し対策をおこ
ないます。

令和元年度予算にお
いて、けやき台74号
線の片車線部分に約
28台分の駐車場ス
ペースを確保します。

○ 建設課
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1

エミュー関係の出前講座で、現
在128羽しかいないが、食肉用
で設備を作るとなると、おそらく
1000羽以上いないと事業がで
きないと思うが、3、5年後の計
画はどうなっているのか。

現在180羽おり、ヒナも生まれている。1000羽は
多すぎると思っていて、500羽位をイノシシも含め
てうまくまわしていけば、設備投資も維持費もか
からないと思っている。精肉にしたあと、冷凍庫
等で長く保存できる。問題はおろしたあと、すぐに
処理しなけらばならない。エミューは500羽、イノ
シシは処理に困っているほかの地域からもってこ
られたりすることも考えて、うまくいくと思ってい
る。エミュー500羽は場所の問題で、いまの場所
でも300羽は飼育できる。ほかに飼育できる場所
を確保する。エミューは草も食べるし、耕すし、糞
尿で肥えた土地にもなる。以前、エミューを飼育
していたところに、キクイモを栽培したら、よく育っ
ており、今後、分析したい。循環型農業にうまくつ
なげていきたいと思っている。

町長

エミューについて、平成29年では200羽だっ
た羽数も、令和元年５月末現在500羽と順調
に増えています。その間、平成30年度から
はジビエ解体処理施設も稼働を開始し、年
間100羽～200羽を食肉加工していく計画で
す。生育状況にもよりますが、ふ化数とと殺
数を調整しながら、常時500羽前後を飼養し
ていきます。
また、エミューの放牧で再生した農地で、機
能性食品として注目されているキクイモの試
験栽培を行っています。キクイモは比較的、
鳥獣害の被害も少ないため、将来的に再生
農地の中心的作物となり、町民の健康向上
に貢献できないか、関係機関と連携しながら
研究を行っています。
加えて、肉や油を使った商品開発が進んで
います。認知度の拡大や売上額の増加な
ど、産業資源として大いに期待されます。

◎

2
エミューは年間、どのくらい卵を
産むのか。

年間15個くらい産むと聞いている。
町長
副町
長

◎

3

事業内容を聞いたが、事業の
推進には女性の力が必要では
ないか。鳥栖でパートをしてい
るが、けやき台の優秀な50、60
代の女性が多い。基山町発展
のためにいろいろ活用してはど
うか。女性のパワーを生かして
ほしい。優秀な方が町外にでて
いっている。

役場の非常勤職員の履歴書が全てま
わってくるが、けやき台地区は多い。う
まく活用できるように考えていきたい。役
場では、女性の管理職2名、係長6名お
り、女性をどんどん登用している。アドバ
イスを頂きたい。

町長 ◎

4
基山小と若基小の学力の格差
の原因は。

調査、分析中。 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。平成29年6月16日（金）　19：00～　　　　参加者32名
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5

憩いの広場トイレの入り口付近
の砂利が流れてへこんでいる。
幼児用遊具を設置してほしい。

わかりました。 町長

トイレ入口の陥没については、対応
しております。
遊具については、まちづくり提案に
より、グランドゴルフ用に整備してほ
しいとの要望により、撤去しておりま
す。

不定期に巡回を行
います。地域からの
情報提供をお願い
します。

◎

6

定住対策をしているが、若い人
がはいってきているのか。若い
人がはいってくるには、企業誘
致だと思う。企業誘致を推進し
てもらいたい。放課後児童教室
を若基小学校の空き教室を活
用したらどうか。

JAミートフーズを誘致していて、450人採
用があるが、正規採用ではなくパートや
外国人採用である。厚労省の事業で2年
以内に役場のなかにハローワークをつく
りたいと思っている。基山町から通える
企業情報を入手できて、Uターンや新卒
の人がやりたい仕事をできるようなハ
ローワークをつくりたいと思っている。
若基小の空き教室の活用をいろいろと
検討したが、長期的にけやき台地区の
子供を増やしていきたいと考えている。

町長

「基山町無料職業紹介所」を平成30
年12月3日役場内に開設しました。
働きたい方と地元事業者のマッチン
グを促進し、町内の雇用確保と若者
の定住を図ります。
また、令和2年4月完成予定の町立
保育所を含む基山っ子未来館にも
無料職業紹介所との連携機能をつ
けることとしています。

◎

7

旧役場跡地のアンケート調査を
行ったが、跡地利用の検討結
果はどうなったか。

当初はサービス付き高齢者向け住宅を
考えていたが、ある程度の所得がある
若者向けの町営住宅を考えている。議
会で調査費も承認頂いている。来年度
から着手したい。サービス付き高齢者向
け住宅は別の場所を考えている。モー
ル商店街も空き店舗が減ってきている。
基山駅前も少し改修し、徐々に変えてい
きたいと思う。

町長

子育て・若者世代の定住促進住宅
（アモーレグランデ基山）を建設し、
令和元年7月から入居開始になりま
すR1.6.24 10時～落成式　午後から
一般の方に内覧会を実施します。
官民連携によるＰＦＩ方式を採用した
子育て・若者世帯の定住促進住宅
で、３ＬＤＫタイプ３０戸すべての入居
が決定しております。

◎
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8

白坂久保田2号線の説明会で
説明があったが、けやき台駅の
横断対策と白坂久保田2号線
の分岐地点の交通安全対策は
十分考慮して対策してほしい。

次回から説明会に鳥栖署も出席してほ
しいと要望をしている。問題点もわかっ
ているので庁内で議論している。横断歩
道は一番効率が良いところに設置する
よう検討する。

町長

現在、警察と協議をしている内容は
次のとおりです。
（１）白坂久保田２号線
①４０キロ速度規制　②駐車禁止
③信号機設置
④横断歩道の設置
（２）北部環状線
①４０キロ速度規制
（３）けやき台北部交差点に大型車
の通行規制横断歩道設置につい
て、警察と協議中です。

○

9

白坂久保田2号線工事で高速
ボックス下の水路を暗渠にす
る、踏切を拡幅する、と説明をう
けているが、途中の民家2軒が
邪魔になると思うが、移転する
計画があるのか。

住宅を移転すると莫大な費用がかかる
ので、移転しないように拡幅する予定。

副町
長

工事費が経済的な工法で検討しま
す。

ネクスコ西日本など
の関係者と道路改
良について協議中
です。

○

10

弥生が丘にある温泉施設を復
活させてほしい。町営でやって
ほしい。

裁判の関係で今年いっぱいは何もでき
ない。温泉施設としてはむずかしいと思
う。

町長 ◎
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11

放課後児童クラブを増設する
が、どのような児童がいるの
か。児童と一対一で対応できる
ように指導者の確保はできてい
るのか。
特に中学校の先生はクラブ活
動などの雑用が多くて、やるべ
き本来の指導ができていない。
基山小と若基小の児童の質に
差がある。

指導員の確保はできていない。接触障
害の児童もおり、混在している。保育
園、小学校、放課後児童クラブを横割り
でつなぐ、臨床心理士の資格をもってい
る指導員を2名採用している。個別対応
は難しい。対応が充実しているので鳥
栖、基山は接触障害の児童の増加率が
大きい。場所さえ確保できなかった状況
だった。
議会でも質問がでた。18人の先生がい
るが、クラブ活動の時間は平均80時間
以上になっている。しかし、クラブ活動が
活発になり、いい成果もでている。

町長

放課後児童クラブの運営について
は、子育て支援ネットワークコーディ
ネーター（臨床心理士、社会福祉
士）2名を配置し、園や放課後児童ク
ラブを定期的に訪問、希望があれば
相談に応じています。また、児童ク
ラブの支援体制の充実等を目的とし
た要配慮児童対応支援員派遣業務
事業を本年度（令和元年度）開始予
定です。

○

12

白坂久保田2号線工事説明会
でけやき台に駐車場ができると
聞いたが、計画はあるのか。

説明会で、候補地に駐車場が何か所も
できると勘違いされた方が多いと思う
が、ある程度の台数をまとまった所につ
くったほうがいいと思う。白坂久保田2号
線と既存道路の枝分かれする部分につ
くると隣接民間駐車場との連携もとれる
ので一番いいのではと思う。隣接民間
駐車場と料金を合わせ、町営有料駐車
場を予定している。SGKに委託するかど
うかは、設置する半年前くらいに相談し
てほしい。

町長
令和元年度予算において、けやき
台74号線の片車線部分に約28台分
の駐車場スペースを確保します。

委託先などの協議
を行い、道路開通に
合わせ運用開始を
予定です。

◎
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13

たくさんの新規・継続事業があ
るが、一番の課題は歳入をどう
やったら増やせるかだと思う。
歳入増の計画を明確にしてほ
しい。来年も町長懇談会が実施
されるなら、プライオリティが明
確になった資料を出してほし
い。
スポーツ関係事業は非常に力
をいれてはあるが、文化関係に
も力をいれて頂きたい。音楽ス
タジオをつくれないか。

企業誘致など取り組んでいるが、効果がでるの
は数年後だと思う。ふるさと納税は一昨年は6千
万、昨年5億7千万で増えている。新規事業でふ
るさと納税を活用させて頂いているので、先につ
ながるような事業に活用していきたいと思う。
企業版ふるさと納税をがんばっていきたい。企業
誘致については、誘致したくても土地がないとい
う問題がある。
文化関係は再来年に全国高校文化祭が佐賀県
で開催され、基山町は放送部門の大会が開催さ
れる。東明館の放送部が全国で優秀な成績をお
さめており、連携をしていきたい。民間のダンスス
タジオができるが、昼間使われていないので活用
していきたい。新規事業の優先順位はすべて一
番で、6、7番以外は今年度実施する。

町長
財政
課長

◎
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1

人口減少については以前からの問
題だと思う。人口減少に伴って、基
山町の税収はどうなるか。税収を上
げるためには企業誘致の取り組み
も必要だと思うが、基山町の取組み
（どんな企業を、何処の場所に誘致
する等）が見えてこない。また、近隣
市町は企業誘致が成功しており、基
山町は企業誘致が進んでいないと
思う。
けやき台団地には大企業に勤めて
いた方も多く、色々なスキルを持っ
た方がいる。企業誘致活動を進める
ために、スキルのある方を再雇用を
してみてはどうか。

税収については、人口減少・高齢化率を含めて試算したものはある。推計自
体が精密なものでなく、裏付けがないので、公表していない。タイミングを計り
ながら提示していきたい。人口推計は５年ごとの国勢調査や町の集計で把握
している。特定の年代が、けやき台団地を中心に減少している。そのような要
因もあり、人口減少が進行していると考えている。
これまでは企業誘致をするための土地がなかったが、現在、企業誘致のため
の土地整備を始めて誘致活動をしている。住宅については４つほど、ＰＦＩを
始めとした民間資金力を活用した建物を建築することを検討している。大企
業の役員や、色々なスキルを持った方の活用については、（一つの形として）
ＳＧＫプロジェクトがスタートしている。また、外部職員の導入については、集
落支援員や任期付採用で４名程を雇用している。若者の就職先を近くで見つ
けるような仕組み（２０㎞圏内の有力な中小企業と学校の就職担当者の面談
と、学生のマッチングなど）を検討している。【町長】
これまでは、企業誘致ための支援策が他の市町と比べて手薄だった。企業
支援のパッケージ（支援策や条例改正等を纏めて）を６月議会へ上程したい
と考えている。具体的には、企業に対して佐賀県企業立地促進特区制度が
活用できるよう条例の改正や、対象業種の拡充と金額の見直しを考えてい
る。また、既存の企業に対しても（緑地の緩和等）支援を行っていく。今後は、
創業支援も必要だと考えているので、基山町で創業してもらう方に対して、国
の認定を受けて、国の支援制度を活用できるようにしていきたいと考えてい
る。また、町内の企業について、町民の方の認知度が低いので、工場見学会
や商品・技術紹介ができる仕組みづくりを考えている。【産業振興課長】

税金
人口減少
総合戦略
産業振興

町長
産業振
興課長

ここ3年間で人口対策と
し、「子育て・若者世帯の
住宅取得補助金」「新婚世
帯家賃補助金」「結婚新生
活支援補助金」などの助
成や「移住体験住宅事
業」、空き家のマッチング
を図る「空家等情報登録
制度」（すまいるナビ）など
の施策を実施しました。
また、子育て・若者世代の
定住促進住宅（アモーレグ
ランデ基山）を建設し、令
和元年7月から入居開始
になります。

◎

2
基山ＳＧＫが何をしているのか分
からない。

　ＳＧＫには大企業の役員や、色々なスキ
ルを持った方がいる。企業支援活動をし
てもらったり、子ども達との世代間交流事
業をしてもらったりしている。今後の活動
について、ホームページや広報、フェイス
ブック等でお知らせしていきたいと考えて
いる。今回、地域担当職員制度を見直し
て、地区との情報交換や交流をより深め
たいと考えている。また、町長室の扉はい
つでも開けているので、直接意見を聴か
せて欲しい。

総合戦略 町長 ◎

3

けやき台を対象とした住生活ア
ンケートの結果について、どの様
に活用するのか。

　サービス付高齢者住宅を街中に建設し
たいと考えている。入居を希望される方へ
の、情報提供をしながら建設を進めてい
きたい。

定住促進 町長 △
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基山ＰＡにお店を出店する計画
があると聞いているが、３号線沿
いに「道の駅」を設置してみては
どうか。

　過去、バイパス沿いに道の駅の建設を
検討したことがあった。現在、基山ＰＡに
店を出しているが、商品が集まらないとい
う問題がある。まずは、基山ＰＡを成功さ
せて基山をアピールしたい。また、ＳＧＫ
が週２日実施しているＪＡの朝市を、１日
違う日で出来ないかということを検討され
ている。道の駅は、国土交通省が認定す
るが、お金は地元負担になり、莫大な費
用が掛かる。機が熟せばそのようなことを
も検討する必要があると思う。【町長】

産業振興 町長 ◎

5

若い世代が仕事を求めて、町外
へ流出している。人口を増やす
ために、基山に若い人が働ける
場所を作る政策が必要だと思う。

基山町の近隣に可能性のある中小企業
と、若者のマッチングから始めていきた
い。【町長】

産業振興 町長

「基山町無料職業紹介所」
を平成30年12月3日役場
内に開設しました。
働きたい方と地元事業者
のマッチングを促進し、町
内の雇用確保と若者の定
住を図ります。
また、令和2年4月完成予
定の町立保育所を含む基
山っ子未来館にも無料職
業紹介所との連携機能を
つけることとしています。

◎
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けやき台の人口がピーク時に、
けやき台住民が納めた税の総額
と年度が知りたい。また、直近の
けやき台住民が納めた税の総額
が知りたい。また、基山駅前のト
ライアル跡地は過去に何度も店
舗が変わっている。どういう理由
か理解しているのか。町として、
活用を考えていないのか。

地区別で税の収納状況については分からない。基
山町における今後の税収についてはシュミレーショ
ンしている。基山町の人口のピークは平成１２年な
ので、恐らくけやき台のピークは同じ年度だと思う。
旧トライアル跡地に入っていた店舗が変わるの
は、単純に売り上げが少ないので撤退したという理
由。昨年度、旧トライアル跡地に、郵便局、ＪＡ基山
支所、商工会を纏めた建物が出来ないかと、関係
各所と交渉したが実現しなかった。モール商店街
の店舗について、保育園や障害者就労継続支援
施設（Ａ型）などの店舗に変わってきている。また、
民間ベースで旧トライアル跡地の駐車場について
は話が進んでいると聞いている。実現したら、撤退
しないように、皆さん積極的に利用して欲しい。【町
長】

税金
人口減少
産業振興

町長 ◎

7

５月１５日の広報に、ゴミの搬出量が県
下で３番目なので、節約しなさいという
内容の記事があった。節約することと、
ゴミの量を減らすことは、関連する事で
はないと思う。
基山は安全・安心の取り組みを進めら
れていいるが、排水路の周りに柵が無
い場所がある。また、給水タンクの下の
側溝には落ち葉が溜まり、雨水が溢れ
ている。誰が管理しているのか。道路の
ひび割れが進行している場所がある。
安心・安全なまちづくりの体制づくりに力
を入れて欲しい。
モール商店街に魅力的な店舗が出店す
るように、商店街の活性化にも力を入れ
て欲しい。

ゴミの搬出量が県下で３番目であり、基山の１件当たりのゴミの量
が多いのは把握している。ある理由で、ゴミの量が多い町になっ
ている。本当は基山が一世帯当たりのゴミの搬出量が多い町で
はない。これについては、抜本的に制度を変えないといけないと
思っている。【町長】
道路のヒビ補修については、隙間から水が入って、ヒビが広がら
ないようにしている。状況が悪化した箇所については、道路補修
をしていく。水路付近の柵については、水利権者との話し合いが
必要になるので、協議・調整が必要になる。給水タンク付近の側
溝について、まずは現場を確認させて頂きたい。【建設課長】
モール商店街の活性化については、今年度に国の補助金（3,700
万円）を活用して、魅力ある空間形成プロジェクトを進めていく。き
のくに祭りが終了してから開始する。具体的な内容としては、商店
街内の植栽を無くして、商店街の大通り側とサンエー側に駐車ス
ペースを設置する予定。活性化について、店舗誘致から始めるの
ではなく、お散歩マルシェ・フリーマーケットイベントの開催や、高
校生等のシャッターペイントの取り組みなど、需要を喚起・創出し
商業者が出店しやすい環境作りをおこないたいと考えている。【産
業振興課】

ごみ
道路

産業振興

町長
建設課長
産業振興

課長

事業系ごみ袋が平成30年
度から導入しています。こ
れにより、家庭系のごみ、
事業系ごみ量の区分がで
きますので、今後のごみ
減量対策へ活かしていき
たいと思います。
排水路の柵は現場を確認
し、農業用水兼用のため
用水利用者と対応を協議
します。ひび割れについて
は安全上問題ないと考え
ます。

排水路の柵は、用水
利用者と協議の結
果、水路管理上、支
障となる柵等の設置
は行いません。
給水タンクの下の側
溝は定期的に清掃を
行います。

○
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けやき台を対象とした住生活につい
てのアンケート回収率が５５．５％
で、回収率が悪いと感じた。けやき
台の住民は基山の方を見ていない
のではないか。アンケートを実施す
る目的は、けやき台の高齢者を街中
の高層住宅へ移動させるという目的
であるような印象を受けた。
貯水タンクの南側に、町有地の空き
地がある。駐車スペースとして活用
できないか。また、白坂久保田２号
線の開通後、駐車場へ繋がる既存
道路と空地はどう活用するのか。

アンケートについては、転居に関する意向を
聞いて事業を進めるためのものであり、誤解
です。通常の回収率は２割から３割程度なの
で、今回の回収率は高い方だと思う。今後、全
地区を対象に、順次アンケートを実施する予
定。【町長】
給水タンク南側の町有地を駐車場に整備する
計画については、過去に議会や区長さんを交
えて議論した経緯がある。結果的には、照明
の関係や、防犯上の理由などがあり、実現は
しなかった。【財政課長】
白坂久保田２号線の開通後、駐車場へ繋がる
既存道路の活用について、今後、検討していく
必要がある。【建設課長】

定住促進

町長
財政課

長
建設課

長

施工方法を検討し対策を
おこないます。

令和元年度予算に
おいて、けやき台74
号線の片車線部分
に約28台分の駐車
場スペースを確保し
ます。

◎

9

　白坂久保田２号線の工事につ
いて、どの様な方法で工事を進
めるのか（安全対策）等、地元説
明をお願いする。

　道路の計画は進んでいる。地元への説
明会については、着手前（夏頃を予定）に
実施する予定。工事に入るのは（農作業
の時期もあるので）秋頃を予定している。
用地の確保は完了している。今後、工事
に関する説明会を実施したい。

道路
建設課

長

道路工事のとき、住宅地
内を工事車両ができるだ
け通行しないように検討し
ます。

工事車両は北側の
道路を主に利用しま
す。

◎

10

総合戦略の中に、バリアフリー推
進も盛り込んでほしい。現在、け
やき台駅のバリアフリー工事が
実施されいるが、駅のホームと
通路のエレベータ工事をなぜ一
緒に実施できなかったのか。

　けやき台駅のバリアフリー工事に関して
は、国からの補助決定が一緒のタイミン
グにならなかったので、同時に工事できな
かった。【建設課長】
　熊本の災害の関係もあり、国の補助金
は熊本へ集中し、補助金の予算配分が厳
しくなっている。今後の事業進捗にも影響
があると思うが、御理解を頂きたい。【町
長】

総合戦略
町長

建設課
長

国の補助決定が一緒のタ
イミングではなかったの
で、同時に施工できません
でしたが、平成28年度に
国の補助事業にてエレ
ベータおよび手すり等の
バリアフリー化を行ってい
ます。

引き続きエレベータ
の運用を行います。

◎
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役場もサービス業なので、休日
も役場を開けて欲しい。

　色々な手続きが出来るように、休日に役
場を開けることを検討する必要があるが、
コストが発生する事も含めて検討する必
要がある。来年度からコンビニで各種手
続きが出来るように取り組んでいる。【町
長】
　住民係での申請手続き等を対象に、休
日に開庁している自治体もある。こういっ
た動きがコンビニでの交付に繋がってい
る。事前に依頼がある場合は、（内容に応
じて）対応させてもらうことも可能だと思
う。【総務企画課長】

その他
町長

総務企
画課長

◎

12
耐震化に対しての補助を検討し
て欲しい。

耐震化への補助について、町全体で考え
ると、財政的もかなり大きな費用負担が
発生する。今後、研究していく必要があ
る。

防災
建設課

長

耐震診断の補助は昭和56
年5月31日以前に建築さ
れた家屋が対象となりま
す。国、県、町の補助事業
により、H29年度より耐震
診断、H30年度から耐震改
修制度が実施されており
ます。

昭和56年以前に建
築されたもので平成
29年度に2件、平成
30年度に2件の実績
があります。今後も
周知を行っていきま
す。

◎
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基山中学校の耐震化について教
えてほしい。

施設の老朽化による大規模改修を考えて
いる。今年度、屋根、外壁、内装につい
て、大規模改修を実施する予定。事業年
度も複数年掛けて事業を実施することを
考えている。【教育学習課長】
補助金配分の状況にもよるが、まずは補
助金が付かないエアコン整備事業を実施
したいと考えている。【町長】
中学校の耐震性は確認済み。今回の大
規模改修に併せて、耐震補強（天井の補
強）なども実施する予定。【建設課長】

公共施設整備

教育学
習課長
町長

建設課
長

学校の耐震状況は調査を
し問題がないことを確認し
ています。また中学校は
老朽化がありますので大
規模改修を行っていきま
す。
平成29年教室棟改修
平成29年トイレ改修
平成31年管理棟改修予定
となっております。

◎

14

１７区から歩いて買い物へ行け
る場所は、基山ＰＡだと思う。白
坂久保田２号線が出来た後の周
辺の賑わい作りや、環境整備
（基山ＰＡの活用や高速バスのＰ
Ｒ等）を進めて欲しい。

現在、基山ＰＡに基山の店を出店している
が、かなり調整に時間を要して、大変苦労
した。現在、基山ＰＡの利活用について、
勉強会を実施している。財源的な問題も
あるが、今後は出てきたアイディアをどう
活かすかを考えなければいけない。【町
長】

産業振興
道路

町長 ◎
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子育ての件について、学力の向
上も盛り込む必要があると思う。
東明館との連携や、塾と連携し
た新しい取り組みを進めて、人を
呼び込むべきだと思う。
今後、鳥栖市との合併はあるの
か。

学力向上は非常に大切なことであると認
識している。政策としてどう提案するか
は、検討が必要。若基小学校は佐賀県で
も指折りの優秀校なので、どの様にして
高い学力を維持しているかを研究する必
要がある。また、基山中学校については
周辺に比べて荒れていないし、保育園も
たんぽぽ保育園やころころ保育園のよう
な魅力ある保育園に入園させるために移
り住んでくる方もいるので、その強みを生
かしていきたいと考えている。
鳥栖市との合併については、考えていな
い。【町長】

教育
市町合併

町長

平成28年度から小学6年
生を対象に、平成30年度
からは対象を拡大し小学3
年生も対象にした塾（英進
館）と連携した小学校補充
学習を行っております。

◎


