
町長懇談会（3区） 平成30年7月25日（水）　20：00～20：35　　参加者32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

秋光交差点から北に３つの信号が、連携
が悪いため渋滞がひどく（特に南向きの
方向）、事故も発生して危ない。

白坂久保田２号線の開通に向けて、警察
と連携しているので、３１年度の完全開通
までには警察に伝えていきたい。

交通安全 町長

秋光交差点信号と他の信
号の連携については、秋光
交差点信号の変わる時間
を調査して現在、鳥栖警察
署と協議を行っております。

◎

2

基山駅から西の突き当りの交差点（基山
駅入口）に、赤信号でも交差点内に多くの
車が突っ込んできて、横断歩道を渡る子
どもたちが危ない。また、基山駅の送迎マ
ナーが悪く、横断歩道上に停車するもの
もいて、横断する子どもが危険な目にあっ
ている。ドライバーに注意しても文句を言
われ、警察に言ってもまともに取り合って
くれない。子どもの安全のため、どうにか
してほしい。

現在、豪雨災害の対応のため滞っている
が、今後交通安全に取り掛かっていきた
い。

交通安全 町長

現在、警察の方でも秋光交
差点で子どもたちの誘導を
されていますので、基山駅
の西側の交差点や駅前の
横断歩道上の停車につい
ても見回りを警察にお願い
しています。

◎

3

旧図書館跡に建設予定の新保育園は、
川のすぐ横だが、今回の豪雨のような時
には危ないと思うので、川よりも高い位置
に建設するべきでは。

保育園はすでに着工しているので、今から
の見直しは難しいが、実松川の河川改修
を県の土木事務所と話をしている。

防災・防犯 町長

旧図書館跡地に建設した
基山バディ認定こども園
（私立）は、河川より高い位
置に建設しています。

◎

4

明光寺の裏の道路にカラー舗装をしてほ
しい。現在白線が引いてあるが、これはカ
ラー舗装の前段と捉えていいのか。

白線は町が単独でしたこと。カラー舗装に
ついては、国交省と調整して安全対策をと
るということで、検討を進めている。

交通安全 町長
平成31年３月カラー舗装を
行いました。

◎

※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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5

基山駅入口の街灯が球切れしていて、建
設課に伝えているが、高所作業での交換
は費用が掛かると言われた。取替え基準
はどうなっているのか。

明確な取替え基準はないが、高所作業車
はレンタルの費用が高いので、やはり、１
か所だけの交換は難しい。今考えている
のは、９月末ぐらいに九電工が高枝を切っ
たりするボランティアをしていただいている
ので、その時に一緒に交換をしてもらえな
いかと思っている。

交通安全 町長

街灯の球切れについては、
令和元年６月24日に交換し
ています。

◎

6
グレースフル基山駅の横の通りの補修
は、どうなっているのか。

豪雨災害の対応が終わり次第、対応した
い。

道路整備 町長
平成31年３月に補修を行っ
ています。

○ 建設課

7

防災無線が、雨が降ったり、台風の時な
どは聞き取りづらい。聞き取れなかった時
に電話で知らせる等の対応をしてほしい。

丸林地区の一部等にあるレッドゾーン指
定地区の約80戸の家庭には、避難指示を
電話でお知らせする仕組みができている。
防災無線が聞き取れなかっった方には、
専用ダイアルに電話で問い合わせしてもら
うと、防災無線の放送内容を聞くことがで
きる。この電話は、防災無線を放送した
後、２４時間聞くことができるので、活用し
てほしい。

防災・防犯 町長

防災行政無線が聞き取れ
なかった場合は、内容を電
話で確認できますので、今
回配布しましたハザード
マップに掲載している電話
番号 050-5306-2682に連
絡され、確認してください。

◎



町長懇談会（3区） 平成29年7月25日（火）　20：00　　～　20：40　　　　参加者　37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 メールマガジンについて（有料か、無料か？） 無料です。【町長】 町長 ◎

2
防犯カメラの設置個所は主にどのよう
なところか？

小学校・中学校・保育園・図書館の中と外。最近で
は、３号線の旭町立体交差地下道に設置することに
しています。基山駅・けやき台駅、基肄城跡の水門
の不法投棄箇所、高島団地南側の年の森・正応寺
線の不法投棄箇所に設置を予定しています。主に
子供が集まる場所、交通の要所、不法投棄箇所に
設置しています。設置場所については、皆様の方か
らも抑止力になるような場所があれば、案を出して
いただきたい。
また、プライバシーの侵害については、人が２４時間
監視している訳ではなく、事件が発生したときにだ
け、録画した映像を警察・役所の方で利用するのみ
なので、抑止力という意味で利用しているだけなの
で、心配は要らないと考えています。映像データに
ついても、３週間程度で上書きしているので、ご安心
いただきたい。【町長】

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基の設置をしていま
す。現在、設置が必要な箇所を区
長と安全なまちづくり推進委員の
方々で調査中です。調査終了後、
優先順位を決めて設置を進めて
いきます。

◎

3

空き家対策についての状況について
（上町の方にある空き家の）、移住促
進活用について

空き家については、区長・地区の方の協力
を得て、町内にいくつあるのかの調査を行
いました。結果、150戸の空き家が存在し
ています。状態については、取り壊しが必
要な空き家・定住に利用できる空き家・定
住に利用できない空き家の３パターンに分
けられます。今後は、150戸の空き家を減
らしていくとともに、一人暮らし高齢者の住
宅は空き家予備軍ですので、民生委員の
協力も得て、空き家になる前にどのように
対策するかも重要になります。
住宅・家賃補助金を使って、２年間で１００
名程度が基山町に転入されています。【町
長】

町長

老朽化が著しい空家について
は、補助金等を紹介し除却を促し
ています。状態がよく活用できそ
うな空家については、空家バンク
への登録を促し、活用促進に努
めています。

◎

※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

基肄城について、水門石垣改修によ
り、登山者が増えている。水門に駐車
場とトイレを設けてもらいたい。

再来年の整備を目指しています。さらに
「歴まち事業」にチャレンジを検討していま
す。この事業の採択を受けると１０年間、
公共施設等の整備が可能になります。こ
の採択により整備は、加速すると思いま
す。
今年度は、基山の駐車場まで車で上る林
道についての調査を行います。整備は一
歩一歩着実に進んでいると考えています。
【町長】

町長

平成31年１月に基山町の歴史的
風致維持向上計画が国の認定を
受けました。今後は本事業での整
備を検討していくとともに、基肄城
跡保存整備事業と連携して整備
していきます。

◎

5

防犯灯、カラー舗装について（４月に
外灯が切れている報告をしているが、
いまだに交換がされていない。平成町
と千塔付近の通学道をカラー舗装して
もらいたい。）

交換が、遅れている理由については、すぐ
に確認いたします。（県の管理ならば、県
に対して要望をしていきます。）
当該通学路については、車の交通量が多
いということは、認識しています。県道側
（役場の方）に道ができる可能性がでてき
ましたので、その道ができれば、交通量は
減る可能性があります。ただし、宅地がで
きれば、車も増えるでしょうから、いたち
ごっごになることも考えられます。
３区といえば、ひさごの前の通りも交通量
が増えているようですので、考えていかな
ければと思っています。【町長】

町長

防犯灯の球切れについては、平
成29年11月に交換しています。
また、平成町と千塔付近の通学
路とひさごの前の通りについて
は、平成31年３月カラー舗装を行
いました。

◎
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6

駅前ロータリーについて（雨の日の混
雑がひどい。バスが回れずにいたりす
る。）

駅前については、３年間ぐらいで形にした
いと考えています。１年目は、時計台と植
栽を撤去し、少し広くしたい。２・３年目で全
体的に改修し、タクシー乗り場と駐車場を
見直したい。
もう一つ心配なのは、駅裏・８区の方で待
ちが出ています。道が狭いので、近い将来
事故の可能性があるので、その前に何か
対策が必要と思っています。
駅前全体でいえば、建物についても考えて
いるが、人も住まれているので、なかなか
扱えないところもあります。【町長】

町長

令和元年５月、駅前ロータリーの
改修工事が完了し、バスが通る
敷地の面積を以前より広くしまし
た。また、一般車とバスの通路を
南北に分け、混雑の解消を図っ
ています。

◎ 建設課

7

駅前ロータリーについて（送迎のバス
の状況について、駅の歩道橋のいた
み具合について）

歩道橋については、今年度、整備を予定し
ている箇所があります。雨もり等は急がな
いといけないと認識しています。チェックを
急ぎます。
バスについては、朝７時ごろ、朝立ちした
経験もあり、状況は把握しています。アマ
ゾンは別のところで乗車し、駅前をまわっ
ていきます。東明館は、駅前で乗車しま
す。個別のルールづくりをできないか検討
します。【町長】

町長

朝の送迎バスが多い時間は、
モール商店街前で乗降してもらう
よう企業と調整しております。歩
道橋については、令和元年11月
に補修完了予定です。また、自由
通路については、平成29年度より
補修を行い、今年度補修完了す
る予定です。

◎

8

町長が先頭に立って自ら受け答えして
いることについて、従前と異なり、よい
ことである。
職員についても、業務知識が深くな
り、接遇対応もよくなっていると思う。

ありがとうございます。【町長】 町長 ◎
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9

ダブルジビエについて（注意喚起：参
加企業の事業状態がよくない。エ
ミューについて、大学等で研究はされ
ているが、サクセス事業になると思え
ない。慎重に検討されていると思うが、
あまり前のめりにすすめられるもので
はないと思っている。）

個別企業については、この場では、適当で
はないところがありますので、ぜひ町長室
に来ていただき、お話させていただきたい
と思っています。【町長】

町長 ◎

10

ごみ処理コストが近隣に比べ、高い。
随意契約が原因ではないか？地元企
業こそ透明性を重視してもらいたい。
地元企業をかばうような事業はやめて
もらいたい。以前、町からの恩恵を受
けていた企業が倒産した事例もある。

一般廃棄物の業態については、普通の一
般企業と異なるところもあり、また参入障
壁も大きなところもあります。個別企業のこ
とにつきましては、ぜひ町長室に来ていた
だき、説明させていただきたいと思ってい
ます。【町長】

町長 ◎



町長懇談会（3区） 平成28年５月９日（月）19：00～20：42　　参加者23名

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

1

　町営住宅の（民間と共同で）建て替
え（例えば１階を商店とした公営住
宅）、住居表示（大字）、空家の活用、
家賃補助、人口増につながる政策に
取り組んでほしい。
　住居表示（大字）について、近隣で
も大字という表示はあまり見かけな
い。

色々な（税金をなるだけ使わない
ような）住宅を検討している。町営
住宅だけでなく、民間アパートの
活用についても検討していく。町
が空家の状況を把握して、民間に
情報提供が出来ないかということ
を検討している。【町長】

定住促進 町長

町営住宅につきましては、園部団
地以外の団地（割田・本桜）につい
ては、外壁改修などを行い長寿命
化を図ることとしています。なお、
アモーレ・グランデ基山も町営住
宅となりますが、民間との連携事
業（ＰＦＩ方式）により整備しました
ので、既存の町営住宅の建替えを
検討する際は民間との連携も検討
していきます。
「大字」については、明治22年の合
併時に合併した村を大字○○とし
て住所表記したものです。

◎

2

　７つの誓い、４つの約束は論理的
（ロジカル）に纏められていて、より具
体的な政策が期待できると思う。基山
町の人口の将来展望について、日本
創生会議が予想した数値になると見
込まれる。トップダウンによる政策の
優先順位づけも大切だが、抜本的
で、思い切った（ドラスティックな）政策
（若い世代の家賃負担を半額にする
など）を実施するべきだと思う。

現在、大旦な政策を考えている。
旧役場跡地の活用についても、準
備を進めている。人口減少は今後
も厳しくなっていく。世帯は増加し
ているが、人口は減少し、子ども
の数も減少しているという状況が
起こっている。今後、大胆な政策
を実施して人口減少に歯止めをか
けていきたい。【町長】

総合戦略 町長

住宅取得補助金事業や家賃補助
金事業などが後押しとなり、民間
事業者による宅地開発も活発に行
われておりますので、平成28年か
ら３か年で人口は横ばいから微増
となっております。また、転入者は
平成28年度 92人、平成29年度 13
人、平成30年度 145人と増加傾向
にあります。
 平成28年３月の人口　17,345人
 平成31年３月の人口　17,390人
 ０-５歳の人口も増加しています。

◎

※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

近隣市町は、ＪＲ・国道３号線の東側
開発で、工場誘致などを実施してい
る。高原川沿いに住宅が増えている
が、これも政策うちの１つなのか。

田中鉄工付近は、積水が住宅開
発を進めている。問い合わせは、
近隣市町村に比べて多くないが、
インフラ整備を実施していく。併せ
て企業誘致を進めていきたいと考
えている。市街化調整区域につい
ても、上手く活用する方法を検討
してきたいと思う。【町長】

定住促進 町長

住宅政策については、住宅取得補
助金や開発道路補助金などによ
り、民間事業者による宅地開発を
促しています。また、地区計画制
度の活用により、市街化調整区域
への企業誘致を現在進めていると
ころです。

◎

4

自分の娘が結婚して町外に転出し
た。基山は住みやすい地域だと思う。
子育て・若者世帯定住奨励金、新婚
世帯家賃補助金の額はいくらぐらい
を予定しているのか。
テレビで基山町の良いところ（図書
館、大興善寺のつつじなど）をＰＲして
もらうのはどうか。

金額については、他市町との比
較・検討しながら進めていきたい。
【定住促進室長】
家賃補助は、１万円から２万円と
かの市町もある。全額補助の市町
も（過疎地域）ある。金額を決定す
る上で、財政的なこともあるので、
今ここで金額は提示できない。分
かり易いパンフレットを作成した
り、ＰＲにも力を入れたい【まちづく
り課長】
佐賀のテレビ局はもちろんのこと、
福岡のテレビ局にも働きかけてい
きたい。【町長】

ＰＲ強化

定住促
進室長
まちづく
り課長
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
行っています。子育て・若者世帯
の住宅取得補助金（最大50万
円）、新婚世帯家賃補助金（月１万
×12か月）は平成28年度から実施
し、昨年度からは結婚新生活支援
補助金（引っ越し費用助成）などを
行っています。

◎
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5

基山町は自然災害も少ない、災害に
強いまちを町外にＰＲしていけない
か。また、基山といえば、基山ＰＡをイ
メージされる方が多い、（基山ＰＡの）
周りには自然も多いので、基山には
自然が多いことも含めてＰＲしていけ
るのではないか。

防災に強く、防犯、交通事故の
（人口当たりの）数も少ない。売り
になると思うが、ＰＲの仕方を検討
する必要がある。防犯カメラ・防犯
灯の設置を進めていく。また、消
防団、防犯組織づくりも力を入れ
ていく。【町長】

ＰＲ強化 町長

防犯カメラの設置を平成28年度か
ら公共施設を中心に21か所、54基
の設置し、防犯に対する強化を
図っています。また、ＰＲについて
は町のホームページや今年５月に
基山駅に設置したデジタルサイ
ネージ等を活用し、情報発信をし
ていきます。

◎

6

基肄城跡の公有地化（基肄城整備事
業）はどうなっているのか。
事業は、町単独の事業なのか。早く
進めて頂けないか。

基肄城跡の公有地化については、９
割以上を公有地化している。水門跡
の石垣の自然崩壊が進んでいたこと
もあり、石垣の修繕を優先的に（７年
かけて）実施した。今年度、基肄城の
整備計画を（史跡活用を含めて）見直
す予定。【教育学習課長】
佐賀県は名護屋城跡、吉野ヶ里遺跡
には予算付けしている。今後は、佐賀
県に基肄城跡の整備事業を応援して
もらえるように働きかけていく。【町
長】

基肄城
教育学
習課長
町長

基肄城跡の公有地化については、
９割以上を公有地化しており、残り
の部分についても公有地化に取り
組んでいます。また、基肄城整備
事業については、現在、昨年度の
７月豪雨による災害復旧を行って
おりますので、災害復旧が終わり
次第、基肄城整備事業を進めてい
く予定です。

◎

7

防犯灯設置の対応（現状把握等）が
早かった。行政対応のスピード感を
もっともっと加速する取り組みを進め
てほしい。

皆さんからの御意見を頂きながら
取り組みを進めていきたい。【建
設課長】

防犯 建設課長

防犯灯の設置については、平成29
年12月に「基山町防犯街灯設置基
準等に関する要綱」を制定し、この
要綱に基づき設置を行っていま
す。

◎
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8

旧図書館の利用活用案について。鳥
栖市の田代地区と基山に配置売薬が
始まってから、あと６年後に３００年を
迎える。資料の特別展示等のイベント
に利用できないか。

新図書館には展示ブースがある
ので、是非そちらを活用して欲し
い。文化財は旧庁舎、旧公民館な
どにそれぞれ保管されているの
で、旧図書館に文化財の集約場
所にしたい。また、共用スペースを
設置したい（実松川の河川改修の
時期を考慮しながら）と考えてい
る。【町長】

公共施設整備 町長

旧図書館跡地については、平成31
年４月に基山バディ認定こども園
（私立）が開園しています。

◎

9

校区見直しについては、タブーなしに
進めていくべきだと思う。投資を伴わ
ない活性化は、積極的に進めて欲し
い。

校区の見直しを検討している。校
区を見直すことで、各小学校のク
ラスを増やすことができる。問題
点（兄弟で、学校が異なるなど）
や、御意見があればお伺いしたい
と思う。【町長】

教育 町長

校区の見直しは今のところ考えて
いません。今後も児童・生徒数の
増減を注視していきます。

◎

10

小中高一貫校について、検討して欲
しい。町外へ通学する高校生にとって
は、基山は（電車の乗り継ぎあったり）
交通の便が悪い。交通の便が良くな
るようにＪＲに働きかけて欲しい。

佐賀県も長崎本線に快速を走ら
せるようＪＲに要望している。基山
町もＪＲへ働きかけをしていきた
い。小中一貫のために、基山小・
若基小を一緒にしていくことは今
のところ考えていない。【町長】

教育 町長

現在、基山小・若基小・基山中の３
校で連携して、施設分離型で一貫
教育を行っています。

◎



町長懇談会（3区） 平成28年５月９日（月）19：00～20：42　　参加者23名

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

※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。

11

昨年は国の交付金を活用して、モー
ル商店街の活性化を進めて頂いた。
旧トライアル跡地の活用について、進
捗があれば教えてほしい。

旧トライアル跡地の活用について
は、重要な課題と考えており、現
在対応を図っているところです。
【町長】

産業振興 町長

旧トライアル跡地については、平
成30年６月にきやまクリニックモー
ルが建設されています。

◎

12
地域担当職員は月に１回程度の意見
交換が出来るようにして欲しい。

地域担当職員を積極的に活用し
て欲しいと考えている。【町長】

地域担当職員 町長

地域担当職員が毎月の運営委員
会へ出席していますので、活用し
てください。

◎

13

山口知事は基山町は佐賀県の玄関
口であり、福岡県対策を積極的に進
めていくということを話していた。福岡
県には国公立大学が３４校あり、佐賀
県には（国公立大学が）２校しかな
い。若者が集まる場所が少ない。大
学の誘致について、検討しているの
か。

今のところ、佐賀県は大学を誘致
することについて、検討されていな
い。大学の誘致は、事業主体への
アピールする必要がある。町単独
では難しい。現在、県内の大学で
連携プロジェクトに携わることを考
えている。まずは大学との連携プ
ロジェクトを取り組んでいく。【町
長】

教育 町長

近年、慶応大学や久留米大学など
の学生によるフィールドワーク活
動を通じた提言を受け、協働のま
ちづくり活動につなげております。
現在、久留米大学医学部と連携
し、地方創生推進交付金事業を活
用した健康プロジェクトを実施して
おります。

◎

14

地域担当職員だけでなく、町長に直
接意見が届く（目安箱の）ようなもの、
又は雰囲気作りを進めて欲しい。

ネットを使用する方は、直接メー
ルが届く仕組みになっている。ま
た、町長室のドアは全部開放して
いるので、いつでも会いに来て欲
しい。目安箱の設置もあるかもし
れないが、まずは地域担当職員を
積極的に活用して欲しい。【町長】

地域担当職員 町長

地域担当職員が毎月の運営委員
会へ出席していますので、活用し
てください。また、基山町のホーム
ページの便利メニューにある「お問
い合わせ」の方から、メールで問い
合わせができます。

◎
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15

以前、駅前周辺の民有地に、不動産
業者を介してビル建設を試みたが、
上手くいかなかった。民有地の活性
化は個人では限界があると思う。行
政のサポートがあるとよい。

駅前商店街の活性化について
は、一つ一つ取り組んでいく。役
場だけでは成し遂げることが困難
なこともある。お互いに協力しなが
ら一緒になって取り組んでいきた
いと思う。【町長】

定住促進 町長
民間企業から開発の相談等があ
れば、全力でサポートいたします。

◎

16

基山町の幹線道路沿いには横断歩
道や歩道が無く危険な箇所がある。
明光寺付近は見通しも悪いので、横
断歩道を設置して欲しいと過去に要
望している。また、９区公民館の秋光
川沿いのガードレールについて落下
防止を検討して欲しい。

歩道の通行帯（緑表示）は交通安全
協議会（ＰＴＡ、鳥栖警察署、教育委
員会、基山町）の中で設置する箇所を
決めているが、設置が必要な箇所に
ついては現場を確認しながら、設置を
検討していく。横断歩道の件について
は、過去の要望を調査する。９区公民
館近くのガードレールについても、現
状を確認する。【建設課長】
横断歩道の設置に関しては、近くの
横断歩道からある程度の距離がない
と設置は難しい。（公安委員会からの
許可が下りない。）現場を確認する。
【町長】

その他
建設課

長
町長

現在、横断歩道等の設置が必要
な箇所の調査を行っておりますの
で、今後、優先順位を決めて警察
と協議を始めていきたいと考えて
います。
また、秋光川沿いのガードレール
につきましては、平成29年３月に
落下防止のためのガードパイプを
取り付けました。

×


