
町長懇談会（第４区） 平成30年　6月24日（日）　　19：00～20：00　　　参加者２６名（男２５名・女１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

1

大阪地震で、ブロック塀の事故
が有ったが、交通安全対策で、
基山町のブロック塀の危険個所
の調査は？調査を行うのは、建
築士の資格を持ってある方に確
認してもらいたいという話が有っ
た。

教育委員会で調査を行い、学校
敷地内にはブロック塀は有りま
せん。また、通学路の調査も行っ
ております。

交通安全

副町
長

建設
課長

◎ 建設課

2

バイパス（宮浦インター）より上の
道路の草を、なかなか切ってもら
えない。

県道は東部土木事務所で、年に
１回草刈りを行っています。

その他 ◎

3

バイパス（宮浦インター）の下の
カーブミラー設置を言っていた
が、まだ設置していない。宮浦共
同乾燥所の所。

県に再度確認します。 交通安全
建設
課長

バイパス（宮浦インター）の下の
カーブミラーは、東部土木事務
所で平成30年10月に設置されま
した。

◎ 建設課

4

小学生の下校はバラバラ帰って
いる。低学年と高学年の下校時
間が違うので、集団下校は出来
ないのか？

今も一定のルールが有ると思う
ので、確認をしたい。今度ＰＴＡの
話し合いが有るので確認します。
図書館に寄って帰っていいように
してほしい、という意見も出てい
る。

交通安全 町長

各学年で終業時間は異なります
ので、学年毎に同じ方向に帰る
児童を集めて下校させていま
す。

◎ 教育学習課

5
コミュニティーバスに、下校時乗
せてもらえないか？

他の利用者との問題が有り難し
い話なので、今後の課題になり
ます。

まちづくり 町長

下校時の時間に乗車できる生徒
数の問題やダイヤの問題があ
り、見守り等の関係者との調整も
必要であると思われますので現
時点では困難です。

△
定住促進課、
教育学習課

※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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6

交通安全対策として、交通安全
団体の長に集まってもらい、話し
合いの場を設けたがよいので
は？

７月頃に、ベストを配るときにでも
集まってもらう。今年度検討いた
します。

交通安全 町長

学校、警察、行政、関係団体など
で正確な情報を共有できる体制
を構築することが重要です。特に
安全な町づくり推進委員や交通
安全指導員、その他、地域で活
動されている防犯ボランティア団
体の方々との連携強化を図るた
めのネットワークをつくりたいと
考えております。話し合いの場を
設けます。

◎

7
実松川の泥の堆積が有るが、蛍
の話が出てもめている。

河川 町長

ほたるの関係者と協議し、平成３
０年度に基山保育園前から上流
のつかはら橋までの一部を東部
土木事務所で浚渫しています。

今後も浚渫が必要な箇所は随
時、土木事務所に要望したいと
考えております。

◎

8
中学校のプールの前に、防犯灯
の設置をお願いしたい。

現在のルールに沿って、行いた
いと思います。

防災・防犯 町長

基山町
防犯街
灯設置
基準

中学校のプール付近の防犯街
灯の設置については平成３１年
１月に設置しました。 ◎ 総務企画課

9

荒穂神社から二階寺までの町道
に、３０ｃｍぐらいの穴が開いて
いるので、補修してほしい。

道路の表面水の対応をさせてい
ただきます。今後も現地を確認し
ていきます。

道路整備
建設
課長

荒穂神社から二階寺までの町道
に、３０ｃｍぐらいの穴が開いて
いた場所については、平成３０年
７月に補修しています。 ◎ 建設課

10
草刈りを年３回、中山間で切って
いるが、追いつかない。

地元で草を切っていただいてい
るのなら、有難うございます。町
内全体も考えていかなければな
らないと思っています。

その他 町長 ◎

11
二階寺から、宮前の集会所まで
防犯灯がない。

区長さんと話をしていただいたら
大丈夫です。

防災・防犯 町長

基山町
防犯街
灯設置
基準

二階寺から、宮前の集会所まで
の間の防犯灯については、平成
３０年８月に設置しています。 ◎ 総務企画課
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12

病院に通えないため、町内では
往診をしてもらえる病院が中洲
医院しかないので、他に往診をし
ていただける病院が有るか。

弥生が丘につつみ医院という往
診しか無い病院があります。

その他 町長 ◎

13
憩の家の前の植栽を、100ｍぐら
い切ってあるのはなぜか？

確認しておきます。 その他
建設
課長

見通しが悪くなった交差点付近
のみを早急に伐採しました。

現在は委託業者に低く剪定して
もらうようお願いしています。

◎
健康福祉課、
財政課、建設
課
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1

　結婚50年のお祝いは、敬老会の時に表彰して
いただいているが、それ以上の結婚60年、70年
の表彰を検討できないか。

　役場では結婚50年の金婚式の表彰しており、個
人の高齢者（90歳以上）の方は社協で表彰してい
る。
　表彰について、夫婦揃って90歳以上、また結婚
何年表彰等については、社協と役場で意見交換し
たい。
　片方は家で過ごしているが、もう片方が施設等
に入居している等、様々な事例が考えられるので
社協と協議したい。【町長】

町長

現在、結婚５０年の金婚式の表彰
が町からの大きな節目のお祝いと
考えています。新たな表彰につい
ては、今後の課題と考えておりま
す。

◎

2

　町長が就任された時に、町の人口を増やすと
公約し、それについての７つの項目を約束さ
れ、４月末現在で17,375人（前月比15人増）、
6,694世帯（前月比38世帯増)である。増加の主
な要因は何か。

　過去最高の人口は、平成11年５月で１世帯当た
りの人数は３．３３人であった。現在は、１世帯当
たりの人数は２．５９人であり、今後１世帯当たり
の人数が２．４人になると予想して、18,000名にす
るためには７００世帯の増加が必要である。現在、
新築の申請が100件ほどあり、役場も30世帯分を
作る予定があるので、短期的には増加が見込め
るが、長期的には全国的な人口減少があるため、
後はどれだけ減少を止めれるかだと思う。
　まずは、今の人口減少を止めて18,000人に戻す
ことが第１の目標である。【町長】

町長

ここ3年間で人口対策とし、宅地開
発の推進や「子育て・若者世帯の
住宅取得補助金」、「新婚世帯家
賃補助金」、「新婚新生活支援補
助金」などの助成。「移住体験住
宅」、空き家のマッチングを図る
「空き家等情報登録制度」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、本年7月から入居開始に
なります。その他、子育てしやす
い環境づくりなどさまざまな事業
の取組みが人口増の要因である
と考えます。

今後は、65歳前後の人が
30年後も元気で長生きし
てもらう体制が必要です。
そのためには、１人暮らし
の高齢者対策が重要と
考えます。
また、30～40歳の転入者
を増やすための環境づく
りも必要になります。
なるべく子どもが町外に
出て行かないような対策
については、地元勤務先
の雇用を増やすために町
内企業との連携が必要と
考えています。

◎

※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 　移住型体験住宅２軒の稼働状況は。

　実績としては、１人の方が２週間滞在していただいたのみとなっている。現在
「移住を真剣に考えてくれる人」など利用条件のハードルが高いので、もっと気
軽に利用できるよう、９月の３連休には御幸祭りなどの催しを体験していただけ
るような企画を考えていきたい。昨年、新築の補助金が50件全て活用され、半分
以上は町外からの申込みだったので、世帯数の増加には寄与していると思う。
　基山町の問題点のひとつは、ひとり暮らしの高齢者が増えていることであり、
10年後にはひとり暮らしの高齢者が周辺の市町村と比較して高くなる。要因とし
ては、30年前に２人で引っ越して来られた方がひとり暮らしになっていること。夫
婦２人暮らしのどちらかが亡くなると必ずひとり暮らしになり、もう１人の方が亡く
なると空き家になるという悪循環が見えている。どこかのタイミングでそうならな
いように相談に応じる体制、また、ひとり暮らしになった場合に家の売買等をす
ぐにできないので、住みやすい所に移ってもらい家を売ったり貸したりできる仕
組みをつくらなくてはならないと思う。
　また、ひとり親の子どもの世帯が基山小16％、若基小30％であり、全国平均
11％より多く全国トップレベルとなっている。これは逆に言うと、ひとり親世帯でも
住みやすい町であると言える。しかしながら、色々な問題が起きているもの事実
であり、その対策も考えながらやっていかなければならないと考えている。【町
長】

町長

移住体験住宅は、基山町への移
住を検討する方が町の風土や町
での日常生活を体験するために
居住する貸出住宅です。
【利用期間】
１日以上14日以内（同一の使用者
につき２回まで）
【賃借料】無料（水道光熱費等も
含む）
【利用状況】
平成30年度利用件数：23件・56名
（２棟合計）
令和元年度利用件数：  6件・14名
（５月末現在）

◎

4

　けやき台で、家を移ってもらいい、その家を貸
し出すシステムがあったと思うが、その後どう
なっているか。

　当初、その施設は旧役場跡地に作ろうと考えて
いた。しかし、民間業者が町の真ん中に高齢者住
宅を作る計画があったので、高齢者住宅の建設に
ついては民間に任せ、旧役場跡地には若者向け
の住宅を30戸ほど作る計画を立て、今動き出そう
としているところである。
　ところが、民間で行うはずだった高齢者住宅が
頓挫してしまった。今すぐには実行できないが、い
ずれにしても、都心部で駅・スーパー・病院に近い
場所に高齢者住宅を作るのが悲願なので、役場
跡地の案件が解決し、民間業者が取り組まないと
いうことならば、町の方で動かなければならない
のではと考えている。【町長】

町長

スーパーや病院に近い場
所に高齢者専用住宅の
建設を検討していきま
す。

◎
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5

　猪対策のワイヤーメッシュの対象がバイパス
より山側であり、三者（城戸・宮浦・園部）の協議
会等が行われていない。

　ダブルジビエ事業を動かす中核部隊が必ず必
要であり、現状は６区を中心とした「きざんの守り
人」が有力であるが、６区だけで全てやれるわけ
ではないので、４区、２区と調整していく必要があ
ると感じている。
　ダブルジビエの問題もあるので、まずは意見交
換会をスタートさせたい。【町長】

町長

平成２３年度から国の鳥獣被害防
止総合対策交付金を利用して基
山町内の猪被害が多い地域に対
し、ワイヤーメッシュ柵の設置事
業を行い、平成３０年度までに全
体で２４施工箇所の77,715ｍ設置
しています。今後は設置後のワイ
ヤーメッシュの維持管理が重要と
考えます。現在、城戸・宮浦・園部
地区の中山間組織の代表者の
方々に対して年に１回の説明会を
行っており、そのなかで意見交換
がされている状況です。

◎

6
　新しい家が建っている一方、古い家の空き家
対策はどうなっているか。

　空家調査は区長、組合長のご協力をいただき、
町内全ての調査が終了している。対応は、空き家
の状態によって変わってくる。家屋の状態を見極
め、危険な家は補助金を出すので壊してくれと依
頼を出すなどの対応をしている。緊急性が高く、そ
の依頼を無視される場合には、法律に基づき強制
的に壊すようなこともあるかもしれない。活用でき
る空き家については、ネット上で貸出しができる仕
組みを作っており、今後登録を進めていく。その中
間の状態の空き家について、どうするかを考えて
いく必要がある。【町長】

町長

空家調査を年に１回、区長、組合
長に協力をいただき実施しており
ます。その後に空家等対策協議
会で協議を行い、利用可能な空家
については、「基山町空家等情報
登録制度（すまいるナビ）がありま
すので、町内の「空家等を売りた
い・貸したい人」と「それを買いた
い・借りたい人」をマッチングさせ
る」制度に登録をしてもらい推進を
しております。

◎

7
　田畑が減る一方、空き家が増加していく状況
がある。相談窓口ができないか。

　現状は定住促進課で対応しているが、不動産の
売買経験を含めた専門知識が必要であり、本年
度中に専門職の雇用ができないか検討している。
【町長】

町長

不動産の売買経験を含めた専門
知識がある職員を定住促進課に
平成３０年度に配置して相談窓口
として対応しております。

◎
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8
　30歳半ばで基山に来て農業をしたいという方
への支援をしたいが。

　まずは、定住促進課に相談していただくようお願
いしたい。　総合的な窓口として、町長室はいつも
開けているので町長室に来ていただくのが一番早
いかもしれない。様々な相談はまず自分に相談し
てほしい。
　新規就農されている方でアパート住まいから空
き家に移り住む方が出ている。【町長】
　農業委員会や地域と連携して支援していく必要
があると考える。【副町長】

町長
副町
長

移住定住の相談については、定
住促進課で対応させていただきま
す。また、産業振興課では農業次
世代人材投資事業補助金等の説
明をさせていただき、普及セン
ター、農林事務所、農業委員会の
協力を得ながら進めてまいりま
す。

◎

9
　折れたカーブミラーの修理状況と、街灯が少
なく暗いので増やしてもらうことは可能か。

　洗心寮の前のカーブミラーについては、役場から「県
の土木事務所担当より、７月に設置予定である。」と回
答があっている。
　防犯灯に関しては、町の設置条件があり、生活上の
安全やご指摘の場所は、グリーンパークの抜け道に
なっているので、何らかの手を打つ必要があるのかなと
思う。【区長】

　そのような提案は、「町民提案」で行っていただくのが
いいと思う。そうすると、必ず自分の目に入ることにな
る。
　関係部署からの回答も確認するが、「×（バツ）」の回
答には、自ら現場を見に行き自分が納得しないと「×
（バツ）」の回答は出さないようにしている。町長として現
場確認後、関係部署で必要に応じて対応している。【町
長】

区長
町長

平成２８年度から平成３０年度ま
での４区内に設置したカーブミ
ラーは１基で防犯灯は４基です。
折れたカーブミラーについては東
部土木事務所で修理をしておりま
す。

防犯灯設置の要望につ
いては、「基山町防犯灯
設置基準等に関する要
綱」に基づき随時受付を
行っております。

◎

10
　旧サイクリングロードのガードレールや道路が
破損して危険だ。

　改善方法は様々なルートがあり、区長さんが詳
しいので相談して、効果のある方法で対処してほ
しい。
　補助金には、県の補助金等もあるので、そういっ
た補助金を活用している区もある。【町長】

町長

道路が破損して危険な箇
所は町で修繕して維持管
理をしていきます。

◎

11

　「田中組合の内山十郎さん宅」から「元の梁井
店」に抜ける道路が町道であるが、舗装が悪く
歩くのも危ない。

　月曜日に自分が現場を確認後、建設課で優先
順位を決めて対応する。【町長】
　→6/26町長現地確認。公民館側から通行可能
であり緊急性は低く、現時点では舗装困難。 町長

町内全体では多くの舗装
要望があります。優先順
位をつけて舗装を行って
おります。 ◎
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12
　住吉から中学校への通学路の白線が消えて
危険。

　月曜日に自分が現場を確認後、建設課で優先
順位を決めて対応する。【町長】
　→6/26町長現地確認。まずは要望が挙がってい
ないといけない。後は同様案件の優先順位によ
る。 町長

住吉から中学校への通学路の白
線については平成２９年８月に引
き直しました。

◎

13
　バイパスから降りた交差点で一旦停止しない
車がおり、ミラー設置ができないか。

　ミラーは設置されている。【区長】

区長
カーブミラーはバイパスから降り
た交差点に東部土木事務所が平
成３０年１０月に設置しました。

◎

14
　実松川の石垣（仁連寺付近）が崩れかけてお
り、どこに相談したらよいかわからない。

　もしかしたら、ホタルが関係しているかもしれな
い。県にも要望は伝えたいと思う。県道、国道等
の国、県の管理物は、依頼があるたびに国、県に
要望を出しているので溜まっていない。町道は、た
くさん依頼が来ていて、予算の関係上もあり優先
順位を考えながら対応している。【町長】
　→6/26町長現地確認。草が茂っており場所が特
定できなかった。後日、区長と建設課で確認し対
処すること。

町長

東部土木事務所で平成３１年４月
に工事しております。

◎

15
　パスポート申請時に丁寧な対応をしていただ
いて感動した。

　１階の受付窓口は役場の顔であり、優秀で愛嬌
のある職員を配置している。【町長】

町長 ◎

16
　４区内の町道が陥没し危険な状態になってい
た時、素早い復旧をしていただいた。

　危険なケースは最優先の対応を行うようにして
いる。【町長】

町長 ◎
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1

英検試験費用の補助はどの様なこ
とを考えられているのか。
（対象者等、受験するまでのプロセ
スについて）

現在、国は中学校３年生の英語力について、
英検３級程度の実力を持った生徒の割合を５
０％にしたいと考えている。（現在は３６％で佐
賀県では３２％となっている。）英語力の向上
の取組みとして、中学生の英検受験費用の半
額を補助する取り組みを検討している。今後
は小学生についても、（関心を持ってもらうた
め）４級・５級を受験した方への補助について
も併せて検討していく。【教育学習課長】

子育て
支援
学力

教育
学習
課長

英語検定の補助については、基山町英語検定料
補助金交付要綱により、交付対象者は、小学校及
び中学校に就学する英検を受験した児童保護者で
児童生徒が町内に住所を有するものです。補助金
は英検の受講検定料全額で年度に１回までとなっ
ております。平成３０年度実績として１１２名の補助
をしております。（基山中８３人・基山小６人・若基小
３名・香南中等２０人）

◎

2

基山町の人口は平成１２年の１万９
千人をピークに、現在は１万７千人と
なっている。今後の基山町の人口の
見通しはどうなのか。

現在、総合戦略を作成している。その中で人
口ビジョンというものがあり、今後の人口シュミ
レーションをしている。今のままで何もしない状
況で行くと、２０２５年には１万６５３０人となる
予測をしている。（大まかに言えば、今後は１
年間に１００人程度の人口の減少があると見
込んでいる。）今後、住宅施策などに取り組ん
で、２０２５年までには１万８千人になることを
目指している。【副町長】

人口ビ
ジョン

副町
長

令和元年5月に人口が17,388人であり、３年間で、2
人の減少であり、人口の減少をくい止めた状況に
なっております。
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」「新婚新生
活支援補助金」などの助成。「移住体験住宅建
設」、空き家のマッチングを図る「空き家等情報登
録制度」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、本年7月から入居開始に
なります。今後、住宅施策などに取り組んで、２０２
５年までには１万８千人になることを目指している。

◎

3
婚活サポートについて、優先順位を
上げて取り組んで欲しい。

　６月議会で提案したいと考えている。現在、
取り組みを進めているのが「みやき町」で、
大々的にやっているのが「北九州市」で、多く
の自治体がこの取り組みを進めている。【町
長】

子育て
支援

町長

平成30年度実績としては、大興善寺と本福寺の２
つの寺をめぐる「寺婚」を実施しており、参加者数は
２０名（男女各１０名）で当日のカップル成立数は５
組です。また、平成３１年度には、吉祥寺で「寺婚」
を実施しております。
参加者数は２０名（男女各１０名）で当日のカップル
成立数は９組です。

◎

※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。



町長懇談会（第４区） 平成28年４月15日（金）19：00～20：42　　参加者53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

※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。

4

基山保育園の建替えは多額の費用
が必要になると思う。今後、子どもの
数が減っていくことが見込まれる（私
立の見真幼稚園もあるのに）のに、
なぜここに掲載されているのか。

幼稚園は３歳児からの教育で、保育園は０歳
児からの保育となっている。保育施設自体が
古くなってきている。【こども課長】
子どもの数は減ってきているが、働きに出る方
（母親）が増えおり、０歳児から子どもを預ける
率は増加している。保育園の建替えについて
は新しくなった基山保育園から、園の魅力を発
信していくことで、外から人を呼ぶことが出来
ないかということで、ここに掲載している。【町
長】

子育て
支援

公共施
設整備

こども
課長
町長

現在の基山町の幼稚園の定員は平成３０年度の
465人から360人と基山幼稚園の閉園に伴って減少
しています。逆に保育園は年度当初の申し込みが
昨年に比べて80人増となり需要が増加していま
す。本年度の6月1日時点では、基山保育園と基山
保育園と合わせて整備したバディ認定こども園合
わせて285人となっており、昨年までの基山保育園
の定員250人よりも多い人数となっています。今後
も保育需要はしばらくの間は増加していくと考えて
いますので、先ずは基山町として待機児童を出さな
いよう保育所の整備を行っていきたいと考えていま
す。ただし、保育需要は一定のピーク後は減少して
いくとも考えていますので、基山保育園の整備は保
育需要が減った場合にもほかの事業に利用可能な
ものとしていきます。

◎

5

１４番に小中学校への防犯カメラの
設置とあるが、ここ宮浦地区は、人
の往来が多い地区なので、宮浦イン
ター高架下などに（防犯カメラを）設
置してもらえないか。

　今までは、プライバシー保護の観点から、
（防犯カメラの）設置を進めていなかった。現在
は基山駅に設置したところ、自転車の盗難件
数が１０分の１になった。抑止力としては、（防
犯カメラの設置が）十分に効果がある。
　カメラ設置の目的は、日常を継続的なチェッ
クするものではなく、事件等があった際に警察
へ提供するためのものである。現在、けやき台
駅、図書館にも設置をしている。今後は学校
のほか、不法投棄防止等についても、防犯カ
メラの設置を検討していく。【町長】

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、５
４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。

◎

6
婚活サポートの指導員は、ぜひ私を
任命して欲しい。

６月議会で提案した後に、婚活支援員の募集
を進めたいと考えている。ぜひ応募して下さ
い。【町長】

子育て
支援

町長 ◎
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7

旧公民館は現在、何に使用されてい
るのか。また、今後どの様に活用す
るつもりなのか。
建物の隣に像を設置している。今
後、旧公民館の取り扱い応じて、像
の取り扱いについても考えるつもり
なのだが。

現在は、発掘された文化財の保存場所となっ
ている。また、リサイクルバザーの一時預りの
場となっている。今後の活用に関しては河川
改修の関係もあり、佐賀県との調整（改修に伴
う用地の範囲など）が必要となってくる。今後、
佐賀県と調整をしながら（旧公民館の）活用を
検討していきたいと考えている。【財政課長】

公共施
設整備

財政
課長

現在、基山保育園と図書館の駐車場としても利用
しており、今後、県の河川工事の代替え地として利
用される予定です。像については、東部土木事務
所で対応されます。

◎

8

若基小学校が入っているが、若基小
学校と基山小学校の学年と学生数
はどうなっているのか。学校の統廃
合について（維持管理等の経費が少
なくなる等）も検討しているのか。
区によっては道を１本隔てて、校区
が異なっているという地区もある。若
基小学校の建築年数が経過してい
るが地震についての対策はされてい
るのか。

今年の４月時点で、基山小学校が５７９人、若基小
学校が２７２人となっている。仮に統廃合をするなら
ば、若基小学校の生徒を受け入れる教室が無いた
め、増設をする必要がある。統廃合は現実的に（基
山小学校は平成２２年に建て替えを実施したので）
難しいと思う。若基小学校の耐震については問題な
い。また、校区についてはやはり線引きがあるの
で、難しいと思うが、今後検討していきたいと思う。
【教育学習課長】
学校の経費で多くを占めるのは教員の人件費で、
これは町の費用では無いので、統廃合により町の
費用負担が（大幅に）減少するという話しではない。
また、学校が有るか無いかで言えば、有るに越した
ことはないので、今のところ統合をすることは考えて
いない。まずは校区の見直しを検討するべきと考え
ている。【町長】

教育

教育
学習
課長
町長

学校の経費で多くを占めるのは教員の人件費で、
これは町の費用では無いので、統廃合により町の
費用負担が大幅に減少するという話しでありませ
ん。また、学校が有るか無いかで言えば、有るに越
したことはないので、今のところ統合をすることは考
えていません。また、若基小学校の耐震について
は問題ありません。

◎

9

定住促進施策の政策は必要だと思
う。宮浦には調整区域も多い。調整
区域の見直しについて、以前の懇談
会では、「調整区域の見直しはしな
い」という話しだった。今後の調整区
域の見直しについて、どう進めていく
のか。

調整区域については、今後見直しを進めてい
く。ただ、調整区域の見直しについては、分け
て考える必要がある。圃場整備を実施した青
地については難しいが、白地については、見
直しを進めていく。点在する青地が含まれる地
域についてもチャレンジしていく。【町長】

産業振
興

町長

「基山町地区計画等の案の作成手続きに関する条
例」により、地区計画等の原案の提示方法及び意
見の提出方法については定めております。地区計
画の申出があれば県と協議しながら対応してまい
ります。とくに中心市街地付近の市街化区域に隣
接した利便性の高い土地については、所有者の意
向を考慮し、地区計画制度を活用するなどして、将
来的には都市計画区域の見直しを検討していきた
いと考えております。

◎

10

基山の温浴施設は、町が土地を売っ
て完成したものだが、今は稼動して
いない。基山町は今後どう関わって
いくのか。

　経営者とは意思疎通ができているが、今この
場でお伝えできることは無い。経営者と連携し
てタイミングを計りながら検討していく。【町長】

産業振
興

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。その後
の計画につきましては未定です。 ◎
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11
旧トライアル跡地の活用については
どう考えているのか。

商店街の空き店舗については、旧トライアル
跡地を含めて８店舗あったが、空き店舗は保
育園や障害者就労継続支援施設（Ａ型）、など
に変わってきている。昨年度、旧トライアル跡
地に郵便局・商工会・農協が一緒になった施
設に出来ないかと動いてきたが、最終的に実
現できなかった。ただ、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。閉まったシャッターについては、
高校生等のシャッターペイントの取り組みが
あっている。また、商店街の通りの中央にある
植栽を取り除いて、スペースの有効活用を考
えている。中心市街地の活性化に向けた取り
組みに繋げていきたいと考えている。【町長】

産業振
興

町長

現在、ローソンとホスピタルモール（メディケア基
山・訪問看護リハビリテーション・基山薬局・基山整
骨院・ばば整形外科）が営業さてれおります。

◎

12

４区には結婚して７８年となる（金婚
式を上回る）素晴らしい方がいらっ
しゃる。プラチナ婚とかダイヤモンド
婚とかの表彰を検討して貰えない
か。

表彰に関しては、実現に向けてのハードルは
低いので前向きに検討していきたい。表彰す
る内容について、今後検討していきたい。【町
長】

その他
福祉

町長

現在、結婚５０年の金婚式の表彰が町からの大き
な節目のお祝いと考えています。新たな表彰につ
いては、今後の課題と考えております。

◎

13

区から選出している委員（母子保健
推進員・安全なまちづくり推進委員
等）について、専任の行事等にどうし
ても参加できない場合がある。サ
ポート委員について検討をしてもらえ
ないか。

サポートについては分けて考える必要があ
る。国や県から任命を受けたものについては
難しいので、町が任命した委員について検討
する。委員を増やすことで、報酬等が増えるこ
とは財政的に厳しいので、今の予算範囲内で
上手く回せる仕組みを一緒になって検討して
いきたい。【町長】

福祉 町長

現在、サポート委員が必
要であるとの声はありませ
んが、今後、各委員の業
務に支障があればサポー
ト委員の設置も考えなけ
ればいけないと考えており
ます。

◎
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14
鳥栖市より基山町は水道代が高い
のはどうにかならないのか。

　鳥栖市は（耐用年数も過ぎており）独自で
やっているので、水道費用が安い。佐賀東部
地域は同じ料金体制でやっている。鳥栖市と
同じ料金体系にするのであれば合併するしか
ない。今回、佐賀東部水道企業団は、大雪に
よる水道管の破裂で漏れ出た水道の料金は
無料にした。水道料金については鳥栖市より
も高いのは事実であるが、良いところも見て頂
きたい。【町長】

その他 町長 ◎

15

通学路となっている県道の桜に、毛
虫が沢山付いているので、子ども達
が安心して通学できるようにして欲し
い。

皆さまから情報を頂き、町の施設については
（関係する地区との調整もあるが）消毒等の作
業を実施をしていきたい。【建設課長】
国県への苦情については、私自ら状況を伝え
たいと思う。場所を教えていただきたい。【町
長】

道路
子育て
支援

建設
課長
町長

東部土木事務所管理の県道については、例年、梅
雨あけに年１回の薬剤散布を実施されています。

◎

16

塚原長谷川線の延長工事はいつや
るのか。過去の総合計画では（延長
工事を）実施するようになっているが
作らないのか。

延長工事を実施しないことが決定した時は総
合計画を見直す。現在は財政的に厳しい上に
（道路の新設は）多額の費用を要するので工
事の予定はない。【町長】

道路 町長

現時点では、塚原・長谷川線の延伸計画はござい
ませんが、現在改良事業中である三国・丸林線の
道路整備が進んだ段階で、他の路線も含めた幹線
道路整備について検討を進めていきます。

◎

17
基山町に欠けている事、基山町がど
うしたらいいのかを聞かせてほしい。

基山町に欠けていることは、今まで何もせずに
成長してきたので、「今は人口減少しているけ
ど、少ししたらまた増えてくる」と思っている人
が多いという事が課題。危機感とハングリー精
神が無いことについてを危惧している。
どうしたらいいかについては、皆で取組んだこ
とに対する成功事例を数多く作っていく事が大
事だと考えている。成功事例を目に見えるよう
にして、それを見てから、また皆で頑張るとい
う良い循環を作っていくのが大事だと考えてい
る。【町長】

総合戦
略

町長 ◎


