
町長懇談会（第６区） 平成30年７月２４日（火）　19：00　～20：20　参加者31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

1

今回の大雨では、区長や
各組合長等の連携により、
１０日くらいでライフライン
は回復できたと思う。町長
が説明された治山事業、河
川改修を含めた治水事業
についての考えを聞きた
い。

治水事業について、通常の河川改修は幅を広げたり
深くしたりするが、広げるためには両側にすでに家が
あるので、現在の状況では、水路の補強や床止めの
設置の検討が整備法では一番ではないか考えてい
る。また現在は土嚢とかでの補強が出来ていない状
況だが、測量等後に土嚢等での一時的な補強を考え
ている。長期的な改良等については、検討していきた
い。河川幅を広げるという場合には、水路そばの宅
地の方のご協力が必要になるが、現在はまだそこま
での考えにはいたっていない状況。【建設課長】
治山事業については、床止め４基を設置することを考
えている。【町長】
水路や道路について、町道は国から補助があるが、
水路はそういう補助がないので、計画を立てたり町単
独で行うなければならない。当然危険なところは早急
にしなければならないが、町単独になるので期間が
かかるものもあると考えている。農地災害になる場所
もあるので、そういうところは国の支援をつかいなが
らやっていきたいと考えている。【副町長】

防災
町長

副町長
建設課長

町が直接発注を行う災害
復旧工事については、公
共施設災害、農地、農地
施設については完了して
います。しかし林道につい
ては令和2年1月までずれ
込む予定となっています。
佐賀県が行う治山事業に
ついては、丸林地区が令
和2年度、坊住地区が令和
3年度の完了を目標に進
めています。

◎

2

水路の形が変わってしまっ
ていて、今壊れたところを
補強するより、現在基山町
の指定河川というものがな
いが、丸林地区の水路を基
山町の指定河川として、出
来るかわからないが、災害
関連事業として計画的に改
修していったほうがよいの
ではないかと思う。

今言われた通り水路を準用河川という
ことで災害復旧ということも検討・研究
していきたい。【副町長】
先日、県の河川課長と面談したときに
は、その話をしなかったので、うまくい
くかどうかわからないが、早速明日問
い合わせる。また、協議の結果をお知
らせする。【町長】

防災
町長

副町長

丸林地区の水路につきま
しては、国の補助事業と町
単独を活用し、本年7月末
で完了予定です。

◎

※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。
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3

国の激甚災害地区に指定
されているのか。
また、指定されるように努
力していただきたい。

まだ、指定されていないが、特別警報
がでているこれほど大きい災害なので
指定されるのではと考えてる。【副町
長】
今回は、ここが指定されてここが指定
されないというものではないと考えて
いる。【町長】

防災
町長

副町長

平成30年7月24日に閣議
決定され、7月27日公布・
施行されています。

◎

4

今回の大雨時に避難される方は
集落センターに集まっていただい
たが、やはり高齢者の方がまだ
避難されていない方もいた。危険
な状況の中で上まで迎えに行っ
て何とか救いだしたという状況
だった。高齢者の方にいかに避
難指示を伝えるかが一番大事だ
と思う。電話してもなかなか出ら
れなかった。今回災害放送が役
場からされたようだが、丸林地区
でなったかどうかわからなかった
ので、点検をお願いしたい。
災害放送確認の連絡先はもっと
周知徹底をお願いしたい。

点検はすぐやりたい。また、災害放送は放送
後２４時間以内であれば、電話で確認すること
ができる。連絡先についてはこういう集会の場
でも周知していきたいと考えている。【町長】
昨年も確認の連絡先については、周知をして
いたが、今後も広報等で周知徹底はしていき
たいと考えている。【総務企画課長】
避難勧告を出した段階で丸林地区の方には全
戸に電話をしている。何度も電話確認をした方
もいる。事前連絡は全戸に今もやっている。
【副町長】
危険な地区の方（８０戸）には、丸林地区はほ
とんど入っているが、連絡をしている。それと
は別に民生委員から連絡するというシステム
はあるが、丸林地区は今回危険を顧みずやっ
ていただいた。地域の力というのは非常に大
事だと思うので、並行してご協力いただきた
い。【町長】

防災

町長
副町長

総務企画
課長

　防災行政無線につきましては、
遮音性の向上などから聞こえづ
らいというご意見をいただくこと
から、防災行政無線の電話確認
サービスを行っています。このこ
とについては、このような意見交
換会の場であったり、広報「きや
ま」、チラシ配布などでその周知
に心掛けています。
　また、避難をスムーズに行うた
めに避難行動要支援者の個別
計画の策定を推進していくことと
しています。丸林地区につきまし
ては、すでに策定が完了してい
ます。

◎
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5

住吉さんに新しくかかった
橋だが橋の間口が小さい
ため流土木がみんなつまっ
て、道の方へ水が上がって
いったのでは。水門の入り
口も流土木がつまってメ
チャクチャになっている。住
吉さんまでの道路を早く復
旧してほしい。

丸林地区は一番被害がひどく現在測量を
している。もう少ししたら応急的に上まで
上がれるような道を作りたいと思う。先ほ
どの橋につまったというのはあると思う
が、その上の方から土石流みたいに滑っ
てきているので、いろいろな複合的な原因
があるのではと思う。その上で今回治山
ダムのような方法もあると検討中。【建設
課長】
確かに流土木がつまったという事実はあ
る。ただし、橋は必要なのでどのような橋
をかけるのか、またどのような対策をとっ
ていくのかは今後検討していきたいと考え
ている。【副町長】

防災
副町長

建設課長

町道丸林線については災
害復旧完了。水路上流の
開口部については間口を
広くする工事を今年度行う
予定。

◎

6

住吉宮は祠も鳥居も何も無
くなってしまった。あれは直
してもらえる可能性はある
のか。

現在、町では神社等には何も行ってい
ない状況（整備等で補助をだしていな
い。）。災害だからどこまでやれるかど
うかも町の中でもそこまでの議論が出
来ていない。今日この場では、その見
解はお答えできないので、町で検討さ
せていただきたい。

防災 町長

丸林地区と協議の上、事
業主体は丸林地区となり
町が支援する形で国へ補
助金申請を行っているとこ
ろです。令和２年度より、
住吉神社の整備について
取り掛かれる予定です。

◎
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7

亀の甲や鎌浦等の林道を
見られたか。木が倒れてし
まっている。山の管理も含
めて町会議員や町の職員
はもう少しみてほしい。

林道については倒木等で通れないが、全
路線何回も見回っている。また、災害復旧
等で開通を考えている。【建設課長】
倒木については、明確な見解がでていお
らず非常に難しい問題。町の予算で倒木
を全て撤去してよいかというとそう簡単に
はいかない。県にも相談しているが基山
町所有の山林ですら簡単に撤去できない
状況。その当たりもルール作り等一から
考えていかないといけないと思っている。
【町長】
山林については個人所有の土地なので個
人で管理していただくことになるが、干ば
つの補助はある。切った木の撤去等いろ
いろ難しい問題もある。【副町長】

防災
町長

副町長
建設課長

亀の甲ため池や林道につ
いては既に調査測量が済
んでおり、亀の甲について
は設計中、林道復旧工事
については既に発注して
います。

◎

8

農地がありその横に水路、
その上の山が崩れて農地
に入ってきているものにつ
いて、産業振興課で調査さ
れたようだが、４０万円以上
ものは補助の対象になると
かという話もあり、どこまで
は補助があって、どこまで
は補助がないのか聞きた
い。

７月１３日まで受付の農地災害につい
て、農地は市場出荷をしていることが
原則。施設（用排水、かんがい排水
等）は、幅員が１．２ｍ以上、関係戸数
が２戸以上という条件がある。１か所
の被害金額が４０万円以上。補助率
は農地が５０％、農業用施設は６５％
となっている。ただし激甚災害の指定
となった場合は、若干の加算があるか
もしれないが、そこについては、確定し
てからということになる。また、上から
の被害といった相談もあるが、民民で
の話し合いということになる。【産業振
興課長】

防災
産業振興

課長
◎
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9

現在、田の半分が水に浸
かっているような農地なら
早く水を抜けば今年収穫で
きるし、山の持ち主も迷惑
をかけているので早く撤去
したいと思っている。たとえ
ば早く工事したいとなった
場合は仮に４０万以上か
かっていても補助の対象に
ならないのか。

農林災害について、国から派遣された方が現
場を見に来て、その査定を受けなければ補助
の対象にはならない。仮に何らかの理由で急
いでやると国の査定は厳しくなる。ただし、水を
抜くため等の一部だけの工事をし、それ以外を
補助対象とするというやり方はできるので、全
部する必要があるのか一部だけでいいのか
は、場所場所で判断していくことになる。役場
に連絡していただければ、現地確認して一番
いい方法を一緒に考えていける思う。【建設課
長】
山が崩れた場合は、自分で撤去してもらわな
いといけない。補助はない。災害は農地の土
手が崩れて４０万以上かかった場合で、国の
査定を受けたものが国の補助対象になる。時
期的には９月か１０月に査定、現状はできるだ
けそのままにしてもらい、１月頃の工事になる
のではと思う。【副町長】

防災
副町長

建設課長
◎

10

今回の災害で出た泥や流
木の捨てるのを町で受けて
いただいたが、今後も農地
に落ちた泥等や倒木等を
受けていただけるのか。

現在、町で受け入れているのは、今回の大雨で家の敷地内
に入ってきた土砂や倒木等で生活に支障があるということで
持って行っていただくということで、農地に入ってきたものは
現在もしていない。【副町長】
今回、災害ということでいろいろ動いたが、通常しているもの
を説明すると、町有地のものをみなさんでご協力していただ
いたものを持っていくということで、民地に入ったものは個人
の財産管理ということもあるので、自分で撤去していただくと
いうことになる。【建設課長】
今回丸林地区については、宅地内に土砂や隣の宅地から流
れてきたものがあり、それについては持ってきてもらって大丈
夫ですと話をさせていただいている。【副町長】
情報提供になるが、今、稲等の作付をされていると思うが、
共済について、今回豪雨災害での被害調査で丸林地区での
大きな被害については現地確認をしているとのこと。それ以
外の場所については、まだ確認がとれていないとのこと。現
在共済の方でも被害状況を確認したいということで、生産組
合長さんに被害状況に申告の取りまとめの依頼をされてい
る。提出期限が７月までということを聞いている。共済につい
ては、３割以上被害があった場所については、現地確認を
行った後に共済金の支払いになるとのこと。特に本人から申
請してもらうことはないとのこと。【産業振興課長】

防災

副町長
建設課長
産業振興

課長

◎
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11

今回の大雨で上の状況が
ひどく、今後大雨が降った
場合は早く避難しないとい
けないと思っているが、どう
いった避難をしたらよいの
か戸惑っている。

丸林地区に対しては、しばらくは基山
町全体に通常出している避難勧告等
より一つ前の段階で連絡する仕組み
を作ろうと考えている。その場合は安
心・安全のために避難等をお願いした
い。また、足が不自由な方等避難が
困難な方に対する連絡網を作成した
いと考えている。【町長】

防災 町長 ◎

12

今回の大雨で私の自宅に
土砂が屋根まで来た。また
家の裏から水が流れてい
て、昨日の夕立の際も家の
中や町道に流れてきた。町
で水路をどうにかしてもらえ
ないか。
また、宅地の中の土砂は自
分で撤去しないといけない
のか。

まずは、現地確認をさせていただきた
い。その上で検討させていただければ
と思う。水路についても現況を現場で
確認させていただき、どんな方法があ
るのかを検討したい。明日でも調整
を。【建設課長】

防災
建設課長
副町長

◎
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13

水路の対策について、東部
土木事務所等でもいろいろ
な案を考えてあるようだ
が、丸林地区は昔の水路
で管もせまい。町道に大き
めの水はけのよいヒューム
管等を入れて高原川まで
持っていかないと、また溢
れるのではないかと思う。
今後の課題だと思う。

明日またきちんとチェックをし、今後次の
雨に向けて最重点として対応させていた
だければと思う。【町長】
避難警報等については、今年の台風時期
を過ぎるまでの間について、通常大雨警
報が出た段階では準備室を立ち上げるだ
けだが、その段階で自主避難所を開けさ
せていただこうと思う。その時に丸林地区
には電話連絡をし、また、別に区長、組合
長さんにも連絡をさせていただこうと思う。
そのことについては、近日中に区長、組合
長さんにご相談をさせていただこうと思う。
そういった対応を検討しているところであ
る。【総務企画課長】

防災
町長

総務企画
課長

◎

14

基肄城が特別史跡に指定
されていると思うが、佐賀
県知事等に吉野ヶ里遺跡
のように国が整備してもら
えないか要望してほしい。

現在も毎年要望している。いろいろな
場や文化庁関係にも要望しているが、
福岡県との関係や予算の関係等でな
かなか難しい状況。今後も要望してい
く。【町長】

文化・防災 町長 ◎
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1

町長は就任されて約１年経過さ
れましたが、就任前に掲げられ
た基山町への７つの誓いはどの
程度実現されたのでしょうか。

私としては７つ全てを手掛けている
つもりですし、手ごたえも感じており
ます、皆さんからのご指摘があれ
ば喜んでお受けしますし、ご意見を
お願いいたします。

その他 町長

就任以来町長懇談会等で説明を
行うとともに、ご意見をいただき施
策を進めさせていただいていま
す。

◎

2
若基小学校の統廃合は考えて
いるのか。

小学校２校を１校にすることが大変
であり、統廃合は全く考えておりま
せん。

学校教育 町長

町立小学校２校については、現在
も統合する考えはありません。し
かし、若基小学校校区の児童数
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。

◎

3

白坂久保田２号線の改良工事に
ついては、パーキングエリア側
から工事着手しているが、けや
き台側から工事した方が、水路
工事等スムーズではなかったの
か。

平成28年度は国の予算があまり付
かなかった関係であり、今年度は
予算の見込みがあり、平成30年度
での完成の目途は立った。工事の
順番は国からの予算の付き方が原
因であったと考えてもらいたい。

交通基盤整備 町長

今年度で白坂・久保田2号線の改
良工事が完了しますので、三国・
丸林線の計画的な施工を行い実
施していきます。

◎

4

施政運営方針に防犯カメラ設置
とありますが、何か所設置を考
えているのか。

４箇所設置を考えているが、補正予
算で追加することも可能なので、要
望があれば区長さんを通じて言っ
てください。

防犯・防災 町長

防犯カメラの設置の推進を図って
います。平成30年度末で、15個所
50台設置しています。また、民間
との協定により4台の設置を行っ
ていただいています。今年度も当
初予算で、3個所5台の設置を予
定しています。民間の残り1台分
の設置が完了すると本年度末で
60台の設置となります。

◎

※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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5

県道１７号線から国道３号に抜
ける連絡道路にゴミが散乱して
いるので、どうにかしてほしい。

現状を確認した上で、監視カメラの
設置を含め関係団体と協議した
い。

投げ捨てられたゴミが側溝に堆積
している状況であったので、定期
的な清掃を要望しまし程ではなく
なりましたが、定期的な清掃につ
いては、佐賀県に改めて要望しま
した。

○
建設課
総務企
画課

6

白坂地区とけやき台の間にある
旧長崎街道が踏切手前で崩落
し、トラロープが張ってあり使え
ない状態はいつまで続くのか。

明日現地確認いたします。 その他 町長

崩壊部（町道白坂４号線路肩）に
ついては平成３０年度に補修が補
修が完了しています。

◎

7

町道城戸１号線の末次前区長
自宅付近からピットイン森山ぐら
いまで大きめな三面側溝が設置
されているが、蓋が無く、冠水時
に児童が落ちる危険性がある。

その件については聞いており、対
策案や費用面など検討します。

その他 町長

ご指摘の水路については、農業用
水路でもあることから、水利権者と
協議を行いましたが防護柵設置な
どについてご理解をいただくまで
には至っていませんので、引き続
き協議してまいります。

◎

8

県道１７号線の城戸インター下り
線出口付近は横断歩道はある
が間口が長く、車が一旦停止し
ないケースがあり危険である。

警察と協議し、対応は警察に任せ
ます。

その他 町長

警察と協議を行い、一時停止の取
り締まりを行っていただいていま
す。

◎
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9

佐賀県から支給されるイノシシ
箱罠の数が鳥栖市と比較しても
少ないが、割り当てはどうなって
いるのか。アライグマの罠もほし
い。

想像ですが、有害鳥獣駆除による
イノシシの駆除頭数に鳥栖市と基
山町では開きがあり、割り当てに影
響している可能性あり、確認いたし
ます。アライグマ用の箱罠は最近
新品が基山町にきた模様です。

その他 町長

イノシシの箱罠につきましては、平
成29年度では、15基でしたが、平
成30年度末では、19基に増加させ
ています。また、アライグマ用につ
きましても、10基から25基に増加
させています。

◎

10

山間部の空き家の活用につい
て、田舎暮らしがしたい若者など
ニーズはある程度あると思うが、
受け皿となる施策は講じている
のか。

施策はいろいろあるが、実際の
ニーズがどれくらいあるのか、町の
施策として一番効果的なものを検
討したい。

その他 町長

　現在、「すまいるナビ」（基山町空家
等情報登録制度」に登録されている
空家は６件あり、その内、山間部に該
当する空家は１件で、その１件は農地
付きの空家となっています。
　平成３１年３月から空家に付随した
農地については、すまいるナビに登
録を行うことを条件に農地法３条によ
る下限面積を１㎡に引き下げており、
空家とセットで農地が取得しやすくな
りました。
　田舎暮らしの希望などに対応する施
策として、今後空家の活用を促進する
新しい切り口のひとつとして、この取り
組みを続けていければと考えていま
す。

◎

11

基山町合宿所整備プロジェクト
の詳しい内容と時期を教えて下
さい。

平成29年度末までには作りたい。
総合体育館に併設する方向で定員
３０名から４０名程度で自炊かケー
タリングで様々なスポーツ団体等に
利用してもらいたい。

集客拠点整備 町長 ◎
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12

猟友会による有害鳥獣捕獲期間
以外のイノシシなどの駆除に対
する補助は考えていないのか。

なんらかの補助というよりは、食肉
処理施設建設とジビエに取り組む
ので、そこで儲けられるよう取り組
んでいきたい。

基山発 町長

イノシシの捕獲に対する補助金に
つきましては、平成29年度当時対
象期間を約2か月としていました
が、現在は通年を対象としていま
す。

◎

13 ジビエの予算内訳は。
食肉処理施設建設費用とそれに伴
う設備整備のみと考えている。

基山発 町長 ◎

14 旧役場跡地の利用は。

サービス付き高齢者住宅ではなく、
若者向け住宅が可能かどうか今年
度中に専門家の意見等を聞きなが
ら判断したい。

その他 町長

官民連携によるPFI方式での基山
町地域優良賃貸住宅（名称：ア
モーレ・グランデ基山）の整備を行
い、令和元年7月1日から入居開
始いたしました。募集戸数は、30
戸で満室となっています。

◎

15

施策運営方針にある産業振興
団体等補助金は生産者だけな
のか。

生産者だけではなく流通に携わる
こともありますし、詳しくはホーム
ページでも確認していただきたいで
すが、予算の範囲内で頑張る人を
支援できるようにいたします。

基山発 町長 ◎

16
基山駅とけやき台駅に誰でも駐
車できる駐車場整備を。

まずは、現在ある送迎用駐車場を
コインパーキングに変えるべきと考
えている。その上で、駅前整備は少
しづつでも進めていきたい。

まちなみ環境 町長 ◎
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17

高齢者の免許証自主返納に対
して、施策としてタクシー券の補
助など考えているのか。

今回の施政運営方針には入れてお
りませんが、検討には入っておりま
す。

その他 町長

・運転経歴証明書の交付手数料1,100
円に対する全額助成の実施
・コミュニティバス運賃割引として、「き
やまんきっぷ」（1セット11枚1,000円）
を1,000円で2セット計22枚購入できる
制度の実施
・タクシー運賃助成として、県の助成
に加えてタクシー助成券を年度につき
1人6,000円分(500円×12枚)を返納か
ら５年間交付する制度の実施
・電動カートの購入費について、免許
返納から5年以内の申請について、1
人につき購入額の3分の1又は5万円
を上限として助成する制度

◎



町長懇談会（第６区） 平成28年４月18日（月）19：00～20：54　　参加者28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

1 基山町の保育園で待機児童はいるのか。

現在のところ、保育園では待機児童はい
ない。【こども課】
０歳児の保育が増加しているので、保育
士（臨時）の拡充等を進めている。【副町
長】

子育て支援

こども課
長

副町長

民間のバディー認定こども園
が平成31年4月に開園しまし
た。また、町立の基山保育園
が令和2年4月から新園舎で
開園します。これにより待機
児童は当分の間でないものと
考えています。

◎

2

人口対策で、周辺の市町村は増加しているが、
基山町は増えないのはなぜか。基山は佐賀県だ
からということで、転入者が少ないと思う。基山
町に転入したいと思われるような政策を実施して
欲しい。
基山町には産婦人科が無い。若い人が安心して
住める要素になると思うので、誘致して欲しい。
鳥栖市は（地理的に不便な）麓付近が住宅が増
えている。市街化区域の見直し（道路・鉄道沿線
上、バイパスから南側）を積極的にやって欲し
い。

基山町には産婦人科だけでなく、専門小児科も無
い。定住に関するアンケートでも病院が不足してい
るという回答が多かった。大きな病院を誘致するの
は（病院経営的に）難しいので、初めて病院を開業
する方を対象とした病院版のインキュベーション事
業が出来ないかを議論しているところ。ワンストップ
サービスの窓口に助産師を活用することを検討して
いる。【町長】
「佐賀県だから」という話しがあったが、隣の鳥栖市
は人口が増加している。鳥栖市の政策を参考にし
ながら、住宅の開発戸数増やす必要があると思う。
基山の良さ（地の利など）を外部に発信できていな
いので、福岡をターゲットとした誘致に関するＰＲを
する必要があると思う。市街化区域の見直しの件
は、後の定住促進策の際に改めて御意見を頂きた
い。【総務企画課長】

人口
減少

子育て
支援
定住
促進

町長
総務企
画課長

◎

※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。
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3

　町長のマニフェストにもある７つの誓いは、今回策定
されいている総合計画にどれくら反映しているのか。
　子どもの居場所づくり（放課後児童クラブ）では若基
小学校などを使用しているが、福祉交流館も使用して
いるのか。
　人口減少の話しも出たが、若基小学校も生徒が少な
く、１クラスの学年が多い。総合戦略の取り組みをス
ピード感を持って進めて欲しい。
　過去に基山町は宅地造成が進められたが、現在は
人口が増えるのではなく、世帯数が増えるという現象
が起きている。空家が増えているということだと思うの
だが、今後どのように取り組みを進めていくのか。
　５０戸連たん制度についても考えているのか。

総合計画を基本として、総合戦略が策定されている。総合
戦略を並べ直したものが７つの誓いなので、総合計画の
全てを反映させたもとのなっている。「ひまわり教室の拡
充」を今後の取り組み（№19として）に追加する。【町長】
福祉交流館は使用していない。子どもがいない訳ではな
い。長期休業の際は、クラスを増やして対応（基山小学校
のランチルームを借りて実施している。）する。教室は足り
ている。【こども課】
空家の増加に関しては、（町内で９０戸程度あり）利活用を
進めていく。現状として、民間開発においては、分譲をす
るまでにほぼ完売しており、空いた土地が無い状況となっ
ている。また、購買層を分析すると、集合住宅から移り住
んでいる方が多い。集合住宅の供給も視野に入れる必要
があると考えている。町では定住促進対策として、都市計
画区域内の残存農地を活用した、ミニ開発の促進をして
いく必要があると考えている。【総務企画課長】
現在の５０戸連たん制度（Ｂ方式からＡ方式へ）を見直す。
【町長】

子育て支援 産業振興

町長
こども課

長
総務企
画課長

50戸連たんによる開発を検討
しましたが、本町では困難で
あることが判明しましたので、
地区計画による計画的な開
発を行っていきたいと考えて
います。

◎

4

３５人学級の実施（№15）とあるが、小学校
の生徒が少ないため、既に３５人以下で実
施しているところもあるのかどうか、現状を
知りたい。また、基山小学校と若基小学校
の合併はあるのか。
婚活サポート事業については、消防でやっ
ている婚活みたいなものか。

現在、若基小学校は総数２７２名（４月現在）で、１・２年生
は２クラス、３年生は１クラス、４年生は２クラス、５・６年生
は１クラスとなっている。１年生は３６人で、国の事業で（生
徒数が３５人を越えたら）２クラスにできるということなの
で、１クラス１８名でクラス編成をしている。２年生は５０人
で、県の事業では　（生徒数が３５人を越えたら）２クラスに
できるが、通常４０人を越えたら２クラスとなるので、現在２
クラスで編制している。３年生は４０人なので、２クラス編
成するのには１人足りないので、１クラスとなっている。５
年生は３９人、６年生は４０人というところで、１クラスとなっ
ている。国は将来、３５人学級を目指す指針を打ち出し
た。現在１クラスのところを町単独で、２クラスにする取り
組みを検討している。先生を１人雇用すると約３６０万円の
費用負担が発生する。現在の状況で試算すると、若基小
学校で１千万程度の費用負担が発生する。今は費用や校
区の変更などを含めて検討している。【教育学習課長】
婚活サポート事業は、仲人役（婚活支援員）を町が広く募
集して婚活を支援するもの。学校を合併させることは、今
のところ考えていない。【町長】

子育て支援

教育学
習課長
町長

町立小学校２校については、
現在も統合する考えはありま
せん。しかし、若基小学校校
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。

◎
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5

　議員との意見交換会の際に、「基山のＨＰ
を見ても行政の実績があるだけで、住みた
いと思わせるコンテンツが何も掲載されてい
ない。」という意見があった。若者が住みた
いと感じる様な魅力あるＨＰにして欲しい。
　ＨＰ内容を魅力的にすることにお金を掛け
ないと、基山のＨＰはネット上から消える。お
金を掛けるところに掛けないといけないと思
う。不動産会社との連携が必要だと思う。

基山町のＨＰは（昔に作ったので）スマホ
では見にくいＨＰになっている。まず、それ
から見直しをしなければならないが、現在
のフェイスブックページの閲覧者数は１週
間で２万人を超えている。少なくとも２年前
にはフェイスブックは無かった。出来ること
はやっている。言い訳だと言われるが、Ｈ
Ｐを直すのには多額の費用負担（３，０００
万円程度）が発生するので、出来るだけ
早く、お金を掛けずに取り組んでいく。不
動産会社との連携は、すぐに着手する予
定。【町長】

ＰＲ強
化

町長

ホームページについては、平
成30年度からリニューアルさ
せています。今回の更新で
は、スマートフォンなどの画面
にも対応できるスマートデバ
イスなどを採用しています。

◎

6

２月に住生活に関するアンケートが実施され
たみたいだが、対象地区はどこか。
対象を限定したのはなぜか。

アンケートの対象地区は、（集合団地で直
近で開発された）けやき台地区。（１，４７５
世帯宛て、約５６％の回答率）【まちづくり
課長】
今後、町全体にアンケートを実施する予
定。初めにけやき台地区を実施した理由
は、単身の高齢者世帯が多く、中心街に
転居を希望する方の意向について調査を
したいと考えていたため。【町長】

定住促進

まちづく
り課長
町長

◎
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7
葬祭公園は改修ではなく、広域連携で取り
組んでみてはどうか。

町単独で実施できることについては、町単
独で取り組んだ方が良いと考えている。広
域で取り組むとコストは高くなる。利便性
についても悪くなる。（近いといっても施設
は町外にあるので遠くなる）設備の仕組み
はシンプルなので、メンテナンスをして行
けば長く使用できると考えている。【町長】

公共施設整備 町長

現在の葬祭公園は,建築後約
40年が経過し、施設の老朽化
が進んでおります。今後の運
営について、大規模な改修工
事や修繕を行って現施設を利
用していく方法、新しく利用し
やすい施設を建築する方法、
他市町との広域連携により施
設を共同運営する方法の3通
りが考えられます。現在,どの
方法が、効率的な管理運営
ができるかを検討していると
ころです。

◎

8

道の駅については過去に議論があってい
た。今こそ基山町には外貨を稼ぐ（町外者が
お金を落とす）施設が必要じゃないのか。
過去に実施したアンケートで、農産物の供給
については、多くの希望者があったが。
基山ＰＡにお店を出す件について、区長を通
じての協力依頼が無かった。

農業施策をやって行く上で、直売所・加工所の施設は重要
なものと考えている。ただ、農業だけで進めるのは難しい
ので観光施策と結び付けて農業振興を進めていきたいと
考えている。今は大興善寺やアウトレット利用者の需要を
取り込んでいないのでこの需要を、供給する施設に上手く
結び付けていけば人を呼び込むことができると思う。今
後、生産者が供給する力の引上げ（担い手の高齢化の問
題や、集落営農の法人化）について検討していきたい。
【産業振興課長】
基山ＰＡに基山の店（小規模な店舗）をスタートさせたが、
売るものが集まらないのが現実。アンケート結果は別とし
て、道の駅を作ってみても、実際に販売するものが集まら
ないと思う。出店の協力依頼について、ＪＡに依頼をした。
【町長】
基山ＰＡ出店のお呼びかけについては、産業振興協議会
の発足から１年が経過したので、今後の取り組みを含め
て、町内の皆様にお呼びかけをしたいと思っている。【産
業振興課長】

産業振興

産業振
興課長
町長

基山ＰＡの基山の店は出店者
のご協力もあり平成３０年度
の売り上げが昨年度と比べて
約１．５倍に増加しました。

◎
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9

基山保育園の建て替えとあるが、隣の旧図
書館に建て替えを実施するのか。
施設の面積はどれくらいあるのか。

現保育園の土地は住宅地として利用でき
る可能性がある。保育園をそのまま建て
替えることは考えていない。旧図書館は
将来の河川改修の動向も見極めながら利
活用を検討したい。【町長】
基山保育園の敷地面積は約６，９００㎡
で、旧図書館の敷地面積は約２，０００㎡
となっている。【財政課長】

公共施設整備

町長
財政課

長

旧図書館には民間のバディ
認定こども園が本年4月に開
園しました。また、町立保育
所については、役場庁舎西側
に来年男4月開園を目指して
建設中です。

◎

10
基肄城の保存整備計画の見直しについては
どうなっているか。

２０年以上前に基肄城の保存整備計画を
策定したが、今年と来年の２ヶ年で（町民
ワークショップ・意見交換会などを実施し
て）見直す予定。平成２９年に整備計画を
（史跡の活用等を含めて）策定し、進めて
いきたいと考えている。【教育学習課長】

基肄城
教育学
習課長

平成30年３月に『第２次特別
史跡基肄城跡保存整備基本
計画』を策定。平成30年度に
基本設計を実施予定であった
が、７月の豪雨により基肄城
跡も被災したため、現在は災
害復旧事業を優先して行って
いる。災害復旧に目途が立ち
次第、基本設計から進めてい
きたい。

◎

11
高速道路のスマートインターについてはどう
なったのか。

高速道路のスマートインターについては、
現在白紙状態。基山ＰＡ上りの改修が１０
年後に実施されると聞いている。そのタイ
ミングに合わせて慎重に検討していきた
い。【町長】

道路 町長

町道白坂・久保田2号線が来
年3月中に開通する予定で
す。また、接道する三国・丸林
線の改良も実施ていきます。
その後に慎重に検討していき
たいと考えています。

◎


