
町長懇談会（第７区） 平成30年7月23日（　月　）　19：00　～19：55　　　　参加者37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
防犯カメラの年間の設置台
数の決まりはあるか？

限定はない。設置基準を客観的
に作るのが困難だと感じる。要望
があったところは現場を全部見に
行っている。７区は丸都運輸の
前、野口の高速のトンネル。要望
のあったところ全部つけると何百
台となるので危険度の高いところ
につける。

町長、熊本課長

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。
なお、今年度は多目的グラン
ドの駐車場を中心に、けやき
台駅東側の駐輪場など合わ
せて６基の防犯カメラの設置
を予定しています。

◎

※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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2

資料中に「線引きの見直
し」とあるがどういう内容
か？

佐賀県で市街化区域と調整区域
の区分けがあるのが、佐賀市、鳥
栖市、基山町の３つ。区分けのこ
とを線引きと呼んでいる。町長に
なって線引き撤廃運動をやった
が、県の回答としては鳥栖市と一
体的でないと困難という回答。鳥
栖市は固く線引きを守るかまえ。
県とは市街化区域に近い調整区
域は小さな範囲でも変更できる約
束を取り付けた。７区だと長野原
地区が弥生が丘に近いので一番
はじめに現実性があるのではな
いか。下水道の問題はある。

町長

市街化区域に隣接した市街
化調整区域において、10区
画未満の小さな範囲に市街
化区域と同用途の地区計画
を立てることで開発が可能に
なります。

◎

3

基山町には工場を誘致す
るような土地はないというこ
とか？

すぐに提供できるところはない。
団地なら例えばグリーンパークの
奥の山の開発などが考えられる。
ただ、地区計画である程度まと
まった面積があれば開発が可能
なので、再度そういう具体例があ
れば言っていただきたい。地権者
が少なく土地が大きい方が合意
はとりやすい。

町長

市街化区域内には、企業誘
致できるような土地はござい
ません。
そのため、基山グリーンパー
ク東側の黒谷地区（調整区
域）において、地区計画によ
る開発を行い、計画決定の
後、物流関連企業が進出を
予定しています。

◎
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4
高齢者の免許書返還の施
策はなにかあるか？

年度中に案をつくるように進めて
いる。コミバスで無料区間をつく
る。タクシー割引き（１割）を受ける
ための証明証作成費1,100円を町
負担、タクシー運賃の1割を町負
担ということで考えている。検討段
階です。

町長

免許返納手数料の補助
（1,100円）
タクシー助成券（12枚 6,000
円分）
電動カートの購入費補助（上
限50,000円）
コミニティーバスのきやまん
きっぷ（２セット1,000円）
を行っています。
それ以外についても、今後検
討していきます。

◎

5

各区で災害対策委員会が
立ち上がっているような区
はあるか？

３区、15区が自主防災組織の勉
強会を立ち上げられている。町で
は、防災組織を作ろうという勉強
会を秋くらいに計画している。

町長

自主防災組織について、２・
３・７・14・15・16・17区で、規
約の策定が行われています。
また、３・15・16・17区では、災
害を想定した、住民誘導訓練
が行われています。

◎

6

野口運動公園（調整池）の
駐車場の話はどこまで進ん
でいるのか？

やっと最後の大阪まで話がいっ
た。もう少しお待ちください。

町長

駐車場整備工事について、
本年７月中に入札を行い、８
月末での工事完了を予定し
ています。

◎
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7

今回、民生委員も避難の
後方支援に直に携わり、自
主防災組織の必要性を痛
感しました。底辺でいろん
な情報を持ちましたので民
児協で情報共有し、町の方
へも情報提供を行っていき
たい。

要援護者のリストがやっとまとまり
つつあり、対応する支援者との紐
付までできていない状況だった。
それを早く作らねばならないし、避
難経路も個別に設定する必要が
ある。熊本地震のとき西原村で
は、高齢者の寝床の位置も把握し
ていて素早い救出につながった。
基山もそうありたい。

町長

町と民生委員の間では、災害
要支援者の情報共有や自主
避難所開設時の迅速な情報
伝達について、また、民生委
員の間では、各民生委員から
提供いただいた情報の共有・
活用方法について、民生児
童委員協議会のなかで協議
してまいります。

◎

8

秋光川も注意が必要だけ
ど、野口地区では小郡市
のため池から溢れた水が、
甘木レールバスの線路を
超えて迫っていた。町では
ため池の情報は入ってい
たか？

小郡のため池については、リスト
にも入ってなくあまり意識していな
かった。

町長

危険個所として、把握してい
ます。小郡市の方で、現在対
策を検討中とのことです。
今後は、小郡市との情報伝
達・連携を強めてまいります。

◎
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9

７区の公民館を災害時の
拠点とするなら公衆電話く
らい設置してはどうか？

大きいディスプレイなんかを設置
してはどうかと考えている。役場と
公民館と双方向で情報の共有が
できるような感じがいい。高齢者
や子供の見守りにも使えるような
対策を公民館プロジェクトとして来
年あたり行えるよう検討している。

町長

現在、２区・７区の公民館を指
定緊急避難場所に指定して
います。災害の危険から命を
守るために緊急的に避難す
る場所となります。
この緊急避難場所の開設の
時期については、区と町とで
連携を取りながら、判断して
まいります。

◎

10

予備避難所として７区の公
民館が指定されているの
で、先ほど言われたような
公民館プロジェクトがあれ
ば先行して取り入れていた
だきたい。

今回予備避難所については、区
長さん方の配慮で開けていただい
ていた。どのような時に予備避難
所を開けるのかは個別に打ち合
わせが必要なので協力願いま
す。

熊本課長

現在、２区・７区の公民館を指
定緊急避難場所に指定して
います。災害の危険から命を
守るために緊急的に避難す
る場所となります。
この緊急避難場所の開設の
時期については、区と町とで
連携を取りながら、判断して
まいります。

◎
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11

防犯カメラに関連して、長
野共乾の前のトンネルの
出口は事故が多い。パトラ
イトがついて注意喚起する
など安全対策ができな
か？

高速のボックスはたくさん存在す
るので、すべてについて対策をす
ることは現実的でない。危険性を
把握したい。

町長

野口に行く高速道路のボック
ス東側には平成３０年１２月
に防犯カメラを１基設置して
います。
　また、長野・小倉共乾の前
のトンネルの出口は事故が
多いので飛び出し人形を設
置して注意喚起をしていま
す。

◎

12

浄化槽について、今も補助
があると思うがこれからど
ういふうな考えを持ってあ
るか？

他の自治体と比べて支援が少な
いと考えている。設置はもちろん
維持運営の面でも（佐賀、神崎、
吉野ヶ里はある）支援が必要と考
えている。下水道事業は７区の計
画変更はないが、下水道がどこま
で来るのかはっきりお伝えした上
で、浄化槽の支援を考えたい。

町長、古賀課長

浄化槽については、維持管
理費に対する補助金の支給
を検討しています。
令和元年８月中に説明会開
催を予定しています。

◎
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13

防災行政無線がなかな聞
こえない。他の地区はどう
いう状況なのか？

消防団の協力で町全域の調査を
行い２，３か所手直した、再度確
認する。また発信したあと１時間
は、「050-5306-2682」に電話すれ
ば内容を確認できるので活用をお
願いしたい。また、メディアにも発
信情報を発信しているので、数分
後にはテレビのテロップなどに表
示される場合もあるの注意をお願
いしたい。

町長、熊本課長 ◎

14

避難所で12時に閉まるの
で、自分たちで移動してく
ださいと言われたときいた
が？

何か誤解があると思われる。翌日
避難所を解除した後の話の捉え
方の違いなのか。今の話だけで
はわからない。

町長 ◎

15

若者向け定住促進住宅
は、駅前の中心地だけに
建築を考えているのか？

結局、駅やスーパーに近い方が
利用者多いと思うので、２棟目を
建設するにしても中心市街になる
と思う。町外者に対する第１次募
集では５割ほど応募があった。

町長

旧役場跡地については、官
民連携によるＰＦＩ方式での基
山町地域優良賃貸住宅：ア
モーレ・グランデ基山を整備
し、令和元年７月１日に入居
開始されています。３０世帯
入居。

◎



町長懇談会（老人クラブ連合会） 平成29年４月５日（水）19：00～

№ 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

改修に伴い老人憩い家の利
用者の範囲が広がり利用者
が増えると思うが、駐車場の
拡張は考えているか。

問題意識は持っているが、まだ
解決策は無い。完成までには
考えたい。

町長

平成30年４月に基山町多世代交
流センター憩の家としてオープ
ン。同時に施設西側の道沿いの
広場を駐車場として整備してい
ます。
施設利用者総数は、平成29年
度13,206人、平成30年度27,910
人となっています。

◎

2
憩の家付近の貯水池は、将
来どうするか。

現在、基山町の所有になってい
が、水利権の問題等クリアーし
なければいけない問題がある。
今年度、その問題を勉強してい
きたい。水利を使っている人、
使っていない人など細かく調整
し埋め立てを行いたい。その後
宅地などの開発を考えたい。

町長

現在、調整池としての機能を有
しており、廃止には下流の側溝
整備等の費用面による課題が
多いため、埋立に至っておりま
せん。

◎

※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。



№ 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

3

イノシシ、エミューの食肉施
設を造ると言われたが、基山
町は面積が狭いが、将来イノ
シシが増えると考えているの
か、また、周辺市町と協力し
て持ち込むのか、稼働率が
どうかと思うが。

ジビエは、家畜法に指定されていないた
め、食品衛生法の食肉施設で良い。エミュ
ウとイノシシと合わせた解体施設の費用は
1,000万程度を考えている。イノシシの捕獲
頭数については、イノシシを捕えてお金に
換える報告が18頭、その他、6区は自分達
で捕る53頭を考えると基山町で約70～80頭
ではないかと考える。エミュウとイノシシ70
～80頭を合わせると、この程度の施設が必
要だと考えている。イノシシ70～80頭の捕
獲を毎年続けて行くとイノシシの捕獲頭数
が減ると思うが、その場合、当然他の所か
らの受け入れも考えなければならない。ま
ずは基山の事が上手く行ってからになる。
なた、食肉処理をすれば売れる事になる。
基山の居酒屋とか場合によってはふるさと
納税とかに利用できる。施設には冷凍庫の
整備しますので安定供給もできるようにな
り、そうするとさらに基山のブランドアップに
つながる。

町長

ジビエ施設は平成30年5月に
オープンした。きやまファームが
指定管理者として管理しており、
平成30年度の処理数は、エ
ミュー65羽、イノシシ9頭でした。

◎

4

老人クラブの会員が13年前
は、803人で今は350人あまり
のも脱退者が多く印刷のミス
かと思ったが。

皆さんと同じような活動をされ
ているグループがそれぞれの
所にありるが、それぞれの区で
事情があり、今までのやり方で
はなく、何らかの仕組みを変え
て行かなければいけないので
一緒に考えて行きたい。

町長

現在、町老連加盟の４クラブの
会員324人。どのクラブも加入者
が減ってきている状況ですが、
活動をがんばっていただいてお
ります。

◎



№ 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

5
旧役場跡地についてはどうな
るか。

PFI方式で若者向けの住宅公
営住宅の具体的な検討に入っ
ている。ハード物については、
計画的にやらないと財政負担も
ある。また、最低1/2の補助金
を利用しやらないといけない。
全部町の負担では厳しい。

町長

旧役場跡地については、官民連
携によるＰＦＩ方式での基山町地
域優良賃貸住宅：アモーレ・グラ
ンデ基山を整備し、令和元年７
月１日に入居開始されていま
す。３０世帯入居。

◎



町長懇談会（第７区） 平成28年４月19日（火）19：00～20：50　　参加者45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

基山町では地震の被害がない
ということであったが、野口の
神社の石灯篭が１つ首から下
が壊れている。

正確にいうと、野口の神社と民家
の塀が１件壊れたという報告がさ
れている。熊本県と比べると基山
町の被害が少なかったということ。
【町長】

防災 町長 ◎

2

伊藤ハムや東洋製罐ができた
ときには、町内の方が多く就職
していたが、現在の就職状況は
どうか。町長推薦という形で地
元に就職できるようにはできな
いのか。

基山町の方の就職率が少ない印象で
ある。平成28年度から企業と連携し
て、お盆や小学前に企業の説明会及
び工場見学を開催したいと考えてい
る。また、産業用地を確保して大きな
企業を誘致したいと考えている。併せ
て、雇用施策により地元の方が就職
できるような形で誘導していきたいと
考えている。【産業振興課長】
雇用については、基山町だけでなく通
勤圏内の神埼あたりまでを含めた三
神地区で考えている。他自治体の首
長・企業と連携していきたい。【町長】

産業振興

町長
産業
振興
課長

平成３０年１２月より役場内に基
山町無料職業紹介所を設置しま
した。基山町内で働きたい方と基
山町内及び通勤範囲内に就労場
所がある事業所をマッチングさせ
ています。現在までに３３名のマッ
チングを行いました。

◎

※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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3

７区でも外国人の労働者が増
えているが、自転車で並列走行
したり携帯を操作したりしてりマ
ナーが悪い。交通ルールを含
む社会規範や日本のルールを
教育指導を受けていたりするの
か。
今後は、役場に連絡しても良い
のか。

外国人の就労者のマナーが悪い
という話を聞いたことがある。学校
や企業での指導教育になるかと
考えているが、企業で実態をヒア
リングしたり、佐賀県で共生の勉
強会もあっているので、情報を活
用しながら企業との連絡体制を
とっていきたいと考えている。連絡
体制については、今後検討してい
きたい。【まちづくり課長】

その
他

まちづくり課長

平成30年度から外国人雇用企業の
担当者や警察や消防、役場の担当
者、住民代表者等を集めた「基山町
における多文化共生社会を考える懇
談会」を開催し、定期的な情報交換体
制の充実を図っております。
また、基山町主催の日本語教室は、
交通マナーなど生活に密着したテー
マで開催しておりますので、問い合わ
せは、まちづくり課協働推進係まで、
お願いします。

○

4

外国人がビールの空き缶の投
げ捨てが多い。７区は、ふれあ
いサロンなどで空き缶の回収を
している。企業に協力が必要な
ので、連絡体制の強化をお願
いします。
国道３号沿いのＪＡフーズに働
いているのではないか。企業へ
の調査をしてほしい。

外国人の方と日常生活の価値観
の違いがあると思うが、日本の
ルールを知ってもらう必要がある。
【まちづくり課】
おそらく技術研修生として３年間
企業にきている方だと思う。今後、
入管との関係を使い、受け入れて
いる企業の把握を行う。そして、企
業が所属している組合と交渉をし
ていく必要がある。個別に訪ね
て、対処をしていきたい。【町長】

定住促進

まち
づくり
課長
町長

平成30年度から外国人雇用企業の
担当者や警察や消防、役場の担当
者、住民代表者等を集めた「基山町
における多文化共生社会を考える懇
談会」を開催し、定期的な情報交換体
制の充実を図っております。
また、基山町主催の日本語教室は、
交通マナーなど生活に密着したテー
マで開催しておりますので、問い合わ
せは、まちづくり課協働推進係まで、
お願いします。

◎
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5

外国人が同じアパートに５，６
人で住んでいるが、ごみ捨て等
のマナーが悪い。地主から管
理会社に言ってもらって対応を
してもらっている。弥生が丘の
グリーンコープで働いている方
も多い。
平山組の外国人はフィリピン人
だと思うが、挨拶をよくしてくれ
るが、田んぼにペットボトルや
空き缶の投げ捨てをしている。

ネパール人が全員悪いわけではないが、
日本に増えてきており、全体的に強制退
去になっているのもネパール人が多い。
【町長】
日本の就労人口が減ってきたときに、外
国の労働者が増えてくると思う。今後は、
企業だけが指導していくのではなく、地元
の町民との交流する機会を作る必要があ
ると考えている。企業と連携して、受け入
れが可能であれば、地元の祭りに参加す
るなど交流することで、違和感が薄まると
いう話もあるので研究していく必要があ
る。【総務企画課長】
平山組の社長に確認を行う。田代に外国
人の日本語学校があるので、連携をして
いく必要がある。【町長】

ごみ
定住
促進

町長
総務
企画
課長

平成30年度から外国人雇用企業の
担当者や警察や消防、役場の担当
者、住民代表者等を集めた「基山町
における多文化共生社会を考える懇
談会」を開催し、定期的な情報交換体
制の充実を図っております。
また、基山町主催の日本語教室は、
交通マナーなど生活に密着したテー
マで開催しておりますので、問い合わ
せは、まちづくり課協働推進係まで、
お願いします。

◎

6

小中学校普通教室へのエアコ
ン設置については、優先順位を
つけて実施すると記載してある
が、昔と比べて温暖化になって
いるので、エアコンを前倒しして
設置して欲しい。

エアコンの設置については、優先
順位が高く実施したいと考えてい
る。【町長】

子育て支援 町長

中学校は、平成25年度に３年生、
平成28年度に１、２年生の普通教
室にエアコンを設置しました。
小学校は、平成29年度に普通教
室にエアコンを設置しました。
今年度は、小中学校の特別教室
にエアコンを設置しています。基
山小は7/9から、若基小は7/4か
ら、基山中は6/26から、各学校で
試運転を開始しています。

◎
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7

子育て支援策などの分かりや
すい総合的なＰＲの実施とある
が、行政と子育て世代の施策
だけでなく、基山町の住民が施
策にどれだけ参加できるかを考
えていただきたい。地域の活力
を行政に活かして欲しい。

子育て支援は、親・子だけでなく
地域で育てることが課題だと考え
ている。地域でできることを考えて
いきたい。【こども課長】

子育て支援 こども課長

子育て支援策につきましては、平成30年3
月に「きやま子育てガイドブック」を発行
し、新設されたバディ認定こども園などを
掲載した豆本も今年3月に発行しました。
また、子育て支援の拠点となる多世代交
流センター憩の家や放課後児童クラブの
拡充を行いました。さらに今後は、新町立
保育園と子育て交流広場を併設した「基
山っ子みらい館」の整備により、子育て支
援策を推進していきます。
子育て世代が集うきやま子育て交流広場
を基山町社会福祉協議会に委託して、基
山町保健センター２階で実施しています。
また、交流広場では、てくてく広場（出張
子育て交流広場）を各公民館で実施して
います。

◎

8

モンキーサロンも３年間まちづ
くりの予算（まちづくり基金）を
活用して、地域交流をすること
ができた。次の若い世代に引き
継ぎたいが、まちづくり基金の
申請が難しいので、支援をして
いただきたい。

まちづくり基金の申請には、申請
書を出していただき、プレゼンをし
て事業の採択をしている。申請書
の記載については、積極的に意
見交換するようにしている。申請
書の書き方や文章にするための
支援については、積極的に行うの
で、相談していただきたい。【まち
づくり課長】

福祉 まちづくり課長
平成29年度に申請様式を見直し、
簡略化しています。

◎
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9

英検試験費用の補助について
具体的な説明をしていただきた
い。

国も英検３級の５０％取得をめざしてい
る。英語に取り組むきっかけとして、補助
を検討している。現在、各小中学校に現
段階の希望調査をしており、予算がどれ
だけ必要か積算を行っている。【教育学習
課長】
英検の試験を受けることが目的ではなく
て、外国人と対等に世界に渡り合うために
は、外国語が必要である。ひとつのきっか
けになれば良い。お金がかからない方法
として、東明館中学・高校は、立命館が経
営している。アジア太平洋立命館大学とも
連携しているので、外国の留学生と小中
学校で接する機会を設けることで、外国人
に慣れてもらうことを考えている。【町長】

子育
て支
援

学力

教育
学習
課長
町長

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人・香南中
等２０人）

◎

10

野口の高速道路のトンネル出
口付近（東側）に頻繁に車が通
るので、こどもたちが危ないの
で、注意のマーカーを側道にし
ていただきたい。

こども達が集まる場所や車の速度
が速いところなどは、前向きに道
路のマーカーの検討を行うので、
教えていただきたい。【建設課長】

道路 建設課長

野口の高速道路のトンネル出口
付近（東側）については路上駐車
できるスペースがあり車の通行上
問題があるためコンクリートブロッ
クにより道路幅を狭め路上駐車が
できないようにしております。ま
た、平成30年12月には防犯カメラ
を設置しております。さらに安全対
策のため、飛び出し人形の設置を
しています。

◎

11

トンネルのミラーの基山の工場
側から鳥栖方面に行くミラーが
見えずらい。

ミラーも古くなると曇って見えずら
いので、交換を行っているので、
詳しい場所を教えていただきた
い。【建設課長】

道路 建設課長

ミラーが見えにくい箇所は、その
都度確認し、対応しております。
現在、見えにくい場所はありませ
ん。

◎
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12

大型トラックの通行止めの禁止
の表示により、ファミリーマート
（国道３号沿い）からの通り抜け
が少なくなったが、次回変える
ときには、黄色等の目立つ色に
していただきたい。

次回、変えるときには目立つ色に
したい。ファミリーマートの店の中
にも案内表示を置けないか相談し
たい。【建設課長】

その
他

建設課長

平成28年11月に横断幕を更新し
ています。白地に赤い文字で通行
禁止の表示をしています。
現在、ファミリーマートの敷地に通
行止めの看板設置を依頼してい
ます。

○

13

定住促進について、大きくＰＲし
て欲しい。電車内に大きなポス
ターや駅にパンフレットを置くな
ど広くＰＲしていただきたい。

インターネットに住宅情報が増え
ているが、基山町の情報が少な
い。住宅が少ないのもあるが、イ
ンターネットを活用して、定住促進
をしていきたい。【町長】
町長がfacebookをはじめており、Ｐ
Ｒにも力を入れているが、ＰＲ不足
という意見もあるので、工夫してい
きたい。【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。平
成29、30年度は博多駅改札口の
柱に移住定住ポスターを貼っても
らい、基山町が移住定住に力を入
れていることをＰＲしました。
その後も、移住専用のＨＰ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。

◎
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14
婚活サポートどういう事業を予
定しているか。

結婚適齢期で結婚しない人が増
えている。基山には仲人するのが
好きな人が多いので、募って定期
的にマッチング会を開きたいと考
えている。【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。
町の婚活事業により７区野口の２
組のカップルがご結婚されており
ます。

◎

15

インターチェンジから４ｋｍ圏内
の国家戦略特区について、進
捗状況はどうか。

国家戦略特区については、鳥栖
市・小郡市・基山町と昨年１１月に
申請をしている。採択されると鳥
栖インターから半径４ｋｍ圏内の
農地の開発を自由に行えるように
なるが、否決をされている。今後も
引き続き、戦略を練りながら次回
の申請に向け話し合いを進めてい
る。【まちづくり課長】
ほ助整備されていない青地につい
ては、可能性があるのでの小郡と
野口の甘木線沿いに方向転換を
考えている。農水省と個別に調整
している。【町長】

産業振興 町長

本年５月に鳥栖市の担当者と内
閣府地方創生推進事務局とで協
議された結果、「指定の見込みは
ない。」とのことで、これにより鳥栖
市では、特区申請を断念している
状況です。

◎
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16

7区と１１区の境界について、過
去に１１区がコスモス～マックス
バリュー付近までを含む行政区
域の申請をしている。実際マッ
クスバリューは、７区に入ってい
るのでどこに相談すれば良い
か。
現在、ＪＲ鹿児島本線の西側ま
で１１区に入っているが、マック
スバリュー付近は７区の認識で
ある。

行政区域の境界については、行
政審議会にかけての変更になる。
図面を見て、個別に協議をさせて
いただきたい。【総務企画課長】

その
他

総務企画課長

行政区域の見直しのルールとして
は、該当する各行政区からの意
見をまとめ、町から基山町行政区
域審議会に諮問します。
審議会にて、審議いただき、諮問
についての答申をいただきます。

×

17

鳥栖市の今町を鳥栖市が道路
に白線引きをしているが、基山
町との境界で途切れている。行
政の方は気付いているか。

気付いていないので、確認を行
う。【建設課長】

その
他

建設課長

平成29年度に減速マークの表
示、歩道境界鋲を設置しました。
区画線については、平成30年度
に設置しました。

○

18

高速道路の東側に陥没箇所が
あるので、確認していただきた
い。

確認を行うので、場所を教えてい
ただきたい。【建設課長】

その
他

建設課長

陥没箇所については、平成28年
度に補修しました。
以後も、補修箇所を確認した場合
は、随時補修に努めています。

◎
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19

高速道路の西側（鳥栖側の西
側）に交通量が増えて、事故が
増えている。広くなるという話が
あったが、いつごろになるの
か。

区から離合場所設置の要望が出
ているので、６月の議会を検討し
ている。【建設課長】

道路 建設課長
平成28年度に離合場所を１箇所
設置しています。

◎

20

長野の運動公園のトイレを綺麗
にして欲しい。２、３年前から要
望を出している。

他の要望も含めて町内のトイレの
調査を行う。基肄城の水門にもト
イレがなくて要望が増えている。
順次対応していきたいと考えてい
る。【町長】

公共施設整備 町長

町内の公園でトイレを設置してい
る公園は少ないのが、現状です。
設置４箇所。
トイレの設置については、設置場
所、設置費用、維持管理費が課
題です。

◎

21

白坂久保田線の街路樹は、新
緑のときは綺麗だが、標識が見
えなくて、街灯も隠れて暗いと
きがあるので、対応をしていた
だきたい。

街路樹については、苦情があった
場合は、極力対応をしている。高
いところで業者しか対応できない
ときもあるが、職員で対応できる
場合には、対応をしている。伝え
ていただければ、その都度対応を
行う。【財政課】
全体的な伐採は費用がかかるの
で、年度毎に区間を区切ってい
る。個別に伝えていただければ、
対応を行う。【副町長】

公共
施設
整備
道路

財政
課長
副町
長

交通安全指導員からも街路樹で
道路標識が見えにくい場所があ
れば住民課くらしの安心・安全係
に報告をしてもらいその都度対応
するようにしています。
　特に、交差点付近で横断者や通
行車両の視認性の悪い場所は街
路樹を根本から伐採し、街路灯に
かかっている枝も剪定をしている
状況です。

◎


