
町長懇談会（8区） 平成30年6月2日（土）　19：00～20：15　　　参加者16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

国道の交差点ののぼり、ごみの投げ捨てが
多いの、看板やカメラの設置を要望してい
る。

90歳以上の方がボランティアで拾っても
らっており、町で表彰をしたいので、区長
さんから推薦をしてほしい。設置等につ
いては国土事務所に交渉してみる。

環境 町長

壊れた看板があ
るので、国道事
務所に再度掲示
を要望します。

◎

2

ふるさと納税の返礼品が上峰町では肉の返
礼品が多くなり、肥育農家がよろこんでいる
らしいが基山町はどうか。

現在、地域以外での産品で頑張っている
のはみやき町は80億になった。上峰町と
みやき町が争っていたが、みやき町が抜
いた。基山町は１０億９千万ほど。今年
は１０億もいかないかもしれない。

財政 町長 ◎

3 上限３割を守っているのか

上限を守っていない自治体もむけられる
が、基山町は上限の３割をおおよそ守っ
ている。１品目だけ守っていないものもあ
るが、そこを落とすとほとんど入ってこな
い。

財政 町長 ◎

4 多い人はいくらぐらいか。
５千円～５０万円の間。基山町も姉妹都
市である対馬市と提携して行っている。

財政 町長 ◎

5

鹿島市には、箱根駅伝に出場するような有
名校が合宿に訪れているそうだが、基山町
合宿所もそのような計画はあるのか。

７月に中国の小学生の修学旅行を誘致
している。これはまだこれから交渉中で
はあるが、九州場所で泊まっていただく
部屋を誘致できないかと考えている。
いろいろな縁で活用いただきたいと思う。

まちづくり 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。
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6

みやき町は農業用でAI・ＩoＴを取り入れるた
めの協定を結んだが、どのような効果が考
えられるか。

みやき町の協定の結果をみて、よかった
ら取り入れてみたい。

産業振興 町長 ◎

7

昨年民生委員・児童委員の協力制度を創設
してもらった。現在、なり手が少なくなってき
ているので、生活支援コーディネーター等地
域と町と一体的に行っていきたい。

ＣＡＴＶ方式でやるのが１番よいと考えて
いるが各戸にとなると莫大な費用が考え
ている。そのため、各戸ではないが各公
民館に１個大きなディスプレイを１台おい
て、役場からの情報を提供するなどの方
法はどうかと頭の中では考えている。情
報の双方向の話が、公民館を中心にで
きたらいいと思っている。

健康福祉 町長 ◎

8

筑紫野市、小郡市、鳥栖市と比べて基山町
の開発が進んでいないのでは。将来的には
基山町をどのように開発するかプランがあ
るのか。

佐賀県内で佐賀市と鳥栖市と基山町だ
けが、市街化区域と市街化調整区域の
線引きがある。そのため、どこでも開発
できるわけではないが自然を守れるよう
な形になっている。基山町のいい歴史や
自然はまもっていきたいとおもっているた
め、ある程度のゾーニングは必要であ
る。それらを考えながらやっていきたい。
５年間で１，０００戸開発したいと考えて
いるので、開発のスピードはあげていき
たい。

定住
都市計

画
町長 ◎

9 市街化調整区域も開発できるのか。

市街化区域に接している調整区域がで
きるようにと調整している。また、出入口
等の道路を開発するために開発事業者
対象であるが、補助金もつくった。

定住
都市計

画
町長 ◎
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10
合宿所のＷｉ－Ｆｉが可能なことをＰＲしたほう
がよい。

追ってＰＲします。 まちづくり 町長

パンフレットには
掲載し、合宿所
内に、パスワード
を表示しておりま
す。

◎

11
団体長連絡会でいただく月の事業予定表だ
が、６月分については文字が小さかった。

大きくするように伝えた。 まちづくり 町長 ◎

12
広報の８区の公民館開放の字が間違ってい
た。

修正するように伝える。 町長 ◎

13

次回の国体の時に、宿泊施設として合宿所
を利用してもうらうことはかんがえているの
か。

国体の前に、来年に佐賀総合文化祭が
行われるが基山町では放送分門が開か
れる。そのような方たちも泊まっていただ
くようにしたい。国体では卓球部門になっ
ている。合宿所の利用も考えているが、
佐賀県は佐賀県内だけに限定しないで
考えていくと思われる。

町長 ◎

14 民泊の話はあるのか。
民泊の予定もある。今度簡易宿泊所もで
きるようになっている。また、お寺の方で
宿坊を始めようとしている動きもある。

町長 ◎

15
10年前のインターハイでは基山で柔道が
あっていたが。

基山町の体育館は佐賀県内で３番目に
大きい。格闘技の大会は多く開かれてい
るので、その方たちに合宿所の利用をし
てもらえるようにPRしていきたい。

町長 ◎
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16
土・日大会があって、体育施設が利用がで
きない。

大会が開催されることで、町のためにな
るということで理解してほしい。その大会
に町民が参加して、基山町が盛り上がっ
てくることもある。

町長 ◎

17

小郡方面からきて公営社側からニューライ
フ基山を通って国道３号に抜ける自動車の
スピードが速い。子どもの通学路の付近で
もあり、危ないので交通規制等を行ってほし
い。

朝は特に子どもが多いと思われるので、
早速対応したい。

交通安
全

町長

県へ速度抑制対策を
依頼しています。
横断児童が見えにく
いため、植栽の刈込
を深くするよう依頼し
ました。視界確保の
ため、横断歩道前後
の、植栽について刈
り込みを深くし、高木
についても伐採しま
した。
また、年2回の刈込で
不足するようであれ
ば、植栽の除去につ
いて、地元と協議す
る予定です。

○ 建設課

18
旭町地下道の防犯カメラの映像データは役
場で保管しているのか。

基山町には三十数個設置しているが、リ
アルタイムでみられるのは小学校に設置
しているデータのみ。
プライバシーの問題もあるのでデータは
数週間ごとに上書き保存されるように
なっている。過去には警察にデータを提
出したこともある。なにか問題があったと
きには、提供できる。基本的には抑止力
の効果を期待している。

交通安
全

町長 ◎

19
合宿所ができて半月経過したが、今までお
およそ何件の利用があったのか。

宿泊の実績は、本日こどもクラブが利用
されているがそれで２件目。今までの予
約では、５００人の利用予定がある。地
域の行事等でも是非利用していただきた
い。

◎



町長懇談会（8区） 平成２９年度

№ 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
人口減少について具体的に教
えていただきたい。

昨年と比較して、3月末時点で15人プラス、
４月末はマイナス１人、５月末はマイナス２
４人となっている。いままでは毎年１００人
程減少しており、この18年で1,800人減って
ます。人口減少は以前に比べて減ってきて
おり、開発等が盛んになってきている。私
たちが頑張って外部へのアピールも大事
だが、町内へもアピールが必要。最近は町
内の方がローソンやガソリンスタンドを開
業されている。みなさん一人ひとりが頑
張ってもらうのは非常に大事。町民の皆さ
んで提案したり、自らやっていただければ
相乗効果が生まれるのではないかと思っ
ているし、町は応援する。そうなれば人口
減も止まると思っています。

定住促進 町長 ◎

2

大分県の杵築市では、市職員
が特急電車に乗って市の特産
品を販売していると新聞に掲載
されていた。

基山PA上りで毎日、AM10:00～PM5:00
まで「基山ふるさと名物市場」を出店
し、基山の産品を出品している。売り出
しの時は、町職員や私も出ている。西
鉄とはすでに連携しているので、今後
はJRとの連携等も考えていきたい。

産業振興 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。
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3
留学生のマナーについて（自転
車、ゴミ等）

どこに外国人が務めているかの調査は
している。町というより7区がやったこと
ですが。それぞれの企業に４ヶ国語
使った注意のパンフレットを配ってい
る。町としては伊藤ハムと連携して、日
本を理解してもらえるようなプロジェクト
を今年度にやるようにしている。人材難
で外国人に頼らざる得ない状況もある
が、マナー教育は大事なので、まずは
雇っている企業、そして、外国の方々
に対してフレンドリーにやれるように町
としても考えていきたい。

まちづくり 町長 ◎

4

割田団地前に送迎車が駐車し
ている。また、自転車置場のマ
ナーが悪い。

現地確認を行い、現状を把握した上
で、対応を考えたい。自転車置場につ
いては、臨時職員がいるため、確認す
る。

その他 町長

・道路閉め切り部を送迎
用スペースに活用できな
いか関係機関（国道事
務所及び鳥栖警察署）と
協議、検討しています。
・駐輪場については、嘱
託職員を雇用し維持管
理しておりますが、7：30
～9：00までで、その後に
駐車した自転車は翌日
に管理しておりますの
で、利用者へマナーアッ
プ看板を設置しました。

自転車置き場は改
善した。現在使用
されていない締め
切り部の送迎用活
用は検討します。

○ 建設課
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5

北九州の門司港では、２５年間
で高齢化率が１０倍になったと
新聞に掲載されていた。基山町
も１０年後の高齢化率が２倍くら
いになるのではないか。

１人暮らしの高齢化世帯率は圧倒的に
多くなる。今が2人暮らしの高齢者世帯
が多いためでです。理想を言えば、高
齢化専用住宅を建築し、そこに移り住
んでもらうことにより、空いた土地に若
い人を入れていくことが出来ればい
い。
以前は１１区の高齢化が進んでいた
が、現在は世代交代が起きている。今
はけやき台の17区が減少している。５
区等が増えはじめている状況である。9
区は当たりまえに増えていますが、今
後期待しているのは、5区、8区、11区、
3区くらいに住宅が増えていってもらえ
ればと思っている。

その他 町長 ◎

6
基山町からの人口流出より、転
入を重視しているのか。

流出を減らすために、どういう政策が流出減らすのかという
と、まず仕事とよく言われる。仕事があれば出ていかないとい
われる。自分の子供を考えて見てください。どういう仕事があ
れば出ていかないのか。今、どんどん企業誘致している。JA
ミートフーズが2.5倍の規模になって小倉にできる。既存店舗
は別事業をやるので、閉鎖はしない。400人ぐらい雇うと言っ
ているが、基山から若い方がミートフーズに勤めるかという
と、そうじゃない。それじゃあ解決しないので、もっと周辺の佐
賀・久留米・福岡までの中のすごいいい企業を基山の方々に
紹介する仕組みが重要ではないかと思っている。まだ始めて
ないが、ハローワークが鳥栖しかない。役場の中に企業とか
に詳しい人を、基山はけやき台にハローワークの所長を経験
したような方が多くいるので、OBだから安い金額で雇って、役
場の中にハローワークを作って、子供たちが就職してもいい
ような企業を紹介していきたいが、まだまだ時間がかかるの
で、すぐに減少を止めることはできない。すぐに成果になるの
は、外から入ってくることだが、今、Uターンや孫が戻ってきた
ケースも増えてきているので、そこらあたりも今後研究してい
きたい。

定住促進 町長 ◎
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7

特定健診に新たにピロリ菌の検
査がつけてあるが、料金は上が
るのか。

ピロリ菌検査は別に自己負担が500円
必要です。今は国保の方を対象にして
いるが、社保の方も同じようにやれるよ
うにしようと協議している。65歳以上の
特定健診には、ポイントが付きます

健康福祉 町長 ◎

8
ピロリ菌検査は年に２回まで
か。病院で2回までと聞いた。

まずは一回目の検査を行い、疑わしけ
れば、本検査をする。ピロリ菌がいれ
ば除去を行う。除去は１０何回やるよう
に聞いている。
ピロリ菌検査は5,000円程度かかるが、
自己負担は500円でいいということに
なっている。
ピロリ菌の検査の細かいことは正確に
答えられませんので、また正確に答え
させていただきます。
（補足）一般の医療機関での菌除去は
２回までです。２回で効果がないとき
は、専門機関で除去をする（この場合
は保険は使えない）。

健康福祉 町長 ◎

9

地下歩道、ホコリ等が溜まるが
どうにかならないか。基山町とし
て将来どうしていきたいのか

今度の補正予算で防犯カメラが6個設
置する予定になっている。国の施設に
なっているので管理はされているとは
思う。どの程度、維持管理されている
かわからない。
現在、歩道橋の話を国としているの
で、併せて聞いてみます。国、県はい
かに言うかだけの話になる。町道の場
合は予算化が必要になる。国・県に対
しては強く交渉します。

その他 町長 ◎
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10

ニューライフⅢの前を抜けていく
車のズピードが出ている。
ハザードをつけてもらえないか。

平成31年度に開通する白坂久保田2号
線も通り抜けする車が多いため、幾つ
かの手法で対策を考えている。基山小
学校の前もカラー舗装で対策を考えて
いる。どういう対策ができるか当たって
みます。

交通安全 町長

ハンプ（減速板）の設
置を国道に要望しま
す。

◎

11

国道３号線だが、音がする。維
持出張所にも言っているが、改
善されない。

鳥栖の事務所は簡単に治す権限と予
算しかない。国道3号線に関することが
多くあるため、整理して、最低でも佐賀
の国道事務所、もっといいのは九地整
に言うこと。そのためにも調べて整理し
た上で言う必要がある。どこまで直して
くれるか保障は出来ませんが、やる必
要はある。

その他 町長
今後も国道事務所へ
は要望します。

◎

12

各公民館で１００歳体操が開催
されているが、８区でも開催でき
ないか。

やっていただける区はないか要望を
とっている。区長さん経由で8区が手を
挙げていただければいい。もっと言え
ば指導者の講座を受けていただいて、
8区で指導者が出ればもっといい。

健康福祉 町長 ◎
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13

割田団地に居住しているが、連
帯保証人が２人必要である。連
帯保証人を１人に変更できない
か。

現在は連帯保証人が2人必要です。割田団地
の場所は基山の中でも羨望の的になっている。
取り壊してマンションを建設したらどうかという話
も来ている。そういう方もいる中、保証人を減ら
すような、緩めることはできない部分もあるの
で、バランスを取っていきたい。議員を含めて、
郊外に割田町営住宅を移して、現在地にマン
ションを建てれば人口が増えるという意見は多
数ある。老朽化して取り壊しになれば、移設もあ
るかもしれない。本桜は空きがあるが、割田は
空いてもすぐ埋まり人気がある。
連帯保証人を無くすと保険に入らないといけなく
なる。何かあった場合、事故等で家賃が払えな
い場合等に保険で補填してもらうようになるた
め、別に費用が掛かることになる。

建設 町長

入居者の資格に「連帯
保証人２人や国保・地
方税を滞納していない
ものであること」の削
除を含めた検討を行
い、今年度中に条例
改正を行います。

◎

14

基山が歴史的な街というのは知
られているが、ホテル、民泊等
があればお客とか来ると思うが
難しいのか

今度、合宿所をつくります。まずは合宿所からスタート
して行く。あと、体験住宅を2つつくってます。2週間無
料で泊まれる体験住宅を造っていますので、知り合い
の方で基山に移住する気持ちがある方がいらっしゃっ
たら是非来ていただくようおすすめ下さい。
体験住宅の一つは消防小屋、もう一つは11区の閑静
な住宅街にあります。冷蔵庫・テレビ等ちゃんとつい
て、電気代含めて無料となっております。
あとは、寺泊みたいなことをやろうとしているとこもあり
ます。
ジビエ、エミューとかの料理でアピールできれば、基山
への来訪者も増え、それを見てホテル等を造ろうとい
う民間が現れてくる。ちゃんとした民間に基山を認めて
もらえるようにならないといけない。今の基山にそこま
での価値はまだない。将来、基山に有名なホテルが来
ていただくようになれば基山はだいぶんよくなっていく
のではないか。もちろん役場も頑張るが、町民の皆さ
んも少しずつ頑張っていただければ基山もよくなるの
ではないかと思っています。

まちづくり 町長 ◎
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1
国道3号線より東側の市街化区域内
の残存農地はどれくらいか。

国道3号線より東側だけの把握をして
いないので分からないが、町全体での
残存農地は28ヘクタールである。【まち
づくり課長】

産業振興
まちづく
り課長 現在の残存農地は22ｈａ ◎

2

ラヂウム温泉付近の１ヘクタール以
上の農地の活用について何か考え
はあるのか。

いろんなところから引き合いがあり、企
業等に見てもらっており、個別の動き
が少しずつあっている。農地の所有者
によって、それぞれ意向があると思う
ので、今後きめ細かい要望を聞いて回
りたい。【町長】

産業振興 町長 ◎

3

広い農地は、町主導で開発を進め
てほしい。道沿いの良い場所が先に
売買されると、残された奥の農地は
価値が下がってしまう。道路を整備
するなどの方針をたててほしい。

現在、町としても方針転換をしていると
ころです。進めていきたいと思います
ので猶予をください。【町長】

その他 町長

残存農地の有効活用とし
て、平成29年3月に開発
行為に伴う道路整備補助
制度を制定し、接続道路
の整備に多額の費用が
かかるため宅地開発が進
まなかった箇所につい
て、接続道路の整備に対
し開発事業者に最大500
万円を補助することで、宅
地開発及び残存農地の
活用促進を図っておりま
す。

○

4

先日からの震災の影響で、商店が
品薄状態である。高齢者などが不
安になっているが、どう対応される
のか。

熊本地震の影響で、一時的なものと考
える。不安な方がいらっしゃれば、相談
の窓口を検討する。【町長】

防災 町長 ◎
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5

町が発展するとゴミのポイ捨てがひ
どくなる。子どもの通学路にもなって
いるので、対応してほしい。

道路によっては、ひどいところがあると
聞いている。難しい問題で、こちらを解
決すると別のところでひどくなる傾向が
ある。もしも、確信犯がいるのであれ
ば、その根絶をしていかなければなら
ない。【町長】

ごみ
道路

町長 ◎

6

ＪＲ基山駅へ向かう歩道橋が錆びて
いるところもあり、危険である。建設
から何年経っているのか。

昭和62年の開通であるため。老朽化し
腐食しているところがあるため、Ｈ28年
度中に詳しく点検し、すぐに対応が必
要な補修は、応急対応をし、通行に支
障がないようにします。その後大規模
な改修を行う計画です。【建設課長】
特に地震があったので、点検は前倒し
で急いでするようにします。【町長】

その他
建設課

長
町長

現在、工事は、老朽化し
た躯体の改修工事を行っ
ています。
JR区間が完了し、平成31
年度に屋根、階段部の工
事を行う予定です。
また、国道３号線区間は、
国土交通省管轄になりま
すので、補修要望してい
ます。

○

7

ＪＲ基山駅へ向かう歩道橋では、雨
天時など横から雨が降り込むため、
傘をさしたままでなければ歩けな
い。どうにかならないか。

町の予算の都合もあり、優先順位をつ
け、まずは安心安全に関係するものを
優先して行う。【町長】

公共施設整備 町長 ◎
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8

他のまちの消防団の記事を新聞で
読んだ。基山町の消防団の活動は
どうか。活動に対して日当が出てい
るのか。

≪鶴岡消防団長≫出初式等には１回
500円、火災や災害時の出動手当は
2,300円の日当が出ている。活動後の
懇親会は私服に着替えて行うなど、消
防団の活動に対しては気を配ってい
る。

消防団、交通指導員、安全なまちづく
り委員、補導員等の協力により県内の
交通事故の発生件数は一番低い。ま
た、犯罪率も低い。安全なまちとしてア
ピールしていきたい。【町長】
消防団は県内でも優秀な消防団とい
われています。【副町長】

防災
町長

副町長
◎

9

ＪＲ基山駅前の再開発をどう考えて
いるか。現状のまま小規模な開発
等では意味がないのではないか。
魅力的なまちにならなければ、新し
い店も開店できないと思う。

木山口商店街を含めた一帯を全部まと
めて、再開発をすることは現実的には
困難である。個別の店舗や家を一つ一
つ埋めていくなどして、駅前の配置な
ども検討していく。町としては、住んで
いる住民との協議や意向調査さえ、ま
だ出来ていないので、一つずつ解決し
ていかなければならない。【町長】

総合戦略 町長 ◎

10

ＪＲ基山駅から役場付近まで大規模
に開発することを考えた方がいいの
ではないか。

ＪＲ基山駅から役場までの間の農地
は、農業のための圃場整備をした農地
が多く、開発が難しい。【町長】

総合戦略 町長 ◎
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11
町営割田団地が老朽化している。メ
ンテナンスをしてもらえないか。

外回りは定期的に点検している。住居
内は、居住者からの連絡に応じて個別
に対応しますので、気になる部分は、
その都度ご連絡ください。【建設課長】

町営住宅
建設課

長
◎

12

定住者が増えない理由の一つとし
て「佐賀県」のイメージが悪いので
はないか。

鳥栖市は15歳未満の若い人口が増え
ている。基山のアピールをしていく。
【町長】

定住促進 町長 ◎

13
“三養基郡基山町”がすごく田舎で、
遠いという印象がある。

三養基郡基山町であってもすごく有名
になるようにアピールしていく。【町長】

ＰＲ強化 町長 ◎

14

第５次基山町総合計画の「アイ」が
大きい基山町のキャッチフレーズで
は、まちの概要が分からない。
キャッチフレーズを町民から公募し
てはどうか。例えば、「～神社と仏閣
と歴史が息づくまち基山～」とか、
もっと斬新なものもでてくるかもしれ
ない。

地方創生事業の交付金で、今年「魅力ある
空間形成プロジェクト」として、神社・仏閣を
映像として世界に発信する計画がある。ま
た、町内に散策コースをつくり、案内看板を
設置します。さらに商品にロゴマークを貼り
付けて、基山ブランドとして売るしかけをし
ている。全体的に基山を発信していきた
い。【産業振興課長】
昨年度の中学１年生全員に基山町のイ
メージを絵に描いてもらった。基山や荒穂
神社等の伝統的なことやエミューや祭り等
の新しいことなど、様々なものがあった。若
い町民の意見を活かすことは重要である。
【町長】

総合戦略
産業振
興課長
町長

◎
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15

区内の一部では時間帯によって、排
気ガスでもない、カレーでもない、化
学薬品のような、腐敗物のような、
嫌な臭いがする。調査と対応をして
ほしい。

初めて聞いた。チェックします。【町長】 その他 町長 ◎

16

子育て支援では中学生までの医療
費が無料化されていて素晴らしい。
反面で財源が必要だと思うが、基山
町では税などの滞納はどのくらいあ
るか。

基山町の税の収納率は、県内でも良
い方である。滞納への対応を適切に行
い、払った人が馬鹿を見るようなことが
ないように対応する。【町長】

税金 町長 ◎

17

移住体験の案があるが、都合のい
いところだけををアピールせずに、
地区の伝統的な役職や出事につい
ても事前に知らせるべきではない
か。

区や組合のローカルルールがあり、必
要なものだ。そのことは、お互いが分
かって住むのが一番良いが、今後の
課題でもある。【まちづくり課長】
けやき台の皆さんは、町への行事によ
く参加してくださっている。今後の新し
い住民は、10世帯程度まとめて定住し
てもらう方法もいいのではないかと考
えている。【町長】

定住促進
まちづく
り課長
町長

◎

18

隣の福岡に魅力がある。基山は福
岡まで通勤もできる距離なので、駅
前におしゃれな高級マンションを建
てるのはどうか。

そのような意見は多い。割田団地があ
るわけだが、町営住宅は別の場所に
移して、高級マンションを建てる案もあ
るが、現在住んでいる方々もおられる
ため、まずは、ＪＲ基山駅前の可能な
用地でやるのが先である。【町長】

定住促進 町長 ◎
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19

10～20世帯の開発とは、土地を買
い上げて事業をするのか。一斉に移
住したら、一斉に高齢化が進んでし
まうのではないか。

今は開発できるよう仕組みをつくってい
るところで、その後は民間に事業をして
もらう予定だ。けやき台のような大規模
開発をするのではなく、ミニ開発を想定
しているので、けやき台のように将来
一気に高齢化が進むことはない。ま
た、小中合同劇「こころつないで」に参
加した子どもたちは、基山への想いが
強いので、その経験が基山への誇りと
なり、定住を促進できるのではないか
と考える。【町長】

定住促進 町長 ◎

20
旧役場に高齢者向け住宅を建設し
たらどうか。

高齢者向け住宅と若者向け住宅を２本
立てで、検討している。旧役場を若者
向け住宅、また別のところに高齢者向
け住宅をつくることが有力か。いずれ
にしても両方を、一体的に考えたい。
【町長】

定住促進 町長 ◎
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21

高下組合には高齢者世帯が多く、
組合長の役職ができず、組合を脱
退したいとの声がある。また、新しく
新築されている世帯はどの組合に
属するのか。もう一つ、区費の根拠
が知りたい。

組合からの脱退については、役場で手
続きをすれば抜けることができる。しか
しながら、役員の輪番については、組
合内でよく話をしていただき、お互いの
協力が必要だと考える。また、新築の
住宅については、８戸の住宅があると
のことであれば、新たに組合を立ち上
げることもできる。区費は、それぞれの
自治会で決められており、一定ではな
い。主に区の規定があり、区長さんが
説明に行き理解を得られている。【副
町長】

定住促進 副町長 ◎

22

昨年、基山町に大学を誘致するとい
うアイデアが、地方創生の大臣賞を
うけたと思うが、あの提案は夢で終
わったのか。

提案として全国ベスト６に選ばれた。し
かし、国が支援をする訳ではないし、ま
た誘致する大学がないと何も始まらな
い。それよりも、町内にある東明館中・
高では、生徒数が多い時の１/３になり
ピンチの状況である。どうにか盛り返し
てもらいたいので、応援したいと思って
いる。【町長】

教育 町長 ◎

23

若基小学校では、１クラスしかない
学年があると聞いている。若基小学
校と基山小学校との統合の話はな
いのか。

若基小学校では、クラスは減ってい
る。しかし、けやき台地区の小学校とし
て少ないなりにもメリットもあると考えて
いる。基本的には今のまま運営する。
【教育学習課長】

教育 教育学習課長 ◎
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24
３区や１２区の小学生の校区につい
て、考えがあるか。

校区の見直しはタブーだとされていた。
しかし、うまく見直すことができるなら
ば、検討する方がいいのではないかと
思っている。統合して集約するのは、
一つの考え方ではあるが、別なら別の
方がいいと思っている。ただ一つ統合
にメリットがあるとすれば、小中一貫教
育ができることで、それには魅力があ
る。【町長】

教育 町長 ◎

25
農家の方が少ないからかもしれませ
んが、農業の話はしないのか。

基山町の農業は、基盤整備は脆弱、
高齢化が進行しており、米・麦・大豆を
基幹産業としており、アスパラ等のほ
かに目新しいものはない。そのような
中で個人で農業を成り立たせることは
難しい。町内の３つの集落営農組合を
一本化して法人化出来ないか検討して
います。また、土地の集約や農業の仕
組みや特産野菜づくりを農家も一体と
なって議論しているところです。また、
大興善寺には年間８万人の観光客が
訪れます。その需要を取り込んで、観
光と農業を結びつけた農業施策を実施
していきます。【産業振興課長】

産業振興
産業振
興課長
町長

◎
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26

八女から転入した隣人が、農業をし
ているところを見ると、本格的でやる
ことが違う。

基山町の農業は二種兼業であったた
め、農業に対する情熱は薄いように感
じる。しかしながら、二種兼業だったか
らこそ守られてきたと思う。そのいいと
ころを活かしていかなければならない。
需要を研究し、観光と結びつけてやる
気を起こしてもらうよう期待している。
【産業振興課長】

産業振興
産業振
興課長

◎

27
ロードレース等のイベントで基山の
野菜等を直売するのはどうですか。

イベントの趣旨に沿って、また需要を見
ながら検討していく。昨年度は柿やま
んじゅうなどの一定のお買い上げが
あったので、広げていくことも検討す
る。【総務企画課長】
今年は震災の影響で中止になりました
が、ＪＲウォーキングでは盛況のようで
す。【町長】
今まではいろんなイベントで基山の物
産を販売することは少なかったが、昨
年から基山産業振興協議会のメン
バーでいろんなイベントに出てくような
取り組みを行っている。【産業振興課
長】

産業振興

総務企
画課長
町長

産業振
興課長

◎


