
町長懇談会（　9区　　） 平成30年5月25日（金）　19：30　～20：20　　　　　　参加者　３１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

街灯・防犯灯の電気料につい
て、要望も出していたが、各部
落で電気料を払っているが町
で支払いをしてもらえないか。

防犯灯については、昨年秋に区
長との話し合いで設備は町、維
持（電気料）は地域でと話し合っ
ていた。電球もＬＥＤにかえた。
昨年秋に話し合いをしたばかり
なので、現状のままでやらせて
もらいたい。

その他 町長 ◎

2

アモーレグランデ基山につい
て、行政組合を作ってほしい。
行政組合に入らない方が多い
が、区費をひとりひとり集めて
回らないといけないので区の
負担が大きい。住民課で行政
組合に入るよう指導してほし
い。

町営住宅なので、基本その方
向でやりたいと思う。

その他 町長 ◎

3

玉の井のところにミラーがつい
ているが、見えにくい。小学校
前の押しボタン式を反応式にし
てほしい。

要望があれば全部あげてくださ
い。それを警察に相談して上手
くいけばできるし、できなかった
ら何故できないのか理由を説明
します。

その他 町長 ◎

4

学校前のスクールゾーンがで
きたときに、ＪＡガソリンスタンド
のカーブのところは逆に危ない
と思うが、町は認識しているか

危ないという認識はしている。カ
ラー舗装などしてスピードをおと
してもらうとか工夫していかない
といけない。

交通安全 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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※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。

5

防犯カメラの前に防犯灯が必
要。駅から、学校までやファミ
リーマートまでの道が非常に暗
い。若者を定住させようとして
いるが夜遅くに帰ってくるとき
に危険。

防犯灯が暗いという認識がな
かったので、見直していきたい
と思う。

防災・防
犯

町長

防犯灯のLED化について
は、古いものから随時更新
している状況で、現在の進
捗率は約３割程度です。今
後も随時更新していく予定で
す。

具体的に暗い場所を教え
ていただき、現地確認させ
ていただきます。

○ 建設課

6

けやき台のパーキングのところ
の違法駐車が非常に多くて迷
惑だ。警察に連絡しても基山町
の管理と言われる。

何度か取締りを行ってそのたび
に違法駐車は減っている。３１
年に開通したら駐車禁止になる
ので完全に違反になる。現行犯
だと取締りをしやすいが、停め
ているのは難しいとのこと。最
近はやっていないが、昨年は
行っていた。これから恒常的に
やっていかないといけないと思
う。

交通安
全

町長

白坂久保田2号線の開通に
合わせた交通規制を予定し
ています。それまでの間は、
啓発活動で対応します。
令和元年度に路上駐車対策
として、パーキング手前の行
止まり道路幅を縮小し駐車
スペースを確保します。駐車
場は有料利用していただくこ
とで計画しています。

〇 建設課

7

川端３組のリバー橋をわたって
すぐのところ、公園が２つある
ので１つを臨時駐車場にしてほ
しい。子どもが孫を連れてきた
ときに路上駐車になるので。

公園は残してほしいという人も
いるかもしれないので地域との
話し合いをして、使われていな
い町有地の活用は考えていき
たい。

その他 町長

地域内で検討していただい
た結果、現状のまま公園とし
て残すことになりました。

◎
建設課、
財政課
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8

中学校の奥から文教通りの子たちが
ゾロッと出てくる。４月から今までにニ
アミスが２回ほどあった。文教通り８丁
目のところにでてくる狭い道にミラー
がついているが車を少し前にやらない
と見えにくい。基山口から小松へ行く
車が左折した場合、小松の方から下
りてきた車と接触しそうになる。そのこ
とで歩道を歩いてくる小学生の列に
入ってくる。いつか事故が起こる。交
通標識について、交流館から学校へ
行く方向の道は４０キロ規制、学校か
ら交流館へ向かう方向は３０キロ規制
になっている。カラー舗装の整備が遅
れるならせめて、４０キロを３０キロに
規制してほしい。

３０キロ規制になるように計画を
している。ただし、道が広いの
で、カラー舗装の整備をしてか
ら３０キロ規制になる予定。その
前に３０キロに落とせないか警
察に尋ねてみる。

交通安全
建設課長
町長

◎

9

中学校のグラウンドの前の歩
道が狭い中で子どもたちが交
差している。それで、車道には
み出す子どももいる。それから
グレーチングの周りが外れて、
段差ができている。小学生が
引っ掛かって転ぶ子もいる。再
調査を希望する。

中学校の前のグレーチングは
今年度の予算で直す予定。グ
レーチングを直したら段差もなく
なる。

交通安
全

建設課長

主に通学通勤時間帯になり
ますが、大人と子どもの歩く
速度が違い、ガードパイプを
設置することにより、大人が
子どもを避けて追い越す空
間がなくなるため、利用者の
意見を聞き検討したいと思
います。
グレーチングについては、補
修し段差解消しました。

◎ 建設課
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10

ファミリーマートの通り、中古車
販売店前のけやきの前だけ短
く切ってある。屋根や畑や雨ど
いに入るので他のところも短く
切ってほしい。交番の前のとお
りの白い花が咲く植木が運転
席から道路が見えにくい（県
道）。

中古車センターのところは、消
毒液が雨などでとんで塗装を痛
めたということで、短く切ってい
る。現場を見て、建設課、財政
課と検討したい。県道について
は、県に伝える。

公共施
設

町長
建設課長

【建設課】
順次、高木の剪定を行う予
定です。

地域住民の方それぞれ街
路樹に対するご意見があり
ますので、意向等調査した
上で、剪定いたします。

△
建設課、
財政課

11

基山中学校のヘルメットについ
て、有償で３，０００円くらい支
払った。一部無償にでもならな
いか。

無償のところが少しずつ増えて
きている。全額か一部になる
か、全員になるか検討していく。

その他 町長

平成30年度から中学校のヘ
ルメット助成については1人
1,500円の助成に変更してい
ます。併せて小学生にも1人
1,500円助成することとなりま
した。

◎
教育学習
課



町長懇談会（　9区　　） 平成２９年度

No. 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 対応状況 今後の対応 進捗状況 担当課

1

防犯カメラの設置など県や国の
補助がある分は連携をとりなが
ら活用いただいて、町の予算は
子育て支援等に力を入れていた
だきたい。

活用できる補助金は活用したい。 ◎

2
ふるさと納税はいくら位あるの
か。

昨年は５億７千万円。一昨年は、
６千３００万円。その前の年は２～
３百万円程。ふるさと納税のお礼
の品として、佐賀県の肉、ビー
ル、アサヒ飲料、伊藤ハム、サン
ポー食品、柿、いちごも人気があ
る。来年からはエミューも入る予
定である。

◎

3

基山の人口が衰退している。長
谷川、消防分署の辺りにも住宅
を建てたら、人口が増えるので
はないか？転入された方で、基
山町は、交通の便もいいし、JR
の快速もあるし、災害も少ないの
で住みやすいと話していた。世帯
数が増えて人口が減っていると
いうのはどういうことか？

基山町の人口のピークは、平成１１年５月で一世帯
当たりの世帯数は３．３３人だった。今は、一世帯あ
たり２．５９人である。一世帯あたりの人口が減ったこ
とや母子・父子家庭が増えてきているのも要因のひ
とつ。このままいけば、一世帯あたり２．４５人くらいま
でいくのではと思っている。人口は、１万８千人を目
標にしている。それでもあと７５０世帯位増えないと達
成できない。住宅も今建設中の家が１００軒位ある。
今年の４月から都市計画係を作って、市街化区域に
関する線引きなどについて県と交渉をしている。これ
は時間をかけてやっていかないといけない。人口の
減少は止まっていないが、減少幅は小さくなってい
る。ため池は、基山町の土地なので開発などは自由
にできる。しかし、雨の時は、一つの防波堤となって
いるので、代わりのバイパスを作らないといけない。
少しだが所有権の問題もある。また、文化財が少し
ある。宅地にすると盛り土も含めて８千万円くらいか
かる。その支出を少しでも抑えることができないか検
討しないといけない。

◎

※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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No. 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 対応状況 今後の対応 進捗状況 担当課
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4

中学校の門扉がずいぶん腐食し
て見かけも悪い。取り外すか修
繕をしたほうがよい。また、中学
校の前の歩道はグレーチングが
あって、段差もある。排水溝はほ
とんど流れていない。カラー舗装
と合わせて改良できないか。中
学校のバックネットの裏側ももう
少し広くできないか。

門扉については県や教育委員会
に相談する。
中学校前の歩道に段差があるこ
とは認識している。中学校前の歩
道も含めて、カラー舗装と一緒に
できるか確認を行う。

・門扉については、塗装・錆止め
にて対応済み。
・グレーチングについては補修し
段差解消しました。
・平成２９、３０年度に速度規制
やグリーンベルトを整備する予
定ですので、平成３０年までに整
備を進めます。

◎ 教育学習課

5
若基小学校の前も段差があって
なかなか上がれない人がいた。

もっとほかにも段差はあると思わ
れる。道路自体が段差がある。

◎
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6 基山町全体の空き家の数は？

１６１軒位。空き家といってもリノベー
ションして住むことができる空家と活
用できない今にも潰れそうな家屋が
あり、明確に分けなければいけない。
その把握はできている。しかし、１６０
軒のうちリノベーションできる空家と
活用できない空家の中間の空き家が
法律で抑えることもできないし、リノベ
で活用することもできない。持ち主が
近くにいても空き家の管理をしない
方もたくさんいるのでそこが悩みと
なっている。住民の皆さんと一緒に
やっていかないと解決できないのが
現状である。

◎

7

サイクリングロードは、荒れ放題
になっているが今も活用されて
いるのか？

もう活用されていない。サイクリン
グロードは廃止している。草刈は
年に１～２回お願いしている。

◎
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No. 質　疑　内　容　等 回　答　な　ど 対応状況 今後の対応 進捗状況 担当課
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8

９区の約８００世帯のうち２４０世
帯は、組合に入っていない。その
分の負担は、区長・区長代理にく
る。町の配布物など９区の組合
外分は管理人にお願いしている
が、その経費は９区で補ってい
る。文書配布は人を雇わないと
やっていけない。この状況では、
区長の負担が大きく、なり手がな
かなかいないので大変である。
このままいくと役員のなり手がな
くて９区は潰れてしまう。

９区は世帯数も多いので、半分に
割ることはできないか？５区や１
１区も組合外は増えつつある。７
区も非組合員は多い。組合外の
問題は、また考えたい。極端な話
をすれば武蔵野市は一切区も組
合も自治会自体がなくなってい
る。どこまでやるかは舵取り的に
難しいところはある。

◎

9

基山町の場合、公民館長は区長
になっている。公民館長と区長を
分けたら、区長の負担が減る。
特例として認めてもらえないか。

問題点も含めて、どうして兼ねて
やっているのか研究させてくださ
い。大刀洗町は、それぞれの公
民館に集落支援員を配置してい
る。１７区の中で数が違うので不
平等が出てくるので、検討させて
欲しい。

◎
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10
実松川河川改修について町で分
かっていることを教えてほしい。

改修前に地元の説明会を行っ
た。その２年前にも町全体の説明
会を実施している。秋光交差点
から下の方で事業を行っている。
現在は、用地買収等を行ってい
る。河川の改修まで入るかは決
定していない。どこかのタイミング
で今までの整理とこれからの事
の言える範囲で説明会を開いて
もらうよう県にお願いします。測
量の結果が出るのが秋頃で、そ
れが終わらないと両岸するのか
どうか方針が決められない。

◎

11

保育所の実松川の通りの道は、
２ｍ足らずだが、けやき台や
ニュータウンに住む子供たちの
通行が増えた。狭くて非常に通り
にくい。保育所を建替える時に、
あわせて道も通りやすくできない
か？

実松川改修と別で考えないとい
けない問題。河川改修といっても
両側を２ｍずつ幅を広げるという
わけではない。

◎

12

９区の場合アパートやマンション
があって、そこが組合外が多い。
アパートの管理会社に組合を
作ってほしいとお願いしてもなか
なかできない。アパート・マンショ
ン関係が、どう行政組合を設立し
ていくかが問題。

◎
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13

ダブルジビエ活用プロジェクトに
ついて、肉はどこのイノシシを使
うのか。基山町の猟銃できる人
は６人。基山ではなかなかイノシ
シは撃つことがでいない。

イノシシは、基山町で捕れたもの
を使う。その改良も行っていく。さ
ばき方によって肉の質も変わって
くる。今は、上だけしか撃てないと
聞いている。

◎

14

きやまリーサスデジタルアカデ
ミー事業について、もう少し分か
りやすく教えてほしい。

図書館に子ども達が使えるような
タブレットを１０台置いて、基山町
の事を勉強・分析をして基山町の
課題解決のための方策について
検討するもの。

◎

15
特定健診のピロリ菌検査はいつ
からか？

今、もう実施している。基本検診
に５００円プラスして受けることが
できる。通常は、５千円くらいかか
る検査。ピロリ菌をなくすと胃が
んになる確率も減る。

◎



町長懇談会（　9区　　） 平成２８年度

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

1

基山保育園の（既存の土地に）建替えに
ついて、どの程度の費用が掛かるのか。
若基小学校のクラス数が少ないので、
（空き教室の有効活用で）若基小学校の
中に保育園を設置たり、建物の中に運
動場を設置するなどの検討をしてはどう
か。

　若基小学校の中に保育園を設置す
るについては検討済み。現在の土地
が有力な候補地となっている。形態
や移転場所を含めて検討していく。金
額については場所に応じて幅がある
ので、この場でお答えすることが出来
ない。

その他 町長 ◎

2

９区には公共施設が集中してい
る。
旧庁舎の活用について、検討し
ているのか。また、旧公民館は
耐震の問題もある。解体する予
定はあるのか。新しい図書館が
出来たが、付近の交通安全につ
いても力を入れて欲しい。老人
憩の家は利用者が多いが、老朽
化が進んでいる。老人憩の家付
近のため池について、農業用の
ため池になっているが、利用者
は居ない。決壊する恐れもある
ので、埋め立ての検討をして欲
しい。

　憩の家付近のため池について、現在のと
ころ方向性を決定していない。今後、基山
町に４つの建物について検討をしている。
若者向けの住宅（ビル）が２つ、高齢者向け
の施設（サ高住）が１つ、低所得者向けの
住宅が１つ。旧役場跡地の利活用について
は、現在、若者向けの住宅が（サ高住との
組み合わせの問題もあるが）有力な候補だ
と考えている。
　旧公民館は現在、佐賀県による実松川の
河川改修が進められている。佐賀県と調整
しながら検討していく。図書館前の交通安
全の件については横断歩道の設置に関し
て検討する必要があるが、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。）
憩の家については、活用できる補助金を探
しながら、施設の補修・拡充を検討したい。
【町長】
　ため池については、底地の問題もある
が、埋め立てをしていく事も検討していく必
要がある。ため池を利用する必要がなけれ
ば、水を抜く必要があると思う。【総務企画
課長】

公共施設整備

町長
総務
企画
課長

◎

3

憩の家付近のため池付近は
雑草が茂っていたり、管理が
行き届いていない。

　定期的ではないが、除草
作業を実施している。【財
政課長】
　根本から問題を解決する
（登記上の管理者の調査
等）ように努力する。区から
も協力をお願いしたい。【町
長】

その他
町長
財政
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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4

中学校の信号から憩の家へ
抜ける道（文教通り３丁目、４
丁目付近の通路）は、雨天時
は（長靴を履かないと）歩けな
い程に雨水が酷い状態なの
で対応をして欲しい。

　ご指摘の道については、
（中学校から５０ｍ程）側溝
整備を実施しているが、歩
けない程の状況とは認識し
ていない。現状を確認して
検討する。【建設課長】

その他
建設
課長

現地を確認
しました。
対策を検討
中です。

現地を確認し横断側溝を検討し
ました。町全体で危険性のある
場所から順次取り組んでおり、
改良時期は未定です。

×

5

他の市町では長期間住んだ
ら、土地等を無償提供するな
どの対策をしているが、基山
町では今後どの様な、人口
減少の対策（企業誘致・住宅
補助を含めて）をしていくの
か。

　まず、新図書館を活用し
て交流人口を増やすことに
取り組みたい。また、定住
を目的とした施設等のハー
ド面を整備して、基山町の
若者が就職できるような企
業の誘致などのソフト面を
充実させる取り組みを進め
ていく。基山町には大規模
な宅地開発できる土地は
無いので、小規模な宅地
開発を進めながら、人口を
減らさない取り組みを進め
ていく。

定住促進 町長
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6

実松川の河川改修の話しが
出たが、基山町は実松川を
ホタルの生息地として指定し
ているのか。河川清掃の作
業時に、（ホタルの生育を妨
げるので）除草をしないで欲
しいという意見があった。指
定看板等の設置がされてあ
れば良いのだが。

　実松川がホタルの生息地
に指定されているかどうか
は調査をさせて欲しい。
【町長】

その他 町長

ホタルの生
息地には指
定されてい
ません。

ホタル保存会の方に話を伺いま
した。ホタルの幼虫は、地中1～2
ｃｍに生育しており草刈で土を掘
り起こさなければ支障はないそう
です。直接踏みつけることと、そ
の場で焼却することが生育を妨
げてしまうことが所掌となります
ので、焼却を水辺から少し離れ
た場所（のり面）で行えば問題な
いと考えられていました。

◎

7

基山町のホームページにあ
る行政区別人口統計表を見
ていると、１つの組合を構成
する世帯の数が少ない組合
があるので、組合の構成要
件の見直し（世帯数を増やす
等）や組合集約の働きかけを
して欲しい。

　組合の成り立ちについて
は、歴史や文化の基に成
り立っているものでもある
ので、統合の件について
は、取り組みが可能な範囲
で検討をするが、無理強い
は出来ない。区長と議論を
したいと思う。

その他 町長

8

基山町の子育て支援政策の
魅力が十分に伝わってこな
い。

　子育て支援政策に関し
て、他市町と比べて進んで
いる面もある。基山町の子
育て支援政策はPRが下手
なので、今後はPRにも力を
入れていきたいと考えてい
る。

子育て支援 町長
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9

保育料は他の市町村とほぼ
同じ金額になっている。基山
で子どもを育てたいという人
を増やしたいならば、保育料
の金額についても検討が必
要だと思う。

　今後、多子世帯への取り
組みについて、力を入れて
いきたい。

子育て支援 町長

10

中学校は町外の学校に通わ
せたいという意見が多い。中
学校でいじめがあっているの
に、中学校はいじめの問題に
対策を講じない。町独自のス
クールソーシャルワーカーの
設置について記載があるが、
中学校に課題があるから設
置するのか。
また、学力向上を求めて町外
へ通わたいと考えている保護
者の方も多い。魅力のある学
校が基山にあるかをお聞きし
たい。

　基山中学校は、いじめと
か暴力についての問題は
（周辺の中学校に比べて）
非常に少ないと聞いてい
る。そのような情報があれ
ば、積極的に情報提供して
欲しい。学力だけでいうと、
若基小学校は佐賀県でも
非常に高いレベルにある
小学校。

その他 町長

11
基山の保育園で、待機児童
は発生しているのか。

　今のところ、待機児童は
発生していない。

子育て支援
こども
課長

12

“三養基郡”がすごく田舎とい
う印象がある。「郡」という表
示が必要なのか。

　現在、佐賀県には１郡１
町となっている町もある。
「郡」という表示が取れるか
どうか、勉強させて下さい。
【町長】

定住促進 町長

町村の「郡」
をはずすこ
とはできま
せん。

“郡”の歴史は古く８世紀中国の
郡県制に由来しています。現在
は地理的名称としての役割しか
ありませんが、国として郡をなく
す動きはありません。

×
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13

就職を機に基山を離れて３年
程経つが、やはり子育てする
なら基山がいいと感じた。企
業に勤めて、親元を離れてい
ると、なかなか頼れる方が居
ない。子育て交流広場や、保
育園などで子育てを終えた方
（子育て経験のある方）と交
流の機会が持てる環境が充
実していけば良いと思う。

　現在、子育て支援につい
て、ワンストップの仕組み
を作りたいと試行錯誤して
いる。今後、色々な方々と
意見交換をしながら取り組
みを進めていきたい。

定住促進 町長

14
今後、基山町は単独でいくつ
もりなのか。

　そのつもりで（合併しない
方向で）頑張ります。

その他 町長

15

民生委員の成り手がいない。
活動が大変だからという理由
で成り手が居ない。町から手
当の支給を考えてもらえない
だろうか。

　民生委員は国の制度で
あるので、（手当を支給す
るには）町が別の委員を
作って、民生委員と他の委
員の２枚看板で活動しても
らうことが必要になる。他
の委員との兼ね合いもある
ので、検討させて欲しい。
【町長】

その他 町長

民生委員の
活動を補助
する委員等
を検討しま
す。

民生委員の活動業務を軽減する
ため、H29.4～民生委員協力員と
いう制度を実施しています。
必要であれば、ご利用ください。
申請等の手続きは福祉課社会
福祉係までご連絡ください。
謝礼：1,000円/月別に社会福祉
協議会のボランティア保険に加
入しています。

◎


