
町長懇談会（10区）

№ 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

1

本桜・城の上線の道路改良工事をし
ているが、今後の予定を教えていた
だきたい。
(32m15s)

今年度（来年３月まで）をもって完成させ
たいと思っている。たんぽぽ保育園の
手前の交差点についても、横断歩道等
とあわせて事故の無いように改良を行
いたい。(カラー舗装等)（33m03s）

建設 建設課長
今年７月上旬には通行可
能となります。

◎

2

ため池周辺の本桜・城の上線に付帯
する道路の整備はどのように考えて
いるのか？
（34m45s）

ため池と同じく盛土を行い、ガードレー
ルを外し５ｍ程度の道路として整備した
い。ただし、舗装については、盛土部分
の安定化、道路排水施設の整備後に平
成３０年度ではなく、それ以降に行なわ
せていただきたい。（それまでの間は、
砂利道）

建設 建設課長
当面、現状のままの利用
を考えております。

◎

3

たんぽぽ保育園の仮設駐車場（現
在、水路に縞鋼板にて整備）は今後
どうなるのか？保護者の方の車の出
入りもあり、危険だという声もある。

今年度の工事が終われば覆工板は撤
去し、防護柵を設置いたします。

その他 建設課長

７月中旬には、元のとおり
開渠に戻し、防護柵を設
置する予定です。

○ 建設課

4

田中鉄工前の道路に大型トラックが
通ると音と振動が凄まじい。マンホー
ルか何かを踏む際におきていると思
われる。何か対策はないか？

マンホールの蓋はできた時期や材質で
異なるが、町内の他の地域でも音や振
動等で問題に上がっている。また、振動
（騒音）については、ある一定のレベル
を超えていれば規制ができる。まずは
一度、計測を行ってみましょう。

道路整備 町長

騒音と振動につきまして、
計測調査を実施し、双方
共に規制基準は超えては
おりませんでした。

○ 建設課
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5

ため池周囲の法面の擁壁と道路の
境目に隙間ができてきている。（道路
の方が下がってきている？）

これから梅雨の時期でもありますので、
水の流れも含め現地を確認いたしま
す。

公共施設
町長

建設課長

目地の補修を行った後、
現地確認を行い、境目の
隙間の拡大はないことを
確認しました。

◎ 建設課

6 １０区の高齢化に対する施策は？

高齢化に対応していくには、一番は地
域力。施策としては、１００歳体操や生
活支援コーディネーター等をご活用して
いただきたい。行政と住民が一体となっ
て協力していきたい。（49m30s）

福祉
健康福祉
課長

◎

7
上記にあわせて、高齢化について
（56m20s）

町から孤独死をなくしていかなければな
らない。一人（独居）になられた方には
町の一番便利なところに希望者は移れ
るようなものをつくることも検討していき
たい。いろいろな介護施設（病院系のグ
ループホームが最善）が必要となってく
る。とにかく孤立化が一番まずい。

福祉 町長 ◎
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8

本桜・城の上線の工事をしているが、
用地の利用計画について、区長から
町長へ公民館の移設を要望している
が、どのように考えているのか？
（1h01m00s）

まず、ため池内に高さの違う４区画ができている。そのいずれかの区画に
公民館をつくるとしたら、１０区でその用地（区画）を買えるのかという話に
もなる。（区で購入できるのであれば、話は早い）
区画を町が貸すということになれば、公民館だけで施設をつくるのかどう
か、２階建てにして１階を何かにして２階を公民館として使う、もしくはもっ
と高層のものをつくって１階を公民館として使用するというのもある。
いまはそうゆうやり方で、あそこの区画に何か建てる物はないか、公的な
ものも民間も含めていろいろ検討している。ただその時に、こんなものが
入ってもらったら困るという話になってくると話がややこしくなる（難しくなっ
てくる）例えば、候補としては、民間だと高齢者の関係の施設（グループ
ホームであれば１階部分が条件になる）がある。
また、二つの敷地を平らにしてグループホームと公民館を併設するかとい
う考えもある。
今、一番町にきたがっているのは、いろんな障害の関係の施設ですでに
町に打診もあっている。
これ以外にももっと良いアイデアがあれば、いろいろと地元からも提案して
いただければ有り難い。
園部団地の建て替え時に何軒かは移動しないといけないので、町営住宅
の一部をもってくることも検討している。
（1h10m05sから１０区の公民館建設費用や４区画の土地の状況（４区画
の土地の面積等）の説明）

１０区の問題 町長

現在、旧神ノ浦ため池跡
地の活用について、公募
型プロポーザルでの提案
を募集しています。第１０
区からは公民館用地とし
ての活用提案をしていた
だきたいと考えています。

◎

9
町営の墓地はありますか？
（1h14m05s）

基山が檀家制度が多く、町営の墓地は
ない。町営墓地の話は初めて聞いたの
で、まったく思ってもいなかった。
檀家寺との話ができれば墓地という発
想もあるかもしれない。考え方として
は、賃貸墓地という考え方もあるのかも
しれない。

町長 ◎

10
定住促進住宅は何年くらい入れるの
か？（1h19m50s）

決まっていません。５年くらいしたら一戸
建てに移っていただくイメージだが、条
件には付けられないので何年しか住め
ないというのはない。

町長 ◎

11
桜町１で法面をブルーシートしている
部分の具体的な対策は？

６月補正で手前の方と同じようにコンク
リート打ちでの補修を梅雨が明けてから
年内には行いたい。

公共施設 建設課長
路肩部の舗装補修を行い
ました。

◎ 建設課
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1
国道３号より東側の開発について、
考えを教えていただきたい。

小倉（5区）は、変わってきている。JAミート
フーズを誘致し、450人の雇用がある。７区で
は、西鉄グループが進出しており、企業誘致
が進んでいる。住宅についても、５区、８区は
増えてきている。子どもたちの数が増えてい
るのは、９区、１１区、８区、５区辺りであり、
他の区は減少している。公的には、園部団地
の移転を検討しているが、有力な移転先の
候補地が国道３号より東側である。民間の業
者との連携や移動図書館等も連携していき
たい。

町長 ◎

2

10区の住宅の環境が南斜面に面し
て建っていることもあり、防災行政
無線が聞こえにくい。設置の移設も
含めて検討してほしい。７月より電
話による新しいシステムを導入して
も聞こえなければ、確認のしようが
ないため改善できないか。

防災行政無線については、今年度３か所設
置する予定であるが、１０区では増設の予定
はない。３か所については、全く聞こえない場
所である。防災行政無線の増設の３か所に
入っていないため、１０区方面に絞ってもう１
回聞こえない場所を確認する。【町長】
（運営委員会で訂正）
今年度に１０区で１か所、設置する予定であ
る。【副町長】

町長
副町長

新たに伊勢前児童公園
内に１基設置いたしまし
た。
また、今回のハザード
マップに掲載しておりま
すが、防災行政無線内
容を電話で確認できます
ので、聞こえない時は、
お手数ですが、０５０－５
３０６－２６８２で、ご確認
ください。

◎

3

本桜・城の上線の工事をしている
が、用地の利用計画について、区
長から町長へ公民館の移設を要望
しているが、どのように考えている
のか。また、土地の有効活用につい
てどのように計画しているのか。

私がそういうことを言ってはいけないが、なぜ
真ん中に道なのか悔みたくなる話である。真
ん中だとうまく使えない。最初は、高層ビルを
建て１階に集会所にすればみんなが喜んで
もらえると思ったが、大きく使えるスペースで
はないため、どういう使い方をするか悩んで
いる。良い場所であり、お金もかかっている
ため、皆さんが納得できるようなものになるよ
う検討していきたい。

町長 ○ 建設課
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4

10区から基山駅の正面方向への踏
切（上町）では、離合するときの交通
違反が多いため、広くしてほしい。

踏切については、まずはキリン屋の踏切を広
げるよう計画している。けやき台の道が開通
するため、高速の下の水路に蓋をして、道全
体を広くして踏切も広げる計画である。上町
の踏切については、JRと粘り強く交渉してい
く必要がある。長崎街道自体が狭いので、踏
切だけ広げてもうまくいかないかもしれない。
小さい頃から狭いものだと思っていたので、
次の踏切を考えるときにどうずれば良いか検
討したい。

町長

7時から8時の時間帯一
方通行の違反について
は、平成30年３月に３号
線側に看板を設置し、注
意喚起を行っておりま
す。

○ 建設課

5

上町の踏切では、暗黙の了解で先
に停まっている車があれば待ってい
る。土地勘のない人は突っ込んでく
る。土地勘が分からない人のため
に、どっちが優先か知らせる看板を
設置できないか。

看板だと手間暇もお金もかからないため、担
当課と協議する。看板は、来年を待たずに対
応できる。【町長】
「早く待っている人優先」というような内容に
なるのではないか。【副町長】

町長
副町長

上記の看板に、離合区
間を取るよう注意喚起も
行っております。

◎ 建設課

6

人口17,000人程度であるが、今後ど
のように促進していきたいか。また、
基山駅も老朽化している。どこが町
の中心なのか。役場も図書館も綺
麗であり、駅周辺ではバランスが崩
れているように感じる。新しく来られ
る方も、町の中心の駅周辺と役場と
学校のバランスの良い方が、気持
ちよく来られると思う。

人口の目標は18,000人に戻すことである。現在17,600人程度
であるが、人口減少が止まりつつあるので、これからの施策に
より元に戻すことは夢物語ではないと感じている。計算上は、
人口のピークは19,139人ぐらいであったが、この時の１世帯の
世帯数は約３．３３人であったが、現在は２．５９人となってい
る。逆算すると、１世帯２．４人とすると18,000人をめざすには、
あと５００件以上の住宅が必要である。現在の民間の建設中
の住宅で１００程度あり、旧役場跡地に中所得者用の町営住
宅を建設を計画している。また基山駅も今年から少しずついじ
る予定であるため、基山町が本気だということを感じてほしい。
モール商店街も私が副町長時代には空き店舗が11店舗あっ
たが、空き店舗が５店舗と減少してきている。トライアル跡地が
近日中に埋まるかもしれない。白坂久保田２号線がつながれ
ば、モール商店街までの道が基山町の顔になってくる。また、
内閣府に中心市街地活性化法の認定をチャレンジしている
が、採択されれば日本一小さい町での採択になる。駅・役場・
憩の家の３つの拠点を中心とした計画である。

町長 ◎
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7

上町の踏切の話であるが、子どもた
ちは登校時に通らないように指導し
ているが、個人的に思うことは、便
利な道があるのに使わないよう指
導するのは理不尽だと感じている。
朝の登校時間だけはスクールゾー
ンにして、車は関係する地域だけが
通れるような措置など工夫すること
はできないか。

いつから通学路ではなくなったのか理由につ
いて事実関係を調べてみる。【町長】
昔から踏切で脱輪など事故が多く、死亡事故
も発生している。歩道橋ができたため、安全
性のため歩道橋を通るようになっている。【副
町長】

町長
副町長

◎

8

毎朝登校時間の見守りをしている
が、国道３号は交通量が多いため
通学路にするのは、危険であり、基
山駅の歩道橋が一番安全である。
国道３号に平行して歩いて通学する
のも風圧や雨の日の水しぶきで危
ないので、工夫できないかと思って
いる。３号を渡るのは、危険である。

もう１回、事実関係を調べてみる。 町長 ◎

9

子供クラブで年度末にイチゴ狩りに
行きたいと思っているが、町内にイ
チゴの観光農園はあるか。

イチゴの観光農園はない。町内にイチゴの業
者が３、４社ぐらいあるので、確認してみる。
みかん狩りは、別の団体が役場の近くで行っ
ている。個人の方が、園部インターの上でブ
ルーベリーを始める予定である。

町長 ◎
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1
人口推計の見込みと根拠について教
えてほしい。

今の人口の５年後がどうなっていくのかを推
計している。上３つの基山町のシュミレー
ションは定住促進等の政策を実施した場合
の見込み。工場が出来た頃の人口は９，００
０人程度で、２０４０年の人口は１２，０００人
程度。工場が出来た頃（９，０００人）の高齢
化率は５％程度で、１２，０００人程度の高齢
化率は４０％を越えるという見込み。高齢化
が進むと、町の収入が減って、コスト増加に
つながる。今後、年齢構成と人口のバラン
スを見ていく必要がある。【町長】

人口ビジョン 町長 ◎

2

出生率が２０４０年までに２．０７に上昇
するという見込みについて教えて欲し
い。
２０２０年の出生率は１．３８となってい
るが、それはなぜか。

若い人が基山町に来ること、結婚と出産を
増やすことで出生率が上昇する見込みと
なっている。【町長】
２０２０年の出生率は、県の推計よりも悪い
見込み（１０年程度遅らせた見込み）で数値
を出している。基山町に流入する人口が、
佐賀県内でも少ない状況となっていること
で、１０年程度遅らせた見込みになってい
る。【町長】

人口ビジョン 町長

直近の数値として、２０１７年
の合計特殊出生率は１．３４と
なっています。

◎

3

新町の西側にお墓があるが、管理者
はどうなっているのか。管理者は役場
に届けてあるはずだが。木が茂ってい
るのもあり、テレビの受信状態が悪
い。木の伐採が出来ないか。
以前管理していた人は分かっている。

　まずは管理者を探すこと（戸籍等の書類を
手掛かりに）から始める必要がある。法律に
は届出をすることが求めらているが、昔から
ある墓地については、確認できないものも
ある。現状を確認する必要があると考えて
いる。【建設課長】

その他
町長

建設課長

所有者の了解を得て、近隣住
民の協力の下、伐採作業は終
了し、受信状態は改善してい
ます。

○
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4
基山に若い世代が就労できる企業の
誘致は検討しているのか。

現在、企業誘致の支援策の検討を進めて
いる。今後、誘致についてのお知らせがで
きたらいいと考えている。また、近隣市町の
企業と求職者のマッチングも含めて検討し
ている。【町長】

産業振興 町長

昨年１２月４日から基山町版
ハローワーク無料職業紹介所
を開設し、現在まで約３０件の
マッチング実績があります。
今後も、町内又は、近隣市内
への就職促進を図り、定住に
繋げていきます。

◎

5

町が住宅を作って、そこに長い間住ん
だら譲渡するという取り組みがあるが、
基山町ではそのような取り組みは検討
していないのか。

現在、そのような取り組みについては検討し
ていない。家賃補助については検討してい
る。【町長】

定住促進 町長 ◎

6

基山町は福岡都市圏のベッドタウンと
いう感覚があったが、人口が減少して
いるのに驚いている。

基山で育った子ども達が町外へ転出してい
る。今後は、若い世代と高齢世代の入れ替
わりのサイクルを構築していけば人口は増
えいてくと考えている。【町長】

人口減少 町長 ◎

7

　基山に住んでいて良かったと思われ
る政策を実施して欲しい。随時見直し
を実施して、その時のニーズに合う様
な取り組みを進めて欲しい。
　総合戦略にある「まち・ひと・しごと」
の「ひと」について、「人づくり・人のあ
たたかさ」を反映した政策をして欲しい
と思う。

福岡都市圏の人口が増加している間が定
住促進の取り組みのチャンスだと考えてい
る。今後、人口を増やす取り組みを進めて
いく。「ひと」については、特に若い人たちを
大事にしていきたいと考えている。「こころつ
ないで」の児童劇については継続していっ
て、子ども達が（基山に）いい思い出を持っ
て育っていくようにしたいと考えている。ま
た、新しい図書館を活用して、人づくりの拠
点として進めていきたいと考えている。【町
長】

総合戦略 町長 ◎
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8

基山町の子育て支援は他の市町と比
べて昔から進んでいた。基山町は情報
発信が下手だと感じている。

基山町は情報発信力が不足している。今後
は色んなツールを活用して情報発信をして
いきたいと考えている。【町長】

ＰＲ強化 町長 ◎

9

ため池の埋め立て工事の際に側溝の
埋設をしているが、公民館周辺の雨水
が上手く流れていない。

　既設の側溝を改修している。暗渠管を埋
設して、雨水が流れるようにしている。明
日、現場（公民館前）の状況を確認する。
【建設課長】

その他 建設課長

現地を確認した結果、工事中
に設置した仮設管のため、雨
水が溜まっている状況でした。
その後、雨水施設（側溝）工事
を完了し、排水できるようにし
ました。その後の雨天時に確
認しましたが、流れるように
なっています。

◎

10
総合戦略を進めることで、１０区はどの
ように変わるのか。

総合戦略だけの問題でなく、（役場だけで頑
張っても）住んでいる方々が一緒に頑張っ
ていかなければ、地域は良くならないと考え
ている。公民館移転の話しが出ているが、
埋め立てた土地の全体的な利活用につい
て議論がなければ、公民館がそこに移転す
るだけの話しで、この地域の発展に繋がら
ない。地域担当職員を活用して、地域と一
緒に考えていきたいと考えている。【町長】

総合戦略 町長 ◎
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11

防災マップを見ていると、避難場所は３
号線側から西側に集中している。公共
施設の移設(公民館を含めた)につい
て、検討をしてもらえないか。

分かりやすい防災マップについて、検討す
る。避難所についても、今後、地域と一緒に
なって考えていきたいと思う。【町長】

防災 町長

新たなハザードマップを今年
度全戸配布済み。今回の主な
改定は近年の豪雨等による降
雨量の見直しを行い、浸水想
定区域が大幅に増加しており
ます。
第１０区は、高台にあり浸水に
関しては、比較的安全な区域
となっています。

◎

12

今後、空き家対策について、取り組み
を進めて欲しい。
みんなで一緒になって知恵や意見を出
しながら、地域おこし・まちづくりを進め
て欲しい。
伊勢前道路は大型トラックの通行が多
く振動が酷い。通行制限が出来ない
か。

　サービス付高齢者住宅について検討をし
ている。既存の住宅を若い世代（自分たち
への子ども）へ提供し、今住んでいる方は
サービス付高齢者住宅に移ってもらえるよう
な取り組みを検討している。騒音・振動につ
いては、法令で基準が示されているので、
まずは調査をする必要があると思う。まちづ
くりには、是非参加をお願いしたい。社会福
祉協議会の活動は目に見えない活動だが、
多くの町民の方々が参加されている。ぜ
ひ、社会福祉協議会の活動にも参加して欲
しい。【町長】

その他 町長

現在、不良住宅の除却に対す
る補助や、すまいるナビ（基山
町版空家バンク）によるマッチ
ング支援に取り組んでいま
す。
また、今年度から家財処分等
の費用に対する補助にも取り
組んでいます。

振動の問題については、Ｈ３０
の４番でお答えしている内容と
同じになります。

◎
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13

埋め立てについては平成２８年度に完
了すると聞いていたが、事業の完了は
まだ先になると説明を受けた。この公
民館も老朽化が進んでおり、坂の上に
あって、高齢者には不便な場所に立地
している。埋め立てした場所を１２０坪
程（公民館用地として）提供して欲し
い。

　埋め立てた土地の利活用を検討を進めて
いる。まずは全体像を考えていく必要があ
る。その中で、避難所や公民館のことも組
み込めたら良いと思っているが、土地の利
活用について、今後、皆さんと一緒に考えて
いきたいと思っている。【町長】

その他 町長
Ｈ３０の８番でお答えしている
内容と同じになります。

△

14
上町踏切の道路幅員が狭く離合がし
ずらい。道路幅員を広くして欲しい。

あの道は町道で、道路沿いに民家がある。
長崎街道の幅員を広くするのは難しいと思
う。【町長】

道路 町長 ◎

15

上町踏切近くにある信号機の待ち時間
が長い。押しボタン式でない信号機へ
変更して欲しい。

　信号機は公安委員会の所管となる。調査
します。【町長】

その他 町長

警察に確認しました。

ご指摘の場所の信号機は、国
道3号線を優先して前後の信
号機が連動しているそうです。
基山町では旭町立体交差点
の信号機が基準となっており
連動しているため、個別の信
号機の時間の変更は困難と
のことでした。

×
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16

ＪＡのガソリンスタンド近くの通学路が
鋭角になっていて危険だと思う。どうに
かならないのか。

　現在、法線を変更する計画等はない。ＪＡ
敷地の活用について、今後、ＪＡ内部で検討
されると聞いている。スペースの有効活用
について、ＪＡと一緒に考えていきたい。【町
長】

その他 町長

平成２９年度からライン30の取
組を行い、速度規制、路肩の
カラー舗装化を行いました。

○

17

ログハウス展示場の近くに水路があ
る。この付近は大型トラックの往来が
多く、歩道が狭い。水路上に蓋をして
歩道にすることが出来ないか。

　ログハウスより下流は暗渠となっている。
近くに民地もあるので、現状を確認する。
【建設課長】

その他 建設課長

水路の暗渠化や張り出しによ
る歩道整備を検討しました
が、桜町・伊勢山線の道路改
良工事も必要で、現在の通行
量等を勘案しますと、現状で
は整備を行うことは難しいと考
えております。

×


