
町長懇談会（１１区） 平成30年6月25日（月）　19：00～19：40　　　参加者　59名

№ 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

ゾーン30の取り組みについて、建設課長
からご紹介と今後の取り組みの内容につ
いてお話をしてほしい。５月８日に地区の
役員と各委員が11区の交通対策委員とし
て地区内の危険箇所のパトロールをして
まとめている。今後11区が基山町内のモ
デル地域として、標示標識等をきっちり
やって事故等を未然に防ぎたいと考えて
いる。身近に交通事故が発生しているの
で、管内から防止していきたい。

【建設課長】
ゾーン30というのは、平成24年度から警察庁が推進しているもので、交通事故を減らす
ための取り組みです。日本の道路では、幹線道路などの大きい道路の事故率はＨ24か
らＨ29までで減少していますが、住宅地の中の道路のような生活道路の事故は、減少は
していますが減少率が低い状況となっています。
このようなことから、特に生活道路の事故を減らすための取り組みとして、速度の規制と
事故抑制のための交差点等の明確化（カラー舗装）等で目に見える取組みの一つとして
ゾーン30を設定します。基山町のゾーン30の区域として高島団地の周辺を交通安全の
視点からどのようなものが必要か、カラー舗装や横断歩道やカーブミラー等の確認のた
めに地区の委員の皆様と現場を回らせていただきました。今後の予定は、図面上で危
険箇所を確認をしながら、どのようか対策を行うか打合せをして検討をさせていただきま
す。その後、案を作って皆様への説明会や全体の意見交換を行った上で、鳥栖警察署
を経由して公安委員会の審査を受けて、ゾーン30の看板や「交通安全のまち」の標示が
される流れですので、交通安全に対するご意見等を今後ともよろしくお願いします。
【町長】
実施は平成31年度からとなりますので少し先のことです。ゾーン30での取組みと基山町
単独で実施する交通安全の取組みとあわせて、広い意味で交通安全を考えていただく
ことになります。地区内は元々30km/ｈ制限となっていますが、地区には危ないような箇
所が見受けられますので、ここをモデル地区として整備を行いたいと思います。規制が
かかることですので、皆様には少しだけ不便になるかも知れませんが、基山町のモデル
地区として11区が先頭を切ってもらうと嬉しく思います。

交通安全
建設課長

町長

平成30年度は災害等の対応
により警察協議が遅れてい
ました。早期に実施できるよ
う現在調整中です。

◎

2

交通安全ということで、11区とは直接関係
ないが、秋光交差点の右折信号の時間が
短く、朝の混雑時には１台か２台しか曲が
ることができない。
東西に走る幹線道路ではそのようなこと
はないが、南北の道路は右折に困ってい
る。

以前はとても短くて、今は長くなっている方で
す。交通量との兼ね合いがありますが話してみ
ます。今後白坂久保田２号線が開通すると、交
通量が増えると予想されるので、そういう意味
では右折時間も長くする感じになると思います。
東西の幹線道路では朝などに直進が混雑して
いるようです。平成31年度中にはけやき台が完
全に通り抜けられるようになるので、交通安全
について警察との協議を予定していますので、
このこともあわせて協議するようにします。交通
量のルールで今の時間設定になっている場合
は変えられないかも知れませんが、直近の交通
量を確認してもらうようにします。

交通安
全

町長

今年度末に予定しています、
白坂久保田２号線の開通に
より、町内の交通量が変化す
ることが予想されるため、開
通後に改めて調査を行い、
対応を検討いたします。

○ 建設課

※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

先日の安全点検の際に建設課長にも指
摘させてもらったが、コスモス薬品前のT
字路の信号が見えにくいようで、交差点を
南北に信号を無視して通り過ぎる車両が
ある。高齢者ではないようだ。

簡単に言うと信号無視でしょうか。たとえば樹木
等で見えにくくなっているようだったら、早めに
剪定をするようにしています。県道も危険な箇
所については、すぐに切ってもらいます。

交通安
全

町長

信号機周辺の高木の剪定を
行いました。県道の管理者で
ある県と協議し、信号機の見
通しの確保のための植栽の
適正な管理を要望します。

◎ 建設課

4

JRの踏み切りの遮断機が下りている時間
は、町ではどうにもならないでしょうか。私
鉄に比べると遮断機の下りている時間が
長い。

JRに言うことは可能です。一定の法則でコン
ピュータ制御になっているはずですので、どの
ようなルールでやっているのか尋ねて、その返
答を聞くことから、まずはJR本社とのやり取りの
中で確認します。

交通渋滞緩和 町長

ＪＲに問い合わせたところ、信
号通信区において調査が可
能であるということで、該当箇
所の調査を依頼します。

◎

5

八つ並み線と年の森正応寺線がありま
す。年の森正応寺線は高架にはしないこ
とになったと思いますが、11区南側のこの
道路の三叉路では、よく警察の方が取り
締まりをしている。以前と比べるとアウト
レット等の関係で交通量が増えていると思
うので、できれば信号機の設置を検討をし
ていただけないか。

先ほど見てきました。１時間当たり500台の交通
量が信号機を建てる基準となっています。以前
だとそこまでなかったと思いますが、今は相当
増えていると思われますので、そのことも踏まえ
て警察に相談します。

交通安全 町長

当該箇所については、信号
機の設置を望まない声もある
ことから、まずは地元の意見
を集約し、警察との協議をし
ていきたいと考えます。

◎
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6

白坂久保田線の秋光川の橋から北側へ
向かう道路には、街灯はついていますが、
夜が暗く、女性の方や一人で歩く方から怖
いとの声を聞くので、どうにか検討をしても
らえませんか。

本日の帰りに確認します。
防犯

植栽管
理

町長

町で照度計を使って、対象箇
所の照度を測る予定です。防
犯設備協会の照度基準に
沿って、暗い箇所については
対応を検討します。

◎

7

山下川沿いにはほとんどガードレールが
設置されているが、八つ並み線のところに
新しく住宅が建築されているので、できれ
ばガードレールの設置をお願いしたい。返
答は結構です。

（返答なし） 安全管理 ―
河川管理者（県）へ町長名で
要望書を提出します。

◎

8

痛快な本を読んだ。「県庁そろそろクビで
すか?「はみ出し公務員」の挑戦 (小学館
新書)で佐賀県庁の円城寺雄介さんの本
でした。どの官庁も前例がないとか、予算
がないとか、嫌々の部分があると思うが、
彼はクビになる覚悟で仕事に取り組み、ド
クターヘリを導入し、内閣総理大臣表彰を
受けた痛快な話だった。基山町にも職員
が130人ほどいるだろうが、１人でもいい
のでスーパー公務員をつくってもらいた
い。

ドクターヘリを設置していないのが佐賀県だけ
の状態だったので、彼の仕事がきっかけになっ
だっただろうと思います。基山町役場にも若手
でスーパー公務員候補がたくさんいますので、
是非今度紹介をさせていただければと思いま
す。

職員育成 町長 左記のとおり ◎
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9

基山町ではエミューに力をいれているが、
数週間前に福岡の某企業がすごい規模
で開発をされました。基山町が先発です
ので、恐れることはないと思うが、二の矢
三の矢を打たないと相手は商業ベースで
いろんなことをやってくると思うので、基山
町として食か化粧品かに絞って、後発の
企業を凌駕するものをどのように開発して
いくのか聞きたい。

福太郎が菊池市でやる4000羽という話ですが、今のことろ
０羽ですので、３年後から始めるような話です。ちなみに福
太郎は今「めんべい」という菓子が好調で、元々エミューを
始めるきっかけが、北海道工場のめんべいの残りやカス
を北海道のエミューに与えたところ喜んだところからです。
福太郎の社長とは仲がいいので、先日も勉強に来町され
ました。基山町は何も隠さずに教える体制ですので、4000
羽飼うことは簡単ではないと話しながら、連携はとっていま
すので、遅れをとることはないと思います。ただ、商業ベー
スで採算をとるには2000羽は必要です。現在基山町には
350羽ですので、どこまでやるのか、地域おこし等のアピー
ルでは効果があったと思いますので、事業採算をとるま
で、どこまでやるかは、今後考えていきたい。肉も化粧水
もいい形になっていますので、どちらかに絞るのではなく
て、頭の先から足の先まで利用して、大手の居酒屋チェー
ンから１羽丸ごと買いたいとの話も来ているので、無駄な
ところがないように、ご意見をエールと思ってこれからもで
きるだけのことで頑張っていきたいと思います。

産業振興 町長

現在、約４００羽のエミューが
飼育されています。エミュー
を活用した町のブランド化を
推進するため、ハムやレトル
トカレーなどの加工食品や、
油を使った化粧品、羽を使っ
た土産品などさまざまな商品
展開を進めています。
また、エミューを飼育した耕
作放棄地を活用して、キクイ
モを栽培し、キクイモを原料と
した食品なども開発中です。

◎

10

基山町は人口が18,000人くらいでストップ
しているが、人口が伸びる条件としては
「職場がある」「商店がある」「交通手段が
ある」の３つがなければいけないと思う
が、基山町の場合は、駅前を見ても商店
が貧弱になっていると思う。大きな商店が
ないし、整ったシステムで商売されている
商店も少ないと感じる。商業の環境を良く
しないと、基山町全体が衰退していくと思
うが、どう思うか。

おっしゃるとおりで、そのために中心市街地活性化基本計画の認
定をとりました。これで店舗対策や起業支援ができる仕組みがで
きているところです。人口については、もう一つ基山町で決定的に
足りないのは住宅です。基山町は20年前が最大の人口だったの
ですが、そのときが今より2000人多かったので、20年の間に2000
人減ったことになります。ただし世帯数は逆に20年間で1000世帯
増えています。基山町で人口を増やすためには５年間で1000戸
の住宅をつくらなければなりません。ここで問題になるのが線引き
という問題があります。基山町は住宅を建てていい区域と建てて
はいけない区域がはっきり分けられていて、このことを線引きとい
います。このような都市は県内では、佐賀市、鳥栖市、基山町だ
けです。まずは県に対して線引きを撤廃する動きをしたが、鳥栖
市が線引きを守る考えなので基山の線引きだけを撤廃することは
できないという県庁の言い分に乗った形になりましたが、代わり
に、建ててはいけない区域についても建てられるような施策を入
れてくれと要望し、通ったので、第１号案件の住宅が調整区域に
来年の始めに建つことになっている。それがうまくいけば、第２
号、３号の案件ができると思う。高島団地で言うと八つ並線から向
こうも住宅になっていくことになる。このようにうまくいけば５年間で
1000戸の目標も不可能ではないと思っていますので、商店街と雇
用と住宅の取組みを頑張っていきたいと思っています。

商店街活性化 町長

住宅取得補助金事業や家賃
補助金事業などが後押しとな
り、民間事業者による宅地開
発も活発に行われております
ので、平成28年から3か年で
人口は横ばいから微増となっ
ており、転入者は増加傾向に
あります。
平成28年3月の人口　17,345
人
平成31年3月の人口　17,390
人
0-5歳の人口も増加していま
す。

◎
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11

商店の課題を小さく見てはいけないと思
う。商店にどれだけ人が集まるかで、それ
によって町の繁栄が大きくなっていくと思う
ので、しっかりとお願いしたい。

是非みんなで基山の商店を利用して協力をお
願いします。基山の皆さんは筑紫野市の大型
店舗を利用する方が多く、白坂久保田線が開
通すると、更に増えるかもしれませんが、町内
のスーパー等の利用もお願いします。町内には
４つの商店会があり互いにライバルでしたが、
今度４商店会がまとまって頑張ろうとする会が
発足しましたので、いい話だと思っています。

商店街活性化 町長

中心市街地活性化基本計画
をもとに、平成34年度まで集
中的に取り組みを行います。
現在、空き店舗も減少傾向に
あります。

◎

12

メモリアルプロジェクトとして、基山の記念
日と言うことで原さんとどぶろっくのお二人
の名前があがっていますが、基山町出身
の長野選手と濱口選手がプロで頑張って
いる応援と同時に基山町を知ってもらいた
いと思うので、何かを企画してほしい。

濱口選手には去年、町民栄誉賞をさしあげまし
た。長野選手はこれまでずっと交渉しています。
巨人軍の対応は結構いいのですが、本人にそ
の気がないようです。来年１月１日に基山町は
80周年を迎えるので、長野選手の都合にあわ
せて記念式典を開催し、特別表彰のを行いたい
ので、２時間でいいから時間を空けてほしいと、
交渉していますが、たぶん乗ってこないと感じて
います。巨人軍は長野さえよければいいと言っ
ているし、長野選手の両親にもお願いして、本
人さえと言われているので、あとは本人の気持
ちだけとなっています。デリケートな部分もあり
ますが、あきらめずにやっていきます。

メモリアルプロジェクト 町長 左記のとおり ◎

13

時間がないので文書を作ってきました。目
を通していただいて、後日でいいので返答
をいただきたいと思います。危険箇所につ
いてまとめています。
文書内容：マックスバリュー向かい側水路
の安全対策について

安全なまちづくり推進委員会の会議の時にで
も、委員さんと意見交換をするようにいたしま
す。

交通安
全

町長

マックスバリュー向かい側水
路の歩道には転落防止柵設
置済みです。私有地側の対
策については、私有地利用
者へ意見があった旨を伝え
ます。

○
総務企画
課、建設
課
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1

高齢者の健康保険の費用が多
くなっている。安易に病院にか
からず、医療費を抑制する方策
を考えているが、プロジェクト等
で制度を検討してほしい。

後日、アイデアを教えてほしい。また、積
極的な高齢者団体等と一緒に議論を展
開してもらいたい。

健康・医療費 町長

町が実施する介護予防事
業や健康増進事業などに
参加された方に、健康ポ
イントを付与する事業を開
始しました。１１区通いの
場への参加も対象となり
ます。

◎

2

資料等にやたらとカタカナが多
すぎる。英語がわからない者に
も配慮して書いてほしい。

わかりました。 資料作成 町長

多世代の方にわかりやす
い表記を心がけていま
す。

◎

3

基山幼稚園（高島団地内）が閉
園すると聞いている。何か情報
はあるか。

来年度いっぱいだと聞いています。私立
の幼稚園で民間のことなので止めること
はできないと考えています。因通寺として
は、ほかの取り組みも検討中のようで
す。

子育て支援・幼稚園 町長

見真幼稚園により２歳児
以下を対象としたさくらん
ぼ教室を実施しています。
また、14：30以降は預かり
保育も行われています。

◎

4

基山合宿所建設プロジェクトは、
当初、体育館横に建設される予
定だったはずだが、変わったの
であれば最新の状況を説明して
ほしい。

合宿所の建設については、予定が急に
変わりました。ほっとステーションの閉店
などもあって、基山町のコンセプトに合う
ものに利用することにしました。7月2日に
合宿所と憩の家とを合わせて説明会を行
うので、参加してほしい。今検討している
内容もホームページなどで公開していま
す。

合宿所建設 町長

ほっとステーションさんの
閉店に伴い、店舗と併設
する形で合宿所を整備し
ました。もとの店舗部分は
合宿所の食堂として利用
しており、お昼時などは一
般の方も利用できます。

◎

※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

１１区に定住促進住宅があり、５
月から入居者の受付をされてい
るが、まだ利用者はいないよう
だ。利活用についてどのように
考えているのか。

定住促進住宅は、あと１カ所の方に２週
間１回の実績があるだけです。募集の仕
方が、定住に関心がある人を強調しすぎ
ていて、ハードルが高いようです。もっと
気軽に利用してもらえるように改善してい
きたいと思います。

定住促進住宅 町長

利用申請を簡略化した結
果、利用者は増加してい
ます。
Ｈ29　24件　うち小倉10件
移住者3世帯
Ｈ30　23件　うち小倉13件
移住者5世帯
Ｒ1　　11件　うち小倉4件
移住者1世帯

◎

6

ふるさと納税についての記事を
見かけることが多い。みやき町１
２億円、上峰町４０億円を計上さ
れていると聞いた。基山ももっと
増額に力を入れてはどうか。

昨年度は５億７千万円の寄付をいただい
た。その前の年は６千万円だったので、
かなり増額しました。寄付金の返礼品な
どの制限について国からの指摘がある
が、基山町はすべてクリアしています。他
の町と比べても行儀よく取り組んでいま
す。さらに多くの寄付をいただけるように
努力します。

ふるさと納税 町長

平成29年度実績　45,106
件　10億9222万円
平成30年度実績　48,627
件　10億3045万円
今年度、制度の大幅な見
直しにより、微減している
状況です。

◎

7

基山保育園の建て替えについ
て、どのように検討されているの
か。

基山保育園は建て替えると議会でも明言
しています。予算化はまだだが、現在の
規模を２か所くらいに分園する方向で検
討しています。６月２９日に説明会を行う
ように考えています。分園する際には、
来年度で閉園する基山幼稚園も候補地
の一つになると思っています。

基山保育園建て替え 町長

平成３１年４月、基山バ
ディ認定こども園（私立）を
開園しました。また、令和
２年４月には、基山町役場
の隣に、基山保育園（町
立）と子育て交流広場を
併設した基山っ子みらい
館を開園する予定です。

◎
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8

当初予算で事務用品２００万円
の計上もれが、新聞記事になっ
ていた。基山町職員の印象が悪
くなる。注意してもらいたい。

隠すことはせずに、正式に補正予算に計
上して対応しました。全体予算をチェック
している財政課の当課の計上もれでし
た。今後注意します。

財政予算 町長 左記のとおり ◎

9

弥生が丘にある温泉施設は、も
とは町の土地を売却して建設さ
れたと思う。閉鎖されたまま放
置されているが、町の対応や経
過はどうなっているのか。

「山楽」の経営者は、メークス（茨城県）と
いい建設資材の一流メーカーです。代表
者の先祖が基山町の隣の西島地区の出
身ということで、あの土地を選ばれたよう
です。今でも月に１度は、進捗について
電話でやり取りをしています。経緯は、経
営者と建設業者との間で紛争が起きて、
現在もその調整が行われています。来年
くらいに調整がつかなければ、裁判にな
る可能性があります。そうなると５年くら
いは動きが滞り、温泉施設としての復活
は難しいかも知れません。民民の紛争の
渦中であるため、その決着までは町が介
入できません。ご理解をお願いします。

温泉施設の経過 町長

現在、開発業者が用地を
買い取り、産業用地にす
るための造成工事を行っ
ている状況です。その後
の計画につきましては未
定のようです。

◎
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10

他の地域ではホームページで公
開されているが、基山町のBCP
計画（※）はどう考えているの
か。

（副町長）
県からの指導もあり、計画を作成してい
ますが、もう少し見直しなどをしてしっか
りしたものにして公表したいと思っていま
すので、総務企画課で検討をしていま
す。パンデミックは、新型インフルエンザ
等について個別に作成していますし、全
体的な防災に関する行動計画をつくって
います。
（町長）
北朝鮮などの動きを想定することは難し
いものがありますが、ひとり暮らしの高齢
者の行動等について、うまく機能するた
めに訓練等をすることも重要だと考えて
います。

防災
副町長
町長

基山町のＢＣＰ計画につ
いては、令和元年度に策
定する予定としておりま
す。

◎

11

由紀さおりさんのコンサートで
「夜明けのスキャット」を歌っても
らいたい。

今回は、姉の安田祥子さんと二人のコン
サートなので、難しいと思いますが、ダメ
元で要望だけは伝えてみます。

文化事業 町長 左記のとおり ◎

12

コミュニティーバスの停車場所
について、弥生が丘のみらい歯
科前にバス停をつくってもらいた
い。

弥生が丘鹿毛病院前に停留所をつくると
き、鳥栖市との調整に苦労しました。鳥
栖市には西鉄バスとの兼ね合いがあり
簡単にはいかないようです。会田地区の
町有地にグッデイの建設を計画していま
すが、その協議も大変でした。また、権藤
医院の前にバス停をつくってほしいとの
要望もありますが、すぐには難しい。言っ
てから２年くらいはかかると思っていても
らいたい。

コミュニティバス 町長

高島団地南バス停から弥
生が丘の歯科医院までは
徒歩5分程度です。新設し
た場合、バス停間が近す
ぎることと、当該箇所は
カーブ区間にあたり、バス
停を設置することによる事
故の誘発の恐れがありま
す。

◎
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13

基山町立図書館の土日等は、
駐車場が不足しています。お金
をかけなくても追加整備をしても
らえたらいいと思います。

図書館の休館日である月曜日にも公園
利用者が多いため、急遽、休館日にも６
台分くらい使えるようにしました。また、イ
ベントの時には小学校などの駐車場も利
用できるようにしています。図書館は多く
の方に来場いただいています。交流の拠
点になるようにご活用をお願いします。

公共施設（図書館） 町長

図書館南側入り口付近
に、新たに6台分の駐車ス
ペースを整備しました。現
在は駐車ができないとい
うお声はないようです。

◎
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1

分かりやすい資料で良かった。
役場と住民との距離を縮めた
い、これ以上人口を減らさない
という町長の意見に賛同する。
基山町にも借金があり、人口が
減ることに心配がある。

今回のような意見交換会を頻繁に
行えればいいが、お互いにそういう
訳にもいかないので、各区に３名
の地域担当職員を置くことにしてい
る。担当職員が地域の耳となり口
となり地域の手伝いをさせてもら
う。【町長】

地域担当職員 町長

地域担当職員制度や町長懇談会、出
前講座などの活用を促し、役場との距
離をより身近に感じていただけるよう
努めます。

◎

2
人口が減るといわれているが、
減少の原因は何か。

原因の７割は、けやき台の子ども
たちが成長して転出したことによる
と思われる。構造的な問題で難し
いが、これから子どもをつくる年代
が抜けていくので、この影響がしば
らく続くことで、基山町が消滅可能
都市と言われている。人数が減る
こともだが、高齢化率が高くなるこ
とで、予想以上に財政も厳しくなる
と考えている。税収が減り、支出が
大きく増えるなど２重３重で効いて
くる。【町長】

人口減少 町長

住宅取得補助金事業や家賃補助金
事業などが後押しとなり、民間事業者
による宅地開発も活発に行われてお
りますので、平成28年から3か年で人
口は横ばいから微増となっており、転
入者は増加傾向にあります。
平成28年3月の人口　17,345人
平成31年3月の人口　17,390人
0-5歳の人口も増加しています。

11区の高齢者数
Ｈ２６．３　476人
Ｈ３１．３　533人

◎

※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

政府では１億総活躍プランが行
われている。町村の指導者は
歴史と現在と未来を考えてほし
い。35年前の公民館の建設の
ことで、以前役場に質問をした
が、伝わっていないことがあっ
た。役場の職員は質問を受け
たら答えを持ってきてほしい。
公民館の補助金は35年以上前
から400万円のまま変わってい
ないのではないか。

今、明確な年月は分からないが、
200万円から400万円に上げた経
緯がある。【財政課長】
返答が届いていなかったのは、私
の責任だ。すみませんでした。【町
長】

その他
財政課

長
町長

公民館整備に活用できる助成金としま
しては、自治総合センターのコミュニ
ティセンター助成事業（上限1,500万
円、3/5補助）などがございます。ま
た、基山町まちづくり基金事業補助金
などは、5名以上の団体に3年間20万
円を上限に助成していますので、まち
づくり活動に活用していただけます。

◎

4

元気な高齢者が子どもたちを
預かるなど地域でやっていかな
くてはならなくなると思う。女性
も仕事に出て働いてもらうよう
になるため、地域の一躍を担い
たい。補助金の400万円をいか
して、雇用をうみだすよう検討し
てもらいたい。

公民館を中心に地域活動を活性化
することは大変いいことだと思う。７
区の公民館は770万円かけて拡充
をすることになっている。ＪＲけやき
台駅前では、子どもが高齢者と昔
遊びをするなどのイベントを開催し
た。公民館の活用をした事業を見
直したい。１年かけて、サロン活
動、基金事業など見直しさらに拡
充したい。ハードの400万円を上げ
る話も前向きに考える。ただし、区
によって状況が違うと思うので、確
認をする。【町長】

その他 町長

各区公民館を中心とした活動を支援
するため、平成30年度に地域活動支
援コーディネーターが活動していま
す。地域の課題解決に向けた仕組み
づくりを行っていますので、ご協力をお
願いします。

◎
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5

子育て支援等のＰＲの方法が
難しいと思うが、母子推進員や
民生児童委員との連携を考え
ているか、具体的な支援策はど
のようなことを考えているのか。

ホームページの子育て支援の情報が見つけにく
いことを改善したい。また子育てハンドブックを配
布しているが、さらに分かりやすいものにしたい
と考えている。子育て世帯に対する定住の住宅
施策も行っていきたい。母子推進委員や民生児
童員には、お願いすることが多いが、乳幼児の
健診や訪問などご協力をお願いしたい。【こども
課長】
広報は誰に向けて行っているのか考えなければ
いけない。町民のみなさまにも情報が届いてい
ないこともある。人口を増やすためには、福岡や
筑紫野や春日に向けても発信するようにしたい。
広報の効果的なやり方については、提案しても
らいたい。月に１回行われている団体長連絡会
のメンバーを増やして、連携をとるようにした。高
齢者向けでも子育て支援につながると思う。また
町内の６つの幼稚園、保育園の連携をとってい
きたい。【町長】

子育て支
援

福祉

こども課
長

町長

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、新町立保育園と多
世代交流センターを併設した「基山っ
子未来館」の整備により、子育て支援
策を推進していきます。

◎

6

区への配布物が多い。もう少し
減らすことはできないか。広報
きやまは、月に１回でいいので
はないか。

広報については、同様のご意見が
ある。インターネットを利用するか
ら紙媒体はいらないという意見もあ
るが、一方で紙が重要との意見も
ある。個々に合わせるのが難しい
ので、悩んでいる。広報の発行回
数を２回から１回にして、見やすく
カラーにする方法など検討する。
【町長】

配布物 町長

発行回数を２回／月にしているのは、
極力情報の即時性を確保したいという
理由です。また、かかる経費の都合
上、2色刷り（フルカラーではない）とし
ております。・「広報きやま」は全戸配
布となりますので、区長様・組合長様
には過大なるご負担をお掛けします
が、今後ともよろしくお願いいたしま
す。

◎
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7

民生児童委員が今年１１月に
改選の時期となる。１１区では３
名の選出をする必要があるが、
後任者の人選が難航している。
１つには、受けてもらえない理
由は、仕事の量と報酬の面で
バランスが悪いのではないか。

民生児童委員の仕事がいかに大変か思
い、心より感謝している。ひとり暮らしの高
齢者の率は周辺ではダントツになると思
う。セブンミールを実施しているセブンイレ
ブンと民生児童委員の連携で、孤独死を防
いだことがあった。民生委員の仕事は大変
と思われ、なり手がない事情はあるかもし
れないが、民生児童委員は国が委嘱して
いるもので、町から委嘱した委員とは格が
違う。報酬面では全体からみると、特別に
安いわけではないが、仕事内容は負担が
大きいかもしれない。例えば役場が年間
１、２万円の謝金の上乗せをしても、３人が
みつかるかどうかは疑問がある。工夫をし
ていかなければないと思う。【町長】

福祉 町長

基山町では、民生委員協力員制度
（報酬：月1,000円）を平成29年に県内
に先駆けて構築しています。
現在15名の登録をいただいています。
11区は3名の民生委員さんがいらっ
しゃいますが、1名の方が民生委員協
力員制度を利用されています。

◎

8

広報は月に１回でいいとの意見
を言われたが、高齢者はイン
ターネットはしない。高齢者のこ
とを無視してほしくない。

皆さんの意見を聞いているところ
だ。紙媒体はいらないとの意見が
あるが、止めることは考えていな
い。基山町はフェイスブックをして
いるが、やり方によっては見てくれ
る人が多いと感じている。佐賀県２
０自治体のうち月に２回広報を発
行しているのは基山も含めて３つく
らいだ。【町長】

配布物 町長

発行回数を２回／月にしているのは、
極力情報の即時性を確保したいという
理由です。また、かかる経費の都合
上、2色刷り（フルカラーではない）とし
ております。「広報きやま」は全戸配布
となりますので、区長様・組合長様に
は過大なるご負担をお掛けしますが、
今後ともよろしくお願いいたします。

◎

9

議員定数について、人口÷
1,600と聞いた。基山は２人多い
のではないか。議会の傍聴に
行くことがある。行政改革、財
政改革を議論してほしい。行政
も議会も平和ボケしていると感
じる。

行政も議会も町民全体も人口減少
についても安心しすぎている、危機
感が足りないと感じている。ハング
リー精神をもってやっていかなけれ
ばならないと思う。【町長】

その他 町長 ◎
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10

基山ＰＡの近隣の駐車場を利
用している。道路の開発等はど
うなっているのか。

今の駐車場よりもバイパス側にな
るが、道をつなぐ計画が決定してお
り、国の補助事業ですすんでいる。
今年度から工事をはじめて、来年
度には本格的な工事に入る。【建
設課長】
ただし、熊本地震の影響で、予算
が後ろ倒しになっていることもあ
り、少し遅れるのではないかと思っ
ている。基山ＰＡのＰＲですが、店を
出しているので立ち寄ってほしい。
【町長】

道路
建設課

長
町長

白坂久保田2号線は今年度末に供用
開始予定です。

◎

11

災害が起こったとき、11区の住
民はどこに避難すればいいの
か。

不安を感じたときに設置する自主
避難所は、基山町全域を対象に町
民会館としている。災害時の町の
指定避難所は、町民会館、総合体
育館、保健センターで、予備避難
施設としては１１区は基山中学校を
指定している。【総務企画課長】
先日の地震の際は、２日間で56人
の方が町民会館に自主避難され
た。いつもの台風時よりも格段に多
かった。【町長】

防災
総務企
画課長
町長

鳥栖市と協定を結んでいますので、弥
生が丘へ避難することも可能ですが、
まずは、基山町全域を対象として受け
入れを行う、町民会館への避難をお
願いします。

◎
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12

基山ではエミューに力を入れて
いると思うが、基山ＰＡに行って
もよく分からない。野菜だけで
なく、ＰＲマスコットなどを置いて
ＰＲしたらいいと思うがどうか。

エミューについては、昨年はテレビや
新聞に取り上げられ、基山町のＰＲとし
ては一定の効果があったと思ってい
る。今は発信していないように感じられ
るかもしれないが、定着期であると思
う。エミューは中山間地域の工作放棄
地対策として取り組んだ。補助金で増
やしていくことが良くないとの思いか
ら、先に商品開発を行った。地域おこ
し協力隊が等身大のエミュー写真を飾
ろうと計画している。エミューのマスコッ
トを作るにも費用面から難しい。【産業
振興課長】
エミューの実物は本福寺に行く道沿い
で見られる。【町長】

産業振興
産業振
興課長
町長

現在、約４００羽のエミューが飼育され
ています。エミューを活用した町のブラ
ンド化を推進するため、ハムやレトルト
カレーなどの加工食品や、油を使った
化粧品、羽を使った土産品などさまざ
まな商品展開を進めています。
また、エミューを飼育した耕作放棄地
を活用して、キクイモを栽培し、キクイ
モを原料とした食品なども開発中で
す。

◎

13
役場には職員がたくさんいるが
怖い感じで、行きにくい。

役場の職員にあいさつをするよう
に指導する。【副町長】
役場１階の窓口ではあいさつを奨
励している。、特に最近もしていな
い状況があれば教えてほしい。【町
長】

その他
副町長
町長 左記のとおり ◎

14

高齢になり１年ごとに体力が落
ちていると感じる。具合が悪い
とき早めに病院に行った方がい
いのか迷う。年をとると肩身が
せまい。老人クラブは町内に４
つしかなくなった。グランドゴル
フで体力をつけるのはいいが、
もっと活気がほしい。

基山の方々はがまん強いと言われ
る。具合が悪い場合は、がまんし
たばかりに重症化しないよう、遠慮
せずに早めに受診をしてもらいた
い。ただし、同じ薬をいろいろな医
療機関で何か所からももらうのは
よくない。【総務企画課長】

福祉
総務企
画課長

高齢者と子育て世代などが交流する
場として、多世代交流センター憩の家
を整備しました。また、各区において
実施されていますサロン事業などは好
評で、11区の通いの場は毎週水曜日
10時から実施されています。
スロージョギング教室なども実施して
いますので、ぜひご利用ください。

◎
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15

広報きやまは、１部でいいと何
度も言ってきたが、なかなか取
り上げてもらえなくて、あきらめ
ている。最近の広報の色遣い
が変わり、字も小さくなったよう
で、見にくくなった。

広報を月に２回発行できている自
治体は少ない。基山町も財政面と
の調整をしながら、月１回の発行で
内容をカラーにして見やすくするな
ど工夫を検討していく。字の大きさ
は、たくさんの情報を載せたいた
め、小さくなっていると思う。担当者
も考えて良かれと思ってやっている
ので、しばらく様子をみてもらいた
い。【町長】
広報きやまについては、若い職員
が担当して、毎回色を変えるなど
変化をつけている。【副町長】

配布物
町長

副町長

発行回数を２回／月にしているのは、
極力情報の即時性を確保したいという
理由です。また、かかる経費の都合
上、2色刷り（フルカラーではない）とし
ております。「広報きやま」は全戸配布
となりますので、区長様・組合長様に
は過大なるご負担をお掛けしますが、
今後ともよろしくお願いいたします。

◎

16

10月の町民体育大会をやめて
もらえないか。出場者は学生ば
かりで、各学校で運動会があっ
ているし、若い人向けだ。以前
からの慣習で役員が世話をし
なければならないし、老人には
苦になっている。

老人クラブや婦人会、青年団が地
域からなくなったこともイベントがな
くなることにも関係していると思う。
体育大会をなくすと老人クラブ活動
もなくなってしまう恐れがある。町
全体の体育大会は、他の地域では
やっていないことで、みんなで地域
を盛り上げていこうとする基山の特
徴とも言える行事だ。種目等の検
討をしながら取り組みたい。一度や
めてしまうと復活できない。【町長】

その他 町長

体育部長会議などで、競技種目などを
検討し、幅広い年代の方に参加しても
らえるように検討していただいていま
す。みなさまのご参加をお願いしま
す。

◎
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17

保険組合からジェネリック医薬
品にかえてはどうかと案内が
あった。かかりつけの医師には
言いにくいので、個人に案内せ
ずに、病院に言ってほしい。

ジェネリック薬品は、後発薬品で効
能は同じで単価が安いので、本人
の負担も減るし、保険負担も軽減
されるなどの特徴がある。希望す
れば、処方されるもので、ドクター
が困るものではない。ぜひ本人で
判断してほしい。【総務企画課長】
病院によっては先生や薬剤師から
ジェネリックをすすめられるとこもあ
る。【町長】

福祉
総務企
画課長
町長

健康保険組合等からも、医師会など
にジェネリック医薬品の普及をお願い
をしています。町民の皆様も、ジェネ
リック医薬品の利用についてご協力を
お願いします。

◎

18

趣味で絵を描いている。文化祭
には協会の人しか出品できな
い。オープン参加も受け付け
て、出品料を取るなどの対応を
してほしい。本日は財政の話は
出なかった。町の財政について
危惧している。基山町の車は中
古の軽自動車でいいと思って
いる。借金を減らすため町民一
人ひとりが取り組みをするよう
にしてほしい。

文化祭の主催が文化協会だと思
う。確認をするが、協会の会員以
外の人も出品できるように検討して
もらうようにする。【町長】

その他 町長

Ｈ２９より協会会員以外の方でも、文
化祭への出展等、参加可能となりまし
た。（協会会員以外は有料となりま
す。）

◎
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基山町内には産婦人科がな
い。町として誘致などの働きか
けをしているのか。

病院にも経営があるので、産婦人
科が基山で成り立つかどうかであ
る。町内のなるお先生に相談した
が、近隣の小郡市にも鳥栖市にも
あるので、町内にはなくてもいいの
ではないかとも思う。鹿毛病院にも
相談したが、産科小児科はリスクも
大きく経営が難しいらしい。役場で
やれることとして、産前産後で困っ
ている方への事業を検討し予算を
考えている。子どもの数や若い家
族が増えるとともに産婦人科も誘
致できるのではないかと考える。
【町長】

子育て支援 町長

モール商店街へクリニックモールがで
きる際は、産婦人科などの設置につい
て事業者へ要望を行いました。最終的
には事業者の判断により、実現には
至りませんでした。

◎

20

11区にはアパートが増えて、小
さい子どもがいる世帯等が多く
なっているが、子どもが大きく
なって、２人目３人目となると、
部屋が手狭になるので引っ越し
ていくことが多い。説明にあっ
た空き家を子育て世帯に借家
するなどして、町内に住んでも
らうようにできないか。

昨年、区長さん等の協力を得て空き家
の調査をした。空き家の所有者に意向
調査をする準備をしている。リフォーム
するなどして、空き家バンクに積極的
に登録していただくなど、業者等と協
議をしてすすめていきたい。基山町内
での定住の循環を図りたい。【定住促
進室長】
３ＤＫなどの若者向け住宅の建設も検
討している。【町長】
11区は人口が増えている。11区には
住宅ができて若い方が増えているの
で、転出をしないような取り組みができ
ればと思っている。【副町長】

定住促進

定住促
進室長
町長

副町長

民間の空家活用策としては、町では
空家バンクを推進しています。現在町
内不動産は売り物件が9件程度と少な
く、不動産の流通は順調です。町では
子育て若者世帯向けの定住促進住宅
「アモーレ・グランデ基山」を整備し、子
育て世帯向けの住宅を供給していま
す。

◎
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高齢者で持ち家がある方でも
若者の家へ転居することが増
えている。持っている土地や家
屋の資産を担保にして、生活を
続けられる仕組みであるリバー
スモゲージを考えてはどうか。

けやき台を中心に取り組む検討を
している。けやき台では多少誤解さ
れているところもあるが、今の住宅
を売ったり貸したりして、そのお金
でサ高住に入る費用を捻出するな
ど、サービス付き高齢者向け住宅
とともに取り組みたいと考えてい
る。その資産に価値があるかが重
要で、リノベーションするなど検討
する。【町長】

定住促進 町長

高齢者の住まいに関する相談などに
対応するため、出前講座の中でリバー
ス・モゲージなども取り上げていきた
いと考えます。

◎


