
町長懇談会（13区） 平成30年7月8日（日）　10：00～12：15　　　　　参加者20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

高速道路沿いに6件家がある。民家と高速
道路の間に側溝があるが、コンクリート化さ
れておらず、大雨でえぐられ年々幅が広がっ
ている。今回の大雨では溢れていたため役
場にも連絡した。安全にしてほしい。高速道
路の水も全て流れている。

小郡市と昨年から協議中。現場も
確認済み。小郡市長に直接要望し
ている。被害の状況にもよるが、引
き続き協議を行う。

交通安全 町長

該当箇所は、今年度の小郡
市の国土調査に合わせて、
水路の所有権と水利権の整
合を行います。

○
建設課
まちづく
り課

2

高圧線鉄塔のある山があるが、雑草が生い
茂っている。昨年までは刈っていただいてい
たが、管理が高速道路（ＮＥＸＣＯ）か小郡市
か基山町か？今年は高速道路に頼んだ。毎
年同じことをしているので、管轄をはっきりし
てほしい。

3

ため池を見回ったが、水位が高く危険を感じ
た。昨年は一度だけ高速道路（ＮＥＸＣＯ）が
溝から小郡側の草刈りをしてくれた。小郡市
に対して強く要望してほしい。雑木林を伐採
した関係で、水流が早くなっている。

※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。

◎

建設課
財政課
まちづく
り課

昨年も見たが、高速道路の管理者
にも申し入れをしないといけない。

公共施設 町長

高圧線鉄塔横ののり面は、基
山町の所有地で、水路から高
速道路の間は小郡市となって
います。
いづれも年２回の草刈を行う
ようになっています。
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4

町道交差点にカーブミラーがない箇所があ
り、そこから大通りにでるため、速度が速い
車にあおられる。

○ 住民課

5

道路中央にマンホールがあるため、大型ト
ラックが通ると乗り上げた衝撃で家が揺れ
る。舗装をしっかりやってほしい。

○ 建設課

6

大型車が3号線までのう回路として使ってい
る伊勢前線（田中鉄工前から立山歯科まで）
を30キロにしていただきたいと要望したが、
規制をかけることで地元住民が困ることもあ
るから慎重に検討したほうがいいと警察に
言われた。

× 住民課

7

たんぽぽ保育園前も車がスピードを出すの
で危険。13区単独ではなく、１０区やほかの
町民の意見を聞いて、総意として警察に要
望するといいのでは。

◎ 住民課

町民提案などでやってもらえば対
応していくが、基山小学校前に設
置しているゾーン30にする方法も
ある。また、警察に対して、地元町
民からもしっかり要望してほしい。
13区の総意として、安全対策のた
めゾーン３０にするとなれば、町と
して優先的に取り組む。
加えて、けやき台内の道路も通り
抜けが可能となるので、13区内の
通行量も増える可能性がある。直
接警察に言わなくても町からいう
事も可能。

交通安全 町長

桜町・伊勢山線の速度抑制
対策については、減速路面標
示、ポストコーン、カラー舗装
を設置し対策を行います。
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8

小学校の通学路について、9部格納庫の前
は3号線からけやき台へ抜ける車が多く危
険。特に、小学校低学年の子どもたちは車
を確認せずにわたることが多く、事故が心
配。基山口交差点の渋滞の抜け道になって
いる。

規制をかけることは比較的簡単で
はあるが、いいことばかりではな
い。車が来ないと思うことで、子ど
もたちの安全意識が弱くなるケー
スもある。もう少し慎重に考える必
要がある。過去には警察に何度か
立ってもらい警戒していただいた。
同様に城戸インター付近も警戒対
象としていただいたが、抑止力とし
ての効果が高かった。

交通安全 町長

９部格納庫前の通学路になっ
ている道路については、時間
帯進入禁止を検討します。

○ 住民課

9
猿田彦神社のゴミ置き場近くの竹やぶがあ
ぶない。防犯カメラをつけてほしい

防犯カメラは設置箇所や運用につ
いて、例えばゴミの不法投棄など
には抑止力となっているが、子ども
の連れ込みなどに効果的かどうか
は検討する必要がある。

防災・防犯 町長

今年度、該当箇所へ防犯カメ
ラを設置する方向で検討して
います。

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
箇所、54基の設置をし
ております。設置が必要
な箇所を、現在区長と
安全な町づくり推進委
員の方々に調査してい
ただき、優先順位を決
めて進めていきます。

○ 住民課
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10 キクイモは何に良いのか？

血糖値を下げる効果があるので、糖
尿病によいと言われている。治験を
行ったところ、腎臓機能によいとされ
ているため、現在、久留米大学医学
部の先生と協議している。基山町は
佐賀県で一番腎臓病患者が多い。と
りあえず腎臓病・糖尿病・認知症の3
つに絞って研究をしており、キクイモ
の効能についても研究している。ま
た、キクイモは季節商品で生産量が
少なく、すぐに売り切れている。冷凍
保存が利かないため、保存のきく加工
品を現在考えている。基山町のキクイ
モはエミューの飼育場で耕作してお
り、栄養価が高いのも特徴。

福祉 町長 ◎
健康増
進課

11

県営３と町営６の間の道にある木が台風で
ぐらついている。以前から話をしているが、
危険なので対応してほしい。枝は電線にか
かり根が張りすぎて地面が盛り上がってい
る。

現場を確認して、すぐに対応する。
ただ、伐採してよいのかの同意を
取ってほしい。

公共施設 町長
県営住宅管理業者で伐採し
ました。

今後も危険個所等を発
見しましたら、役場にご
連絡ください。

◎
定住促
進課

12

町営のアパートが空いている。園部住宅の
建て替えとあるが、移住していただくことを考
えてほしい。

当然検討している。 公共施設 町長
園部団地の方へは、住み替
えの案内をしています。

本桜団地には現在30戸
が空き室となっていま
す。園部団地の建替え
につきましては、今年度
に基本方針案を策定し
ますが、本桜団地や割
田団地の空室を有効に
活用しながら、必要な戸
数の整備を進めてまい
ります。

○
定住促
進課
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13

町営に入居者が少ない理由として、電気の
アンペアが小さいとか駐車場が少ないとか
言われている。

電気の話は初めて聞いたので、検
討していく。駐車場は1台でも仕方
ないと思う。

公共施設 町長

電気容量については、配線が
建設時期の電気設備である
ため限界が30Ａとなっていま
す。

入居者の希望があれ
ば、所定の申請書を提
出していただき、15Ａか
ら30Ａまで変更が可能
です。なお、電気容量に
ついては、配線が建設
時期の電気設備である
ため限界が30Ａとなって
います。

×
定住促
進課

14

一人親世帯が３０％を超えているというのは
衝撃的である。そういうものに対する対策は
重要ではないか。区役員の仕事を高齢者や
子どもに比重をおいた活動にしていくべきで
はないかと思う。区民がどのようなものを必
要としているのかを把握していない。自治会
の役員のなり手が少ない。いずれ区長のな
り手もいなくなるのではないか。

かつてよその区で区長代理が1名
いらっしゃったが、女性区長が基山
町にはいない。13区から実現して
みてはどうか。また、13区をモデル
としてシングル世帯を活用した会を
企画するなど、13区しかできないこ
とをやってみてもいいのでは？（子
ども食堂的な・・。）
基山町には待機児童がなく、子育
てしやすい環境ではないかと思っ
ている。移住定住に関しても追い
風になっていると思う。4月には子
育てパンフレットを作製した。

児童福
祉・子育
て支援

町長
地域担当
職員（こど
も課長）

平成２９年度に町内の子育て
世代の方も企画段階から参
加いただき、誰にでもわかり
やすい子育てガイドブックを
作成しました。平成３０年度よ
り窓口やイベント等で積極的
に配布しています。また、平
成３０年度には、ガイドブック
の概要版を作成し全戸配布
をしています。

◎
こども課
まちづく
り課
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15
13区では育児サークルを毎月1回開催して
いる。それを活用したらよいかも。

社協と連携して何かやるといい。
お金も人手もかかるので、何が効
果的か考えていきたい。

児童福
祉・子育
て支援

町長

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。第１３区で開催し
た時には第１３区の育児サー
クルと連携して活動を行いま
した。

こども課
まちづく
り課

16

施策をみて基山町が様々な取り組みを行っ
ていることに関心を持った。広報レイアウト
がガラッと変わったのはなぜか。非常にわか
りやすい。

広報担当は入庁1年目の若い女性
に自由にやらせている。

広報・PR 町長
総務企
画課

17

地域防災を町としてどう考えていくか。沼津
市に行った際に取り組みを見た。地域に特
化した自主防災をどう考えているか？

場所によるが、基山町くらいの大き
さであれば、個別管理をしていくこ
とが大事。2区は自主的な活動をさ
れたので、そこに町が物資を送り
込んだ。ただしその際、自主的に
区で管理する体制をとってほしい。
公民館に物資だけストックしても、
災害時は拠点としては機能しな
い。

防災・防犯 町長 ◎
総務企
画課

18

町の宣伝広報活動と地域の宝物の活用（基
肄城や長崎街道など）。どのように町外にＰ
Ｒしていくか？基山の呼び名の前が坊（防）
住山だった等、基山町の昔の話を私たち世
代に語り継ぐこと。そのような機会をいただ
きたい。

まずは「きやま」と「きざん」の違い
をアピール。植林発祥の町は今後
アピールしてほしい。基山町のお
寺と連携して取り組みをしていきた
い。

広報・PR 町長
産業振
興課
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19 13区のため池は決壊の恐れはないのか？
亀の甲池の例をみると、絶対に大
丈夫とは言えない。防災対策は
しっかりと取り組んでいきたい。

防災・防
犯

町長
建設課
定住促
進課

20
１３区のため池の調整池としての機能はどう
なのか。

ちゃんと調べたら、必要ないとは言
えないことがわかった。農業用水と
しての利用は以前に比べて減って
いるが、調整池としての機能は果
たしている。

公共施
設の運
用管理

町長
建設課
定住促
進課

21
外国人労働者に関して、その数を把握して
いるのか？不安要素はないのか？

住民登録している外国籍の方は
170名ほど。そのうち半数はすでに
永住権を取得している。この方た
ちはむしろ、外国人扱いをしないほ
うが良い。あと半数は企業が技能
実習生や留学生として受け入れて
いる。出身国は20か国くらいある
かもしれない。

国際交
流・外国
人との共

生

町長 住民課
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1

田中鉄工に勤務しているが、会社の若
い人が社宅に住んでいる。町内の保育
園が空きが無くて久留米に預けている
と聞いた。親は基山にいるが、子供の
問題（預け先）で移住できない。

入る意思があれが明日にでも相談
いただきたい。現在待機児童はない
ので、何かほかの理由があるので
はないか。たんぽぽ保育園は埋まっ
ている。ちびはるはモール商店街に
あるがあと2人は入れる。ころころ保
育園は余裕あり。基山保育園も余裕
あり。たまたま最初のタイミングでは
いれなかっただけではないか。

子育て支援 町長

現在、待機児童はおりませ
ん。
また、公立保育所の建替え
に伴う新しい保育所整備で
は、平成３０年度に民間保
育所、令和２年度に公立保
育所を開所し、今後も待機
児童が出ないよう整備を進
めています。

◎ こども課

2

健康ポイント事業について具体的に説
明してほしい。13区でもボランティアを
募集したり協力したい。

獲得した健康ポイントは、健康ポイ
ントカードにスタンプを押し、最終的
には「きのくにカード」につながって
いく。
この事業はポイント率は決して高く
はない。スロージョギングに参加した
ら健康ポイント5ポイント。満タンの
カードを健康福祉課にもってくるとポ
イントを付与。総合健診や通いの場
などの町の介護予防事業と健康増
進事業が対象。

健康増進
町長

健康福祉
課

平成３０年４月１日より健康ポ
イントの事業拡大を行いまし
た。対象者の年齢を６５歳以上
から４０歳以上と変更しました。
また町が実施する健診事業に
参加すると１００ポイント（以前
は５０ポイント）、介護予防事
業、健康増進事業に参加する
と１０ポイント（以前は５ポイン
ト）もらえるようになりました。福
祉課の窓口で健康ポイント１０
０ポイントをきのくにカード１００
ポイントに交換できます。

◎
健康増
進課

※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

基山町の草スキー再生プロジェクト。
基山（きざん）は草スキーだけではもっ
たいない。もっと基肄城を生かしてほし
い。翁草は九州で7か所しかないが、
希少性が高いためあまりＰＲもできな
いがもっと大事にしてほしい。

歴まち事業でまずは水門から上がっ
ていく道を整備していきたい。

歴史文化観光 町長

平成３１年１月２４日、基山
町の歴史的風致維持向上
計画が主務大臣（文部科学
大臣、農林水産大臣、国土
交通大臣）から認定されまし
た。この計画は、地域固有
の歴史や文化、伝統を守り
育て、次世代に継承し、基
山町らしいまちづくりを進め
ることを目的としています。
この計画に基づき、歴史的
風致の維持向上を図り、地
域の特性を活かしたまちづく
りに取り組んでまいります。

◎
定住促
進課

4
合宿所の整備について、３８０万は何
の予算？

当初予算の金額なので、補正を行
う。足りない分はふるさと納税を充て
る。 スポーツ 町長 ◎

まちづく
り課
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5 防犯カメラの設置を推進してほしい。

防犯カメラは犯罪等の抑止力として
活用していきたい。監視されることに
抵抗を感じる方も多いと思うが、事
件や事故があった時に確認すること
が設置目的なので、何もないのに映
像を確認することはない。あさひ町
交差点が人通りが少なく設置要望
が上がっているため今回設置を行
う。

防犯 町長

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箇所、54基の
設置をしております。令和元
年6月に区長と安全な町づく
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。

◎ 住民課

6

健康ポイントについて、各区でやってい
るグラウンドゴルフなどは対象にならな
いのか？

今後検討するが、ポイント付与対象
には一定のルールは必要になる。
現在は町が行っている事業につい
てポイントを付与している。ただしど
こまで対象を拡げるのか？体育協
会関連なのか、老人クラブ関係なの
か。まずはスタートして後々広げて
いく。今後拡充を検討する。これが
ブームになってほしい。サロン事業
などはつきやすい。

健康増進 町長

平成３０年４月より任意団体
の運動事業等が新たに健康
ポイントの対象事業となりま
した。ラージボール卓球、健
康体操等、現在８団体が登
録されています。

◎
健康増
進課
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7
憩の家のことを詳しく。お風呂はどう
か？食事はどうか？

お風呂は全面改修する。今はボイ
ラー式なので、お金がかからないよ
うに改修する。一階に子供の遊具を
配置する。

老人福祉 町長

平成３０年４月１日に多世代交
流センター憩いの家としてリ
ニューアルオープンしました。
平成３０年度の利用実績は２７
９１０人となっています。前年度
と比べて２．１倍増となっていま
す。
お風呂は男性の入浴日が火
曜・金曜・日曜、女性の入浴日
が月曜・木曜・土曜となってい
ます。食事の提供はありません
が、必要な方は、お弁当を持参
するか、出前をとって大広間や
ラウンジで食べています。

◎ 福祉課

8 合宿所のことを詳しく教えてほしい。

体育館周辺で設置を検討していた
が、ほっとステーションさんが店を閉
めるということで、その後の活用に
ついて相談を受けた。今回、町が
ほっとステーションを買い取り、宿泊
棟を併設する形で建設を行う。2階
建てで48人収容予定。１階と２階に
はそれぞれにお風呂を設置する。食
堂は現在のほっとステーション部
分。今後、憩の家と合宿所の町民意
見交換会を行う予定。

スポーツ 町長

基山町合宿所は平成３０年
５月１６日に新たな交流拠点
としてオープンしました。平
成３０年度の宿泊者数は１３
１０名となっています。

◎
まちづく
り課
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9

安全について、ちびっこ広場にふたの
ない側溝がある。また、13区内のいた
るところにふたのない側溝があり、落ち
てけがをした人もいる。側溝のふたをし
てほしい。公民館の前に森があるが、
地主が鳥栖市の人。大量の枯葉が道
路に落ちるため、管理が困難。一部は
町の土地なので伐採してもらったが、
その他は所有者がわからない。
以前、この土地にはスーパーができる
という話があった。

管理上、建設課と財政課が窓口と
考えられるが、まずは建設課と協議
をしてほしい。建設課が知っている
なら順番待ちになっているか、必要
ないと判断したか。早急に確認した
い。

公民館付近の側溝には蓋
（グレーチング）を設置しまし
た。
所有地管理については、所
有者へ通知し管理をお願い
しています。

広場付近の
側溝の蓋は
令和元年度
に設置しま
す。１３区地
内で住居側に
ついては、令
和２年度から
設置を年度計
画で行いま
す。

○ 建設課

10

民生委員協力員については次世代の
民生委員を育てることと、民生委員の
サポートという目的があるかと思う。多
くの事案について民生委員は解決する
すべがなく、各関係機関につなぐことが
役割だが、自分たちが思うほどの解決
策を示していただけない。相談事案は
解決しない問題が多い。民生委員とし
てはどこまでやるべきで、どこまで行政
に頼っていいのか？

民生委員はどういう感じで役場に案
件を挙げているのか？その時々の
担当者の対応がどうだったのか？も
ともと民民の問題なので、行政が介
入できないのかも。今年度、行政相
談員前の教育課長（内山氏）がなっ
ているので、民民の問題で町でも解
決できない事案は行政相談員が対
応することが可能かもしれない。
ただし、行政に相談されている事案
も、その4分の1くらいは解決できるも
のをしていないのかもしれない。こ
れから民生委員の活動は大事に
なってくるので、仕組み作りを行う。

民生委員 町長

令和元年６月末時点で、基
山町には民生委員・児童委
員が３６名おり、民生協力員
は１５名となっています。

◎ 福祉課
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11

まちが人口を増やすためにいろいろと
やっているが、基山町にきたら、おもて
なしの精神を感じることができる取り組
みが何かができないか？粕屋町の「か
よいちょう公園」にいったが、バラがき
れいに整備されていた。

まずは勉強させていただきたい。粕
谷町、おもてなしとは何か考えてい
く。

観光・定住 町長

基山町では、歴史や伝統文
化資源を活かして、神社仏
閣の関係者や町の職人らが
連携して、新たな体験型
サービスを創出するプロジェ
クト（おもてなし協議会）を平
成３０年度から始めました。
町を訪れる方に体験をとお
して感動や、人との出会い、
心の癒し等を感じていただ
き、おもてなしを実感してい
ただきたいと考えています。

◎
産業振
興課

12

弥生が丘温泉について、休業があまり
にも長い。何か町でできないのか？
営業していた時はアマンディなどと比
べ料金が高かった。

山楽については、所有者と工事を請
け負った業者の仲裁のために、国交
省が調整中。それで難しければ裁
判になる。料金体系について、山楽
は源泉かけ流しのため妥当な設定
だったのではないか。

観光 町長

山楽があった場所は、現在
は産業用地になっていま
す。

◎ 建設課
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13

基山町は神社仏閣が多いが、その横
の連絡はとれているのか。基山町の観
光という視点からみて、何かできない
か？バイパスの向こうに吉祥寺がある
が、地下にお参りができるスポットがあ
る。町の観光スポットとして活用できな
いか？

お寺について、まずは寺をめぐるプ
ロジェクトを作りつつある。しかしな
がら、お寺や神社と協力してまちづく
りを行うことについては政教分離を
いう議員もいるので難しい。取扱い
は難しいがそれぞれのお寺がさまざ
まな取り組みを行っている。大興善
寺でさえ、なぜ町が肩入れするのか
言う議員がいる。
ちなみに、龍光徳寺は観光はやらな
い。吉祥寺は観光には積極的。お寺
同士の組み合わせ（相性）もある。
ほとんどの住職とお会いした。全部
調べたら３０以上ある。

観光 町長

基山町では、歴史や伝統文化
資源を活かして、神社仏閣の
関係者や町の職人らが連携し
て、新たな体験型サービスを創
出するプロジェクト（おもてなし
協議会）を平成３０年度から始
めました。町を訪れる方に体験
をとおして感動や、人との出会
い、心の癒し等を感じていただ
き、おもてなしを実感していただ
きたいと考えています。また、
平成３０年度に大興善寺＆本
福寺と吉祥寺で寺婚（婚活事
業）を行いました。

◎
定住促
進課

14

多目的グラウンドを利用している。草刈
りを年２回やっているが、もう一回増や
してもらえないか？６月と９月。芝生の
管理上は毎月やらないといけない。伸
びてしまうとターゲットバードゴルフが
できないので自分たちでやっている
が、もう一度増やしてほしい。来年はク
ロスロードスポレクで18ホール作れる
会場を探しているが、東明館の横では
場所が足りない。参加人数が多いた
め、18ホール作らないと運営上回らな
い。

体育協会から言ってもらうほうがい
い。あくまでターゲットバードゴルフ
場だという立場で。協会もいろんな
大会を誘致したりして、頑張ってい
ただかないといけない。
スポレクの会場として基山はどう
か？まちづくり課にも相談する。ター
ゲットバードゴルフをどうやるのかと
いう議論をしたほうがいい。

芝生広場、遊具周辺は、幼
児や児童も利用しており、雑
草の繁茂状況を見て、可能
な限り草刈りを行うようにし
ました。

今後も継続し
て行ってまい
ります。

○ 建設課
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15

新婚世帯家賃補助金について、公営
住宅の空きが多い。１０件くらい空いて
いるのではないか？公営住宅にも補
助金が使えないのか？

公営住宅の家賃は収入に連動して
いる。新婚世帯家賃補助金は民間
の賃貸住宅を活用するための制度
のため、使えない。また公営住宅は
そもそも家賃も安いため対象にはな
らない。
園部団地が建て替え検討中のた
め、本桜に移ってもらえないか検討
中。

定住・公
営住宅

町長

平成３０年度から、結婚新生
活支援補助金事業を開始し
ました。この制度は所得制
限がございますが、夫婦とも
に３４歳未満の新婚世帯の
方が利用できます。条件を
満たす方が町営住宅に転居
される場合も利用できます。

制度の周知
に努めていま
す。

◎
定住促
進課

16

高速道路東側だが、法面の草刈りはネ
クスコがやることで調整。その他は小
郡市西島地区になる。高速の法面から
外れている。県境・市町境になっている
ため、町で調整してほしい。

小郡市長とは仲がいいので、これか
ら調整を進めていく。

維持管
理

町長

該当箇所は、今年度の小郡
市の国土調査に合わせて、
水路の所有権と水利権の整
合を行います。

◎
建設課
まちづく
り課

17

町営住宅には屋外の掲示板があるが
無法地帯。県営住宅は表示があるが
町営住宅はない。また、空き室の郵便
受けの管理はどうなるのか？歩道が
凸凹で管理はどうなっているのか。

跡で現地を確認させてほしい。 公営住
宅

町長 すぐに対応を行いました。

空室の郵便
受けには投函
できないよう
にシールを張
りました。ま
た、掲示板も
整理しまし
た。道路の凹
凸について
は、今後優先
順位を検討し
ながら整備い
たします。

◎
定住促
進課
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18

町長が変わって、町がスピードアップし
た。とくに役場窓口の対応が早い。町
民に対してサービスが良い。

- ◎

19

町の植栽管理を請け負っているが、委
託業務の発注が遅れている。小森町
長時代は４月に発注がかかっていたの
で、工事を早く取り組めたが、松田町
長になってからは発注が５月になって
いる。1か月の違いだが、スタートが遅
れると管理上支障がある。

できない理由を調べてみる。植栽は
入札でやるように指示をしている。
基山町はそれでも１／３ほどしか入
札していないので、よその町に比べ
て緩い。
来年は4月に発注できるようにしま
す。

維持管
理

町長
令和元年度は４月に発注を
行いました。

◎ 財政課

20

長い間、田中鉄工から旭町に向かう道
の看板は平等寺になっている。町の一
番のスポットである大興善寺の標識が
ない。大興善寺が軸になったまちづくり
をお願いした。

道路標識については、道路管理者
が設置することになっており、ご指
摘の道は県道になるため県が設置
することになっている。標識は町でも
いたるところに設置しており、自由度
は高い。今後、検討していく。

観光 町長

標識に記載してある「平等
寺」の横に「つつじ寺」と記
載されています。

◎ 建設課
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1

総合戦略を立てているからには、き
ちっと実行していただきたい。鳥栖
市と合併や広域行政についてどう
考えているのか。

合併については就任して３か月であ
り、考えていない。広域連携について
は大事である。今年にコミュニティバス
を鳥栖のやよいがおか鹿毛病院まで
運行をしている。観光については、ア
ウトレットや太宰府辺りとの連携が必
要になってくる。雇用についても、佐賀
市、福岡市、久留米市や大牟田市辺
りまでを含めて連携を行っていきた
い。まずは、分野を絞って効果的なと
ころから実施していきたい。【町長】

総合戦略
市町合併

町長 ◎

2

町営住宅のインターフォンはブザー
であるため、訪問してもなかなか出
てきてくれない。過去に、悪徳商法
での営業があったという話を聞いて
いる。防犯面からカメラ付きのイン
ターフォンにすることはできないか。

基山町は人口が減少しているが、もう
１つ懸念しているのは、高齢化が他の
自治体に比べて高くなることである。
特に、一人暮らしの高齢者が他の自
治体よりはるかに高くなることが予測
される。防犯と見守りの面もあるので
他自治体を調査して検討したい。【町
長】
インターフォンを修繕したことはある
が、カメラ付きを設置したことはない。
他自治体の状況を調べて、一人暮らし
の高齢者など優先順位について検討
をしたい。【建設課長】

その他
町長

建設課
長

既存ブザーが交換時期
を迎えるものもあるため、
更新時にカメラ付きのイ
ンターホンに交換するこ
とを検討します。

交換時期を迎えるも
のから、予算の範囲
において順次モニ
ター付きインターホン
への更新を検討しま
す。

○
定住促
進課

平成28年５月24日（火）19：00～20：43　　参加者19名 ※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

基山町は駐車場が多いため町民が
利用する駐車場に第１駐車場、第２
駐車場等の名称をつけることはでき
ないか。場所の説明をするときにも
分かりやすくなるのではないか。
大会が開催されるときには、町から
駐車場の指示をしているのか。

基山町は総合公園や総合体育館では、九州大
会が多く開催されており九州中から多くの人が
集まっているが、町外から来る人には駐車場
が分かりにいと思う。お金がかからず良いアイ
ディアは採用していきたい。【町長】
総合公園については今年度に最後の工事を行
い、看板の設置を予定している。看板設置につ
いては、国の事業でできるので、名称について
は前向きに検討をしたい。まずは、広報誌に駐
車場の配置図などの掲載を行い、その後予算
の必要な看板については検討を行いたい。【建
設課長】
町民会館の駐車場については、イベントが重
なり人数が多いときには、場所を決めている。
【建設課長】

その他
町長

建設課
長

駐車場入り口に看板を設
置しました。
総合公園の南側（体育館
西側）駐車場を第1駐車
場、グラウンド南側を第2
駐車場、グラウンド西側
を第３駐車場にしました。

◎ 建設課

4

熊本地震により通学路の２か所が
地割れしているため、早急に対応の
検討をしてほしい。
注意看板が設置してあり、対応して
もらっているが早く対応をしてほし
い。
溜池の土が柔らかくなっている。フェ
ンスに穴が開いており子どもたちが
出入りしているため危険である。

早急に対応を行う。【建設課長】
現地の確認を行う。【町長】

その他
町長

建設課
長

地震による地割れは、道路
補修で対応しました。その
後の大雨の影響で、道路に
不具合が生じた場所があ
り、現在通行止めの箇所が
あります。

溜池内の簡易通路のフェン
ス穴補修は、貯水されてい
る期間は対応ができません
ので、減水される時期に補
修を行います。それまでの
間は、応急的は修繕をして
います。

◎ 建設課
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5
災害が起きた場合に、お金などの
準備をしているのか。

熊本地震では、町民会館に避難所を
開設しており56人の方が避難をされ
た。台風のときよりも避難者が多く、今
回の不安は大きかったと思われる。お
金については、通常の基金として蓄え
ているだけであるが、非常食の準備を
している。イオンやコメリと災害協定を
結んでおり、何かあった場合には食品
が届くようにしている。非常食も賞味
期限があるため、現在防災訓練の時
に試食をしていただいているが、今後
は学校で防災教育を行い、子どもたち
に非常食を食べてもらうなことを考え
ている。【町長】

防災 町長

平成３０年７月豪雨災害
のときは、避難所（町民
会館）へ３２７名の方が避
難しました。非常食７６０
食、飲料水４９０本を使用
しました。

◎
総務企
画課

6

災害時の避難場所はどこになって
いるのか。どこに避難したら良いの
か分からなかった。
防災無線は10区の公民館と6区の
格納庫しかないため、聞こえにくい。

自主避難所は町民会館と保健セン
ターである。今回の地震では町民会館
を避難所としている。連絡体制につい
ては、エリアメールの配信と防災無線
により行っている。防災無線では、聞
こえないという意見があるため再度テ
ストして、現況を把握したいと思ってい
る。【町長】
防災無線の検討をしたい。非常のとき
にテレビで放送するシステムは高額で
あるため、現在のところエリアメールが
有力である。【町長】

防災 町長

本桜団地公園に防災無
線の新設を行いました。
また、防災行政無線で放
送した内容は、２４時間
以内であれば電話で確
認できます。

電話番号：０５０-５３０６-
２６８２
今回配布したハザード
マップの裏面にも防災情
報を記載しております。

◎
総務企
画課
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7

公民館の耐震はどうなっているの
か。
高齢者の方にテーブルの下に避難
するよう指示をしたら良いのではな
いか。

耐震については確認をしていないが、構造は
軽量鉄骨であるため通常の住宅と一緒であ
る。避難所として使用する場合には、町民会館
がしっかりしている。また、職員がいるため不
安を取り除くということでも良いと思う。【建設課
長】
町営住宅も鉄筋コンクリートであるため、傾い
たり倒れたりする場合は相当な地震である。避
難の指示は、自主避難、避難勧告、避難指示
の３種類である。避難勧告、避難指示は危険と
ころは避難してくださいという指示であるが、町
営住宅が無事であれば避難をしなくても良い。
避難しようと移動しようとするとかえって危険な
場合もある。【副町長】
大規模な地震のときには、広報車や消防など
を通して連絡を行うので、それをもとに判断し
てほしい。【建設課長】

防災

建設課
長
町長

副町長

◎ 建設課

8

海外に住んでいる息子が戻ってくる
ことになり、町営住宅が空いていた
ため荷物を先に置きたいために貸し
てほしいと要望したが、３か月町内
に居住していなかったため貸しても
らえなかった。事情の考慮をしてほ
しかった。

３か月の居住用件については今年度
の６月に見直しを行う予定である。【町
長】
住むことを前提にしないといけないた
め、荷物を置くためには貸すことはで
きない。【建設課長】

町営住宅
町長

建設課
長

平成２９年１０月より、町
内に住所を有しない方で
も直接町営住宅に入居
申し込みできるようになっ
ています。

◎
定住促
進課

9

町営住宅に住んでいる方が、高齢
になり１階に移りたいという場合、手
続きはどうなるのか。
転居した際に立ち会いをしたが、入
居時に掃除もされてなく畳の角は潰
れていた。ちゃんと修繕ができない
のか。

空いている場合に移ることは可能であ
る。再度契約をする必要がある。【建
設課長】
畳が日焼けなどで痛むため、入居が
決まって掃除を綺麗にしている。悪い
ところがあれば、確認を行うため伝え
ていただきたい。【建設課長】

町営住宅 建設課
長

◎
定住促
進課
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10

町営住宅の空き状況はどうなってい
るのか。
町営住宅では給料が上がると退去
しなければならず、３月には退去さ
れた方が多かった。町営団地の
セールスポイントは何か。
13区は約300件程度の世帯であり、
そのうち空き室の10件は多い。

町内で14戸、本桜団地は12戸が空室
である。【建設課長】
町営住宅は所得層が決められた住宅
であるため、経済的な力をつけていた
だいて、外に出ていかれることを目的
としている。【建設課長】
住所用件の見直しにより、今までのよ
うに帰省後すぐに入居できないという
ようなことは解消される。【建設課長】

町営住宅
建設課

長

令和元年５月末現在の
空室
本桜団地　30戸
割田団地　4戸
広報きやまに掲載してい
る本桜団地の空室戸数
は3戸となっていますが、
すぐに入居できる戸数を
表示しています。その他
の部屋は、修繕等が完
了しておらず、入居希望
者が増えれば改修を行
います。

◎
定住促
進課

11

給食の献立について、こどもが１週
間に１回は、罰ゲームのような給食
だと言っている。小中学校給食費の
補助の見直しより、まずは献立につ
いて見直しをできないか。また、誰
か試食をしているのか。
学校給食は月4,200円でバランスの
良い食事でとても助かっている。年
に１回ぐらいアンケートのような形で
給食について調査するのも良いの
ではないか。

給食の献立については毎学期、献立
委員会のなかで検討をしている。給食
センターで３校分作っており、子どもた
ちの希望メニューの提供もしている。
悪い内容があれば、具体的にご指摘
をいただきければ改善を行いたい。
【教育学習課長】

教育 教育学
習課長

現在、毎月献立委員会を
開催し給食センターと教
職員で給食メニューの調
整をしています。また、栄
養士が給食時間に各学
校の教室を見回ってお
り、そのときの子どもたち
の感想を参考に、栄養バ
ランスを考慮しながら、子
どもたちが好む給食の提
供に取り組んでいます。

◎
教育学
習課



町長懇談会（13区）

№ 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 担当課

平成28年５月24日（火）19：00～20：43　　参加者19名 ※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。

12

特別な支援が必要な児童生徒に対
する支援の充実について、みやき町
の特別支援学校に行ってもらうこと
はできないのか。支援員に対する費
用が軽減されるのではないか。

特別支援学級の生徒が増えている。
みやき町や小郡市、金立の特別支援
学校は重度の方が対象である。基山
町の特別支援学級は軽度の方であ
り、教育により、持ち直す努力をしてい
るのでご理解をしていただきたい。【町
長】

教育 町長

現在、特別支援学校に通っ
ているお子さんは５名いま
す。支援学級に入級されて
いるお子さんは特別支援学
校に該当しない翔が幾分で
あるか、程度が軽度である
ため、支援学校には該当し
ません。
このように支援を要するお
子さんが、基山町内の学校
でより良く生活していくた
め、支援因の配置を行い、
きめ細やかな支援に取り組
んでいるところです。

◎
教育学
習課

13

不良住宅除去費補助金について、
更地にすると固定資産税が高くなる
が、高くなった固定資産税の補助も
行うのか。

不良住宅については、壊さないと危険な
空家である。本来責任を持って除去して
いただかないといけないが、壊す費用が
ない場合に補助するものである。まずは、
補助をせずに速やかに除去をしていただ
くようにお願いをしたい。【町長】
撤去できない場合、国の特別措置法に基
づいて役場より指導勧告を行い、特別減
税については適用されなくなる。【定住促
進室室長】
住宅を除去し更地にすることで、新しく家
を建てらる方への売却や賃貸してもらうこ
とを目的として定住施策としている。【総務
企画課長】

税金
定住促進

町長
定住促
進室室

長
総務企
画課長

不良住宅除去費補助金
を活用し、倒壊の危険が
ある家屋の除去を促して
おりますが、固定資産税
の補助は行っておりませ
ん。

◎
定住促
進課

税務課
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14

新たな雇用の創出について、どうい
う施策を検討しているのか。宗像市
の日の里団地では、農協と連携しビ
ニールハウスで野菜を栽培し、駅前
の空き店舗で販売をしている。

企業の支援をしながら、雇用を増やす施
策を検討している。夏頃に広域での企業
説明会の開催を予定している。地域の有
力な企業とマッチングして、基山町に住み
ながら通勤する定住促進を含めて実施し
ていきたい。雇用の創出については、５月
20日に創業支援事業計画について国の
認定を受けており、基山町で創業していた
だく方を役場・商工会・町内の銀行と連携
して支援していく。また、農業が高齢化に
より十分な農作業ができていない方も多
いため、ボランティアとマッチングし、秋の
稲刈りの時期までに具体化できないか検
討をしたい。【産業振興課長】

産業振興 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３１名の
マッチングを行いました。

◎
産業振
興課

15

通過拠点から交流拠点についての
基本的な考え方について教えてい
ただきたい。

大興善寺には、年間６，７万人集まってい
る。観光と結びついた農業の展開や基山
PAの販売店舗を拠点とし、人を呼び込
み、町内の滞在時間を伸ばし、町内の企
業に儲けてもらう仕組みづくりを行いた
い。【産業振興課長】
SGKでは色々なプロジェクトの検討をして
おり、水曜日と土曜日に農協で朝市を
行っているが、それ以外の１日をSGKで運
営することを検討している。また、交流拠
点としては図書館が４月に開館し、町外か
らの利用者が増えている。大興園寺は来
年が1,300年であるため、大興善寺を活用
してさらなる交流拠点とする戦略を検討し
ていきたい。【町長】

産業振興
総合戦略

産業振
興課長
町長

◎
産業振
興課



町長懇談会（13区）

№ 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 担当課

平成28年５月24日（火）19：00～20：43　　参加者19名 ※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。

16

きのくに祭りにどぶろっくが来たとき
には、人が多く集まり大変盛り上
がった。ＰＲを兼ねて積極的に活用
してはどうか。

どぶろっくを招待するのに百万円以上
の費用がかかっており、前回は全額
補助金を活用している。現在は補助金
がなくなっており、全額の予算となるた
め、費用対効果を考える必要がある。
基山町出身の方には、キングダムや
少年ラケットの作者などいるため、知
恵を振り絞りながらやっていきたい。
【町長】

ＰＲ強化 町長

平成３０年７月、どぶろっ
くに「基山町ふるさと大
使」を委嘱しました。きの
くに祭で盛り上げてもらい
ました。

今年度も７月のきのく
に祭り、１２月のふれ
あいフェスタへの出
演を予定していま
す。

◎
産業振
興課

17

町単独の35人学級の実施とある
が、若基小学校の３年生は45人で
ある。どういう条件をクリアすれば実
現が可能であるか。

生徒数については、１、２年生だと36
人で良いが３年生だと46人から２クラ
スになる。教師の給料を負担すると教
師の数を増やすことができる。審議会
での検討が必要であるが校区の見直
しやアパートの建設場所など戦略を練
りながら検討をしていきたい。【町長】

教育 町長 ◎
教育学
習課

18

公共施設の整備について、本桜団
地や処理場については、適切なメン
テナンスにより維持していくとあるが
具体的に教えていただきたい。

整備をしていきたいが、予算の優先順
位によりメンテナンスにより維持をして
いく施設である。本桜団地は老朽化し
ており優先順位をあげるような要望が
あれば言っていただきたい。【町長】

公共施設整備 町長

今年度、本桜団地ＲＣ－
１及びＲＣ－２の外壁改
修を行う予定です。

今後も順次、外壁改
修を行う予定です。

◎
定住促
進課

建設課
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19

本桜団地の表示板には部屋番号の
記載がないため、場所が分かりにく
い。整理をすることはできないか。

総合公園には、掲示板に桜の木の
名前が記載しているが、向きが逆さ
まになっているため、掲示板を設置
する際には注意してほしい。

運用上の見直しであれば、建設課に
伝えていただきたい。対応できるもの
については、対応する。【町長】

その他 町長

町営住宅の掲示板は、
棟の部屋番号表示を行
いました。
方角を表示しました。

◎
定住促
進課

20

町営住宅の気になる点は、独居老
人の孤独死と貧困状態の家庭であ
る。困っている方を手助けするため
に、きめ細やかな対応をする必要が
ある。
町営、県営住宅には母子家庭が多
い。町として母子家庭をどう助けて
いくか根本的なことを考えることが
大事である。

セブンイレブンでは、商品の宅配を行ってい
る。配達の際に独居高齢者の体調不良を感
じ、民生委員に連絡を行い、病院につなげるこ
とができたというケースがあった。また、現在、
社会福祉協議会を通じて見守り事業を行って
いるが、セブンイレブンや佐川急便、郵便局、
新聞、ガス会社等と連携して、見守り対策を検
討していきたいと思っている。こども食堂につ
いては、うまくいっていないところが多いため、
基山町では子どもや親が集まって相談や話せ
る場所の検討をしている。食品衛生法上どこで
もできないが、公民館単位で世代間交流にな
るので実施を考えている。【町長】
全国でシングルマザーが一番多いのは、鳥栖
市である。その流れで基山町でも増えている。
今後は、給食費の補助を含めたところで検討
をしたい。【町長】

町営住宅
福祉

町長

１人暮らしの高齢者の方
への対応について、庁内
で勉強会を設置します。
また、平成３０年度１０月
より保険センター内に「子
育て包括支援センター」
設置しました。妊娠から
子育て期の様々な疑問・
質問・相談に対応する総
合相談窓口となっていま
す。

◎
福祉課
健康増
進課


