
町長懇談会（14区） 平成30年6月30日（土）　18：00～19：20　　　　参加者19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

業務報告を提出しているが、町
にお願いしている事がやられて
いない。出来ない分については
連絡して欲しい。例えば、原歯
科前のインターロッキングの段
差や公民館前の街路樹が枯れ
ている。また、大雨の時に側溝
蓋が吹き上がってパンクした例
もあり、事後対応でなく定期的
に点検して欲しい。

先ず、業務報告（※１）がどのようなものか知ら
ないので確認する。まちづくり課に提出している
ことになっているみたいだが、他の区からも樹
木や草刈の要望があがってきているので、今
後ルール作りが必要だと考えている。

※１　環境美化推進委員の業務報告

道路整
備

町長

インターロッキングの
補修は、けやき台1丁
目から順次補修し、
平成30年度は、けや
き台4丁目を行ってい
ます。平成31年度
は、けやき台1丁目を
行う予定です。

雨天後にパトロール
を行い、落ち葉が堆
積している場所につ
いては、その都度対
応しています。

・インターロッキングは、計画通
り、平成30年度けやき台4丁目で
施工。今年度は、けやき台1丁目
で施工予定。
・側溝の落ち葉は、雨季前の清
掃を実施中、側溝蓋が開かない
場所があるため、グレーチング
前後を清掃し、雨天後に点検す
るサイクルとしている。また、落ち
葉が多く詰まる場所は、7月中に
グレーチングに黄色ペイントを行
い、巡回j時に確認を行うようにす
る。

○
まちづくり課
建設課

2

道路の曲り角などのスペースに
車が停められている。駐車場な
どを作ってはどうか。

行き止まり道路の路上駐車は、駐車違反で取
り締まれず、車庫法違反で対応している。これ
から、白坂・久保田２号線が開通すると、状況
もそう言う訳にはいかなくなるので、パーク＆ラ
イドの手前の道路の活用を考えている。３０台く
らい駐車スペースを作ればどうにかなると思
う。16日の意見交換会でも話し合ってみたい。

道路　 町長 ―

白坂久保田2号線が、令和2年3
月開通予定で、令和元年度予算
において、けやき台74号線の片
車線部分に約28台分の駐車場
スペースを確保します。また、駐
車禁止規制の要望予定で、それ
までは啓発活動を重点的に実施
し、路上駐車対策を行う。

◎

3

けやき台駅前トイレが和式なの
で、洋式にしてほしい。また、若
基小運動倉庫横の水銀灯は、
周りの樹木が邪魔をして見えな
いようになっている。

植栽はすぐ対応する。トイレは検討する。
公共施

設
町長

けやき台駅前トイレ
の洋式化は、平成
31年度に一部改修
予定。植栽につい
ては平成30年度に
剪定した。

― ○ 財政課、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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4

水銀灯が17基あり、電球の交
換は補助がなく、区の負担に
なっている。壊れる前にＬＥＤ等
の設置申請は可能か。

申請してみてください。
防災・
防犯

町長

防犯街灯設置基準
では、区や地区管
理の防犯街灯器具
交換については、
現在設置してある
器具が故障して使
用できない場合に
交換しているため、
使用できる器具の
交換は出来ない
が、平成28年度に
水銀灯12基をLED
の防犯灯に改修し
た。

区が管理する水銀灯が故障した
場合、順次更新を行うので、故障
の際は、住民課くらしの安心・安
全係に連絡ください。

× 総務企画課

5

けやき台駅前の防犯カメラを抑
止力向上のために目立たせた
らどうか。

防犯カメラは目立たない所に設置をしていても
効果は上がっている。今後、考えていきたい。

防犯 町長

けやき台駅前の防
犯カメラは、駅前
ロータリーの中心に
あるポールに設置
し、目立つように
「防犯カメラ作動
中」の貼紙をしてい
る。

― ◎

6

白坂久保田２号線が開通した
ら、出入口に２基は防犯カメラ
の設置が必要と思う。防犯カメ
ラの設置申請は必要か。

けやき台の他の区からも要望があると思うの
で、先ずは、けやき台の区で協議して欲しい。

防犯 町長 ―
今年度、白坂久保田２号線の開
通に合わせ防犯カメラを設置す
る予定。

◎

7

老人の一人暮らしが増え、民生
児童委員の負担も増加してい
る。町としての方策はあるの
か。老人の一人暮らしが増え、
民生児童委員の負担も増加し
ている。町としての方策はある
のか。

一人暮らしで認知症になる前の事前相談体制
を作りたい。希望があれば、家の住み替えをサ
ポートする。また、民生委員の補助員を導入し
ている。見守りについては、アナログがいいの
かなと思っているが、ITの活用も考えている。

福祉 町長
平成29年度に補助
員を導入。14区は
添田さん。

今後、基山町は独居高齢者世帯
数の割合が全国トップクラスにな
るので、新たな施策も検討してい
る。

◎
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8

Ｊアラート・防災無線が聞こえな
い。電話で聞けるサービスはど
うなったのか。

Ｊアラーとと行政無線は一体的となもので、Ｊア
ラートの情報も行政無線で流している。昨年、６
０箇所程で検査を行って、３箇所は聞こえな
かったので聞こえるように整備をし直した。これ
で十分かと思っていたが、再度皆様からそのよ
うな話があがってきているので、今年度もう一
度その試験を行おうとおもっている。今回は聞
こえないとあがった地域を重点的におこないた
いと考えている。
電話サービスについては、すでに開始してい
る。無線がなった際に、電話していただくとその
内容を聞くことができるようになっている。

防災 町長

防災行政無線の放
送内容は、050-
5306-2682で聞け
ます。

― ◎

9

けやき台のこどもが少ない。基
山小校区にばかり住宅が建っ
ている印象がする。

線引き制度があり、若基小校区では住宅が建
ちにくい。線引きの撤廃は鳥栖市の合意が必
要で簡単には出来なさそう。また、校区の見直
しをする方法もある。誰も声には出していない
が、アンケートではけやき台の高齢者で中心市
街地に移りたい人もいる。町内移住が進めば、
若い世代がけやき台に入って来れる。

教育
都市計

画
町長 ―

けやき台の空き家約32件（うち14
区6件）、本桜団地の空き家も含
めて有効なストック活用を図って
いく。

◎



町長懇談会（14区） 平成２９年度
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1

基山町では人口を増やすため
に様々な政策を行っているが、
移住体験住宅の申込みはある
か。

申込みは１件あり、鳥栖市在住
の方が14日間（５月29日～６月
11日）限定で入居予定。旅館業
法上宿泊費等はとれないため、
宿泊費や光熱水費等は無料。人
口減少について、平成15年以来
前年の同月を比較して人口が２
か月連続増えていないため、２
か月連続前年同月で増えたら底
を打ったと宣言したい。

定住促進 町長

移住体験住宅利用
者
H29…24件（うち移
住3件）
H30…23件（うち移
住5件）
R１…13件（うち移
住1件）

― ◎

2

人口減少の要因は何か。男性
は周辺の市町で働いている
が、女性が基山町で働ける場
所が少ないので、女性が仕事
をしやすい環境整備が大事で
はないか。

消滅可能性都市の試算では、基山町は
県内でも太良町に次いで２番目の消滅
可能性都市であるが、この数値は20～
39歳の女性人口の増減で算出されたも
のであるため、実態よりも厳しい数値が
算出されているのではないかと思う。今
現在、企業誘致や女性の方が起業する
仕組みを作っている。モール商店街の
中に事業化をするための「コワーキング
スペース」やインターネット経由で仕事の
発注を受けること等をする「ローカルシェ
アリングセンター」で若い女性に仕事をし
ていただいているので、この事業を今後
も拡大していきたい。ニーズとシーズを
マッチングしたハローワークを役場内に
作りたい。定住促進、子育て支援、産業
振興が一体とならなければ町政は上手
くいかないと思う。

定住促進 町長

平成30年12月に無
料職業紹介所を役
場に開設した。オー
プン以降、31名（男
8、女23）の就業に
結びついていま
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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3
ＳＧＫでの就労支援はどこまで
支援をしているのか。

鳥栖・基山周辺のローソンのオー
ナーがアルバイト店員が見つからな
いので、高齢者の方を紹介して欲し
いという要望をいただいている。ＳＧ
Ｋ事業ではコンビニ就労の研究を始
めたが、その後どう進んだかについ
て一番詳しいのは亀山さん。また、
旧トライアルの跡地には、病院や介
護施設等を誘致するために調整し
ている。旧役場の跡地には、来年の
７月より中所得者層の住宅を建築予
定。モール商店街は、私が副町長
時代には空き店舗が11店舗あった
が、今は３店舗まで減り、秋頃には
ダンススタジオができる予定。

総合戦略 町長

基山SGKにシニア
就労支援部会があ
り、斡旋した結果セ
ブンイレブンで1名
の方がアルバイトさ
れました。また、現
在、佐川急便との
間で宅配サポート
業務の検討を行っ
ています。

―

4
オルレを基山町に誘致してみて
はどうか。

九州観光推進機構がオルレを運営しており、
以前機構のトップの方と唐津のオルレに参加
したこともあり、オルレに非常に関心を持って
おり、ぜひ誘致したいと考えているが、それな
りの費用がかかるので検討中である。オルレ
が上手くいっていない市町は、指宿市のよう
に担当職員が変わったときに次の担当者が
あまり力を入れなかったりする場合である。そ
れに対してオルレを誘致して上手くいっている
市町は、担当者が変わっても前任者が一生
のライフワークとしてオルレに携わり続けてい
ることと継続して参加する住民の方がたくさん
いる。基山町でもそのように継続してオルレに
携わることができそうな職員に声をかけてい
るところである。オルレの発祥は基山町と縁
のある対馬近隣の韓国であり基山町に向い
ていると思うので、ぜひオルレを誘致したい。

オルレ誘致について、コー
ス表示板等の設置に約60
万円、九州オルレ認定地
域協議会の年会費として
40万円が必要となり、具体
的な検討は進んでいない。
一方で、平成28年度に地
方創生加速化交付金を活
用した「魅力ある空間形成
プロジェクト事業」により、
ルックアップ基山観光マッ
プアプリと連動した「基山町
散策コース（ウォーキング
コース全7コース、神話探
索コース全4コース）」を設
定した。

― ○ 産業振興課
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5
アパートが増えているのになぜ
人口が減少しているのか。

世帯数は毎月増えているが、単
身世帯が増えたり各世帯の人口
が減っている。ただ単身世帯が
結婚したりして人口が増える可
能性はある。今現在の世帯数
は、一番人口が多かったときより
も1,000世帯以上増えている。

定住促進 町長
単身・新婚世帯が
多い。

― ◎

6

広報について、基山町がニュー
スや新聞等で取り上げられる機
会が増えたように感じるがどの
ような取り組みをしたのか。ま
た、町内は広報きやまを配布す
ればいいと思うが、町外への情
報発信はどのようにして行って
いくか。

今までは佐賀県内で情報発信していき
たが、意識的に福岡県に情報発信する
ためにFBSで国と町で半分ずつお金を
負担し、スポット的にCMを流したり、西
鉄バスセンターの電子掲示板を使って
情報発信をした。地方創生事業補助金
を活用し宣伝を行ったこともあり、他局も
取材に来てくれて福岡県にも情報発信
できた。簡単には定住促進には繋がら
ないとは思うが、町外に出た基山町出身
者が基山町のことを話してくれることが
狙いであり、それは成功したと思う。ス
ポーツが盛んなことや薬品会社が２社あ
ることを活かして健康まちづくりをアピー
ルできればいいと思っている。ぜひみな
さんも口コミでも拡げていただきたい。

その他 町長

小まめにプレスリ
リースやFBなどで
情報発信を行って
いる。

― ◎
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7

先日アサギマダラを呼ぶために
熊野古道にキクを植えている人
を見かけたが、姫島や喜界島
がアサギマダラで町おこしをし
たように、基山町でもどこの企
業かしているかわからないがラ
イチなど特産物で町おこしをし
て欲しい。

本福寺に続く熊野古道を整備し
たい。ライチは宮崎県の企業で、
理想は宮崎県でしたようにライチ
の農園の周りにみなさんで観光
農園をすることにより町全体が
観光農園と認識してもらえるよう
になることであり、これらの取組
みは健康まちづくりにも繋がると
思う。今現在ないものをゼロから
作りだすのは夢があっていいと
思う。

その他 町長 ―

ライチ園が7月オー
プン予定。
また、森林の林間
にサカキを植栽し、
特産品とするプロ
ジェクトを実施して
いる。

◎

8
玄海原子力発電所についてど
のように考えているか。

山口知事と同じ意見で、火力発電は一度リタ
イアしたものを再度使っているため危険であ
り、何かあったときに電気等が止まり電気代
が高くなることは間違いないので、今ある原
発を再稼働させるのはやむを得ないと思う。
ただし、原子力発電所の新設や建て替えはす
べきではない。これから30～40年でしっかり
新エネルギーを作る計画を立てる必要があ
る。しかし、国や玄海町とは意見が違っており
揉めている。一口に新エネルギーを作るとは
言っても、太陽光パネルをたくさんつければ
いい等の簡単な話ではないので、きちんと考
えていかなければならない。広域避難が絵に
描いた餅状態であり、今現在の計画である唐
津の避難者が福岡県経由で基山町総合公園
に避難するのは現実的なのかを投げかけて
いるところである。

その他 町長 ―

今後、現実的な避
難計画の策定が必
要だと考えていま
す。

◎
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9

エミュー等の食肉加工施設が
できる予定だが、採算は取れる
のか。
また、エミューカレーはどこで
作っているか。

処理施設は加工をするわけではなく、加
工の前処理をする施設である。処理施
設の採算性については、今はまだ施設
の運営コストを落とすことと居酒屋への
直売とふるさと納税の返礼品に出すこと
しか考えていない。加工の採算性につ
いては、加工をする人が出てこないとい
けないので、また考えてないといけな
い。
また、エミューのカレーは壱番屋でサン
プル的に作っている。基山町の居酒屋
に行けば、猪だけではなくエミューのジ
ビエも食べられるということが広がれば
いいなと思っている。今密かに考えてい
る事は、博多駅から基山駅まではJRで
23分で着くこともあり、基山町内の居酒
屋にJRの無料チケットを置き、博多から
来てもらうことができたらと考えている。

産業振興 町長 ―

ジビエ施設は平成
30年5月にオープン
した。きやまファー
ムが指定管理者と
して管理しており、
平成30年度の処理
数は、エミュー65
羽、イノシシ9頭でし
た。

◎

10

小森町長の時の1年程前にけ
やき台４区長連名でけやき台2
丁目公民館の西側の下り坂の
所にカーブミラーの設置を要望
したが、まだ設置されていない
ようだがどのような状況か。

カーブミラーは設置する予定だ
が、一時停止線の件も併せて警
察と協議しているところである。
再度警察へ要望しに行く。

平成29年度にカー
ブミラーを設置し
た。一時停止線に
ついては、鳥栖警
察署へ要望し、県
警本部が現地調査
したところ、一時停
止の規制は見送ら
れたため、「一時停
止」の看板を設置
し、注意喚起を行っ
ています。

先日、再度鳥栖警察署
へ以下の要望をし、７月
に佐賀県警本部にも要
望する。
（１）白坂久保田２号線
① 40キロ速度規制
② 駐車禁止
③ 定周期信号機設置
④ 横断歩道の設置
（２）北部環状線
① 40キロ速度規制
（３）けやき台への大型
車の通行規制

○ 建設課
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11
町道白坂久保田2号線延伸工
事はいつ完了するか。

平成30年度に道路の形はでき、
平成31年度に供用開始予定。国
の補助金額により進捗が大きく
作用されるため、昨年度は工事
があまり進まなかったが、今年度
は昨年度より国の補助金が多く
交付されるので、たくさん工事が
進むと思う。駐車場問題の調整
や若基小学校の校区内のカラー
舗装の整備をしていきたい。ま
た、６月４日に説明会を開催す
る。

その他 町長
平成29年6月4日に
説明会を開催しま
した。

令和2年3月に開通
予定。
交通安全等の住民
説明会を７～8月に
開催予定。

◎

12

大人気漫画「キングダム」の作
者で基山町出身の原泰久さん
は名誉町民になっているが、町
の観光大使にはなってもらうこ
とはできるか。

既に町では、原泰久さんに「基山町ふる
さと大使」を委嘱している。「キングダム」
のデザインを使わせてもらうように集英
社と調整を行い様子をみている段階。ま
た、基山町出身の漫画家で卓球競技を
題材にした「少年ラケット」の作者の掛丸
翔さんがおり、６年後に開催予定の佐賀
国体では基山町で卓球が開催される予
定なので、盛り上げていきたい。基山町
出身のスポーツ選手は、（プロ野球だと）
巨人の長野久義選手や横浜の濵口遥
大投手がおり、漫画家は先ほどあげた２
人もいるので、他にも町に縁のある有名
人の方がいたら紹介していただきたい。

文化・スポーツ 町長
キングダムの顔出
し看板を町内に設
置しました。

― ◎
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13

町長をはじめ地域担当職員に
けやき台夏祭りに参加していた
だきたい。また、11月11日町民
会館小ホールにてシニアの集
いとして演芸大会を行うが、町
長も参加していただきたい。

8区のポケット祭りに参加したの
ちに、けやき台夏祭りに参加させ
ていただます。また、シニアの集
いにも参加させていただきたいと
思います。【町長】
けやき台夏祭りに参加させてい
ただます。【中村係長】

その他
町長

中村係
長

昨年度のけやき台
夏祭りは、地域担
当職員も見学させ
ていただきました。

今後も日程が合え
ば参加させていた
だきたい。

◎



町長懇談会（14区） 平成28年５月17日（火）19：00～20：32　　参加者15名

№ 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

CATVについて、けやき台も高
齢化していることもあり今後管
理運営していけるか懸念してい
る。Jアラート（全国瞬時警報シ
ステム）は、国から町に情報が
来て各家庭に情報をまわさない
といけない。防災無線だと聞き
取れないため、CATVを町内に
広げ、放送の検討をしてほし
い。５月21日（土）に役員と
CATVの管理会社と町内全域
の見積もりをとる予定である。

防災無線について、地震のときには音が大きく、台
風のときには聞こえないという意見があっている。再
度、テストして聞こえ方の把握する必要がある。防災
無線には自動音声と職員の発声の２種類あり、職員
の発声では話し方により聞こえ方が大きく影響する。
Jアラートは高度化されているが、費用が高くつくた
め様子をみている。朝採りレタスで有名な長野県の
川上村では、全戸にCATVを設置しており、レタスの
栽培の仕方や肥料の時期について情報共有をして
いる。全戸にCATVを入れると既存の仕組みだと高
額になるため、ワンセグを活用した簡易のCATVのよ
うな方法でできないか業者に聞いているが、今のと
ころ回答があっていない。事業者と話し合いをするの
であれば、新たな手法がないか聞いていただきた
い。一緒に良い方法を検討したいと考えている。【町
長】

防災 町長 ―

スマートフォン対応
のインターネットテ
レビで放送可能に
なれば、CATVに流
すことも可能になる
のではないかと考
えています。

◎

2

白坂久保田２号線について、当
初の予定だと今年度に事業が
終わる予定であったが、まだ工
事が終わっていない。今後の予
定を教えていただきたい。入口
や出口に監視カメラの設置は
要望できるのか。

16区との意見交換でも意見が出ており、２つ回答をしてい
る。１つは、行政が１度決断したことに対して通常決断が
変わることはない。２つめは、個人的にも道をつなげたい
と思っている。監視カメラなど要望については、要望してい
ただきたい。防犯カメラは町内に設置を増やしている。制
限速度や停止線など要望も聞いて、併せて検討をしたい。
【町長】
一昨年に、現場の調査と設計し、昨年より土地の協議をし
ており同意してもらっている。現在、用水路の権利の確認
を行っているところである。今年度の秋に本体工事の一部
を行うので、夏前後に説明会を予定している。一部北側の
パーキング付近は路肩を補強する必要がある。当初の計
画では、工事着工し２年間の予定であったが、国の補助
金が地震により入らなくなっているため、４年程延びる可
能性がある。国の補助金で行う事業であるため、予定は
はっきりしていない状況である。【建設課長】

道路
町長
建設
課長

―

・令和2年3月に開通予定
で、7～8月に交通安全等
の住民説明会を実施しま
す。
・安全対策として、先日、再
度鳥栖警察署へ以下の要
望をし、７月に佐賀県警本
部にも要望します。
（１）白坂久保田２号線
① 40キロ速度規制
② 駐車禁止
③ 定周期信号機設置
④ 横断歩道の設置
（２）北部環状線
① 40キロ速度規制
（３）けやき台への大型車
の通行規制
・防犯カメラは、白坂久保
田２号線の開通と合わせ
設置する予定です。

◎

※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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3

けやき台住民の住生活アン
ケートを実施し、アンケート結果
が公表されているが、アンケー
ト結果について、今後どのよう
に活用していくのか。

今回の調査では、アンケートにより意向を聞い
ているだけである。けやき台の方を移動させ空
いたところに若い方を呼び込みたいと新聞に記
載されているが、本当に移住を考えられている
困っている方の条件・整備を整えるものである。
サービス付き高齢者向け住宅に入居できるの
は、30戸程度であるため多くのニーズには応え
ることができない。本当に困っている方を優先し
て、条件を検討していきたい。【町長】

定住促進 町長 ―

今後、10年先を見
据えた高齢者施策
のひとつとして、
サービス付き高齢
者向け住宅も考え
ていきたい。

◎

4

16区のアトラスの空地につい
て、20戸程度建てれる土地が
あるが、旭化成と住民の協議が
続いており、進んでいない状況
である。10人ぐらい拒否してい
る状況である。状況を知らない
住民の方も多く、土地を有効活
用するために、広報きやまに
「もったいない話」として掲載す
ることはできないか。また、町の
条例の制定により、マンション
関係の法律の上をいくことはで
きないのか。

旭化成と情報交換・意見交換をしているが、詳
しい交渉状況までは把握していない。土地を有
効活用できないのは、もったいないと思うので、
次回旭化成と１歩進んだ話し合いを行いたい。
今後、土地の活用について検討を行いたい。
【町長】

定住促進 町長 ―

マンション入居者に
対して住民説明会
が行われたが、反
対数は減ったが、
全員の合意には
至っていないとのこ
と。

◎
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5

基山町は通過してしまう町であ
るため、人が集まるようにバイ
パスに道の駅があると良いと思
う。町、JA、佐賀県と連携するこ
とで、道の駅の設置をするがで
きないか。小動物とのふれあい
や果物狩りができるような、新し
い道の駅ができれば良いと思
う。

道の駅については、20年程前に検討を行っていると聞い
ている。現在、基山ＰＡに店舗を設置しているが、物が集
まらないなど問題点がある。また、農協でも朝市を水曜・
土曜日の朝に行っているが、SGKでそれ以外の日に販売
できないか議論を行っていると聞いているので見守りたい
と思っている。バイパス沿いは、片方からしか入れないた
めもし作るのであれば、バイパスから見える町営グラウン
ドあたりが候補地になるが、基山の野菜の産出量が減っ
ている状況もあるため、まずは、基山ＰＡと農協の朝市の
テコ入れを行い、良い方向に動けば、検討を行いたい。現
在、観光農園や企業誘致についても計画している。図書
館は今までの３倍くらいの人が集まっているので、交流拠
点として活用していきたい。スポーツイベントが九州大会
などとして、多く開催されているため、東明館などと連携す
ることでスポーツの交流拠点としていきたい。大きい大会
の誘致や合宿所設置の検討をしている。【町長】

産業振興 町長

園部IC付近に
民間の直売所
「あすか」がで
きた。また、７
月下旬には観
光ライチ園が
オープン予定
です。

― ◎

6

平成17年に策定した第４次総
合計画では、目標人口を平成
22人18,900人、平成27年に
19,000人としていた。第５次総
合計画を策定しているが、第４
次総合計画の反省点、改善点
について教えていただきたい。
第５次総合計画では、平成37年
度の人口目標として、定住人口
目標18,000人、交流人口目標
500万人、まちづくり人口目標
7,000人としている。実現するた
めに、何が必要なのか。

本日は、総合戦略の説明を行っている。総合計
画については、昨年の意見交換会のときに説明
を行っているので、総合戦略について説明をさ
せていただきたい。【町長】

人口ビジョン 町長 ―

様々な施策が複合
的な効果を出すこ
とにより、達成でき
る数値と考えてい
ます。
例えば、定住促進
施策や子育て環境
の充実、地域コミュ
ニティ活動の活性
化、安全安心のま
ちづくりなどには、
力を入れて取り組
んでおります。

◎
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7

福津市は博多駅から快速で25分程度
であり、基山町と同じ条件であるが、プ
ラスのスパイラスで人口が増えてい
る。ディベロッパーが住宅地の開発を
行い、新しいお店ができ、公共施設が
整備されることで、どんどん人が集
まっている。ディベロッパーが新しい住
宅を作ろうという魅力が発信されてい
るか。例えば、税法上の優遇措置など
の措置というような施策を行っている
のか。
第５次総合計画では、「住んでみたい」
を実現する基盤づくりや精神的な豊か
さの向上に視点を置いた住民満足度
の高いまちづくりを進めますと記載さ
れている。総合戦略は、この総合計画
がベースになっていると思うが、どうい
う施策を検討しているのか。

50年前には人口が9,000人であったが、35年の間に19,200
人程度まで増えた。これがプラスのスパイラルである。こ
のプラスのスパイラルが現在は止まっているところなの
で、もう１度動き出させようとしている。税制上の優遇や
色々な形態の住宅も検討をしているところである。【町長】
この４年間で人口が330人減少しているが、世帯は229増
加している。世帯は増えているのが、人口が減っている状
況は、マイナスのスパイラルの表れだと思うので、これを
解消したい。そのためにまずは、町主導また、町・民間と
協力して４棟の住宅の計画をしている。さらに支援メ
ニューやアミューズメント機能をより伸ばしていきたい。子
育て支援についても、他の地域に負けないような施策に
なっていくと思うため、ハードとソフト両面により、基山町を
プラスのスパイラルに向けていきたい。【町長】

税金
定住
促進

町長 ―

移住定住施策としては、税
制上の優遇は行っていま
せんが、以下のような施策
を行っています。
①子育て・若者世帯の住
宅取得補助金
②新婚世帯家賃補助金
③結婚新生活支援補助金
④子育て・若者世帯の定
住促進住宅整備事業（PFI
事業）
⑤すまいるナビ
⑥移住定住促進事業
⑦移住体験住宅事業
⑧JTIのマイホーム借上げ
制度との連携
⑨婚活支援事業
⑩フラット35子育て支援型
制度

◎

8

総合戦略の６つの柱は少ない
のではないか。滋賀県の南草
津に大学ができて20～30年経
ち、現状はわからないが、大学
のおかげで以前は学生が何千
人と多く集まっていた。大学の
誘致をしてみてはどうか。

地方創生のコンテストで町内の方が、大学誘致
についての提案をしており全国６位になり表彰
をされている。大学の誘致については、来たい
大学が必要であり、あればやっていきたい。ま
ずは、町内の東明館の生徒数が減っているた
め、連携をとり盛り返していきたい。また、大学
の学生がフィールドワークとして基山町に多く来
ているので、引き続き学んでもらいたい。東明館
は別府のAPUと姉妹関係にあり、同大学は留学
生が多いため基山町の小中学生と交流してもら
いたいと考えている。【町長】

総合
戦略
教育

町長 ―

久留米大学との住
民の健康増進に関
する取組みや地域
振興のワークショッ
プ、また法政大学
の外国人インター
ンシップ受け入れな
ど大学との連携を
積極的に行ってい
ます。

◎
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9

スポーツ大会の誘致について、
九州全域まで広げてはどうか。
近隣にも鳥栖市のベストアメニ
ティスタジアムや小郡市にも野
球場がありライバルであるた
め、佐賀県だけでなく九州内で
誘致を行ってみてはどうか。

基山町では、佐賀近隣のスポーツ大会がよく開
催をされている。先日も、県内の市町と筑紫野
市、春日市、小郡市によりラージボール卓球大
会が開催されている。柔道は九州大会があり九
州中から多くの学生が来ている。昨日は、柔術
大会で300人が全国から基山町に来ている。ま
ずは、基山町で多くのスポーツ大会を誘致して
いきたい。【町長】

ＰＲ強化 町長 ―

今年度は、高校柔
道インターハイ九州
大会、国体の卓球
九州大会が開催さ
れますが、町民の
利用を配慮しなが
ら誘致を進めたい
と考えています。

◎

10

けやき台４区長で、防犯灯の建
て替えの要望をしている。14区
には400ワットの水銀灯が12棟
ある。今年度の予算はどうなっ
ているのか現状について教えて
いただきたい。

一度に建て替えるとかなりの金額になる。防犯
灯の支柱が腐っているのもあるため防犯灯の
支柱の撤去を行い、既存の電柱に新しいＬＥＤ
をつけて改修をする予定である。年間150～200
万円を予算として14区から改修を行う予定であ
る。【副町長】

防災
副町
長

・平成28年度
12基水銀灯を
LEDの防犯灯
に改修。
・平成29年度
15区13基、平
成30年度に16
区11基の防犯
灯を改修しまし
た。

今年度は17区の防
犯灯を19基改修す
る予定。
区が管理する水銀
灯が故障した場
合、順次更新を行う
ので、故障の際は、
住民課くらしの安
心・安全係に連絡く
ださい。

◎



町長懇談会（14区） 平成28年５月17日（火）19：00～20：32　　参加者15名

№ 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

※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。

11

基山町は宣伝が下手である。テ
レビでけやき台だけが年寄りグ
ループとして取り扱われており、
結果として基山町のマイナスイ
メージとなっている。以前も買い
物弱者として取り扱われてい
る。新聞にも基山町の記事が少
ないため、基山町をＰＲしていく
必要がある。

先月から定例の記者会見をしている。その結
果、ブラジリアン柔術など記事になっている。佐
賀県内では、ＰＲすれば記事になるが、福岡県
からの人口を増やす必要があるため、福岡県に
もＰＲしていきたい。フェイスブックでは、普通
5,000アクセス程度であるが、震災のときには１
週間で８万アクセスとなり、１６倍程度増えてい
る。中身によって増えるのを実感しているため、
良い情報をタイムリーにＰＲしていきたい。【町
長】

ＰＲ強化 町長 ―

以前と比べメディア
への露出は増えて
いる。ただ、佐賀の
記事となる事が多
く、福岡の記事とし
ては取り扱われる
ことは少ないと感じ
ています。

◎

12

けやき台駅のコンクリートの壁
になっているところに、以前基
山町が宣伝の看板を設置しよう
としていたが、問題があり設置
をできなかったということがあっ
た。町の宣伝になると思うが、
設置することはできないのか。

佐賀県の美しい景観づくり条例により屋外広告
物に対して規制がかけられていた。以前、有料
広告の掲載を検討していたが、道路から何十
メートルの範囲内には、大きい広告物をだして
はいけないという規制により設置をすることがで
きなかった。屋外広告物について地域の状況を
見直すということだったので、条例が見直しされ
ているかもしれないので、調べる必要がある。
【教育学習課長】
佐賀県の条例は、厳しいため見直しされていな
いもしれないが、もう１度調べてみる。有料広告
だったため設置できなかったかもしれないので、
再度キャッチフレーズ等の内容で設置をするこ
とができないか確認をおこなう。【町長】

ＰＲ強化

教育
学習
課長
町長

―

屋外広告物として
設置が困難だと考
えていたが、町が
公共的目的をもっ
て表示し、設置する
ものであれば可能
とのことだが、JRと
の協議が必要。今
後の検討のため、
要件等をJRに確認
したい。

◎

13

町長意見交換会で、総合戦略
について説明するのであれば
広報で周知してほしい。

広報に掲載をしている。【町長】 総合戦略 町長 実施済。 ― ◎
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14
町長の考え方を１年間程度広
報に掲載していただきたい。

ＨＰに掲載をしており、４半期ごとに変更を行う
予定である。簡略版を広報に掲載をしている。
何回かシリーズでやっていきたいと考えている。
【町長】

その他 町長
町HPに掲載
済。

― ◎


