
町長懇談会（第１５区） 平成30年　7月28日（土）19：00～20：00　　　　参加者　25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

高齢者の免許返納サービスについ
て

現在、佐賀県のタクシー協会が運転免許経
歴証の提示で、タクシーの利用料金を１割引
きできるサービスを実施しています。今年度
は、運転免許経歴証の発行費用を町で補助
することを進めています。
今後は、免許返納者に対してコミュニティバ
スを一定期間無料で利用できるサービスや、
町の独自補助でタクシー利用料金を１割減
し、県のタクシー協会の補助と合わせて、合
計２割引き等のサービスを検討中です。

交通
安全

町長

免許返納手数料
の補助（1,100円）
タクシー助成券
（12枚 6,000円分）
電動カートの購入
費補助（上限
50,000円）
コミニティーバス
のきやまんきっぷ
（２セット1,000円）
を行っています。

◎

2

けやき台も高齢者が増えている。
単身高齢者の安全面についてどう
いう考えを持っているか。

今後１０年のうちに、基山町の高齢者数が増加し、全
国的にみても単身者高齢者の割合が多くなる。今回の
災害でも、動けなくて困っている高齢者の方がおられ
た。
今後は、個別に見守りができるマッチングシステムをつ
くりたいと考えています。まずは高齢者を孤立化させな
いために、外出の機会をつくることが重要だと考えてい
ます。全町的には難しいので、各区にある公民館に
ディスプレイ等を設置して相互にやり取りができるよう
にしていきたいと思います。
また、町の中心部に高齢者専用住宅の建設を計画す
る。以前は、民間業者が高齢者専用住宅の建設を考
えていたため、町の計画を中断していたが、民間業者
の計画が頓挫したため、町が主体で建設するようにし
ていきます。
また憩いの家もリニューアルしました。ぜひ、利用してく
ださい。

防犯 町長

見守りネットワー
クや緊急通報シス
テム、配食サービ
ス等を活用した見
守り体制を構築し
ている。
また、役場内に勉
強会を立ち上げ、
高齢単身者の現
状把握やフォロー
アップ等の準備を
進めている。

◎

※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。
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3

町長説明会や町長懇談会の内容が
伝わらない。
今回出た意見を文書で配布して欲し
い。

毎年、基山町のホームページに纏めたもの
を掲載しているので見ていただきたい。
今回の懇談会の内容も議事録として掲載さ
れる予定です。

その
他

町長 ◎

4

掲載された事業一覧に観光に関す
る事業が載っていない。
観光ＰＲできる事務所を、駅近くの
三国山などを活用したらどうか。役
場だけじゃなく観光協会や商工会議
所とタイアップして観光ＰＲをしない
のか。

観光ＰＲの一環として、駅にデジタルサイ
ネージを設置し、基山の観光情報発信をして
いきます。
また、基山駅に電動自転車を設置し、保管場
所の設置を検討しています。
その他に、基山にはお寺が多くありますの
で、来町者がお寺内に植樹をしてもらい、植
樹を見に来る機会をつくりたいと考えていま
す。

観光 町長

今年5月に基山駅
にデジタルサイ
ネージ設置による
情報発信をしてお
り、さらに基山駅
自由通路の整備
を検討している。

◎

5

町内の空家を探している移住希望
者を役場と町の不動産屋に紹介し
たが、空き家に関する情報が少な
く、全てを把握しきれていない感じ
だった。空家対策には、今以上に空
家に関する情報の集約と管理が必
要だと思う。

今度、９月から不動産の専門家を役場職員
として雇う予定である。不動産の専門家を空
家対策に活かしていきたい。
今は私（町長）が多くの情報を持っているの
で、空家への移住を考えている人がいれば
直接紹介してほしい。

定住
促進

町長

空家等対策計画
を策定し、空家等
対策協議会で対
策を進めている。
空家について現
在１６件登録があ
り、４件のマッチン
グを実施した。

◎
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6

今ある保育園が２つに分園し、うち１
つは民間保育園になると聞いたが、
保育士はリストラされるのか。

町立保育園が分園することで、保育士のリス
トラはありません。現在、正規職員と非常勤
職員が基山保育園で一緒に働いています。
分園後の町立保育園では正規職員が不足
するので増員する予定です。また、現在働い
ている非常勤職員は分園後の民間保育園で
正規職員として働けるようになるのではない
かと考えています。

保育 町長 ◎

7

基山町に交番があるが、夜に基山交番
に電話をしても、いつも鳥栖警察署につ
ながる。基山交番に警察官が常在して
いないため、体制として問題があると思
う。基山も高齢者が増え、実際に窃盗被
害があっている。現在の体制は派出所
の体制であり、交番と表記するなら交番
としての体制を整えていただきたい。
基山交番のことを鳥栖警察署に尋ねた
ら、基山の交番は夜も人員がいる体制
になっており、夜パトロールしているの
ではないかと言われた。夜パトロールす
るより、交番にいないといけなのではと
思う。

まずは、現在の交番の体制を把握するため、夜
の基山交番の状況を確認をさせてください。
有事の際は、基山交番に電話をかけるより、110
番をする方が多いと思います。その場合は、まず
鳥栖警察署に通報があり、それから基山の交番
に連絡があり、現場に駆けつけると思います。今
の体制で改善できるところがあるのなら要望しま
す。
夜、交番に誰もいない場合に電話が繋がらない
のなら、パトロール中の警察官に電話を転送する
必要があると考えています。夜のパトロールは非
常に大事だと考えているので、常に交番に居るの
ではなく、パトロール中も連絡がつく体制をつくる
よう要望をしていきます。

防犯 町長

基山交番では、職員が日
夜警邏活動を行ったり、
事案に対応したりするた
め、人員の都合上、不在
にすることがありますが、
交番の出入口付近に鳥
栖警察署に直接つながる
緊急用の電話が設置さ
れており、そちらを使って
いただくと、近くにいるパ
トカーを交番や現場に向
かわせる等の対応をする
ことができます。
また、交番に警察官がい
ない時に交番に電話をさ
れた場合には、鳥栖警察
署に転送されます。

◎
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8

白坂・久保田２号線が開通し、外部
からの車の通行が多くなった場合、
夜中の暴走族や昼の大型トラックの
通行などの安全対策について、どう
考えているのか

これまでの説明会で、安全対策に関するご
意見は多くいただいているところです。いた
だいたご意見をもとに対策を協議し、再度説
明会でご説明をさせていただきます。
団地内の道路には路上駐車が多いので、車
庫法違反をしている人に、近所関係が悪くな
らない程度で注意していただけたらと思いま
す。植栽による視界不良箇所もあるようです
が、植栽を撤去するにも賛成や反対など
様々な意見があると思いますので、地域の
意見を聞きながら進めたい。通学路等も交通
量が増える場所については、対応策を考え
ていく必要があるので、皆さんのご意見とご
協力をお願いしたい。

交通
安全

町長

今回道路整備す
る区間に防犯カメ
ラの設置を検討し
ています。

◎

9

白坂・久保田2号線は大型車（トラッ
ク）は通行しないのか、何トン車から
通行できないのか

大型のトラックは通行できないようにする予
定です。ただし、引っ越しのトラックは通行で
きるようにしなければならないと考えている。
また、基山町のごみ収集車は通行しますが、
他市町のごみ収集車は通行できないように
します。

交通
安全

町長

今回整備する道
路については、大
型車（総重量１１ｔ・
最大積載量６ｔ）が
通行できないよう
警察と調整中で
す。

◎
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10
箱もの建築が多いようだが、今後の
維持費はどのように考えているのか

維持費はももちろん大事なことだが、まず利
活用してもらうことが大事だと考えている。現
在、老人憩いの家だったところは、子供たち
も利用できるようリニューアルしており、子供
たちと高齢者が交流できる建物になってい
る。
基山町は、他市町と比較してシングルマザー
の方が多くいらっしゃる。また、今後、基山町
は独居老人も増えるので、子供たちと高齢者
が交流できるようにしていきたいと思ってい
る。個人的には、色んな教室があっていいと
考えている。（日曜大工の教室や、料理教室
等）沢山の交流の場を作っていきたいと思
う。

地域
交流

町長 ◎

11

今住んでいる住宅は、階段が高
かったり、車いすが使えなかったり、
年をとると生活しづらい（購入した頃
は考えもしなかった。）家を売却し
て、そのお金で住める場所ができな
いか。

今住んでいる家を売却して、町の中心の住
みやすいところに住みたいと考えている人が
いるということを、役場の職員は知らないと
思います。昔は先祖からの家や土地を守り、
後世に残していくという考えがあるからです。
住宅団地にお住まいの方は、先ほどの高齢
者専用住宅の需要があると感じています。今
後は、実際に需要があるかどうかを確認し
て、需要がある場合は、町で建設するつもり
です。
今居住している不動産を売却したお金で、駅
やスーパー、病院などが近くにある住みやす
い高齢者専用住宅に住めるような対策を考
えています。

定住
促進

町長

生活しやすいよ
う、スーパー、病
院等の近くにサー
ビス付き高齢者住
宅の建設を検討し
ています。

◎
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1

15区では自主防災組織を立ち上
げている。今年の９月～１１月に
かけて防災訓練を実施したいと
考えているが、役場の防災担当
から、具体的な手順等のレク
チャーをしてほしい。

出前講座的なことは率先して実施してい
きたい。９月の初旬に基山町で総合防災
訓練（けやき台地区を対象）を予定してい
る。この訓練では消防団と消防署が連携
しながら訓練を実施する予定。この訓練
に参加をしていただくことも防災訓練の手
順を知る手段の一つだと思う。
個人情報の関係もあるが、支援を必要と
している方がどの程度、何処住んでいる
かまで把握しておかないと実際の災害に
対応することが、これからは必要だと考え
ています。今回の訓練について、そのよう
なことについても検証をしながらフィード
バックしていくことが必要だと考えていま
す。

防災
町長

総務企
画課長

出前講座(消火
器・AED取扱い
等)について、平
成30年度1回、平
成31年度2回の
計3回実施をして
おります。

◎

2

①食改の方が郷土料理を食べさ
せてくれるお店を開店している町
の取組みをテレビで見た。古民
家を回収して、そのような取組み
をしてみてはどうか。
古屋敷の空家を改良して、古民
家食堂にしてみてはどうか。
②若基小学校の体育館の照明
が暗いので明るくしてほしい。

①お店は継続して取組むことになると難し
いと思われるが、食改の会長に話をして
みます。ほっとステーションの跡に食堂誘
致を進めています。古屋敷での飲食店経
営の件は、誰がやるかになると思う。町で
実施するのはかなり難しい。より現実的な
のは、山楽が活動再開の動きがあると、
また状況は変わってくると思う。町が活性
化すると、企業が出店に興味を示すよう
になると思います。
②若基小学校の照明に関しては、実際に
現地を確認します。（照明修繕の費用は１
基60万円程度）

その他
町長

まちづく
り課長

①平成31年3月
15日に古民家を
改修した農家カ
フェ「空とたね」が
オープンしており
ます。（園部地
区）
②平成２９年１０
月に照明の交換
を行っています。

◎
教育学習

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

①ふるさと納税で予算が６億円と
なっているが、これは返礼品の
金額なのか。返礼品について、
総務省から通達があるようだが。
仕組みを知りたい。
②けやき台でも人口が減してい
る、独居老人に対する政策が
あってもよいと思うが。
③けやき台内の除草作業の契約
内容について確認して欲しい。除
いた草が家のレンガの間に挟
まって、そのままになっている。
昔はその草まで回収していたよ
うだが。

①昨年度のふるさと納税は、５億７千万で
した。ふるさと納税の返礼割合は４割返し
となっています。手数料等が１割となるの
で、残りの５割が納税額となる。結果、基
山町への納税の金額は２．８億円となって
います。
②高齢者に対しての施策は、多世代交流
拠点整備から民生協力員の設置（独居老
人に関する政策）などは高齢者関係の施
策となっているので、ご理解をいただきた
い。
③除草作業の内容については、難しいと
思いますが調べてみます。

ふるさと
納税
管財

町長

③委託業者に、
作業後の刈り草
を残らず回収す
るよう指導しま
す。

○ 財政課

4

①今回、道路延伸の話が進んでいる。
ゾーン３０の取組みをテレビで知った。
ゾーン３０に関する勉強会ができない
か。
②若基小学校南側で上水のポンプ施設
がある辺りは公園なのか。平地なので
有効に使えないか。
③コミュニティバスに夕方以降のけやき
台に戻る便があればと思っている。
④図書館駐車場の一部がカラーコーン
で区切られごみ置き場になっている。公
園側はトラロープで仕切られているが、
今現在も仮設なのか。来場者が増えて
いるが、もっとよく見栄えが良くなればい
いと思う。

①道路延伸の説明会で話がありましたが、主要道路に
ゾーン３０を設定することはできません。皆さまの同意が
前提となるが、町としては推進する立場です。
②今回ご指摘のあった上水のポンプ場近くの土地は、恐
らく、開発に伴う道路の残地で緑地の一部だと思われま
す。
③今回、コミュニティバスの乗込み調査を実施した中で、
夜の便について増便の意見をいただいているところです。
④ご指摘のあった場所は事務所から出たごみの収集場
所となっています。駐車場にごみ収集車を乗入れが出来
ないように工夫をしていますが、見栄えがよくなるような工
夫ができれば対応したい。図書館駐車場は避難所になっ
ている都合上、車止め等がありませんので、カラーコーン
を設置しております。また、ロープは公園内の芝生にペッ
トが糞をしないようにする工夫です。様子を見ながらでは
あるが、管理する建設課と駐車場の拡張などを検討した
い。

建設
図書館
コミバス

町長
まちづく
り課長
地域公
共交通
係長

①ゾーン３０について
は、区に情報提供をし
ている。設置を推進した
い。
②上水のポンプ場近く
の土地は、開発に伴う
緑地です。緑地として管
理しております。
③コミュニティーバスに
ついては、見直しを検
討し、令和元年10月か
らけやき台のコースの
見直しを行います。
④木曜日ごみ出し時の
安全対策としてコーンを
置いている。また、現在
は仮設のトラロープを撤
去し、杭で区切りロープ
を設置し芝生の保護し
ている。

◎
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5

きやまロードレースの記録書に
ついては、現在、一般と高齢者と
いう枠で行われているが、結果
について、５歳刻みで表示するこ
とができないか。その旨を大会要
領に記載することができないか。

良い提案をいただいたので、検討したい。
スポー

ツ
町長

平成30年度の大
会から5歳刻みで
表示を行っており
ます。

◎

6

①人間ドック・脳ドッグについて
は７３歳まで補助金があるが、上
限を延長できないか。基山町が
長寿の町としてＰＲできるように
なるのではないか。
②駅に交番があれば、防犯だけ
でなく町・道案内も可能となり利
便性が向上する、けやき台駅に
は難しいと思うが、基山駅に設置
するとこはできないか。

①人間ドッグは７３歳で脳ドッグが７５歳ま
で補助をさせていただいている。詳細に
ついて、調査させていただく。
②現在、町には交番が１つある。基山に
交番を２つ設置するのは難しい。現在の
場所から移転する際は調整が必要になる
と思われる。

健康福
祉

その他
町長

基山町の健康保
険に加入された
方は74歳まで、
人間ドッグ・脳
ドッグの補助をし
ております。75歳
からは後期高齢
者医療保険へ移
行するため、基
山町として補助
はしておりませ
ん。

◎

7

北部公園では高齢者のグランド
ゴルフ利用が盛んであるが、周
辺のトイレは公園から離れた坂
の上に設置されている。仮設でも
よいので、公園内に設置ができ
ないだろうか。

トイレ設置の話は町内の方から数多く意
見をいただいている。維持管理の話もあ
るので難しいと思う。けやき台はトイレが
設置されているという認識でした。
処理場への経路もあり、あの場所での設
置となっていると思われます。

公園管
理

町長
総務企
画課長

◎
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8

①過去に水道タンクの耐震性調
査をしていただいた。管路の接
続部分については不安ではある
が、早々に対応していただいて
感謝している。
②ほっとステーションの閉店後、
すぐに合宿所の建設地として決
定したようだが、経緯が知りた
い。

①東部水道企業団とは良好な関係が続いて
いる。現在、東部水道企業団は１３区の鉛管
替えの作業を進めている。管路の接続部分
の耐震性について心配をされている方もい
らっしゃることを伝えていきたい。
②もともとほっとステーションの場所に合宿所
を建設するつもりはなかった。ほっとステー
ションの閉店の話を聞いたのは１月ほど前の
ことで、経営者の方も合宿所建設の話を聞
き、ほっとステーションの場所を利活用できな
いかという相談があった。決断とタイミングの
結果、あの場所に決定しました。今後は、合
宿所と食堂が上手くいくように進めていくこと
が大事だと考えています。

上水道
スポー

ツ
町長 ◎

9
６月に補正予算が編成された
が、毎年の事なのか。

昨年は骨格予算ということもあり、補正予
算での肉付けとなりました。今回のように
大きな事業が年度途中に入ってくると、予
算の増額が必要になってきます。正直無
駄使いは嫌なので、国と県の補助金を組
み合わせて事業に取組んでいます。ま
た、ふるさと納税の活用したりして、極力
借金は少なくしながら事業に取組んでい
ます。

財政 町長 ◎
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10

①町長の表彰取組みを進める上
で、クリアする課題はあるのか。
②給食センターの料理は非常に
工夫されており、素晴らしいもの
だと思っている。試食会やレシピ
の公表、町内の宅配サービス等
について取り組んでみてはどう
か。

①表彰については、前向きに取り組んで
います。ただ、記念品の贈呈やお金がか
かるのは困難です。
②給食センターは、全国的に民営化が進
んでいます。将来的に民営化を検討する
時期が来ると思います。その時は配食
サービスについても視野に入れて、議論
する必要があると考えています。試食とレ
シピと公表については１２月のふれあい
フェスタで試食イベントを実施しています。
学校給食ＰＲ活動のアイディアをいただい
たことをお伝えしたい。

その他

町長
総務企
画課長
まちづく
り課長

①調整施行80周
年の記念式典で
は、町政に貢献
された４１件の団
体・個人の方を
表彰しておりま
す。
②12月のふれあ
いフェスタでの試
食会やレシピ公
開、夏休みに保
護者への給食セ
ンター見学会と
試食会をやって
いる。

◎

11

①けやき台駅の調整池を埋めて
駐車場にできないか。
今まで溜まったことはあるのか。
②調整池の上に駐車場を作って
みてはどうか。
③東明館学園と駐車場の間に何
も使っていない公園がある。他の
利用（パークゴルフ場として利
用）ができないか。

①近くにはＪＲの線路もあり、保水性を保つ機
能を持つ施設を埋め立てて駐車場にするの
は困難です。
大雨の際はある程度の量が、調整池に流れ
ています。
②調整池の上に構造物を作るよりは、別に土
地を購入し建設する方がはるかに経済的と考
えられます。
白坂久保田２号線の下にある民間の駐車場
にも空きがある様子、白坂久保田２号線の残
地に設置できないか検討しています。
③その場所は、休日に親子連れのストライ
ダーの練習する場として利用されていたり、
家族連れの集いの場となっています。

建設
公園管

理

町長
総務企
画課長

①駐車場不足を
解消するため、
白坂久保田線北
側に28台分の駐
車場を設ける予
定です。
③休日には子供
連れの親子の利
用があり、週３日
ターゲットバード
ゴルフ場として利
用がされていま
す。

◎
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№ 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

1

子育て支援施策の説明の中に
多子世帯への報償制度があっ
た。15区には8人の子どもがいる
家庭がある。4～5年前にも町全
体へ何らかの紹介ができないか
提案をしたが、その当時は「前例
がない」と断られた。明るい元気
な家庭を多くの人にお知らせして
もらいたい。

子どもが増えると地域の活力が増えると感じ
る。ちびはる保育園が４月からモール商店街の
中に移り、子どもたちの元気な声が商店街の中
に聞こえており、商店街の活性化にもつながる
のではないかと思っている。多子世帯への報償
については、今までとは違った子育て支援施策
として、考えていきたい。【こども課長】
現在実施している基山町の子育て支援施策の
なかの①子どもの医療、②交流広場、⑥放課後
児童クラブは、まわりの市町にも引けをとらない
が、多くの人がそれを知らない。アピールの仕
方を検討していく。多子世帯の報償について
は、ご本人が望まれれば、基山町の子育てのシ
ンボルにして、全面に出して町のＰＲにも使わせ
ていただきたい。報償金制度についても、検討
したい。【町長】

子育て
支援

こども
課長
町長

5人以上の子供の
いる多子世帯を表
彰し副賞を渡してい
ます。

◎

2

趣味の延長だが、昨年は立派な
桜島大根を収穫でき、役場に展
示を頼んだりした。珍しいものを
人目につくところに展示してもら
うなどの情報発信の仕方もある
のではないか。

農産物は、農業者だけではなく新たな
参加者が売ってもいいと考えている。
基山ＰＡや通販事業、宅配、ふるさと納
税など、アピールの方法がたくさんあ
る。加速化補助金を使って基山の特産
品をブランディングして基山の人や風
景を映像で世界に発信しようとしてい
る。またモール商店街の中央の植栽を
取り払いますので、自由空間を使い、
新たな取組ができないか考えている。
【産業振興課長】

ＰＲ強化
産業振
興課長

◎

※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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3

町は“打ち出の小づち”を持って
いるのか。人口が減少すること
が分かっているなら、税収の減
少もわかるはず、説明されたこん
なに多くの事業をどうやって実施
していくのか。

どれだけ税収が減るのか試算はしてい
る。だからこそ、今のうちに外から人を
呼び込むことが重要と思っている。ここ
５年が特に重要であるため、これから
の１～２年で若い人を呼び込むことが
勝負だと思っている。【町長】

税金
総合戦

略
町長 ◎

4

資料Ｐ10公共施設の表では、け
やき台処理場がＨ11になってい
るが、建設されたのはＨ２年のは
ずである。

基山町が受け取ったのがＨ11年という
ことで、整理しています。【町長】

公共施
設整備

町長 ◎

5

避難所開設のメール連絡のと
き、基山町は食事を持参するよう
に書かれている。災害用に食品
の備蓄はないのか。

今回のご案内は自主的な避難のため
の自主避難所として開設した。毛布は
準備しているものを使ってもらったが、
自主避難所の場合、食事は持参しても
らうこととなっている。いざ、実際の災
害となれば、基山の備蓄している食糧
を提供する。災害時用の食品について
は、人口の５％の１日分にあたる2,500
食を備蓄している。加えてイオング
ループなどの企業と協定を結んでい
る。備蓄品の消費期限等の関係で、備
蓄と協定とで災害に備えている。【総務
企画課長】

防災
総務企
画課長

平成30年7月豪雨
時には、自主避難
所に避難された方
は327名で853食が
配給されました。

◎
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6

避難所の開設のメールの内容が
ちがうのか。小郡市や久留米市
など他の市町のメールには食事
を持参するように指示はない。

自主避難の方に、備蓄の食糧を試食
を兼ねて食べてさせてしまうわけには
いかない。備蓄に関しては、安心でき
る十分な量を確保している。備蓄品に
ついては、１度目の消費期限が間もな
く来るので、訓練等の時に試食をして
もらうなどして、循環させていく。学校
の防災教育のなかでも食べさせること
を考えている。災害の緊急度に応じて
対応していく。【町長】

防災 町長 ◎

7

基山町の地震計はどこに設置し
ているのか。役場がまだ新しく
て、山間部にあるので、設置場
所が頑丈で揺れを感知していな
いのではないか。

震度計設置の基準に基づき、役場に
設置しています。【副町長】

防災 副町長
役場１階に設置して
います。

◎

8

たくさんの説明を聞いたが、基山町
にとって、何が一番必要なのか。基
山はいいところだと思っている。農
業なのか、産業なのか、博多や久留
米までのアクセスの良さなのか、高
速道路も３号線もある。友人が基山
に住み、いいところだと言っていた。
共働きのため福岡へ転出していっ
た。しかし、福岡から見ると佐賀は
遠いイメージがついているようだ。
どっちの方向を向いていくのか分か
らない。税収にも限りがあるので、
特化していかなければならないと思
う。

今回説明した施策のなかから、皆さま
のご意見を聴きながら、優先順位を考
えて、特化して取り組んでいきたいと考
えている。【町長】

総合戦
略

町長

住宅を取得された
方に補助する取り
組みを行っていま
す。
（H30年度は57件）

◎
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9

子育て支援施策には学力レベル
が大事だと思う。学校のレベル
アップが施策のなかから抜けて
いる。福岡県とは試験内容も違
い、佐賀県のレベルは低いと聞
く。現在の基山町の学力レベル
はどれくらいか。教育力があるこ
とを言わないと人は呼べない。

教育委員会、学校、校長と協力して学力の向上に努
めている。４月に学力調査テストがあった。内容をよく
理解して解いていく難しい問題です。基山町全体とし
ては、佐賀県内の平均より少し高い。若基小学校は
全国でもトップレベル、基山小学校はようやく追いつい
ている。指導主事を主体に学校と協力して取り組んで
いるところ。一方で、試験の点数アップだけの対策をし
ているのではないかという批判もある。今の子どもた
ちの条状態を知るために学力調査をしているという基
本が重要だが、どうしても学校の平均点で結果が出
る。上位の子ども、下位の子どもがいるが、個々が伸
びる取り組みをして、全体のレベルを上げるようにして
いきたい。【教育学習課長】
教育力があるということを言わなければ人を呼べない
と思っているが、学校のレベルが高いことだけを言い
すぎるとあまりよくない。現在基山町全体のレベル
は、上向きである。【町長】

教育
教育学
習課長
町長

小学校6年と3年生
で学習塾による放
課後補充学習を
行っており、またＳＧ
Ｋの寺子屋部会で
の補充学習を行っ
ている。30年度の学
習状況調査につい
ては、4月よりも12
月に実施した調査
の方がより多く県平
均を上回っている。

◎

10

児童の通学路で危険な場所があ
る。白坂地区から若基小学校へ
向かう路地が狭い。児童が立ち
止まって車が通り過ぎるのを
待っている状況。通学時間の朝
７～８時と夕方３～４時の車の通
行を制限ができないか。

通行規制については、警察に相談す
る。一方で、車で通行しているのも地
区の方で、不便になることも考えられ
る。地区内でも協議をお願いしたい。
【町長】

道路 町長

通行規制について
は地元との協議を
行いましたが、調整
がつきませんでし
た。現在、カラー舗
装などで安全対策
を行っています。

◎

11

高齢者がコミュニティーバスの停
留所で立って待っている状況が
ある。ベンチを１～２つ用意でき
ないか。

コミュニティーバスの主要なバス停に
は、ベンチを設置するように予算をとっ
ている。今年度中に、ベンチを設置す
る。【まちづくり課長】

道路
まちづく
り課長

平成29年度に20ヵ
所設置しました。

◎
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12

根幹は人口問題だと思う。基山から
出て行った方々の転出理由は分析
できているのか。転入させることも大
事だが、出ていかせない施策も重要
だと思う。総合戦略は出されている
が、戦術が見えてこない。町民の総
力をあげて、戦術を成り立たせるべ
きだ。町外の方々は、福岡市内まで
久留米は近いとの感覚だが、佐賀
は遠いというイメージが大きい。２５
分で福岡へ通勤できるのは強みで
ある。戦略的なＰＲが足りない。攻め
なければならない、数値化して見え
る化していかなければならないと思
う。

転出のきっかけは、就職のとき、進学
や結婚のときなどと思われますが、分
析はまだできていない。【町長】

人口減
少

ＰＲ強化
町長

人口については、平
成28年度から3年連
続で転入人口が増
加しており、回復傾
向が見られていま
す。

◎

13
以前は市町合併の話が出てい
た。新町長はどう考えているか。

行政サービスがまわりの市町より劣っ
たとき、また町の財政が破綻したときに
合併の話が出てくると考えているが、
頑張って基山については、伸びている
町を目指したいので、今日現在、合併
は考えていない。【町長】

市町合
併

町長 ◎

14

子育て支援施策については、か
なりたくさんのメニューがある。
ハード面とソフト面を合わせて、
施策を区分して明確にすること
が必要ではないか。他の市町村
との競合になっている。他よりも
優れているところをアピールして
ほしい。

基山町には優れている施策がある。た
だ施策をならべてみても、比較が難し
い。ＰＲをきっちりしていきたい。【町長】

子育て
支援

町長 ◎
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16

基山にも断層が通っていると聞
いた。震度７クラスの地震が起こ
る可能性がある。防災について、
避難所となっている公民館や小
学校などへの対応や建物の耐
震は大丈夫か。

ひゅうが峠、かつらぎ峠がある。糸島方面から
来ているものであるが、今までに地震の起こっ
た記録はない。この他に川久保活断層等が周
辺にある。基山町では震度７．２に想定した防
災計画を作っている。もしもの災害の時には指
定避難所の総合体育館や学校体育館などは耐
震構造になっている。各区の公民館等も使うこ
ともあると思う。食糧品は、１日分2,500食の備
蓄も行っている。災害発生から１日を乗り越え
れば、援助が届くと想定している。【副町長】
防災の協定をイオン、コメリ、コカコーラなどと結
んでいる。基山町は小さい町なので災害時には
早い対応ができると思っている。【町長】

防災
副町長
町長

◎

17

けやき台朝市をまちづくり基金を
使って行っている。アンケート調査
があったが、けやき台の人口減がほ
ぼ基山町の人口減と言っていい。サ
高住も大事だが、けやき台の人が
住みやすいようにしてほしい。朝市
には50～60人が来ている。毎週日
曜日にボランティアでおこなってい
る。運営について専門の方を配置で
きるよう道筋を作ってもらえないか。
また朝市の基金の使用方法につい
て、ジュースくらいはＯＫにしてもらえ
ないか。Ｈ２８年度で基金事業が終
了するため、自主運営について不安
に思っている。

まずは、まちづくり課や産業振興課な
どの担当課に進め方について相談して
ほしい。支援補助については、見直し
を考えている。支援メニューの心配を
するより、盛り上がるようにけやき台の
基盤を作ってほしい。【町長】

その他 町長

平成29年度から令
和元年度まで、まち
づくり基金の補助対
象となっておりま
す。

◎
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18
アンケート調査があったが、その
後結果はどうだったのか。

思った以上に中央に移り住みたい希望
が多かった。無理にけやき台から移ら
せる意図はないが、いろんな条件等が
あるので、丁寧に対応していきたい。
【町長】

定住促
進

町長 ◎

19
道路の話はどうなったのか。もう
なくなったのか。

なくなってはいない。国などの予算の
都合で、後ろ倒しになっているが、進め
ている。平成３１～３２年度には開通す
る。【町長】

道路 町長 ◎

20

もしも震災が起こり、けやき台の
高架水槽に被害があれば、けや
き台1,400世帯全体が断水にな
る。タンクは昭和の時代につくら
れたものであるため、耐震の基
準等に合っていないのでない
か。検証をしてほしい。また、阪
神淡路大震災から基準が変わっ
ているのではないか。

南海トラフ地震の契機で、昭和５６年に
改正され強化された耐震基準に基づき
建設されているので、耐震性はあると
考えている。その後の診断等を行い、
耐震補強をしているので、診断結果等
については確認する。高架水槽も建築
基準では工作物であるため、耐震基準
は満たしていると思っているが、特にラ
イフラインと直結しているものなので、
東部水道企業団の調査についても確
認する。【建設課長】
水道事業については、町単独でないの
で、後日確認する。【町長】

その他
建設課

長
町長

けやき台の高架水
槽は、耐震補強がさ
れていることを確認
しましたので、行政
区長に確認結果を
報告しました。

◎
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21

アンケート調査に対して、ＮＨＫ
の報道があったが、ホームペー
ジには掲載するつもりがないと
聞いた。フィードバックされない
のか。

ホームページにも掲載するよう準備を
します。【まちづくり課長】
協力いただいた方々には、結果をお知
らせするのがいいと思う。すぐに対応
する。【町長】

定住促
進

まちづく
り課長
町長

意見交換会にてご
指摘の後、紙面に
て結果を配布しまし
た。

平成28年5月3日付
で基山町ホーム
ページに掲載しまし
た。

◎


