
平成30年6月28日（土）　19：00～19：50　参加者35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
インターロッキング歩道の凸凹
補修について

16区は大まかな補修を昨年度したと
ころだった。区ごとに順番で実施して
いるため、１６区に順番がまわってく
るのは再来年となる。

町長
本年度は１丁目の補修を
行います。

３丁目の補修は令和３
年度に対応します。

◎

2
白坂久保田２号線改良工事の
開通に伴う防犯対策

３１年度中に開通を目指して工事を
行っている。開通すればいろいろな問
題がでてくるが、今車が停まっている
のは駐車違反ではなく車庫法違反だ
けになるが、開通すれば完全に駐車
違反になる。加えて安全対策がポイ
ントとなるが、今後けやき台全地域を
対象とした安全の説明会を別途開催
する予定となっている。この安全対策
については、詳しい説明をさせていた
だきたい。

町長

白坂久保田２号線は、本
年度末に開通予定です。
現在、警察と協議をしてい
る内容は次のとおりです。
（１）白坂久保田２号線
　①４０キロ速度規制
　②駐車禁止
　③信号機設置
　④横断歩道の設置
（２）北部環状線
　・４０キロ速度規制
（３）けやき台内
　・大型車の通行規制

安全対策のために防
犯カメラの設置を検討
します。
また、白坂・久保田２号
線の開通に伴い交通
量の増加が予測される
ため、住民の皆様への
地元説明会を８月頃に
実施します。

◎

※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。町長懇談会（第１６区）　　　平成３０年度
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3 三国丸林線について

まず、踏切を改良することと、ボックス
内の側溝の上にふたをして道幅を広
げることを行う。その後、踏切とボック
スまでの道をすこしまっすぐにする工
事を行う。丸林に向かう道も少しずつ
補修しながら改良していく予定として
いる。少し時間はかかるが、町単費だ
けでなく国の予算をうまく利用しなが
ら行っているところ。適宜情報提供を
行っていきたい。

町長
本年度はボックス内の拡
幅工事を行います。

令和２年度に踏切の工
事を行います。

◎

4

火災発生時の周辺車両の避
難所について（加点付近の車
両を移動することで被害拡大
防止のため。）

小学校のグラウンドやマンションの駐
車場を一時的に借りるということでよ
いのではないかと思う。けやき台全域
が火事に巻き込まれるということは、
あまり想定しにくいため、車両を避難
させるといってもせいぜい10台だと考
えている。

町長 ◎

5

白坂久保田2号線と北部環状
線の街路樹の枝おとしについ
て（車道側）

これについて、けやき台地区各４区順
番に行っているところで、16区につい
ては平成３０年度実施予定としてい
る。交通標識や、交通安全に被害が
でるところについてはその順番を待た
ず随時応急的に枝おとしは行ってい
く。

町長
平成30年度に実施しまし
た。

◎
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6

憩の広場（17区）が白坂久保
田２号線にて分断されたが、
それに対しての処置がある
か。

現時点では、奥側の低い位置からス
ロープを設置して、道路をつくったとこ
ろを飛び越えるような形にはできない
が、アクセスできるようにとは考えて
いる。

建設課
長

横断歩道の設置を警
察へ要望します。

◎

7

駅近くにある鉄塔の周囲にあ
る竹を伐採してほしい。また、
法面についても管理を行って
ほしい。

竹については、けやき台だけでなく基
山町全体でも問題になっている。しか
し、それを全て公的で行うのは微妙な
ところである。他の地区では、ボラン
ティアでやられているところもある。こ
れから町をどのようにつくっていくの
かを考えていかなければならない。法
面については、除草剤をまいて管理
できるのかどうかは検討していきた
い。この問題や道路の問題で共通し
ているが、町と民の境界線をしっかり
と整理していかなければならないと
思っている。

町長
法面の草刈りは町で、年
に２回施工しています。

◎

8

白坂久保田２号線の開通に
伴って、コミュニティバスの折り
返し地点は変更されるのか。

バスの折り返し地点については検討
しているところ。

町長 ◎

9
その変更については３２年度
中か。

道路が開通した後にはなると思う。 町長 ◎

けやき台内の運行ルート
は、本年10月1日を目途に
改正予定です。

折り返し地点は変更し
ます。時期については
検討中です。
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10
街路樹の剪定について、公園
の木の剪定もはいるのか。

先程の話に上がった内容は、道路に
ついて。公園については、年に１回は
行っている。情報をいただければ、そ
の都度切りに行ったりしている。

建設課
長

植栽は定期的に剪定して
います。

高木は情報をもとに剪
定します。

◎

11

子どもがかれた木等登ると危
ないので、管理を行ってほし
い。

情報をいただきその都度剪定するよ
うにしている。

建設課
長

情報をいただき剪定しま
す。

◎

12

電線にかかっている木は町で
対応することは難しいと聞いた
が、どのように対応しているの
か。

電線にかかっていると、電気事業関
係者が施工する。情報があれば提供
をお願いしたい。

建設課
長

本年度もＮＴＴにより施
工される個所がありま
す。

◎

13

婦人がん検診は、検診対象が
２年に１回となっている。対象
ではない年にも実費を負担し
て集団検診のときに受診する
ことはできないか。

受診が可能かどうかは調べてからの
回答となる。すぐにできることは産婦
人科の情報提供することかと思う。

町長
国の指針を基に２年に１回
の検診を奨励しています。

ご要望を踏まえ検診の
回数や助成の方法を
検討します。

◎



町長懇談会（第１６区） 平成２９年度

№ 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

白坂久保田線が開通した後に、交差点からき
りんやまでの道を整備する。ボックスの下に
水路があるが水路に蓋をかぶせて道を拡張
する。踏切も少し広げる。平成３２年ぐらいを
予定している。街灯は高速道路が設置してい
る箇所については、すぐに高速道路側に伝え
る。

トンネルからけやき台３丁目の道の灯りにつ
いては、基山町の分になるので区長さんと確
認して対応させていただく。

蛍光管をＬＥＤに変えればすぐに明るくなる。

2

こどもの医療費について、４月から医療
証をいただいた。前は、支払いをして、領
収書を持ってきていた。基山は福岡県と
のつながりがあるので、久留米大学病院
や筑紫病院に行くことも多い。鳥栖市は
久留米大学病院と契約している話をきい
たので、基山町でも検討してほしい。償
還払いでお金が返されるものの、帰って
くるまでに時間がかかるので一時の負担
がある。

検討はしているが、調整が必要になるので、
調整を早めていきたいと思う。福岡全域という
のは難しく限られたものになってくるだろう。

小学校就学前のみ、県外
では聖マリア病院、久留
米大学病院、福岡市立こ
ども病院・感染症セン
ター、佐世保市立総合病
院で現物給付となりまし
た。

○
こども

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。

1

１１年前に引っ越してきた。高速道路の
ボックスのトンネルが暗い。トンネルから
けやき台３丁目に上がる道の街灯が少
なく暗い。

防犯・安全・街灯
町長

副町長
照明を交換し、追加しまし
た。

本年度にボックス内の
工事を行い、道の拡幅
や照明の改修を行いま
す。

◎



町長懇談会（第１６区） 平成２９年度

№ 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。

3

平成２８年９月にＨＰに掲載された中長
期財政計画をみると、町債の残高が減っ
ていない反面、基金の残高が予測だと、
平成３５年ごろにはマイナスになってい
る。どう思われているか。

昨年度で見れば、ふるさと納税が増えたので良い
方向になっている。本年も多くの事業を行うが、方
向的にはよい。だが、ふるさと納税に頼りっきりに
ならないように、自主財源の確保の方法を検討し
なければならない。そのためにも、山積みになっ
ている公共施設の更新をしなければならない。現
在、更新時期の３０年計画の綿密なものを策定し
始めている。やらなければならないことが後回し
なったり、年数がかかったりすることがある。住民
の方に我慢を強いるようなことがあるかもしれな
いが、その際には、きちんと説明していきたいと思
う。ふるさと納税については、３年ほどは大丈夫だ
と思う。その間に企業誘致や人口増などの次の
手を打っていきたい。

財政・ふるさと納税 町長

平成30年度は７月の豪雨
災害で支出が増えていま
す。

◎

4

猪の浦児童公園に１１、１２時まで子ども
（中学・小郡の子？）がいる。防犯カメラ
等で抑制できればと思うが対応していた
だけないか。

防犯カメラは街灯と併せて設置を検討した
い。中学校への連絡も行っておく。

警察によるパトロールを強
化していただいています。

報告が有った以降は
子供達が遅くまで遊ん
でいる報告はありませ
んが、今後も状況を確
認してまいります。

○
総務企
画課



町長懇談会（第１６区） 平成２９年度

№ 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。

5

みやき町が人口増えている。みやき町は
子どもをそこで育てたいと思わせる取り
組みをしている。「小中学校７校全館、冷
暖房・ウォシュレット付・電子黒板＆タブ
レット完備」を大々的にＰＲした。基山町
内の小中学校の現状と子どもを増やす
ための取り組みについて教えてほしい。

基山中は昨年冷暖房完備、２小学校も今年完備。トイレ
については若基小が洋式化されていない。みやき町に
追いつけるように頑張っていきたい。
みやき町が中所得者用の町営住宅を３棟建てている。
基山町も１棟建てる予定になっているので、同じことを
やれば場所的に負けていないと思うので、追い越せる
よう頑張りたい
また、障がい児や障がい児の予備群？が増えている。
早期発見・早期対応で社会復帰がしやすくなる。その取
り組みに力を入れている。特別支援学級が基山町は手
厚い。基山町単独で補助員を付けている。臨床心理士
や社会福祉士による細かいケアを行っている。
保育園・小学校・放課後児童クラブが連携しているよう
で縦割りになる。障がい児への対応はこの３つの組織
の連携が必要。

教育・人口増 町長

小中学校の普通教室につ
いては、エアコン設置済み
です。現在、特別教室へ
のエアコン設置を行ってい
ます。
このほか、平成28年度か
ら英語検定料の補助、中
学生・小６・小３を対象とし
た放課後補充学習に取り
組んでいます。

今年度は基山中学校
管理棟の改修（屋根、
外壁、屋内の床張替え
等）を実施します。
また、今後については
基山中学校へのエレ
ベーター設置、若基小
学校のトイレ改修を進
めていきたいと考えて
います。

◎



町長懇談会（第１６区） 平成２８年度

№ 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

1

先日実施された住生活アンケートの
結果について、西日本新聞の見出し
に移住希望者が30％いたと記載さ
れていた。実際そんなに移住希望者
が多かったのか。これから住もうと
思っている人にも、住みたくないと思
われてしまう。もうちょっとＰＲの仕方
があったのではないか。
先日のテレビの発言内容と異なって
いるのではないか。

西日本新聞の見出しの書き方はどうかなと思っている。ア
ンケートの結果については、今のまま住み続けたい７５％
いた。資金面など条件があるが、有料老人ホームやサービ
ス付き高齢者向け住宅へ住み替えても良いという方をあわ
せると３０％程度の方がいた。その中で、いまでも是非検討
していたいという方が３％程度いた。資金面や条件が有る
けど条件が合えば移住したいという方が３割程度だったこ
ともあり、新聞の記載内容になっている。【まちづくり課長】
役場からそういう説明をしているわけではない。西日本新
聞では刺激的に記載をしている。アンケート結果について
は、ＨＰに掲載しているので、ご覧いただきたい。サービス
付き高齢者住宅は、1戸に３０部屋程度なので、けやき台の
何％しかないので３割の方が移住を希望されても対応でき
ない。移住希望者には、金額や部屋の内容等詳しい説明
を順次させていただくので、安心していただきたい。【町長】
テレビでは、話している内容のいくつかがピックアップされ
ている。本当に困っている方の支援をさせていただきたい
ので、誤解されないようにしていただきたい。【町長】

定住促進

まちづ
くり課

長
町長

今後、中心地にニーズ
に合わせてサービス付
き高齢者住宅の建設を
検討します。

◎

2

町の事業としてお金がかかっても取
り組みたい事業について２、３点説
明してほしい。

役場での調整と議会との兼ね合いもあるが、個人的に行い
たいのは、１．①保育園の建て替えについての方針の決定
をしたい。２．②子育て支援策など分かりやすい総合的なＰ
Ｒについては、お金がかからないためどんどんＰＲしていき
たい。３．③④については、一部実施をしたい。③保育料の
軽減については、もう少し手厚くしたい。４．⑪小中学校普
通教室へのエアコン設置については、周りの小中学校では
既に設置されているため、エアコンの設置を行いたい。各
区からも勉強が進まないため、エアコンをつけて欲しいとい
う意見が多くあるため、夏に間に合うように早く行いたい。
５．⑭保育園・小・中学校への防犯カメラの設置について
は、安心安全の面から大事だと思っているで先にやりた
い。６．⑰婚活サポート事業については、町内に独身の適
齢期の方がたくさんいるので、やりたいと思っている。今、
説明させていただいた分については、何らかの形で６月議
会に影を出したいと思っている。それ以外の記載がされて
いない事業や提案があれば意見をいただきたい。【町長】

公共
施設
整備
子育
て支
援

町長

多世代交流センター「憩の
家」、放課後児童クラブひまわ
り館、基山町合宿所、子育て・
若者世代の定住促進住宅（ア
モーレグランデ基山）の建設、
中学校の大規模改修等に取り
組んでいます。

本年度「基山っ子みら
い館」を建設していま
す。
病後児保育施設の建
設も行います。

◎

※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。



町長懇談会（第１６区） 平成２８年度
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※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。

3

10区～17区については、既存の団
地であり団地の再利用ということも
あると思うが、新しい宅地の造成に
ついては考えていないのか。基山町
は、福岡にも近いため若い人が集ま
れる住宅が必要ではないか。

宅地の造成を検討している。現実に、民間
主導が１つと官主導が１つの若者向け住
宅の２つの検討をしている。２つにとどまら
ずチャンスがあればどんどんやっていきた
いと考えている。【町長】

定住促進 町長

町内では民間による小規模住
宅開発が活発に行われていま
す。

◎

4

けやき台駅は福岡方面への通勤が
多い。福岡都市圏の周囲の自治体
の古賀市、宇美町、宗像市は人口
増えているが、基山町だけがここ12
年間ずっと減っており広報を見るた
びに寂しくなる。基山町は子育てが
しにくいという話を聞いたことがあ
る。基山町は他市町との比較・検討
をしているのか。

他の自治体との比較について、マトリックスを
作って分析をしている。子どもの医療費の現物
給付について、佐賀県では一度支払い後で請
求することになっているが、福岡県では医療費
の支払いについて１回５００円の支払い程度で
済む現物給付となっている。佐賀県に要望し、
平成29年から一部現物支給することになって
いる。この点が福岡県と比べて遅れているとこ
ろだと思う。放課後児童教室については、福岡
より早く高学年までを対象にしている。特別支
援学級についても、福岡県より進んでいるので
はないかと思う。福岡より進んでいることもある
が、PR不足で町内でも知らない方が多いた
め、今後どんどんPRしていきたいと考えてい
る。【町長】

子育て支援 町長

人口は、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。

◎
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千葉県の松戸市では１０年程前にす
ぐやる課を設けている。基山でもそう
いう体制を考えてみてはどうか。ある
部署に何回も依頼しているが、動い
てもらえていない。すぐやるという事
は、住民の要望に応えて住みやす
い町をつくるという一つの条件であ
る。

２月20日の初登庁した時にこれをやります
と言って宣言しており、HPに掲載もしてい
る。要望については、すぐ対応するので内
容を教えていただきたい。【町長】

総合戦略 町長 ◎

6

以前セブンイレブンから城戸インター
に上がるところのガードレールが倒
れていたときに危険だったので、役
場に連絡をしたらしばらくしたらすぐ
対応していただけた。

多くの職員がすぐ対応するようになってい
る。気付かないこともあるので、何か気付
かれたら、すぐに言っていただきたい。【町
長】

道路 町長 ◎

7

白坂久保田２号線について、概算で１億４千万の国・県・町の金額
が投入される。町が接続すると言っている町が言うA交差点（白坂・
久保田２号線の接続する交差点）の問題や課題はないか。
回答がオブラートに包まれていて、多くの方が問題や課題が分から
ない。補足すると住民への説明会では、交差点の接続ではA交差点
が一番安全な場所と一義的にされた。地理的には一番安全だと思
うが、接続先の規制看板が２０年間間違っていた。間違った交差点
に接続するため是正すべきではないかと指摘を行っている。規制看
板が間違っていた所の交差点につなぐことの問題はないのか。
福岡県警に接続する交差点の説明をしたが、通常規制上考えられ
ないと言われた。佐賀県のレベルが低いのではないか。
けやき台のなかのメインストリートのところは一旦停止が住宅からで
るところは４か所あるが、外周道路には一旦停止の規制が１回もな
い。３，４丁目の奥から出る方は一旦停止をしなくても良い外周道路
がある。福岡県で1,000世帯程ある住宅でこういう構成の住宅は見
たことがない。
A交差点について、問題があって是正をするということか。町も住民
の意見を聞いて協力するということか。接続するときに見直しをする
から、待ってくれと県警に言ったと聞いている。

有料道路の時には、車の交通量が多かったが、有料道路でなくなっ
てからは裏道の交通量は減っていると聞いている。結果として住民
の方からのご指摘もあったので警察と調整をしている。規制看板に
ついては、現在、微修正する時、繫がった時の３段階でどういう風に
するか佐賀県警と詰めているところである。５月１０日に佐賀県警の
交通規制課長と話し合い、３段階の見直しと住民からの意見を聞い
てもらうよう要望をしている。その結果、現状から微修正をするとき
にどのようにするのかの案を５月１８日（実際は２３日）に提示するよ
うになっているので、地域住民の方にも立ち会っていただきたいと
お願いされているため、別途また地域に今ご案内をしているところ
だと思う。警察が現地で説明するので是非ご意見を聞かせていただ
きたい。【町長】
佐賀県警は、間違ってないと言われている。看板は佐賀県警の判
断であるため、見解が異なっている。【町長】
今回行うのは、微修正を行うため見直しを行う。このままの状態で
あれば、見直しは行わない。【町長】
停止線については、役場が勝手に引けるものではないため、住民
から要望があっていることは県警に伝えている。今の停止線で良い
という判断を県警がしている。外周沿いの停止線の要望が多いの
であれば、直接要望を伝えたい。【町長】

道路 町長

白坂久保田２号線は、本年度
末に開通予定です。
現在、警察と協議をしている内
容は次のとおりです。
（１）白坂久保田２号線
　①４０キロ速度規制
　②駐車禁止
　③信号機設置
　④横断歩道の設置
（２）北部環状線
　・４０キロ速度規制
（３）けやき台内
　・大型車の通行規制

◎
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熊本地震について、災害時の基山
町の備蓄食料はどうなっているの
か。もしあるとしたら、どれくらいの人
数分あるのか。町民体育大会や一
斉清掃のときに、タオルをもらってい
るが、タオルは使い道がないので、
代わりにペットボトルなど備蓄したも
のを翌年町民へ配布したら良いので
はないか。

備蓄食料については、人口の５％の１日３食分の2,500食程度の備蓄をしてい
る。１日すれば支援物資が届くため、１日分の備蓄をしている状況である。佐賀
県の10市10町で申し合わせをして人口の５％程度の備蓄としている。熊本市で
は７０万人程度の都市で避難者が３、４万人程度であるため、人口の５％程度
である。【副町長】
賞味期限が切れる前に各地で訓練を行っているので、そのときに試食をしてい
ただいている。今回、他の地区からも小中学校で訓練を行い、備蓄の試食をし
ていただければという意見を頂いている。熊本では小中学校の訓練が行き届
いていたということであるが、基山町では訓練ができていないので、今後基山
町の小中学校での訓練をしていきたいと考えている。義援金の受付を16日
（土）の午前中から行っており、４月の下旬には165万円を届けている。19日は
サンポーラーメンのカップラーメンを7,000個、山楽のタオルを7,500枚基山の物
資をトラック４台分を益城町に運んでいる。基山町は被害が少なかったが、町
民会館に開設した避難所には２日間で５６人避難された。台風のときよりも多
かったので、これから地震対策をやっていきたい。今回憩の家でひびが入った
ため、調査をして復旧のために直すことを予定している。防災にはこれから力を
入れたいと思っているので、防災についてご意見があれば聞かせていただきた
い。【町長】
食料については、町内にスーパーやコカコーラと災害協定を結んでいる。何か
あったときには、食料や飲料水を提供してもらうような協定となっている。【副町
長】

防災
副町長
町長

昨年７月の豪雨時には、町民
会館への避難者327人に対し
て、カンパン等の食料品360缶
やアルファ米400袋、飲料水
490本が配給されました。
また、災害用毛布は330枚を使
用しました。

◎

9

エリアメール配信時に食料や飲み物
を持参してくださいという記載につい
ては、防災の食料があるのであれ
ば、準備していただくことはできない
のか。

役所的な説明をすると、今回は避難命令
ではなくて自主避難になる。備蓄食料につ
いては、避難命令のときに使用するように
している。おっしゃるような意見も多かった
ので、今後庁内で検討をしたい。【町長】

その他 町長
避難者には必要に応じて食料
品や飲料水を配給します。

○
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10
熊本地震について、役場の方から支
援に行っているのか。

今、現在１人現行っている。佐賀県を通じ
て話がくるようになっている。また、熊本か
ら５世帯の一番多かったときには小中あわ
せて９人が避難していた。５世帯のうち１世
帯は町営住宅に無条件で入居され、４世
帯は親戚のところに行っている。【町長】
職員については、県庁で県庁職員と市町
の職員の人数の調整をしている。【副町
長】
職員が業務ではなくボランティアとして休
みの日、連休中に多数行っている。【町長】

防災
町長

副町長
H28熊本には３名、H29朝倉に
は１名の職員を派遣しました。

◎

11

総合戦略について、厚労省と総務省の関係ばかり
であり、国交省関係やインフラ整備、危機管理など
が入っていないため、町長意見交換会をもう一度
実施するのか。
第５次基山町総合計画について、反省点が出てて
意見を聞いていると思うが、これまでPDCAサイク
ルについて、今までどういう風に行っていたのか。
それが活かされているのか。
インフラがきちんと整備されていないと、住んでも
安心できない。残りの区に対しても防災の話は設
けるべきである。
地域防災計画は順次見直しをすることとなってい
る。今後どのように見直しをする予定にしているの
か。
ハザードマップについても見直しを行うのか。現
在、浸水区域に避難所が入っている。
基山町の小学校においても防災教育について取り
組む意識を持っているのか。小さいころから防災
教育に取り組むことは重要である。

今日は総合戦略について説明を行っている。総合戦略と総
合計画は別物である。ハードまでの計画については、第５
次総合計画になる。総合戦略については、第５次総合計画
から雇用や産業振興のソフト事業を抜き出したものであ
る。前町長のときに、第５次総合計画についての説明を
行っている。この違いを理解していただきたい。もう１回総
合計画について、必要であれば説明の機会を設けることも
可能である。【町長】
地域防災計画については以前から策定しており、毎年１回
災害対策基本法に基づいて佐賀県と整合しながら、見直し
を行っている。活断層や原子力の見直しについても、基山
町に係る分については、毎年見直しをしている。【副町長】
２区の避難所については、以前田んぼであり浸水した。現
在は地上げしており浸水はしないことになっているが、表示
については浸水区域となっている。【副町長】
ハザードマップについては、表示を含めて見直しを行う。実
際、計画ではなくいざという時に動けるかどうかになるの
で、動けるような形の訓練、シミュレーションについて力を
入れていきたい。【町長】
１９日に総合教育会議を行い、防災教育について取り組ん
でいくように検討をしている。【町長】

総合戦略 防災
町長

副町長

令和元年５月に策定した基山
町教育大綱第2期の柱の一つ
にも「地域全体で子どもの成
長・学びを支える」を掲げ「防
災・防犯・交通安全の意識の
向上」を目指すこととしていま
す。関係機関との連携を強化
し、地域と一体となった安心安
全なまちづくりを進めます。

◎
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12

けやき台の外周とセンター道路が相
当がたがたになっている。舗装の予
定はあるのか。
いつ頃に完全に舗装されるという計
画はないのか。

現在、ひびわれについては雨水から道路
の構造を乱さないように応急的に対応を
行っている。まだ、ひび割れ状況が大きく
ないので、補修で対応をして様子をみなが
ら、必要な時期に再生の方法を考えてい
る。【建設課長】
現在のところ、１年という期間では計画をし
ていない。そう遠くない時期だと考えてい
る。【建設課長】

道路
建設課

長

舗装面の老朽化によるひび割
れで、舗装補修を実施していま
す。

町道については、不定
期的に巡回を実施して
おりますが、危険と思
われる箇所について
は、情報提供をお願い
します。

◎

13

けやき台の朝市については、今年度
が補助事業の最後の年となってい
る。先日、けやき台の４区合同で金
銭と人的な補助について要望をして
いる。そのときに、完全にストップで
はなくできることは応援するという回
答を頂いているので、これから先続
けられるように支援をいただきたい。

朝市については基金事業で補助をさせていた
だいている。サロン事業については社協で行っ
ているが、基金事業とサロン事業の今年中に
見直し、来年度から新しい形にしていきたいと
考えている。そのときに、新しい事業として考え
ていくので、朝市のバージョンアップした形で提
案をしていただくという方法が出てくると考えて
いる。２年前に副町長として役場に入って、一
番最初に取り組んだことが、けやき台駅前の旭
化成事務所の１階に店舗として誘致をしたが、
どこの店舗でもここではペイしないと言われた。
今度店を入れさせてくれと言われるぐらいに、
基山を盛り上げていきたいと思っているので力
を貸していただきたい。【町長】

その他 町長
まちづくり基金事業として応援
をしています。

◎
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アンケート調査等の新聞やテレビ報道
により、けやき台がなくなるのではない
かと言われている。私は、けやき台は佐
賀県一の良い団地だと思う。けやき台
は、交通規制がなく日本一の良い団地
である。２，３年前にも買い物難民として
報道され、報道を打ち消すのに大変だっ
た。ニュータウンや高島団地もあるが、
けやき台がやり玉になっている。道路を
通すのも９割以上が反対である。アン
ケートの要望をしたが、アンケートを取ら
ずに決定となっている。桜の公園を壊し
てまでも、通すようなことは反対である。
通すのはいつになるのか。

報道には十分注意したいと思う。白坂・久
保田２号線については、議会で議決されて
おり決定事項であるため、今ではチャラに
することはできないので、ご理解していた
だきたい。安全や交通規制、制限速度の
問題については、しっかりやっていきたい。
【町長】
国の予算が厳しいこともあり、平成２８年度
に着工であり、３年くらいかかりそうであ
る。【町長】

道路 町長

白坂久保田２号線は、本年度
末に開通予定です。
現在、警察と協議をしている内
容は次のとおりです。
（１）白坂久保田２号線
　①４０キロ速度規制
　②駐車禁止
　③信号機設置
　④横断歩道の設置
（２）北部環状線
　・４０キロ速度規制
（３）けやき台内
　・大型車の通行規制

◎

15

SGKは斬新な施策であるが、現在女
性の登録者は何名か。
女性の生活に密着したような施策も
町として検討していただきたい。

９名である。これからもっと増やしていきた
いと考えている。【町長】

総合戦略 町長
SGKの会員は現在98人で、う
ち51人が女性です。

◎



町長懇談会（第１６区） 平成２８年度

№ 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

※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

基山町は佐賀市寄りの所と思われ
ている方が多い。基山町にはJRが２
つあり、３号、１７号線も無料であり
基山パーキングエリアも側にあり、
高速道路で長崎道大分道にも近く、
高速バスもあり、天神に行くのにも
早く地の利が良い。魅力がたくさん
あるため、もっと積極的に新聞広告
を利用したりして、PRしていけば良
いのではないか。地の利を活かした
PRをすることにより、企業誘致につ
ながるのではないか。

今後、PRしていきたい。１つの例として、基
山町ではフェイスブックを運用しているが、
地震のときの防災情報を掲載したときに
は、２週間で10万アクセス以上あり通常の
ときは２週間で１万程度であり10倍以上の
アクセスがあった。HPや新聞を含めてどん
どんPRしていきたい。【町長】

ＰＲ強化 町長

JA全農やNJアグリサポート、ミ
キファーム等の企業が進出し
ています。

◎

17

中学校の体育館が雨漏りしていて、
部活動のときに危ないが、いつ頃に
なったら建て替わるのか。

大規模改造ということで計画をしている
が、文科省の補助金がかなり厳しい状況
である。今年、体育館の真ん中の吊り天井
が東日本大震災のときに落ちて危険だっ
たということで、工事を行う予定である。ま
た、あわせて雨漏りの点検と照明を変える
予定である。全体のフロアの工事になると
億単位の金額になるので、財政状況をみ
ながら、なるべく早い段階で行いたいと
思っている。【教育学習課】
クーラーの設置をなるべく行いたいので、
まずは勉強を頑張っていただきたい。雨漏
りをしないように雨の日に調査を行いた
い。【町長】

公共施設整備

教育学
習課
町長

平成28年度に吊り天井の撤
去、ＬＥＤ化への改修を行い、
このときに雨漏り点検及び修
繕を行いました。

体育館の大規模改造
については、財政状況
を考慮しながら検討し
ていきたいと考えてい
ます。

◎
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平成９年にアトラスのマンションをA
～Dの４棟建てるということで、町も
OKを出し買った住民もその条件で
買っている。３年前から建設をするこ
とができないといわれ、空地を宅地
化にして売り出すと言われている。
戸建てだと２３戸で５０～６０人しか
増えないため、町として若い人の住
宅やシニア向けのケアハウスの設
立など旭化成と話をしたことはある
か。

町が保有している町有地があるので、まず
はそこを先に若者向けの住宅にしたいのと
有力な民間により駅付近に優先的に考え
ている。サービス付き高齢者向け住宅につ
いては、お店の近くが良いと考えている。
けやき台にグループホームやケアハウス
の発想がなかったので、検討をしてみたい
と思う。ただ、町内に空地がたくさんあり、
グループホームの候補地がたくさんある。
マンションが無理なら若者が来るような個
別の団地が良いのではないかと思う。【町
長】

定住促進 町長
旭化成とアトラス管理組合で協
議が続いています。

◎

19

３月１日の広報において、町長が７
つの誓いと４つの約束において人口
増加をあげている。HPやフェイス
ブックページを私は見ているが、他
の高齢者や若者は見ているのか。

HPやフェイスブックについて、どれ程見て
いるのかという意見もあるが、一方で紙媒
体での配布についての反論もたくさん来て
いる。どういう広告媒体が一番良いのか悩
んでいる。こういう形が良いのではないか
というアドバイスがあればいただきたい。
【町長】

ＰＲ強化 町長 ◎
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白坂久保田２号線において16区の７，８割が反対しているたが、頭
ごなしに無理して開通を進めている。これから先、高齢者や若者は
意見を言っても同じだと思われるのではないか。
町長の時間を作っていただいて、こういう意見交換を定期的にやっ
ていけば、もっとよりよい町民の意見が吸収できるのではないか。
沖縄の辺野古ではないが、頭ごなしに決定事項と言われるのであ
れば、意見を言っても同じである。それで良いのか。
交差点のつなぎ方に問題であるという意見も多かった。行き止まり
の交差点につなげれば、１億４千万円もかからずに、お金のキャッ
シュフローだけを言うと中学校の雨漏りも直せるのではないか。もう
決まっていると言って議員の承認を得ているのが町のやり方であ
る。もう１回住民の意見を聞いてもらえないのか。
副町長から町長になられて、反対と言われてもおかしくない。町長
の意見を聞かせてほしい。
有料道路の駐車場の料金所を通すのであれば賛成である。
料金所からつなぐと危険なのは、地形的な問題であり一理あるが、
交通規制について20年も放置していて何が安全なのか。
白坂久保田２号線について、16区については７、８割反対意見が多
い。もう意見を聞かないということであればはっきり言ったがよいの
ではないか。
桜の木の公園は、けやき台の住民にとっては憩の場所である。公
園をつぶすということが悲しい。

白坂久保田２号線について、このような話がでてくる
とは思っていなかった。意見交換会には出ていな
かったので、どの程度の意見があったのか肌間隔
は全く分かっていない。【町長】
これから基山の発展を考えたときに、道を通すのが
正しいと考える立場である。基山町がどんどん落ち
ていってしまっているので、やれることは全てやりた
いと考えている。道を通すことは、１つの大きな活性
化になると考えている。このままでは、基山町が落ち
て行ってしまうので、やれることは全てやりたい。地
域活性化の１つと考えている。【町長】
既に事業自体はスタートしている。【町長】
つなぐべきだと思っている。【町長】
料金所の所をつなぐと、道の下とすぐ繫がるため出
逢い頭になる可能性が高いため危険だと聞いてい
る。【町長】
交通規制が間違っているとは、佐賀県警は言ってい
ない。【町長】

道路 町長

白坂久保田２号線は、本年度
末に開通予定です。
現在、警察と協議をしている内
容は次のとおりです。
（１）白坂久保田２号線
　①４０キロ速度規制
　②駐車禁止
　③信号機設置
　④横断歩道の設置
（２）北部環状線
　・４０キロ速度規制
（３）けやき台内
　・大型車の通行規制

白坂・久保田２号線の
開通に伴い交通量の
増加が予測されるた
め、住民の皆様への地
元説明会を８月頃に実
施します。

◎

21

基山町をよりよくするために基山町
の強みを伸ばすことが大事であると
考えている。基山町の強みは何だと
考えているか。
基山町の立地は素晴らしい。博多ま
で３０分、高速にも近く災害も少な
い。基山町の特産物を何か作りあげ
ていったら良いのではないか。

強みについては、伝統と新しさ、そして都
会的なところと自然的なところがちょうど良
いぐらいに共有していて、10分も車を走ら
せれば自然の中に入り込める小さい町と
いうところが町としての強みだと考えてい
る。歴史で言えば、基肄城や荒穂神社など
非常に古い歴史を持ったような施設もある
ので、そういったところも強みとして言える
のではないか。【町長】
色々な事をやっていきたいと思うので、長
い目で見ていただきたい。【町長】

ＰＲ強化 町長

特産品として、エミュー、トマト、
ライチ、ブルーベリー等をPRし
ています。

今後、サラダカボチャも
進めたい。

◎


