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基山町 都市計画マスタープラン策定にあたっての町民アンケート 

自由意見まとめ 

 

問 21 問 20「将来、基山町がどのような町になっていると良いですか？」で回答した項

目を進めるために、どのようなことをしたらいいと思いますか？ 

■文化施設・教育環境が揃い、安心して子育てできる「子育ての町」            

・⒈公園のベンチ、日陰の休憩所の整備 ⒉河川などを利用した子どもの水遊び場 ⒊小

児科病院（産婦人科）が無いので… 

・①小児科病院の誘致（産婦人科も）②川遊びできる公園の誘致 

・2～3 才児の遊べる遊具が公園に少ないのでもっと作るべき。 

・30 人学級の実現。図書館の図書の種類の充実（法律・新書等、娯楽以外の本を増やす）。 

・いくつか町内に河川があるが、フェンスが無いところやあっても隙間が広く、低学年の

子供には危険だと思われる場所が多い。改善してほしい。 

・いじめ、犯罪（自転車の窃盗、恐喝）等のない町。⑴道徳教育に力を入れる。⑵防犯カ

メラの増設。⑶広報を通じ、積極的にアピールする（鳥栖市関連で重大事件が２件も発

生している）。 

・けやき台の公園の遊具が老朽化しており、バリエーションも少ないため改善してほしい。

小さい子向けの遊具を充実させてほしい。 

・この時代、親も子供も忙しそうで、一日の時間がもっと長いといいなあと思うくらいで

す。今のままでもいいように思います。（年寄りの感想です） 

・スポーツ施設が目立っている。文化的な活動や発表、勉強会や歴史は、もっと発展して

ほしい。 

・せっかく自然豊かな町なので、その自然を生かす遊びや行事などが出来るようにする。

（例：竹の子掘り、基山などの探索路の整備など） 

・その子その子の特性を生かせるように、上に立つ人の教育が大事なことと思われます

が？ 

・どこでも、好きなところに入園できるようになってほしい。 

・ボールが使える公園情報の発信。 

・もっと近くに公園が欲しい。 

・安心して子育てができて、また、人と人との関りがある住みやすい基山町であってほし

い。 

・安全な遊具を増やしてほしい。 

・安全に登下校のできる歩道の整備（町内から鳥栖に抜ける道が特に危険、地元の車以外

の通り抜け禁止の検討） 

・安全に遊べる整備された公園を増やしてほしい。ボール遊びなどができる広いスペース

も作ってほしい（外で遊べる場所が限られている）。 
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・以前住んでいた市には、児童館があり、子どもは放課後に遊びに行っていました。公園

以外に遊ぶ場所があれば良いなと思います。 

・医療・教育の負担を最小限に。 

・医療のお金をかからないようにしてほしい。３人の子供がいて、月３回しか行かない。

だいたい３回以上は行かないで治るけど、お金がかかる。福岡にいたときは無料で行き

やすかった。 

・医療の無償化の充実。保育園等の充実、共働き支援。周辺地域と差別化が図れる施策と

PR 

・駅や公共施設に授乳室やオムツ交換台などを設置する。ただし、設置して終わりではな

く、きれいに維持されていくことが必要だと思います。 

・夏の遊び場 

・街灯の増加。道路の整備（ガードレール、速度取り締まり、標識増加）。意見を聞いてか

らの行動の速さの徹底。 

・各区にある公園を、子どもたちが楽しく遊べる場所にする。 

・各区においての公園等の有効活用を図り、整備、草刈り等徹底し、安心して子供たちが

成長できるよう。 

・各地区の公園の整備をもっと頻繁に行う。 

・学校に隣接した公園をつくる（家族で遊べるように駐車場も欲しい）。 

・学校以外で地域の方から学べる機会をたくさん作る。 

・学習を中心とした、小・中学校生活が送れるよう。諸制度を整える。例えば、スポーツ

チームの休日の使い方など、学習に使える時間を確保してもらうなど。 

・学童の長期休みのお弁当を注文等にしてほしい。 

・環境・施設も大切ですが、子育て資金の援助等、子育て世代がお金の心配をしなくても

良いシステムを作り上げて欲しい 

・基山で子育てをするにあたり、他の市町村とは一線を画した、補助金を新設し、どこに

住むか迷った際の強みにする。 

・基山を切り開き、キャンプ場、運動公園、自然系遊具を備えた公園を作り、町内外から

人を呼ぶ。 

・基山出身で、活躍されている方がたくさんいます。子供たちに、オンライン授業を開催

してほしい。 

・基山町外に住んでいる人が基山に移住したいと思えるような活動。子供がたくさん居る

町になってほしい。 

・基山町独自施策である 4 歳児からの就学準備支援などの施策を拡充し子供と向き合う

町を整備する 

・希望する保育園、幼稚園に入れるようにする。 

・既にあるものもありますが、英語や体験活動（モノづくり）などの教室が継続してほし
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い。 

・義務教育の改革校にするなど、新しいことへのチャレンジ（上越市立大手町小学校のよ

うな）。 

・教育にかかるお金の補助。今の子供は昔と違って、タブレットなどお金がかかる 

・教育環境を充実させる（保育園等）。つながりづくり（イベント等）。 

・教育予算の増額。学校での 1 クラスの人数を 20 人以下にする 

・教室を増やす、若基小と基山小の通学者の見直しをする。現在基山小が多くなりすぎて

いる。若基小行政区を増やすべき。 

・近所に小さくても良い原っぱに少し遊具がある位の公園があって、子供が気が向いたと

きに気軽に遊びに行ける環境があればと思います。 

・近年、夏の日差しが強いので、遊具が熱くなり遊べない時が多い。日陰になって遊べた

らいいのになと思うときがある。 

・現在ある公園や学校等の適切な維持管理。公園は維持管理が大変なので、むやみに増や

さない。 

・現在の方針を続けてもらうのがよいと思います。 

・現実にあった楽しんで教育を受ける体制を 

・現状維持を目指すこと。 

・家の周りで遊べるような自然を守って欲しい 

・公園があっても制限があったりして、子どもたちが伸び伸びと遊べないことがあるので、

子どもたちが楽しく遊べるにはどうしたらいいか考える。 

・公園でなんでも遊べる広場が欲しい 

・公園の数を増やす。子供たちが集まって遊んだり勉強したりできるような場所を増やす。 

・公園の整備と、遊具のある公園。 

・公園や気軽に利用できるような施設がより多くなると良いと思います。 

・公園を増やす。 

・教育施設維持を強化 

・公衆トイレ等が整備された公園、施設の充実。子供が自然と接することが出来る公園の

拡充。防犯カメラの設置。 

・公立保育園。共働き家族支援。 

・広い芝生の公園（子どもが走り回れる）。遊具も必要だが、何もない広場もありがたい

（今、コロナだから思うのかも）。 

・広々とした緑のある公園が欲しい（例えば弥生が丘にある公園みたいな） 

・今のままで良いと思います 

・今は、ほとんどの公園に子どもの姿を見かけません。遊具もなく、親子の姿を私たちの

子育ての頃と違い、戸惑ってます。 

・細い道路も舗装する。 
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・山の方などで、もう少し子どもたちが楽しめる施設が有料でもいいのであると嬉しい。 

・子どもが安心して遊んだり勉強できるちょっとした体育館、図書館も備えた児童館。 

・子どもが健全に育つ環境、人口増・若者が増えるまちにしてほしい。若い方が安心して

子どもを産み育てる環境づくり、子どもは国・町の宝です。 

・子どもが伸び伸びと遊べる施設をつくる。子供が多い世帯への支援拡充。 

・子どもたちが楽しめるイベントの企画。大人と子供が一緒に楽しめる施設や公園をつく

る。自然を活用した子どもたちが学べる場所をつくる。 

・子どもたちが元気に仲良く遊んでいる姿を見たいです。 

・子どもたちが元気に通学できる道路整備。外で元気に走り回れる公園の安全と整備。 

・子どもたちの家の近くで遊べる公園、広場の整備とそれを見守る人。 

・子どもたちを周囲の人が見守る体制を整え、気軽に交流できる場の設定などを行う。 

・子どもたちを遊ばせる場所が増えてほしい。 

・子どもの医療費無料。子供が安全に伸び伸び遊べる環境と風潮をつくる。 

・子どもは未来がある。障害があってもみんな一緒に過ごせるように若楠、こぐまのよう

な療育施設をお願いしたいです。みんなが安心して理解ができるのではないでしょうか。

また、基山はお年寄りも多くみんなが一緒に過ごせる場所を作ってほしいです。 

・子どもも安心して教育・文化施設に移動できるコミュニティバスの運行を充実し、子供

には無料で乗車出来るようにする。 

・子どもも少なく、少人数による教育の充実。 

・子どもを安心して育てられる環境。今の親等を町外へ出さず、町内に残れるように。助

成金等を活用？ 

・子どもを見守る人を増やす。安全が確保されて安心して子供を育てられると思うので。 

・子どもを中心にしたイベント等の開催を増やす。 

・子ども一人に対し給付金 

・子育てしやすい環境づくり、現状できていますが、町に人が歩いていない。活気が無い

町に若者たちは来ません。集中的な町づくりを。 

・子育ての悩みを相談しやすい場所を積極的に利用できるよう情報を発信する。子どもが

伸び伸びと遊べる公園を整備する。 

・子育てをした時期は、４０年近く前のことで、現実の困りごと等が不明です。今、子育

て中の両親の意見のもと、子どもたちが楽しく安心して大きくなれることを願っていま

す。 

・子育て支援にもっと力を入れてほしい。遊具を増やしてほしい。 

・子育て世代が孤立しない様な情報発信やイベントの充実。 

・子育て世代が多く来てもらうために小児科のある病院があった方が良い 

・子育て世代で悩みを共有し、語りあえるような場所づくり。 

・子供が楽しめるイベントや何かあったときに安心して預けられる場所があればいいと思
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う。中学校の駐車場が欲しい 

・子供の多い家庭、また子供を産むときの財政支援策（今もある程度実施されていると思

いますが） 

・施設環境の拡充、補充。人材の拡充、育成。 

・私は、小中学校ともに基山だったので不満要素は感じられないですが、保育園、幼稚園

を多く作ると待機児童も減るかと思う。難しいですけどね。 

・私自身は子育ては終わってしまいましたが、孫が遊びに来ていた時に、全天候型の広い

屋根付きのあるいは室内型の、大きな公園又は遊び場があると助かります。 

・事件や事故が起きにくい町。防犯カメラなど沢山つけて、安心につなげるように。 

・自然がいっぱいの素晴らしい環境の中で、登山、川遊びなど、色んな経験が出来るよう

にしてほしい。自然に勝る教育はないと思う。 

・自然な広場があちこち有ったら。 

・自然に近い木のある公園で、もし植物園のような水と植物のある公園があったらよいと

思います。管理が大変でしょうが。 

・自然豊かな公園をつくる。子供だけでも安心して通ることが出来る安全な道、エリアを

つくる。 

・若い人たちが子育てしながら安心して暮らせる町営住宅を増やしてほしい。 

・若い人を増やして歳入を増やす。 

・若い世代層向け定住促進の PR 

・若基小学校の維持、中学校から就職まで連携した教育。基山っ子の育成（小学校で町を

出ないような教育の充実）。 

・手当の充実 

・助成金の導入を率先して行ってほしい。（不妊治療の助成金の所得制限の撤廃等） 

・小・中学校での教育の資質向上（町内歴史等を発信し理解させる） 

・小・中学校の学力向上を目指す。 

・小さな幼児と小学生ぐらいの子が同じ遊具で集まって遊ぶのは危険なので、小学生以上

の子が遊べる施設があると良いと思う。 

・小学校・中学校の通学路が狭く危ない場所を改善する。保育園の待機が無く、思う園に

入れる。高校進学時、不利にならない（他市と比べ）学習指導。 

・小学校が終わり、下校後に子どもたちが１９時ごろまで勉強や遊びが出来る場所を増や

してほしい。 

・小学校の人数の差を改善する。その場しのぎではなく、きちんとした教室を確保する（支

援学級も含めて）。 

・小公園の草がぼうぼうで整備が行き届かないところを見ると、悪循環で益々人がよりつ

かなくなる。 

・小児科、産婦人科をもっとつくるべき。子供科学博物館の様な学べる施設。 
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・小児科があることが大事だと思います。最新機器がある小児科が無いので安心して受診

できません。 

・小児科が少ない。小さい子供でも安心できる遊具を作ってほしい。 

・小児科が無いのがあり得ない。子供を呼び込む気が無い。 

・小児科を増やす。産婦人科を設置。 

・小中学校、東明館、図書館、市民大学的なもので、ほかの自治体とは違う個性を出す（以

前の武雄市のように） 

・少子化で子供が少ない為、他町に住む孫が住みたくなるように通学路や公園の充実 

・少子化になり、もっと安心して不安のない日々が過ごせるように！ 

・少子化は、国の大きな課題です。一朝一夕には解決できることではないですが、若い方

にたくさん子どもさんを産んでいただいて、子育て支援を手厚く！その為にはどんどん

結婚していただいて、若い方々が「家族になろうよ」と思えるような出会いの場をつく

っていただくと良いと思います。老人は今、十分恵まれています。 

・色々な先生を呼んで、講演会などを開いてほしい。（でんじろう先生等） 

・新しい図書館の開設は、とても良かったと思っています。 

・親が「一人で抱え込まず風通し良く助け合いや交流ができる仕組みづくり。子供が安全

に遊べる場所を作る。 

・親と子がどう動けばいいのか、分からないケースを福祉にスムーズにつなぎ、母子とも

に安心してもらう。 

・親子が楽しく遊びながら学べる児童館などの施設 

・人口増加につながる。みやま市の子育て支援、益々良くなっています。子どもが遊べる・

居れる場所づくりを増やしてほしい。ハード面も大切だけど、人材が不足していると思

う。母親自身が、子育ての困ったことに対して情報収集しにくい現状だと思う。本当に

困っている人多い。 

・人目の行き届く安全な場所に、大人も子供も高齢者も集いたくなるような公園をもっと

つくる。弥生が丘の東公園は、なぜだかいつも子供から老人まで運動したりおしゃべり

したりしています。 

・図書の充実。図書館の周りに憩いの施設がある。 

・図書館の蔵書をもっと増やす。 

・図書館を拡大し、勉強をしやすくしては？ 

・水遊びの出来る公園 

・素晴らしい基山の山地を、子どもが楽しめるアスレチック等をつくって、町全体を活性

化してほしい。 

・孫を遊ばせたいのに、近くに遊具のある公園が無いので。 

・他の市町村に比べ、税負担が大きい。比較調査してほしい。 

・多子世帯への就学援助をもう少し増やしてほしい。引っ越してくる前に受けられていた
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援助が基山では受けられず、苦しい。 

・体験実習方式の教育導入。農作業、商業、工場、奉仕活動等。 

・待機児童〇年連続ゼロの町と言えたらいい。駅までのスクールバスを出して、親の送迎

なしで駅から中高に通えたらいい。発熱の子供でも預かってもらえる公的施設が（有料）

あったらいい。 

・待機児童をなくす。（保育施設を増す） 

・大きな公園をつくったり、室内で遊べる大きな施設（無料）をつくる。 

・大学や専門学校の積極的誘致が必要。 

・大人も子供も、身体を動かして楽しめるアスレチック、レジャー施設があるといい。 

・地域の大人たちで見守れるようなスペース、例えば、食を通して教育出来る、誰もが利

用できる子ども食堂など。 

・町内に小学校がせっかく 2 つもあるのに、片方は児童数が多く片方は少数とバランスが

悪い。もっと人数を平均化できないものか 

・町と交流の場。頼れる場をもっとつくる。地域の見守り。 

・町内から若い人を呼び込み、子育てしやすい町づくり。 

・町立保育園の園児が、車が多くカーブで見えにくい歩道を、運動公園の遊具場まで歩い

ている。なんと貧しい町だろうと思った。 

・長い滑り台をつくる。 

・通学路、公園等への防犯カメラの設置。草が茂って荒れた公園をなくす 

・通学路を広く安全にしてほしい。（事故があってからでは遅いです） 

・通勤・通学に安全な町 

・定期的な公園整備の持続化。草がぼうぼうと伸び、利用できない。 

・天候に関係なく遊べる子ども館のようなもので、トランポリンや体操施設のような大規

模施設（お年寄りとの交流で、昔の遊び）。 

・道路の整備。町をもっと明るく。街灯を設置。街並みを外れると真っ暗で子供に悪い環

境。 

・非常に助かっているので、現状を維持してほしい。 

・病院保育の充実、タクシーで送迎有、小学生への学習支援。 

・病児保育。習い事や放課後子どもたちが過ごすことが出来る場所をつくる。 

・福祉が充実するとさらに子育てしやすくなると思います。 

・勉強のできるスペースをもっとつくる。 

・保育園、幼稚園の充実。子供が安心できる環境づくり。 

・保育園に預けられない子育て中の親たちの為に、一時預かりが出来るシステムづくり。

祖父母世代のボランティア組織など。 

・保育園へのスムーズな入園。他の町から転居する場合、保育園や学校などにスムーズに

入れるかが一番不安。難しい印象。 
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・保育園や、子どもが遊ぶことのできる施設を充実させる。 

・保育園や幼稚園などの施設の増加や、アクセスなどの利便性の向上。 

・保育園をもっと整備する 

・保育園を増やす、小児科を増やす。産婦人科がなぜ無いのか。お年寄りに向けた整備ば

かり・・・。若い世代に向けた取組みを考え直す。 

・保育士の確保。賃金 up。 

・保育施設、学校施設の維持。（コロナ対策、災害時の利用も含めた） 

・歩道の整備、スポーツチームの増加 

・補助金等を町外から新しく引っ越してきた人だけでなく、対象者を拡大する。 

・豊かな自然を生かした子どもたち（小さな子）が遊べる大きな公園が欲しい。 

・防犯、防災に力を入れてほしいと思います。 

・本屋が一軒もない。本屋のある町にしてください。 

・無料で使用できる施設をつくる。 

・優良な児童には返済不要の奨学金制度を拡充していくべき。 

・遊具があり（管理された）整備された公園。小さくてもいいのでスズメ等が出ない安全

な公園にしてほしい。 

・遊具がやや古く少ないので、遊具の整備。駐車場、手洗いを併設した公園を増設。子ど

もと高齢者が共に安全に楽しめる遊歩道をつくる。 

・遊具が少ないと、子どもが言ってました。（けやき台内の公園） 

・遊具のある公園をつくってほしい。 

・幼い子供でも安心して食べられるオーガニック野菜や体に優しい食べ物のお店ができて

欲しい！憩いの家の利用時間が短い！区切りをつけないでほしい！ 

・幼稚園、保育園の増設 

・長野地区在住ですが学校までが大人でもとても歩いて通えない距離と感じていて先のこ

とですが心配しています。人口を増やしてコミュニティバスを通学通勤に使えるように

していただくか、近隣に学校や保育園を増やしてほしいです。 

具体的には近隣工場の従業員に対する移住促進、公務員住宅や企業社宅などの誘致、福

岡在住の子育て世代への PR、移住専用部署やサイトの整備などが良いかと思います！ 

ぜひご検討お願いします！ 

・PC 支給や専門家による授業による IT スキルの向上、外国人教師採用での語学力強化と

ともに国際感覚の養育 

・そのまま現状維持で大丈夫と思います 

・基山町独自の教育を目指すべき。今現在、他の市町村と教育内容を比較しても大差がな

いため魅力が感じられない。中学校が１つしかないのだから、他の佐賀県の中学校との

差別化は出来やすいと思う。また、ただ詰め込み教育を押し付けるのではなく、東京の

麹町中学校のような子供の自主性を伸ばす教育をしてもらいたい。 
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・具体的には思いつかないが、子ども自身が基山で育ったことを誇りに思うようなことを

してほしい 

・現状の把握 

・公共施設の町外利用者の有料化を促進し町内に居住するメリットを強調していく。子育

て世代へ住民税減税、基山町は住民税が高いので移住したくてもできないと聞いたこと

がある。移住定住を促す為には現在在住している方々の満足度が向上しないと厳しい。 

・校区の見直し 基山小のみに人が集まりすぎなのを是正 

・今のように、静かな町の状態を維持して欲しい 

・今以上の徹底した子育て優遇制度の創設 

・産婦人科を作る 

・産婦人科病院を開院 

・子どもが安心して集まりたくなる場所やイベントをつくる。学習支援をしっかりする（教

育に関わる人・モノを充実させる）。医療費の軽減、小児科を増やす。習い事をさせる魅

力的な施設があると嬉しい 

・子どもが家や学校以外で心を許せる、寄りやすい居場所をつくる。 

・子育て世代に対する手厚い支援 

・子育て世代移住の際に給付金を配布。保育士、幼稚園教諭への給与増額。 

・若い世代が居てこそ町全体が活性化します。 

・若年者の人口増加 

・若年世帯向けの移住政策、地元業者によらない住宅の販売 

・主要道路の街灯を設置し、夜間でも安心感のある環境を整備する。また、子育て世代は

常に代謝するので、空家のある区域を整地し、新規分譲地として作っていく必要がある

と思う。また、駅から離れた所にも住宅街が広がりつつあるので、通勤通学を狙ったコ

ミュニティバスの運行も暮らしやすさに繋がるのではないか。 

・手当を厚くしていく 

・住宅土地等の開拓、保育施設を増やす 

・少人数学級、全クラス副担任の導入、ダイアローグを重視した教育の実践、図書館等で

のワークショップを充実させ利用の増進を図る。保護者・教育関係者・町の三者での協

議会を作り、利用者目線での学校の在り方を模索する。教室に入れない子でも学校に居

場所を作る（校内フリースクール：呉市立吉浦中学校の取り組み参照）。私立学校通学者

への町独自の助成金。 

・積極的に若い方への住居の提案や子育て支援を行う 

・待機児童をなくす。 

・待機児童対策 

・通学路の整備など、安全なまちづくり 

・乳児から中学生まで医療費及び教育費の無料化（現状がどうなのか知りませんゴメンナ
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サイ） 

・保育園や学童教室の充実化 

・歩道整備をしてベビーカーを押しやすく。公園や施設の幼児用補助便座の設置。別途要

望としてみらい館に郵便ポストと自動販売機がほしいです。 

・様々な世代が興味を持つような環境作り。多様な文化施設、体育施設を町内外の人も気

軽に使用出来るような環境を整えていく。現在、小中学校の体育館は町民以外の利用が

出来ず、閉鎖的に感じられる。他の地域にも解放する事で、基山に足を運んでもらい、

魅力的に感じてもらえるのではと思います。 
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■医療・福祉についての環境が揃い、お年寄りも健康に暮らせる「医療・福祉の町」      

・18 時以降も開院している医療機関があると安心。 

・１人暮らしになった時の為に、対象の家庭に安全を確認することが出来るシステムを作

ってほしい。病院に働きかけてもらい、自宅への往診が希望者全員に出来るようにして

ほしいです。 

・1 人暮らしの高齢者を一つの施設に集めて、一人ぼっちの人をなくす。病院施設の改善、

小児科の設置。 

・１人暮らしの人でも、安心して暮らせるようなサービスをつくってほしい。訪問介護、

デイサービス利用を増やすなど。 

・94 歳の親の面倒を見ていますが、福祉の環境はとてもいいと思っています。 

・K 病院の救急医療体制の充実。例えば出資とかで医師の確保。 

・ウォーキングの出来る公園を多くつくってほしい。（安心・安全な場所） 

・お年寄り・障がい者の方も時々会っておしゃべりできる場所がもっと増えていったら良

いと思う。 

・お年寄りがゆったり過ごす場所が欲しい。今の公民館とか憩いの家は、何かしないと居

心地が悪い。 

・お年寄りが増えていく傾向にあるので、特に一人で住んでいる方への訪問をしたほうが

良い。 

・お年寄りが多いので、歩道を歩いている方が多いのですが、歩道を自転車が通っている。

自転車は基本車道だと思うのでその辺を徹底してもらいたい。 

・お年寄りが病院、福祉の場所に自分で行けるよう、コミュニティバスの充実を…。 

・お年寄りになっても、一人でも安心して医療や福祉を受けやすいように、不安のないよ

うに、相談や個人に寄り添ってほしい。 

・お年寄りの一人暮らしが多いので、見守りの方法。 

・お年寄りの憩いの家をもっと広く利用される時間をつくってほしい。 

・お年寄りの体の具合に対しての介護施設が基山町は他の市町に対して少ない。 

・コミュニティバスなどの交通機関で医療機関に通えるようになってほしい。 

・コミュニティバスの本数を増やし、通院しやすくする。 

・これからは、益々高齢化になるので、病院や買い物に行くためにコミュニティバスの充

実化を望みます。 

・サービス利用料金において信頼のおける福祉施設の誘致と、従事者の処遇向上の支援。 

・さらなる充実を希望します。 

・スポーツ医療に特化した病院、整骨院の増加 

・どの家庭にも‶かかりつけ医″が持てるように、小さな医院が多くあるといいと思う。 

・みやき町のような健康施設センターが一番。 

・もう少し福祉施設が身近にあるといいのですが 
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・より信頼のおける病院の誘致。 

・安い料金で充実したサービスが出来る介護施設を増やしてもらいたい。 

・安価で、衛生的で、明るい老人介護施設があれば安心 

・安心して生活していける町。高齢化が進んでいるので、個人病院より充実した病院があ

ればいいです。 

・安心して任せられる病院が無い。小さなクリニックばかり。複数診療科や、ある程度検

査が受けられる様な病院があると安心。高齢化が進んでいくので、高齢者が住み続けら

れるサポートシステムが必要だと思います。 

・異年齢との交流の場を設ける。「ひとりではない」という「生きがい」の場づくり。 

・移動スーパーが必要。運転免許返納後の移動手段を考えてほしい。 

・移動手段が豊富。お年寄りが集まって交流できる場所や機会の設置。 

・医療・福祉の環境として、交通手段の充実。 

・医療・福祉の施設が整い、住民がアクセスしやすい町づくり。 

・医療・福祉の丁寧さ、親切さには感謝しています。基山町の発展を支える大きな柱は人

づくりにあると考えます。思いやりのある人間関係の構築を目指しましょう。皆で。 

・医療・福祉への財政援助を増やす。 

・医療の充実。眼科、泌尿器科他。入院施設など。 

・医療は大切。基山町の小児科が少ない。 

・医療や福祉につながっていない老齢の方の把握や、必要時に対応がスムーズにできる対

策づくりを。 

・医療機関の充実、住宅地近くに病院等がある町。 

・医療機関へのダイレクトな送迎の手段を考える。 

・医療施設（病院・診療所）の増設、拡充により、利便性を高める。福祉施設の機能強化

を図る。 

・医療施設・福祉施設を設ける。調整区域の見直しや、遊休土地を利用していく。これを

行うことで、周辺区域の環境を整える必要もあり、これに伴い豊かな自然の町づくりに

もつながると考える。 

・医療施設をたくさんつくる。 

・医療施設等の移動距離を短く。 

・医療等についての補助金（福祉も）。 

・医療費を安くしてほしい。 

・医療福祉は、施設だけではなく、交通や買い物の利便性も必要である。 

・医療補助の、対象地域の拡充をしていただきたい。入院するにしても、近隣の施設が無

く、筑紫野市や久留米市に入院することもあり、またかかりつけ医に関しても、小郡市

など対象外となる地域となってしまう。拡充をすることで、基山に定住しても隣県の市

町村内の医療施設を受診し補助を受けることで、より住みやすくなり申請に行く手間も
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省けることとなる。 

・家からは病院とか保健センター等が遠いから不便だと 

・介護セミナーなどの開催で、介護者を支える家族の会などあれば良いなと思います（筑

紫野市で実施されていました）。 

・介護タクシーを利用するための機能が無い。他の市町村に依頼しないと利用できない。

若い人や子どもには便利ですが、高齢者には優しくないですね。 

・介護施設を増やしてほしい 

・介護福祉関係のサービス充実。 

・各区に老人保健施設を設置する。 

・患者に寄り添っていただける素晴らしい医師がいる病院があるといいなと切に願います。 

・環境の中に住居の問題も入れてほしい。 

・環境の良い安定した料金の高齢者向けホームを作ってもらいたい 

・眼科や、コンタクトレンズ専門店を作る、増やす（歯科、整体ばかり）。小児科を増やす。 

・眼科や歯科の病院がもっとあると助かる 

・基山は福祉の面は良いと思います。年寄りを大切にしてくれてると思います。 

・基山町ならと安心して暮らせるところであってほしいと思います。 

・基山町内で、総合病院的なところが無いので、福岡や久留米まで行かないといけない現

状です。 

・基山町内において、健康に暮らせる「医療・福祉」等を含めた総合病院の導入。 

・基山町内に救急の総合病院を造る。 

・基山町病院、基山町養老院をつくる。 

・気軽に安否確認の申し込みやお弁当の申し込みが出来る制度をつくるべき。 

・気軽に健康相談ができる環境づくり。 

・技術の確かな病院があれば、子育て世代も中間層・高齢者も安心して暮らせると思う。 

・久留米大学や九大病院との連携を図り、リモート検診出来たらいい。リモートでなくて

も、とにかく大学病院との連携は街の発展に力となる。福祉は町役場の方の交渉力含め

たスキルアップ（異動しない）が必要と感じる。 

・休日医療体制 

・近くに大きな病院があり、夜間でも行きやすい。福祉の面で高齢者の利用が多く、障が

い者用施設もあるが、アピールが無く分かりにくい。 

・近くの公民館を活用して、体操や知識を得られる場所にする。歩いて行けるところで開

催されているのが利用しやすいので。 

・近隣の駅間を結ぶ路線バスの充実を図れば、住みよい環境が揃うと思える。 

・健康イベントの開催、相談窓口の設置 

・現在ある制度の維持。 
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・現在も良い環境が揃っていますが、高齢化が進み、より良い生活が送れるように宜しく

お願いします。 

・交通の便を拡充させる。 

・公共施設のアクセスを便利にする。 

・公的病院を増やす。 

・工業団地みたいに病院や診療所が同じところに集約され、身体のほとんどの治療を受け

られ、福祉施設もある団地をつくる。 

・高齢になると、外出が億劫になる。そのようなお宅を訪問する方々を増員する。見守り

等。 

・高齢になるほど、医療が必要だが、免許証の返還をするなど高齢の方ほど病院に行く手

段が限られていると思う。コミュニティバスを医療・福祉施設を中心にもっと活用すべ

きだと思う。 

・高齢化に伴い、人々がスムーズに病院にかかれるように、アクセスを充実させる。 

・高齢化社会で、老々介護の中、施設がある程度あれば安心して暮らせると思います。 

・高齢化対処策に、周囲（鳥栖小郡等）とのより高度な協力体制を組み充実。 

・高齢者、障碍者が行動しやすい公共交通手段の充実。 

・高齢者が安心して生活できるような施設を増やしてほしい。デイリーサービスや高齢者

用住宅など。 

・高齢者が活躍できる場を作る。保育や学校でのボランティア等で、得意分野を活かして

もらう。 

・高齢者が集まりやすいように医療施設（病院等）と福祉施設（趣味を活かせる場所）の

併設をする。 

・高齢者になると、車の運転が難しくなるので、コミュニティバスの運行を利用しやすい

ようにする。 

・高齢者に向けた医療施設。医療補助の充実 

・高齢者に対する医療負担の軽減を図る。今後到来する高齢化社会への充実の強化を図る。 

・高齢者の体力、いろいろと考えてもっと身近に病院などあると良い。 

・高齢者は小さな思いやり、接待により幸せを感じ、基山に住んで良かったと思われる町

づくりを願います。 

・高齢者中心のイベント計画。（先生役になって、子どもたちに伝える） 

・今は車に乗っていますが、高齢になると病院までのコミュニティバスを利用したいと思

います。なるべく内科、耳鼻科、眼下の近くにバス停をお願いいたします。 

・最後に頼れる町立老人ホーム。 

・年寄り夫婦だけの暮らしですが、片方が急病などになった場合の相談員等を増やしてほ

しい 

・在宅医療・緩和医療が出来るようにお願いしたいです。 
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・子どもからお年寄りまで、安心して暮らせるような、みんなが集まれる場所があると良

いと思います。 

・子どもが体調不良の時に、夜間対応可能な病院。 

・子育てをしていく中で緊急時、安心して治療を受けられる病院の誘致、裏をかえせば老

人にも優しい街づくりにもつながるのでは。 

・子育て世代と高齢者がつながりをもて、子育ての手助けをすることが気持ちの若返りに

なる様な取り組みで健康寿命を上げられたらいいと思います 

・市街地へ遠い地区に住むお年寄りの移動手段を考える。 

・私も老人になりました。基山町に来たときは３０歳でした。お年寄りが住みやすい町を

望みます。 

・歯医者より別の病院を増やしてほしい。 

・児童・高齢者の福祉も大切だが、障害に対する啓発が全くない。人にやさしい町に人は

集まってくる。町長が子育てばかり言うので職員もそればかりになっている。 

・持ち家を処分後のすみかとして便利な機能（駅、店、病院等）に近い所に建ててほしい 

・自由に行き来出来るようなコミュニケーション広場をつくる。医療面でも、すぐに相談

できる場があったら良いと思う。 

・室内温水プール（足腰強化のため）のない基山町は問題です。温水プールは必要。健康

の為。 

・質の高い福祉施設の充実。健康を続けるための施設を増やす。 

・車がなくても、生活できる（買い物・通院）交通の整備。 

・手当の充実 

・住宅近くの道路を整備し、子どももお年寄りも歩きやすく移動しやすくする。 

・将来高齢者が健康で暮らす事ができる町。 

・将来的に安心して暮らせることで転出を防ぐことも重要と思います。都市部と比較し劣

らない配慮が必要。 

・小児科・皮膚科・内科のクリニックを増やす。高齢者施設の増設。第３次医療施設の誘

致。 

・少子高齢化に伴い子どもを育てやすく。高齢者が多くなることを思うとき、現在実施さ

れているサロンや百歳体操等を続けていってほしい。 

・障がい者や高齢者が孤立しないようにネットワークを充実させる。コミュニティ単位で

の活動を活性化させ共生できる場所をつくる。 

・色々な場所に手すりを付けたり、バリアフリーにする。 

・診療時間が遅くまでの病院を増やしてほしい。（１９：００までくらい） 

・人的、財政的支援。 

・迅速なコロナ対応に、感謝致します。近隣に「かかりつけ医」のある町は老人のみに限

らず大切なことと思います。 
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・数年後は老人が増すので、ホームなど増やしてほしい。 

・生きがいを感じられるような仕事、趣味を提供する。 

・設備が整った病院、町病院の数を増やしてほしい。 

・専門家（婦人科や女性医療など）のある大きな病院。大学病院や救急医療センターの誘

致。 

・専門科の病院を。何でも揃う病院を。 

・専門病院が少ない。耳鼻科、皮膚科等…歯科が多すぎ。 

・総合医療施設が出来るといいです。介護施設が低額で入れるような環境で、安心して暮

らせる福祉の町。 

・総合診療できる病院、一か所で用事が済む。基山には皮膚科が無い。 

・総合的な医療が整った病院の確保 

・総合病院あるいは内科や外科、皮膚科などクリニックゾーンで病院がまとまってあると

利用しやすい。お年寄りは病院を何か所も利用する方もいる為、利便性を向上した方が

良い。 

・総合病院が出来、その回りに有料老人ホーム、公園、スーパー（買い物ゾーン）などが

出来ると良い。 

・総合病院が欲しい！ 

・総合病院の設置、または既存病院の拡大。病院までのアクセスとしてコミュニティバス

の活用。 

・総合病院の誘致 

・総合病院をつくってほしい。 

・体操教室等、健康維持のための事業の充実。コミュニティバス・タクシー券等の充実。 

・体力促進策の為、体育館の近くにプールを。 

・大きな総合病院の誘致 

・大学病院などが出来ると安心して生活できそう。 

・大型の総合病院がない為、町外の病院に行かなければならない。 

・誰もがお世話になり、関わることなので、本当に安心して住める場所であってほしいで

す。 

・地域の中核となる信頼性の高い医療施設の誘致（現状は貧弱） 

・筑紫野市の様な小児科病院、病児保育の充実。小児健診の充実、早期療育のすすめ。 

・中核病院の拡充。 

・町営の老人ホームの建設。 

・町全体の高齢化も進んでいる中、医療関係者も高齢化しているので、人材を入れるべき

だと思う。 

・町中で受診できる医療機関の種類を増やす。 

・町内に大病院が無い（診療科が少ない） 
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・町内に入院治療が可能な総合病院、公立養護施設。 

・町民と医療と福祉が連携を取りながら健康寿命を延ばせるようなことが出来ると素晴ら

しい 

・長寿化の世の中、一人暮らしの方の孤立化の対策を希望します。 

・鳥栖と共同ではなく、町内に専用的な病院と整備された医療を。お年寄りも安心の福祉

施設をお願いします。 

・直接目的地に行くことが出来る交通手段が、便利になると良いのでは。 

・通院のための公共交通機関の充実。 

・土日夜間に異常があった際、相談できる窓口があったら安心です。 

・動けなくなった時に安心して暮らせることが一番。医療は治る見込みもないなら、薬の

無駄遣いだと思う。私は‶安楽死″が出来るようにしてほしいです。 

・道具は必要ないので田舎の方にも歩いて行ける広場が欲しい。 

・特に思い当たらない。 

・独居老人が安心して過ごせる場所をつくる（疾病を持っている人も含む）。病院-在宅一

体の施設をつくる。子供から老人まで一緒に過ごすことが出来る場所。 

・入院が出来る総合病院が不足。 

・入院可能な医療病院が出来ればよいと思います。 

・入院施設がある総合病院。現在の基山鹿毛病院では物足りない。 

・入院施設がある総合病院が必要。 

・年を取ってきたらなかなか外に出なくなると思うので、何かつながりができることで病

気も少なくなると思います。 

・年を取って安心して気持ちよく住みやすい町、巡回を望む。 

・年寄りが気軽に運動やリハビリができるような施設をつくる。（役場や駅・商店街周辺） 

・年寄りの為 

・年金生活の人に限り、医療費を全員無料もしくは一割（子どもたちも無料のため） 

・年々高齢化が進み、年寄りにも優しく安心できるまちを希望 

・年齢的に病気と縁が切れそうにないので、夜間でも行き届いた病院があったらいいなと

思っています。 

・買い物が出来る便利な町。駅前の商店街の整備を目指す。 

・必要な医療と福祉サービスが受けられる。 

・病院、老人施設の充実（高度な医療のできる） 

・病院が色々なところにあるにも関わらず、診療科目は限られすぎている。子育ての町と

言う割には、小児科はないに等しい。もっと環境を整えてほしい。 

・病院が町の大きさの割には多いと思う。そこを上手に活用する。 

・病院に行くため、便利な交通事情・福祉施設 

・病院の充実。障がい者が住みやすい町づくり。  
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・病院へのアクセスが便利→コミュニティバスの本数・経路を増やしてほしい。弥生が丘

への直通は、無理なのですか？ 

・病院までのコミュニティバスの整備、またはデマンドタクシーなど。健康寿命を延ばす

ための健康面でのサポート。 

・病院や介護施設を増やす 

・病院を駅の近くに作る。ネット予約で 18 時～診察可能へ。 

・病院を造る。 

・病院を誘致してほしい 

・夫の母が、施設にお世話になっています。私たちも遠くない日にお世話になる可能性が

大きいと思います。出来れば基山町で人生を終えたいと願っているので、健康に気をつ

かうのみです。 

・福祉に関してもっと力を入れてほしい。 

・福祉のことで言えば、子どものお世話や子育てのサポートをできるお年寄りにサポート

してもらう。介護は若い人が、できる範囲でできることをサポートしていく仕組みづく

りがあれば良いのでは！ 

・福祉関係がもっと、わかりやすく整備してもらいたい。 

・福祉施設と商業施設を共に駅前につくる。お年寄りと若者を近づける。 

・福祉施設の拡充に力を入れる。 

・福祉施設の充実を図り、告示する。 

・福祉施設の増設 

・訪問医療・サービスの充実した老人福祉施設 

・訪問診療、自宅介護や介護施設が整い、老後が安心出来るように。 

・本格的な病院は鳥栖か筑紫野まで行くしかないので、総合病院を誘致してほしい。 

・民間とも協力しながら、お年寄りが生活面・医療面でも安心して過ごせるようにする。 

・無料で子供と遊べるアスレチックが充実した公園が欲しい。大人も楽しめ、健康増進で

きるように……一日居ても飽きない様なもの。 

・夜間、時間外の診療ができる病院。小児科、皮膚科等の専門病院の設置 

・夜中でも診てもらえる病院が近くにあったらいいなと思う。障害を持っている人が働け

るようなところが増えてほしい。 

・浴場や、レクリエーション（運動）などの施設があればうれしい。牛津町の「アイル」

や小城市の「ゆめりあ」の様な場所。近隣の施設利用の割引や割引券の配布などがある

と嬉しい。 

・老いも若きも最も必要と思うが、中心地だけにつくるのであれば避けてほしい。老いた

身は利用しにくくなります（コミュニティバスを巡回させるとか）。 

・老人が、定期的に集えるサークルづくり。 

・老人が多くなると思うから、医療、福祉に力を入れてもらいたい。 
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・老人の心療内科。病院ではなく、相談や悩み事聴き入れ施設の整備。 

・老人施設の拡充と充実を 

・「空家」の整備。放置したままにしない。街路樹の定期的なメンテナンス。 

・基山には小児科、皮膚科、耳鼻科が少ないため、町内で全ての診療が済む医療機関を増

やしてほしい 

・経済的に不安な高齢者が利用できる介護サービス付きの住宅や施設を増やす 

・ホームヘルパーなどの育成や増員に力を入れる 

・子育て、高齢者介護などサポートできるボランティア制度の充実、勉強会などの実施 

・お年寄りの方がいつでも頼れる場所を作る 

・ちょうどいい田舎を継続すればいいと思う。 

・医療、福祉は生活において、最低限必要不可欠なものです。 

・医療が入っている老人ホームを増やして欲しい。 

・医療は町内の医療機関と町外の大学病院とも連携し町をあげてのチーム医療に取り組む

のが良いと思う。福祉についてはどのような福祉サービスがあるのかわかりやすくし町

民がもっと気軽に恩恵を受けられるような取り組みが必要。これらを進めるためにも積

極的にデジタルトランスフォーメーションを行ってほしい。 

・医療環境の整備 

・介護などへの手厚い補助 

・介護施設の充実 

・健康維持の為のスポーツ施設、プール。 

・施設への利便性の確保 

・自分での運転が難しくなった時など、送迎車の利用がスムーズに出来たり、町内に夜間

診療可能な病院や救急病院が出来るとよい。 

・小児科を増やす、病院を増やす、放課後等デイサービスを増やす 

・全てが中途半端である。子育て重視の町政であり、老人をないがしろにしているのが現

状だと思う 

・大きめの医療施設建物を作っておき、普段は、町内外の開業医、医師の輪番で小規模に

運用(全診療科を網羅したい)しておく。災害等発生時は中心的な機能、運用をしていく。

災害、休日対応を謳う事は全年代の安心感につながる。住んでみたい理由にも。 

・通院の送迎（バスの見直し）、買い物の補助、移動販売の充実 

・田舎の高齢者が孤立しないように地域みんなで助け合う 

・病院での待ち時間の短縮方法を考える。 

・病院にも通いやすい交通アクセスがあること 

・夜間休日に具合が悪くなったり怪我をしたり急病になったときの体制を整える 

・老人ホームや老人用シェアハウスの充実 

・老人福祉施設を充実させる  
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■公園やきれいな住宅が整備された「住宅の町」                     

・３号線沿いの騒音、振動対策 

・ウォーキングが好きですが、公園や池を利用したコースがあればもっと楽しめると思う 

・スマートシティ化を図る。 

・せん定や草刈りの手入れが、現在もされていて、美しいと思います。環境が良いことは、

心も癒されます。 

・ペットも入れる大公園の整備。小郡運動公園、久留米百年公園、石橋文化公園、鳥栖東

公園、甘木公園、大宰府政庁跡のような公園は基山に無い。いつも他の地区の公園に行

っている。スポーツを優先しすぎている。 

・もっと体系的に住宅地を整備するとともに、公園の拡充を行い、綺麗な町並みにする。 

・移住より、今住んでいる人が住みやすければ、自然と人は集まる。公園・買い物施設な

どが充実したらいいなあ。 

・違法駐車の防止、犬のフンの防止、カメラによる安全監視 

・駅近くを整備し、住みやすい環境をつくる。一方駅から離れた場所は、自然を守ってゆ

く。 

・過疎化が進む「けやき台」一帯への商業施設か文化施設を設置する。住宅だけでは過疎

化のみ。 

・街灯を増やす。町外で働く人も多いので、駅前の利便性の向上。 

・割田アパートや本桜団地など古くキレイではないので、きれいに改装して欲しい。高齢

者やシングルマザーなど弱い立場の人のために。 

・閑静な住宅街。夜でも一人歩きできる安全な町。街灯を増やす。監視カメラを付ける。 

・空き家の周りの草や木々が道路まではびこり車も通れないので町内見て調べて欲しい 

・空き地の公園に遊具を設置してほしい。 

・空家や使用されていない建物のリノベーション（低価格で販売など） 

・公園、商業施設の整備 

・公園が、ほったらかしになっている。遊具の整備が全くされていない。だいたい遊具が

少ない。前にけやき台１丁目の大きな公園の遊具が１つなくなり、そのまま。子どもが

好きだったのに、話し合いで言っても聞いてくれない。 

・公園に屋根付きのテーブル・椅子の設置。秋光川沿いの歩道の整備。 

・公園に樹木を増やす。緑を増やす。街路樹を増やし、木陰を歩ける歩道を増やす。 

・公園の除草を行い、膝にやさしいゴムを引く。違う種類の健康遊具を設置し、公園間を

歩いてもらう。公園が憩いの場になるよう、椅子や四阿を設置する。 

・公園の整備は町が行うべきものだが、団体に丸投げして料金を支払っているのであれば、

住民に町内で使用できる商品券と引き換えに、ゴミ拾いや草取りなどを行ってもらえれ

ば、環境美化の促進ができそう。 

・公園を増やす。車いすやベビーカーなどバリアフリーが整っている町。 
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・国道 3 号線の東側に大きな公園や施設をつくる。宅地開発は急激に行わず、様々な世代

の暮らす街を目指す。 

・山があり、大自然があるのに、どこか何か物足りない！自転車で行っても、歩道にデコ

ボコがあったり、大きなミラーがあると便利だなと思うことがある。信号を付けてほし

いところがある（サボンテンの近くのところ）。 

・自然災害予防のための点検拡充。 

・若い人たちが一戸建てを建てたいと思う、活気のある一画をつくる。家の集まる中心に

公園をつくる。 

・住宅の整備されているところに住んでいる現在、１１区の一区画の中に現在二区画が建

ち始めている。今後このようなことが無いように町として見つめていってもらいたい。 

・住宅街の道を整備する。住宅をきれいにする。公園の遊具を増やす。 

・住宅地の景観を守る 

・小規模の公園での決まりを明確化し、看板等設置するなどして、近隣トラブルのない住

みやすい町にしてほしい。 

・上下水道の整備。 

・新しい公営住宅を増やし、外部からの人を呼び込む。 

・身近で散歩できるような公園（安全なため） 

・水路が整備された安全な町。 

・整備された住居環境が散在する、他の市町から見て住みたい町。駅、高速道路を拠点と

したコンパクトで効率的な町。 

・増えた高齢者家族に対する施策。 

・大きな公園をつくる 

・大きな道路の街路樹や植え込みは定期的に整備されて気持ちよく感じますが、個人の住

宅は住人で整備するしかありません。近隣に草木が荒れ放題の住宅があり困っています。 

・宅地開発、商業店舗の増加 

・町で借り上げた住宅貸し出し（定住・移住促進）、公園遊具のリニューアル、整備。 

・町民が互いに気軽に挨拶できる環境の醸成。 

・調整区域の縮小。 

・庭の緑を増やす。 

・土地代が高すぎて…。 

・発展ばかりを目指すのではなく、心が落ち着くような静かでゆっくりした町をつくる。 

・美しい町づくり 

・福岡のベッドタウンとして今以上の活動を進める 

・福岡圏内に近いため、線引きをやり、住宅地を拡大すべき。 

・福岡都市圏のベッドタウンとしての機能を充実させる。 

・分譲住宅や借家、賃貸物件（アパート・マンション）開発し、若年層を誘致する。住民



22 

 

税分で更に開発。 

・歩道・車道をきれいに整備する。東公園のような広い芝生のある公園で大型遊具。 

・歩道が広い狭いに関わらず、車の速度規制を厳格にしたら、歩行者にやさしい、町にな

るのかなと思う。 

・歩道に花を植える 

・歩道を広くする。自転車が安全に通れるようにする。 

・利便性の良い場所での住宅地整備。 

・いつまでも住みやすく安心できる街であって欲しいから。 

・シルバー人材でもっと草などなくした方が、シルバー人材の方にも金銭面でお渡しでき

るし住んでいる私達も綺麗な町で住みやすくなると思います 

・シルバー人材等を活用した清掃活動の継続 

・せめて駅前だけでもコンビニやコインパーキング、カフェや書店などがあればなあ..と

思っています。駅舎や商店街の再開発は難しいでしょうか？福岡在住で嫁いできたので、

コンビニやゴミ出しに車で行くことや街灯の少なさ、道路のでこぼこなど落差に驚いて

しまったのが正直な感想です。博多からのアクセスはとても良く、スーパーや住民税が

安くて暮らしやすく、コロナ禍で移住ニーズも高まっていると思うので鳥栖や久留米に

負けないでください〜〜！ 

・バイパス（県道 17 号線）インター沿いの宅地化 

・もっと安らぎを感じて憩えるように中心部や公園に大きな木を植える。 

・家のリフォーム等の援助を基山町が負担する等。 

・基山は福岡市及び久留米市等にも近く利便性の高い街なので周辺都市のベッドタウンと

して洗練された住居地が良いと思います 

・空き地や空き家の整備・活用 

・公園や歩道の整備。16 区に居住してますが、いつも歩道が綺麗に清掃してあり、街路

樹も整えられていて感謝しております。 

・使われていない土地などを有効活用するべきだと思う。住宅街をもっと広げていくべき。 

・使われていない土地や市街地に近い農地を開拓し、街の景観を、新しくし、若い人をも

っと呼び込むように働きかけるべき。 

・子どもクラブや組長などの町内会の参加を選択制にする、左記のことに関しては、強制

的に参加させられている感は否めない。若い人にとって（私もそうだが）すごく迷惑な

組織である。先住の方々に今までのやり方を強制させられる。組織参加を選択制にしな

いと苦痛に感じ移転する人も出てくるだろう。高齢化で高齢者を優遇してばかりではう

まくいかない。 

・市街化調整区域の見直し 若基小校区の再開発 

・主要な道路付近の街並みを綺麗に整備し、日常生活において利便性が高い店舗をもっと

呼び込む！ 



23 

 

・住みやすいベッドタウンとしてのまちづくり 

・住宅土地の開拓 

・新しいことに挑むのも良いが、目の前の町民の住みやすい町を作るのが先決 

・大規模な住宅整備が必要 

・宅地造成 

・中央公園や総合公園みたいな公園を作ってほしい。ちょっとした小さな公園にも駐車場

がほしい。隣の県にあるような、有名な公園があると良い。住宅のリフォーム補助があ

るとよい。 

・中心地に人口が偏りすぎている。実際に通っている小学校は教室が足りず大変なようで

す。もう少し分散して住宅地が整備されればいいのに、と思います。 

・調整区域をなくして、使われていない農地をどんどん宅地にし、定住促進を促すべきと

考えます。 
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■町の歴史や観光資源を活かし、多くの人が訪れる「観光の町」                   

・（観光の町と商業の町のドッキング）基山町には他市町からの観光客によるお金が入る

仕組みが欲しい。今は大興善寺の春と秋の花祭りくらいで、バイパス沿いに北海道館、

みちのく館、北陸館といったようなアンテナショップ造り。各県や各県の職員に動画を

製作して見せて、空いている町のアパートを活用し、各県の職員や店員さんを定住させ

る。基山町で全国の有名品や特産品が手に入るし、国会議員、県議会議員、町議会議員

の総動員で行えば出来ないことはない。 

・「街の歴史や観光」を今以上に町内外へ「PR」する。 

・JR ウォーキング開催時、閉まっているお店があり、残念に思った（基山を PR するの

に絶好のチャンスなのに）。 

・インスタ映えのするところをつくる。 

・もっとキングダムなどの最近のものと歴史とのコラボなど。駅の近くをもっとさみしく

ないようにしてほしい。 

・駅周りに、もっとお店をつくった方が良い。基山の名産などを置いてアピールした方が

良い。 

・街灯を増やして、自然と灯りの調和する素敵なデザインの「美しい町」としての観光名

所にして、夜道の犯罪等を減らす。 

・各寺院それぞれの特徴をアピールし、行ってみたいと思ってもらえるような宣伝をする。 

・観光して回るのにトイレがないのは困ると思うので、トイレがつくられると助かると思う 

・観光でなくても良いので、歴史的資源を守ることを考えてほしい・佐賀県は道の駅が少

ないので立派な道の駅をつくり育ててほしい。 

・観光は町全体を見渡せるよう、数本のルートづくりが必要ではないか。 

・観光案内所や物産コーナーやアンテナショップなどをつくる。名所めぐりなどの旅行プ

ランなどをつくる。 

・観光客の誘致に町全体で力を入れる。 

・基山（キザン）があまり知られていない為、県外へのアピールを工夫し広げる。キザン

の木を少し切り,見はらしの良いように。 

・基山の山城の整備。登山者が増えるような歴史施設の計画。北峰とつつみの眺望を良く

する。展望台が欲しい。 

・基山の大興善寺は有名だが、こんな有名な観光地があといくつかあるといいと思う。 

・基山草スキー、町の歴史、多くの人が訪れるイベント等もっと多く。発展する？ 

・基山町中心に流れる秋光川を常に美しく整備して、観光客が徒歩で川を眺めたら大興善

寺参りをする。 

・基山等の歴史ある塔、水門等勝手に手を加えずありのままを見学し、その年代の歴史に

触れたいと思う。 

・基肄城の整備と、もっと歴史の町のアピールを発信。 
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・基肄城の礎石は残っているが、お城がどのような形であったのか。吉野ヶ里又は菊池城

の様に建物があればもっと人を呼び込むのに役立つと思うが（木造づくり）！ 

・基肄城山頂にて歴史・自然を活かしたイベント（春・夏・秋）を図る。歴史観光資源を

活かし多くの人が訪れる町。 

・交通の利便性をもっとアピールして、たくさんの他県の人々に基山の自然豊かな産物を

知ってもらう 

・山や川などの自然は多いが、遊べるように整備されていないのがもったいないなと感じ

ます。キャンプ場など整備してほしいです。 

・小さい神社での行事を知らせる。 

・少子高齢化社会により、人口減を少しでもなくすため、観光資源を活かし、情報発信を

行い、町外より多くの人を呼び込み、移住を確保していきたい。 

・食べ歩きできるようなロード、お土産屋さんなど。いちご狩りやブルーベリー園など体

験型の施設。 

・道案内矢印などの設置。案内人の教育と設置。時代歴史について資料作成。 

・有用な史実の発信力を強化し、にぎわい・活気ある基山町を目指す。 

・歴史観光を整備し、魅力ある町。また来たい町づくり。 

・歴史資料館の充実と所在地等の広報活動（基肄城跡、万葉集の歌について） 

・歴史的建造物等の保全、災害における防災強化、多くの人・他県の人に来ていただくま

ちづくり（JR ウォーキング等の推進など） 

・PR をする 

・SNS などでどんどん情報を発信していくなどでしょうか。 

・マーケットを作って欲しいです。 

・基山駅から基山までの道の整備、山道の整備 

・鬼ノ城の様に基肄城も復元した当時の施設等を作り、歴史ロマンを掻き立てる様な工夫

で、観光客を呼び込む。続 100 名城効果で一定数の方が来るので、やり方次第では人

気が出るのではないか。 

・他の地域との繋がりを通してお互いに活性化していける関係を築く。 

・地域住民との協力 

  



26 

 

■公害の少ない工場が立ち並び、産業が発展する「工業の町」                

・みんなが安心して生活するためには産業が必要だから、工業団地等つくるときは地元優

先で採用してもらう。土地を提供しているから。 

・企業の積極的な誘致を図る。 

・企業誘致の推進 

・基山は、交通の便が良いので、工業でも発展できる。そこに勤務する人が増えれば、人

口増になる。 

・基山町にも、もう少し産業を発展させて、町が発展するように工業（企業）の誘致をし

て、活気のある町にしてほしいですね。 

・公害が少ない工業 

・公害が無く、汚染がない町であってほしい。 

・工場が増加することで、仕事場が増え、それに伴って住宅が増え、基山町全体の活性化

につながる。 

・工場だけではなく、より多様な企業が拠点とするような補助を。 

・工場の誘致に力を入れる（町民所得の増） 

・産業が発展し税収を増やす。 

・産業が発展すれば、町外に若者が出ないし、町も発展すると思う。 

・人口を増やし企業があると、人も増え…住宅も必要になると、町にお金が落ちると経済

的に潤うのでは…。 

・全てにマルを付けたいと思い迷いましたが、仕事をし、産業が発展するよう願っており

ます。 

・他市と協力し、大規模誘致を行う 

・地の利を生かし、定住人口の増加のための産業の誘致。 

・町外まで行かなくて、町内で就職、転職できる。 

・働ける場所を増やしてもらいたい。 

・COSTCO など、近隣には無いような人が寄ってくるような施設を誘致し、住民税等が

安くなり、賃貸住宅の家賃が安かったり、住宅購入が近隣地区より安ければ、鉄道や道

路状況などは恵まれているので、人口も増えて来て、子育てしやすい環境等にも手を入

れられるのでは無いのでしょうか。 

・企業誘致を積極的に行う 

・県道 17 号沿い園部地区での地元の自然環境も楽しめる工場の誘致 

・大きな病院(久留米大学病院、福岡大学病院)。工場や物流センターなど、基山パーキン

グにスマートインターチェンジを導入する。バイパス、3 号線、高速 3 つの利便制は基

山町に革命！を起こす Revolutionize 
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■便利な機能が駅前に全て揃い、買い物が便利な「商業の町」                

・「道の駅」をつくると良いと思う。 

・JR 基山駅前の一大区画整理を行い、ショッピングモールの復活を図る。 

・けやき台にコンビニすら 1 店舗も無いのでちょっとした買い物にも車で行かなければ

ならない 

・けやき台に商業施設の復活。 

・けやき台駅近くに、小さくても一つ商店が出来れば便利だと思います。 

・けやき台駅周りに商業施設、コンビニやスーパーも含め何もないのが不便。 

・けやき台駅前にコンビニ等の店が必要。 

・サンエーの老朽化が激しいので、リフォームか建替えをし、もう少し商品が安くなれば

いいと思う。 

・ショッピングセンター等をつくる。 

・だんだん弱ってくるので、駅前に郵便局、銀行、食品スーパーを集結して一度で動ける

ようになることを希望 

・どこにでもある商業施設ではなく、他の地域からも人が訪れるような商店街がつくられ、

イベント等もこれを中心に。 

・モール商店街も寂しくなりました。３号線、東部にも気をまわしてほしい。 

・もっと安全で、安いものがある店の誘致。 

・衣食住全てが揃う総合スーパーが欲しい。衣類を購入する店が無い。雑貨店等の、覗い

てみたくなるような個人商店が無く、寂しい。 

・衣類や寝具類等を多く取り揃えている大きな店があると便利（イオン小郡やシュロワモ

ール等） 

・衣類を買える店を出店してほしい。 

・一カ所のみで買い物がゆっくりできるような大型商業施設などがあった方が良い。 

・飲食店が少ないので、増やしてほしい。（子連れで行きやすいところ） 

・駅に必要なのはジムではなく、コンビニです。特に駅東側居住者はコンビニが無くて困

る。駅ビルに買い物・食事・行政手続き出来る場所をつくってほしい。 

・駅の近くに大きな駐車場。住宅間の道路が狭く車での通行がしにくい。 

・駅近くで買い物が出来る環境。 

・駅周辺に店、文化施設等が揃っていれば良い。駐車場が欲しい。 

・駅前（目の前）にショッピングセンター、ショッピングモール。駅前をもっと明るく（夜

でも）。 

・駅前だけでなく、交通の便の良い広い場所に、この辺にない大型商業施設（コストコや

IKEA やカインズ）などがあると、多くの人が訪れると思うので、町外の人にも基山町

の良いところ、住みやすいところを知ってもらえると思う。 

・駅前周りの開発を行い、天神ビッグバン開発ほどはない程度の便利な町を希望する。 
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・駅前周辺に、コンビニ、喫茶店、食堂が全くない。電車、バスの時間待ちの人達が利用

できる様にも施設を誘致すべきだ。書店もないですね（文化が無い）。モール商店街をも

っと活性化すべきだ。今はただのシャッター街と飲み屋街だ。 

・駅前又は町内にカフェや商業施設の充実。来客増加の為に人口増を目指す。そのために

は子育て世代が住みやすい町。 

・駅東口側も含めた開発 

・遠くまで買い物に行かなくていいように基山で買い物できるように。 

・基山で何でも買えるようになったらいいな。 

・基山駅の中もしくはすぐ近くに２４時間営業のお店（コンビニ）等があると良いのにと

は、思ったことがある。 

・基山駅は快速が止まるのに、駅の周辺には何もない。せっかく快速が止まるから便利に

にぎやかに、どんな人間も利用できるように。 

・基山駅は快速停車駅です。駅前の魅力ある人が集まる利便性づくり、再開発して活性化

を。他の快速停車駅に比べ、全く魅力なく悲しい。 

・基山駅を中心に、筑紫野イオン規模の商業施設を誘致する。近隣の久留米、鳥栖、小郡、

筑紫野から人々を呼び込める。活性化間違いなし。 

・基山駅前が、町の顔にしては寂しすぎる。駅前にもっと店を。 

・基山駅前周辺の開発、区画整理 

・基山商店街をもう少し魅力的に…。基山の農業を生かしたカフェや雑貨屋など。 

・近くで何でも揃う買い物が出来ると良い。５区に住んでいます。コンビニ（セブンイレ

ブン）がほしいです。基山駅と続くアーケードをつくり、モール街を考える。 

・空家、空きスペースの活用、コンビニを増やしてほしい。駅前、商店街が寂しい印象な

ので家賃補助等で、散らばっている個人店の集約など、人の流れをつくる。 

・現在、飲食店が多く（夜間）、鳥栖アウトレットみたいな施設が欲しい。 

・現在、他の町に出向いているため、もっと買い物が一度で済むと便利と考える。 

・現在の駅前の整備をし、買い物に便利なようにしてほしい（衣食住が揃っていない）。 

・現在の駅前商店街を再開発して、みんなが出かけられる街に。その後は大型駐車場と、

交通の充実が要だと思います。 

・現在の商業店舗を、維持すること。宅配サービスの拡大、充実を図る。 

・高齢化社会なので、移動のことも考えて、同じ場所で全てできるのがいいと思う。 

・国道３号線、県道５号線→車での買い物が便利な町。 

・市街地の空家、空き地開発を進める。歩行者天国を含めて車と歩行者のすみわけを図る。 

・車を利用して遠くのショッピングセンターに行かなくても済む施設が出来ればいいです。 

・車を利用しなくなった時に生活に必要な物が近くで買えるような町になってほしい。 

・若い人を増やして歳入を増やす。 

・諸施設等の誘致、拡充を図る。 
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・商業施設があると便利。 

・商店街がまず足を運ぶ気がしない。 

・商店街を活性化する。 

・職の専門店（肉、魚、野菜、米等）の集約誘致。大型スーパーとのすみ分け。駐車場の

整備。 

・食事が出来る食堂街、行けば何でも揃う店など。 

・図書館はあるが、書店はないので近隣の町に人が流れる。書店さえあれば、逆に近隣か

ら人を呼べると思う。 

・図書館への本の返却や予約本の受け取り、住民相談の窓口の開設など、便利な機能を駅

前に。 

・西日本シティ銀行がほしい。 

・昔の様な活気ある基山モールにしてほしい。 

・全てを駅前に集めなくても良いが、お年寄りが買い物しやすい環境が増えたらいいです

よね。 

・町の顔がここだというような場所があると良い。駐車場の広い店が揃うととても助かる。

（多種多様な店） 

・町外まで行かなくて町内で買い物できる。 

・町内でお買い物が揃うような、例えば筑紫野イオンのような店があると町民のみならず

近隣からも人が集まり、町に活気が出て、より基山町に移住したいと思う方も増えるの

ではと思います。 

・町民体育大会の継続、各種スポーツ協会の裏方（審判や指導者）づくり 

・鳥栖、久留米方面に買い物に行かなくていい様に、色んな商店が出来て、安心して買い

物が出来る駅前商店街。 

・店がもう少し増えてほしい。 

・店が近くにない所にコンビニを増やす。店、コンビニを増やす。 

・徒歩圏内で買い物が出来る商店の拡充。近隣市町村にない新しい商業の開拓。 

・道の駅みたいな施設を作っては？（駅前ではなく、車が停められるスペースが確保でき

るところ） 

・年を取って自家用車を手放しても買い物難民にならない町。買い物が楽しみとなり、刺

激を受ける→年配者の活性化につながる。 

・年を取り、遠くへ行けなくなりましたので、買い物が便利な町が出来たらと思います。 

・買い物を全てできる施設があれば、他都市に行かなくて済む。 

・買い物難民が増えている。 

・普通の日用品、衣類等が電車等使わずに行けたらいいなと思い、そういう建物があった

らと思います 

・幅広く人が集まれる、休める飲食店を誘致してほしい。特に JR 付近。時間潰しのでき
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る場所があるいいです。 

・福祉施設と商業施設を共に駅前につくる。お年寄りと若者を近づける。 

・利便性の充実を図りながら、競争環境も考える。 

・ショッピングモールが作れるような土地探し 

・わからない 

・駅周辺整備による賑わいづくり 

・駅前だけでなく、バイパス沿などは交通量もかなり多いです。商業施設などのアクセス

もよいので、商業建設に向いていると思います。緑が多く、子育てにはいい環境ですが

自分達が、高齢になり車の運転等ができなくなるとかなり不便かな。とは思います。使

われていない土地がかなりあります。農業の跡継ぎの方も少ないと思います。売りたく

ても売れない土地もたくさんあると、よく聞きます。基山に移住したかったけど、土地

がなく断念したという話も耳にします。土地活用についてご検討願いたいです。 

・駅前の思い切った整備 

・基山駅の改修や、駅前への商業施設誘致。 

・基山商店街の復活。駅周辺に駐車場を作る。 

・現在、急性期病院は久留米や筑紫野の方にまで行かないと無いので不安。安心して、夜

間等対応出来る総合病院があると有り難い。鹿毛病院では対応が遅く不安。 

・土地を確保し、複合商業施設を作り、便利なまちづくりをしていく。 

・道の駅的な発想での開発 
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■スポーツイベント等を通じてみんなが健康に暮らせる「健康の町」            

・きやまウォークやロードレースなどスポーツのイベントを継続してほしい。 

・ジョギングができる周囲 2 キロ程の健康の森（公園）を作ってほしい。 

・スポーツイベントをする時、開催告示をもっと図る。 

・スポーツイベントをもっと行う。トレーニングジムを広くする。 

・スポーツイベントを増やす。有名人等を呼び、町民参加型でイベントをする。 

・スポーツが盛んな町の特色を活かして、子どもから高齢者までが健康に暮らせるイベン

トを増やしてほしい。 

・スポーツは町民のコミュニティを図る一つの手段で、世代間の交流が図られている。今

後も施設の充実と維持を！ 

・みやき町のような健康施設センターが一番。 

・運動会や区対抗の大会などで移住者への声掛けがうまくいっていないのか、もともと基

山に住んでいる人でないと参加しづらいように思うので、それが良くなれば活性化する

と思う。 

・各区公民館近隣に、小公園を設置して、児童対策、老人の生涯スポーツを常時実現でき

れば良いと考える。 

・各地区に対する町施設の使用を認める。 

・簡易ジム等を駅前につくる（町民価格で利用可能）。結果、医療費を抑えることに繋が

る。 

・基山町にもプールがあるといいですね 

・気軽に運動のできる場所。現在アリーナの運動公園にあるような遊具を、身近な公園に

2，３か所あったらいい。 

・月に 1～2 回。ウォーキングや踊りのイベントを開いて無料で基山でお店をしている人

は出典出来てよく仲良くなれる！ 

・健康を維持していくための運動をし合えるサークル（一人では続かないから）。 

・現行の町営スポーツ施設の維持向上 

・高齢者が増加する中、自分のことは自分でできる、生活できるよう日頃の運動、食事に

力を入れる。 

・今もスポーツには力を入れてもらってます。私たち 70 を過ぎ、足腰が弱くなり、軽い

スポーツを週１とかで実地が出来ればと思っています。 

・子どもから高齢者まで参加のイベント（誰でも参加できるボッチャとか） 

・子どもたちが増え、スポーツ等で若い人の定住を図る。 

・自給自足できる様に農地の貸し出し。野菜作りのセミナーなど、自然に対して興味が持

てる工夫。 

・自転車でも行ける散歩・山登りの道を、緩やかな道にしてほしい。 

・自由にできるトレーニング室の充実 



32 

 

・障がいを持った人でも利用できるスポーツの開発（ボッチャ等） 

・総合運動場の造成 

・足腰を鍛えたり、歩きやすい歩道をつくったり、転ぶと骨折するので手すりをつくると

か。 

・大人と子供が一緒に楽しめるイベント（ウォーキング以外で）。基山町の健康体操等を

つくる。 

・誰もが楽しく参加しやすい簡単なスポーツを広める。 

・町営球場の整備状況では、大会など行うのは難しいように思います。スポーツが盛んな

町なので、環境を整えると自然と人が集まるのではと思います。 

・町民皆が支持するイベントの開催。 

・町民体育会のようなイベントではなくもっと町民が自主的に参加したい！と思えるイベ

ントを考えるべきであると思う。 

・年代別+地区別のスポーツ大会（年代にあった競技） 

・年齢が増しても、自分の体を鍛えられるように室内プールがあったらいいと思う。基山

までの山道を整備し、安心して登れるようにすることで、体力向上を図る。 

・歩行できるようなプールがあれば良い。 

・野球、ソフトボール、柔道、バレー等、伝統的に基山が強いスポーツを強化スポーツと

して定め、施設、活動環境を整えていき、スポーツが盛んな町を内外に発信していく。 

・予防医療を積極的に取り込んだ、自然の運動場を利用した、健康ポイントシステムの策

定など、他にない取り組みをつくる。 

・健康セミナー、料理教室の定期的な開催 

・健康相談所やカウンセリングなどの窓口開設 

・スポーツや文化などを通した世代を越えた交流の場の拡充 

・子供や高齢者などを中心に、体を動かせるアスレチック屋内施設やキャンプ場などの設置 

・スポーツイベントを増やす 

・ロードレース以外にもスポーツの催しやキャンペーンを行う 

・各種健康イベントの開催 

・健康維持など為、プールを作ってほしいです。 

・高齢者も活動できるようなイベント開催やコミュニティバスの整備 

・青少年スポーツの活性化 

・体操できる場所を作る。 
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■豊かな自然や農業が守られた「自然の町」                      

・「食」の安定。災害にも負けない様なライフラインを町内で確立する。 

・⒈自然の中で遊びまわれる場所。 ⒉町民だったら安くてできる果実狩りなど。 

・６０年以上生まれ育った基山町に住んでいます。昔はほたるなど夏にはところどころで

見られました。今は見ることが出来ません。自然がなくなって来ていることがかなしく

思います。 

・アウトドア施設をつくる（キャンプ場、オートキャンプ場など）。ジビエ体験など四季に

合わせた体験など。 

・お茶やお米、アスパラガスなどの特産物をもっとアピールできる場所があればいいなと

思います。 

・キャンプ場の整備。キャンプを楽しみながら、農業体験できるような取り組み。 

・これから世界がどうなっていくのかわかりません。食料が一番大切です。農業を選びま

した。 

・サイクリング・散歩道を整備してほしい。 

・ソーラーパネルを設置して、自然を破壊するようなことが無いようにする。 

・ちぎりの里の復活。農業体験（子ども、親子）。 

・なるべく、人工的にせず昔の風景を保存してほしい。 

・フルーツ農園。お茶や農作物に関するイベント開催（２０代や３０代の若い方も参加し

たくなるようなマーケット）。「道の駅」のような、もう少し大きな販売所。 

・以前より、住宅が増え、緑が減ってきているので、残してもらいたい。 

・飲食店と農業を合わせて「地産地消」を売る。 

・駅を出たら、緑のミカンの木が目に入り、季節季節で花が咲いたり、実がなったりなど、

基山町らしいと思います。マンション等建物ばかり造ることはやめてほしい。道路整備

をしてほしい。きれいな街並み。 

・河川、道路等をきれいに維持してほしい。犬のフンが多く道に置いてあるのを見かけま

す。もう少し取り締まりや注意を。手ぶらで犬の散歩をされる方が多いです。 

・河川整備（きれい）し、気持ちが良い町。 

・基山という立派な山を手入れして、女性一人でも登れる山に安心して山に行けるよう整

備してほしい。災害にもつながると思う。 

・基山の山、田畑の整備、後継者の育成。 

・基山の自然は今でも美しいが、これが壊されないようにしっかり守っていく。 

・基山の自然を気に入って住んでいるので、この先も自然を大切に守ってほしい。 

・基山の特産物をアピールする。 

・基山を代表する野菜・果物をつくり、全国に発信する。 

・基山町の特産物を多く作り、自然の中の道の駅のような人も集まれる場所をつくる。 
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・基山町の良さは、都会に近い「いなか」なので、市街地と自然豊かなエリアを分けた町

づくり。 

・基山町は自然がたくさん残っていて自然豊かな町です。今後も現状維持していけば良い

と思います。 

・基山町は自然に恵まれているので、その点を活かし、誰もが住みやすくて、農業が間近

に見えて自然が感じられる町づくり。 

・基山町は自然豊かな町で、農業をもっとアピールしたらいいと思います（物産品を育て

る）。 

・基山町産の新鮮な野菜、果物等がたくさん出回る。 

・近代的な建物などは不似合い。 

・区画整理した土地を大事にする。広い土地は農業整備ができているので新しく家を建て

て住宅を作る必要なし 

・具体的には分からない。 

・空家が増えているにもかかわらず、田畑を新たに開発（住宅地として）している。空家

を利用し、休耕田などに予算を付けて自然、農業の促進をすべき。 

・現状維持を目指すこと。 

・後継者がいない山間地区の休耕地を有効利用できる若い農業従事者を増やす 

・後継者を育てたい。 

・後継者育成 

・荒地が目立つ。 

・高齢化が進むにつれ、自己で農地の保全が厳しく、農作業の受託等を受けやすい仕組み

づくり 

・今の自然豊かな町並みを続けてほしい。 

・災害において山沿いの道路はよく決壊する。復旧作業が遅い。（それは町長以下関係者

の巡回等事前の把握や問題意識が低いからでは！） 

・災害防止対策の整備と安全な住まいの保全、環境の整備。 

・作物を育てる楽しみを小さいころから体験させる。種まき、水やり、収穫とそれぞれで。 

・山、川等を整備して町を明るくする。 

・山と田んぼがきれいな基山、知らない人が多いので、景色も良いところをアピールした

方が良い。 

・山に杉の木が多いので、自然木を植えてほしい。 

・山林の保全の支援。 

・子どもも含めた市民ボランティアによる自然を守る取組（基山の現状維持も含め） 

・市街地と、調整区域 

・自然あってこその基山町。開発しすぎない。 

・自然が多い町なので、農業に生かせたらいいかな。 
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・自然が無いと、人間は生きていられないと思います。ゴミ一つない基山町であってほし

いです。 

・自然で遊べる環境、機会が増えるような町づくり。 

・自然のことについての教育をたくさん取り入れる 

・自然の共存が重要で、どちらかではない。バランスの取れた施策。 

・自然を残すことで、癒される町づくり。 

・自然環境悪化で、食糧難になる。先々豊かな農業をもっと大事にしていくべき。 

・自然破壊が起きないようにする。 

・若い世代も農業ができる環境づくり。 

・集いの場を増やす 

・住宅地でホタルが見られるのでもっと増えるよう整備（PR）、桜を密にならずに見える

（PR） 

・新しいもののために自然を削らない。 

・新しく農業を始めたい人を入れ、指導しながら育てる。 

・森林公園をつくってほしい。 

・人が生きていく上で豊かな自然は最も重要であり農業はその基です。博多という都市が

近いので、農地が雑草だけになるのを避けて、新しい若い人たちが農業をやれるような

町であってほしい。 

・人口増加する政策は必要だが、今ある自然や農地を壊さない自然の多い町にしてほしい。 

・水害や災害に強い、整備のされた自然を守っていく 

・昔の様に山の裾の環境を良くする（草刈りなど）。 

・川の水質整備。ほたる守る！土砂崩れしやすい所などの整備 

・全てに整備された町もいいでしょうが、小松あたりの清らかな水の流れ、緑、秋光川等

の昔ながらの風景等、そういうものも残しつつの町もいいのではと思います。 

・地元の農作物を手軽に買えるような施設の設置（町内だけではなく、町外からも来ても

らえるような）。町内の寺や基肄城跡等、積極的なアピールと整備。 

・地産地消を目指して新鮮なものをいただきたいです。 

・町内で出来た作物等、身近な場所で安価に提供する。 

・町内には自然が多いので、住宅地を多くしないで今の環境を整備し、農業等が守られる

ように。 

・町内の河川の美しさをもっとアピールし、ホタルの住める町に‼ 

・定期的な清掃作業など地区での美化活動。農業の後継者の育成（林業も含む）。 

・田んぼがどんどん減っていくことに、これからの時代に危機感を感じてしまいます。基

山の米、野菜で基山の台所がまかなえるくらいの大きなことをやってほしい。 

・田んぼなどはできるだけ残し、若い人がやっていける農業を作ってもらいたい。自然は

できるだけ残してもらいたい。 
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・田んぼの整備（草刈りが少なくなる）などに力を使っていただきたい。 

・田んぼを住宅地に変えるのではなく、空家や空き地を活かしてほしい。 

・田植え、稲刈りと自然がいつもあり、季節の移り変わりが感じられる。山も登山道での

人が少なく、何人かで登らないといけないので、一人でも登れるように。 

・田畑山を活かして特産物などの開発。道の駅などの開発。自然を活かした観光、イベント 

・土地を工業化に利用しない。自然林を守る。 

・道の駅を作って農産物の販売をする。町内だけではなく、近隣からの農作物を買いに来

られるようにして活気が生まれるようにする。 

・農業と観光が一体化した、歴史的資源を活用した、農泊の推進 

・農業の後継者がいなくなった時、引き受けてくれる組織が出来、耕作放棄地が出来ない

ように。 

・農業の担い手を先進地に学び、つくっていってほしい。 

・農業公園の設置（農業体験できる場所）。 

・農業人口が増えて新しい産業ができるといいと思う 

・農作物あるいは農業のブランド化を図り、農業を守りつつ、農業の増収、税収増につな

げる。 

・農地が、工場や流通センター駐車場に変わるのは寂しい。皆がゆっくりくつろげる公園

をつくったら良い（工場の一角にでも）。 

・農地の後継者の確保。手入れが行き届いていない土地が多い。 

・畑などを気軽に借りられるレンタル畑をつくる。 

・畑や田んぼ等の後継者が減少しているからか、跡地に家が建っていくのが少し寂しく感

じており、残して自然豊かな町でずっとあってほしいと思う。 

・美しい自然に囲まれた生活がしたい 

・不耕作地の耕作の勧め 

・米・野菜・果物など地産地のものを日常的に買えるような場所をつくる。 

・豊かな自然があることや、生きていくのに必要な“食”に対する感謝の意識を高めてい

くこと。 

・目指すべき農業のかたちをさらに明確にし、どういう担い手が必要かを共有認識する。 

・問１３にも記載しているように、農地を守りたくても、守れない状況になりつつある土

地を、一括して担う会社の誘致又は設立。若手の育成をする。 

・野菜、果物、花…直売利用しています。これからも楽しみです。 

・野菜など新鮮な食物が食べられるようにしてほしい。 

・遊休地を利用し、農地を増やす。 

・緑があるところが安らげるのだから農業を減らさずに若い人が生活していけるような工

夫が必要 

・緑のある生活は心も体も癒してくれます。便利すぎる生活は、体に悪いです。 
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・緑の景色を見てほっとする景観。 

・緑豊かな基山の自然を色々な開発などでなくすことなく、守ってほしい。 

・林業が盛んにできないものか。新たな収入源の確保で鳥獣害対策をねらう。 

・歴史的資源や住環境を守るためには豊かな自然や農業を守り子供たちに自然の中で育っ

てもらいたい 

・わかりません 

・家を建てない 

・過度な人口誘致をせず自然環境を維持 

・基山は現時点でとても自然に恵まれていると思うので、その自然ともっと親しめる活動

を進めると良いと思う。特に教育に関して、子供達はもっと校舎の外へのフィールドト

リップをもっと頻繁に行い、教科書ではなく実際に自然に触れさせるよう教育を行った

ら良いと思う。自然への理解と大切さ（SDGs の概念も盛り込んだ）ももっと自然な形

で学べる環境が望ましい。外での活動をもっとする事でのびのびとした心身の育成にも

つなげられるとおもう。 

・現在の市街化範囲を安易に拡張せずに、農地や自然を残すことを基本に、積極的な就農

支援策により休耕農地の再生を行う。 

・今ある自然環境を守るために、町中のゴミ拾いなどのボランティアをする 

・使われてない農地を宅地に転用しているのをあちらこちらで見ますが、中心地でもある

程度の自然は残して欲しいです。これから増えていくだろう空き家対策、解体費用を助

成して空き家を増やさないとか。自宅で家庭菜園が出来ない人や学校、保育園に農地貸

し出しとか。自然とふれ合う機会が身近にあるといいと思う。 

・自然の整備を進める。 

・自然を守る 

・新たな農業の担い手の育成、呼び込み。 

・新規農業希望者への支援拡充 

・親子で川遊びができる親水スポットを作る。 

・町が預かった森林の活用、広報など 

・田畑を守り、後継者を育てる 

・土砂崩れがおきやすい土地の整備。町道県道かかわらず街路樹の整備と手入れ。蛍の川

の保全。基山の山道の定期的な整備。 

・農業を担う若い人を呼び込む農地を減らさない 

・発信が必要と思います 
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■その他                                       

・⑴問 8 の 16 でお願いしている通り、無駄と思われるものはやめてほしい。⑵大阪の泉

佐野市を参考に、ふるさと納税等をする。東明館応援はグッドアイデアであった。 

・運動会（企業対抗）母国の人の為のコミュニティもありかも！ 

・基山町を基盤にし、東西で分け、西を住宅地、最西地を工業、東を商観光の地とし、け

やき台から長野、園部、宮浦を宅地化、17 号沿いを工業化。農地の保全を図り、鹿児

島本線を挟んで 3 号線側に道の駅か飲食店を充実させる。 

・基山町を支えてきた人々を支援する町づくり：商業や農業等の後継者の減少している産

業への支援策を、従来の施策にこだわらず再構築することが必要だと思う。 

・高齢者でも安心して住める町：基山町に若い人の力を活かせる職場を多くする。 

・住みやすくするためにはまず住人がルールを守ることが第一だと思う。パトロールカー

巡回等。 

・商業施設が集中するとないエリアが住みにくい（不人気） 

・小動物等のふれあい、遊具の場所をもっと広く。 

・新しくできた道路は広く車も走りやすいが、旧市街地の住宅地は道路が狭く、小型車が

やっと通れる道路が多いので広げてほしい。 

・全体的に道路整備が悪い。もっときれいに整備をする 

・町職員の教育をしっかりやってほしい。基本的な常識、資質向上を望みます。教育の大

切さを痛感します。 

・町民の防災意識の向上 

・町民ホールを利用して、音楽祭やコンサート、若者がホールを自由に使えるような場所

づくりが必要。 

・乳児検診を決められた日時に保健所で行わず、小児科で都合の良い時間に受けられるよ

うにする。平日昼間に保健センターに行くには年休を取得せねばならず、負担です。他

県では導入しています。 

・不満を言えば切りが無い。自身が考え行動することで少しでも良い町づくりになるので

は‼ 

・けやき台住民の若返り 

・駅や公共施設周辺の道路整備等。歩道を歩いていると、道がでこぼこしていて段差があ

ったりしてベビーカーを押しにくい箇所が何ヵ所かありました。交通弱者対策も必要か

と思います。 
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問 22 その他、基山町のまちづくりについて思うことがあれば教えてください 

■空家・空地                                      

・空家の活用をもっと積極的に図る。街路樹等の町内の景観美化をもっと図ってほしい。 

・空家の件数が多いと聞いています。これらの活用方法を考えるべきだと思う。 

・空家の草木の手入れを町から言ってほしい。細い道に出てきていると歩くのに困る。 

・空家対策について長期放置状態にならないように地権者との話し合いを密にしていっ

てほしい！ 

 

■イベントの実施                                  

・スポーツ大会等はコロナ禍でもあるため、ない方が良いと思います。 

・運動会が無くても、スポーツする方法はある。参加者を集めるのが大変。続ける必要

があるとは思わない。 

・区の内でもみんなでスポーツがあり、町内でも町内大会があり、もう７０歳過ぎには

出ていきたくないので、７０歳過ぎの人には免除してほしい。出ないと文句を言われ

る。回覧板が多すぎて困ります。広報だけで良いと思う。 

・ここ数年において人口が増加し、基山町の町民体育館は高齢者の方も増え、多目的広

場に入りきれず、コロナウイルスの件もあり今後そういったイベントは困難なので、

この機会に行わないということにした方がよいのではと思っています。 

・基山町はスポーツ、文化面においても近隣の市町から「いいね」と言われているのを

聞くことがあります。年齢を問わずスポーツも盛んに行われており、今までの町づく

りを続けていってほしいと思います。 

・高齢者の多い地区にとって、町民運動会で無理やり選手を集めるのがとても負担だし、

危険だという現状を知ってほしい。昨年のスタンプラリーは、どの年代でも楽しめて、

無理やり選手になってもらうことも無くてとても良かった。現実にみあったスポーツ

イベントにしてほしい。 

・町のイベント等を考えていらっしゃる方はとても素晴らしいと本当に思います。でも、

私は例えば運動会やレクリエーション等、自治体での強制参加に近い行事が本当に苦

手で、次の体育委員が回ってくる前に、そういう行事が無いところに引っ越したい！

と思っています。他県に行った友達たちもそういう行事があるので基山には戻らない、

というのを聞きました。イベントは申し込みするので自由ですが、他の行事も申し込

みなどにすれば、もっと自由に暮らせる素敵な町になって注目されるのではないかと

思っています。 

・毎年実施されている運動会はやめた方が良い。ウォークラリー等で良いと思う。出場

する人は特定の人に限られ、また役員として参加をお願いする場合、出たくない人に

無理にお願いしなければならない。一番季節の良い時期であり、家族での旅行等を促

した方が良いと思う。 
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・広報誌は税金の無駄遣い廃止すべき！町民体育祭は大部分の人が無理して出場してい

るのが本音！廃止すべき。少人数の本当に出場したいと志願する人だけ集まって行え

ば良い。 

・音楽のイベントなどを増やしてもらいたい。 

・コロナ禍で今はできないが、音楽イベントが欲しい。 

・外国人が多くなったような気がするため、交流の場づくりや、イベントによる相手国

に対しての理解の増加。 

・春夏秋冬、年 4 回くらい 2 日間ぐらいずつイベント開いて基山で事業している人は出

展料無料で！地域の方に知ってもらう。飲食店やマッサージ店、パン屋さんなんでも

出店してもらう！お店もお客さんも嬉しいし、より元気なまちによりなると思います。

ワクワクするイベントが少ない！ 

・人口が増えているように感じますが、町が盛り上がるようなイベント等が全くないよ

うに感じます。 

・二年前、エミューが当たるかもといったイベントがあったが、多くの人が参加して楽

しかった。歴史資源を活かすため、ぶらぶら歩きたい。気晴らしや健康のためになり、

学び直しにもピッタリです。 

 

■高齢者の暮らし・医療・福祉                           

・医療面が充実しているとは言えない状況だと思うので、その分対策や健康管理に力を

入れてほしい。コロナ対策も感染した際に対応するのが難しいと思うので、感染対策

をもっとしっかり行えるようにしてほしい。 

・入院設備が整った総合病院の設置。 

・今も一人暮らしですが、最後まで自宅で過ごせるような、買い物、病院の送り迎え、

色々な支援が受けれられるような、例えばシルバー人材センターとかにあればいいな

と思います。 

・親が高齢のため、病院（歯科、眼科、泌尿器科他）に通うことがとても多いので、コ

ミュニティバスを利用したいのですが、時間が合わない（本数）らしく利用できない

ので困っています。 

・親を高齢者施設に入れようと考えているが、福岡市に比べて選択肢が少ない。どうし

ても近隣の市になってしまう。整備してほしい。駅東側出口近くは実質住宅が多いの

に、宅地扱いになっておらず、安心して住宅が建てられない。宅地にしてほしい。 

・新しく画期的な町も素晴らしいけれど、今、を大事にして欲しい。多世代交流と言う

が、老人の居場所をなくしている。 

・近所は、年寄りばかりが増えていますが…将来、組長その他の役割（公園清掃等）な

ど出来て８０歳くらいまでなので…将来は埼玉に家を建てた息子家族のところへ行く

予定ですが、基山は医療が整い、住みやすく、本当は永住したいです。 
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・高齢化社会なので、老人が住みやすい町にしていただきたいと思います。 

・子育て世代も、これからの基山町にとっては重要かもしれないが、高齢者にも手厚い

行政を行ってほしい。子育て世代に比重が多い感がある。 

・障がい福祉の方々が、他の市町に比べて利用しにくいことが多く感じるので、検討を

お願いします。飲食店が増えてきたが、やはり少ないと思う。 

・高齢者が安心して暮らせる町、車を運転しない方が不自由なく生活できるようなサー

ビスの充実。 

・高齢者も豊かに暮らせて満足しています。 

・住民の健診データの管理、解析、アプリでのフィードバックなども健康センターで行

う（学術との連携）。センターに皆が楽しめる機能を多数付加してほしい。 

・年を取ると、家に引きこもる人々が結構いらっしゃるので、外に出て公民館活動を促

すも、運動が苦手とか、人の輪に入っていくことに気が引けるという声を聞きます。

高齢者が気楽に負担をかけなくて出かけられるようなことはないでしょうか。 

・買い物の町、健康の町、福祉の町、それぞれ区皆で小さな町を多くつくる。‶えっ″と

いうような町ができることを楽しみに、お年寄りも元気で暮らせる町を夢にします。 

 

■産業                                       

・工場誘致を行うためには、市街化調整区域を活用する必要があるため、交通利便性の

良い区域は産業用地として位置づけ、容積率の緩和を行うべきだと思う。 

・若者が、基山町で働ける町づくり。給与の良い会社の誘致（佐賀県企業は安い）。 

・若者が働ける企業の誘致。 

 

■都市基盤（道路・公園・河川）                          

・けやき台３丁目４丁目の公園整備。道路の為、分断され利用がしづらい。 

・けやき並木がきれいだったが剪定があまりに雑で哀しくなる。また、ツツジの剪定時

期が遅くて春に花が咲かない。 

・トラックの路駐が危ない。アスカコーポレーションの近くによくある。ドラッグモリ

と Max バリューの間にある青色の線が途中で切れていて、また途中から始まってい

る。続くように書けないなら意味がない。 

・メインの街路樹のせん定や草取りをもっと頻繁にして、気持ちいい町づくりを望む。 

・駅前のお店がたくさんある辺りに、路上駐車が多くて危ないので、何か対策をしてい

ただけると助かります。 

・外灯を増やし、信号を設置して欲しい。 

・街路樹があることは良いことですが、雑草が伸びて垂れた枝が道路に進出しているこ

とが多いので、草刈りの頻度を増やしてほしいです。 
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・基山小学校から、県道平等寺基山線の中央公園前の信号に向かう際、県道の歩行者や

自転車の確認が出来づらい。頭の上についているカーブミラーだけでは発見できない

ので、交差点の先の角などに取り付けてはいかがでしょうか。 

・基山町は道路の整備が遅れていると思う。基山町の主要道路には民家が多い。生活に

便利な商店、事業所が無い。 

・基本的なことですが、町づくりをしても通学路や生活路には草だらけ、歩道を歩けな

い。つくりっぱなしになっているので、その後の手入れも考えてほしい。 

・自然豊かな町であるのはとても良いことと思いますが、反面、基山町の夜は真っ暗で、

夜歩いたりする（健康のために）のも不安です。街灯を沢山設置して、夜でも明るい町

であったら良いなと思います。 

・自転車の走りやすい道を作ってほしい。 

・自転車専用の道路ができれば、車を利用しなくても買い物に行けます。 

・車で通る道ですが、区の境目らしく、穴が開いて車で通る際にガタガタとなる場所が

あります。町で点検をして整備をしてください。通りにくいです（グレースフル基山

の南側）。 

・小学校より図書館前の道のポールがあると車が離合しにくい。ない方が安全です。 

・市街化区域で、東西南北に通じる町中が、落ち葉で汚れっぱなしである。個々の努力

だけでは美化推進にも限度がある。数十年前に植栽したものは、もう変えることはで

きないのか。 

・昔ながらの住宅区域の為、住居が入り組み、夜に暗い場所が多い。街灯が欲しい。町

外の人に基山といえばインター（高速）だと言われる。産業や名産品が無く、あっても

プロモーションが弱く若い人の人口流出が続いている。町内で仕事を得られる環境も

考えてほしい。 

・町道沿の植栽の管理をしてほしい。①街路樹のケヤキが民家の屋根や電線の高さを超

えているものが多い。②低木のツツジはいつも雑草で花が見られない③交差点では植

栽が伸び、見通しが悪い。 

・団地の駐車禁止区間に当たり前の様に毎回駐車している住宅がある。歩道を自宅の駐

車場の様に使っている家もある。雨の日は生徒が傘が当たらないように畳んだり、道

路を歩く人を見ると、勝手すぎる。 

・町道の街路樹はなくした方が見通しがよくなりすっきりする。現状を見ても分かるよ

うに草が伸び放題。管理するのに無駄な経緯費がかかっている。根が大きくなり、歩

道面がデコボコになっている。歩きづらい。 

・道がボコボコすぎて、安全ではない。川や道などの草が多すぎて、虫が増えているの

で、刈った方がいいと思う。スポーツできる場所が少ない。 

・道路（特に歩道）、河川の整備の充実を望みます。 

・道路の整備。歩道特に通学路。ミラーの完備。 
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・並木樹が他県でよく倒れたりしているけど、基山の道路もきれいですが大丈夫でしょ

うか。 

・歩道を整備し、広い平らな歩道路が欲しい。 

・木の根で盛り上がったりして歩道が歩きにくい。デコボコに足がとられそうになる時

がある（けやき台の中）。住んでいるのがけやき台だから、それ以外の地域の取り組み

や仕組みが今一ピンとこない気がします。回答できる範囲です。申し訳ありません。 

・夜になると必ずバイク等の騒音が毎日続いているそうですが、どんなもんでしょう

か？ 

・弥生が丘の元温泉施設付近から長谷川の新設道路を早くつくる。 

・歩行者や自転車が安全に通れるように、もう少し歩道や信号を整備して欲しいです。

基山京町の信号は特に危険で、子どもも通学路として使っていますが信号が変わる時

間があまりにも早すぎます。集団登校で渡っている時は走らなければ時間内に渡れな

い、などの話もよく聞きます。信号をきちんと見ていない運転手の方も多く、青信号

で渡っている時に、信号無視をした車に(気づいていないのかもしれませんが)に轢か

れそうになった事も何度も怖い思いをしました。取り締まりを強化する等、もう少し

気にかけて頂けないでしょうか？よろしくお願い致します。 

・夜の道が暗い。街灯の設置促進願います。 

・高速道路があるのに、スマート IC がないのが残念。基山を選んだのも、スマート IC

が将来出来るとのことだったからです。 

・災害時等に主要道路（けやき通り）が渋滞するので対策をしてほしい。基山駅構内が

右側通行になっていて、博多駅等と逆なので、外部から来た人や初めて利用する人が

混乱するので、統一するか表示を分かりやすくしてほしい。 

・自転車について、歩道を歩いているものが止まったりすることが多く、謝ることもあ

る。事故が起きてからだと遅いので学校等で指導してもらいたい。 

・大人の目が行き届きにくい場所が多いので、防犯の為にも防犯カメラの設置をもっと

多くしてほしい。 

・道路の渋滞緩和に取り組んでほしい。 

・今の基山は高齢者が生き生きしている町。電動車椅子の方が通りやすい車道があれば

いいと思います。また、基山駅前入口、玉虫、秋光交差点の歩者分離をお願いします。

基山町はウォーキング、買い物客どちらも多いと感じます。せっかちな運転の方も見

かけるので、歩者分離だと分かりやすいです。 

・お年寄りの方の話ばかり聞き入れて、子どもに関することを流している感じがする。

公園の草もボーボーで、虫がたくさんだったり、幼い子と近所の公園に行きたくない。

整備されていないし、遊具はなくなり壊れたままだったり少なくなったりで、ワクワ

クしない。 

・もっと公園・グラウンドの草刈りをやって欲しい。子供の遊ぶ公園なので。 
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・環境施設の為、JR 東側へ公園等の施設をお願いします。 

・今後、夫婦二人暮らしや、一人暮らしの家庭が増えてくると思うので、家の中に籠る

のではなく、年齢が増しても出かけたくなるような施設や広場があったらいいと思う。

安心して老後の生活が送れるような町づくりを願っています。 

・筑後広域公園へ犬を連れてよく行きます。お弁当を食べたりと家族連れがとても多く、

犬の散歩等楽しんでいます。基山にもこういう公園があればと思います。いろんな花

が咲いていて、心地よい公園です。 

・公園での犬の散歩や、自転車の乗り入れがあり確立した対策をしてほしい。 

・川の土手を畑として使うのはやめてほしい。崩れそうで怖いので。 

・川や山の整備をもっとしてほしい。災害が怖いため。消防のサイレンの音が大きいの

で子どもが起きてしまう。改善してほしい。 

・水道代が高いのでびっくりしました。もう少し下がるといいです。 

・町内の河川監視カメラが 1 つしかない。秋光川と実松川の分岐点付近への設置を県に

依頼する課、町で設置して欲しい。よろしくお願いします。 

・上下水道代が高く感じるので見直していただきたい。 

 

■観光                                           

・基山の町を知っていただくために町歩き等を開催して、それぞれの地区の素晴らしい

良さを伝えて、合わせて歴史的資源の美装化を図ると良いと思います。 

・観光をしつつ運動不足を解消できるようなルート開発やスタンプラリーの設置。初め

て瀧光徳寺に行ったとき、心が安らぐような感じがしてとても感動しました。県外に

もこの良さを伝えてほしい！知ってほしいです！ 

・歴史や観光資源を生かすとともに、基山町は大きな災害がなく安全で住みやすい町と

いう点も、もっと対外的にアピールしても良いと思う。 

・歴史的資源、施設など一体化した、大きな公園。そこに行けば一日楽しく過ごせる町

づくり。 

 

■子育て                                       

・16 年前に、転居してきて、どんどん住みやすく整備されていると思います。子どもた

ちが自分の町に興味を持てるような取り組みを（創作劇などの存続）すすめてほしい

と思います。 

・まずは、きれいな建物がたくさんありますが、よく聞くのが基山保育園に遊具が無い

と聞いてびっくりしています。幼児期に体を動かすことは大切です。乳児期も同じで

す。どうか、子どもたちに遊具をお願いしたいです。マンションができたことで人口

は増えると思いますが、よそから来た人がマナーを守るか心配です。交通量が増える

と思います。安心して安全に暮らせるようにお願いします。 
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・移住や子育てに力を入れているが、基山小学校はもうパンパンの状況。保育園も人手

不足なのかずっと広報で募集がかかっている。まずは現状改善が第一なのではないか

と思う。 

・移住定住による人口増は、この町の公共サービスの低下とならないよう税収対策であ

るが、自然と人の営みの調和は大事で、無秩序な住宅施策を望まない。子供の教育環

境を整えることで若い世代を呼び込み未来の基山をつくりたい。 

・基山町で子育てしたいという町になってほしい。 

・公園に子供を連れて行っても、日祝日は、小学校の大きな子供が勢いよく走り、ぶつ

かって、小さい子供がゆっくり遊びにくい。安心して遊べるようにしてほしい。 

・高齢化が進行しているので、若い人を誘致する行政的な施策を豊かにしてほしい。そ

のため安心の子育て、自然環境が豊かで暮らしやすい町づくりを望みます。又高齢者

も安心して健康に暮らせる町づくりを。 

・子どものための病院、施設がない。 

・子育てがしやすいとは、「教育環境が整っていること」「子どもの医療費が少なくて済

む」「教育費が安い」など。これらが無いと、若い夫婦は寄ってこない。掛け声だけで

はだめ！ 

・自然はたくさんあるので、それを十分に活かした子育てができることをアピールでき

れば、若い子育て世代の方にもっと興味を持ってもらえるんじゃないかと思います。

古民家の再生にも興味があります。 

・上にも記入しましたが、知り合いが他の町から転居した際、保育園への転園で悩んで

いました。保育士が少ないのは理解していますが、保育士が少ないと安心しては預け

られないです。 

・スポーツの話になるが、基山は大人・子供ともに絆・熱がとても他の地区とは比べら

れないくらい深く高く、才能豊かな人材も多いです。プロ野球・甲子園・オリンピッ

ク・V リーグ等を子どもの頃から本気で目指し、本物をもっと感じられる環境を整え

てあげてほしいです。 

・自分の子が基山に残り続ける為には、私たちが残してあげられることは何なのか、何

が必要なのか、子供に残せる自慢を策定することが是非必要。 

・親子が同居でなくても、親に預けて仕事に行けるような生活が出来れば、人口も減少

しなくてよく、増えるのでは。そのためには仕事場が無いといけませんね！親に預け

るのも保育園などの環境が揃ってからの話です。今の親はそれぞれ忙しいです。仕事、

趣味で忙しいから！田舎で良いと思います。JR にも高速にも便利な町だから、平和で

住みやすければ良いと思います。人口も程々で良いと思います。公園なども広くて、

皆が使いやすい場所であってほしいです。禁止事項の多い場所にならないように！子

どもも大人も年寄りも、安心できる場所にしてほしいです。子供の泣き声、笑い声、遊

ぶ声が聞こえてくるような場所にしてほしいです。 



46 

 

・鳥栖の弥生が丘保育園でコロナのクラスターが発生し、休園となっています。孫が通

っていますので、私と主人が孫を預かっています(園児・先生・保護者まで感染し、今

のところ２３名)。基山町でこのようなことが起こった時の対策を考えてくださればと

思います（特に休園が長いので（今日で１４日）子どもを預かってくれる人がいない

場合など）。 

・通勤・通学が便利だからとこの地に住み、今はとても良いところに住んでいると思っ

ています。小さな町ですが、小さい町だけに細やかなことに目が配れる。今では市と

合併しなかったのは正解だったと思えるようになりました。期待しています。 

・定住促進は賛成だが、小学校、保育園の受け入れ体制との連携が気になっています。

教室は足りるのか…？ 

・教育、運動に力を入れ、将来を担う子供たちがのびのびと育ち、個性を発揮できるよ

うな環境づくり。 

・シルバーさんと子育て世代をうまく繋げて欲しい。 

・基山保育園と子育て支援が(未来館)一緒になり、狭く、遊びも保育園のスケジュール

(お昼寝)に気を遣う形になり、良さが全くない。楽しくなくなったと子供が行きたがら

なくなった。また自動ドアで子供が出ていく可能性があり安全面も悪い。同様の意見

は他の親御さんからも聞いた。保育園の子と交流もなく、何の為に一緒にしたのか意

味が分からない。実用面を真剣に検討した結果とは思えない。コンセプトやイメージ

先行で進めたのではないか？基山保育園跡を活用するなど、改善して欲しい。 

・基山保育園は建物も間取りも素晴らしいと思います。 

・行政が介入しての小中学のいじめ撲滅。 

・子どもが育てやすい！待機児童がいないのはすごい。もっと町が活性化していくこと

を願っています。 

 

■公共交通                                    

・駅を降りても、バスもなく、交通手段はタクシー、これはマイナスでしょう。駅が寂

しすぎます。もう少し、色々と案内図を大きめに掲げてアピールして良いと思う。ま

た、スーパーも（大型）、役場に行く途中にあったら、待ち合わせをしたり、時間調整

が出来るので必要だと思います。 

・コミュニティバスについて、役場に来訪の町民に簡単なアンケートを行い（コミュニ

ティバスの存在をまずは知っているかや、利用したい時間帯等）、試乗会を行ってみる。

また、体育館を利用する町民にも同様に行う。路線は増やしても利用が少ないともっ

たいない、と少し考えてみました。 

・コミュニティバスの活用方法は、区で異なると思います。けやき台と１区とか２区で

は全然違うので２区とかは全然乗れていません。原因は買い物してもバス停から遠い

ので大変です。 
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・コミュニティバスをさらに充実させるのも良いと思いますが、弥生が丘まで来ている

西鉄バスと基山町駅やけやき台まで延長することは考えられないでしょうか。 

・コミュニティバス利用状況について何も分からない。利用状況について町民にこれま

での実績を公表し具体的な施策を取るべきである。 

・これから高齢者がさらに増えていくと思うので、高齢者の方が、買い物・通院にコミ

ュニティバスを使いやすくすると良いと思います。高齢者の方による自動車事故など

を防ぐためにも、バスが使えるといいです。また、バスの本数が増えると、学生の駅ま

での移動手段にもなると思います。 

・私は１区ですが、病院に行くのにも、買い物に行くのにも足が無いので、午前中４本、

午後４本ぐらいバスを増やしてもらいたい。お願いします。 

・納税している若年層へ向けた支援を充実してほしい。広報誌も改善が必要だと思う。

基山駅周辺に各種集約するのであれば、せめて駅までのアクセスを良好にするバスを

増やすべき。 

・現在は自動車を利用しているが、先は公共車を利用しなければならない。回数を多く

して、また、歴史資源等の箇所に行けるよう、バスを用意してほしい。 

・交通の便はよく、自然にも恵まれている。それを生かした施設があるといいと思いま

す。何かをしようとすると、多くの場合町外に行かなければならないので。雑になっ

てすみません。基山が良い町になりますように。 

・交通の利便性が良い点について、十分に町の人口増に繋げられていないように感じる

ので、さらにアピールをうまくやってほしい。 

・交通の利便性を利用して、文化的なイベントを行い、若者の目を基山町に向ける必要

がある。 

・博多までの交通の良さ、また九州管内への交通の便利さを最大限生かせた町づくり。

その背景は、自然の豊かさを基に人が集まりやすい施設や環境を整え、人流を基山に

呼び寄せるような町づくりをしてほしい。 

 

■自然環境                                    

・私たちが住んでるところは荒れた田、畑が多くて道を草が覆いかぶさっているので小

学生が通るのをとても嫌がっている。歩道に草が倒れかかっている。持ち主は手入れ

して欲しい。 

・田んぼなどで、ものを燃やしているのが気になる。やめてほしいです。けやき台に、

スーパー、コンビニなどをつくって、活性化すると、子育て世代が来て、若基小にも人

が流れるのでは？20 年前に住んでいた時よりも、すごく住みやすいです。けやき台が

すごく寂しいのが気になります…。 

・手放された農地を町が買い取り、宅地ではなく他市町から農業後継者を呼び込み、農

業を続けてもらう（理想かもしれませんが）。 
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・住宅、農地、工場をコンパクトに配置したきれいな町。農地を細切れに宅地に変えて

いくことは望まない。 

・農業者のことを考えての調整区域というのがあると思うのですが、調整区域の町内の

過疎化をもっと深刻に考えてほしいです。悲しいくらい子どもが少ないと思います。 

・耕作放棄地等を利用整備し農業の活性化を進める。 

・三世代同居等、農家等の長男への町内への同居を奨めていく。同じ敷地内であれば一

戸としてでも地域に残ってもらう。限界集落になる前に。 

・施設の充実よりも人、自然、農業、林業、いままで基山を支えてきたならではの生業

を大切にしていってほしいと思います。便利さは、不便さにつながります。アンケー

トに答えるための資料が足りなさすぎです。 

・農業関係についても、もっと力を入れるべきだ。商業のことばかりに目を向けるな。 

・福岡都市圏からの来訪者を狙って年間を通じて楽しめる観光イベント、観光農園、体

験農業党をまとめて「年間カレンダー」を作成し、発信する。 

・園部の地区で、竹林がありますが、台風の時大雨の時は大変です。毎回そう思います。

太陽が当たらないところでムカデが発生しています。 

・①「ホタル」の町をもう一度見たいです。「二ナ」を育てる工夫ができると良いですね。

②モール街活性化の考察。 

・基山のいい所は自然がたくさんで挨拶が飛び交うようなところ。観光などの町おこし

も重要であるが、これから先もこの穏やかでのんびりとした田舎の基山のままであっ

て欲しい。みんながホッと一息つける、リフレッシュとなる街にしてほしい。 

・町民の皆様がこの豊かな自然環境の中で心地よく、安心して過ごしていらっしゃるの

が大事なのではないかと思います。 

・人が少しずつ入れ替わり、良い意味での地縁が薄れてきているので残念です。近所づ

きあいまでなくなって来ている。子育てには地縁も大切だと思うのですが。公害のな

い町づくりを。私の家の周辺には小さな畑が５か所有り、夏から秋にかけて草を取っ

た後、月の内数回燃やされ、肺気腫と癌の治療中の私は息苦しくてたまりません。ト

ラブルは避けたいので、広報等で、燃えないゴミ等で処理する様に指導お願いいたし

ます。 

・通過車両が、ごみを投げ捨てていくのが多々あるので、片付ける仕組みを考えてほし

い。 

 

■住環境                                     

・マンションが増え、景観が損なわれてきた。 

・無理をして賑やかにならない方が良いと思う。 

・庭木に関する条例を作り、ポスターや広報、回覧板で広く告示して欲しいです。トラ

ブルは避けたいので近隣住民に直接言えません。近隣住宅では植木をたくさん置いて
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いて、枝葉が伸び放題で近隣住宅や歩道にもはみ出し困っています。害虫被害や落葉

被害もあります。周りに迷惑がかからない様に剪定や消毒など庭木の管理を義務付け、

トラブルを回避することが「住みやすい基山」になると思います。 

・１３区の町営住宅の今やっている改装だけでは入居は増えない。これからはエレベー

ターが必要。浴槽ものびのびと平らなものに。 

・新しい家ばかりが建って、古い区域が置き去りにされているように思う。もっと古い

区域の存続も考えるべきではないだろうか！ 

・農地をもっと住宅地として開放し、バイパスの向こう側（山側の土地）をもっと有効

利用できればいいと思います。 

・無計画にマンション、戸建て住宅が建ちすぎ。町、道路を整備しきれいな街並みであ

ってほしい。マンション、コーポの乱立は見苦しい。 

・9 区に人が集まりすぎなので各行政区のバランスの良い開発.今決めなくてはいけない

事を先延ばしにしないで欲しい。 

・とてもいい町です。ペット可の住宅が圧倒的に少ないと感じます。公団でもペット可

が増えている時代なので、閉鎖的なイメージがありました。 

・とても良い町の住みよさを感じています。ありがとうございます。 

・基山は住みやすい良い町だと思います。安全に暮らしやすい緑豊かな町を望みます。 

・基山町は住み心地が良い。 

・現在の基山町の町づくりは、移住定住ばかり力を注ぎ、現住民にとって新たなメリッ

トが感じられない。単身世帯が多い現在の世の中だからこそ、老人だけの世帯や老人

の一人暮らしなどは、不便があるのではないかと思う。そういった、困った人たちの

力になってやれるまちづくりをしてほしい。 

・最近移住・定住に力を入れていることはいいことだと思うが、一方で騒音・交通につ

いては子供も増えている中で、町としてもっと力を入れてほしい。トラック・バスな

ど、多く町中を走行する中での安全対策を考えるべきだと思う。住民を増やしても、

けやき台のような人口減や空家増などにならないようにバランスよく基山町全体の定

住化を進めてほしい。 

・子どもたちの数が少なくなり、一方高齢者の数は増え、高齢者ばかりになっていると

ころもあり、地区によって差がある。今までと同じように行事や役員を行うことはで

きないと思う。若い人たちに呼び掛けても子供たちが進学などで出ていけば、けやき

台の状況と同じようになるのではと思う。 

・私たちの住む町内も新しい家が出来、子どもの声が聞こえるとホッとします。住宅内

にもコンビニでもあればと思います。コロナでひきこもりのせいか。 

・私にとって基山町は今後ずっと住んでいきたいまちです。福岡に行くにも電車一本、

快速も止まり利便性に優れていると思います。もっとこの住みやすいまちをいろいろ

な人に知っていただきたいです。緑が多く、温かい町を知ってもらいたいです。 
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・独居生活でも、安心して安い家賃で入居できる住宅を増やしてほしい。 

・私は、U ターン組です。昔に比べると、新しい住宅外や、新しいお店など色々とかわ

ってきているなー。と感じています。農業の維持というのも大事なのかとは思います

が、積極的に定住促進、商業施設の建設を進めていただき、生活する上での利便性を

向上させて頂きたいと感じています。 

・住環境にはとても満足しております。ただ、町外の方から、基山は閉鎖的だよねと言

われる事もあり、町民を大切にしてもらえるのはありがたいですが、もう少し垣根を

無くしても良いのかなと思います。 

・6 月頃、自宅前や玄関に虫（ユスリカ）が大量に発生し、死骸や臭いに悩まされまし

た。町内の交差点や道路などでも見かけました。不動産会社に相談しても、「土地や気

候的なもので、どうしようもないです。」と、解決はせず…。近隣の方も虫よけグッズ

を置いてあり、同じ悩みを持っていると思います。町としても何か対策や解決方法を

示していただけるとありがたいです。 

・年に数回草などを燃やしているようですが、風向きによっては家の中まで煙が入って

きて困っています。 

・野焼きを止めてほしい。厳しく指導してほしい。 

・他県から移り住んできましたが、基山ののどかかつ利便性の良い立地、人の穏やかさ

が好きで永住を決め、家も建てました。良いところたくさんあると思います。価値観

も多様化しており、町の方向性も一つに決めるのは難しいですよね。変わってほしい

ようで変えてほしくない…そんなところです。 

・施設等の充実を目指しても、定住に結び付くかは分かりません。今後高齢者が増える

こと、30～40 年前と違い、若い夫婦は共働きであることなどを鑑み、町が各組合に

負担を強いている「〇〇委員」等、夜 19 時以降の会合を含むような制度など改善し

ていかないと、若い世代は他県・他市に流出するばかりです。（長時間労働の上に、夜

の会合があれば、「この町では暮らしてゆけない」と考えるのが妥当です。）他県・他市

の形を参考にしてはいかがでしょうか。少なくとも私の出身地では、体育委員は行政

区に 1～2 名。それでも十分に機能していました。夜の会合もほとんどありません。

暮らしやすいので若い世代が町内にたくさん住んでいます。 

・私は引っ越ししてきて、４,５年になります。老人ですが、一人も「今日は～」、「お元

気ですか？」声を掛けられ、掛ける人がいません。犬の散歩をしていますが、犬連れの

散歩は駄目だと言われ、最近は外に出るのも嫌です。老人は住めない町ですか？ 

・若い人や家族の移住・定住を進めるうえで昔からの風習や行事を（例えば河川清掃と

か）改善しなければ若い人たちの移住は進まないのではと思います。 

・若い世代が暮らしやすい環境の町づくりを目指してほしい。共働きの世代が住むこと

が出来るような人間関係の町を（集会や行事を減らす）。 

・人口は自然に増えるぐらいで、外国人が増えてきて、アパートに住んでいて、ルール
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を守らない方もいる。企業側がしっかり対応してもらいたい。将来外国人が増えても

いいように。今のうちに!! 

・団地の中には、近隣とのつながりがあまりないので、高齢になった時が心配です。つ

ながりができるようなイベントとかも必要かと思います。 

・地元の人と、新規入居の人の交流がある町。 

・あまりにも地元有力者向けの政策になっていて、他からの移住者へ目が向いていない、

閉鎖的である。 

 

■商業・にぎわい                                    

・とにかく駅前が暗い。にぎやかでない。 

・町民体育館の周辺と、基山小・中学校の周辺にストアがあれば便利と思う（ローソン

等）。 

・駅前が明るさが無く、寂しい感じがする。 

・町の顔となる駅前が暗い。 

・町内樹木が切られ、駅周辺の緑が少ない。商店街もほとんど閉店して、商店街とは名

ばかりで人通りも少ない。 

・イオンのような、大きな店を作って下さい。基山は何でも買える店がありません。昔

はダイエーやユニードがありました。 

・駅周辺の家は、昔は商店街としてにぎわっていたが、今は全くすたれて人の通りもま

ばら。もっと人流が多くなる様に知恵を絞るべきだ。今は買い物は「サンエー」「コス

モス」「バリュー」「ドラモリ」でのみ、とは寂しい限りですね。 

・活気ある商店街を作って下さい。子供連れで食事に行ける所を作って下さい。 

・基山の中心地に、食品衣料品（肌着・下着・シーツなど）の商店を基山に一軒もあり

ませんので、タクシーで行くしかありません。皆さんはどうしているのか。分かりま

せん。 

・基山駅前や、3 号線を境に 5 区の方にはコンビニやドラッグストアなど一つもないの

がとても不便。年を取ってから車を運転できなくなったら買い物するのに不安しかな

い。せめて何かしら一つでも出来るといいなと思います。 

・基山駅前周辺を改善した方が良い。土地が高台になっているので、人が歩きにくく集

まりにくいような気がします。 

・基山町（国道 3 号線）から東側にはコンビニが 1 つもない事からコンビニやスーパー

等を誘致してもらいたい。近年、当地区には住宅が新築し町外から人口が定住しつつ

あるが、コンビニやスーパーなどが何もないのは不便である。 

・最初は銀行があって、お店もあったので便利でしたが、今はありません。住民の皆さ

んはどのように思っているか分かりませんが、近くにお店があることはありがたいで

す。小さなお店でもいいから、すぐに買いに行ける食料品・日用品の置いてあるお店
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があったらいいと思います。 

・商店街（駅前）が淋しすぎると思います。 

・大きなショッピングセンターではなく、小規模の小売店が、日曜日も開店しているよ

うな町にしてほしい。 

・日常の買い物が基山町で全部できるようになったらいいなあと思います。ケーキ屋、

魚屋、レストラン、肉屋等の商業施設を誘致して、他市に行かなくても基山で買い物

が出来るように願います。 

・日用品の買い物が不便（近くに店が無い）。 

・飲食店が少ないため、増やしてほしい。 

・駅周辺とか町中心地にしては少し寂しいなと感じます。大型ショッピングモールに負

けない賑わいがあればいいなぁと思います。 

・駅周辺に大型のショッピングセンターが出来れば良いと思う。 

・JR 基山駅を中心として商業施設を充実させて人流を拡大、活性化につなげる。 

・駅前の再開発をすべし。 

・駅前商店街の利便性。買い物だけでなく、眼科・耳鼻科などがあればと思うが。 

・町内に花屋、本屋がありません。以前はありましたが、経営上閉店されたと思います。

空家を利用して、若い方が出店できたりするといいなと思います。高齢者が多くなっ

ているので、若い方が移住できる（安く賃貸できる店舗、古民家など）町づくりが必要

だと思います。うきはや吉井町は魅力を感じます（古民家カフェなど人気です）。 

・問の 20-6 について 駅前に集中させるだけでなく、役場周辺に広く便利な機能が揃

う方が暮らしやすいと思う。 

・郵便局が狭い場所で不便。銀行の近くにあると便利だと思う。買い物でにぎわう商業

の町をつくり、モール街を考える。基山の豊かな自然は大好きです。基山に暮らせて

よかった・・・。 

・けやき台には高齢者が増えるのにお店が 1 件もなく買い物に不便なので高齢になって

も生活に困らない様にスーパーなど作ってもらいたい。町外から引っ越してきたので

残念に思う。 

・けやき台に住んでいます。買い物が不便です。大きなショッピング施設が小郡の方に

しかないので、けやき台側の方にもあるといいなと思います。けやき台も高齢化が進

んでいるので、歩いて買い物に行けると、安心して暮らせるのではないでしょうか。 

・駅前（基山）に集中しての開発が考えられていますが、けやき台は世帯数が多いのに

スーパー一つありません。年をとっても安心して定住できる環境づくりを望みます。 

・スポーツジムみたいな気軽に利用できるところが欲しい。 

・家族で食事ができる店 親戚が集まった時など、外で食事を 近くに行くところがあ

まりなく、ファミレスが 1 つあると便利だけど…といつも思う。 

・自然環境はとてもいいのですが、もう少し町に活気のある商業施設がほしいですね。 
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・若者が好みそうな店（例えば TSUTAYA、ドトール、スタバ等）があれば良いと思う。 

・商店や施設をキレイにしてほしい、寂れた感じがして少し残念です。 

・駄菓子屋のような、子どもが集まる店があるといいなと思います。駅前は飲み屋は多

いですが子連れで気軽に入れるような店がほとんどないのが残念です。塾も少ないで

すね。 

・大人が飲食する場所はたくさんあるのに、子供連れで入れる店が無いのでそういう店

を誘致してほしいです。 

・道の駅久留米や朝倉に行きます。基山の農産物がいつでも買える（JA の朝市は古い）

場所があればと思います。 

・言わずとしれたことではありますが、交通の便も良く、近隣住宅地より駅も近く、ど

うして人口が増えないのか…将来の基山にはどの項目も魅力的なプランです。佐賀市

から 20 年以上前引っ越して来て、水道代や税金が高いのに驚きました。生活してい

けるだろうか…家のローンを払いながら生活していけるだろうか不安に思いながらの

スタートでした。新宮や那珂川のように、近隣にない施設が有れば、良いなと思いま

す。 

 

■公共施設                                       

・各区の公民館を拡大して、小さな文化施設になるようにしてほしい。 

・基山町営アパートの修理、改善を積極的に行ってほしい。 

・憩いの家は、楽しみに行っているのですが、時間的に短く、鍵の貸し出しは昼からし

かないので、朝から貸し出ししてほしい。 

・憩の家のキッズルームの清掃等で利用できない時間をネットに載せた方がいいと思う。

10：00～16：00 が利用時間になっています。基山小学校～東公園付近までの歩道

の幅を広くして、ガードレールもしくはガードパイプを付けてもらいたい。通学中の

子供がトラックにぶつからないか心配です。 

・図書館が充実していて、とてもありがたく思っています。対応もとても気持ちよくて、

現状で満足していますが、本の予約（リクエスト）をラインで対応して下さるともっ

と便利になるのでは、と思います。 

・他の市町村に比べて、スポーツ施設が充実している。町づくり課を中心に充実する内

容である。 

・公共トイレの設置。スーパー等トイレ設備指導（町の中心とするスーパーサンエー、

マックスバリュー）。サービス業において気持ちよく買い物することが出来るには、ト

イレから始まりだと思います。 

・図書館はすごく良くなりました。ありがとうございます。モール街が商店街に戻ると

賑やかになりそうですね。 

・「道の駅基山」をつくってほしい。「コストコ」が出来たら嬉しいです。 
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・基山パーキングの産直店の魅力がない、外観、ディスプレイ、休日にしまっているな

ど。 

・⒈道の駅などの設置で活性化を。 ⒉温泉施設でにぎわう町に。 

・アンケートは毎年だが、買い物・スポーツ施設に何も変化ない。つまらない。何のた

めのアンケートか？前進してほしい。健康に沿ったスポーツが出来ない。プールが無

い。基山ジムも狭いし、大きいのが欲しい。 

・温水プールがほしい。 

・車を運転できなくても行ける図書館、トレーニングジムなど立地を考えて欲しい。 

・町営の室内プールを作って下さい。アスレチックが充実した、幅広い年齢層が楽しめ

るボール遊びもできる公園を作って下さい。 

・プールを作って欲しい。 

・町のプールを作って欲しいです。 

・駅周辺の整備、球場の整備。スタンドが無い等、もっときれいな施設を。 

・駅前の駐車場の整備を早急に実施してほしい。 

・基山駅前に駐車場が無いのが不便です。 

・基山駅周辺にコインパーキングが少ないので不便。電車で博多に行きたいのに近いの

に車で行かざるを得ないのがもったいない。基山駅周辺にコンビニがないと時間が潰

せないし、昼食を買って行けないので不便。基山駅周辺を何とかしてほしい。月極駐

車場遠いし、本当に不便。ベッドタウンにはあるまじきことだと思う。西鉄筑紫駅周

辺を見習うべきだと思う。 

・基山町役場による JR 基山駅トイレ（出て北側にある）の改修の働きかけについて。

JR 基山駅トイレは、女性は男性の小用を足している横を通らないと、女性用トイレに

行けないつくりになっており、町内の恋愛成就のご利益がある寺に、他県から来た若

い男女が、基山駅で下車して、寺に行く前にトイレに寄った時に、女性は知らない男

性の小用姿を見ることになり、興ざめして恋愛気分も台無しです。町の観光収入にも

影響があると思います。町から JR に改修を働きかけてはいかがでしょうか。 

・キャンプ場があるのは知らなかった。今流行っているようなので、綺麗に整備してほ

しい。トイレ（洋式、ウォシュレット）や、芝生もろもろ・・・。（すみません、実際

には見ておらず、ネット情報なのですが）ご年配の方が、より良い生活を送れるよう

な配慮…買い物とか不便だと思う。 

 

 

■環境                                       

・みんなが安心して暮らせる街を望みます。農業の担い手を育てて、基山町の農地を守

って欲しい。農地を宅地へ転用することは今まで水をためていた水田から水の行き場

がなくなり水災害が起こります。 
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・教育農業、林業、工業、商業、医療福祉、それぞれとても大切なものばかりだと思う

けど、自然環境も忘れないでほしい。 

・耕作放棄地の活用。 

・荒地、不耕作地が多い。空家も多くなって見苦しい。空家に関して基山モデルをつく

るぐらいの意気込みを示すべき。 

 

■防災                                       

・レッドゾーンとなっている災害地区の防災対策を計画的に進めていく。現行、災害が

発生した後は応急対応のみされているように感じている。あるべき姿に急ぎ対応すべ

きと考える。 

・近年、自然災害が増えてきているので、土砂崩れなど危険な個所の整備を進めていく

べき。 

・災害対策の徹底 ①河川等の洪水対策 秋光川、山下川、実松川等…。 

・水害の対策をしっかり考えてほしい。 

・町が管理するところは道にしても、土砂災害になりそうなところ等も早めの安全対策

を考えてほしい。 

・災害用発生した時（工場等施設の損害による風評被害が最も懸念されてくると思う。）

従って工場等は防災に対する教育を徹底的に行い、訓練等により防災意識を高めても

らいたい。住民の命を守る行政を。 

・自然災害に強い町をアピールしたほうが良い。昔のように子供たちが自然の中で遊べ

るような街にしたい。 

・地震、台風の時、一人暮らしということもあり、恐ろしい思いをした。 

・有事の時（地震・水害）の一人暮らしの高齢者の安全確保と避難誘導を確立してほし

い。 

 

■町全体としてのまちづくり                                    

・少子高齢化、人口減、過疎化を払しょくした元気で明るい魅力ある町づくりを期待し

たい。そのためには、地の利を生かした住環境の整備、安全・安心な産業の誘致等、町

の活性化を図る。 

・福岡都市圏より近いにもかかわらず（福岡市早良区などより博多駅、天神へのアクセ

スが良い）、十分な発信が出来ていないように思います。歴史的文化遺産もあり、アピ

ールに欠けているような気がします。JR 鹿児島線に支障があると、通勤に不便さを感

じますが、自然豊かで、車での移動についても利便性が良く、とても住みやすいと思

っております。この緑の環境を感じながら、都市への通勤のアクセスの良さも感じつ

つ、日々暮らしています。 
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・60 年以上基山に住んでいます。田・畑・山がなくなり、子どもの頃に遊んでいた場所

がなくなり寂しいけど、それなりに発展していき人口も増えたのですが、山沿いの地

区は発展していません。 

・アンケート自体もそうですが、工業立地、商業立地、住宅立地をどの地域に配して集

約出来るようにするかが重要で、日本一住みやすい町にしたいものです。 

・駅周辺の再開発とか郊外の自然活用で町内の住みやすさと町外からの外貨獲得を目指

す。 

・観光、宅地、商業、農業を区画ごとに分けることでバランス良い経済を図る→税収が

安定し、まちづくりの発展、流入増加につながると考える。基山 SA からのスマート

IC の設置をネクスコと協力していただきたい。 

・基山の世界文化遺産指定の確保。／基山駅前を柱になる都市づくりとして高層ビル（商

業とオフィス、住宅）建設計画へ。人の集まりを強化し、集中する。文化と都市づくり

で二本建て。明確にする。今は住んでるだけ！ 

・市街化区域と市街化調整区域の線引きの見直し。 

・市街地の活性化も大事ですが、山間地の活性化についても力を入れてほしい。 

・自然が豊かで、生活に必要な施設（役場、お店、病院、図書館など）のアクセスが便

利で、町がギュッとコンパクトにまとまっていて、天神・博多へのアクセスも便利で

良いところがたくさんある基山なので、そこを町外の方にアピールされたらいいなと

思います。今の良さが失われないように、程々の開発であってほしいです。 

・もっと基山町のいいところをアピールするべき。福岡にアクセスがいいということな

どは、福岡に行く人でなければ利便性はない。もっと基山に住むと全員が安心、安全

と思えるようなアピールを出来る限り施策をするべきだと思います。 

・移住定住施策はいいと思いますが、その分、環境や周辺の改善をはじめ、受け入れる

ためのより明確なプランを提示してほしい。ライフラインにかかるお金が高いので、

どうにかしてほしい。 

・基山町の状況に適した適正な人口増。自然環境の確保と産業等の誘致の適正化。福岡

市街地に比較的近い状況を活かした広報による誘致。 

・基山町は、子育てにもお年寄りの方々にも住みやすい町だと思うので、もっと（都市

部などに）PR して移住してもらったり、U ターンしてもらったりすると良いと思う。 

・基山町は程良い大きさが暮らしやすさにつながっていると思う。難しいとは思うが、

規模拡大より年齢バランスの良い人口構成が望ましい。 

・町単独の施策では大した改善は望めない。行政区を越えた広域での取り組みを日本の

モデルケースになるべく「突破」してほしい。働ける町になること、もしくは働く場所

にアクセスしやすい町になること。基山町単独ではなく、小郡・鳥栖と広域で連携し、

スケールのある他にはない取り組みを期待。 

・福岡と同じように発展するのは愚の骨頂。福岡に無いものを前面に押し出すべき。 
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・福岡へのアクセスのし易さなど、交通の利便性があるため、街の印象を良くすれば間

違いなく、人や企業をもっと呼び込めるはず！古い建物や農地をもっと開拓し、街並

みの景観から変えるべき！基山を知らない人が通っただけで良い印象を持つような街

並みにすればまた来たくなったり、住みたくなったり必ずなるはず！活力がある街の

再建をお願いします！ 

 

■その他、町政に対して                                      

・１人１人の考え方、行動による。 

・アンケートの回答にあたって、前提となる町の状況、例えば財政や高齢者状況等が記

載されていないので、どのような視点、観点で記入すべきか迷った。 

・アンケート調査は、もっと若い人達にやってほしいと思います。 

・おおむね良いと思っています。どうか今後ともよろしくお願いします。 

・お年寄り目線ではなく、若い世代目線で見直してほしい。 

・このアンケートに対しての疑問…性別、年齢、行政区を記入する意味があるのか疑問

です。個人を特定することが出来るのでは？もしそれを聞くなら、その理由をきちん

と書くべきでは？ 

・ハードウエアは十分充実。ソフト面やコンテンツの作りこみが大切な時代です。 

・マイクロプラスチックが、空気中に浮遊していると知りましたが、家庭ごみのプラス

チックの量がとても増えています。コンビニのお弁当のカラ、インスタントの容器、

コロナで持ち帰りが多くなり異常事態ではないかと思います。ごみの収集を分けては

どうでしょうか。 

・ミニマムな町と遊び心を感じる町。 

・何をするのにも移動、乗り物が必要。 

・回覧板制度の改善（スマホ利用での閲覧が出来るように工夫してほしい）。 

・海外の人たちも多く、日本での生活マナーを分かっていないことがあり、同じ町に住

む仲間としては、理解できるような指導があったら…と思います。 

・外国人が土地を買えないようにしてください。少しずつ買って、気が付けばこんなに

…となりませんように。日本が日本じゃなくなります。中国を見習うべきです。日本

だと、人と人との争いなんて、ないはずです。 

・外部からの転入者を多くしたい考えのようですが、年寄りとの同居がどんどん少なく

なっている。親との同居を勧める施策を進めれば老人福祉、少子化に対応できるので

は？ 

・頑張ってください。期待しています。 

・基山に移住する人の優遇点。 

・基山町で７５年以上。最近は基山町の将来について安心出来ると思うようになりまし

た。これまでは、基山町に希望が無かったということが最近分かりました。 
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・基山町は、人も環境もとっても良いところです。 

・基山町は緑豊かで、町民の方々は色々なことに協力的で、スポーツも活発で他の市町

村の友人からは羨ましく思ってもらってます。 

・基山町役場の方は、他の役場より、真面目に町政に携っていると思います。それだけ

でもここに住んで良かったと思いますよ。 

・現在基山町は住みたいまちランキング 3 位なので武雄市を抜いて 2 位になってほし

い。武雄市は図書館が有名ですが、基山町は佐賀県のパワースポットで検索すると本

福寺が出てきます。本福寺をもう少し広く伝えていくといいと思う。 

・現状維持して人口増加すること。 

・交通事故のない町づくり。お年寄りの文化施設、スポーツ施設利用の無料化（すでに

対応済みなら取り消します）。 

・広い土地の町ではないので、それなりに。理想は高い方が良いが、たくさん追い求め

ても実現できなければ意味がない。地形に見合った計画が必要。アンケートの必要が

ありますか？ 

・高齢者が多くなりつつある基山町、特にけやき台団地は坂も多く、車に乗れなくなっ

た者は買い物難民になりかねない。町が主導して車を使った移動販売をするようにし

てほしい。 

・今はコロナの為、前向きに考える気持ちになれません。 

・今までにも、同じ内容のアンケート調査があったと思います。町内会とよくすり合わ

せをして、一歩一歩改善していくことを望みます。基山町には１区から１７区と各区

長さんがおられます。区長会もある。 

・今までも十分にやってもらっています。今まで通りで良いと思います。頑張ってくだ

さい。 

・資金の使い方：使途が明確に目的のあることに使ってほしい。アンケートを取る意味

がありません。 

・自治会の役員のなり手が、だんだん少なくなってきている。今のままのやり方でやっ

ていけるか心配です。 

・自然と文化が融合し、人間性豊かな人づくり、教育が行える町づくり。 

・質問の内容が分かりにくい！ 

・住みやすいです。 

・住民票等はコンビニで、又はスマホで注文し、送付してほしい。 

・商業の町と自然の町は私個人の立場から選んだものです。この後若い人が住んでくれ

たらいいですね。まちづくりに携わっていらっしゃる方々ご苦労様です。 

・食べること・・・安全なものを身体が健康が一番だと思います。（肉、魚、卵、野菜等） 

・人生１００年目指して元気に頑張ります。基山町の発展祈っております。 

・積極的に意見を聞いていただけるのは好感が持てるところだと思います。このアンケ



59 

 

ートについてですが、最初のページの「行政区」について、自分の住んでいるところが

一覧になくて、どうしたらいいか分かりませんでした。地元ではない人が市政に参加

する上ではハードルがとても高いのだと感じました。 

・先日、どこかの調査で、佐賀県の住みたい町ランキングで基山町が３位だったのがう

れしかったです。これからも基山の良いところを周りに知ってもらいたいです。 

・他県から転入してきて、この町は博多に近い、空港に近い、高速に近い、物価も安い、

災害も比較的少ない、社会福祉協議会が機能している、安全…等々、コンパクトにま

とまっているように思います。基山保育園も見学させていただきましたが、もっとた

くさんの子供たちが通えると良いと思いました。緑に囲まれた町、住んでいる人達が

心優しく過ごしていけるような、そんな基山町になってほしいと思います。日本一の

ベッドタウンも良いのでは？ 

・町内の区分がわかり易いような町名に変更できないか。今、わかり易いのはけやき台

だけ。 

・日々町の為に頑張ってもらい、ありがとうございます。これからも、基山の為にお願

いします。 

・年を取ってきましたので、色々思うことはありません。いつまで働けるかなあと思っ

ています。 

・役場や図書館や公園やごみ回収など公共事業がとても良く、住みやすい。小郡や筑紫

野や鳥栖の近さから利便性が良く、治安が良い。この良さを維持してほしい。 

・両親が仲良く健康であるべき。明るい家庭であれば子どもは素直でまっすぐ育つと思

います。自分がしてほしいことを人にしてあげるという思いやりのある人を育てる（隣

人愛）。 

・デジタル回覧板、デジタル広報、デジタル緊急通知などデジタル化。町内全域に到達す

る WIFI と簡便簡素化したタブレット程度の端末(3 ボタン程度の機能 受信閲覧、緊急

受信と通報、アンケート回収 のみ)の配付。デジタル難民を補助指導する人の育成、

チーム結成(デジタルに強い高齢者はかなりいる)など。 

・どのようなことをやっているかわかりづらいところがあるので、もうすこしわかるよう

にしてほしいです。 

・もっと基山町のアピールをした方が良いと思う。基山町と言えばというイメージがな

い。これから基山町の良いところを残しつつ、新しい物を取り入れ開発していってほし

いと思う。 

・基山町のどこにいても笑顔になれるような素敵な町にしてください！！ 

・子供と老人に満足してもらえる町であれば良いです。 

・死ぬまで安心して生活出来る基山町になるようお願いします 

・私としてはとても住みやすく、このままでも良いと思います。 
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・人が増えてなのか、町内での移動がしづらくなったと感じます。居心地の良さは、変わ

らないでほしい。 

・2018 年ごろから積極的に取り組まれた「多様化共生」の取り組みはどのような状況

なのでしょうか。町内にも多くの外国人を見かけます。もっと彼らが生活しやすい町

になれば良いと思っております。せっかくの取り組み、長期的な継続を望みます。 

・40 年位前に基山が町から市になると聞いて越してきましたが、未だ実現ならずです。 

・エミューの食材の取り組み頑張られていると思うが、正直エミューを見るとかわいく

て、食べたいと思うことが無いのは私だけなのでしょうか。スミマセン。 

・ごみの夜間回収が希望。福岡に住んでいた時は夜間だったので、生活リズム的に便利

と感じていたため。 

・サガン鳥栖への町をあげての支援ありがとうございます。集団検診をいつも受けさせ

ていただいてます。ありがとうございます。 

・その町のシンボルは役場。上下関係なく役場内での挨拶はあっているのでしょうか？

以前、１２日のフェスタの品物を持って行った折、係りの方が奥からみえ、一言も発

することなく品物を持っていかれたことがありました。 

・なぜ、企業が多いのか？災害が少ない。これをアピールすべし！ 

・リサイクル品を基山町でももっと多く取り扱ってほしい 

・安心して暮らせる町になってほしい。松田町長が就任されてから、活気がある町にな

り、とても良いと思います‼ 

・基山町も鳥栖市と合併して、大きくなって、住みやすい町をつくったらいいと思う。 

・広報や標識等とても整備されて見やすくなっていてよいと思いますが、IT 化が進み、

高齢者には情報の取得が難しいです。スマホ等サイトにアクセスしたり、LINE で登録

しなければならないことが多々あり、時代だと思いますが、高齢者や障害者にとって

は情報の理解や状況変化が分かりにくいことが多くなったように感じます。 

・松田町長の前向きな姿勢は評価するが、リーダーのみならず皆が明日の基山発展に協

力一致の体制であれば、より望ましい。 

・上記政策を行うにあたって、取組、進捗状況を広報誌で継続的に報告、町民からも意

見をもらい参考にする。 

・人口が増える施策は必要。交通ルールを含め安全な町になるように発信していくこと

をお願いします。 

・先日役場にワクチンの日を決めるため電話をしたら、女性の方がヒステリックに対応

したため、いやな気持になった。誰にでも優しい対応をお願いします。 

・他の市町は、買い物券や米などもらえているが、基山にも配ってほしい。他の市町は

もらえて基山にはないのが不満。 

・町議の収入を上げ、若い５０歳代でも議員になれるような方向づけ。（例：議員を減ら

し、その原資を他の人数に充てる）町の行政活動についていける議員が少ない。 
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・町長が住民と対話する為に、会を催していることはとてもいいことだと思う。しかし、

その会は町長の話す時間が長く、自分の政策のアピール会に感じることもあった。ま

た、参加者の中から意見を出す方は、高齢の方が多く、若い人たちが意見を出せる雰

囲気ではない。移住・活性化を目指すにあたっては、その年代の人達の意見をより多

く聞くことで、参考になると思う（このアンケートの様に）。「えっ、基山に住んでる

と？あそこ、いいっちゃろ～」と言われるような町になるといいなと思う。 

・町内会、自治会、子供会等集まりをなくしても良いと思います。若い世代も多くなっ

てきてますし、必要性を感じません。昔からある行事等も見直すべきだと思います。

また、中学校の制服も新しく変えていいと思います。昔からのものが良いとは限りま

せん。今にあった制服をお願いしたいです。 

・町民が参加しやすい交流の場を多く作り、高齢化が進む中、互いに助け合って暮らせ

る町を期待します。既に取り組んであることでしょうが、引き続き宜しくお願いしま

す 

・箱物を地元でつくり、基山町民と同じ使用料で近隣の人に貸しているが建物の修理等

の為には町外者からはいくらか対価があって良いと思う。 

・福岡市から移住してきましたが、「組合」なるものが煩わしいです。福岡ではそんなも

のありませんでした。組合は不要です。町民体育大会も必要なし。組合にかける時間

やお金があるなら、他のことに遣いたいです。 

・役場の方の対応（電話、窓口）いつも丁寧で気持ちよく利用させてもらっています。

ありがとうございます。 

・役場職員のモラルの低さ。 

・落ち着いた良い町です。ただし町を運営する人たちの意識、意欲が低下すればすぐに

ダメな町になります。常に上に立つ人たちは問題意識をもって日々過ごしてください。 

・これからはグローバル化デジタル化の流れは避けられないので、デジタルトランスフ

ォーメーションの推進と多文化共生にもっと力を入れてほしい。教育に関して、ギガ

スクール構想にのっとり、タブレットが子供達に支給されているのは知っているが、

学校での実際のデジタルトランスフォーメーションはかなり遅れていると思う。まず

は役場と教育者のトレーニングが必要でそれに対しての投資はするべきと思う。また

外国の子供達の受け入れ体制などの話し合いや子供達の異文化交流等に力を入れてほ

しい。そのために町内にボランティアを募るなど町民への協力を働きかければ、IT や

言語に強い人材の協力を得られ、町民としても町を良くするために貢献できる満足感

が得られるのでは、と思う。  
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・これまでの町政で、いわゆる箱モノを作りすぎた気がします。庁舎や体育館も財政規

模や人口規模からは豪華すぎるように見え、将来的な維持管理費用の増大、建替え費

用の負担等に不安を感じます。基山町の良いところは、適度な田舎さだと思っていま

す。農地や自然に囲まれた場所ながら、ある程度の交通利便性は有しているのが魅力

です。欲を言えば、西鉄駅とコミュニティバスでの連結をさせると良いと思います。

教育については、小中学校の先に、行きたい高校があることが、子育て世代を引き付

ける魅力の一つになると考えています。残念ながら、基山町から通える県立高校は数

が少なく、また、必ずしも教育熱心な家庭に選ばれる学校とも言えません。ただ、通え

る範囲に有名な私立の中高一貫校もあり、そこまでの選択肢で考えれば、まずまずの

教育環境と思います。しかし、私立に通わせる最大のネックは教育費であり、授業料

が実質０円に近いとしても、私立学校はその他にも公立高校にはない費用負担が多く

保護者には負担は多大です。そこで、収入制限が緩い、町独自の私立学校通学者に対

する助成が有用と考えます。これは、第一志望として私立学校に通っている人だけで

はなく、心ならずも公立高校に落ちてしまった人たちにとっても大きな助けになるも

のと思います。 

・行政ではないが sns の大字基山は基山町の良さをアピールできている。連携を強めて

みては？定住を促進することで既存の居住者へのメリットが減税等で見えていない。 

・少子高齢化の社会にあって税収の確保（増収）が一番の問題と思います。周辺都市及び

交通の利便性を生かし、ソフトウェア—企業を専門機関（誘致斡旋会社）を利用し低法

人税で誘致するのはいかがでしょうか？ 基山在住の社員数に応じて法人税を割り引

き社員の住民税で増収を図る。 

・町のいままでのご尽力には感謝している。コロナ禍によりリモートワークが普及してき

ている。コワーキングスペースや Wi-Fi 完備の創業支援施設の充実を図ってほしい。 

・コロナの臨時給付金等、他の町は給付されたのに基山は何も無かったのは残念と思っ

た。 

・町政が何を行なっているのか分かりにくいです。町民のほとんどは他地域へ出勤し、駅

を使用する人間が多いのだから、基山駅やけやき台駅のホームや待合所に現在進めて

いる政策等を掲示して、電車の待ち時間に見れるようにすると町政への理解が深まる

と思います。掲示物に URL を付けて町政への意見を出せるページに遷移するようにし

たり、気軽に意見を出せるようにすると若い世代の町民の声も届きやすいのではない

かと思います。また、これだけ交通の便の良い場所なので、改修して駅内や駅前に飲食

や日用雑貨等の買い物ができる施設が増えると魅力度が上がるのではないかと思いま

す。基山駅の周辺には使われているのか分からないような建物がいくつかありますし、

もっと有効活用すれば良いのにといつも考えています。後は、基山駅は電車が傾きすぎ

てよろけて転びそうになっている人をよく見かけます。改善した方が良いと思います。 
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・町長さんは全体的に頑張っておられますので一町民として安心感があります。町長に未

来を託していますが我々自身も町づくりに協力していきたいと思います。 

・町民の要望に対してもっと真摯に行動してほしいです。検討します で済まされてる回

答が多いと感じます。もっと真摯に取り組んでほしいです。 

・福岡で WEB ディレクション、WEB 広告の仕事をしています（現在育休中です）。保健

センターなどでやっている子供向けのイベント一覧、医療機関紹介や、子連れで行ける

お店の一覧、公園や体育館の利用説明（付帯するコミュニティの紹介）などのサイトは

ありますか？都度ご説明頂いているのに恐縮ですが初めての子育てで、よくわからな

かったり覚えられなかったりがあるので、まとめてあると嬉しいなあ、と思いました。

移住促進サイトもすごく作り込んでいる自治体さんも多いです。人口を増やして利便

性を高めてほしいので、ぜひご検討ください（もし既存でしたらすみません）あと、

LINE 公式アカウントに登録しましたが選択した通知が来てないと思います。API 開発

されてるかと思うのでもったいないなと思っています。SNS も活用なさってはいかが

でしょうか。長文失礼いたしました。今後益々のご発展を心よりお祈り申し上げます！ 

・福岡近郊であり、もっと居住者を誘致する街づくりが必要。 

・福岡県ではあるが⁉筑紫野市との連携強化。 

・けやき台駅周辺の都市計画の力の入れようが薄い、本当に進めることができるのか疑

問。 

・ムダを省き、有効な税金の使いみちに取り組んでほしい。 

・コロナ関連での役場の対応には感謝しております。ありがとうございます。 

・⑴良い町づくりをしようと思えば、①若者②よそ者③馬鹿者の意見を聞くとある。まず

基山町役場の若い人の意見を聞いてほしい。基山町外の人もおられると思う（よそ者）。

その後基山町の若い人の意見も聞いてほしい。町議会の内容も充実してほしいし、議員

数も多すぎる。⑵医療・福祉については充実していると思います。また特に本年の町の

健康診断受診時、コロナ接種時の対応、福祉課の対応は素晴らしく紙面を通じお礼申し

上げます。⑶街路樹及び下部の植木について、通学路及び町の中心部はすべて伐採する。

通・退学時 3～5 人並列になって歩くため、道中狭く危険で道巾を広げる。風の吹いた

日は小枝が散乱し危険。住民の方も何度も処理のために袋を購入している（年間１０枚

は買っている）。伐採を役場に申し入れているが聞き入れてくれないという。どうした

ものか？落ち葉処理も税金の無駄遣い。⑷事故や犯罪のない町づくりについて、街灯を

増設してほしい。特に秋光の信号からドラッグモリまで夜暗くなってからの徒歩は、

色々な面から安全ではない。向かって右側の通路等は街路樹が照明を妨げている。その

他必要と思われるところに街灯を増やしてほしい。 

・福岡市や久留米市への交通の便もよく、高速にも近いので、物流の区画と住宅の区画に

メリハリをつけて宣伝したらと思っています。 




