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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」が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きくので、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

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ＰＲ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。３．③子どもの医療費の助成拡大については、一部実施をしたい。③保育料
の軽減につては、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ので先にやりたい。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

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

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
は、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

5

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
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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、つながった時の３段階でどう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が提示されるので、地域住民の方にも立ち
会っていただきたいと依頼されているため、別途地域に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である。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

8

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行っている訓練のときに試食をしていただいている。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枚基山の物資などト
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。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、町内のスーパーやコカコーラなど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

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】

防災 町長

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人現地へ行っている。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】
派遣職員については、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
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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。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。【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。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

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

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。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

14

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、整備しないという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年度着工はであり、３年くらいかかりそうである。【町長】

道路 町長

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

16

基山町は佐賀市よりの所と思われている方が多い。基山町にはJRの駅が２つ
あり、３号線、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
の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

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、体育館の吊
り天井の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
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18

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５０～６
０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と考えている。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、町内に空き地がたくさんあり、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

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

20

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。
町長と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。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。
既に事業自体はスタートしており、つなぐべきだと思っている。【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

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】
いろいろ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
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