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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開議の宣告 

○議長（松﨑 勲君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は公私ご多忙の中ご参集をいただき、誠にありがとうございます。 

  ただいまから、平成25年第３回長南町議会定例会第２日目を開会します。 

  本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（松﨑 勲君） 本日の日程はお手元に配付したとおりです。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎一般質問 

○議長（松﨑 勲君） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問に当たり、質問者及び答弁者は、要旨を整理され、簡潔に述べられますようお願いいたします。ま

た、通告以外のことは答弁されませんのでご了承願います。 

  今定例会の一般質問者は７人です。 

  なお、一般質問につきましては、試行的に一問一答方式により行います。 

  念のため、内容についてここで確認します。 

  質問者は、質問席に移動し、要旨ごとに質問し、答弁者は自席で答弁します。質問回数の制限はありません

が、一度完結した質問事項は再度質問できません。制限時間は、原則１人１時間以内とします。 

  以上です。 

  通告順に発言を許します。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 石 井 正 己 君 

○議長（松﨑 勲君） 初めに、11番、石井正己君。 

〔１１番 石井正己君質問席〕 

○１１番（石井正己君） 11番、石井正己です。 

  大きく分けまして、件名を、町政への継続と今後の姿勢について、少子高齢化対策について、過疎対策につ

いて、この３点について、まず質問をさせていただきます。 

  議長のお許しをいただきましたので、町長に町政の継続と今後の姿勢について、お伺いをいたしたいと思い

ます。 

  国におきましては、参議院選挙において、自民党が公明党との連立により圧勝し、衆議院、参議院ともに過

半数を確保し、国会のねじれ現象は大きく解消したところでございます。国民が生活の安定を求めて、冷え切

った市場経済に対して、アベノミクスの効果を期待しての結果が大きかったと評価されたところでございます。 

  また、オリンピックも東京に決定し、国民は喜びに沸き立っておるところでございます。今後の経済情勢に
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ついても、大いに期待しているところであります。したがって、スポーツについても今後ますます活発化され

てくるのではなかろうかというふうに感じます。 

  これまでの厳しい経済情勢の中、藤見町長は平成10年２月に就任以来、協和と対話、そして協働の基本理念

に、厳しい財政状況のもと精力的に各事業に取り組み、着実に進展が図られておりますが、この任期も４カ月

となりました。町長は４期目の立候補に当たり、６つの基本目標を掲げ、その実現に向け努力を傾注していた

だいたところであります。 

  １点目には、計画的な効率のよい行財政の運営では、第４次総合計画を策定した上で、基本計画に基づき３

カ年計画を定め、着実に事務事業の推進に努め、実行してまいりました。 

  ２点目は、健康で心の通う福祉の実施でありますが、保健センターを活用した総合的な健康管理事業を展開

し、町民が健康で安心して暮らせる町づくりを推進し、福祉関係の施策においても積極的に事業を展開し、予

防接種事業では少子化対策の一環として小児のヒブワクチンやロタウイルスワクチンなどの無料化をはじめ、

高齢化肺炎球菌ワクチンの助成事業を推進したところでございます。 

  ３点目の活力のある産業の育成では、４期目の重要施策の一つとされる、地域農業推進基金を創設し、本町

の主力産業である稲作経営において、地域に応じた営農集団規模の拡大と、全農家参加型法人の営農組合育成

強化に取り組んでおります。 

  次に、潤いのある生活環境の整備ですが、町民の夢であった圏央道の開通を実現させたことと、長生グリー

ンラインの一部着工に取りかかれたことは、町長の大きな指導力によるものと評価するところであります。 

  次に、人間性あふれる教育と文化の向上ですが、学校規模適正化検討委員会を設置し、少子化に伴う、将来

予測される児童数の減少に適切な対応をするために諮問されていることは、今後の町のあり方を考える上で重

要なことと受けとめています。 

  ６点目には、行財政改革の推進であります。民主的で弾力的な行政組織の運営を基本とし、町職員数の適正

化を図り、町財政における経常経費の職員人件費では町長就任前と昨年度を比較すると、約２億円の人件費の

削減が図られております。 

  以上のように、４期目町長就任以来の主な事務事業について申し上げましたが、財政状況の厳しい状況下に

おきまして卓越した行政手腕により執行部を牽引され、基本目標はほぼ達成されたものではなかろうかと高く

評価するものであります。 

  つきましては、５期目に新たな基本目標を掲げ、今後も継続して町政運営をされるお考えがあるのかどうか、

ここでお尋ねをいたします。 

  １点目、以上です。ご答弁求めます。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 皆さん、おはようございます。 

  それでは今日一日、一般質問、７名の方とご一緒させていただきますが、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

  まず、一番最初に11番の石井議員さんから、今ご質問の要旨としましては、町政への継続と今後の関係とい
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うことでございました。私の考え方を若干申し上げて、ご了解、ご理解いただきたいとこんなふうに考えます

のでよろしくお願いしたいと思います。 

  私も４期目の就任以来、月日がたつのが非常に早いもので、町政の推進に全力を傾注してまいりましたが、

残りも４カ月ほどになり任期満了となるわけでございました。この間、私といたしましては質問の要旨にもご

ざいましたように、対話と協調、そして協働を基本理念といたしまして、当初から６本の柱を公約に、先ほど

石井さんがおっしゃられた６本の柱をもととして、その実現に邁進をしたわけでございます。その間、皆様方

のご支援、ご協力、もちろんでございますが、着実に推進できましたことに改めて深く感謝を申し上げたいと、

このように思っております。 

  ご質問におきましては、今４期目の公約については、事務事業の紹介、あるいは身に余る評価をいただき、

お礼を申し上げたいと思います。特に私としては、テレビの地デジ化の整備でございまして、難視区域の解消、

地域の住民、日常生活に不便を来さないように、いち早く対応し、円滑に業務を遂行できましたことは、これ

また議会の皆様、町民の皆様の温かいご理解とご協力のたまものと、重ねて感謝申し上げます。 

  振り返りますと、私は平成10年２月に町長に就任して以来、16年を経過しようとしております。その間、

刻々と目まぐるしく移り変わる社会経済情勢、激動の時代の変遷の中で、幾つかの難問の課題に見舞われまし

たが、議会をはじめ、町民の皆様方のご理解とご協力いただく中で、これらの諸問題、一つ一つ解決しながら、

地域の発展、住民の福祉の向上のために、副町長、教育長、以下、関係執行上層部はもちろん、全職員のご協

力をいただく中で、懸命に努力をいたしました。 

  おかげをもちまして、本町にも長年の夢でありました圏央道がこの４月に開通し、インターチェンジも設置

され、長南工業団地へのアクセスの向上や、人、物、金の動きの流動化が加速され、これからの長南町にとっ

ては、あらゆる分野の発展性が期待されるものと推測をいたしております。 

  このように長南町にとっては大きな波及効果を受け、将来的には明るく希望に満ちた展望が開かれていると

認識しております。これからの町政を担っていくには、正直申し上げまして、年齢的なこと、体力的なこと等

を感じておりますのが、率直な考え方でございます。決断に至るまでにはお世話になりました支援者、また後

援会の皆様などにも十分ご相談申し上げ、慎重に考慮をした結果、今後は立派な行動力のある後継者が継承し

ていただけるならば、引退し、後進に道を譲る考えでおります。 

  よく行政は生き物に例えられ、世の中が動いている間は行政も常に動き続け、終えんはございません。前の

仕事を片づけても、世の中が動き続けている限り、この変化の動きに応じて絶えず新しい仕事が発生し、それ

に対しても取り組んでいかなければなりません。そういう意味では、役場庁舎、公民館等の整備の問題、ある

いは小学校の統合の問題など、残された問題はたくさん、多くあります。 

  そんな中でございますが、私としましては残された任期中に一応の将来の方向づけ、計画が定まるようなか

じ取りに誠心誠意を持って余す任期を頑張りたい、このように考えておりますので、ひとつ私の考えを今申し

上げました。そんな中でひとつご理解をいただきたいと思います。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（松﨑 勲君） 11番、石井正己君。 

○１１番（石井正己君） 再質問をさせていただきたいと思います。 
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  ただいま、ご答弁いただきました。私もかつて同じ釜の飯を食った者として、このような質問をするという

ことが何の因果が知りませんが、考えると感慨深いものがあります。 

  ただいまは、着実に自分の思ったことが実現できたというようなことを伺いました。年齢的、あるいは体力

的なこともあって、支援する人たちとの協議もした結果、次に立派な後継者があれば道を譲りたいというよう

なお考えを伺いました。 

  なおまた、公民館の整備の問題だとか、あるいは小学校統合の問題、こういう問題を、残された期間であり

ますけれども、方向づけをしていくというようなことも伺いました。 

  次に、２つ３つまた質問をさせていただくところもありますが、任期満了までにはまだまだ日にちがありま

す。ひとつどうかこれらのやり残したことを、ぜひまだまだ元気ですから頑張っていただいて悔いの残されな

いような、今後のかじ取りをお願いできればありがたいなということを、大変意見的で申しわけございません

が、申し上げまして、この件につきましては質問は終わりたいと思います。 

  続きまして、２件目に入りたいと思います。 

  大題目といたしましては、町活性化についてでありますけれども、その中で少子化についての、あるいは高

齢化についての質問をしたいと思います。 

  町長として４期、町のかじ取りを行ってこられました。今後の町の活性化について、どう対応していくべき

か、今後に託す者の立場からして、あえて伺いたいと思います。そのような中でありますが、少子高齢化対策

について、どうしたらよろしいか伺いたいと思います。 

  少子化対策では女性の就業率向上が有効だと言われております。女性が就労、出産、子育てのどちらかを選

択しなければならない社会では、少子化の歯どめはかからないと言われております。女性の働きやすい職場づ

くりが必要だと思います。長南町に就業の場が必要だと存じます。長南工業団地ももちろんありますが、若者

の移住を食いとめる方策が必要だと考えます。このようなことについて、どう考えているのか。 

  また、次に老人対策ですけれども、特に山間地域での独居老人の対応が迫られておると思います。毎日の食

料の調達、病院などからの薬の受け取り、また配達、通院の足の確保など、どのように対応するのか極めて重

要な問題だと考えられますが、ひとり暮らしの老人には不安がいっぱいです。災害時の対応等、老人福祉対策

が求められております。 

  老人が安心して暮らせる町づくりをつくろうではありませんか。これらについて、どう対応するのか、また

どうかじ取りをしていくのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ２点目の町の活性化、少子高齢化対策等に今ご質問いただいたわけでございますけれど

も、これからまだ石井さんのほかに６人の方から一般質問頂戴するわけでございますけれども、私の答弁を藤

見は何考えているんだというような、私がこうしますと言っても、今申し上げましたように任期のこともござ

いますから、任期中４カ月全力で尽くすんだということで、私は答弁しているということに置きかえて、ぜひ

いただきたい、そのようなことを冒頭お願いしておきたいと思います。 

  まず、少子化の関係でございます。少子高齢化の関係でございますけれども、まず、全国的に人口が減って
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おることは進んでいるわけでございまして、本町の人口もたしか９月１日は8,931、先月より11人減ったとい

うことです。絶対このところふえていません。8,931ということでございます。そんな中ですので、町の人口

を、じゃふやそうということは非常に至難なことだと私は思っておるわけでございまして、既に出産をする年

齢の女性が少なくなってきているということは事実でございます。ですから今、出産をするという年齢の女性

は大体２人兄弟、あるいはお１人のお子さんであると思うんです。そういったことで、大体女性と男性が半々

だとすれば、非常に出産する女性が少なくなってきております。そんなことで、すぐに人口増加につながる特

効薬の、あるいは対策はないのも実情だというふうに考えております。 

  今の子供たちが大きくなったとき、当たり前のように３人以上の子供でもつくってくれるように、３人以上、

ですから育てていけるような社会をつくることが大事だと思うんです。初めて、そういうふうにすると、です

から１人の方が３人以上のお子さんを出産するように、そういう社会をつくることが必要ではないか。それで

初めて少子化の問題に歯どめがかかるんではないかと、こんなふうに考えております。 

  そんなことでは、女性の働きやすい職場をつくり出すとかして、そういう社会をつくっていく必要が条件の

一つであると思います。 

  町では子育ての手助けというような意味で、一時保育、あるいは延長保育の実施、児童クラブの設置、子供

医療費の無料制度の導入、保育施設の整備などを通して、安心して子育てができるような環境を整えておりま

すが、今後も子育て世代のニーズを的確に捉えて、できるものから計画的に進めていくことがよいのではない

かと、こんなふうに現時点では考えております。 

  次に、高齢者の関係でございますが、町ではひとり暮らしの方が安心して、高齢者の方が安心して暮らせる

ように、民生委員さんによる友愛訪問や地区サロンなどの交流事業、あるいは包括支援センターによる生活の

実態調査や、社会福祉協議会の給食サービスによる見守り活動、緊急通報システムの設置事業などの高齢者福

祉事業を展開しております。また、町の地域性を考え、巡回バスとデマンドタクシーにより、交通弱者に対す

る交通手段の確保を行っております。利用者も増加傾向にあり、定着しつつあります。今後も継続していけた

らというふうに考えております。 

  現在、平常時の見守りネットワークの構築と、災害時における安否確認のあり方について、12月定例会で提

案できるよう条例化を今、急いでおるところでございまして、見守りネットワークの構築には、郵便配達、新

聞配達、ガスや水道の検針、宅配等の事業者と、高齢者のお宅でちょっとした変化があれば、情報の提供をお

願いするような協定を結ぶことも一つだと思います。 

  何よりも大切なのは、地域の皆さんによる、ちょっとした変化に気を使い声をかける「さりげない見守り活

動」がよいのではないかと考えております。今後、条例化と住民への喚起に努め、安心して暮らせる町づくり

に努めてまいりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  答弁を終わります。 

○議長（松﨑 勲君） 11番、石井正己君。 

○１１番（石井正己君） 再質問をさせていただきます。 

  ただいまの答弁の中で、少子化対策では子供を育てていけるような社会をつくるというようなことをおっし

ゃっていただきました。それぞれの中で一時保育等の子育てについての保育事業についても十分対応しておら
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れると思いますが、今後も引き続き女性が働きやすくて、なおまた、子供を産めるような状況、こういう社会

をつくっていただければありがたいなというふうに考えます。 

  老人対策についてでございますけれども、ただいま申し上げられましたように、新聞配達員の、二、三日分

の新聞がたまっている状況だとか、郵便局等では郵政省では配達員による独居者への確認をするようにという

ようなことを今後試みて、やっていくんだというようなことも報道をされておりました。なおまた、牛乳、こ

ういうものの配達に、飲んでいないだとか、あるいはお話にありましたように、民生委員の応答、これらが連

絡しても応答がないんだとか、あるいは鍵が数日かかったままだとかいうような、こういうようなことが一番

問題になっておりまして、これらを、聞くところによりますと、12月定例会で条例化するんだというような意

気込みも伺いました。 

  地域の皆さんがさりげない対応をしていただけるのもいいんじゃないかというようなことをおっしゃられま

した。最近の新聞折り込みで入っておりましたが、ファミリーマーケットでのお食事お届けサービスを実施し

ておられる、注文は500円からお届けするということで無料だそうでございます。企業ではこのような対応も

しております。これらの問題を解決してこそ、安全・安心の町づくりではないでしょうか。このような状況の

中、各配達員等との契約状況、どうなっておりますか、再度お伺いしたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉室長、荒井清志君。 

○保健福祉室長（荒井清志君） それでは、石井議員さんの質問にお答えします。 

  今現在、町と宅配業者で一応こういった宅配サービスの委託であるとか、そういった委託をしている業者は、

町では今ございません。民間サービスではいろいろ議員さんのおっしゃったような、生協であるとか、そうい

ったものが長南町の中で動いており、注文に応えておるという話は聞きますが、町が直接、宅配業者と結んで

行っているサービスはございません。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 見守り活動のような中では、そういった民間との契約はないという担当からの答弁でし

た。実は今町でやっておるのは道路関係で郵便局と、ちょっと道路のおかしい場所があれば、こういう状況だ

よという通報をいただく協定は結ばせていただいておりますが、まだ私、実態をつかんでおりませんけれども、

また担当のほうから私が答えたので違っていればまた答えていただきますけれども、実際言って、まだ一件も、

四、五年になると思います。前の３期目だったかな、やったと思うんですけれども、ないのが状況でございま

すけれども、いずれにしても、今後そういった、先ほども申し上げたものを12月議会までに準備をしたい、こ

ういうことでご理解いただきます。 

  それと、今ほかの６名の方の一般質問の状況を拝見いたしましたが、どこかで私もこの議会の閉会の挨拶の

中かなんかでしようかと思ったんですが、実は今、石井さんがおっしゃっている人口をふやす方策として、若

者のことおっしゃってくれています。私の考え方申し上げて、これだけはぜひ、議会の皆さんにご理解をいた

だいてご協力いただきたいと思いますが。 

  これは仮称でございます。若者定住促進なんとかかんとか減税措置というので、減税というのはちょっと税
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金をまけることですけれども、免除条例でもつくろうと思っています。 

  わかりやすく言います。長南町に新たに土地を買い、家屋を建てた場合は、10年間ほど固定資産税を免除し

たい。それと、町内の若者が出て行かないようにするというように、これは担当から出ておる、何回かキャッ

チボールやっているんですけれども、そういうことも出ています。 

  いずれにしても、町内の人たちも合法的にやられても困りますが、審査会のようなものをつくって、確かに

どこか行かれていたものが長南町へ、あるいは、自分のうちの脇へでも建てるということで、これはよろしい

だろうというものについては、10年間固定資産税を免除して。県のほうともいろいろ協議をさせていただいて

おりますが、減免しても何ら交付税等にはいろんな面でマイナスになることはない。もちろんその若者も、も

ちろん夫婦でございますので、それなりの所得もあるわけでございますから、町民税等については頂戴できる

わけでございますから、決してマイナス面だけではない。そして人口増につなげていきたいということを、ぜ

ひ、全国的にはどこかやっているところはあるかということでしますと、兵庫県だったかな一つ、二つくらい

似たようなことやっておるようですけれども、全くゼロ、税金はいただきますけれども、全部おあげする、奨

励金のような形で出す、場合によっては過疎の関係にひっかければ、何かまた有利な方法もあるというような

ことで聞いていますけれども、有利なことは、そんなことよりも、とにかく減免をするというのを12月議会に

提案して、ぜひそれをしていただいて、どこにもないようなこともやって、したいと、こんなふうに現時点で

考えていますので、関連ということでお答えをさせていただきましたのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 11番、石井正己君。 

○１１番（石井正己君） ただいま、極めて力強い、町長さんからご答弁をいただきました。ぜひ、若者定住促

進減税措置ですかね、そういうものをよそに先駆けてやっていただくというようなことをお伺いしまして、あ

りがとうございます。 

  この間、ほかの町村で、いろんな配達の人たちと、独居老人の対応についての協定を結んだというようなこ

とを報道されておりました。これは長南町の過疎地域においては非常にいいことだなというふうに感じており

ます。したがって、12月定例会でどういうものの条例化がされるかわかりませんけれども、ぜひ今後、こうい

う人たちとの契約をどのようにしたら結べるのか、また前向きに検討してもらいたい。担当者よろしくお願い

します。 

  以上でこの質問は終わります。 

  続きまして、過疎対策について伺います。 

  今、住民が最も望んでいることは圏央道が開通して、我が長南町は活気に満ちてまいりました。茂原長南イ

ンター周辺への大型商業施設の導入とか、豊栄地域の住宅団地の建設など、強く望まれております。それには

農地法、農地の法の網掛け、つまり農地法、農振法、都市計画法、土地改良法、それぞれ農地に絡んだ法律が

あります。このような法律を緩和して、住民が、あるいはいろんな方がそういう商業施設だとか、あるいは住

宅団地だとか、あるいはそれにまつわる土地の転用等について、もう少し緩和策を講ずることがよろしいんじ

ゃなかろうかというふうに考えます。 

  これらを考えるときに、過疎地域からの脱却を促進するということが、極めて私といたしましては、重要で

はなかろうかと感じます。 
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  私も産業建設常任委員会のほうに所属しておりますので、できればこれらについても詳細に担当の考え方が

どうあるか、聞いていきたいというふうに考えております。 

  圏央道が開通いたしまして、沿線地域ではよい影響が出ていると報じられております。茂原市の液晶パネル

工場での稼働だとか、製薬会社での稼働すると言われ、新治工業団地についても29年度の分譲を目指し、整備

を進めている、袖ケ浦市でも工業団地を進めております。このように近隣の市での明るいニュースがあります。 

  一方、過疎債の使い方についても、政府が人口減少や高齢者の増加が進む過疎地の支援強化、市町村が発行

する過疎債の対象事業を拡大する方針を固めたと言われております。道路、地場産業、観光関連施設整備など

の現在の対象事業に若干の枠を加えるというようなことであります。県内では南房総市、長南町、大多喜町、

鴨川市、旧の天津小湊町の２市３町が過疎地域の指定を受けております。 

  このように、政府としてもいろいろと対応しておりますこのことについて、町として過疎脱却をどのように

担当は考えているのか伺います。ご答弁願います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 今、石井さんのほうから、担当ということでございましたが、私のほうからお答えする

中で、また一問一答の中で、ひとつ担当の出番もできてくれば、こんなふうに願うところです。 

  実は、今いろいろと石井さん言われましたけれども、町のほうもまず圏央道が供用開始になって、土地の問

題でどうすべきかということに着目をしたわけでございますけれども、そんな中で今回補正でもお願いをして

ございますけれども、ちょっと例えて申し上げますけれども、今、千田の消防署の前、向う７町歩ばかり農地

でございます。そしてあそこの土地利用は開発の可能な土地として位置づけをしてございます。あそこへコン

ビニが１つ、コメリですか、建ちましたけれども。ですからああいった開発の可能な地域として、土地利用の

位置づけをしてございます。 

  しかし、今１店だけでございまして、今まで紹介のあった企業についても、まだ足踏み状態でございますけ

れども、そういった状況で農地のほうは稲作もちゃんと主としてやられておるというのが、あれが実態でござ

います。 

  その土地利用計画をそのような土地として位置づける、要するに開発可能な企業とか、いろんなものに開発

できる可能な地域の土地利用ができるような、農振も、いろんな今ある、いろんな法律でかぶさっているもの

を外さずに、土地利用計画というものをつくらせていただくというのがこの補正で予算を計上してございます

けれども、今の私の考え方としては米満になりますか、要するに409から409号の須田までの間、こっちから大

体見ると右側になります、東側になりますけれども、全部そういった地域として色塗りとして、位置づけをし

たいというのが一番大きな目的です。 

  ただ、担当のほうにも投げかけてはございますが、その辺はいろいろと意見を聞いている中では、いかがか

というような意見もございますけれども、前から古い話になりますが、出ておりますけれども、沿線を100メ

ートルくらい、農振を外す場合、簡単に外れるようなというようなことも聞いておりますけれども、その辺は

さて置いて、いずれにしても、長南町の409の沿線、東側についてはそういった位置づけをさせていただきた

い。そして何かの企業を誘致、あるいは企業等誘致していきたい、こんなふうに現時点では考えております。
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その辺をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  それとまた一つ、質問の要旨の中で農地法とか、いろんな法律の関係で法の緩和というようなことが、ちょ

っと石井さんのほうから実はというようなことでございますが、これは私の立場上、法律は法律でございまし

て、何とかという、それはじゃこうしましょうというわけには、正直言ってまいりません。 

  ただ、私はよく担当に言うことは、どんな網をかぶせてあっても外そうと思えば外れるんだ、優しい問題だ

けを解決するだけが仕事ではないんですから、外そうと思って自分の土地が外れないなんて、それは補助金を

もらってまだ補助金を返還が終わっていない、借り入れの返済が終わっていないとかといういろんな問題があ

りますと、いろいろと制限がございますから、場合によってはその分、補助金を返したり、あるいは借り入れ

を一括して返すとか、いろんな面倒な手続ありますけれども、これは面倒ということはやって面倒になるわけ

ですから、大体やらずに面倒なものは窓口で話し合ってだめだということで帰っているのが現状でございます。 

  やれないことは絶対にない。必要なものは自分の土地でございますから、できないということは絶対ありま

せん。そういったことで、その辺が非常に石井さんとしてはもっと法律を柔軟に使えというような、できねえ

かというようなことですけれども、法律をあれするということは、柔軟に曲げてというようなことはできませ

んけれども、処理する上では私はそういうふうなことをよく言っているし、できないことは絶対ありません。

ですので、その辺はやる者の心がけ一つだと、こんなふうに考えております。 

  あと一問一答の中で、担当のほうとやっていただければと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 11番、石井正己君。 

○１１番（石井正己君） 今私が、国に要望するようなことだと思いますけれども、法の網掛けをもう少し緩や

かにしてくれよというようなことを申し上げました。 

  その中で、土地利用計画の中で409号線の米満から須田の間くらいは東側については緩やかな利用計画の中

で進めてまいりたいと、非常にありがたいお言葉いただきました。ぜひ、これはお願いしたいと思います。 

  圏央道が開通いたした、これはもう先ほどから何回も私が言っておりますけれども、活性化に向けた定住人

口と観光客の増加、企業立地促進などとどう結びつけるか。官民の知恵を集めて、住みよい、首都圏に最も近

い田舎の振興に努めていると考えます。 

  長南町ではゴルフ場利用者に新米のコシヒカリ３キロを1,600人に贈呈するというすばらしいことも実施さ

れております。このようなことをぜひ、引き続いてやっていただきたいなというふうにも考えます。 

  なおまた、道路だとか、いろんなことを申し上げましたけれども、長南町の財政状況を見ますと、そうやす

やす起債をふやすことは私も勧められません。しからばどうしたらこのようなことをよろしいか、これはみん

なで知恵を出し合って考えていかなければならないんじゃなかろうかというふうに考えます。 

  以上、申し上げましたことを踏まえて、今後、過疎対策についての考え方、それから新米のコシヒカリの配

り方、あるいはそのほかもっとたくさんあろうと思いますけれども、これらの問題について担当はどのように

考えているのか伺いたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対して答弁を求めます。 

  政策室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） それでは、ただいまの石井議員さんのご質問に対してお答えさせて
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いただきたいと思います。 

  ただいま、石井議員さんがご指摘いただいたような、町の活性化というような問題を財政も含めて、今ご指

摘のありましたように、そうそう起債のほうは起こせないというふうなことでございますので、借りる以上に

返していけばその辺も解決していくのかなと思ってはおりますけれども、この先、いろいろな町としての課題

もあるということでございますので、町のほうの活性化をあわせながら財政的な面もあわせて、慎重に財政運

営をしていきたいというふうに考えております。 

  整いませんけれども、以上でございます。 

○議長（松﨑 勲君） 11番、石井正己君。 

○１１番（石井正己君） 長い間いろいろと厳しいことを申し上げましたし、いろんなことでありがたいご答弁

をいただきました。 

  以上をもちまして、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松﨑 勲君） これで、11番、石井正己君の一般質問は終わりました。 

  暫時休憩します。再開は10時を予定しております。 

（午前 ９時４８分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 松 崎 剛 忠 君 

○議長（松﨑 勲君） 一般質問を続けます。 

  次に、14番、松崎剛忠君。 

〔１４番 松崎剛忠君質問席〕 

○１４番（松崎剛忠君） 14番、松崎。議長のお許しを得ましたので、３点ほど質問いたします。 

  何分久しぶりの一般質問で、一問一答方式ということなんで、ちょっと緊張しておりますが、早速、質問い

たします。 

  まず１点目、蔵持長南地区の住宅開発について質問します。 

  さて、バブル経済が崩壊して20年近くになりますが、長南町もバブルの影響を大きく受けた自治体の１つで

す。当時、蔵持長南地区ゴルフ場計画が中止になり、その後、住宅開発が持ち上がり、私も地元説明会などに

奔走したことを今でも思い出しますが、平成９年の全員協議会で当時の財団法人千葉県都市計画公社の理事さ

んがお見えになり、説明を受けましたが、その内容は、バブルがはじけ、経済が冷え込み、住宅需要がないこ

と。また、国が行財政改革を進め、住宅都市公団は、住宅造成などの役目は終わったということであり、現在

の状況では計画は無理というのが現実ではないでしょうか。ということで、凍結にするということでした。 

  そこで、町長に質問いたしますが、町の第３次、第４次総合計画の中で、蔵持長南地区等の住宅開発プロジ

ェクトを見直すとともに、将来の開発を残していくために、現状、土地利用の担保施設を定めますと言ってお

りますが、圏央道開通による波及効果等を考えた場合、蔵持長南地区の開発をどのように考えていますか、お
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伺いいたします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 松崎さんのほうから久しぶりということで、また、質問されたことがえらい古いことで

ございまして、実は、ゴルフ場開発でしたものが熊谷組が土地買収してゴルフ場をつくるということでありま

した。たしか昭和60年あるいは、50年にかかったとか、その時代でございまして、その土地が、ゴルフ場を断

念した後の平成９年云々ということだと思います。そういったことで、ちょっと状況をお答えしたいと思いま

す。 

  蔵持地区の住宅開発につきましては、町としては、平成３年、圏央道整備効果による波及効果を受けとめつ

つ、複合的土地利用による行政主導型の開発を目指し、開発方針をまとめ、その実現について、千葉県に協力

要請を３年にしたわけでございます。ですから、当時、圏央道の関係がございましたからゴルフ場の土地が熊

谷組が断念したということでございますから、町としては平成３年に県のほうに働きかけをしたという経緯が

ございます。 

  千葉県では、高規格道路沿線、ですから、圏央道の沿線ということでございますが、沿線であるということ

で検討してくれたということで、今、質問の要旨にあった千葉県の土地公社のほうで開発可能かどうか検討さ

れた、こういうことでございます。 

  その結果、平成７年に公社のほうから区域内外の周辺住民への説明会をやった。３年にお願いして４年ぐら

い経過して地元の説明会に入っているわけでございます。それで、開発行為の事前協議書も申請をしたという

ことでございます。 

  ただ、これは私も聞いていたんですけれども、担当のほうでいろいろ調べてみた結果、やはり、公社のほう

が土地の買収にかかろうとした。ですけれども、とにかくゴルフ場のとき熊谷さんが高い値段で買っています

から、残っている土地を売るにも前の値段を知っていますから、値段で折り合わないから、それがまず第１点。 

  それと、先ほど質問の要旨にありました経済状態によって、土地公社のほうでは断念せざるを得なくて、平

成９年には社会情勢、経済環境に予想を上回る変化が生じた。ですから、世の中変わったということで、どう

しても公社のほうとしては撤退もやむを得ないということになって、当分の間様子を見るということであった

というふうに、９年当時はなっております。 

  で、10年になって公社より、日本経済は、大変、大型金融機関の破綻等悪化するばかりで回復の見通しがな

い、計画についても白紙にしたいという申し出があったということでされております。 

  そして、平成11年には、11年というと、10年に私お世話になっていますから、11年には計画区域内の土地の

所有者で企業、熊谷組へ状況説明に行く。これは私が、10年になってから１年経ってから、熊谷へ行って社長

さんに、社長に会うのにえらい時間がかかった、日程がとれませんで、それで行って、今覚えていることは、

私のほうも、一生懸命やりますけれども、おたくのほうの企業、熊谷さんは、私どもよりすばらしいノウハウ

を持っているので、ぜひ、おたくのほうであの土地を何とかするように、町と一緒になって、町をリードする

ような形でやってほしいというお願いに、11年に行ったわけでございます。 

  それで、平成12年には、今度は公社のほうから、県のほうも組織の合併があって、その後、12年には千葉県
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まちづくり公社が発足しております。公社の今、まちづくり公社というのは、業務として住宅の分譲とかいろ

いろなことをやっているんですけれども、公社のほうとしては、まちづくり公社のほうとしての、ですから、

全然、お会いしたときには、何か、わざわざお願いに行っておりませんけれども、お話はしておりますけれど

も、まだ、ご案内のような状態ですから、公社のほうも乗れないというんでいるのが現時点での状況でござい

ます。 

  ですから、県のほうでは白紙になっちゃっているんだということで、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  ただ、町のほうとしては、いろいろな計画の上で、土地利用計画と、いろいろな上では、蔵持と長南にかけ

ての土地については、土地利用計画の上では、開発ができるような区域として現在も位置づけております。 

  ただ、続けておりますけれども、実は、実際にあったことです、法務大臣になったときに、ある先生のとこ

ろにお願いに行ったんです。これは、地元、怒られちゃうかもしれないけれども、網走に農業委員会が視察に

行ったんです。で、帰ってきて、農業委員会の委員長さんが、会長さんが、藤見、あれやれっていうのが、刑

務所の何ですか、悪い者を入れるところだね、それをつくれというから、法務大臣のところに行ったけれども、

法務大臣が、藤見、お前、そんなこと言ったってよそにいっぱいあるんだということで、なんていうことはな

い、肝入れていますけれども、いずれにしても、何らかの形であの土地は動いていかなければならない土地で

すけれども、これは位置づけはしてありますけれども、手をつけられない、また、手をつける人が現時点では

いないということで、オリンピックにあやかって、こういうふうに見方で上がったら誰かがきてするかどうか

わかりませんけれども、町のほうで積極的に動けるような状況でない。 

  ただ、町では土地利用計画の上では、開発可能な地域として位置づけてあるということでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） ただいまご答弁してくれたわけですが、以前にこの地域に大規模な住宅開発があった

ということを知っている人が町職員にも、また、議員の中にもだんだん少なくなってきた。ほとんど知らない

人が多いと思います。 

  私は、今、町長から言われましたけれども、長い間議員をやっているからこういったことを知っているわけ

でして、ぜひ、答弁の中でも行政、議会ともこの問題を引き継いでいかなければならないと思います。町とし

ても、長南町総合計画、都市計画、マスタープラン等に開発区域として位置づけをしているということですの

で、今後は、積極的に民間企業の誘致を活動するべきではないか、住宅開発に関して、また、その他、町長の

お考えを伺います。 

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 非常にこれ、難しいと思うんですよね。ですから、たしか、熊谷さんが、今、企業、熊

谷からちょっと、関連企業だと思いますけれども、動いていますよね。熊谷さん自体ではない、子会社か何か

が動いていると思います。 

  そういったことで、企業も実はもてあましていると思うんですよ。そういってはあれで、熊谷さんだから関

連企業で持ちこたえているのではないかと思いますけれども、利用計画については、本当にあの土地が一面が、

全部、熊谷さんのほかのものが皆、松崎議員おっしゃるように、何かの開発について、全てがよろしい、単価
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についても企業側が示すものをのめるというようなことであれば、これはまた話し合いができると思いますが、

そういったもの。 

  それで、町のほうで、じゃ、いかがかということで、計画がないものというか、余りよく実態のつかまない、

こういう土地利用計画だというようなことで、町が土地利用計画というのは、こういうものだというふうに、

本当に開発する区域として位置づけてあるわけですから、位置づけるのに幾らで値段交渉もできないわけで、

何かがなければならないわけですから、それを考えますと、町のほうで積極的にあの地域を、開発の区域で、

それこそ何か企業のほうで、あそこで何かひとつ興してみたいというようなものがあってほしい。あった場合

には、町ではできる限りのことを、皆さんと、議会と話し合って対応していくということで、積極的に町が進

めるというのは現時点では考えられないことだということで、ひとつご理解いただきたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） 今後、職員のほうにも、あそこが町として位置づけしてあるんだということだけは継

続して引き続いて言っていただきたいと思います。 

  次、２点目、準用河川長南川の改良について。 

  長南川河川改修の方針について伺います。 

  まず、本町でも昭和45年から47年にかけて連続集中豪雨、昭和60年８月の台風10号、平成元年７月31日から

８月にかけての集中豪雨、平成８年と12年の集中豪雨で大きな被害を受けました。特に、平成８年と12年は、

長南川を上流とする一の宮川が被害を受け、特に茂原市、睦沢町、一宮町が多大な災害を受けまして、たしか、

８年のときと12年のときは、激甚災害指定を受けたと思います。 

  本年は異常気象によるゲリラ豪雨が各地でも発生して、特に、北海道、東北、北陸、九州では、多くの方が

亡くなられたと報道されています。まず、亡くなられた方々に心からご冥福を申し上げます。 

  さて私は、平成６年６月定例会で長南川と遊歩道の整備と商店街の活性化ということで一般質問いたしまし

た。当時、仁茂田町長の答弁は、いろいろとここに書いてあるんですが、ちょっと読まさせてもらいます。 

  長南川の遊歩道の整備につきましてでございますが、本町の中心地を流れているこの長南川と遊歩道を関連

して整備することにつきましては、単に治水対策や歩行者の安全対策としての施設設備の観点でなく、長南町

の町づくり、特に中心市街地の育成について、住居環境の整備、それから、先ほど出ましたけれども、商店活

性化への波及効果など、直接、または、間接的に都市にまたがる整備効果が期待されているところでございま

す。したがいまして、現在、具体的な整備の時期とか手法とかについては未定でございますけれども、今後、

これからの整備につきまして、期待されている整備効果を踏まえながら、町づくり、特に中心地市街地の育成

の具体的な方策の１つとして商店街活性化対策さらに近隣の公園整備、そして、市街地の開発など、他の施策

と連携して、適切な時期に適切な方法で整備が図られるように今後検討していきたい、と、これは、平成６年

６月の定例会で私が質問したときの仁茂田町長の当時の答弁でございます。 

  そこで私は、藤見町長になりまして、長南川を２級河川に昇格させて県管理の中で河川改修ができないか質

問しました。町長答弁では、２級河川に指定するのは難しいとのことでした。また、河川の土手等の決壊の場

合はとの質問に、随時災害復旧工事で対応するとのことでしたが、私が議員になってからの災害復旧工事は、

６カ所くらいだと思いますが、古美山食堂さんとコマツモト時計店さんの下が最後の工事だと思いますが、近
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年、全国的にゲリラ豪雨により想定外の雨量を観測しています。こうしたことから、改めてこの長南川の改修

方針について伺います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 今、質問の要旨は改修についてということだと思いますけれども、前段で平成６年ころ

の議会の状況をお話をされましたけれども、その当時は、蔵持のほうの、先ほど申し上げた熊谷さんの土地の

一部、長南寄りと長南の宿中を一緒に考えて長南川のへりに遊歩道をつくる、それはそれで、しかも車を通さ

ない。その際には、バイパスが一緒に走っていたんです。長南公民館の前からインターまで抜けるバイパス。

話が併合して、私、平成５年まで役場でお世話になっていましたから、ちょっとその辺は担当ではなかったの

で承知いたしておりません。 

  こっちをバイパスにして、町中は車が通らない、人の通りをつくるんだ、要するにサイクリング道路や何か、

河川と一緒にやるんだという絵はあったように思います。それで、当時、適切な処理をしていく、今後やって

いくということで、その当時は、それで、私はもちろんよかったと思うんですが、やっぱり社会情勢の変化に

よって、それが計画どおりと、もちろん、今見たとおり、全然変わりないというのが状況であるわけでござい

ます。 

  そういったことで、とにかく右上がり、肩上がり時代につくった絵がそうなっておりました、それを松崎さ

んは、当時、質問されてそうなったんですが、それは、現状を見ましても適切に処理するということは、その

時代に流れて処理していくんだということですから、時代の流れがそうであったということで、現状のままで

あるということで、ご理解いただきたいと思います。 

  それで、河川の改修の関係でございますけれども、わかりやすく言って、これは、本当にわかりやすく言い

ます。宿中の準用河川に昇格させたのが平成元年の12月。この一斗原から下流の三途台まで2,071メートルが

準用河川になっている。準用河川になった場合に、災害の対象になるということです。県の管理、普通河川に 

なると、今度は県のほうで災害になるわけですから。でも、準用河川になると、補助事業でいろいろとできる

ということで、当時、準用河川にすることに当時の首長以下、担当が骨を折って、当たり前のことなんだけれ

ども、いろいろと手続をとって準用河川にした経緯がございます。 

  それで、今、ご質問の中にもあったように、何回かの災害復旧で事業を行って現在に至っております。たし

か、今も、災害待ちの箇所はある。準用河川、2,071メートルの中には、災害を待っている、ちょっと崩れた

ところがあると思います。それを大雨を待っていて災害申請するというような手法もあるようで、現場もある

ようです。いずれにしても、今後、いうふうに準用河川にしたわけです。 

  それで、先ほど、茂原の中の島あるいは一宮で、平成８年とか12年とか、いろいろあったと思うんですけれ

ども、非常にこれ、河川というのは難しくて、上がよくなると、今度は下が、やっぱり大変なんです。 

  ですから、平成８年、12年、一宮のほうで被害が出たのは、大変、率直なこと、現状を言います。私ども、

小沢から、小沢って西の一部から睦沢境まで、もっともっと水が上がったんです。河川改修、災害復旧、ある

いは河川改修を若干やりました。災害復旧が主でございます。河川改修やったために。こっちは水かさがあん

まり上がらないで済むようになったんです。給田あたりは、ひどいときは、十字路、この辺に水が来たんです
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ね。ですけれども、今、そういうことは、全然経験していません。８年、12年にも経験していません。 

  というのは、こちらがよくなったから、向こうへ水はけがよくなってしまっているということもあって、河

川を担当する県、国では、非常に苦慮しているんです。ですから、今、町のほうで河川改修してくれって言っ

ても、県とか、もちろん、国のほうで管理するものについては、話に乗っていただけない。下のほうのことを

考えると、せいぜい災害復旧で河川工事をやるのが現状としては１つの、１つしかない方法だということでご

理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） 災害復旧の認定というのは、非常に厳しいものがあるんですよね。この基準に満たな

いところも結構あります。例えば、長南小学校の裏門のところ、これはちょっと穴があいて、この間、地域整

備室の方に見てもらって、行ったら、これは大丈夫だということです。 

  ただ、民間のところでも、私のうちの近くのところは、畑が、土手が崩れちゃって、それが川に崩落しちゃ

っているんですね。そういった小さいところはなかなか災害復旧の基準にならない。 

  そういったことで、そういった小さいところもやってくれるということなんですが、今年２月定例議会で準

用河川の条例改正がありました。河川法が改正されて、これまで国土交通省令で定められていた準用河川の管

理上必要な構造の基準を町の基準とする条例を制定するものであると言っていますが、今後、河川改修はお金

がかかると思います。ですが、これは町長判断でいけると思っている。大変難しいと思いますが、ただいま、

町長答弁したように、大変、河川改修は金がかかるということで、理解しておきます。 

  続きまして３点目、町道改修について。長南蔵持線の改良計画についてを質問いたします。 

  町道長南蔵持、それと、トンネルまでも一括してやってしまいます。長南蔵持改修計画、この路線は、長南

町住宅からその先のトンネルまで、そして、トンネルの先の西の、岩撫地区に通じる道路までの改良工事です

が、蔵持地区は、先に工事を完成させていただきました。ただ、あそこに、長南寄りに佐久間さんというお宅

があるんですが、そこからトンネルまでが全然進んでいません。 

  私は、進捗状況はという質問をしようと思ったんですが、全然やっていないのに進捗状況なんて言ってもあ

れですので、本当に工事をやるのかどうか、これをお尋ねします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 町道長南蔵持線は、長南地先と蔵持地先を結ぶ路線で、その大森さんのところから、蔵

持の今言われた岩撫のほうへ通じる道路、蔵持竹林線に抜けるまでで、延長、全部で1,678メートルあります。

で、工事が終わっているのが向こう側と民家があるところまでで375メートルですから、街道の終わっていな

いところが1,303メートルありますね。今、引き算やってみました、合いました。 

  それで、計画にはもちろん、相対的な計画には載せてございますけれども、今、言われました、申し上げま

した手前のほうからは、長南住宅から先になりますけれども、160メートルは人家のあるところまで。それと

また蔵持のほうからは、215メートル、これはトンネルまで。そこまでやってある。 

  あと、トンネルからこっちは、人家のあるところまでの間が1,303メートルあるんですが、実は、トンネル
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を開削して、道路の幅員を広げるということになりますと、地権者の了解が得られても、用地買収を除いても、

工事費だけでも２億先かかりますね。20万にしたって２億6,000万くらいかかりますね。 

  そういったふうに、多額な経費を要することでございまして、位置づけはいたしたものの、財源の関係で、

毎年、毎年、先送りになっているというのが現状だと思います。 

  そういったことで、位置づけ、やらなくてはいけない路線としての位置づけはございますけれども、じゃ、

いつやるというような実施計画の中で盛り込むことが財政的に非常に困難である。困難な路線であるというふ

うにひとつご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） ２月定例議会の町長の施政方針、今年のですね。町道についても、平成24年度の大型

補正予算に連動した事業実施になります。生活道路では、緊急車両が通行できない狭い道路の解消を図るた

め、計画的に改良工事を実施してまいります。道路維持については、安全な交通ができるよう、道路の修繕工

事、管理、作業を果たしてまいります、と言ったんですよ。 

  そこでですね、まず、先ほどの佐久間さんからトンネル、これはまだやるとは言っていませんけれども、こ

れはやっていただけるんですね、計画に入っていますね。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対して答弁を求めます。 

  事業課長、麻生由雄君。 

○事業課長（麻生由雄君） お答えさせていただきますけれども、先ほど来お話しておりますけれども、全長で

1,678メートルございます。で、19年に長南側の佐久間さんのお宅の改良をさせていただきました。その後、

トンネルの向こう側の蔵持地先のほう、人家のあるところまで、緊急車両が通れなくてはいけないということ

で、入口までの間は、させていただきました。 

  それで、じゃ、その後どうなんだということでございますけれども、確かに、トンネルを開削して広くして、

長南の宿中に通じる道ですから、やれば、かなり便利になると思います。 

  しかしながら、長南の長柄大多喜線につながるところでは、人家がございます。そうすると、その人家をど

うするのか。全体的に費用をかけてそれだけの効果があるかという話になりますので、本当はやりたいところ

でございますけれども、もうちょっと違うところの改良を、必要なところを先にやらせていただいて、その分

については、ちょっと先送りになっているということでございますけれども、もうしばらくお待ちいただけれ

ばというふうに思います。 

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ２月定例会の関係、ちょっと触れられましたけれども、あれが基本的な姿勢でございま

す。それで、基本的な姿勢として、今おっしゃっている路線は、全く適合いたします。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、財政的な事情で実施計画に盛れないというのが正直なところでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 
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○１４番（松崎剛忠君） 計画には載っているということですが、次、トンネルのことを伺いますが、去年の11

月ごろに宅配分の車がトンネルの中に入り、動けなくなってしまった。こういったことを聞いております。出

すのに大変だったらしいです。 

  また、今年の１月ごろ、近くで林野火災が起きまして、地元消防車が遠回りをしたと聞いております。また、

トンネルの中、道幅も狭く、消防車が、道路ですね、先ほど、佐久間さんからトンネルまでの間が、大型消防

車が入れなかった、奥まで入れなかった。またＵターンするのに、大変苦労していました。これ、私、現場に

行って見ていました。近くには合同資源のプラントもあります。 

  このトンネルを切り割りにして道路を広げれば、緊急時災害時の迂回路、必要と思いますが、この地域の住

宅開発のためにも必要と思われますが、ただいま、町長答弁では、金がすごくかかるんだ。トンネル切り割り

するのに。２億くらいかかる。２億くらいだったら安いものですよ。災害時の迂回路。そういったことで、再

度、町長の考え、お聞かせください。 

○議長（松﨑 勲君） 再質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 今、トンネルのことで質問ですね。トンネルを工事やれるかということですけれども、

正直言ってあのトンネルをすぐ事業計画に、年度を、例えば３カ年計画の中で、３カ年のうち入れるというよ

うなことについては、財政的に困難でございます。 

  今、おっしゃいますように、災害のことを考えた場合は、安いものだということでございますが、災害は、

今、押しなべたような言い方をすれば、どこでもつきものでございまして、災害があったときには、それと比

較した場合は安いものだということでございますけれども、一般的に考えることは、日常生活する中で、皆さ

んの利便性というものを考えての整備をするというか、皆さんにご不便を与えないようにするのが、財政的に

も苦しい中では、そういったことを最優先に、優先的に考えてやっていくことになりますので、蔵持線につい

ては、トンネルについては、じゃ、いつやりますとか、いつごろやれるというようなことは、現時点ではお答

えできないのが状況でございます。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） あのトンネルがネックになっているということで、消防車も通れないというようなト

ンネルであるということだけ、頭の中に入れておいてください。 

  次に進みます。町道長南26号線、通称、一斗原線と言っていますが、改良計画について。 

  この道路は、長南中学校から長南小学校までの通学路に指定されていますが、上埴生の老人施設から、郵便

局の間が道幅も狭くカーブもあり、見通しも悪く、非常に危険です。また、鍛冶滝団地の生活道路でもありま

すが、車の通行量も多く、年に何回か交通事故も発生し、中学生も事故に遭遇しております。 

  一日も早い改良と、もう私も何回も言っていますが、いまだに何の動きもありません。町長のお考えをお伺

いいたします。 

  また、ハイランド団地の下から保育所までガードレールが設置されていないところがあり、土手には雑草が

茂り、全然見えません。今度、道路を渡って反対側、保育所、小学校まで、非常に危険ですのでこの対処、対

策を伺います。 
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○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） まず、一斗原線、俗に言う一斗原線の関係、長南26号線の改良の関係でございますが、

この26号線につきましては、郵便局前を起点としまして、この役場の下までで、延長が837メートル、で、３

級町道と指定、位置づけてございます。 

  この路線の整備状況につきましては、上埴生の里ですか、施設のところまでの上埴生の里ができたときです

ね、平成17年度になります。片側歩道づきの道路幅員の整備を200メートルほど、こちらから実施いたしてご

ざいます。 

  そしてまた、中学生の通学道路だということも承知はいたしております。しかし、また財政的なことになっ

てしまうわけでございますが、ご案内のように、今、いろいろと整備された、答弁、ここでは高度成長期と言

っておりますけれども、一時期、道路とか、トンネルとか、橋梁とか、いろいろと整備をしたわけでございま

すが、現在、その維持費の関係が非常に、今、たしか、年間、今回も補正をお願いしていて、たしか、年間を

通して3,500万円くらいになるか。当初予算では1,000万程度でございますが、とてもそれでは足らないという

ことで、今回の補正でお願いして、3,500から4,000万円くらいになる、の維持費がかかるんです。 

  そういったことで、非常に、これまた財政的な話になってしまうんですが、非常に危険だということも、ま

た、何回か事故が起きていることも承知はいたしておりますけれども、今すぐというわけにはまいらないし、

いずれにしても計画的にやっていかなければならない。ただ、計画的と言うと、この後、じゃ、いつ計画する

んだということになりますが、ちょっと長い先のことの計画になる、財政的には非常に困難。 

  ただ、私としては、よく質問されている松崎さんのほうからも言われていますけれども、よく私が言うこと

は、用地が本当にまとまったらとよく言いますけれども、道路は入り口でしても、出口にしても１カ所でも土

地がまとまらなければ道路の用をなさないんです。ですから、ひとつ、その辺が、県の言い方をちょっとここ

で引用しますと、県は、用地は大丈夫ですね、何は大丈夫ですね、まとまればやりますよと、こう言いますか

ら。 

  私、町のほうもそういった面では、ひとつ、地元と一緒になって、本当に用地が大丈夫だということであれ

ば、事業的にもそうかかる路線ではないと思いますので、計画的に進められるものと思いますので、地元と一

緒になって、一生懸命に進めることが肝要だと、このように現時点では考えております。 

○議長（松﨑 勲君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） 一斗原線は、大きいカーブがあって、非常に、子供たち、生徒が自転車で通っても見

通しが悪いんですよ。それで、私は、地権者に言いました。道路を改良するとき、土地買収にすぐ応じてくれ

るかと、子供たちのためなら、話し合いに乗りますよと言ってくれております。 

  あと、鍛冶滝団地の先、郵便局、坂があります。おととしですか、１メートルくらいの間隔の、ガードレー

ルがないところに、自転車が突っ込んじゃったんです。３メートル以上ありますね。堀に落っこちてしまっ

て、下手すると、命が危なかった。すぐ、私は地域整備課に言って、その次の日に、朝、もう、ガードレール

だけはつけて、その下に金網を張っておいてくれた。 

  このようにね、やればできるんです。これが大きい事故があってからやったんでは、これはどうしようもな
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い。そういったことで、先ほど、ハイランドから小学校の間にもガードレールがないところがたくさんござい

ますので、ひとつ、地域整備の方、本当に忙しいんですよ。それは、十分知っておりますが、ひとつ、ちょっ

と見回りをしていただいて、どういったところかというところを検討していただければと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 地域整備室長、松坂和俊君。 

○地域整備室長（松坂和俊君） ハイランドの川沿いの道路なんですけれども、ガードレールが必要な箇所につ

いては、うちのほうの交通安全対策工事等もやっておりますので、うちのほうで対応させていただきたいと思

います。 

  また、長南26号線につきましては、通学路ということで優先的に、前向きに考えていきたいと思います。で、

毎年、ＰＴＡの連絡協議会のほうで危険箇所の改善要望が届いております。また、やれる範囲で対応はさせて

いただいております。 

  先ほど町長も申し上げましたように、道路改良については、また、財政状況にあわせて、計画的にやってい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 積極的にやっていくということで若い者のことですからほとんど大丈夫だと思いますけ

れども、ただ、先ほどちょっと質問の中にあった、ガードレールから落っこったところ、あそこから郵便局の

手前の、あそこの間の用地の関係が難しいんです。農地はみんないいって言っているんですよ、それは私もわ

かっている。あの間がだめだと道路にならないから、あそこを何とかひとつ骨折ってくださいよ。用地がまと

まったということであれば、今、若い松坂が答弁しましたから、子供らのことを考えたら危ないです。 

  ただ、私が申し上げているように、あそこが一番問題なんです。ほかでは起きないと思うんです。あそこだ

けなんですよ、起こるのは。ですから、起こるところを用地をまとめてくれれば。ただ少し動いたりなんかす

ると物件が動きますから、思ったより経費はかかると思うんですけれども、とにかくあの辺の理解を得ていた

だければ、町のほうも非常に仕事を進めいいと思いますので、本当に地元と議員さんと一緒になってやること

がいいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○１４番（松崎剛忠君） 以上で、私の質問を終わります。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（松﨑 勲君） これで、14番、松崎剛忠君の一般質問は終わりました。 

  暫時休憩します。再開は11時を予定しております。 

（午前１０時４８分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 板 倉 正 勝 君 

○議長（松﨑 勲君） 一般質問を続けます。 
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  次に、５番、板倉正勝君。 

〔５番 板倉正勝君質問席〕 

○５番（板倉正勝君） ５番、板倉正勝。二人の古い先輩議員が一般質問、すごく上手にできましたので、私は

ちょっと緊張して質問するようになります。 

  まず先に、件名として防犯指導員活動について、また要旨で活動費の助成について、になりますけれども、

今、防犯指導員の人たちの活動は、みんなボランティア活動だということを聞いておりますけれども、またな

かなか今、防犯指導員さんになってくれる人も、うちの地区ではやはりありまして、何らかの燃料代とか、そ

ういうものがみられないのかなというのが私の考えですけれども、うちの近くで圏央道インターができてから、

空き巣、また盗難等が７月後半から８月上旬ですね、空き巣が３件、盗難のほうが１件ございましたけれども、

これから防犯指導員さんも今までと同じじゃなくで、地区担当で活動をもう少し広げてもらったらどうなのか

なということで、燃料代とか、そういう経費をつけてあげたら、もう少しよりよい、また住みよい長南町にな

るんじゃなかろうか、そういう考えでお尋ねしたいと思います。答弁のほう、よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ５番、板倉議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

  防犯指導員の活動について、活動費の助成についてというお尋ねでございます。 

  組合の活動内容につきましては、小・中学校の下校時に合わせた青パトによる巡回パトロール、あるいは各

種の、町で行っております行事等の警備、または防犯灯の設置要望に対する確認・審査等、さまざまな活動が

されております。 

  防犯灯の関係については、私がお世話になってから防犯灯が非常に申請があるわけでございますが、町のほ

うではちょっと決めかねる点もございましたので、指導員の方々に現地を見ていただいて、指導員の方々が大

体年間30基前後新しくするというような場所の選定をお願いしているということでございます。 

  そのように、さまざまな活動がされまして、安心・安全に暮らせる町づくりにお力添えをいただいておりま

す。本当にボランティア精神であるわけでございまして、感謝するところでございます。 

  さて、活動費の助成でございますが、状況をちょっと申し上げますと、年間８万1,000円の補助金を防犯組

合へ補助しておりますが、その補助金と合わせて年間15万円の予算で、実は傷害保険料など活動の経費を、ま

た防犯マグネットなどの啓発物資などを購入しておる。ですから指導員には、ご質問にもございましたように、

手当等については現在支払われていないというのが状況でございます。 

  しかしながら、今申し上げましたように、日々毎日を安心して暮らしていけるのは、指導員さんの活動が大

きな一助となっておりますことは、十分認識をしております。 

  今、ご質問の要旨にもございましたように、今後の活動につきましては、ボランティア的な要素は強いんで

すけれども、反面、やる気を十二分に発揮していただくには、労務に対する対価と申しますか、そういった応

え方で、若干でも、少しでもお支払いすることができれば、さらに地域の貢献に対して皆さんの責任持って、

もっと活動してくれのではないかと、こんなふうに考えております。 

  そういったことで、今後いろいろな角度から検討することが、あえて私が答弁しますので、検討するという
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のが適当だ。ですから、私がずっと続くものであれば検討してまいりますという答弁をしますけれども、検討

することが適当ではないか、こんなふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ５番、板倉正勝君。 

○５番（板倉正勝君） 今、町長の答弁で検討していくという話を聞きましたけれども、うちのほうの地区にし

ますと、今圏央道ができまして、圏央道の下にカルバートトンネルが４カ所程度あるんですけれども、夜間に

なりますと中学生ぐらいの人たちか何かわかりませんけれども、夜になってやはりその中で集まっていたりす

ることが多く、また防犯指導員さんがある程度そういうのを見かけると、警察と駐在所に連絡をしたりという

ことがありますので、日中というよりも夜間のほうが結構多いもので、手当というよりも燃料代程度でもいい

から、もう少し早目にそういうことは見てもらいたいなというのが私の考えですけれども、防犯指導員さんの

中の会長さんがこの中に座っていますので、なかなか要望のほうはしないというのを議員さんから聞いており

ますけれども、会長がかわったほうがいいのかなという考えもちょっとありますけれども、一番頭になってい

る人がやはりそういう要望も多少してもらわないと、地域の安全を守っていくのにどうなのかなと、そういう

ことも一つ私の考えですけれども、圏央道のインターができたために、犯罪でもすぐ高速に乗ってしまえばわ

からないということもありますので、早急にある程度燃料代ですね、費用弁償というよりも燃料代ぐらいは早

急に出してあげたらどうかなというのが私の要望ですので、ちょっとそれについて少し答えてもらえれば、ひ

とつお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） 只今の再質問に対して答弁を求めます。 

  総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） 今、板倉議員さんがおっしゃられたとおり、圏央道インターチェンジができたこと

により、大分犯罪のほうも警察署のほうから聞いてみますと、もう対岸、横浜まで１時間程度という形で、そ

ういった犯罪が起こったときには、犯罪を特定するのが非常に難しいというようなお話等も伺っております。 

  今申したとおり、ちょっと郡内の状況を確かめてみたんですけれども、長柄町さんのほうでは警察署と防犯

指導員さんが一緒になって、毎月第３土曜日、夜間パトロールをやっているというようなことを確認しており

ます。 

  ほかの郡内町村はそういった防犯組織の組合はございません。したがいまして、中学生とかそういった若い

人たちが、そういうボックスカルバートの夜間、そういうような悪さというかそういうことを起こす時期・時

間帯とか曜日とか重なると思いますので、今そういった中で、そういった活動をするというのもうちのほうで

は決められません。今おっしゃられたとおり、松﨑議員さんが防犯の組合長さんとなってございます。 

  そういったところの、防犯組合の委員にかけまして、今後どうしていったらいいか。そういったことがふえ

れば、当然そういう組合に見合った活動方針みたいなもの、ガソリン代程度でもいいんですけれども、そうい

うものが支払われればやる気もまた起きてくると思いますので、そういった中でやはり前向きに検討していき

たいというふうに考えておりますので、どうかご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ５番、板倉正勝君。 
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○５番（板倉正勝君） 今のところで、なるべく早く実行していただきたいということで、この活動の助成につ

いては終わりにさせていただきます。 

  続きまして件名、税の滞納について。１つ目が要旨で債権管理班の状況について。 

  前回、私も一般質問させていただきましたけれども、国税庁をやめた人が今来ていると聞いておりますけれ

ども、今現在、どの程度まで徴収がうまく進んでいるのか、今の状況を少し答えていただけませんか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） お答えいたします。 

  この４月から、債権管理班を設置したということで、どんな状況かということでございますが、ご質問の要

旨にもございましたように、特にこの４月からは国税専門官を長年経験された方を１名お願いして、経験豊富

な面から各種の助言等を受け、業務を行っているところでございまして、新年度に入って４月早々から、町内

及び近隣市町村に住所のある未納者に対し納税相談の通知を行い、現在までに半数の方と面談を行いました。 

  相談の内容については、家計における収入・支出の状況、負債の状況等、詳細な部分まで踏み込んだ相談・

調査をしております。 

  全体的には、その実情については、生活が苦しいと思われる方々も非常に多く、今後はその見きわめを行う

ことが非常に重要であると考えております。 

  また、納税相談の呼び出しに応じていただけなかった方については、重ねて通知を行い、職場訪問や給与・

預金の差し押さえ等も視野に入れながら対応しております。 

  また、新しい取り組みとして、インターネット公売も間もなく開始できることで、準備を進めております。 

  このような状況により、税における適正・公平な執行を図ることを常に念頭に置いて対応しておりますので、

ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ５番、板倉正勝君。 

○５番（板倉正勝君） 今の答弁の中で、打ち合わせ程度、話し合いをしているという話ですけれども、じゃま

だそれについて、税の支払いはまだそこまでいっている状況ではないということでいいんでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対し答弁を求めます。 

  住民課長、野口喜正君。 

○住民課長（野口喜正君） それこそ、前回板倉議員さんのほうから、どの方が担当になっても大変だというふ

うなことで、今回国税調査官専門官をお招きして、４月からやっておるわけでございますけれども、決算ベー

スで滞納者の数が539人ほどおります。それで、今現在完納になった方が64人ほど、完納になっております。 

  今回、国税のほうの専門官でありまして、呼び出しをする前に、その方の資産の状況、いわゆる預貯金の調

査だとか生命保険の調査だとか、あるいは国税のほうの税を納めている内容だとか、そういった内容の調査を

してから呼び出しをする。だから今まで呼び出しをする形とは、また形が変わった形で呼び出しをしている。

というのは、相手の家庭内の状況まである程度把握してから呼び出しをして、本人の状況を聞くというような

ことのやり方をしていますので、そういったことで、これからまた連絡のとれない方については再度呼び出し

をしていくような形、強いてはそれでも納められない、あるいは収入があるのに納められないということにつ
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いては、給与の差し押さえだとか、そういったことも今後考えてやっていこうというふうにも動いております

ので、そういったことでご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ちょっと結論のほうは、もう少しわかりやすく申し上げると、納税相談なんて今までも

やっていたんですよね。だけど今度は、やはり専門官を経験していますから、何を調べるんだって、例えば税

務署、金融機関、どこにしたって一言で用が足りるらしいですね。役場の職員はとてもそこまでできなかった

わけですけれども、手法もあるでしょうし、いろいろある。 

  今まで私は常に税務署と、あるいは県税と一緒になって、県のほうにも税務署の所長もできればお願いして

いたんです。一緒に職員と差し押さえまで最終的にはやって、税金を上げることをしてくださいと言ったって、

余り誰も嫌なことはやりませんですね。 

  それでやむを得ず、今回そういったふうに４月からお願いしたんですが、とにかく、ただ呼び出すといって

も、もうあなたどういう家庭状況になっているというのがわかるような状態まで調べ上げて、とてもちょっと

考えられないところまで。 

  私としては３つほどお願いしています。まず、本当に苦しい人はよく相談して、何か押さえる場合は不動産

を押さえんじゃねえぞ、不動産ほど嫌なものありません、預金や何かそういったものにしろというような。そ

れで、あとは本当に納めている者がばかを見ないような、公平になるように、やはり厳しいことも必要なんで

すね。本当に苦しい人になってくると、気持ちがあってもというような、非常に難しいものです。 

  ３つほどお願いする中で、今までと変わっている。この間も税金がちょっと幾らになるのか、預金が200万

ばかしあるけれども、いいよ押さえなさいというふうにちょっと言って、押さえたかどうか私はわかりません

けれども、とにかくおどしじゃなくて本当にやりますから、やはり国税を扱った関係で、非常にその辺は。 

  もう一つは、職員に言っていることは、いつまで頼むんだ、一年だぞと言ったら、いや２年にしてくれとい

うから、２年は皆さんが知識を得るために何か必要としているようですけれども。いつまでずっと頼んでいく

わけにもいきませんから、１年だぞと言ったら２年ということですが、効果を見てまたおいおい考えていくこ

とだと思いますけれども、今のところ効果は非常に上がって、あるいは上がるんではないか、そんなふうに思

っています。 

○議長（松﨑 勲君） ５番、板倉正勝君。 

○５番（板倉正勝君） 今の答弁でよくわかりますけれども、昔は納税組合というのが部落にあって、ある程度

はみんな顔見知りだから納めないとまずいという形で、みんな収納率はよかったと思いますけれども、今時代

が変わってこういう形になっているとは思いますけれども、国税局上がりの人をいつまで使うのかなと言った

ら、先に言われてしまいましたけれども、２年、３年と使っていけばやはりそれに費用も大分かかると思いま

すので、職員できちっとした集金の仕方ができてくれれば、一番それがベストだと思っておりますけれども、

この件に関しては終わりにしたいと思います。 

  関連して、２つ目の各種役員の滞納についてなんですけれども、近隣の市町村といいますか、そういうとこ

ろからちょっと話で聞いたから、うちの町はどうなのかなということで質問させていただきますけれども、よ
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その町村で議員が税金を滞納しているという話をちょっと耳にしましたから、うちの町内でここに座っている

人の中には多分いないとは思いますけれども、どうなのかなと。 

  それと、あとほかに、各種役場の委員さんとかに選ばれている人で、やはりそういう滞納者がいるのかいな

いのか、ちょっとお聞きしたいなということで質問させていただきました。それについて答弁お願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 要点は、滞納の関係で町の各役職の中でいかがか。もう一歩掘り下げては議員さんとい

うことも出ておりますが、一緒にしてご答弁したいと思います。 

  町からお願いをしております常勤・非常勤・役職の方々はたくさんおり、また毎年かわる役職もあります。 

  さらに、地元において順番で選出される方もおりますので、その全員が納税意識の高い方ばかりとは言いが

たい面もあります。事実、ごく一部の方においては、過去にはです、過去にはですよ、未納もありましたが、

ご理解をいただく中で納付をしていただいたところです。 

  現在では、納税に対して全くご理解いただけない方は、各種役職員の中ではないということでお答えをさせ

ていただきます。 

  また、よそのほうで議員さんのこともちょっと出ておりますけれども、当町ではそういうことは絶対にござ

いませんので、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ５番、板倉正勝君。 

○５番（板倉正勝君） 今の答弁の中で、皆さん全納という形で町のほうに頑張っているというようなお話です

けれども、少数の何人かの人が滞納で多少は分割といいますか、そういう形で支払いしているということです

けれども、町においてやはり税金が主で一番使うものですので、そういうところはよく見ながら、委員設定に

しても一応は皆さんのある程度代表ですので、そういうところもよく見ていただき、選出していただきたいと

思います。 

  以上で、簡単ですけれども一般質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松﨑 勲君） これで、５番、板倉正勝君の一般質問は終わりました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 小 幡 安 信 君 

○議長（松﨑 勲君） 次に、４番、小幡安信君。 

〔４番 小幡安信君質問席〕 

○４番（小幡安信君） ４番、小幡です。議長のお許しを得まして、ご質問をさせていただきます。 

  先ほど、石井議員から町長の今後のことについての質問がありまして、少し重なる部分もあるかと思います。 

  また、松崎議員も古いお話を聞かせていただいて、私も非常に勉強になるところがありました。 

  同様に、私もまだまだ議員になってから２年半でありまして、議会において町長と親しく意見を交わすよう

な機会を得ましてまだ日が浅いわけでありまして、今までの経緯からも、今後も教えていただく部分が非常に

あるんではないかという感じもしております。 
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  石井議員の質問の答弁の中で、年齢・体力的に後進に道を譲りたいというようなご答弁もありましたけれど

も、私がこの先長くやるかどうかはわかりませんが、今日を含めてあと２回、議会の中で質問する機会を得る

ことがあるのかもしれません。 

  また、もしかしたらその後も、翻意なさって続けてやるんだというようなこともあるかもしれませんが、未

来のことはわかりません。とりあえず、聞いておきたいこと、またそれよりも、ぜひ長い経験の中で私たちに

教えておいてもらいたいところがあるかと思うので、今回の質問は一般質問にはややそぐわない面があるかも

しれませんけれども、町長の思いということをお聞きしたいと思うわけです。 

  履歴によりますれば、町長は昭和31年から役場に奉職なさって、その後平成７年から町会議員、そして平成

10年から町長と。合計いたしますと60年近くの長きにわたり、町行政にかかわり、長南町を見続けてこられた

わけですが、その間の町の変化について、また長南町という町の特色について、現在感じておられるところを

お聞かせ願いたいと思います。 

  以上で１回目とします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） それでは、４番、小幡議員さんの、私の役場通算奉職60年の思いというのをお答えした

いと思いますが、小幡さんのおっしゃられたとおり、顧みますと31年の９月、半端なときでしたね。あのころ

の採用はそれでやっていた。試験によって役場で採用するというのは、これが最初だったんですね。長南小学

校で試験を受けたような覚えがありますけれども。試験の一日で面接までやっちゃって、町長までやりました。 

  それで、37年間役場のほうでお世話になりました。そして、５年だったと思いますけれども、職員のとき町

長選に挑戦をしまして、見事敗れまして、それで２年ほどたったら町会議員になっちゃった。とにかく次の10

年の２月１日にお世話になるまで４年間の間に４回選挙やった。あれには自分もあきれましたけれども、４回

の選挙をやってきました。 

  それで、16年、今日までお世話になって、通算で職員・議員さんを交えて、今の房総信用組合、そしてここ

ですね。当時は、深沢から来ていました。こっちの庁舎は今の地引から来ていたというような状況でございま

して、半世紀以上、56年間こちらのほうへ、町のお世話になった。 

  だけど、今考えてみると、夢のように半世紀以上が過ぎたと思います。 

  全ての業務をあれすると、一番私が思い出になるのは、今の水道ですね。水道は、本体工事１億9,400万円、

県480万円。井戸３本掘って930万。考えられませんね。全町水道やって１億9,480万。町の予算がそのときは

２億弱です、43年ですけれどね。それで、2,000円ずつ毎月毎月集めてもらって、４万円負担した。蛇口１つ

で４万円。あれが一番の思い出です。ようもやったなと。一緒にやった人は亡くなっているほうが多いですね。

またよく残っているなと思っています。 

  自分の一番先、よし俺がやるんだと思ってやったのはその仕事でしたね。それで今残っているので。 

  加藤町長がなんて言うかと思ったら、ちょっと来いと言うので行ったです。行政係で議会を兼務したんです

よ、その前に。215日でおめえ水道やれと言うから、私だってむっとしたよね。なんで僕がやるんですかと。

やれって言うのがわからないかと言われたから、渋々受けて、しました。 
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  それが一番、今あれして思い出になります。 

  議員さんとも思い出はいろいろあります。おっかない議員もいましたね。すばらしい方もいました。飛行機

に乗っても出かけたり、いろいろ研修を一緒にさせてもらいました。感謝だけです。私が今あるのは、先輩の

方々のおかげでございます。 

  そんなことで、ただ私がお世話になったときは、バブルがはじけて、こう上がっていたものがこうなってい

るときですから、私がお世話になった先輩の町長で今井さんという方が、こんないいバブルが続くわけがない、

必ずこのしっぺ返しが来るだろうと、管理職に言いましたね。いい後は必ず悪いことがある。だから私はここ

でオリンピックが終わるまでは非常にこうなると思う。必ず10年のうちに、オリンピックは８年ぐらい後にな

りますか。そしたら10年後からはこうなりますよ。大変な年が来るなと。このような話。 

  とにかく、こういう下り坂のときでしたから、交付税は減るわ何は減るわ、もうふえるものはない。ふえる

のは借金だけ。そういう時代でした。 

  三位一体改革だとか何かいろいろと国がやりましたね。失業率はどんどんふえてくるし。そのころから子供

さんが減り始めたですね。そのころは、今考えてみると自分らが大体子供つくるような年齢ちょっと過ぎたぐ

らいですか、私らが意気地なかったから今子供ができないんだと思うんですよ。だから、今の若い者を責める

前に、自分をまず責めないと、自分が２人しかつくらないのに、次のは２人、３人つくる４人つくれなんて無

理なんです。私は本当に、そういうふうに私らの時代から子供が少なくなってるんですから。 

  今の若い親たちが云々っていうのは、私はいつもおめえらが悪いって怒るんです。怒ってもその親だった俺

たちが悪いとよく言うんだけど、私らが悪かったから今少子化になっているんだと。 

  今日、少子化の問題で石井議員からも質問を受けたけれども、石井さんの子供は２人だったかな。いずれに

したって、それで子供が少ない少ないって言ってるんですから。皆さん本当に考えてくださいよ。人を責める

前に自分を責めないとね、いけない。そんなふうに、その時代から少子化が始まっております。 

  そんなことを、非常に損気なことばかり言っていてもしようがありませんから、何とかこれをしなくちゃい

けないということで、いろんな面で対話と協調だとか、少し過ぎてから協働を入れて、みんなと一緒になって

やろうよといって、長南町に住んでよかった、また住みたくなったというような町をつくりたいということで、

いろんなことを公約して。 

  私は、今こそ余り言わないけれども、計画にないものはやらないと言ったぐらいなんです。議員さんが何か

言ってきても、区長さん連れて来なさいって言うんですよね。行政区の長という、ですから自治会長さんとい

う区長というのを私は大事にした。議員さんがお出でになってくれるとね、相談にやってくる。そうかい、じ

ゃ悪いね、地元では区長さんに話してくれよ、区長と一緒してくれって、そのくらい対話というものは大事に

しなければ。それが本当の対話だと思うんですよね。そうすれば、議員さんはもちろん一緒になって、自治会

長さんとも一緒になって対話するのがふえるわけですから。ですから、対話することが大事ということで、さ

せていただきました。 

  平成32年度までの、今10カ年計画を平成22年というから、三、四年前につくらせていただきましたけれども、

その間２回ほどやはり計画をつくらせていただいて、確実に、ただ先ほど出た長南の蔵持地先、あるいはバイ

パスの関係等について、これはバイパスについてはもう計画倒れはございません。これは絶対できます。でき
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ますが、あと換地の土地利用の関係、あるいは河川の歩道の関係、町中を歩く事業、そういったものについて

は、本当に右上がり方がこうなっているときのことですから。 

  後はほとんど、それと心残りは町中の下水のできないこと。これは豊栄の今やっているところと芝原のほう

をやって、後は町中の下水をやる。これが1,000戸で100億なんです。それがたまたま給田から市野々のほうへ

行っちゃいましたから。あの事業費が本当はこっちに入らなくちゃいけなかったんですが、ちょいと５年くら

いの、ちょっといない間に、計画はそうなっていたんだけど、何かやめる前にちょっと、職員をやめる前に話

が出ていたから、その話違うぞと、言ったんですが、役場をやめていく人の話は聞いてもらえなかったから、

それでなって町中ができなくなったこと。 

  それともう一つ、太鼓森が公園化されないこと。ただ、これ松崎議員さんも結構おっしゃっていますけれど

も、あれを公園化するといっても非常に問題がございます。そういったことで、今町内の関係する議員さんも

いらっしゃいますけれども、将来については、あの関係については、公園をしっかりとした位置づけをして、

後へ残すということが肝要である。あの公園をじゃ再生するようなことについては、若干問題があるんではな

いかと思いますけれども、いずれにしても結論の得られないものでは、そういったものが今ちょっと頭をよぎ

ります。 

  自分がやったものとして、それと一番私が大事にすることというのは教育。だから言い方によっては学校に

は金も、ようあんなにかけたなと。大体、中学なんか平成17年ですから、小学校なんかその前ですから、大体

10年ぐらいのうちに小学校が要らなくなったっていう話をするんですから、これはみんな無駄金と思うかもし

れないけれども、悪いけれども教育というものは１年だっていいんですよ。じゃ10年後みんなその耐震や何か

でおびえたところで、環境の悪いところで勉強させるか。１年でも２年でも使えばそれで十分なんだ。そのと

きの子供らが満足して教育が受けられたということで、これは金にかえられないというふうに考えてくれない

と、教育というものはうまくいかない。ですから、私は教育に金かけたってだれがいったって、おまえたちに

はできないってそう言ってやりたいくらいですよ。教育には金かけました。そのくらい。一番最初お世話にな

った。土木費よりも教育費を余計に組めと言ったんですから。まあ、ああいう町長はいないでしょうね。教育

費に土木費より余計にかける。土木費にかければ自分の票が次に集まるのはわかっているけれども、そんなこ

とをやったら、子供らのこと、将来のことを考えたら学校のことだ。教育ということには、自分としては関心

を持ちました。 

  そんなふうにして、山内ダムだとかいろんなことをやりました。公園もつくらせてもらいました。そんな中

で、最近ではイノシシがいろんなことやっていたって、イノシシが押しかけてきて環境をどんどん悪くしてい

ますけれども、これは先ほども石井さんのときにお答えしたように、町政っていうものは世の中が活動、動い

ている、地球が動いている。 

  私は本当に、全然変わらないというものは、おてんとうさまが東から出て西に沈むだけだと思うんですよ。

後はみんな変わると思います。変わったときどういうふうにやるかということを第一に考えて、そのときその

とき、やはりやるべきだと思いますね。 

  それで、私のやはり嫌ったことは裁量。裁量というのはまずいね、一人で考えるんだから。裁量権なんて最

低ですよ。ですから、よく場内でも決裁もらいにくると、話し合いをちゃんとしたかと、私は話し合いしたか
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というのは、課長４人と副町長を言ってるんですから。渋々帰るよね。本当に二、三人で打ち合わせて来たの

なんかはね。やはり非常に裁量というか二、三の裁量になりますから。それよりも多く集まって、裁量権なん

ていうものはない。条例や何かを見ると、その他町長が必要と認めた云々なんて書いてある。あんなの私はち

ゃんちゃらおかしい。でもずっとついてるから。ついているのも今あるんでしょうけれどもね。裁量権という

ものは行政をあずかるものとしては、まずいけないことなんです。 

〔「お昼……」と言う人あり〕 

○町長（藤見昌弘君） 話が長くなって。 

  それでさっき、ちょうど質問の要旨の中に、長南町のいいところね。 

  まず、いいことは、これ人口や何か減っていてまずいことだと言われるかもしれないけれども、みんな人柄

がいいですね。人気のいいことが長南町の誇りなんですよ。これが該当者としてだけなんかっていうとちょっ

とまずいんだけど、よその例で言いましょう。茂原市、特に長生の一部。海岸のほうは全部ですけれども、山

手は大体、うちは90％以上今自治会に入っていますけれども、みんな85％ぐらい、山手入っている。茂原なん

かはまず半分入っていませんね。長生あたりも半分ぐらいでしょう。みんな新聞折り込みですからね。ですか

ら、よそは自治会長の手当なんかに４万か７万ぐらいじゃないかな。うちは24万区長に、代理に14万か12万か

…… 

〔「17万」と言う人あり〕 

○町長（藤見昌弘君） 17だって言っていますけれども。よそと比べたら、そりゃあたしか折り込みのほうはね、

経費が安いかもしれない。だけど、大風吹いた、大雨降ったといえば区長さんに電話をもらうということ、こ

ういうシステムになってるということはすばらしいことですよね。ですから、人気のいいということがまず、

人気がいいから人がいいということもありますよ。だけど、人気はすばらしい。それと、緑、空気。 

  ですから、この緑というのは、私はよく議員さんの前で言ったことはないんですが、最後にはここへ寄って

くるって言っているんですよ。最後には。みんなが住みにくくなってきて、この緑豊かな長南に来るようにな

る。 

  そういう本当の自然というものがすばらしいんですから。だから本当に、長南でよそと比べて人のいいこと、

人気のいいこととね、自然のこのすばらしい、緑のすばらしい。あえて言うならば、金にかえられないもので

あれば、借金が多いだの何だのはちょっと茂原に続いてまずいけれどもね。この環境というものはすばらしく

いいと思っています。 

  私がいろいろとやった仕事については、大変な時期でございまして、私は本当によく皆さんと話し合って、

余り裁量権を使った、裁量ではやったことはありません。やらせていただきました。 

  それともう一つは私が最後に、４期目にお願いした稲作ですよ、問題は。稲作をやはり米を中心とした長南

町というものは、将来ちょっと考えて、先ほど言った緑もね、自然というものも田んぼあってのことでござい

ますから、それを大事にしていったらと、こんなふうに考えています。 

  ただ、今後の問題としては、一番問題は当面考えられるのは、この経済情勢がよくならないとやらないとい

うことだから、安倍さんを信じて、消費税が上がるときには景気は良くなるでしょう、大体今消費税が上がる

とは困るなと思っていますね。 
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  だけど、私が余り消費税を反対したらおかしくなっちゃうとあれですけれども、けりをつけます。 

  あるいは、原発のこと、環境問題ですね。それと憲法９条にかかわる集団的自衛権の問題、ＴＰＰの問題、

社会保障制度の改革、医療制度の改革と、これは挙げれば切りがありませんけれども、今後大変な問題として、

町が、あるいは場合によっては国が、国民が抱えていかなければならないものがあります。 

  ただ、私今ここで考えてみて、本当に半世紀以上、多くの住民とお世話になって行政のかじ取りをさせてい

ただいたというのを考えると、感無量という、これを言うかと思いますが、本当に皆さんに助けられたという

感謝の気持ちがいっぱいでございます。 

  いずれにしても、残された任期、先ほどちょっと要旨の中で、あるいはやるんじゃないかと、年も年だしと

さっき言ったんですけれども、男が言ったものには二言はございませんから、ひとつそういったことで、お答

えにならなかったと思いますけれども、非常に答弁者も余り見なかったけれども、書いてくれてあるものをか

いつまんでお答えさせていただきました。 

  ひとつ大変お世話になりました。またよろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） 暫時休憩します。 

  再開は１時を予定しております。 

（午前１１時４９分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午後 １時００分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君の一般質問の残り時間は35分です。質問者及び答弁者は要旨を整理さ

れ、簡潔に述べられるようお願いいたします。 

  一般質問を続けます。 

  ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） それでは、続けたいと思います。 

  １番目については、思いをお聞きするだけでとどめて、町長の熱い思いを受けとめまして、今後とも私ども

もこれからの議会活動に十分邁進したいと思います。 

  続きまして、人口が半減しようとする中での行政改革についてに移りたいと思います。 

  行政として、人口減少を想定して施策を行うのは難しいことだとはわかっておりますが、人口減少は想定外

の出来事ではなかったはずだと思います。 

  残念ながら、昭和30年の合併時、約１万5,000人だった人口が、町長が就任した平成10年には約１万1,000人

台に減少し、2020年、ちょうどオリンピックが開催される年ですが、その推計によれば7,600人台へと半減し

ようとしております。また、人口構成状況も大きくさま変わりしてきているわけです。その間、役場も適宜適

切な職員配置、機構改革が求められたはずではありますが、十分な対応ができてきたと言えるのか、疑問に思

うところであります。 

今後、効率的な行政運営、あるいは各種事業の見直し、縮小化は避けられない課題であると思うのですが、
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明るい未来は望ましいことであり、それを目指して運営していくことも理解できますけれども、厳しい現実に

即した行政改革、これもまた実際問題としてやっていかなければならないと思うのです。その辺の心構えにつ

いてお答え願いたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 小幡議員さんの２点目の人口の半減の関係についてお答えしたいと思います。 

町におけるこれまでの行政改革、取り組みについては、生活基盤整備や福祉政策をはじめ、あらゆる分野に

おいて充実した行政サービスの提供を基本に、国、地方を通じた行財政のスリム化を具現化するため、平成11

年度から継続的に推進してきております。今まで行政を取り巻く環境の変化に適切に対応していくため、地方

分権時代にふさわしい簡素な効率的な行政を目指し、過去４回の行政改革実施計画書を時代に即して新規制定

という形で計画書を策定いたしました。 

それに基づき、実施項目を確実にかつ丁寧に推し進め、事務事業の整理、統廃合や組織の見直しをはじめ効

率的な定員管理、給与の適正化、人事管理の推進、経費節減等を進めてきたところでございます。 

現在の状況ですが、第４次長南町行財政改革実施計画、平成21年度から26年度までの６カ年計画の中で進行

中であり、既に折り返し地点を過ぎて後半に入っておるわけでございますが、22項目中８割程度が達成済みで、

着実に取り組んでいる状況でございます。 

今後、少子高齢化による人口減少時代を迎え、住民の価値観や生活スタイルは複雑、多様化しており、これ

らに対応すべき地方自治体は、限られた予算と職員により効率的な行財政運営がますます求められてくるのは

必然であると認識しております。 

また、地方分権改革の進展に伴い、地方自治体への権限移譲は加速的に増加し、重度が増す反面、それと同

時に財政基盤をより強固にしていかなければならないと確信するとともに、職員一人一人が危機意識と改革意

欲を持ち合わせることも非常に大事であるとひしひしと痛感をしております。 

長生郡市の合併につきましては、２度破綻したことにより、町独自の行政運営を実施し、さらなる行財政改

革を弾力的、計画的に推進していくことが厳しいこの現実に立ち向かい、生き残るすべと深く認識しています

ので、将来の準備としては第４次に引き続く第５次の実施計画書の策定に向け、新たな角度から検証していか

なければならないと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） 総体的なものとしては、もちろん当然それでいいと思うわけですが、少し具体的にお聞

きしたいと思うんですが、特に、長南町で現在行われている各種事業について廃止、継続、それを検討してい

るような事業というのは具体的にありますでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） 具体的には先ほど申しました行財政改革の22項目を中心として実施してきておりま

す。その中には当然、この21年度から26年度の中で、議会サイドのほうでは一番、議員さんの数が16名から14

名になったというようなことが、一番これについては大きい改革の有意義な一つであるというふうに考えてお
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るところでございます。 

  それと、人事評価、あるいは定員適正化計画、そういったものにつきましては、ちゃんと平成30年度の目標

職員数115人、そういったものを目指しまして、順調に推移してきておるところでございます。 

  しかしながら、その関係につきましても、来年から第３次分権一括法の関係で、社会保障分野での国・県か

らの権限移譲がたくさん事務量としておりてくる予定でございます。 

  そういった中でその職員数の削減等につきましては、最終目標年度の30年の115人というものは、これは維

持したまま、若干ちょっとしたブレーキをかける中で、減少数を緩和する中で対応していかなければいけない

のかなというふうに考えております。昨年から今関先生、衛生委員会等でうちのほうの職員の衛生管理につき

まして、仕事の意欲、心身症になるとか、仕事の量がふえ過ぎて大分困っている職員等も実際にはおります。 

  そういったことも、実情を十分に踏まえる中で、そこら辺の減少については若干緩やかな形で進めていかな

ければいけないのかなというような職場の環境等も考えておりますので、ぜひご理解等いただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） ちょっと若干矛盾することをお聞きすることになるかもしれませんが、実際問題として

人口が半分になるというふうに推測されているわけですが、行政範囲、面積はそのままかわりないわけですね。

そうすると、一人当たりの担当範囲といいますか、それはどんどんふえていくという感じになって、正直、職

員の皆さんが大変忙しく活動しているところ、またいろいろな事業に皆さんが出ていて活躍している部分とい

うのも私も承知はしておるわけですけれども、その人口に関する適正規模だけじゃなくて、面積に関する適正

規模というものが、国のほうで、何らかの基準というものがあるんでしょうか。ちょっとその点についてお聞

きしたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 総務課長、石橋弘道君。 

○総務課長（石橋弘道君） 全国類似団体別職員数という指標がございまして、それにつきましては、まず人口

の基準、それから産業構造という基準になりますけれども、そういった中で長南町5,000から１万人の人口、

それから三次産業55％以上という分類になりまして、２の２類という分類になるんですけれども、全国で長南

町と類似団体が92団体ございます。 

  その中で長南町は平均しまして、ちょうど49番目に位置しているということで、ほかの町村のことを言って

申しわけないんですけれども、お隣の睦沢町さんと長柄町さんが、長南町が49で睦沢町が52、長柄町が53とい

うことで、この指数でいくと睦沢町さん、長柄町さんよりも若干ですけれどもいい状態にあるということで、

しかも、全国92類似団体がある中で49ということで中間に位置するということで、それほど逸脱した団体とい

うふうには今は考えていないんですけれども、引き続き行財政改革には取り組んでいきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） 今お聞きしていると人口、産業構造だけで、面積については全然勘案はされていないと
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いうことでよろしいんでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） これはあくまでも国からの類似団体の職員の状況という決められた枠の中での指標

でございます。 

  今、総務課長申し上げましたとおり、一応基準といたしまして、長南町は２の２という分類に属しておりま

す。人口規模が5,000人から１万人の範囲であり、二次、三次産業が80％以上、かつ三次産業が55％以上の部

類にある団体が全国で92団体という中での49位という中で位置づけされていますので、ほぼ中位という形で、

総務課長申し上げましたとおり、その中ではそんなに逸脱していない、ほぼ適正な位置にいるというふうな形

でご理解いただきたいと…… 

〔「面積」と言う人あり〕 

○総務室長（田中英司君） 面積については、これについては特に勘案する必要はないというような形になって

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） 面積について勘案する必要はないという、それは国の指導で勘案する必要がないという

ふうになっているわけですか。 

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） 一応この指標での類似団体というのは面積を勘案しなくてもいいという物差しにな

っていますので、それでよろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） 個人的には面積も当然勘案すべきではないかという感じがいたしますが、それも平均的

な類似団体の、まさに平均的な部分におさまっているということでいいといえばいいのかもしれませんが、ち

ょっと私とすればこの部分は納得できないところです。納得できないところですが、私も必要な数字というの

は持ち合わせておりませんので、それをお伺いするだけにとどめておきます。 

  もう一つ、具体的なことで申しわけないんですが、長南町、区が27行政区ありまして、区長、区長代理さん、

それこそそれぞれいらっしゃるわけですが、区長設置条例に基づくところの区の戸数が27区ある中で非常にば

らばらであるという感じが受けているんですね。 

  これは30年合併された当初からずっとこのまま来ていると思うわけですが、それによりますと、一番多いと

ころですと200先の世帯数がある区があって、少ないところですと50以下の世帯数の区があるんですね。この

差ですと４倍になるわけですけれども、これが一律に区長、区長代理１人ずつ置いて区長手当、区長代理手当

も同額で支給されている。これは私は単純に考えると、非常に大きな区の区長さんから問題じゃないかという

ふうに提案されるようなことかなとも思うんですが、今までこの区の世帯数の割合について問題になったよう

なことはないでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） 今、小幡議員さんおっしゃられたとおり、区長制度から見る行政改革というふうに
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捉えさせていただければいいのかなというふうに感じます。 

現在、この区長設置条例の中で、この区の単位というものは、おおむね大字ごとの集落単位でまとまってお

り、今27つの自治区がございます。 

そんな中で、先ほど町長の話がありましたけれども、長南町のこの自治区については、長生管内トップでご

ざいまして、加入率が実に97.18％ということでぬきんでております。 

そういう中で、この区の関係につきましては、長南町については単なる配布物、あるいは行政刊行物のお願

いだけではなくて、災害等起きた場合には、そういった太いパイプを通じて、台風における状況の被害調査、

そういったものを区長さんと職員で、合同で確認作業をしているというような形で、各地区の災害状況が事細

かに報告され、実務的には大変助かっておるような状況でございます。 

さて、この今おっしゃられた統廃合の関係なんですけれども、今大字で統合されているものは７つの地区が

ございます。笠森・深沢区、須田・米満区、関原・千手堂区、又富・棚毛区、今泉・本台区、岩撫・竹林・茗

荷沢区、最後、小沢・報恩寺・美原台区の７地区が大字で統合されております。そういった中で、今おっしゃ

った、その集落単位というのは今泉・本台区が今現在世帯数57戸と非常に今少ない数値がそこの区。あと、長

南２区のほうで222戸という形で世帯数が一番多いというような状況でございます。 

  これらについての統廃合の関係なんですけれども、それにつきましては、やはり一番優先されるべき事項と

いうのは、地元自治区の気運の高まりだと思います。今までそういった歴史の積み重ねがあると思うんで、そ

れを行政のほうから一方的に、ここの区とここの区、統合しなさいというのはちょっといかがなものかなとい

うようなことで、私どもといたしましては、今までそういった歴史を尊重するという形の中で、もしもそうい

った問題が出ればまた相談とか、そういうふうな形で進めていかなくちゃいけないと思うんですけれども、今

までこういった問題点は起きておりません。 

  したがいまして、そういう中でご理解いただければ、現状維持でのご理解、ご協力という形でよろしくお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） これは当の区のほうから全然問題が出ていないということであるならば、私のほうとし

ても特別に問題にすることもないのかもしれませんが、単純に考えて、長南２区で一番少ないところの４倍の

世帯数を区長が１人、区長代理も含めてですけれども、面倒を見ているというような状態が果たしていいのか

どうかというのは、ちょっと私とすれば疑問に思うところではありますが、最初に申し上げましたように、問

題が出ていないということであるならば、私としては了解いたしました。 

  引き続き行政改革についてはぜひ進めていただきたいと思います。これについては終わりにいたしまして、

時間の関係もありますので、農業政策のほうに移りたいと思います。 

  今年の６月に住民アンケート、これからの長南町の農業に対するアンケート調査を行ったと思いますけれど

も、それに基づいて人・農地プランというのがつくられようとしていると聞いております。その内容について

お答え願いたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 
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  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） それでは、２点目の農業政策で人・農地プランについてのお尋ねでございます。 

  地域農業をめぐる状況を見ますと、農業者の高齢化や後継者不足などにより、耕作者が減少し、農地の崩壊

が進むことが懸念されていることから、既に全農家参加型農業に取り組み、農地の集積、組織づくりを推進し

ているところです。 

  国は施策として、地域農業を守っていくため、将来における集落営農の姿や農地の両方について地域で話し

合い、担い手に集積すべき農地を定め、持続可能な農業を目指す、人・農地プランの策定を推進し、町は補助

事業を受けるために必須となっております。支援者としては、新規就農給付金、農地集積協力金、規模拡大加

算資金の融資などが受けられます。町は人・農地プランを作成していかなければなりませんが、現在、推進し

ている全農家参加型農業を基本に、人・農地プランを作成してまいります。 

作成に当たりましては、農家への周知とアンケートを986世帯の農家に対して実施し、717、約73％の回答を

いただいております。その結果でございますが、約６割が後継者がいないとの回答であり、農業後継者への不

安が明確となりました。地域の将来については、半数以上の方々が高齢化が一層進み、耕作放棄地が増加する

と考えています。また耕作の状況については、当面経営を維持するものの、規模縮小を希望する意向が強く見

られ、集落営農組織の育成や農地の集積を進めていくことが課題であります。 

こうした中で地域農業の将来像を考えると、町が推進している全農家参加型農業の確立が望まれますが、基

本的には既存の営農組合や大規模農家等にも協力を願い、農地を集積し、環境の維持に努めてまいりたいと思

います。 

町のプランについては稲作が中心であり、ハウスなどの施設野菜も少ないことから、町全域を対象とした１

本のプランを策定することとしました。また、プランの内容では、今後の中心となる経営タイプはどこか。離

農する農地の集積は誰がするのか、誰にするのか。あるいは地域農業のあり方をどうするかなどを決めてまい

ります。今後、アンケートの調査をもとに町が素案を作成し、国の定める人・農地プラン検討委員会を設置し

て、プランの審議、検討をいただき、承認を得て、国・県に提出してまいります。人・農地プランの決定は平

成26年２月ごろを予定しております。今後、地域の担い手と話し合いながら、地域に合ったプランを作成して

まいりますので、ご理解いただきたいと思います。 

なお、この関係については、実際にもう既に皆さんのご理解をいただいて、全農家参加型営農組合というよ

うなことで、耕作放棄地をなくすんだということでもう既に進めています。それで、アンケートをやるときか

ら、担当のほうへ何のためやるんだというようなことで、私も厳しくいろいろと話し合いをしました。結論は、

これからいろんな事業をやるのに、補助金をもらうのに、このプランがないともらえないというから、それで

はいけないからやれと。これが実態でございますので、どうかご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） これはもちろん長南町ではなくて、ほかの市町村も同様にプランを立てているかと思い

ますけれども、長南町稲作中心ということではありましたけれども、長南町で特色あるプランというものを何

か考えているかどうか、その点についてお願いします。 
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○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対し答弁を求めます。 

  事業課長、麻生由雄君。 

○事業課長（麻生由雄君） 人・農地プランでございますけれども、長生郡内ですと白子町、それから茂原の全

域ではございませんけれども、茂原の一部地域で人・農地プランのほうを作成しているというふうに伺ってお

ります。 

町の何か特徴はどうなのかということですけれども、町長の答弁にございましたけれども、水稲が中心です

けれども、町のレンコンがございます。レンコン農家につきましても、今後継者が相当心配になっている。実

際に生産している方も高齢化してきております。 

そういったようなことで、組織的に仕事のほうをしていただく。さらにはお米づくりよりも施設整備がそん

なに費用がかからないということで、これからはほかから、一部東京のほうから来てレンコンをつくっている

方もいらっしゃいますけれども、そういったようなことを後継者もほかから呼んででも町のレンコンのほうを

今以上に多くしていきたい。生産地として誇れるような形式にしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） この人・農地プランの原案を作成する前に、地域集落での話し合いということも必要に

なるように、町のホームページでも作成の手順の中に載っていますけれども、この地域集落での話し合いとい

うのは正直私のところにはまだ来ていないんですが、これは進めているんでしょうか、そのことについて。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対し答弁を求めます。 

  農業推進室長、御園生 明君。 

○農業推進室長（御園生 明君） このプランにつきましては、町で素案を作成してまいります。素案ができた

段階で各地域、集落のほうにこの協議のほうをしてまいりたいと思っております。 

  今現在、その素案がまだまとまっておりませんので、素案ができた段階で地域と協議をしてまいりたいと考

えております。地域の捉え方でございますけれども、地域、今、町には４地区ございますが、４地区を対象に

協議をしてまいりたいということで考えております。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） その４地区というのは西、東と豊栄、長南ということで理解してよろしいんですか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  農業推進室長、御園生 明君。 

○農業推進室長（御園生 明君） 今現在、長南、豊栄、西、東で考えております。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） そうすると、町のホームページで見た地域集落での話し合いから人・農地プランを原案

を作成、それから検討委員会での審査ということではなくて、原案をつくって、それを地域で話し合って、さ

らにプラン検討委員会で審査するという流れになるということで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  農業推進室長、御園生 明君。 
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○農業推進室長（御園生 明君） 先ほども今、申し上げましたとおり、素案は町でつくりますので、素案をも

とに集落と担い手、そういう方々と協議をし、その結果を踏まえて検討委員会にかけまして、検討委員会の承

諾を得ていくという形になります。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） その検討委員会の具体的な委員というのは、何か具体的になっておりますでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  農業推進室長、御園生 明君。 

○農業推進室長（御園生 明君） 検討委員会でございますけれども、国の設置要綱では、町の作成した原案の

妥当性を審議していただくということになりますが、承認する機関、今回の組織する機関としましては、組織

員でございますけれども、農業関係団体、関係機関と農業者の方々を10名程度考えております。その中には、

そのうち３割の方は女性を入れるということで組織のほうを考えていきたいと考えておりますが、まだ具体的

な機関、そういうものにはまだ今後検討してまいります。 

○議長（松﨑 勲君） ４番、小幡安信君。 

○４番（小幡安信君） 時間が35分までですね。 

  正直もう少し話を続けたいところではありますが、時間的な都合もありますので、残りの質問については次

回に譲りたいと思います。 

  その農地プランについて、検討委員会もぜひ長南町農業を十分に理解なさっている方に検討委員になってい

ただいて、今後も長南町の農業、それこそ町長、来年勇退なさるということでありますけれども、長南町の農

業はずっと継続しなければならないことだと思います。今後とも町行政として、町の農業の発展のために十分

な検討をお願いしたいと思います。 

  以上で今回の私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松﨑 勲君） これで、４番、小幡安信君の一般質問は終わりました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 加 藤 喜 男 君 

○議長（松﨑 勲君） 次に、７番、加藤喜男君。 

〔７番 加藤喜男君質問席〕 

○７番（加藤喜男君） ７番の加藤喜男でございます。議長のお許しを得ましたので質問をさせていただきま

す。 

  ところで、本日の一般質問の１番目の石井議員の質問に藤見町長は、来年予定される町長選に出馬しないと

いう考えを述べられました。４期16年、町長として過疎化の進む本町を活気づけるために、数々の手腕を発揮

していただいたことは、全町民が知るところでございます。 

  今回の答弁をお聞きしておりましても、すこぶる元気でございまして、今回で退任するということは誠に残

念でございます。もう一回ぐらい出てもいいんじゃないかなと思いますが、二言はないということで、ご苦労

さまでございます。 

  私としましても、職員と在籍した24年間につきましては、先輩として、また町長としてご指導いただき、誠
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にありがとうございました。 

  ところで、現在本町では過疎に起因する農業関係、教育関係と、多くの問題が山積しておりますが、町長が

採用していただいた優秀な職員がたくさんおりますことから、首長がかわっても、差し当っての行政運営には

支障がないと思いますが、本町を取り巻く環境は非常に厳しい状況にありますことから、新たな首長にも期待

をするところでございます。 

  二元代表制の一翼を担う議会としましても、よりよい町をつくっていくために議会の役割、役目を考えるよ

い機会にまたなっております。 

  町長におかれましてはまだ数カ月の在任期間があるわけでございますが、町長の命によって進められており

ます過疎対策検討委員会、学校適正配置検討委員会におきましては、可能であれば就任期間内に上げて、丸く

おさめていただくことがよろしいのではないかと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  町長より今期限りであるとの表明をお聞きしたところでありますが、今回は２つの質問をさせていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、１番目でございますけれども、各種委員会の活動状況の公表についてということで、いつも相変

わらず細かい話で恐縮なんですが、今回は各委員会等の活動状況に関する公表、ＰＲについてお尋ねをしたい

と思います。 

  自治体の多くには委員会や協議会、審議会など、いろいろな会がございます。本町でも付属機関を含めて約

20程度の機関があるかなと思っていますけれども、各委員の方々にはわずかな報酬や費用弁償で、本町のため

にいろいろご尽力をいただいておるわけでございます。 

  そこで、せっかく検討協議、審議等をしていただいているわけですから、その状況についてできる限り公表

をしていただいてはどうかということです。現在、町のホームページ上におきましては、条例に基づく付属機

関であります学校適正配置検討委員会と、法定協議会である地域公共交通活性化協議会及び要綱で定めており

ます過疎化対策検討委員会が公表されていると思っておりますが、さきのとおり、多くの20近くの機関が存在

しておると思いますので、これらの機関の活動状況をその都度、町のホームページで公表してはどうかという

ことでございます。こういう考えがどうかということでご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ７番、加藤議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

  各種委員会の活動について、またその状況を公表したらということでございます。各種委員会の活動につき

ましては、今、加藤さんも申されましたように、町のホームページでは学校の適正配置検討委員会、地域公共

交通活性化協議会、あるいは過疎対策検討委員会については会議録を掲載し、活動状況を公開しているところ

でございます。 

  町の委員会については、ちょっと言葉が悪いんですが、報酬を払っている委員会は30ほどあります。ありま

すので、いろいろと場内で協議を行いまして、情報提供すべき委員会については検討させていただき、各委員

会の活動状況や開催予定あるいは結果、状況が利用者に対して見やすくて探しやすいホームページとして多く

の利用者の皆様に喜んでもらえるように、情報提供ができるように今後検討してまいることがよいと思います。
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私、余りまいりますというと私がいない。まいる、検討してまいることがよいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。 

○７番（加藤喜男君） 前向きの検討していただくということでありがとうございます。 

  ホームページ上、いろいろ違う自治体のホームページ上も見られますから見ておりますと、先ほど町長もお

っしゃったとおりですけれども、会議の名称、開催の日時、場所、誰がやっているか、委員名、出席の状況、

あと傍聴があったかないとか、問題は後のどういうことが話し合われたかということであります。各会議が終

われば、各所管課におきましては、それをまとめて町長のほうにまたこういう状況であったということで決裁

が上がっていくんだと思います。その状況の上がった後に、一部それをコピーでもしてホームページに載せて

いただくということで、よろしくお願いしたいと思います。 

  ホームページもいろいろさっきの過疎化とか、３つ今載せておりますけれども、なかなか見つけにくうござ

います。トップページをあけて、各委員会のどんと表紙があって、それをまた押しますと各委員会が全部出て

くる。また中を押していくとその状況で、いついつ誰が集まって、どういうことをやったということで出てく

るというふうにしていただければ、非常に見やすいかな。 

  また、これを整理することによりまして、委員会はどのぐらい活動しているんだろうというようなことで、

さっきも問題になりましたけれども、余り活動していない委員会もあったりとかということで、毎年最低でも

１回そこに載せることによって、見直し、再考をしてどうしようか、もっと頑張らなくちゃいけないとか要ら

ないとか、いろいろまたそこで知恵が働くものと思われます。ぜひとも今、町長のそういうふうに考えていた

だくようにしていきたいという話がありましたので、ひとつそれはよろしくお願いをしたいと思います。では、

この件はこれで終わります。よろしくお願いいたします。 

  ２点目でございますが、防災訓練の方針と今後についてということでご質問いたします。 

  昭和62年12月17日、11時８分に千葉県九十九里沖で発生したマグニチュード6.7、千葉県東方沖地震ですが、

本町においてもガス管の損傷、水道管の損傷、家屋の損傷といろいろ大きな被害をもたらしたわけであります

が、既に25年も経過したということで、近年、採用した職員については知らないというような状況にも、もう

既になっております。 

町では、災害に備えて平成21年度に自主防災会を立ち上げて、町の防災体制の整備を進めているところでご

ざいますけれども、今年も例年どおり12月になりますと、防災訓練が計画されるのだろうというふうに思いま

す。この訓練も既にもう18回を迎えているものでありまして、分厚い長南町の地域防災計画というのがありま

すが、この中の記載に基づいた防災訓練の項目を取り上げまして、その都度計画して行っておるものと思いま

すが、今年の訓練のプラン、概要が決まっておれば、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ２点目の防災の関係でございますが、訓練の方針と今後についてということでございま

すのでお答えしたいと思います。 

  防災訓練につきましては、平成８年度から毎年12月の第１日曜日を基準日に、関係機関や町民の皆様方のご
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理解とご協力をいただく中で、昨年までに17回ほど実施し、今年度で18回目を迎えるところであります。訓練

内容については、応急救護訓練や初期消火訓練、地震体験車などの住民参加型の体験訓練や、自衛隊による応

急給食訓練、防災資機材の展示、また各地域における危険箇所の確認をするなど、毎年手法を変えて実施して

いるところでございます。 

今年度の防災訓練につきましては、災害における地域コミュニティーの連携を確認していただくことに主眼

を置き、地域や地震などの災害発生時に身の安全が確認できた後に実施することになります。地域で相互に安

否を確認していただき、その情報を代表者の方々に把握していただくことを考えています。その後、想定によ

り建物被害があった方に、各小学校の避難所に避難をお願いし、その安否確認した情報を町で収集する訓練を

考えており、９月末の区長会議において区長さん方に説明申し上げ、ご協力をお願いする予定です。 

災害対策の基本は自助、共助でありますので、今回初めての試みになりますが、地域住民相互に安否を確認

するという共助部分を訓練に取り入れてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  また今年は、自主防災組織をどのように防災訓練に取り入れるかについても一緒に検討しております。自主

防災組織が設立されている地域についても、自主防災組織で加入世帯の安否を確認してもらい、代表者にその

情報を把握していただき、町で情報収集するという同様の訓練に参加してもらうご協力をお願いしたいと考え

ております。 

  なお、自主防災組織については、組織単位で地区ごとに実際の地域コミュニティーを深める中で、年１回以

上の訓練を実施していただくことになっておりますので、各組織はまたそこでも単独に訓練をお願いしたいと

考えておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。 

○７番（加藤喜男君） 大体今年の概要をお聞かせいただきました。ありがとうございます。 

  どうしても18回目になりますと、いろいろなマンネリ化もありますけれども、いろいろ試行錯誤でしてみた

いということもいろいろあるでしょう。今、町長おっしゃった自主防災組織をうまく取り入れてもらって、安

否の確認等をスムーズにできるようにしていく訓練をぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  自主防災組織ですけれども、いろいろいつもの一般質問でもお聞きしておりますけれども、その後の状況で

もし何かふえたとか、変わっていないという変化がもしありましたら、ちょっとお聞かせをいただきたいと思

います。いかがでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） 総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） 今の現在の状況なんですけれども、自主防災組織６団体設立されているということ

で、当初、態野の下、それと地引、三交、市野々区、水沼区、蔵持区、蔵持が一番最近、森川議員さんのお力

添えで設立されて大きいんですけれども、水沼、蔵持はほぼ全域、全区行政区という形で組織で構成されてお

ります。 

  したがいまして今６地域、６つ立ち上がっているというふうな状況で、今町長からお話ございましたとおり、

今回の訓練につきましては、いわゆる初動体制の、まず自分の身の安全が確認されてから、自助から次、共助

に移行する部分という中で、横の連携を図るというような中で、これにつきましては、自主防災組織さん、既
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に立ち上がっているところは、そういうのは常日ごろ年１回訓練ということで、十分な対策が整っておると思

うんですけれども、今回、この訓練、毎年趣向を変えるということで今回初めてでございます。 

  そういった中でその横の連携、この似たような関係につきましては、夏７月ごろに蔵持区自主防災のほうで

一旦やったというふうに聞いていますけれども、それを全区に広げた形で町全域でちょっとやってみる。そう

いった中でまたいろんな反省点が出て、既存の自主防災組織でうまくいっている点が、今度今ある自治区の行

政区の中でうまくいかない場合があるかもしれません。そういった場合にはまたその中で、一応自主防災組織

の上映などもちょっと小学校で今予定ですと考えておりますので、そういったものを見ながら、反省点、やは

りあったほうが、自主防災組織を立ち上げたほうがいいねというふうに地域住民の方が思ってくれれば、それ

にこしたことがないのかなという形で、今６組織のものをさらにふやしていくような形でまいりたいというふ

うに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。 

○７番（加藤喜男君） ６団体で、その後変わっていないということであります。今、田中室長のほうのお話に

もありますとおり、この会が非常に防災訓練、いい機会でありましょう。それで、自主防災組織をいろいろご

尽力していただいて、ふやそうということでやってくれていると思いますが、なかなかこれから多分進まない

のかな。こういう機会を十分利用して、災害が起きてあったほうがよかったなというのがなることもあるんで

すけれども、その前に地域で誰かの音頭取りでどんどんふえていってもらう。もらえるように町も一生懸命、

さらに頑張っていただくということでひとつよろしくお願いをしたいと思います。 

  自主防災隊も今のとおり、自分たちで年１回訓練をするという決まりになっております。訓練をしますとわ

ずかな、少しお金をいただけるんですが、このお金はもうちょっといろいろ基金等もあると思いますので、今

後また見直しをしていただいて、新たにつくるところに対する援助も、本当は援助がなくてもやらなくちゃい

けないんでしょうけれども、少しは導火線で火をつけてやるということで援助、それから訓練をしたときの、

もうちょっと見ていただくとうれしいという、各６団体がそう思っているんじゃないかなと思いますので、ひ

とつよろしくお願いをしたいと思います。 

  それからもう１点、どうかわかりませんけれども、私の発想では中学校の３年生、義務教育最終でございま

して、昔であればこれから就職するというようなこともあった時代でございます。義務教育の最終年を迎える

中学校の３年生程度に一緒に訓練に参加をしていただいて、大人にまじってやる。さらには自分たちの災害が

あった場合に、周りで自分たちのより若い後輩を面倒見るというようなことも勉強していただくというような

ことも必要ではないかなと思うんですが、この辺、中学生のいろいろな学校でも訓練をしているのは承知して

おります。学校のほうでは定期的に年１回か２回、訓練はすると思いますけれども、こういうことも考えてい

ただけるといかがかなと思いますが、その辺お考えがどうか、お聞きします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対し答弁を求めます。 

総務室長、田中英司君。 

○総務室長（田中英司君） 今、加藤議員さんおっしゃられたように、今回の訓練、中学校３年生を参加させて

はどうかというようなことなんですけれども、今、町で実施している防災訓練につきましては、そのほとんど
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が各地区の世帯の代表者の方に参加していただいているのが現状でございます。 

  今、加藤議員さんおっしゃられたとおり、各中学校においても、その防災訓練につきましては、学校授業の

中で随時、防災教育あるいは訓練について平時実施していただいているというようなことを聞いております。 

したがいまして、今回、中学校３年生のお子さまがいる場合には、各、ちょっとご家庭のご判断により、そ

れで、その大人の人たちの訓練の動向を見ていただいて、参加できる人は自主的な形でのご参加をしていただ

くという中で進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ７番、加藤喜男君。 

○７番（加藤喜男君） わかりました。 

  いろいろ児童・生徒が出歩いて事故に遭っても困るので、なかなか難しいところではあると思いますけれど

も、また将来的にも前向きにご検討いただいて、よりよい防災訓練ができて、想定外ということもいろいろ出

てくるわけですけれども、それはさておいて、現状でできる範囲の訓練をして備えるということが大事だと思

いますので、ひとつよろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わりにします。ありがとうございました。 

○議長（松﨑 勲君） これで７番、加藤喜男君の一般質問は終わりました。 

  暫時休憩します。再開は２時10分を予定しております。 

（午後 １時５５分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 森 川 剛 典 君 

○議長（松﨑 勲君） 次に、３番、森川剛典君。 

〔３番 森川剛典君質問席〕 

○３番（森川剛典君） それでは、議長のお許しを得ましたので、３番、森川剛典、一般質問をさせていただき

ます。 

  今日は冒頭から先輩議員の一般質問がありまして、また、町長の今後の姿勢を聞かせていただきまして、非

常に熱い思いの中で、一般質問を伺わせていただきました。 

  日本にオリンピックが招致されるというお話がありまして、非常に明るい話題だということで、これに例え

て、少しこの場でお話させていただくと、６つの公約に対して、藤見町長は金銀銅のメダル、これをとられた

と私は思っております。非常に頑張られたことだと思います。 

  その中で、もう１つ大きな競技もありまして、過疎という競技の中では、これは苦戦を強いられた。そうい

う中で明るい希望ということで、若者定住に対して１つ秘策を出していただけるということです。残任期間も

あるということですので、ぜひ、今後もフルパワーで頑張っていただきたいと思います。 

  それでは、件名として、自然環境の把握について伺います。 

  この質問の趣旨は、長南町にあふれる自然環境をより身近に感じて、長南町を大好きになる人がふえたらい
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いな、という思いを具現化するためには自然環境を把握する住民モニターがいたらよいな、という観点から質

問をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

  十年一昔とよく言いますが、自然環境も、地球温暖化も含めて変化してきています。 

  長南町でもゴルフ場の造成や大型ほ場の整備で、自然環境は大きく変わり、過疎化によっても荒廃地なども

ふえてきて変わってきているところです。 

  しかし、それをどう捉えているのかという疑問から始まっていますが、要は変わってきていることは長年住

んでいる人間にはわかっていますが、客観的な捉え方をしているかということです。 

  例えば、私たちはよく、「子供のころは」と言いますが、皆、子供のころの年代が違うので統一の尺度が必

要だと考えています。 

  長南町では、環境審議会のほうで河川・地下水水質調査、ゴルフ場の農薬調査のほか、放射線の測定などや

有害鳥獣などの捕獲数については毎年把握をしているのでしょうが、５年前、10年前、20年前と比べて、全体

的にどう変化してきているのかということを把握しているかということです。 

  生態系で言えば、植物・動物の生息状況の変化などについては、統一的な調査は実施していないように思え

ます。毎年とは言いませんが、そういう観点が必要だと思います。 

  また、自然環境の調査を行っていくと、意外と観光資源の宝庫になる可能性もあると考えています。 

  例えば、町長はよくご存じかと思うのですが、深沢の留場にはザリガニ、タナゴ、メダカ、沼エビ系統など

がおり、結構捕獲や釣りにきています。 

  また、長福寺の池に生えていたミツガシワが千葉日報で取り上げられたり、絶命危惧種になっているクマガ

イソウも自生している場所もやはりあります。余分に言えば、クジャクも住んでいるし、ウガンダの国鳥、カ

ンムリヅルも住んでおります。カンムリヅルは最近、長南町に帰ってきたそうです。内緒にしております。最

近人気の蛍だけではなく、新しい観光資源も見つかるかもしれません。厳密な調査になるとお金もかかるので、

簡易な調査で行うとか、一番よいのは、住民を巻き込んで、地域の自然に関心を持ってもらうのがよいと思い

ます。 

  また、特に小・中学生に自然観察とか、親しむようにしてもらうことも大事だと考えています。そういう観

点から順を追って質問をさせていただきます。 

  生態系の現状調査について、長南町では自然環境の把握の一環として、生態系について何か把握をしている

もの、しようとしているものがあればお答えをお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） お答えしたいと思います。 

  生態系の現状を調査する要望ということで、担当のほうで答弁書を用意していただいたところですけれども、

質問の要旨の中でも、現在の環境審議会でいろいろな町で調査したもの、水質とかいろいろ調査したものを報

告しておるということは森川さんのほうから申されておりますので、私のほうからは、生態系の調査というよ

うなことで申し上げたいと思いますが、実際言って、本音を申し上げるのならば、今、町ではやっていないと

いうようなことに尽きるのではないか。 
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  ただ、この辺については、蛍の関係で記憶になりますけれども、７、８年、あるいは10年になるかと思いま

すが、実際に蛍の関係を山内のほうの蛍の関係が、今後どういった形で保護していくかということで検討した

際に、町全体もひとつやろうじゃないかということで始めたことでございますが、ただ、残念なことに、今そ

の調査、その当時は蛍の調査隊というような命名を持って、内容はそこまでちょっと細かくは把握しておりま

せんけれども、今、森川さんがおっしゃられたように、一般住民の方々に声をかけて、それで、もちろん無報

酬でございますけれども、興味のある方に蛍の状況を調べてもらって、当時の資料としては、どこへ源氏が、

どこへ平家がどこへということで、つかんだ経緯もありますし、また、そうかといって、その後何年か前にや

めておりますけれども、状況については、調査はいたしておりませんけれども、今現在、私の考えるところで

は蛍については同じく生息して、多い、少ないは別として、当時つくったものはそのままの実態が現地に残さ

れているのが状況だと思います。 

  そういったことで、実際の生態系のものは、環境面では調査はいたしておりません。今やっていますことは、

法律で定められたものだけ。水質の調査等だけやって審議会のほうへご報告をしておるというのが実態でござ

います。 

  おっしゃられたように、将来といっても、近い将来でございますけれども、そういったものの興味をまた、

いろいろとご協力いただける方には呼びかけをするような形をとってですね、調査隊のようなものを、この場

合どういったものを調査するかということについては、先ほど例に出た、森川さんの、私で言うならば、深沢

のお堀やなんかに貴重なものもおるというようなことでございますので、そういった、何をということではな

くして、いずれにしても、検討する中でそういった調査隊を設けてつくっていくことがいいんではないかな、

こんなふうに考えているのが現状でございます。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） 今、生態系については特にというお話を伺いましたが、蛍については山内地先や水沼で

も、最近うちにも蛍がいるなんて自慢しておりますので、その辺についての調査があるかどうか、確認をさせ

ていただきたいのですが。実際にはやられているんですか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  地域整備室長、松坂和俊君。 

○地域整備室長（松坂和俊君） お答えしたいと思います。 

  今、町長のほうからもお話がありましたように、以前はやっておりまして、最後は平成23年度が最後といい

ますか、直近の調査です。 

  その前は、平成20年度、また18年度、ある程度二、三年おきぐらいに、定期的に実施しておりました。 

  以上です。今はやっておりません。 

〔「ホタル調査は全町対象に生息実態は調べているの」と言う人あり〕 

○地域整備室長（松坂和俊君） 蛍調査は全町対象に行いました。現在は、行っていません。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） 蛍も非常に評判になってきておりまして、蛍の地域もいろいろなところでふえてきてい
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ると、水沼あたりで。ですから、やはり、せっかくですから、18年度という声も出ましたので、何年度はこれ

くらい、23年、ふえているか減っているかとか、その辺の把握はぜひしていただきたいと思います。 

  質問が細かく分かれて大変申しわけなかったのですが、それでは、２点目に入って行きます。 

  把握について、定期的な環境報告を行っているかどうか。どのように捉えて、環境報告を行っているかどう

かをお聞きしたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 定期的にどんな報告をしているのかということでございますけれども、町の環境に関す

ることは、町の環境審議会のほうで今のところ報告させていただいておるのが現状でございます。 

  その内容でございますけれども、審議会は年２回開催しまして、１回目は６月に開催し、その年度に行う調

査等の内容でございます。こういったものをしたいということで。11月にまた２回目を開催しまして、調査の

結果、それぞれを審議会に報告。 

  内容は河川、あるいは地下水、工業団地の調整池などの水質調査、それとゴルフ場の農薬調査、それと福島

の関係後、原発事故の関係で放射能の測定などの結果も審議会に。ですから毎年11月ごろ、報告をさせていた

だいております。 

  このほかに役場で実施しております、地球温暖化防止実行計画の活動量、あるいは、有害鳥獣の被害防止対

策の状況、蛍観賞会、あるいは新エネルギーの導入状況、地盤沈下の状況などを審議会で今。これらを全般に

わたってご報告をさせていただいております。 

  これらの調査は継続的に行っているわけですが、毎年の調査結果を報告。委員さんからは前の年と比べ、あ

るいは数年前と比べたらどうなっているんだか、わかるようにしてもらいたいというようなことも要望された

ということで、今後そのように改めていくということで今、担当のほうで処理しているところでございます。 

  以上で終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） 環境審議会のほうで、以上のことについてやっていただいているわけですが、毎年の変

化点の、大きな事業によって変わることがあると思うんですね。前段で言いましたが、例えば長南町では面積

の13％がゴルフ場があるとか、それから田んぼが大型ほ場化したり、これもほぼ大体完成しておりますよね。

それから、圏央道ができてどうなっているのか。地域の、ちょっと聞いたのですが、笠森霊園のやはり結構大

きく山を削りとったというか、整備してなりましたけれども、やはり調整池の機能が今余りない。非常に水が

出ることが多い。調整池が機能していないのか、それとも豪雨かわかりませんが、そういうこともある。そし

て、あそこの開発をしてから蛍がいなくなっちゃったというそんな声が聞こえてきました。 

  ということで、こういう大きな事業が終わった後に、長南町はゴルフ場ができたよとか、そういう変化点に

おいての１つの評価や反省があってもいいかと思うのですが、それについては検証とかしたことがあるかどう

かをお聞きしたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの再質問に対して答弁を求めます。 

  地域整備室長、松坂和俊君。 
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○地域整備室長（松坂和俊君） 森川議員さんについてお答えしたいと思います。 

  今現在は大きな開発、高速道路とかですね、そういった大きな事業をやる前に、いろいろ事前に環境につい

ての調査を行って、その事業が終わりましたら簡単な報告をすることが、平成９年になりますけれども、環境

評価の法律が制定されて、施行されています。 

  町の事業で申しますと、ほ場整備、埴生川Ⅲ期上流地区ということで、規模的には78ヘクタールのほ場整備

ですけれども、これに伴いまして、事前に生態系の調査を行っております。場所は山内、平沢、今、蛍観賞会

をやっている場所なんですけれども、ここに貴重な動植物が多くいるということで調査を実施しまして、要は

保全区域に指定しまして、排水路等の工事につきましては、自然の、環境の保全型の排水整備などを実施した

ところでございます。今までに似たような工法で排水とか整備して、地元で生態系の保全の推進協議会を立ち

上げてもらって、今管理運営のほうをしていただいております。それがホタル観賞会につながっています。 

  圏央道の関係ですけども、当然、高速道路は環境アセスの調査をしております。報告は最終的な事業の環境

の結果報告はまだですけれども、調査をして、工事前に調査したわけですが、工事中につきましては、いろい

ろ貴重な動植物がおりまして、幾つか例を申しますと、インター近くにオオサンショウオが生息しておりまし

たので、その近くに同じような池をつくったということです。これをビオトープと言われております。でまた、

動植物もいろいろ多く生息しておりまして、種類とかどこに移植したかというのは公表していませんが、自然

公園内に移植してございます。 

  そういったことで、調査をして、それなりに環境に配慮をしているということでご理解をいただきたいと思

います。 

  また、笠森霊園につきましては、事業を始めたのが大分前ですので、その辺の調査は十分やってはおりませ

ん。前の調整池の関係につきましては、今現在、地元の農業用水として使用している関係もありまして、地元

の方が配水の放流関係については管理していただいている。そういったことで理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） 町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 松坂室長、苦しい答弁していますけれども、圏央道なんかは国でやることは環境調査は

もちろんして、また、その後も調査をしていろいろな報告をする、機関に報告する。これは義務づけられてい

るわけなんですが、森川さんが質問しておることは、なぜ大規模な開発をしたゴルフ場なんかは、あれはもち

ろんやるときはそういった調査をしております。ただ、それを、その後調査をして、どういう変化があったか、

どういう状況だということは実際にいって、私はやっていないと思います。 

  また、町がいろいろと道路など幹線道路なんかやった際には、そういった調査をしてから工事に入るという

ようなものはそう数多くあるものではない。私としては、調査をしてせいぜい文化財くらいの調査であって、

環境まで調査したというようなことは余り記憶をしておりません。 

  そういったことで、たしかおっしゃるように事業をやる前にはどういった状況だかを調査し、それに支障の

あるものについてはできるだけ支障がないように工事の中で処理をしていく。できるだけあとにマイナス面が

出ないような形で工事を進めるというのがまず第１点。そのやった結果をですね、後で調査をするということ

については、ちょっと不十分な状況である、こんなふうなことが、町の実態だとこんなふうに考えています。 



－98－ 

  それと、笠森の調整池については、四、五年前だったと思いますが、今言ったように農業用水と併用でござ

いまして、沈んだ砂を全部とる工事を何百万かけたと思います。工事をやらせていただいて、しております。

ただ、あそこにも、蛍が前はいたのは当然でございますが、現在いるかどうか、その辺の調査はしておりませ

んけれども、ちょっと珍しい魚なんかもいたなんていうこともありますから、どういった環境状況であるかで

すね、霊園をつくった際に環境調査をやって、こうだったというのは、ちょっと私は見たことが、あるいは聞

いたことがないということですので。その辺を、ゴルフ場もそうなのですが、今後どういうふうに変わってい

くか、これからでも何らかの形で調査をして、何年か一遍にはこういう状況だと、変化がつかめるようにする

ことも、将来の町にとっては必要なことだと、そんなふうに考えておりますので、ぜひ、この辺も検討をする

課題としてお含みいただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） 定期的な環境報告ということに関して、事業の後は、割と弱い調査になっているのかな。 

  ３番目にかかりますので、そこでお話をさせていただきたいと思いますが、やはり長南町の自然環境が、事

前と事後で、それで事後が自然環境だということで、必ずそれをもとに戻せとは言わないですが、やはりそう

いうことを調査をしていくことが必要かな。 

  その中で住民が参加した自然環境の把握について、モニターを募集していくと、いろいろな問題が、あるい

は生態系がわかったり、自然の財産がわかったりすると思いますので、住民レベルでやったらいいのかな。こ

れを公的機関で、あそこにタナゴがいたんで、ミヤコタナゴがいたのかなと。こんなことでやると、専門家を

頼んで物すごくお金がかかるんですが、そういうことに意義があるわけではなくて、住民が自分の自然環境を

どう変わっているか捉える。そういう観点でお願いしたいなと思います。 

  その中で教育長に少しお聞きしたいのですが、やはりその深沢の留場でたまたま捕獲に来ていた方と話した

んですが、今の子供はお母さんがルールだから、やたらに山の中に入ったり野山に入ったりできないよと。学

校のほうでもやたらに自然観察をしろとは言いにくいかと思うのですが、大げさな話になりますけれども、長

柄町からお嫁にきているわけですよ。自然環境をよく知っている方は自然環境がある場所に行っても平然とし

ていられるんですね。ということは、長南町も近郊のことを考えて、やはり自然環境に親しんだ子供を育てる

と、将来、こういう町に自然環境にあふれた町にいてくれると思うわけです。そういう意味で、小・中学生も

自然環境を観察できるよとか、意識を持つ教育などをお願いできないかと思っているのですが、それについて

教育長にご答弁お願いいたします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  教育長、片岡義之君。 

○教育長（片岡義之君） 今、森川議員さんの質問に対して、答えになるかどうかわかりませんけれども、現在、

学校でも教育課程の中で町の自然等も含めて、環境については学習をしています。それが今のように、あるい

は１つのことについて、例えば蛍の生息について継続的に、あるいは調査をし、記録をして考察するというこ

とは行っておりませんけれども、今話が出ましたけれども、今の子供たちは確かに、そのとおりで、自然に親

しむことが少ないということがあります。ちょっとやぶがあったら入らない。ちょっと虫がいたら逃げて歩い
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ている。そういう状況がありますので、できるだけ自然に親しむということは非常に私は大切なことだと思っ

ておりますし、自然観察等通して、できるだけ学校では行っているところであります。 

  今後、森川さんのように、地域の中で、地域の一人として、モニターとかと言いましたけれども、そのよう

な参加する機会があれば、ぜひそういうものに参加していくような、これから指導もしていきたいというふう

に思っています。 

  基本的にそれが一番いいのかなというふうに思います。そしてそれを記録したり、観察したことを学校に持

ち寄って、また学習の場で発表をしてもらって、みんなの中に広げていく。そういうような活動も非常に有効

ではないのかなと思っております。 

  しかし現在のところ、蒔田教育課長が西小にいましたのでその辺の状況はよくわかっていると思いますが、

１つのことについてやはり記録をしていく、観察をしていく、その変化を見ていく、それも非常に大切な子供

の学習の活動だというふうに思っていますので、今後そういう機会があれば、組織ができれば地域の中ででき

れば、地域の一人として子供も参加させていくことも非常に検討していきたいというふうに思います。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） それでは、本来は夏休みの前に宿題でお願いできればですね、子供たちもあったんでし

ょうけれども、今度は冬休みがありますので、冬の野鳥観察で、どのくらい野鳥がいるかとかですね、そうい

うアイデアを出してもらって、長南町の自然をよく知っていただくような教育をお願いしたいと思います。 

  どうでしょうか、町のほうで自然の環境調査、もう１つ言われていたのが山内とかで、環境に配したサンシ

ョウオでしたっけ、ヤモリがいるということで、排水路を木で上がっていけるようなものをつくってくれたわ

けですね。それがあると、多分そのまま生息しているだろうという話が。でも誰も確認していないんですよ。

この間、長福寺でザリガニ釣り大会をやるときに、見に行ったんですが、子供たちで見つけられなかったんで

すね。ですからそういうのはやはりモニターとかいると、このあたりで見ましたとか報告を受けたりできると

思いますので、そういうモニターをぜひつくっていただいきたいと思いますが、それだけ方向性についてのお

考えを答弁お願いいたします。 

○議長（松﨑 勲君） 教育長、片岡義之君。 

○教育長（片岡義之君） 子供たちに今のような環境をきちんと教育していくことが非常に大切なことですので、

そういうモニターのような、先ほど言いました組織として、体験の機会があれば、ぜひこれは検討していきた

いと思います。 

  今、学校では、ザリガニの学習をするのにザリガニが見つからなくて、町バスで、これ、どこに何がいるか

ということは把握していますので、そこまで行ってザリガニを見つけているような状況でありますので、そう

いうことも含めて、自然に参加していけるようなことについては検討してみたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） それではそういう観察が、自然環境の把握が長南町を愛する意識につながっていくとい

うことでよろしくお願いしますということで、終わりにしていきます。 

  それでは、２件目の情報発信について伺います。 
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  情報発信はどの自治体でも行っていますが、長南町では情報を発信したその後に、その効果について検証を

しているのかどうかとちょっと疑問に思うときがありますので、情報発信の思いが弱いかなと思っております。 

  そこで、情報発信力の強化についてお聞きしていきたいと思います。 

  まず、発信方法としては、広報、広報メール、ホームページ、回覧板、防災無線、会議での発言、口コミ等、

加えて、最高級で言えば、以心伝心、そういうものを含めてあると考えられます。情報発信が町民に以心伝心

までいけば非常にいいことだと思うんですが、これはやはり、そう簡単にはいかないと思います。その情報発

信の中で町民に強く伝えたいものとかはないのでしょうか。 

  例えば、イベントの情報ではこれだとか、また、学校の統廃合問題とか、過疎検討委員会の中のものとか。

ただ、ホームページに掲載されてるだけで、力強さを感じない。これは私だけなんでしょうかということで、

情報発信をさらに提示するだけではなく、もう少し効果的、意欲的に行っていただきたいと考えています。 

  空き家バンク等に例をとれば、区長を通じて前回はありましたが、例えば、こういうものを全戸配布して、

住民に今、空き家バンク、空き家を提供していただくことによって、この過疎が解消できるとか、そういうの

をただ出すのではなくて、意思を町で示す、そういうところがちょっと欠けているのかな。町民全部に伝えて

だめなら仕方がないと考えるんですが、そういう意思を持った、町民に向けた以心伝心的に伝わるような情報

発信があればと思うのですが、情報発信について、町長にお聞きいたします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 情報発信について、情報発信力の強化についてということでございますけれども、町の

情報提供につきましては、ホームページでも行っておりますが、利用者に対して、より情報を見やすく、探し

やすく、即時性を必要とするページにつきましては、町でも更新できるように、また、一般の参加を得て作成

していく、みんなのリンク、町のスナップ写真など、平成24年度にリニューアルを行ったところです。 

  利用者の意見等につきましては、ホームページ上で町政へのご意見を設けて、意見等を募っておりますが、

実績としては、平成24年度は14件、25年度は現時点では６件となっております。また、観光案内、イベント、

特産品の紹介などの町の魅力の情報発信につきましては、多くの方に情報提供することができることからホー

ムページの利用が有効であります。町のマスコットキャラクター「ちょな丸」をソーシャルネットワークサー

ビスに参加させるなどを検討し、魅力的に発信力の高いホームページに心がけてまいりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） 私、最近ホームページをよく見させていただいておりますので、一定の評価、よくやっ

ていると思います。で、ホームページの前にちょっとその前に確認しておきたい、細かい質問になるんですけ

れども、町民広報、最近まだたくさんの方に聞いていないので検討してくださいという言い方になりますが、

長南広報は毎月１日にですね、役場から区長さんが持っていく。そうしますと、配布が９月は私は５日に来た

のかな。いつも７日くらいに来るのですが、９月号というのは雑誌の意識なんですけれども、９月号というの

は８月の中旬くらいには出ている。10月１日からのことを載せてあるのだから10月１日には着いたほうがいい

んじゃないかなと意識は持っているんですね。 
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  ただ、広報も工夫はしてあって、９月の１，２，３，４とか前半のことは、前月号に載っていますのでそれ

で見ることができます。ただ、一部影響があるかなと思ったのは、９月３日から18日の行事募集とかあると、

例えば、５日にもらったら３日後に応募してみたら埋まってたとか、そういうことがあるかないかということ

は、あるかもしれませんが、そういう点で、１日号より早いほうがいいと思うんですが、でも理由があると思

うんですね、１日に発行しているという。その辺について、もしわかっていればお聞きしたい。 

○議長（松﨑 勲君） 企画財政室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） ただいまの森川議員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

  広報につきましては、長南町では、毎月１日に発行と申しますか、各区長さんにお願いする日が毎月１日と

いうことでお願いをしております。その関係上で９月１日なら、９月号ということで発行させていただいてお

ります。ほかの町村の発行日等、少し調べてはみましたけれども、例えば、１日発行のところはですね、例え

ば新聞折り込みでやっておりますので、９月１日に折り込みをすればその日に皆さんのお宅に届く、そういっ

たような手法もとられているところもございます。 

  また、例えば、第三水曜日が発行日、あるいは、毎月19日というふうに決めて発行しているところもあるよ

うでございます。 

  長南町がなぜ１日にお配りしているのかということにつきましては、過去からずっとそのような形で広報に

つきましては、１日に各区長さんにお願いするという形できておりますので、現在もそのような形でお願いし

ているという状況でございます。また、区長さんにお願いするには、何か特別にあれば15日でも、ということ

でありますけれども、基本的にはそれぞれの月、１日をお願いをするというふうにしておりますので、そうい

った形で発行させていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） そういうことで１日に発行している意味が特にというふうに伺えませんでしたので、こ

れはぜひ、意識を調査して９月号は９月１日に見れたらいいんじゃないかなという意識が強いと思います。そ

ういうところでご検討していただければと思います。 

  それでは、情報発信の強化、先ほどホームページが出ましたが、そのことについて、情報発信の工夫をして

いただきたいということで、お話を進めさせていただきます。 

  今、人口に対するインターネットの普及率は80％弱まできているそうです。町では今、広報の話ではないで

すが、全戸にパソコンを配って、そちらのほうで広報がわりにしているようなところもあります。そういう時

代です。 

  そういう時代の中で町のホームページ、だんだん見やすくなってきております。一部、こうなったほうがい

いというところはありますが、情報満載で道具として非常にいいと思うんですね。ただ、この欠点というか、

リアルタイムに欠けるところなんですね。ホームページを表示している中で、先ほどおっしゃった情報の件数

もあるのですが、やはり古くなっていったときにどうやって更新するか。これは更新していけばいいというこ

となんですが、やはり住民の声を聞く場合も必要かと思います。リアルタイムはちょっと失礼なんですが、う

ちの町ではないのでお話ししておきますけれども、ある郡内の町村では、町長の部屋に行くと、我が町でもホ
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ームページを開設したので、リアルタイムで情報を提供できるようになったと、そう書いてあるページの月日

が23年の３月になっているんですね。２年以上経過しているんですよ。そういうところを見ると、本当にリア

ルタイムでやっているのかと疑いたくなっちゃうので、本来はどんどん更新していただければと済むことです。 

  その中で、どういうことを提案したいかというと、睦沢町では、ほかの町になりますけれども、フェイスブ

ックというスマートフォン、携帯の中の画面からできるんですけれども、これをつくって「うめ丸くん」とい

う応援団かなんかなんですね。そこに睦沢の情報がいろいろ入っています。お米を今刈り始めたよとか、こう

いうイベントがあるよとか、私行きましたよとか、読者が参加したり、非常にリアルタイムでできます。 

  これは、例えば長南町で花火が上がると、花火があるよ、いつあるの、そういうことができたり、見た人が

花火の写真を投稿したり、これはきれいだねとかですね、アンケートがわりではないのですが、直接そういう

来場した住民や参加者の声を聞けるということで、そういうものを考えていただく。ツイッターとかそういう

ものもあるのですが、とりあえずフェイスブックなどで試していけばよいかと考えているのですが、そういう

ことについてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（松﨑 勲君） 企画財政室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） それでは質問に対してお答えさせていただきます。 

  今、森川議員さんからはリアルタイムということでありましたけれども、なかなか町のホームページのそう

いった最先端と言いますか、進んだホームページ、なかなか更新できていないのが事実でございますが、ちょ

な丸を使って、例えばブログでありますとか、そういったものを使って、今後それには書き込みもできると思

いますので、そういったものを試していきたいというふうに思っております。 

  お答えとして適当かどうかわかりませんけれども、以上でございます。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） その中でちょっと１点聞き忘れたんですけれども、長南町のホームページにこれに関し

てご意見をくださいとかありますよね。あれはどのくらい来るもんなんでしょうか。その数がわかれば教えて

いただきたいのですが。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画財政室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） それではお答えさせていただきます。 

  ただいまのご質問については平成24年度でございますけれども、14件、平成25年度は現時点では６件でござ

います。 

  内容といたしましては、さまざまでございますけれども、工事のときの振動があるのでちょっと何とかして

もらいたいとかですね、あとは、文化遺産の見学できる行事があれば、そういったものを教えてもらいたいと

かですね、あるいは、婚活パーティーのお礼といったもの。あるいは、今年に入ってからですと、体育関係の

イベントの大会のスケジュールを教えてもらえませんか、そういった内容が現在のところ来ております。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） 自分で書いていて話が飛んで申しわけなかったのですが、ホームページから、こちらか
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ら一方的に、これは行政としてですね、情報を統一化して流すということは非常にいいと思うのですが、住民

から返ってくる件数というのは非常に少ないと思うんですね。今、お話があったブログ、ブログもいいと思う

のですが、フェイスブック、こういうのは非常にアクセス数がふえていいと思います。管理も公式のページに

しなくてもいいと私は思うんですね。 

  睦沢の場合は応援団という形で職員でない方が行っているように思えます。確認はしていません。一宮町で

は公式フェイスブックでページをつくってあります。簡単にアクセスしやすいということでのホームページと

フェイスブック、それからツイッターを始めています。 

  たまたま、武雄市というのは有名なところですけれども、フェイスブックは月５万件のアクセス、長南町の

１日300人というと、30日あれば１万件近くになるんですかね。フェイスブックにしたら、アクセス数が300万、

60倍になった。ですから、そういう宣伝効果、あるいは、双方向の場につながりますので、ぜひ、長南町もブ

ログで挑戦してもいいですが、私としてはフェイスブックのもので、飛躍的に長南町の宣伝とかできるように

お願いしたいと思いますが、そういう検討をしていただけるかどうか、お答えを願います。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） これは首長にあると思うんです。私が今、双方で質疑をしていただいているものを伺っ

ていて、よく理解できないんです、私が。その辺がまず、長南町が、その辺が遅れている第一の大きな原因だ

と思います。それで実は職員に聞いている、職員がここにいる職員大部分が聞いていると思うんだけれども、

先立ってこの４月から農業管理センターの職員が１人来たので、これを専門的にやらせることができると。彼

も一生懸命やっておりますけれども、彼に、今、職員に話したことは、若い人がパソコン１つで会社をつくっ

て利益を、億を稼いでいたなんていう時代だから、あれをうまく使わない法がない、町をどんどん宣伝するだ

って、あれに職員がくっついてやったっていいんだから、というような話もしたのですが、あれだという話を

私がしている自体が職員が動けないんですよね。 

  ですから、私としては、先ほど、睦沢の例が出ていますけれども、睦沢さんでは、今の市原町長が、そう得

手でないと思いますけれども、前の御園生さんも得手でしてね、えらい達者でして、よく教えられて、ようあ

んたそんなことやるねと私らは話した。ですから、やっぱし首長がよく理解しているところは何かよそと違っ

て進んでいると思うんです。その辺は、私が全然、この前、誰かさんの質問に全然だめだとお答えしています

ように、まず長南町の遅れというのは私にある。 

  ですけれども、今度については今、常泉さんも、あるいは担当のほうからもいろいろ答弁しておりますよう

に、少なくとも皆さんに肩を並べ、あるいは、場合によってはよその範となるような活用を図っていけるよう

に、ぜひ今後も執行部としてはやっていけるような形をつくっていかれることが、すばらしいことでないかと

思っております。 

  その辺の責任については私であるということで、今後にひとつ、先ほど、森川さんもおっしゃっていたよう

に、全員、多くの方がそういったものに参加できるようにして、多くの方がよかったというようなものができ

るように皆さんの力を、町民にも力を貸していただくような形をとる中で、充実したものにされたらと、そう

考えておりますので、全てが私の知識不足による遅れだということで、１つ今後に期待をしていただいてよろ
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しくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（松﨑 勲君） ３番、森川剛典君。 

○３番（森川剛典君） ありがとうございます。フェイスブックをつくるのに時間がかからないと思いますので、

町長がまだこの長南町は一番いい町になりつつあるとか、一番いい町だとか十分発表していただける場がある

と思いますので、ぜひそういう、長南町はいい町だという発信を今後も続けていただきたいと要望いたしまし

て、私の質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（松﨑 勲君） これで、３番、森川剛典君の一般質問は終わりました。 

  暫時休憩します。 

  再開は３時15分を予定しております。 

（午後 ３時０１分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（松﨑 勲君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１５分） 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 丸 島 な か 君 

○議長（松﨑 勲君） 一般質問を続けます。 

  次に、９番、丸島なか君。 

〔９番 丸島なか君質問席〕 

○９番（丸島なか君） ９番議席の丸島なかでございます。 

 ７月の参議院選挙におきましては、自公連立で政治を前に進めていくのが望ましいとの、多くの方の判断だ

ったのだと思います。公明党大勝利することができました。大変お世話になり、ありがとうございました。こ

れからさらに、まち発展のため、頑張ってまいりますので、皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

  また、先ほど来、皆さんからお話がありましたように、2020年に２度目の東京五輪開催が決定をいたしまし

た。明るい話題で大変喜んでおります。１回目の1964年開催されましたとき、私は中学の１年生でした。その

とき活躍した水泳のシュランダーとか体操のチャスラフスカ、東洋の魔女等々、白黒テレビの前でくぎづけだ

ったのを記憶しております。当時、10月１日に東海道新幹線が開通するなど、新しい時代の幕あけとなりまし

た。今回の五輪も、東日本大震災等で日本は閉塞感が漂っていたわけですけれども、この五輪の招致で一気に

気分が盛り上がった感がいたします。 

  しかし、いまだ30万人近い方たちが避難生活を強いられている状況であります。一日も早い復興と五輪の成

功を期待するものでございます。 

  前置きが大変長くなりましたが、議長よりお許しをいただきましたので、通告順に一般質問をさせていた

だきます。 
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  １点目の子育て支援について、チーパス事業の現状と取り組みについてをお伺いをいたします。 

  千葉県では、現在、企業参画型の子育て支援ということで、昨年の７月から始まりました子育て支援チーパ

ス事業があります。こういうものなんですけれども、ここにカードがございます。県内の中学生以下の子供

さんやまた妊娠中の女性がいる家庭、これは県下約50万世帯が対象でございます。これは優待カードなんで

すけれども、チーパスはもう既に去年の７月から開始されておりますので、個々に配付をされております。

長南町では、452世帯また752名がこのチーパスを持っている数でございます。 

  協賛店、これはチーパスの店、これは提示をすれば、割引などお得なサービスが受けられます。当初約1,700

店の協賛からスタートしたこの事業は、運用開始より１年以上が経過をいたしましたが、現在は約4,000店の

協賛店があるとのことです。子育て支援はもちろん、地域事業の振興を大きく進める景気対策としても、大

きな役割が、大きな効果が認められた兆候だと思います。 

  商店としては、協賛申し込みは無料でございます。県が子育て、家庭の積極利用を目指し、広報活動、また

商店等に協賛ステッカーが提示されているため、子供連れで遠慮なく入れるお店、とアピールができ、販売機

会の拡大にもつながると思います。 

  つまり、チーパスの店、協賛店というんですけれども、になれば、広告宣伝費の自己負担はゼロ、これは100

パーセント県の予算でやってくれます。で、ＰＲが可能ということです。町としてこのチーパス事業の現状に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） ９番、丸島議員さんの質問にお答えします。 

 まず、１点目の子育て支援の関係で、チーパス事業の現状とその取り組みについてということでございます

けれども、チーパスは子育て家庭を支援するため中学生以下のお子様のいる家庭及び妊婦さんのいる家庭でで

きる、利用をいただけるカードです。このカード、チーパスの協賛店で提示すると、割引などいろいろな店独

自のサービスを受けることができます。 

  千葉県の事業として、昨年の７月より実施しておりますが、カードの配付は市町村に委ねられましたので、

町では保育所、幼稚園、小・中学校等で配付させていただいたほか、妊婦さんには母子手帳と合わせてお渡

しをしております。 

  協賛店の勧誘については、千葉県が各商工会議所、商工会を通じて行ったと聞いておりますが、残念なこと

に、本町では１事業者にとどまっておるというのが実情のようでございます。１事業者ということですから、

誰だ、どこだというふうに聞きましたら、新聞店だということでございまして、新聞の勧誘にはどうかなって

思ったんですが、いずれにしても長南の場合は新聞店が１店だと、こういうことでございます。 

  ちょっとしたサービスや温かい一言を通じて、子育てに頑張っている家族を支援していこうというこの事業

には、町としても賛同しております。町内のお店によっては、まだこの事業を知らないお店もあると思います

ので、今後、町からも商工会に働きかけをしまして、周知を図ってまいりたいと思いますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

  以上で答弁を終わります。 
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○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） 答弁ありがとうございます。 

  とりあえず１軒あるというふうに今の答弁でございましたけれども、やめてしまったそうです。 

  長南町は今チーパスをやっているお店は１軒もないという、それが実情ということです。商工会とか商工会

長、商店会長さんなど、声掛けをして積極的にやってほしいと思いますけれども、また子育て中の若いお母

さんたちは、そのように願っているわけです。 

  埼玉県は、10年以上も前からこれを実施しているそうです。私は３人の子育て中のお母さんに聞きました。

そうしましたら、子供さんが目が悪くて、コンタクトレンズを使用しているんだそうですけれども、半年に

一遍は買いかえないといけないっていうことなんだそうです。やっぱり、子供さんの成長によって、いつま

でも同じものをつけてられないということで、このチーパスのお店に行けば１割引きで購入ができるという

ことで、非常に助かっている、またいろんなお店で使えてとても助かっていますっていう、こういうお声を

聞きました。 

  また、子育て支援の充実と商店街の活性化のためにも、ぜひ、力を入れていただきたいと思いますけれども、

もう一度、今の子育て支援側から聞きましたので、商工会の側から前向きな答弁をいただければありがたいな

と思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 今の最後の質問で、商工会の関係でということであれば、私のほうから答弁します。 

  商工会のほうへ、チーパスの配付は学校を通じてやっておりますから漏れなく行っておるし、妊婦について

は、手帳を渡す際にやっていますからこれも漏れはないと思います。 

  そうしますとあとはお店でございますが、お店の券の取り扱いをしていただくには、やっぱり商工会に

協力を得て、それぞれ会員の協力を願うことが一番でございます。また、それが筋道だと思いますので、商

工会のほうに改めてお願いしてまいりたい、こういうふうに考えていますので、その辺をご理解ください。 

  それで今、私も実は、チーパスというのは、チーバスかチーパスかって言ったぐらいですから、初めてで、

バなのかどうかわからなくて聞いたぐらいなんです。と言って、この事業そのものも千葉県でやっているこ

とを存じなかったということで、非常で不勉強であるなと思ったんですが、いずれにしても、知らない人も

いると思います、商店の方々も。そういったことでその辺は周知をすると同時に、商工会のほうと話し合っ

て、それで長南はゼロだっていうことですが、ゼロだとすれば、郡内では茂原が65、あと一番少ないとこは

１つというのが２つぐらいあります。多いところで四、五軒ございます。 

  いずれにしても、長南の人が茂原へ行っても使えるんだということでございます。が、ただ、商工会の発展

のためというか、振興のためにはぜひ町の商店街にも参加していただきたい、こんなふうに考えますので、お

っしゃられるとおりさせていただきますのでご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） 町長さんありがとうございます。 
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  それでですね、チーパスの利用で、子育てがしやすくなると思う。また家計が助かる、またもっと使えると

ころをふやしてという、このような要望が多くありますので、町もしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。また、森田知事もこの事業に力を入れてくれております。協賛店がふえるような知恵を湧かせて、商店が

少しでも活性化するよう、努力をしてほしいと思います。 

  それで、ちょっと耳ざわりだとは思うんですけれども、ちょっとお話しをさせていただきます。 

  ちょっとこういう話がありました。県のやっている事業をなんで町がやらなくちゃいけないのか、町に協賛

店がなくても、どうせ茂原に行って買い物をするからとか、そういう発言を職員の方から聞きました。このよ

うな言葉が出るということは、町が、また商店街が衰退していくのをただ黙って見ているようで、私としては

心から寂しい思いがしました。 

  藤見町長は、活力ある農・商・工業の育成では、商工業の振興については、魅力ある町づくりに努める中で、

商工会を通じて資金、金融に対する利子補給制度や商工業活性化に向けた活気のある商店づくりを目指して

いきますと、このようにありました。 

  また、朝一で石井副議長さんのほうから質問もありました。まちの活性化と題してあったわけですけれども、

少しでも町が活性化のこの取っかかりになればと、このようにも思うわけです。活性化といっても、なかなか

何をどうしていったらいいのかっていうこの難しいものがあると思いますので、このチーパス事業などをとっ

かかりに、活用するという、そういうのもおかしいかもしれませんけれども、皆さんで知恵を出し合いながら、

いい汗を流していただきたいなと、このように思っているところでございます。 

  私は、生まれも育ちも長南町なんですね。愛するそのふるさとだと思っております。商工会にも、町からお

金を出して応援していると思います。このことについて、町長さんや担当課の答弁は求めませんけれども、

どうか、建前だけで終わることのないようにお願いをいたします。また、そういうふうに要望いたしまして、

この質問は終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

  ２点目の出前講座について、お伺いをいたします。 

  出前講座は、住民からの団体やグループの要請により、役場職員が地域に出向いて、町民のここが知りたい、

聞きたい、学びたいということに対して、行政が直接対話する機会を持つことで相互理解につながり、住民と

職員が顔の見える関係で、行政情報や日常の課題を共有することができる場づくりとして、出前講座の役割は

大変大きいと思います。 

  長南町は56項目もの講座があると聞いておりますけれども、大変すばらしいと思います。 

  現在の取り組み状況についてお伺いをさせていただきます。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） お答えします。 

  出前講座の関係につきましては、平成21年度から町内に在住あるいは在勤、在学するおおむね10人以上で構

成される団体の方々を対象に開催をしております。 

  その開催状況は、21年度には５回、６講座。そのようなことで、23年は12回で15講座ということでございま

すけれども、４年の実績を見ますと28回で33講座を実施しておるのが現状でございます。 
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  講座数は、ご質問の要旨にもございましたが、56持っておりまして、その内容は各地区の集会場等にメニュ

ーの一覧ということで張って、備えていただいております。最近は、やっぱり防災に関する講座の希望が多い

というような傾向にあるそうでございます。もちろん講師は、それぞれ担当で課長あるいは室長が行って、各

担当が講師としてやっておるということでございます。 

  なお、また報告書等には、状況がどうであったというようなことは、特にまとめて私のほうへ報告するとい

うような内容にはなっておりませんけれども、地元から出たもので即答のできないもの、あるいは問題のあ

るものについては、それぞれ後で何かの機会に回答申し上げているというのが実情でございます。 

  以上で答弁を終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  私は８月末に大網白里市の出前講座に参加をさせていただきました。そのときの様子をちょっとご紹介をさ

せていただきます。 

  青年館とか集会場ではなく一般の家庭で、10名ほど集まっていらっしゃいまして、講師として女性２名が来

ていました。テーマは、認知症サポーター養成講座ということで、認知症を学び、地域で支えようというこ

の教材が配付されました。これがそのときの教材です。こういうふうになっております。今、式次第もこの

ように配っていただきまして、保健師の方が、１、認知症サポーターとは、２として認知症ヘルパー、３、

認知症への対応について、この３項目を約40分間ぐらいお話ししてくださいまして、もう一人の方が認知症

予防について15分間ぐらい、その後質疑、応答が５分ぐらいありまして、最後に、認知症サポーターキャラ

バンのサポーターの証ということで、これを、オレンジのリングをこれをいただいて帰ってきました。 

  時間はほぼ１時間ぐらいでしたけれども、大網白里市はこの町から市に移行されまして、人口も５万人以上

いらっしゃいますので、長南町とはかなり差がありますけれども、大網白里市の出前講座に参加させていた

だき、中身の濃いすばらしいものがありました。参加していた皆さんの声としては、市の取り組みが見えて

きたとか、またどういう動きをしているかわかってきた、また参加した人やそこにいた人たちは、何かこの

お話を聞いて、講座を聞いて、得をしたような気持ち等々、このようにお話をされていました。 

  また、このグループの方たちは、月１回、月末の日曜日の午前中ということで、いつも決めて行っているそ

うなんです。毎月最後の日曜日の午前中に講師の方を呼んで、そこで10人ほどで勉強しているという、これは

もうずっとやっているそうなんですね。 

  市全体としては、平成24年の６月から平成25年の３月まで、10カ月間だそうですけれども、60回以上の開催

で、1,000人以上の受講者がいたそうです。それだけやっぱり受講者がいるということは、やはり魅力がある

のだと感じました。 

  今までは、どのような周知方法をしていたかというと、先ほどちょっとお話をしてくださいましたけれども

…… 

〔「集会場、集会場」と言う人あり〕 

○９番（丸島なか君） もう１回よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 
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  政策室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） それでは、丸島議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

  今までどのような形で周知をしてきたかというご質問の内容かと思います。 

  これにつきましては、先ほどの町長の答弁の中にもございましたけれども、各集会場に区長さんを通じてメ

ニュー表がございますけれども、そのメニュー表につきまして置いておいて、備えておいていただくというこ

とでございました。 

  それで、今回８月末に配付物がございましたけれども、その中でもまた改めて区長さん宛てに、このメニュ

ー表を添えまして、各地区の集会場等に備えていただきたいということで、お願いをしてございます。現状と

しては以上でございます。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  集会場にメニュー表張ってあるということでございますけれども、私もこの何年か集会場に、青年館に行っ

たことがないものですから、そこにせっかく張ってくれてあっても、しょっちゅう利用されている方はいい

かとも思いますけれども、私もこの何年か集会場には行っていませんので、ちょっとそういう方法だけです

と、ホームページにはありますけれども、ホームページはパソコンのある方で得意な方は見るかもわかりま

せんけれども、長南町は結構年配者が多いものですから、ちょっとなかなか難しいかなとも思います。 

  もう一回、その周知方法について何かございましたら。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） こういったものの周知については、私は集会場に張ってある、公の施設、自分たちの公

の施設でございます。最近では、大分その利用状況が、地元地域としても、地元としても少なくなってきてい

るんですが、でもですね、集会場は区域の方が一番使うところですから、集会場へ張っておくというのが最高

だと思うんです。 

  先ほど質問にもありましたように、ホームページでは私はということですが、その辺は私も全く同じですけ

れども、この前、前の副町長に注意されましたけれども、いろんな不自由な方がいますから、電話連絡すれ

ば聞こえない人もいますし、配付物を配れば老眼鏡でもだめな人もいらっしゃるし、もうこの周知の方法は

いろいろありますけれども、人ひとによって100パーセントというのは非常に難しい。ですから、私は集会場

が最適だと思います。 

  私見たことないということですけれども、旦那さんは非常に見ているんじゃないかと思います。あの区長で、

去年当たり毎日のように集会場に行ってくれてますから、ひとつ、大変失礼な言い方ですけれども、旦那に

よく聞いてみてください。 

  私はもう集会場が一番だ、それ以上のことは、あとは本当に、ほかにどこにもお願いすることはないと思う

んですよね。ですから、各種団体、団体というと一つの集まりなんですが、何かおもしろい団体がありますね。

おもしろいというと、ちょっと表現を訂正しますけれども、ＮＰＯとか何か、いろんなそういった団体でする

といろんな方面から来て、本当にその団体だけのものに、これ一つの例で言っていますからその辺は悪口と思
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わないで。そういった団体でやられるというのは、団体もいいと言っていますけれども、こっちでも講師のほ

うで私、団体をこれどうしようかということ十分検討してですね、集落でやってもらうのが最高だと思います。

あるいは、一般的に長南町の場合、町内の方々がお互いに認め合っておる団体がね、そういったことを指して

の団体だというふうにもご理解いただきたいと思います。 

  周知方については、またいい方法があれば、ご教授いただければと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  もっと皆さんでいい知恵を出して、このまず周知が大事だと思いますので、私も今すぐこれがいいんじゃな

いかってことを言い切れませんので、またよろしくお願いしたいと思います。 

  また、報告書は特に書いてもらっていないとことでありましたけれども、書いてもらうようにすれば、次回

のその参考にもなるし、いいのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  政策室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） それでは、お答えさせていただきます。 

  報告書等は特には作成しておりませんけれども、内容につきまして、質問があった点、そういったものは記

録しておると理解しておりますので、そういったものを整理して、次回のといいますか、同じ講座での、次回

にはよりよい説明の仕方ができるような形で準備できるようにしていきたいというふうに、周知それぞれの課、

室等にもお願いしていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  それで、先ほど、講師は全部課長さんクラスということでお伺いしましたけれども、課長さんよりも、もう

ちょっと若手の中堅の方たちが講師を務められたらよいのではないかなというふうには思います。 

  若手の中堅の方たちの教育の向上にもつながると思いますけれども、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） ただいまの質問に対し答弁を求めます。 

  町長、藤見昌弘君。 

○町長（藤見昌弘君） 実は、一番最初の答弁中に課長、室長、担当と書いてありましたが、私が担当を落とし

ました。そういったことで、担当で、執行部のほうとしては、その講座に参加し、またいろんな形での説明等

もしておるというふうに聞いておりますので、ご理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  若手の方たちがやっぱりやるっていうことになれば、皆さんの前で30分でもお話しをするとなれば、やはり

皆さんの前でお話しするにはそれなりの勉強をしなければ、発表もできないと思いますので、そういう意味に

おきましても、何でも知っている課長さんたちよりも中堅の若手の人たちが担当するような、そういう考え方

もあってもいいのではないかなっていうふうに思って、このようにお話しさせていただきました。 
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  それと、全部で33講座でしたかしら、56項目ある中の33講座っていうふうに聞いたような気がするんですけ

れども、この講座メニューの中で、全く開催されていないメニューもたくさんあるのではないかなというふう

に感じたところでございます。 

  ちょっと私もこの56項目の講座メニューを見せていただいたんですけれども、選挙のあらまし、最近の選挙

の動向についてっていうことで、これが２つ、１つずつ30分ずつとかというふうにはなっているんですけれ

ども、こういうのは１つにしてもいいのではないかな。それからまた、長南町のガス事業についてっていう

のも、これは古いガス管の入れかえについてということと、マイコンメーターの操作方法についてって、こ

れも３つに分かれているんですけれども、こういうのも１つにするとかね、そういうふうにするのもどうな

のかなっていうふうにも思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（松﨑 勲君） 政策室長、常泉秀雄君。 

○企画財政室長兼政策室長（常泉秀雄君） それでは、お答え申し上げます。 

  ただいまご指摘いただいたような関係で、内容について整理して、１つなり、３つを２つなりとか、そうい

ったものができるようであれば、各室長に聞きながら整理していきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（松﨑 勲君） ９番、丸島なか君。 

○９番（丸島なか君） 最後に職員の皆さんにはもっと多くの方たちに、出前講座を活用してもらうように、進

んでそのような場所に参加してもらい、町民と触れ合い、対話をして、安全・安心な住みよい町づくりを、ま

た町民から喜んでもらえる行政を目指して頑張ってもらうことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせて

いただきます。大変ありがとうございました。 

○議長（松﨑 勲君） これで、９番、丸島なか君の一般質問は終わりました。 

―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（松﨑 勲君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  お諮りします。 

  明日13日から17日は、議案調査等のため、休会としたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（松﨑 勲君） 異議なしと認めます。 

  明日13日から17日は、議案調査等のため、休会とすることに決定いたしました。 

  18日は午前９時から会議を開きます。 

  本日はこれで散会とします。 

  どうもご苦労さまでした。 

（午後 ３時４９分） 


