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

◎開議の宣告 

○議長（板倉正勝君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成28年第１回長南町議会定例会第２日目の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎議事日程の報告 

○議長（板倉正勝君） 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（板倉正勝君） 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、ご了承をお願いします。 

  今定例会の一般質問通告者は６人です。質問順位は、通告順に１番から６番までとします。 

  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

答弁をします。質問回数の制限はございませんが、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。 

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

◇ 和 田 和 夫 君 

○議長（板倉正勝君） 通告順に発言を許します。 

  初めに、12番、和田和夫君。 

〔１２番 和田和夫君質問席〕 

○１２番（和田和夫君） 日本共産党の和田和夫です。議長の許可を得て、一般質問をさせていただきます。 

  最初は、小学校の跡地活用でございます。 

  １つ目は、タイケン学園の使用にかかわってでございます。12月議会の全員協議会の中で、町長は小学校の

跡地利用について、学校法人タイケン学園の進出についてお話をされました。４つの小学校をタイケン学園に

無償提供するというもので、その中で幾つかの疑問があり、質問をいたします。順番に質問していきます。 

  １つは、中高一貫校にして360人ずつ、３学年1,080人の生徒の確保ができるのか。生徒が少なくなっている、

それだけの人が確保できるのか、生徒の確保について伺います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） タイケン学園の進出に当たっての学生の確保はできるかどうかと、こういうご質問です

けれども、確かに少子化が進む中で学校の統廃合が進んでおります。そういった中で、新しい中高一貫校がで

きたとしても、生徒が集まるのかどうかという心配は確かにあります。私も一人でも多くの学生が集まってき
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ていただきたいというふうに思っております。おりますけれども、今、1,080名の学生が集まるのかどうか、

確保できるのかどうかというふうに聞かれても、これはなかなか答えづらいことでありまして、今は学園側の

経営手腕に期待するしかないとしか言いようがないわけであります。 

  ですが、２月29日に産官学による協定を締結いたしましたので、これからタイケン学園から生徒募集を含め

ての具体的なお話が聞けるというふうに思っております。そういった中で、ある程度見えてくるのではないの

かなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ２つ目は、生徒の食費３万円の一部を補助してほしいということでした。町では給食

費も払えない子供さんがいるのに、それだけの援助を行うなら、まず町の給食費を払えない子供たちに援助す

べきではないのか。食費の援助についてどう考えているかお答え願います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 学生に対する食費１万円の援助についてのご質問ですけれども、これは全員協議会でも

お話をさせていただきましたけれども、誘致に当たっての条件整備の一つであるわけであります。公的寮費補

助制度の創設ということで、今お話があったように食費分として１人月１万円を援助してほしいというもので

あります。これは今回の進出に向けて協議を進めるための前提の条件でありますので、これは受け入れざるを

得ないというふうに思っております。 

  ですけれども、この制度というものは、長南町に学生を呼び込むための有効な手段の一つでもあるわけです

ので、条件とは別に町としても検討するに値するものではないのかなというふうに思っております。恐らく皆

さん、この１万円補助については財源のことを心配しているんではないかというふうに思いますけれども、人

口がふえれば交付税措置もされるということで、財源的にはそんなに心配はしていないんですが、ただ、学生

の住所異動、これを前提条件にこれは導入していければいいのかなと、そんなふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ３点目は、中学校の校庭すらも芝にまだしていないのに、新設の学園の校庭を芝にす

ることは、町民の理解を得られるとはとても思えません。どのように考えますか、お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） これもテーブルに着くための条件の一つということで、学校のうち、学校施設の中で、

サッカーグラウンドを人工芝に改造するということがあります。これもさっきも言ったように条件ですので、

受け入れざるを得ないというふうに思っております。 

  今、企業を呼ぶ、学校を呼ぶという場合は結構自治体間の競争が激しいんですね。いかにいい条件を出した

ところに、それが受け入れられる環境をつくるということになりますので、これをいい条件を出せるかどうか

がこれからは勝負というふうになってくると思います。 
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  したがって、町としては町の体力を考えながら、できるものであればそれは前向きに検討して学校に来ても

らうと。そういったような選択肢をとったわけであります。そうした中で、町民の皆様には学校の進出による

メリット面を丁寧に説明するなど、ご理解をいただくための努力は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（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ４点目ですけれども、学園の中に、これはまだ仮定ですけれども売店がつくられると、

そこで商品が売られて地元の商店には何のプラスにもならないのではと考えております。進出する学園の中に

売店はつくられるのか、また、地元の商店の活性化と売り上げに貢献をしていくことができるんでしょうか。

お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） タイケン学園の進出によって、学生が本町で生活するわけですから、また教職員が本町

に定住してくれるかもしれないわけでありますので、地元商店にとっては経済効果は期待できるものというふ

うに思っております。 

  そういった中で、ご質問の学園の中に売店ができるのか、できた場合、地元の商店に影響があるのではない

かという質問なんですが、売店がつくられるかどうかは今のところわかりません。わかりませんけれども、も

し今後売店ができたとしても、これはあくまでも消費事象を一部の面で捉えた極小的なものではないかという

ふうに思っております。学生が周辺にある商店街に足を運ぶことは、買い物、飲食などの購買意欲が相乗的に、

次々に発生してくるものと予想しております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 中高一貫校について、タイケン学園は中学校と高校を中高一貫校にしていくというこ

とを述べておりますけれども、中学校の建設は初めてでないのか。広域や通信制、単位制の高校だけだったの

ではないでしょうか。お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今、和田議員さんのご質問、中高一貫教育、この件に関しましては、学校法人

タイケン学園さんのほうでは初めての事業展開ということを伺っております。また、広域の通信制、単位制の

高校、そういった内容については事業展開、生徒数の確保、そういった問題とも絡めて、組み合わせ、そうい

った進捗状況などにもよると思います。今後どのような具体的な経営方針、あるいは教育的、経営的立場にと

って進めるかについては、タイケン学園側のほうのノウハウ、そういったものに期待するしかないと思います。 

  町といたしましては、行政側にとってでき得る限りの最大限のバックアップ、支援体制、そういった体制で

臨んでいきたいというふうに考えております。ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 学校の設置許可は、通常校地、校舎は自己所有が原則ではないのか、お答えください。 
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○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 和田議員さんのご質問、私立学校の設置に関しては、千葉県のほうでは私立学

校の設置許可に関する基準、そういった基準に基づきまして千葉県のほうでこの学校の設置許可はなされるこ

ととなっております。 

  その基準書には、趣旨あるいは学校の名称、立地あるいは規模、施設等、そういった大きい柱の５項目、そ

ういったものをしっかりと基準をクリアすることによって、千葉県のほうから認可がなされ、今一番ご質問の

趣旨は、５番目の施設等の基準に照らし合わせる、自己所有かどうかが判断されることと思います。そこの基

準の中には、第３項のほうには、高等学校、そういった校舎、校地、体育館、そういったものは和田議員さん

おっしゃられたとおり、原則として負担つきまたは借用であってはならない、いわゆる自己所有ですね。そう

いった形でうたわれております。しかし、ただし書きの規定の中には、地方公共団体からの借用であり、20年

以上継続して使用できる権利を取得する場合には、ただし書き規定でもそういったものは許認可がおりるとい

うような内容がうたわれております。そういった中で、基準をどのように解釈して、判断して、解釈していく

のか、それは千葉県側のほうに判断を委ねることとなりますので、ご理解のほうをよろしくお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 今までのことを聞いていて、一番身近な町政は、わかりやすさとサービス精神が重要

だと思いますけれども、町長は昨日の行政報告の中で、タイケン学園及び茂原長生広域圏創生株式会社と長南

町の３者により、産学官協定書を締結したと報告がありました。町が本当にタイケン学園と一緒に町の活性化

を考えているなら、学園と町民が話し合う場を持って、ともに教育の町づくりを考えていくべきだと思います

けれども、どうでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 29日に協定を締結いたしました。これから具体的に学園の進出に向けて協議に入るわけ

であります。したがって、我々もこれまで学園とは一切接点がございません。協定を締結した後に具体的な話

し合いが始まるということであります。したがって、いろいろ協議を進めていく中で、もちろん議会並びに町

民の皆さんのご意見をいただくことも必要なわけでありまして、理解を得ることはもちろん必要なわけであり

ますので、そのための方法として学園からじかに説明を受けたいということであれば、そういった申し入れを

していきたいというふうにも思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） この跡地利用に関して、今までいろんな意見が寄せられていると思いますけれども、

12月議会に話が出された後、各種団体の意見は聞いたのでしょうか。また、どんな意見が出され、対応はどの

ようにしてきたでしょうか、お答えください。 
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○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今までどのような各種団体からの意見を聞いてきたかということですけれども、

現時点ではどの団体にも、この小学校跡地についてどのような意見かというのは伺っておりません。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） これから、意見は聞いていないということですので、12月議会、１月とあったわけで

すから、本当に町民の皆さんは心配をしている。そこのところで早く意見を聞いてほしいと思います。 

  ２つ目のまち・ひと・しごと人口ビジョン総合戦略について伺います。 

  国の定めた総合戦略は、2019年末までの５カ年の計画で予算化がされました。さきの2015年度に実施された

プレミアム商品券事業が限定的、一過性、一時的であったと消極的評価が多くあったのとは、比較すると大き

な違いがあります。 

  しかしながら、このまち・ひと・しごと創生を実現していくためには、中期目標を設定して計画の進捗を図

る、また検証する、検証、改善するなどの視点が求められております。総合戦略は、先進的な取り組みなどを

支援するものとなっております。 

  市町村は２つの事業まで目安とするとありますが、どのような事業を目安にするのかお答えください。また、

今後どのようなスケジュールで進めていこうと考えているのかお答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） まち・ひと・しごと人口ビジョンに基づく総合戦略の具体的なスケジュール、

それと今後どのような展開と。 

  まず、今和田議員さんおっしゃられました、直近の取り組みです。総合戦略をつくって、それを具現化、具

体化して事業を進めていかなくてはいけないということで、ご案内のとおり平成27年度の国の補正予算、昨年

の12月18日に閣議決定を受けて、本年１月20日、約3.3兆円の規模の補正予算が国のほうで成立したところで

す。これを受けまして、地方版総合戦略については先駆性のある取り組み、これが円滑に推進、執行できるよ

うにというような形で、地方創生加速化交付金、こういった名称で国の補正予算額1,000億円、これについて

は10分の10、補助率は100％というような通知で、本年の１月21日に国から正式に文書が届いてございます。 

  町といたしましては、それを受けて具体的に事業執行していくと、いかなければいけないということで、こ

の補助金申請の期間が短い中、事業採択に向けて町としては是が非でもこの補助金を獲得すべく、この申請書

類の磨き上げに努めてまいりました。それで、下調整を国のほうと進めながら、先月ようやく２月17日が期限

ということで何とか間に合いまして提出、補助金申請をしたところでございます。 

  この具体化する事業につきましては、市町村については申請できる事業は２事業までですよというような通

知になってございます。町といたしましては、地方版総合戦略に位置づけされました渡邉辰五郎の記念館事業

ということで2,929万円、それともう一つは町の特産品のＰＲ事業ということで1,800万、事業規模。合計いた

しますと4,729万円ということで事業申請をいたしました。国のほうからの交付決定につきましては３月下旬
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の通知だということで伺っております。 

  この周知につきましては、４月の広報ちょうなんでこの地方版総合戦略の概略のパンフレット、そういった

もの等を周知して図ってまいりたいというような形で今後進め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（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 次に、若い人、特に高校生から30歳ぐらいまでの方の将来の意見を聞くということで、

これからの長南町を背負っていく若い世代の皆さんが、特に高校生から30歳ぐらいまでの方に対して、長南町

の将来をどのように考えているのか聞くことが大切と思います。すぐに実行できなくても、何らかのヒントが

あると思いますので、アンケートを実施する考えがあるのかどうかお答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） この地方版の総合戦略を策定するに当たりまして、昨年の７月９日から７月23

日までの調査機関として、配布枚数1,000人の方、町内、町外、転出者、転入者それぞれ100名ずつ、それと在

住者800名という形で1,000人の方にアンケート調査を実施いたしました。その中で、若者の皆さんの意見もそ

こで十分反映しているような経緯がございます。そういった形で、今後については具体的な意見聴取、そうい

ったものは特に考えておりませんので、どうぞ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（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） アンケートを実施したとのことですが、どのような質問を行って、どういう意見が寄

せられているかお答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） ちなみに、アンケートの結果につきましては、1,000人の方から聴取いたしま

して、回収率は40.9％、409人の方から回答をいただいておると。一般的にはこの統計理論上、回収率35％以

上、上回っておれば、ほぼ大多数の意見が聴取されているというようなことで、その点についてはクリアされ

ているのかなというふうに思われます。 

  実際にその質問の概要なんですけれども、まず長南町の住みやすさはどうなのかということ、それと町の現

状や今後の取り組みについてはどうなのか、あるいはこの働き方についてはどうですかと。それから、町づく

りの今後のキーワードはどういった点が重要なのかと。それと若者の定住促進というような形の中で、若いお

母さん方、出産から育児まで、そういった結婚に関する内容、そういったものを質問して回答をいただいてお

ります。そういったものの意見を反映して、町の強みあるいは弱みは何なのかというようなものを分析して、

それを総合版戦略に反映していると。 

  ちなみに、今言った内容は地方版総合戦略の第４章のところでその結果、将来の展望、それと結果内容をそ

こに記載させていただいております。それで、その中で将来展望に対する、どういった現状認識であるのか、
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あるいは人口減少の克服を目指す取り組みの方向性、そういったものを検証、考察しております。 

  そういったものを踏まえて総合戦略版を完成した54事業という形で、今回は長南町の総合版戦略を策定され

てきたというような形でご理解いただければと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（板倉正勝君） これで12番、和田和夫君の一般質問は終わりました。 

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

◇ 丸 島 な か 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、11番、丸島なか君。 

〔１１番 丸島なか君質問席〕 

○１１番（丸島なか君） 皆様おはようございます。11番議席の丸島でございます。議長のお許しをいただきま

したので、通告順に質問をさせていただきます。 

  まず１点目のふるさと納税についてお伺いいたします。 

  ふるさと納税の制度は2008年から行われており、ふるさと納税の特典として、贈っている特産品などのブラ

ンド化を支援するものでもあり、ふるさと納税をめぐっては自治体が収入増を目指し、寄附者にお礼として特

典を贈る事例がふえております。政府は自治体、地場産業、消費者がいずれも恩恵を受けるこの取り組みに着

目し、地域おこしや雇用創出、人口流出の歯どめになると判断しているようでございます。 

  そこでお聞きをいたします。我が町での今までの実績、また返礼品、寄附金の使途をお伺いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） それでは、丸島議員さんのご質問にお答えいたします。 

  ふるさと納税につきましては、本町でも平成20年度から実施しております。平成26年度までの６年間の実績

は、寄附者が36名、寄附額315万6,000円となっております。平成27年７月からは、これまでの返礼品の還元率

を２割から５割程度に改めました。寄附される方が、また返礼品を選びやすいように複数の品を組み合わせ、

セットとし、また町内の８つのゴルフ場の協力のもとでゴルフ場利用券も返礼品に加えさせていただいたとこ

ろでございます。さらに、寄附者の皆様が直接本町に足を運んでいただけるよう、東部営農組合の枝豆オーナ

ー券も追加をいたしました。 

  ＰＲの方法といたしましては、ふるさと納税のプロモーションビデオをホームページに掲載いたしまして、

今回作成のチラシにつきましては町内のゴルフ場を中心に配布させていただいたところでございます。 

  今年度の平成28年１月現在の申し込み状況は、183名、693万7,000円となっております。本町においては、

特産品はほぼ返礼品に網羅されていると考えられますけれども、現在一宮町の酒造会社の協力を得て、長南町

産のお米、水を使ったお酒を返礼品に追加することを進めております。引き続き、特産品はもちろんのことで

すけれども、幅広く返礼品の発掘にも取り組んでいきたいと考えております。 

  また、現在、寄附金の使途に希望がある場合は任意で申込書に記入していただいておりますけれども、今後



－78－ 

は寄附金の使途をあらかじめ明示することにも取り組んで、町への寄附をアピールしていきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 返礼品もゴルフ場利用券や枝豆オーナー、長南町産のお酒などを新たに加え、件数と

かお金、金額が増加しているということは大変喜ばしいことだと思います。答弁の中にも、特産品、返礼品の

発掘にも取り組んでいくということでしたが、地域を見てみますとまだまだたくさんの特産品が眠っているの

かなというふうに思います。 

  これは昭和の時代ですけれども、日本の名水100選に選ばれた熊野の清水、これは皆さんご存じだと思いま

すけれども、現在の森英介衆議院議員のお父様、父親の森美秀議員が環境庁長官をされているときに視察に来

てくださって認定してくれたというふうに記憶をしております。 

  また、平成14年、県の学校給食部門で最優秀賞を受賞したこの長南丼、長南丼をアレンジしたちょなまる丼

というのも何かあるようなんですけれども、また、長南町の花火は有名なんですけれども、花火のチケットな

どもよいかなというふうに思います。また、寄附をしやすくするために品物をふやすことが非常に大事だと思

いますので、検討していただきたいと思います。 

  ここで手続が面倒だという方に、簡単で便利な申し込み方法があるわけですね。ふるさとチョイスというも

ので、簡単な納税の仕方で一番多くの自治体が利用している、ふるさと納税ポータルサイトというものがあり

ますので、我が町にも組み入れたらいかがでしょうか。ふるさとチョイスの手数料は、初期投資はあるものの

寄附金額の１％、月の使用料としては1,500円くらいとのことですので、こういうことを取り入れたらいかが

でしょうか。そしてまたクレジット支払い、またポイント制度もよいと思いますが、考えを伺います。 

  また、寄附金の使途の明確化ということですけれども、ふるさと納税が始まって８年が経過をするところで

すけれども、本町では先ほど申し込みの際に使途を自由に記入できるということでしたけれども、どのような

使途があったのかお聞かせいただければお願いします。 

  また、寄附金をいただいて、使い道は一切こちらに任せていただきたいということであれば特に必要がない

わけですが、使い道を指定して寄附をしたいという方に対応するため、あるいはこの制度について多くの方に

関心を持っていただくために、各地で特色ある寄附の目的を示した条例が制定されているわけです。特に目的

ということでなくても、他の自治体に寄附をする場合には使い道が選択できるのに、我が町に寄附をしようと

した場合には選択の余地がないということでは、多くは集まらないのでしょうか。また、やる気があるのかと

疑われてしまうかもしれません。早急に実態に合ったメニューを示すべきではと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまのご質問、３点ほどかと思います。 

  まず、１点目の返礼品をふやすことにつきましては、品物をふやすことは寄附の増加につながると思います。

町の魅力が伝わって、また寄附したいと思っていただけるような品物をお礼の品とすることが、継続的な寄附

を呼ぶものだと考えております。お示しいただいた品物も含めまして、皆さんに寄附していただけるような魅



－79－ 

力ある返礼品を考えていきたいと思います。 

  ２点目の、手続が煩わしいということでポータルサイトの利用とクレジットでの支払い、またポイント制度

についてということでございます。寄附手続の利便性を向上するように、寄附の申し込み、またお礼の品の選

択、クレジット決済、３つの機能をあわせ持ったインターネットサイトの契約も今後検討していきたいと考え

ております。また、ポイント制度ですけれども、ポイント制度につきましてはポイントの付与方法とか管理に

ついてルールづくりが必要になってまいりますので、導入に当たっては慎重に検討していきたいと考えており

ます。 

  ３点目の使途の明確化ということでございますけれども、使途の希望について本町ではどのようなことを書

かれていたかということですけれども、使途の希望について特に記載されていないのが実情でございます。寄

附金の使途によって、寄附先の自治体を選んでいらっしゃる方もいると思います。このような方に積極的に寄

附していただけるように、今後は本町の実態に合った寄附金の使途を明示することに取り組んで、町への寄附

を積極的にアピールしてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ふるさと納税がもたらす地域活性化の効果を踏まえて、応援したいと思ってもらえる

工夫が非常に大事であるというところから、ふるさと納税の応用編といいますか、例えばですけれども、昨日

の町長の所信表明の中にもありましたけれども、長南町出身の偉人、渡邉辰五郎氏の記念館建設の実現をアピ

ールし、寄附による協力後押しを求めていくような、そういう方法もあるかとも思います。 

  実際にふるさと納税で施策や事業の実現をアピールして、寄附による協力を求める自治体があります。全国

を見てみますと、静岡県の掛川市では、ＪＲ掛川駅建てかえで目標額を上回る金額が集まったそうです。当初、

ＪＲ掛川駅が耐震化工事のために鉄筋コンクリートづくりで建てかえを予定されていたそうですけれども、市

民の皆さんから新幹線の駅で唯一の木造駅舎を残そうという運動が起こり、市民運動が巻き起こって、寄附は

総工費の一部に充て、特徴的な三角屋根と木造の外観を復元したそうであります。 

  また、広島県では犬の殺処分ゼロを掲げて、予想を上回る金額の協力をいただいて多くの犬が救われたとい

う例も聞いております。これは一例でありますけれども、そういうこともぜひ頭に入れていただいて、ふるさ

と納税をお考えいただいたらいいのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 寄附金の使途をあらかじめ示す場合は、当面は町の実情に合った定住促進とか、子

育て支援、高齢者対策などと事務事業分野ごとの使途を示して、幅広く寄附者にお願いしていく予定でござい

ます。 

  また、個別事業に関して今後寄附を募ることが適切な事業があった場合は、その対応を実施して検討してい

きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 11番、丸島なか君。 
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○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  今、行っているのは個人版ですけれども、今度から企業版も行われるようですけれども、町としてはどのよ

うに取り組もうとしているのかお伺いをいたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 企業版のふるさと納税ということですが、通称企業版ふるさと納税と呼ばれている

この制度は、志のある企業が地方創生を応援できるように平成28年度の税制改正によって創設される制度とな

ります。この制度により、企業が地方創生事業に対する寄附を行った場合は、現行の損金算入措置に加えまし

て、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控除の優遇措置が新たに講じられるというものです。 

  この制度によって町が寄附を受けるには、地方版総合戦略に位置づけられた地方創生事業について、地域再

生計画を策定する。策定して国の認定を受ける必要がございます。町としては、現段階では計画策定について

は未定でございますので、今後計画を策定する場合は本町の魅力や特色を理解し、応援してもらえるような事

業を計画的に位置づけていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。平成14年に日本一に輝いた長崎県平戸市というところがある

んですけれども、このふるさと納税をきっかけに市がすごく活気づいた。また、市民のやればできるという自

信や誇り、寄附者の人たちに喜んでもらえる安全でおいしい野菜をなどなど、ふるさと納税がもたらした変化

は地域を一変したということでお聞きしております。 

  我が長南町の地域創生のためにも、まず行政が知恵を絞って、町民と一体となって頑張っていただきたいと

いうふうに思います。また、真心のご寄附に真心で応える、意を尽くすという意味で、郷土の心を形にするこ

とは非常に大切だと思います。ぜひともご検討を望みます。 

  以上でこの質問を終わります。 

  次に、２点目の健康施策について、健康マイレージについてお伺いをいたします。 

  町民が健康づくりのための健康診断の受診やスポーツ活動への参加といったことについて、１回だけの参加

ということでは余り効果は期待できません。継続して利用される仕組みということが非常に重要だと思います。 

  このようなことから、ポイントをためると特典を利用することができる健康マイレージの取り組みが注目を

されております。町民の健診受診率を上げ、健康づくりに励むことで医療費や介護費の抑制につながるほか、

地域コミュニティーや地域経済の活性化など、町づくりや人づくりにつないでいくことが期待をされるユニー

クな施策です。 

  自治体の健康マイレージ事業の取り組みは、将来の超高齢化社会を見据えた施策の一つとして全国で広がり

つつあります。全国の自治体の事例を参考に、我が町でも導入すべきではないかと思いますが、町の考えをお

伺いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 
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○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、丸島なか議員さんの健康マイレージの町の取り組みについてお答え

を申し上げます。 

  ポイントをため、商品券や商品に還元できるという楽しみがある制度であり、住民の健康意識の高揚のため

に導入する市町村も出てきています。健康の意識の高揚については、周知の方法、勧奨の方法であるとか、町

でできる工夫がまだ残されています。できる工夫をしながら、健康マイレージの導入については、費用、効果、

また長南町の状況に適したものであるか、先進地の例等を参考に調査研究を進めてまいりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 調査研究していくとのことですけれども、ちょっと私も近隣町村の様子を調べさせて

いただいたというか、お聞きをしました。 

  白子町では万歩計を配布して去年の５月から実施しているということで、また28年度から長生村、一宮町で

もポイント制度を導入するようでございます。 

  昨日の平野町長の所信表明を聞いて、大変心強く感じたところでございますけれども、生き生きと元気に暮

らせる町づくりの中で、保健センターを拠点として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

らせる町づくりの推進、また、介護予防事業に力を入れ健康寿命に努めますとの表明のご決意でしたので、も

う一度答弁をお願いできればありがたいです。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） 先ほどこの健康マイレージの取り組みについて近隣の例が出ておりましたが、

その例については私も承知はしております。 

  丸島なか議員さんがおっしゃったように、健康マイレージといってもさまざまなやり方があります。長生村、

一宮町とかの例も出てきましたけれども、ポイント制度を使うというのは同じなんですが、趣旨は全く違いま

す。どちらかといえば、白子町が万歩計を配ってやるというのが健康マイレージの趣旨に、要は住民の健康意

識の高揚のために近いものになるのかなと思いますが、一宮町が行っているのはボランティアのポイント制度

ですので、ポイント制度とは同じですけれどもちょっと違っております。 

  そういった意味で、確かに繰り返しになりますが、ポイントをためて本当に商品にかえられるというのは非

常に取り組みとしてはおもしろい取り組みだと思いますが、まだまだ健康意識の高揚には、まだこういった制

度に頼らなくてもやれる仕事が町としては本当に残されていると思っております。広報の仕方であるとか、勧

誘の仕方、そういったものをもうちょっと工夫を凝らして頑張っていきたいと思いますので、ご理解いただき

たいと思います。 

  調査研究は続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。町民一人一人の豊かな人生と健康長寿実現のために、一日も
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早く実現をしていただければありがたいと思います。 

  話は変わるんですけれども、聞くところによりますと千葉市では、すばらしいと思ったからちょっとお話し

させていただきますけれども、市民にこういった制度を導入する前に、市の職員全員がやはり健康でなくては

ならないというところに着目をして、職員でラジオ体操を週１回、毎週月曜日に行っているということです。

同じことをしたほうがいいというわけではありませんけれども、職員あっての町行政だというふうに思います

ので、職員の皆さんの健康増進のために、こういった千葉市の例に倣って考えることもすごく必要ではないか

と思いますので、参考のためにお伝えさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

  以上で一般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（板倉正勝君） 要望でいいですね、最後ね。 

○１１番（丸島なか君） はい。 

○議長（板倉正勝君） これで11番、丸島なか君の一般質問は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては11時15分を予定しております。 

（午前１０時５８分） 

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

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

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

◇ 加 藤 喜 男 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、９番、加藤喜男君。 

〔９番 加藤喜男君質問席〕 

○９番（加藤喜男君） ９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させていただきます。 

  今回は結婚支援、有害鳥獣対策、学校教育の３つについてお聞きをしたいと思います。 

  まずは、結婚相談事業に関連する婚活パーティーについてお聞きをしたいと思います。 

  現在町では毎年、相当の住民が減少しつつ、大変な状況でございます。このため、町でも諸施策を進めてい

るところですが、遠くない将来には人口の50％以上が65歳以上の高齢者となるという、限界集落ならぬ限界自

治体になることも考えられないことはないということでございます。 

  この中において、諸施策の一環として産業振興課によるいわゆる婚活パーティーが行われております。この

婚活パーティー事業は毎年１回のペースで行われてきたわけでございますけれども、昨年の末に行われました

事業は専門業者に委託する方法で、メーンとなる見合いのパーティーのほかに参加予定者の事前講習とか事後

の対応など、きめ細かな対応がされたようでございます。私も以前に結婚相談員協議会の参与をさせていただ

いた関係から見学に参りました。ここにいる松崎議員さんも一緒に見えておりまして、一緒に見学をさせてい

ただきました。今回は抽せんをしなくてはならないほど希望者が多かったということで、何組かのカップルが

誕生したというふうに聞いております。 

  今回の専門業者によるパーティーの開催の方法、いろいろ大変勉強に、参考になったものと思われますが、

今回民間に委託された経緯や費用、実施状況、成果並びに今後の方針等についてお聞きしたいと思います。よ
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ろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 

  本年度の結婚相談事業でございますけれども、地方創生の交付金をいただきまして業者に委託をさせていた

だき、町の主催で婚活のパーティーを開催させていただいたところでございます。費用は320万程度支出をさ

せていただいたものでございます。また、募集に当たっては、当初定員を男女合わせて60名で募集をかけたと

ころでございますけれども、新聞折り込みなどの宣伝効果から定員を多く上回りまして、163名の参加の希望

がございました。男女合わせてでございますけれども。このようなことから、定員を20名ずつふやしまして、

男女合わせて80名として開催をしたところでございます。 

  当日の成果といたしましては、カップルの数は15組、30名となりますけれども、当日成立したところでござ

います。また、その１週間後には、成立したカップルを対象に町内のゴルフ場でカップルミーティングを開催

させていただき、15名のカップルの中から６名の参加をいただいたところでございます。 

  パーティーの、今後どのような方針かということもございますけれども、近年の結婚相談の成果についてで

ございますけれども、パーティーではカップルは数組成立いたしますけれども、そのうち成婚に至った組数で

ございますけれども、平成15年から記録にある中では７組にとどまっているところでございます。成果として

は良好であるとは言いがたいような状況であると考えておるところでございます。 

  新年度におきましては、例年同様の予算を要求させていただいておるところでございます。従前のとおり、

今年度は町主催で行わせていただきましたけれども、新年度におきましては町の結婚相談員協議会の相談員さ

んの皆様の企画によりまして、主催によりまして、事業の実施を引き続きお願いしたいなと考えているところ

でございます。 

  今後ですけれども、結婚相談事業につきましては、成果等も考えまして、実績からも考えまして、町結婚相

談員協議会において事業の評価をしていただきまして、見直しするところや存続の是非についても検討をお願

いしたいなと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 320万を交付金から使ったということで、結構な金額であったということであります。

いろいろな見学させていただいて、先方のスタッフはいろいろたくさんおりましたし、いろいろな芸能人風の

アトラクションがあったりして、結構かかるなということでありました。 

  この中から15組30名で、結局６名がまた後のミーティングに来たということで、15組が何とかうまくいって

くれれば320万使った価値もあるかなというようなことを思うわけでありますけれども、また今年の予算が、

年１回で結婚相談員に任せるということでありますが、私は前から、結婚相談員さんがやっても町がやっても

よろしいんですが、金額は別としまして最低年２回ぐらいは、今後存続の問題も話は聞きましたが、２回ぐら

いはやってもらいたいなという感じがあるんですが、なかなか成果が結びつきませんが、こういうことをやっ

ているということは、過疎の指定を受けている本町にとっては大事なことじゃないかと思いますけれども、町
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長、この辺どうですか。２回ぐらいはやってもらいたいというような感じを思いませんか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 婚活パーティーは恐らく、今の現代社会において、男女の出会いの場が極端に減ってき

ているということからこういう婚活パーティーというのが出てきたと思うんです。ですが、この婚活パーティ

ーは数多くこなせばいいということじゃないと思うので、確かに婚活パーティーも必要なんですけれども、も

っとほかに男女の出会う場、例えば昔は青年学級でしたか、いろんな組織、グループがあって、その場で男女

一緒になっていろんな活動をした、そういう場があったんですね。今そういった若い男女が一緒になって行動

するという機会が余りにもないような気がする。ですので、そういう出会いの場を何とかつくっていったらい

いんじゃないかというふうには思っています。 

  とはいっても、婚活パーティーはそれなりに必要だと思っておりますので、最低でも年１回は実施していけ

ればいいのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） そうですね。出会いの場をたくさん、いろいろ変えてつくっていくということは大事な

ことだと思います。また、この辺町長にも知恵を出していただいて、ご検討いただきたいとは思いますけれど

も、今年度の予算はお幾らでしたか。 

○議長（板倉正勝君） 産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 今年度、予算的には補助金として結婚相談員協議会に支出をさせていただきた

いと思っておりまして、15万円ほどの補助金の要求をさせていただいております。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） これは15万円で婚活パーティーを企画、プランしてもらうということでしょうね。わか

りました。 

  15万円と320万円、よほどかけ離れておりますけれども、もうちょっと知恵も出してもらえるんでしょうけ

れども、増額してもいいんじゃないかなというようなことを町長にお願いしたいのと、今回はいいでしょうけ

れども。 

  ２回と言っていますのは、複数回というのは、年に１回会うというわけではあれなんですが、２回やります

と、前回会いましたねとか、そういう記憶がまだ残っている段階で、少しはコミュニケーションがとりやすい

のかなということで、基本的にはこういう見える方は大体シャイな方が多いだろうと思うんですけれども、そ

ういうことで回数を重ねてくれると、密度を多くするとまたそれなりの出会いの場が、コミュニケーションが

図れるんじゃないかなということで、そういう要望をしておるところでございます。 

  それから、以前も言っているんですけれども、この結婚相談事業は農家の後継ぎのお嫁さんを云々というこ

とで、所管課が産業振興課、今岩﨑さんのほうでやっておるわけですけれども、これはもう農業の問題ではな

くなったということで、町長にお願いしたいのは、所管課を企画のほうへでも持ってきてもいいんじゃないか

なということで、またご検討をお願いをしたいと思いましてこの質問は終わります。 
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○議長（板倉正勝君） これは要望ね。 

○９番（加藤喜男君） はい。 

  次に、これにまた関係するわけでございますけれども、結婚を取りまとめた仲介者、昔でいえば仲人ですけ

れども、この仲人に奨励金を与える、謝礼を出すというような事業を行ったらどうかというような考えをお示

しして、お聞きするということでございます。この関係につきましては、前藤見町長の時代だったと思います

が、お聞きしたところでありますけれども、引き合わせにご尽力いただき、さらに無事にゴールインしたとい

うような暁には仲介者に何がしかの奨励金を出す制度がいかがなものかということでございます。 

  日本各地にこの制度がだんだん出てきておりますが、奨励金の呼び名としましては、例えばですけれども縁

結び奨励金、結婚仲介金、結婚仲介報奨金、縁結び活動奨励金、縁結び奨励金、このほかにもいろいろな名称

があるわけですけれども、調べてみますと、報奨額ですが、山梨県の小菅村は20万円、山形県朝日町も20万、

大分県の豊後高田市は10万円とか、あと北海道の町では５万円だけれども、農業従事に関係する人が成約する

と倍とかですね、10万円という意味ですけれども。大分、兵庫、ほか田舎のほうでは報奨金を出してやってお

る自治体がふえてまいりました。 

  実施に当たりましては、誰でもいいという方法もあるんでしょうが、自治体に私がそういうことをやってみ

たいということで登録をしていただいて、その登録していただいた人が成約、無事いった場合には報奨金を与

えるというような考えをやっている自治体があります。本町でもこういうご時世ですから、十分検討する価値

があると思いますが、町のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、ただいまのご質問に答弁させていただきます。 

  結婚につきましては、社会環境の変化によってライフスタイルが多様化していることもありまして、本人の

努力だけでなく男女の出会いから結婚に至るまで社会全体で支援することが必要になってきているところでご

ざいます。 

  過疎化の進む地域では、結婚をまとめた仲人に奨励金を出す制度を設けるところが出ているということです。

今お話があったとおりでございます。この制度は、結婚を仲介した方に対して報奨金として自治体から５万円

とか10万円程度が支払われると。条件としては、夫婦は結婚後３年から５年などの定住を条件とすることや、

また40歳以下など年齢制限を設けているところもあるということでお聞きしております。 

  仲人のような活動は、本来報奨の目的でない自発的なボランティアの活動だというイメージをしているとこ

ろでございます。また、現在の若者につきましては、結婚相手を仲介される場合ですけれども、プライベート

を干渉されるとか、仲介されて自分と合わない方であるとお断りするのに後腐れになるとか、また、これはあ

るかどうか、結婚後に長くおつき合いが必要になって負担になるとか、そういう理由があって世話好きの方た

ちを敬遠する傾向があるということも聞いております。 

  そのようなことから、制度を導入している自治体の成果を、状況を見させていただいて、本町にも有効な手

段であるかどうか考えさせていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 
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○９番（加藤喜男君） 十分また勉強をして、調査をして、またもしこれがほかでもうまくいくという事例があ

ったりすれば何がしかの役に立てばよろしいと思いますので、十分またご検討をお願いしたいと思います。 

  この質問はこれで終わります。 

  次に、有害鳥獣の関係でございますが、最近、町では鹿の一種であるキョンというんですか、の捕獲の依頼

の通知を町の有資格者に出しております。イノシシ以外にも、またキョンの影響が出始めてくるんだろうと思

います。伊豆大島ではキョンが余りにも出過ぎて人口を超しちゃっているということで、今頭を悩ませておる

ということのようでございます。 

  現在、町では狩猟の免許の有資格者をふやすべく、資格試験の受験料に補助金を交付して、全額かな、おり

ます。ここの議員さんの中でも免許をお持ちの方もいらっしゃいますけれども、大きなキョン、キョンはあれ

ですけれども、イノシシ等が箱わなとかくくりわなとかにかかりますと、最後はライフル銃のようなもので息

の根を止めないと次のほうに進まないということで、そういう作業をするわけでございます。このため、第１

種銃猟といいまして、拳銃、ライフルを撃てる人の数が大変気になるところでございますけれども、所管課の

ほうにお聞きしましたら、本町で現在そういうイノシシ等を猟銃で止められる人は６名ぐらいおると。６名し

かいないというようなことで、若干違うかもしれませんけれども、６名というふうに聞いたと思います。年齢

をお聞きしますと、41、62、64、68、69、80ということで、41歳の方はまだ若いですけれども、80歳の方もい

らっしゃるということであります。 

  町が、先ほどの補助金を出して、いろいろ４種類の資格を取れる補助金を出しておりますけれども、この中

に銃の免許の補助金もあるんですが、今まで多分、最近銃の免許を取った人は本町にはいないのかなというこ

とと思っております。今後ますますふえるであろうイノシシ、キョンに対して、捕まえるのも重要ですが、捕

まえた後の処理ができないと困ってしまいます。 

  そこで、銃を購入するときに、町から何がしかの補助金を出せる制度を考えて、このライフルの免許を、も

っと保持者をふやす方向に検討も必要ではないかと思いますが、町の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 猟銃の購入に対する補助金をという話ですけれども、今、加藤議員がおっしゃったよう

に、猟友会のメンバーのうち現在５名の方に町のわな猟で捕獲されたイノシシの銃による止めをお願いしてお

ります。 

  猟友会のメンバーの方々も、先ほどお話がありましたけれども高齢化が進んでいるため、町は後継者の育成

を目的に現在狩猟に対する資格試験、講習会等の経費に助成を行っているところであります。こうした状況の

中で、最近は若い方も野生獣の対策に関心を持っていただいておるということで、銃の有資格者も来年度には

若干ふえるんではないかというふうに思っています。 

  そういった中で、先ほどの質問の猟銃の購入に対しましては、これは止めをすると１頭5,000円のお礼をさ

せていただいています。ですので、銃の購入に対する助成をするのか、またこのお礼に若干上乗せをしていく

か、ここは議論の分かれるところですので、この猟銃の購入に対しましては猟友会を交えながら、近隣市町村

等と慎重に検討をしていきたいというふうに思っています。 
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  また、ハンターの育成についてですけれども、これは３町のイノシシ対策協議会というものがありまして、

こういう中で協議をしているところですけれども、今後も長生郡市猟友会をはじめ県猟友会、千葉県等とも協

議をする中で進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 銃を持っている人から聞きますと、大体１丁普通のあれで20万ぐらいだろうというよう

な話がありました。町長のおっしゃるとおり銃の購入に補助をするか、あとはその成果に対して5,000円今お

支払いということで了解しておりますけれども、それを少しアップするとか、いろいろな方法で前向きに考え

ていてくれておりますのでよろしいんですが、ハンターをふやすということをぜひとも今後も考えていただい

て、捕まったけれども絞められなかったというのも困りますので、ひとつその辺検討をまたよろしくお願いし

たいと思います。ありがとうございました。 

  最後の質問をいたします。 

  次には、学校教育関係について教育長にお伺いをしたいと思います。教育長には、学校教育についていろい

ろお聞きしたいことはたくさんあるんでございますが、今回は町の補助事業でありますキラリ輝く長南っ子事

業の状況についてお伺いするものであります。 

  そもそもこの事業は、先々代の町長時代に子供の夢を育む事業として始められたわけでありまして、20年近

辺が過ぎまして、当初は小学校、中学校に一律100万円ずつと年間500万の補助をしたわけであります。通算し

ますと、１億はいかないまでも相当な金額が学校のほうに注がれたということです。この補助金の使用の方法

については、各学校の裁量に多分任されておったというふうに記憶しておりますが、このような大盤振る舞い

の例は多分近隣の市町村にはそんなにないだろうと思ってまたお聞きしますが、ないと思っております。 

  毎年議会に提出される教育委員会の点検評価というのが配られて、説明は受けませんからもらって見ない方

もいらっしゃるかもしれませんけれども、平成20年度以降を拝見しますと、余り古いものは私も持っておりま

せんので、高評価、いいなというような評価も当然なくてはいけません。ありますが、マンネリ化をしている

んじゃないかと。マンネリ化しないようにしなさいよというような有識者などの報告も実際あったわけであり

ます。 

  このために、平成23年度からはリニューアルしまして、漢字の日本一をメーンに「目指せ漢字日本一」とう

たってございますか、メーンに本物の芸術鑑賞だとか芝原人形づくり、紅花染め、袖凧づくりなどを行ってき

ておるようであります。その事業がキラリ輝く長南っ子事業だと思いますけれども。 

  さきに申しましたとおり、補助金の活用の方法は、現在はちょっと違ったかもしれませんけれども、学校の

裁量に任されておって当初100万円が渡ったというようなことで、風の便りに聞いたりしますと、学校もこの

事業を開始当時は喜んだかもしれませんが、だんだんやることが狭まってきまして、先生方も結構労を多くし

て大変なことになっちゃうなというようなことで、変なことを言えばありがた迷惑と、そこまでもいかないで

しょうけれども、そういうようなことも風の便りで聞いたこともございます。 

  いずれにしましても、ほかの町から本町に来た先生の何人かに聞きますと、長南町は本当に金が裕福で、買

うものも紙とか買えるんだと。うちの町のところはもう裏面を使ったり、いろいろ大変なことをやってきたん
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だよというような話がありまして、非常に本町は教育に対する金の使い方が多いということで、いい面なんで

しょうけれども、そういう状況だということです。 

  平成23年度から始めた「目指せ漢字日本一」とうたった漢字検定の取り組みには誠によい事業であるなとい

う、私は個人的には評価させてもらうんですが、ほかの事業もこれはもうマンネリ化をして、事業の見直しを

したらどうかなというようなことも考えた結果、漢字検定は非常に僕はよろしいと思いますが、ひとまずこの

事業は終わりにしたらどうかと。今回町長の所信で、キラリ輝くがまたのっておるわけですけれども、学校の

統合を機にここで一回見直しをして、ひとまずこの事業を終わってはどうかなと思いまして、教育長のお考え

をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） お答え申し上げます。 

  受け持った子供にほかの地域には負けない最上の教育をしたいという思いは、私たち教師の強い願いにもか

かわらず、限られた時間や予算の中ではその実現はなかなか難しい面がございます。 

  しかし、本町の夢を育む事業、キラリ輝く事業は、町行政による理解と確かな財政支援のもとに長い間特色

ある学習が展開されてまいりました。そして、この事業は他市町村の教育関係者や教師の間ではうらやましさ

を持って語られ、今や県下にも誇れる本町独自の特色ある事業になっております。 

  企画推進に当たっては、学力のさらなる充実を期するもの、ふだんではできない学習、一流や最先端に触れ

る、全校の子供がかかわれるなどのコンセプトをもとに進められております。さらに、袖凧、芝原人形、紅花

染めなどの伝統文化継承の学習は、長南町が大好きで、町を誇りに思える子供を育てるすぐれたユニークな学

習として、本事業の意義をさらに高めるものとなっております。 

  マンネリ化と事業終了へのご質問でございますが、子供の実態や効果をさらに高めるための検討は必要と考

えますが、事業内容それぞれが本町の特色をあらわすものであり、成果も報告されております。長年にわたる

特別な財政措置は、学校教育への地域の皆様方の大きな期待と考えております。他の地域に誇れる本町だけの

貴重な教育事業であることを踏まえ、本事業のさらなる充実、推進を期していきたいと考えておりますので、

一層のご理解とご支援を賜りたいと存じます。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ありがとうございました。 

  お金を出すから使えと、何でもいいよというような時代もありましたが、最近はそうでもないということで

よろしいんですが、補助するのはやぶさかでないと思いますが、学校のほうからこれをどうしてもしたいんだ

と、この事業をすることによって立派な日本人ができるよということであれば、町は十分、町長も金を出しま

しょうというようなことでいいかと思いますね。ですから、学校から事業をつくってこれをやらせてくれとい

うような方向に変えていただいて、今は変わっているのかもしれませんけれども変えていただいて、それを十

分審議、吟味させていただいて町は補助するというようなことであればよろしいのかなというような気がして

おるところでございます。 

  そこで、先ほども話しましたが、この事業の中で私が喜んでおるのは漢字検定がされておるということで、
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ただ、漢字検定もいろいろな状況でされておると思いますから、もうちょっと詳しく、漢字検定に限りまして、

限定しまして、状況をいつごろとか、どういう状況でどうなっているというのがもしご説明いただければお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 現在、子供たちにはこのテキストを持たせて学習しております。平成23年度からこの

事業になったというふうに聞いております。目指せ漢字日本一ということで、学習意欲の高揚と基礎学力の確

実な定着を図るという目標があるというふうに聞いております。 

  10級から１級まで12ステップございます。そして小学校の１年生が10級、５年生、６年生が５級、中学生は

４級程度ということで目標の程度が決まっております。これに各子供たちが努力して検定試験にチャレンジす

るわけでございますが、小学校では77％の子供が学年相当の力を持っているということで認定されております。

また、中学校の子供たちにつきましては50％以上の力を持っているということで報告を受けております。各学

年相当以上のものにチャレンジする子どもたちも多くて、特に高学年におきましては、小学校では４級、３級

も持っておるし、中学校では３級、準２級、２級と上のほうのクラスを認定されておる子供も多数おります。 

  ある種、意欲のある子供については物すごくチャレンジする、すばらしいシステムだというふうに考えてお

りまして、子供たちも自分の努力が目に見える形で返るこのシステムについては大変好評であるというふうに

聞いております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ありがとうございました。一部の先生方というか、課長にお聞きした感じでは、父兄も

全員が賛成でもないというような形の父兄もいるというような形がありますけれども、日本人において漢字を

学ばせることは一番大事なことでありまして、日本の文化を継承するにはまずは日本語をちゃんと学ばせると。

歴史もそうですが、一番大事な話であると思いますが、これは特別にこの受検に際して、時間を割いて先生方

が、教師側が指導する時間というのは何かとってあるんでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁をお願いします。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 各学校、設定している場所は違うかと思いますが、朝の15分の時間にやるとか、放課

後の帰るまでの間にやるとか、学校によって多少の違いがありますが、学校で基本的に教師が子供について指

導するところに、この効果をあらわすための一つの大切な点があるというふうに考えております。そういう意

味では、各学校とも一生懸命やってくださっているというふうに考えております。 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） よくわかりました。教師の方、教諭の方、全て漢字の指導はできるわけですからね。全

ての教科において一番大事な日本の言語を守るということで、今後もひとつ尽力していただいて、立派な日本

人をつくることをお願いしまして私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（板倉正勝君） これで９番、加藤喜男君の一般質問は終わりました。 
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  ここで暫時休憩とします。再開につきましては午後１時を予定しております。 

（午前１１時５４分） 

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

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

◇ 岩 瀬 康 陽 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、１番、岩瀬康陽君。 

〔１番 岩瀬康陽君質問席〕 

○１番（岩瀬康陽君） １番議員の岩瀬です。 

  それでは、議長のお許しを得ましたので、通告に従い質問させていただきます。それこそ昼食後の睡魔が襲

う時間ではありますけれども、眠気を吹き飛ばすようなすばらしい答弁をお願いします。 

  それでは、まず小学校閉校後の跡地活用について伺いたいと思います。これは午前中の和田議員のほうから

質問等ございましたけれども、一部内容が重複する箇所もあるかと思いますけれども、ひとつよろしくご答弁

願います。 

  さて、皆さんもご存じのとおり、我が国は少子化の進展によりまして多くの自治体で小学校、中学校廃校が

非常にふえております。ちなみに平成26年５月１日時点の文科省の調査によりますと、全国の公立の小学校、

中学校、高校などにおきまして、平成24年度が598校、そして25年度に482校が廃校していると公表しておりま

す。その中で、平成14年度から平成25年度までに何と5,801校が廃止されております。そのうちの5,100校の学

校施設が現存しております。この現存する学校施設におきまして活用されている施設、約70％、3,587校に上

るそうです。その中で活用法といたしましては、体育館、それから公民館、老人ホーム、体験交流施設等々と

して活用されているとのことです。本県におきましても、昨年の12月、南房総のほうの鋸南町、そこの町立保

田小学校が、皆さんもご存じだと思いますけれども道の駅保田小学校として新たに生まれ変わりまして、地元

から地域活性化の拠点として大きな期待が寄せられているところです。 

  このように、学校施設は地域住民の身近な公共施設であるとともに、自治体や住民の重要な財産、資産であ

りまして、地域活性化や住民福祉の面からも廃校後の有効活用を官民共同により十分検討していく、これがま

ず肝要でないかと私は考えております。 

  本町におきましても来年の４月から４小学校が統合されまして、小中一貫型校ですか、その小学校が開校い

たします。この開校に合わせて、現在の４小学校が閉校となりますので、閉校後の教育施設を含めた跡地の活

用が重要になっております。このため、議会におきましても、昨年の10月末に議会としての有効活用を検討す

るため、廃校活用の先進事例であります京都府の綾部市と京都市の視察を実施しまして、昨年の第４回定例会

で調査報告を行ったところであります。 

  いずれにいたしましても、本町一度に４校の閉校ですので、各施設の立地、また環境条件及び施設の整備状

況等々を総合的に勘案しながら、それこそ住民の意見も参考にして町が活性化し、住民にプラスとなる、そう

いうふうな有効な活用方法が策定されることを私としては希求いたします。 



－91－ 

  そこで伺います。本町におきましても一昨年ですか、役場内にこの跡地活用のための検討会を設置しまして

検討してきたとのことですけれども、どのような視点で検討して、その結果はどうなったのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） それでは、小学校跡地の活用検討委員会、どうだったのかということでござい

ます。 

  岩瀬議員さんがおっしゃられたとおり、この小学校跡地活用につきましては役場の庁内に長南町立の小学校

跡地活用庁内検討会議、一昨年ですね。年明けまして一昨年の平成26年11月に立ち上げました。基本的には、

まず何もとらわれない自由な発想で、予算面、そういったものも気にせず、大胆な発想でその活用法を検討す

るというような形での第１段階、スタートしたところでございます。 

  その後、27年度、新年度に入りまして、昨年４月当初からそれを踏まえた第２段階、１つステップアップし

た段階で、今度はより現実味を帯びた内容での詳細な検討を行うということで、各４小学校ごとに基本的な方

針及び活用メニューというものを昨年７月にまとめ上げたところでございます。 

  その結果の内容につきましては、長南小学校におきましては近隣に保育所があるというようなことから、児

童福祉に関連する総合的な公共施設、例えば図書館、児童クラブあるいは各種教室、そういったものとして活

用すればと。豊栄小学校においては、生活環境におけるインフラ整備が整っているというようなことから、茂

原近辺にも近いということで、民間活力を活用した住宅用地として活用してみたらどうかと。３つ目の東小学

校、そこにつきましては子供から高齢者までの多くの人が訪れるような交流の場として活用すればどうかと。

西小学校につきましては、地理的特性、恵まれた自然環境、そういったものを生かして観光商業施設、例えば

レストラン、カフェ、あるいは自然体験施設、そういったものとして活用するのはどうかというような検討結

果が、地域の４校それぞれの特色、地理的特性、そういったものを踏まえまして、その結果を町長に中間報告

してございます。 

  また、内部的には、ちょうどこの中間報告書を受けて次の段階に、検討している段階でこの学校法人タイケ

ン学園さんのお話が突発的に急浮上してきたというようなことから、この内容、庁内部のこの検討結果につい

ては、進め方については一時中断というような状況にあるということでご理解をいただければと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それでは、一応一時中断ということでしたけれども、当然検討されてきたわけですから、

タイケン学園云々ですけれども、この件につきましてはまた後ほど質問はしますけれども、この庁内の検討委

員会で検討された結果、今非常に各小学校の地域の特性をあらわしたような活用方法を検討されているとは思

います。この結果というのは、じゃ、今後どのように活用、また事業等に取り入れていく、そういう考えとい

うのは今現在お持ちでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 
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○企画政策課長（田中英司君） 今後、どのような形で取り入れる、あるいは採用していくのかという内容だと

思います。 

  今現時点では、こういった学校法人さんの、タイケン学園のお話が出ておるというようなことで、まずはこ

の関係を中心として、この学校跡地を活用していければ考えていきたいというふうに考えております。 

  しかしながら、この協議内容の今後の進展状況によりましては、せっかくこの検討結果をしたということで

すから、全く無視するというようなことではなくて、今後参考資料として、そういった内容を有効的、有益的

に何らかの形で生かしていければというような形で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（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それでは、とりあえず有効に活用を考えていくということですので、次の質問のほうに

入ります。 

  次に、今も話がございましたが、４校全ての跡地を活用いたしました学校法人タイケン学園による進出計画

について伺います。 

  本学園の進出計画につきましては、昨年12月の全員協議会、そしてまた昨日の行政報告で町長から説明を受

けたところであります。学校法人にとりましては、耐震化等の整備が進んだ４校を同時に活用できること、資

金面等から考えましても非常に価値や魅力があると考えられます。私としましては、この案件につきましては

非常に驚くとともに、これが実際実現すれば以前のように若者がふえて、町に元気、活力、そういうものが復

活するんではないかと大いに期待はしておるところでございます。 

  さて、この学校法人は東京の板橋区に本部があり、1998年の日本ウエルネススポーツ専門学校の開校以来、

スポーツ、専門学校、大学、高等学校、保育園などなどを全国で展開しております。インターネット等により

ますと、この法人、全国的に廃校がふえる中で、学校施設の有効活用を考える自治体と学校法人の進出計画、

いわゆる思惑が合致することによりまして、進出自治体から廃校となった学校施設の無償貸与等の契約を締結

して運営しております。しかし、自治体と学校法人の協議、交渉が成立しないで、法人の進出を拒否した自治

体もあると伺っております。 

  そういう中で、この学校法人による中学校、高校の進出計画、本町にもありますが、その経緯と進出に対す

る町長の考えを改めてお聞かせください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） タイケン学園の進出の経緯とそれに対する町長の考えということのご質問ですけれども、

学校法人の進出計画につきましては、折しも先ほどからお話が出ていますように長南町で４校が同時に廃校と

なる点に魅力を感じまして、昨年の10月にあるコンサルタントの法人からお話をいただきました。その後、11

月に入り、学校法人タイケン学園の理事長が現地を訪問してくれまして、本町の教育環境面をすごく気に入っ

ていただけたということで、当町へ進出してくれる方向になりました。 

  受け入れるためには、何回も申し上げておりますけれども幾つかの条件提示もあったことから、町の財政負
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担、あるいはさまざまなリスクを想定した中で、私自身かなり考え、熟慮を重ねたところであります。その結

論としては、４小学校は全てそれぞれの地域の中心にあるわけですけれども、同じ使い道である学校として使

用できるということがまず１つ。それから、流入人口あるいは定住人口の増加が見込まれるということ。それ

から、そういったことから町の活性化をつくり出し、地域経済への波及効果も期待できるなど、学校法人の進

出が町の発展に大きく寄与してくれるものと判断いたしまして、誘致に向けて前向きに検討していくというこ

ととしたものであります。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それではもう一点、経緯の中で、昨日のお話の中で、29日に産官学の協定を結んだと。

それで本事業を進めていくという話だったと思いますけれども、その中に茂原長生広域圏創生株式会社さんが

入っていたんですけれども、この会社さんはどういう経緯でこちらの３者協定の中に入ってきたのか、また、

この会社というのはどういう組織というか会社なんでしょうか。その辺お答えしていただければと思うんです

けれども。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） これは、先ほど企画政策課長のほうからお話がありましたけれども、今回庁内に検討委

員会をつくって使い道を検討させておりました。おりましたけれども、これはこれらの小学校跡地については

行政がかかわることなく民間に管理を委ねていきたいと。町としては統合小学校・中学校のほうに、財政的に

はそちらのほうに重きを置きたいということで、民間に委ねていきたいという思いの中で検討させておったん

ですが、やはり理想を追っていると先へ進まないんですね。ですので、民も受けてくれないし、確かに町民の

皆さんの意見を聞きながら一番いい使い勝手をするのが一番いいと思うんですが、それは理想であって、そう

いう検討をしているうちに四、五年なんかすぐたってしまうんです。 

  私も２年間ずっとこの町を見てきましたけれども、長南町に魅力を持って、企業でもそうですし、大型商業

施設もそうですけれども、なかなか出てこようというところが見えないんですね。ですので、ある程度方向づ

けをしながら民間に委ねるということになってしまうと、まずは先手先手を打つしかないと。庁内でも職員は

一生懸命検討しているんですけれども、それと同時に声かけでいろんなところに何とか使えないか、使ってく

れないかというようなことで話をしておりました。 

  そういった中で、茂原のある企業の方が、本来違う目的で初めは来たんですけれども、違う目的で現地のほ

うを見に来ていただきまして、これは学校施設として十分使えると、もったいないということで、今回のこの

ような話を持ってきていただきました。その話を持ってきてくれた会社の方が、茂原を中心に地域創生、地域

の町づくりを長生管内一体で進めていこうという、そういう思いのある企業の方々で、その企業の方々が今回

そういった会社をつくって、たまたま今回長南町のこのタイケン学園の誘致に関しての応援をしてくれること

になりましたけれども、これはこれを皮切りに茂原あるいはその周辺地域の地域づくりにも貢献していこうと

いう、そういう大きな志を持った会社ということになります。そういう会社が今回バックアップしてくれると

いうようなことであります。 
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  主にどういう役割をしてくれるかというと、学生寮ですね。学生寮を、既存校舎の改修あるいは不足建物の

建設、そういった建設事業の資金援助をしてくれると、そんなような話になっています。ですが、これもまだ

これから協議に入りますので、具体的なことは余り細かくは言えませんけれども、そういう前提でこれから協

議に入っていくと。そういう会社でございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 大体概要はわかりました。また、町長の熱い思いは私のほうにもひしひしと伝わっては

きております。 

  しかし、確かに学生がふえて定住する、そういうことによりまして確かに本町は町に活力がよみがえってき

ます。また、先ほども町長おっしゃっていましたけれども、学生が住所を移転して長南町の住人になれば、確

かに地方交付税が増額になる。また、学生や多くの学校職員、そういう人たちが勤務することによりまして、

町内での買い物、それから食事等がふえまして大きな経済効果をもたらすものと、それは考えられます。 

  しかし、やはりここでちょっと考えなければいけないのかなと自分は思います。実際に本学園の進出を、ど

ういう理由で話がまとまったのか私もわかりませんけれども、実際に進出を拒否した自治体もあります。そこ

で、転ばぬ先のつえということわざもございます。この学校法人の資力信用調査及び法人が関係した自治体へ

の照会、また現地確認、そういうものは実施しているのかどうかお答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 岩瀬議員さんの３点目、学校法人のいわゆる資力とか、そういった信用力の調

査、あるいは自治体、先進地どうだったとか、視察とかそういった内容のご質問だと思います。 

  まず、学校法人の経営状況につきましては、現在国内最大級の企業情報のデータベースの帝国データバンク、

そういったものを活用しまして、ただいま情報などを収集しているところでございます。今岩瀬議員さんおっ

しゃいましたとおり、学校法人が関係した自治体についての情報、そういったものをインターネットを通じて

公表されている記事、そういったもろもろの内容等の確認は行ってございます。 

  そういった中で、先進地、昨年の12月、パンフレットを去年改訂しましたとおり、日本ウエルネススポーツ

大学、それは今茨城県のほうに存在してございます。そこで、その大学を誘致いたしました茨城県利根町、こ

ちらのほうに町長と一緒に状況、動向、そういったものも伺ってきております。ちなみに、その同町の状況を

確認したところ、やはり同じように全国的にそういった跡地がふえていると。岩瀬議員さんが先ほどお調べし

たとおり、ご多分に漏れず利根町でもそういう状況にあったということで、そちらのほうでも小・中２校閉校

になったというような経緯があったと伺いました。同じように、いろんなところから民間事業者を含めそうい

った話がございまして、３年間いろいろとそういった状況で、どういうふうな活用施策があるか、すればいい

のかというのに実現にはなかなか至らなかったというふうに伺っております。 

  そんな中、平成22年11月にこの学校法人タイケン学園さんのほうから正式に提案書が出され、それを受けて

利根町さんのほうでは土地の利活用推進協議会、そういったものでの審議、あるいは当然学校関係のそういっ

た財産、処分、貸し付けに係る議会の議決、そういったものを経て、その２年後の平成24年４月に同大学が開
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校したというふうに伺っております。利根町も同じような形で、通信制から始まり、現在学生は当時少なかっ

たものも、学生数は少なかったというふうに聞いておりますけれども、今学生寮等も建築中というようなこと

も伺っております。 

  それで、そちらのほうでは平成24年８月に町とそこの大学において連携協定を締結いたしまして、そこで学

生などのそういった町行事への参加はもとより、スポーツに特化したそういった形での健康教室、あるいは公

開講座、そういった形で地域住民との交流も深めていると。町のその活性化に向けては着実に進んでいるとい

うような内容を伺ってまいりました。 

  いずれにいたしましても、そういった誘致の基本的な考え方、町長の先ほど答弁ございましたとおり、学校

跡地については同種の学校利用が最適であるというようなことを基本のベースに考えてございますので、そう

いった中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（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） これたしか日本ウエルネス大学ですよね。そこでお聞きしたいんですけれども、この利

根町はどういうふうな条件を提示されたんですかね。利根町にはこの学校法人はどういう条件を提示して契約

まで運んだんでしょうか。 

  要は、私が聞きたいのは、今、長南町はまだテーブルに着いていませんけれども、向こうのほうから提示さ

れた条件がございました。これと同じような条件が利根町でも提示されているんでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） やはり時期的なものもあります。条件は、長南町に出された条件、それと利根

町に出された条件、長南町のような条件というのは詳細には伺っておりません。 

  しかしながら、ちょうど文科省のほうで学校廃校のプロジェクトというような形、国のほうでそれを募集し

ていたところ、たまたまそこに掲載されていたのが利根町さんのところであったというような形で、その入り

方の状況、スタンスというのが長南町の場合と利根町さんの場合にはちょっと違うと。向こうの場合にはそう

いった形で積極的といいますか、そういった形の中からの発見といいますか、見つけ方があったというような

形が最初の導入部分というふうに伺っております。 

  それから、今どこもかしこもこういった形で廃校が進んできておりますので、そうすると条件的には、ある

意味進出するには、出方が売り手市場、買い手市場じゃないですけれども、そちらのほうが有利的な側面もあ

ると思います。 

  学校の経営基盤も大分順調に、向こうのほうはなってきておるというような話も伺っております。そういっ

た中で、先ほど町長が申し上げましたとおり、昨年11月に理事長さん自ら長南町の状況をうかがいに来たとい

う形で、４校同時に廃校というような、そういった条件的なものも、そのタイミングがうまく合致した点もあ

ろうかと思います。そういった中で、先進地のほうとうちのほうではまた条件が少し違うというようなことで、

これから実際の具体的な内容の詰めに入るという状況でご理解いただければと思います。 

  以上です。 
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○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 今の答弁は結構です。 

  あともう一点聞きたいんですけれども、先ほど寮を建設中だという話をされましたよね。その寮は長南町と

同じような産官学の協定に基づいて、民間のほうの会社か何かでやっているんですか。その辺はまだわかりま

せんか。 

○議長（板倉正勝君） 答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） まだ情報収集という形で、具体的に細かな内容まで伺っておりません。うちと

同じ形式かというと、そうではないような気がいたしますけれども、そこら辺のところはまだ調査中という形

でご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） すみません。それじゃ、進出を拒否した自治体、こちらの自治体のほうの視察、照会、

これは行っていますか。 

○議長（板倉正勝君） 答弁できますか。 

○１番（岩瀬康陽君） いずれにしましても少子化が、先ほどお話がありました、少子化が進んで、学生の獲得

競争が進んでいる中で、今回の法人はスポーツに特化しているというふうな話も伺っております。そういうス

ポーツで本当に学生を引きつける魅力のある学校なのか、ましてこの法人の、ここは主に広域通信制度を採用

しております。そういう中で、もし開校したら在宅の生徒がほとんどだったと、そういうふうにならないよう

に十分精査すべきではないかと私は思います。 

  やはりこういうことも踏まえまして、法人の進出計画を検討すべきであります。ぜひ、受け入れなかった自

治体の視察、照会、そういうのもやっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 受け入れなかった自治体あるいは拒否した自治体というのは、うちのほうが視

察を申し入れてもなかなか受け入れてくれない状況にあるのが常だと思います。 

  したがいまして、夢と希望を持ちまして、町としては成功している自治体、先ほど築北村と言いましたけれ

ども、そういったところ、長野県の、そこには一応視察という形で予定はしておりますので、そういった中で

成功したところ、確かに岩瀬議員さんおっしゃっている失敗したところも教訓にすべきというのはごもっとも

だと思います。そういったものも確認しながら、またよい面、よいところをできるだけ吸収していくような形

での視察を行えればというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 私としては、やはり両方の面から物事は検討し、また結果を出していただきたいとは思

っております。 

  それでは次の質問に入ります。 
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  今後、平成30年４月の開校に合わせまして町と法人が協議を詰めていくことになると思います。県の私立学

校審議会の設置認可、また学校施設の改修、学生の募集等を考えますと、残された時間というのは開校までに

そんなに多くはないと思料されます。 

  そこで伺います。現在までの打ち合わせの内容、今後のスケジュール、協議に臨む町の方針、目指す方向で

すけれども、そういうものをお聞かせください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） これまでの協議の内容と、それから町の取り組む姿勢というんですか、そのご質問です

けれども、これまでの協議については、タイケン学園抜きの事前打ち合わせということで行ってまいりました。

その中で話し合いにつくための条件提示があって、これを了承したところでありまして、その結果、おととい

ですか、２月29日に産学官協定を締結いたしました。これからいよいよ学校の開設に向けて共同して事業に取

り組んでいくこととなります。 

  今後のスケジュールについては、話し合いはこれからですので今お示しすることはできませんけれども、町

としては、これは何回も申し上げていますけれども、町の活性化、発展のためにはぜひこの学園には来ていた

だいて成功してもらいたいというふうに思っております。そして、この事業が教育の町長南の復活の切り札的

存在になってくれればいいのかなというふうに思っております。 

  確かに期待が余り大きいと、その反動がさらに大きくなるんじゃないかという心配もありますけれども、今

はそういう心配よりも入り口に向けてしっかり取り組んでいくことが私たちに課せられた職務だというふうに

思っております。そういうことでよろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 今後、これから協議に入るということで、スケジュール等はまだお示しできないという

ことですけれども、自分が考えると、県の認可、学生の募集等々考えていきますと、本当にそんなに悠長なス

ケジュールではないと思います。残された時間というのは本当にわずかじゃないかと思います。そういう中で、

この法人の進出計画を検討していくわけです。いずれにいたしましても、示された条件を伺った中では、非常

に本町には負担、リスクを伴うのかなと私は思っております。 

  これから双方で協議、テーブルに着くと。そしてまた具体的な条件をこれから詰めていくと、そういうこと

だと思います。協議に臨む場合は、町に有利、過分な負担とならない、本町の財政規模に見合う、そういうよ

うな条件になるよう協議を進めていくべきだと思います。 

  そこでまた伺いますけれども、町長は学校法人の進出に対してどういう、また条件を町長は提示するお考え

なのか、またどのような条件ならば承諾するお考えなのか、もしお考えでしたらここでお聞かせください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） これは先ほど申し上げましたけれども、これはこれから協議に入るということなので、

この協議に入りますと相手方の教育方針とか経営方針とか学校運営に係るさまざまな情報が入ってきます。そ

れをきちんと見きわめていきたいと。そういった中で、もし町のほうで条件提示ができるものがあればしてい
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くと。当面私のほうでは、今の学校施設は選挙の投票所にもなっておりますし、また避難所になっております。

また、各地域の盆踊り大会とか地域活動の拠点にもなっています。そういったような、少なくともそういった

活動はできるような条件提示はさせていただきたいと思っております。あとの具体的な提示については、協議

に入っていろんな状況の中でもし必要があれば条件を出していくと、そういったようなことも考えています。 

  いずれにしても、４校とも町の貴重な財産でありますので、この学校法人を、何回も申し上げていますけれ

ども、町の活性化と町の発展につなげていきたいというふうな思いでおります。思いますけれども、もちろん

協議に当たっては、議会並びに町民の皆様の意見を聞くことも大変重要だと思っておりますし、それをまた協

議に反映させていきたいとも思っております。そういった中、議会並びに町民の皆さんが、理解が得られない

ということであれば、この事業はなし得ないというふうにも思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それじゃ、この条件については今後の協議の中で詰めていくということで理解させてい

ただきます。 

  確かに、この学校法人の進出、この本町の活性化にとって千載一遇のチャンスかもしれません。これを逃し

ますと、確かに町の活性化は非常に難しくなるかもしれません。しかし、ある過疎の町、本町と同じような過

疎の町でございますけれども、同じような条件でこういう学校法人の進出を受け入れ、開校したところがござ

います。しかし、先ほども申しましたけれども、新設の学校というのはやはり学生がなかなか集まりません。

そのために町の活性化どころではなく、学校の存続そのものが危惧される状況になっておりまして、現在町の

職員がその対応に奔走していると、そういうふうな状況もあるということをご理解いただきたいとは思います。

もし、このように学校法人の運営が途中で頓挫すれば、負担だけが残りまして、本町の過去の事例のように町

長の責任問題に発展することも、そういうことも憂慮されます。 

  今後、具体的な協議に入っていくことになります。私としては、本当にくどいようですけれども、学校法人

の進出に当たりまして適切な判断が下されるよう、この法人の経営状況、学生の動向、当然このマーケティン

グの調査、その結果が重視されます。そういうもの、また町への経済効果、そういうものを十分精査していく

べきと考えます。また、本町の庁内の検討委員会での結果、それからパブリックコメント、そういうものも総

合的に検討しまして、町民から支持されるような活用方法を考えていっていただきたいと思います。 

  町長におかれましても、非常に町長もこの件については悩んでいると思います。しかし、学校法人の進出あ

りきで拙速に結論を出すのではなく、ここはちょっと一息入れて十分審議をしていただき、町の活性化と町民

に喜ばれる、そういうふうな活用方法を策定していただくよう要望します。 

  これでこの件については質問を終わります。 

  それで、次の質問に入ります。 

  次に、ふるさと納税制度について伺います。先ほどの丸島議員の質問内容と重複する箇所もございますので、

よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

  先ほども質問にありましたけれども、ふるさと納税のワンストップ化、先ほど検討されるというふうな話を

受けております。先ほどもインターネットのサイトを活用してのお話があったと思います。私も今の町のふる
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さと納税の寄附金の件について考えてみましたら、窓口に来て申請、納税、あとはファクスでの納税とかいろ

いろとあります。このふるさと納税、日本全国からひょっとしたら本町に応援したいという人もいるかもしれ

ません。そういう面からも、やはり本町の手続だと非常に煩雑であります。ここは、先ほど検討と言われまし

たけれども、私としては早急にクレジットカード決済、ワンストップでできるようなそういう制度を早急に採

用していただきたいと思うんですけれども、我々質問者としていつも質問していますと、検討という言葉で終

わってしまいますので、今回できれば明確な答弁をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） それでは、今岩瀬議員さんのほうから検討ということでどうだというお話だと思い

ます。 

  今回、先ほど丸島議員さんにもお話ししましたように、インターネットによる寄附者の方が便利になって町

に応援をたくさんいただけるように、インターネットによるクレジット決済の導入を検討するということでし

たが、導入につきましてはその導入体制とか、また多少経費もかかってまいりますので、今年度中の早期実現

に向けまして、目指して検討を進めていきたいということで考えております。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それでは、今年度中の早い時期にぜひ実施してください。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  先ほども丸島議員の中にありました使途です。ふるさと納税の使途を設けるべきではないか。これは、ふる

さと納税の本来の趣旨に返るべきではないかと私は思います。総務省の通知によりますと、寄附を受ける自治

体はふるさと納税の使途、すなわち寄附金の使用目的をあらかじめ十分周知させて、ふるさと納税の目的が明

確に伝わるよう努めなければならないと、そういうふうに各自治体に通知が出されております。こういう面か

らも、やはり使途を考えていくべきではないかと自分は思います。 

  １つには、本町は特産品があるんですけれども、やはり非常に少ない。そういう面をカバーする中でも、こ

の使途を本来の趣旨に返って、ひとつ寄附を集める目的として使うことも適切な手段ではないかと考えます。 

  来年度からは企業版のふるさと納税も開始される予定になっております。本町は非常に観光資源等いいもの

はいっぱいあります。でもなかなかＰＲされていない。私はこういうものの中に、例えば油殿古墳ですか、歴

史ブームというのもまだあるかと思いますけれども、油殿古墳の整備だとか、あとは野見金公園の整備、そう

いうものに使途を定めて寄附を募るということも、これはまた町のＰＲにもなりますから、一つの方法ではな

いかと思います。そういうものを使途として定めていくような考えというのはとれませんか。 

  または、ガバメントクラウドファンディング、こういう言葉、横文字というのは私も言いにくいんですけれ

ども、こういうものに採用していくのも一つの方法ではないかと思いますけれども、それについてはいかがお

考えになりますか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまのご質問でございますけれども、使途の指定につきましては丸島議員さん



－100－ 

のほうにお答えしたところなんですけれども、寄附金の使途をあらかじめ明示することは、寄附される方にと

っては一つの選択肢となってくると思いますので、使途の指定については取り組んでいって、町のアピールを

していきたいと思っています。 

  また、先ほどクラウドファンディングということでよろしいでしょうか。クラウドファンディングといいま

すのは、目標をインターネット上で、ある目的を持った事業に対して賛同される方が寄附をして、それを実現

するということだと思います。本町では、今のところその特化した事業を考えておりません。今は幅広く多く

の方からそういう使途を明示した中で応援のほうをしていただければと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それではぜひ実施されるよう考えてください。 

  次の質問に入ります。 

  現在、国民の間ではこのふるさと納税、１つのブームになっております。この理由の一つには、各自治体か

ら寄附者へのお礼の品による効果が大きいと言われております。これは私も当然のことだと思います。私もそ

うですが、寄附を考える場合は人間誰しも最初に興味を引くのは事業や施策ではなく、自治体の産物、つまり

お礼の品ではないかと思います。寄附金額の多い自治体は特産品、いわゆるブランド物ですけれども、そうい

うものが豊富に用意されております。しかも説明がきめ細やかに、詳細に、寄附者が興味を引くような記述を

しております。 

  本町でもお礼の品が用意されております。しかし、先ほども申しましたとおり特産品は少ない。しかも、寄

附者に興味を引くような説明書きとはお世辞にも言えません。例えば農産物なら、どのような土壌でどういう

肥料を使い生産しているのか、食味はどうか、またレシピなども追加する。また、ベニバナなら由来も記述す

る。ざるなども材料、品質で誰が製作しているか、そういうものをきめ細かく説明すべきではないでしょうか。

そして本町を強くアピールするためにも、町のキャラクターちょな丸を採用する、これも必要ではないでしょ

うか。 

  そこで伺いますけれども、寄附者をふやすためにお礼の品の説明を詳細に記述するとともに、袋や包装紙に

マスコットキャラクター等を印刷して、人々が本町や本町特産品に興味を引くよう働きかけるべきではないで

しょうか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  ふるさと納税の返礼品の説明につきましては、その関係者と協議をさせていただく中で、ホームページやチ

ラシのほうに周知させていただいてございます。返礼品の詳細な説明も協議をさせて、今回チラシのほうを作

成させていただいたところです。今後は、ふるさと納税を通じた町への応援意欲をさらにかき立てるような訴

求力のある記述になるよう、一層の創意工夫に努めてまいります。 

  また２点目の関係ですが、袋や包装紙に、今返礼品につきましては入れ物がいろいろ異なっております。そ

ういう中で、マスコットキャラクターとかをつけたものはございませんが、今後はできる限り、例えばシール
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なりなんですけれども、つけて送ることができるものについてはそういう対応をとっていって、寄附者の方が

少しでも喜んでいただいて、また応援をしたいと、そういうような取り組みはしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） それではぜひ取り組んでください。 

  それと、ふるさと納税はいろいろと言われること多いんですけれども、地方創生ということではやはりひと

つ役に立つものではないかと思います。ある自治体では、税収の２倍を超える寄附額が集まっているところも

あるということです。本町におきましてもなるべくそういうふうになっていきたいなと思っております。その

中で、インパクトを大きくしていく必要もあるかと思います。 

  現在、調べましたら１万円以上でお米５キログラム３袋、それを例えば４袋、10キロを２袋とか、またゴル

フ場の利用券も増額する、そういうことも考えていったらいかがかなとは思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（板倉正勝君） 答弁を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまのご質問、インパクトいうことですが、お米のほうは昨年の11月に５キロ

２袋から５キロ３袋にかえたところでございますので、引き続き行っていきたいとは考えております。 

  あと、ゴルフ利用券とかを5,000円から上げたらどうかというお話もございますが、国からも返礼率の高い

返礼品につきましては、ふるさと納税の趣旨に反するというようなことも言われておりますので、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（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 確かに総務省からそういう通達もございます。その辺は慎重に検討していただいて、少

しでもインパクトのあるような特産品、ものを町の魅力を出していっていただきたいと思います。 

  いずれにいたしましても、ふるさと納税の制度、こういうものは本町の知名度が上がり、特産品の消費の拡

大にもなって、町の経済を活性化することになります。策定中のまち・ひと・しごと創生総合戦略にもふるさ

と納税の充実と記述されております。今後も積極的な取り組みを要望して、私の質問を終わりにします。どう

もご苦労さまでした。 

○議長（板倉正勝君） これで１番、岩瀬康陽君の一般質問は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては２時15分を予定しております。 

（午後 ２時０１分） 

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

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１５分） 

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

◇ 河 野 康二郎 君 
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○議長（板倉正勝君） 次に、４番、河野康二郎君。 

〔４番 河野康二郎君質問席〕 

○４番（河野康二郎君） 議員番号４番の河野康二郎です。議長の許可を得ましたので、質問のほうを始めてい

きたいと思います。 

  まず初めに、町教育行政に係る基本的な考え方についてお伺いしたいということです。 

  現在、少子高齢化、過疎化が進行する中で、先ほどのタイケン学園の論議にもありましたように、長南町を

教育の町として復活をさせると、そういうような論議があったと思います。 

  一方では、町の現在の小学校、中学校という具体的な学校の教育について、どういう形で進めていくのかと

いうことが、一方では地方創生なり、あるいは現在町で進めているようないろいろな施策に教育自体もかかわ

っていくのではないかというふうに考えています。 

  折しも、昨年の４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行になって、新

たな教育長と新たな組織のもとに現在まで町の教育行政が進められてきていると思います。29年４月には小中

一貫校、これはいわゆる小中一貫型小学校・中学校が開校されます。このような節目を機会に、改めて町の標

榜する教育の町、このことについて理念と具体的な施策を明確にしていく必要があるというふうに思います。

したがって、新しい制度の中で、あるいは小中一貫校の開校、そういうものを担う教育長の町の教育行政に係

る基本的なお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） お答え申し上げます。 

  子供は国や人類の財産であり、また未来からの預かり物であると言われます。就任後、町内の学校を回る中

で、改めて子供の数の少なさに心を痛めましたが、その中でも目を輝かせ、一生懸命けなげに学習する子供の

姿に胸が熱くなり、決意を新たにしたところでございます。 

  29年度の４小学校の統合と小中一貫型教育の開始を、長南町の第２次教育スタート元年と考えております。

少子化、国際化、情報化という大きな社会的課題に加え、地域の抱える課題も多くあり、それらの課題解決に

寄与する面での教育行政も必要と考えております。 

  今、次の３点を基本に進めていきたいと考えております。 

  第１は、ふるさとから世界への長南町教育の推進であります。一貫型教育のメリットを生かし、国語教育、

英語教育、ＩＣＴ等の活用等により学力の確実な定着を図る教育を進めたいと思います。第２は、ふるさと意

識を育てる長南町教育の推進であります。長南町のすばらしさをよく理解し、育ったふるさとを愛する子供を

育てたいと考えております。第３は、活力ある町づくりの長南町教育の推進でございます。地域との連携を深

め、学校を核とした活気ある町づくりに努めたいと考えております。 

  子供、保護者、地域住民に統合してよかったと思える学校をつくり、子供一人一人を大切にした特色ある教

育をいかに進められるかは大切な視点と考えております。法改正の趣旨を踏まえ、議会や町長部局との連携を

図りつつ、教育長のリーダーシップを十分発揮する中で、新しい時代の教育推進に微力ではございますが誠心
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誠意頑張っていきたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） どうもありがとうございました。特色ある教育というようなことで、あるいは教育の

町ということについてはお使いになりませんでしたけれども、これが町の基本的な考え方であるようなので、

そういう理念と強い思いが今の短い答弁の中から酌み取ることができました。私も同じような考え方を持って

再度質問をしたいと思います。 

  今、答弁の中で小中一貫型教育の開始を第２次教育スタート元年というようなことが言われました。そうい

う中で、具体的な施策、これから29年の開校に向けて急ピッチでいろんなことが検討されているのかと思いま

す。何点かはイメージということで、統合建設の小委員会等の中でお話をされているようですけれども、町民

の期待するところを私なりに幾つか代弁をして、その施策について、先ほども言いましたように検討中という

ことがあって、はっきり物が言えないところもあるかもしれませんけれども、言えるところについてはお話を

していただいて、論議をしていきたいと思います。 

  学校教育というふうに、今限られた視点で言われるということではなくて、現在の学校教育、特に過疎化が

進む我が町にとっては教育そのものが子供たちの、ある意味では地域に関心を持ち、愛着を持つ、これは答弁

の中でも言われましたけれども、そういうことや、あるいはこれから子供を産み育てる、そういう層にとって

は教育が非常に大きな位置を占めているというふうに思います。 

  それは、人口の減少やあるいは定住、そういうようなものの中で、これは人口問題研究会というところです

かね、子育てや教育にお金がかかり過ぎるから産めないというようなことが言われておりまして、そうします

と学校教育のこういう人口問題や過疎化、少子化に対する重要な役割がやはり一方では見えてきているんじゃ

ないかというふうに思います。 

  先ほども代弁というふうに言いましたけれども、幾つか自分の調べたことも含めて、こんなことをいろんな

ところでやっているんじゃないかというようなこともありましたので、そういうこと、それからもう一つは、

現在各小学校、中学校でやっている、それなりに特色のある取り組みだというふうに思われるものが何点かあ

ります。それを先に申し上げて、まず西小でのデジタル教材を活用しての事業、それから長南小のことばの教

室の設置、そういうようなものが具体的にあったり、あるいは先ほども論議になりましたけれども、漢字検定、

そういうようなものがあります。今後統合後、そのことについてどういうふうに扱い、発展させていくのかと

いうことを１つはお聞きしたいのと、統合の理由そのものが、各学年１学級以下でクラスがえができない６学

級以下の小学校、そういうようなものを目安にしながら、統合の適否を速やかに決定する必要があるんだよと

いうような指針が出されてきました。 

  しかし、現在29年の統合に際しては、ちょうどこの学級定数編制という意味で、ぎりぎりの40名とかそうい

うところにかかってしまって、１学級なのか２学級なのかというようなところがあります。一方では弾力的な

運用ということで、そのことを、考え方の基本はよく私のほうはわかりませんけれども、クラスをふやすこと

ができるというような、そういうような趣旨の文言が入ったりしております。そういうこと、それから学校教

育費の保護者負担の軽減というのについても学校教育の一環として考えていくということや、先ほど申し上げ

た西小でのデジタル教材の活用をさらに発展していくＩＣＴ教育というようなものについても取り入れていっ
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たらどうかと。これは教師の定数不足の中で、こういう教材を活用するというようなものを既に始めているよ

うな地域もあります。 

  それから、前回の議会の一般質問の中でも言われましたけれども、塾の開設についてどう思うか。これにつ

いては町営で行うことや、あるいは塾との提携も含めて進めている、そういうような自治体もあるやに聞いて

おります。それから、町民ボランティアの活用、これは補習や読み聞かせ、部活、遊びなどそういうようなも

のを組み入れていくというようなこと。これはいずれにしても、保護者との密接な連携を必要とするというふ

うに思います。 

  こういうようないろんなことを、町民の方たちも期待とともに自分で思い描いているものがあるというふう

に思います。したがって、そのことについて、先ほども申し上げましたけれども、答えられるところと答えら

れないところがあるやと思います。ぜひこのことについて回答のできるところ、それから基本的なそういった

特色のある教育というところについて、ご意見を伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） いっぱいございましたので、私なりに初めに特色ある教育ということでお話しさせて

いただきたいと思います。 

  私ども、小中一貫教育は郡市で初めての取り組みでございます。これが一つの本町の29年度からの特色にな

るんだろうというふうに、この具体化をどのようにするか、そしてその成果を上げるかということがその課題

かと思いますが、この推進というものが一つの本町の特色になると。だから、教育行政の中心に据えていきた

いというふうに考えております。 

  そして、その中で行われる教育の中身についてでございますが、システムでは小中一貫教育というものがご

ざいますし、内容面では時代の要請に基づきます国際化、情報化、あるいは地域課題への寄与と、こういう３

点からのアプローチを考えておるところでございます。国際化につきましては、英語教育、ＡＬＴ、海外派遣

等、従前の事業を継続する中でその充実を図っていきたいと。情報化につきましては、お話がございましたＩ

ＣＴ教育を新しい学校でも全子供たちに対応させたいというふうに今考えておるところでございます。また、

地域学習でございますが、伝統文化の継承、体験学習というようなものを継承する中で、長南町が大好きな子

供を育てるということでいきたいというふうに考えております。３つの基本方針を一貫型教育の中身にして、

具体化を進めていきたいなというふうに考えております。 

  それから、いま一つ本町の特色というふうなものに考えを及ぼしますと、現在統合に向けて小学校が連携授

業をしております。小小連携、小２校での連携、４校での連携、こういう授業、それから子供たちはいろんな

ところに見学学習等に行くわけですが、こういうものに必要なバスの利用等が大変本町は優遇されておるとこ

ろだというふうに考えております。離れたところの子供たちが１つになるためには、この輸送手段の確保とい

うものは欠かせない条件になるわけですが、本町は特に恵まれているというふうに思います。 

  そしてまた、いま一つここで申し上げたいのは、運転手さんの人柄が大変よくて、教師とか子供たちにとっ

て大変楽しい場になっているということでございます。なかなか気を使うところも多いんですが、行く先々で
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の対応について大変ありがたいということで、声を聞いております。 

  私は、これをはじめとして、本町は教育行政による支援体制に大変恵まれたところだというふうに考えてお

ります。厳しい財政の中で、いろいろな事業を学校教育のために用意してくださっておると。この支援体制を

私ども学校現場も十分受けとめて、特にそれは地域住民の教育への期待だというふうなことを受けとめて、学

校の教師はそれをやっていくということが必要だというふうに思っております。そこに、私教育長としてどれ

だけ子供を大事にした教育ができるのか、どれだけ指導の効果を上げられるのか、またそのためにどれだけ私

が学校教師を支援し指導できるのか、ここら辺が大変大きな課題だというふうに考えておりますが、統合して

よかったと思われるような成果を上げていきたいなというふうに考えております。 

  それから定数の、学級数の問題がございました。現在、259人の子供が数の上で上がっております。この子

供たちは学校の定数法という法律がございまして、１つのクラスの人数が１年生については35人、２年生から

６年生については40人ということでクラス数が決まってきて、それに応じてまた教員も配当されてくるわけで

ございます。 

  議員さんおっしゃったように、今大変厳しい、１人の転出入によってクラス数がふえたりしてしまうような

状況にあります。だから今後、当面普通学級10、特別支援教室２クラスということで12学級でスタートする予

定でございますが、クラス数についてはまだ流動的な部分があるということでご理解いただきたいと思います。 

  いま一つ、弾力的な運用ということでお話しされましたけれども、１年生等について大変手のかかる子供等

がいる場合はクラスを２つに分けることも可能なんです。ただ、これにつきましては定数法に基づく職員配置

がなされません。だから、配当された職員の中で学級担任にせざるを得ないという状況がございますので、こ

こら辺が分けるのがいいのかどうかという問題は、子供の状況を見て判断していきたいというふうに考えてお

ります。 

  いずれにしましても、子供たちにとってはいっぱいの子供たちと会える大変楽しい場が用意されるというふ

うに考えております。９年間の学習、そして大人数での学習というようなものを子供たちは楽しみにしている

というふうに思いますので、その充実について最大限努力していきたい、こんなふうに考えております。 

○議長（板倉正勝君） ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） どうもありがとうございました。 

  先ほども冒頭申し上げましたように、子供たちが地域で育って、愛着を持ってこの町に残る、そういうよう

なことが地域と連携した学校教育の力の発揮しどころじゃないかというふうに思っています。確かに人数が少

なくて、人口流出を抑える力としては非常に少ないものなのかもしれませんけれども、本流的な考え方だとい

うふうに思います。そういう意味で、ぜひ教育長をはじめとした町の幹部の皆さんのご努力を期待して、私の

１点目の質問については終わらせていただきます。 

  ２点目の質問に移らせていただきます。職員のストレスチェックの問題についてです。 

  今回、昨年の12月に労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づいて、年１回のストレスチェックが義務づ

けられました。同時に努力義務として、部、課、グループなど集団ごとの結果を分析し、職場改善を進めるこ

とも求めています。このストレスチェック自体、自分の心の健康度合いを調べる簡単な検査です。法律そのも

のは最低限の取り組みを義務づけたもので、総体としての人間の精神の健康管理という意味でのメンタルヘル
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スの取り組みの一環として位置づけて取り組むことが必要じゃないかというふうに思っています。 

  なぜ今回私が一般質問の課題にしたのかということは、先ほども言いましたけれども、我が町の特に役場の

職員の皆様方、これから地方創生総合戦略、そういうところで力を発揮していただくそういう方たちです。そ

ういう意味で、ぜひ法律が改正になったこと、あるいはこれからいろんな意味で激務を担っていただかなけれ

ばならない職員の皆様の心の健康を大事にしていくこと、そのことが何にもかえられない仕事の効果を生み出

していくんだということで、一般質問の課題とさせていただきました。 

  そこで、今回の制度の導入を機会に、メンタルヘルスの取り組みについて考え方もあわせてお伺いをしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 職員の健康管理に関することになりますので、私のほうから答弁をさせていただき

ます。 

  今、町職員におきまして、ストレスを感じ、心の健康が損なわれて休職されている方がお一方います。この

ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気づきを促しまして、ストレスの原因となる環境改善に

つなげるための予防策とされておりまして、町では既に平成24年度から鬱病の自己診断チェック、ＳＤＳとい

いますけれども、これを導入いたしまして、基準数値を超える該当者には産業医と面談しアドバイスを受けて

いただいておりまして、結果として面談された方については鬱病までに至っているものではないということで

ございました。 

  また、今議員さん言われましたように、昨年ストレスチェック制度が義務化されたことを受けまして、今年

に入り職員全員を対象に実施しまして、現在は委託業者が分析を終え、各職員に分析結果を通知いたしまして、

面談希望調査をとっているところでございます。その結果によっては、３月中旬に医師等と面談をしていただ

き、指導、助言を受けることになっています。 

  町、いわば事業者側は、このストレスチェックを実施する義務は発生いたしますけれども、受ける側につき

ましてはこの義務が発生するわけでもなく、また受けた際もプライバシー保護の観点から町担当職員が踏み込

んで内容を知ることはできないと、ちょっと矛盾しているようなところもあるような制度でありますけれども、

しかしながらできるだけ本人の同意を得て情報を入手する中で、医師との面談を積極的に促しまして、健康管

理の把握に努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） どうもありがとうございます。義務化の以前からの取り組みをされているということ

で、そういう意味では非常に心強い気がします。 

  ただ、職員に対する健康チェックということとあわせて、先ほども話が出ましたけれども、鬱病等は心の風

邪だというふうに言われていて、誰でもかかる、そういう要素を持っている。言いかえれば、真面目で几帳面

な人ほどかかりやすいというようなことも言われているというような、そういうことですので、ぜひ啓蒙活動

を行っていただきながら、誰しもがかかるようなそういう病気を職場から排除していく、あるいは予防してい

くというような、そういう心構えで取り組みをお願いしたいということです。 
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  それから、次にこれと関連をしまして、ストレスが心と体に不調を引き起こして職員の健康を害する、その

ことが業務効率を低下させるというような、そういうこととして捉えられています。特に人間関係によるスト

レスは人に大きなダメージを与えます。職場で感じるストレスの原因の第一に人間関係が挙げられているほど

です。 

  また、心と体に引き起こす疾患の原因の一つにハラスメントが挙げられています。そのハラスメントの加害

者にも、そのことの原因がストレスに起因しているというようなケースもあると報告がされています。したが

って、ストレスチェック、メンタルヘルスの取り組みと同時にハラスメントの予防対策の必要性について考え

方と取り組みをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 職場におけるハラスメントは、職員の能力の発揮を妨げるだけでなく、社会的評価

を著しく低下させることにもなりかねません。また、一旦発生しますと、職場内で従来のような関係を再構築

することが非常に難しく、心に傷を負わせることにもつながります。 

  職場のハラスメントの実態はさまざまなケースがあると言われていますけれども、何よりも職場の良好な勤

務環境を維持するためには職員一人一人が道徳意識を持ち、それぞれの立場で価値観、立場、能力など違いを

認めて、互いに受けとめ、尊重し合うことが必要になります。 

  今現在ハラスメントに関する相談はございませんが、今後は誰もが被害者の立場にもなることが考えられま

すので、相談しやすい窓口、これについて立ち上げについて考えてまいります。近隣でも窓口を持っていると

ころがあると伺っていますので、そういったことで窓口について考えてまいります。 

  また、現在は自治体向けの研修では全般的にメンタルヘルス対策が主流となっていますけれども、機会を得

て基礎的な研修からとなると思いますけれども、積極的に参加して知識を高め、重要性を認識させてまいりた

いと考えております。また、こうした研修会がないようであれば、また要望等もしてまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） どうもありがとうございました。先ほどもハラスメントの捉え方についてもそのとお

りだというふうに思いますし、自分のところだけ、自分の職場だけは起きないというような、そういうような

ものでもありませんので、ぜひ取り組みのほうをお願いをしたいということです。 

  その取り組みの視点として、非常にはばったいんですけれども、全職員を対象にする研修を自前なり、外部

講師を招くなり、そういようなものとしてやっていくことや、窓口についても自前の窓口と外部の専門家によ

る窓口、そういうようなものを設定する必要があるんじゃないかということと、さらには、これは共済組合な

んかでもカウンセリングや相談というようなものについてはやっておられるようですから、そういうところを

活用しやすい状況をつくるというようなことについてもぜひお願いしたいということと、今回のストレスチェ

ックそのものは個人情報への配慮ということについて非常に気を使っておりますので、全体の流れとしては個

人情報への配慮ということについては、底に置いていただいて進めていただければというふうに思います。 

  それで最後に、課題の性格からも、あるいはこういう取り組みについてはリーダーシップを必要とすること



－108－ 

もありますので、さらに全庁一丸となって計画的に、定期的に、継続的に取り組む必要があるというような、

そういうものですので、町長の考え方がありましたらお伺いしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 確かに最近の若い人を中心に、大変打たれ弱いというんですか、ちょっとしたことで転

び、悩ませる方がふえてきています。 

  そうすると、何が大変かというと、職場が一番大変なんですね。１人欠ける、２人欠けることによって、そ

れをフォローしていく職員がまた同じような状況に陥ってしまう。そういう負の連鎖が出てくる可能性があり

ます。したがって、今河野議員さんおっしゃったように、ふだんからのストレスチェック、あるいはハラスメ

ント対策というものが必要になってくるんではないかというふうに思っております。 

  そういった意味で、これについては先ほど総務課長から答弁があったように、窓口を開設していつでも誰で

も気軽に相談できるような体制をまずはとっていきたいというふうに思っておりますし、また職場の管理職中

心に、職員のふだんの態度とか、あるいはそういう悩み等を感知できるような、そんなような職場の体制をし

っかりとらせていきたいというふうに思っております。 

  いずれにしましても職員あっての役場、町の発展でありますので、その点は十分留意してこれから取り組ん

でいきたいと、そういうふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） どうもありがとうございました。 

  ずっと言われていることについて、位置づけ等は私と全く同じような形での視点をお持ちになっているとい

うことで安心いたしました。正直言って、先ほども冒頭申し上げましたけれども、これから町の職員にとって

は大変な状況が、これはそういう意味では町の存亡を担っていただくような存在になるわけですから、ぜひそ

ういうところも円滑に仕事が進むような配慮、そういう意味ではここにいらっしゃる幹部職員の皆さんの一つ

の仕事だというふうに思いますので、ぜひそういうところでリーダーシップをとっていただければと思います。 

  以上です。私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（板倉正勝君） これで４番、河野康二郎君の一般質問は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては３時10分を予定しております。 

（午後 ２時４９分） 

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

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１０分） 

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

◇ 森 川 剛 典 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、５番、森川剛典君。 

〔５番 森川剛典君質問席〕 
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○５番（森川剛典君） ５番、森川剛典です。議長の許可を得たので、通告に従い、件名で２件、要旨で６点伺

います。 

  その前に、質問に関連するので、昨日の３月１日の産経新聞の記事を紹介いたします。「人が消える」とい

うタイトルの千葉地方版の中で、市町村の転出超過の記事があり、「長南町が生き残りをかける」というタイ

トルで、長南町が中心の記事で紹介されていました。 

  このデータの中で、長南町は負け組で、千葉県54市町村中、負け組36市町村の中で30番目の転出超過で69人

の減少でした。これは長柄町の27人減少、34番目ですね。勝ち組睦沢町の８人増加で、これは54市町村中の37

番目、勝ち組に入っています。非常に近隣町村に負けているというのが悔しいところです。さらにデータでは、

５年前の前回調査と比較して867人減の8,206人になったとあり、9.56％の減少率は県内市町村ではワースト２

位とあります。 

  しかし、これに続くうれしいコメントがあります。その中で、町企画政策課の担当者は地域の生き残りをか

けなければならないとあり、その構想の中で来年度からは乗り合いタクシーや町内循環バス、路線バスといっ

た公共交通網の見直しを図るという、そして最後に高齢者の移動手段は重要、買い物難民を生まないようにし

ないといけない、暮らしやすいスモールタウンを目指すとあります。 

  町長、すばらしい職員がいると思います。そういう職員に頑張っていただければ長南町今後もよくなってい

くと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  そういう報告の中で答弁がやりにくくなるとは思いませんが、１件目の観光について入ってまいります。 

  まち・ひと・しごと総合戦略も中身はでき上がり、公表と実行の段階に入ってきたと思いますが、そういう

中で観光や観光振興についていろいろな観点から伺ってまいります。 

  まず、町の観光客の現状ですが、県の調査対象になる入り込み数の人員は5,000以上となっており、対象と

なるのは花火大会、笠森観音初詣でやゴルフ場などであり、最近ではぐるっと花めぐりなども加わりました。

さらに直近では、町民提案事業に採用された開運招福寺・パワースポットめぐりの起点である長福寿寺では、

数年前にほぼゼロ人であった参詣客が今は5,000人を超えるようになりました。また、この町内を８カ所回る

開運招福寺・パワースポットめぐりも2,500名を超える参加者をいただきまして、800名以上が全部を回ったと。

800名が全部回るということは、延べ6,004カ所に人が行ったというような計算にもなります。この中で食事ど

ころに紹介されていたピザのあるカフェも、忙しくて大変だったといううれしいコメントをいただいています。

このほかにも山内のホタル祭りも年々発展を続けています。 

  このようにイベント開催の効果もありますが、観光は単にイベントだけではなく、レジャーや食文化、田植

え体験などのようなものを入れれば、それはそれは多種多様であります。例えば食文化でいえば、山内のラー

メンも町外の人が年間では5,000人を超えて訪れていると思います。そういう中で、総合戦略の中で、長生観

光連盟や中房総観光推進ネットワーク協議会による推進、加えて観光物産センターの建設や野見金公園の整備、

渡邉辰五郎記念館事業に家政大学との連携ともあり、さらに協働事業による農業・食文化の推進とあります。

この指針には大賛成です。 

  しかし、昨年度までの観光予算はわずか1,800万円程度であり、その多くは固定費に振り分けられており、

町が大きく関与している観光協会も花火、初詣ではマンネリ化が続き、その総会は委任状がほとんどで十分な
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機能を発揮していない現状です。こういう現状を踏まえて、要旨で４点ほどお聞きしたいと思います。 

  １つ目として、まち・ひと・しごと総合戦略の中で、観光についていろいろな角度から提言されていますが、

どのように取り組んでいくのかお伺いをいたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） ただいまの質問の、総合戦略の中での観光、どういうふうに取り組んでいくのかという

質問ですけれども、総合戦略においては観光に関連した施策についてはさまざまな視点、分野から事業を盛り

込んでおります。その幾つかの施策の中から、新年度に予定しております事業としては、先ほどからお話があ

りますように、野見金公園内に休憩施設とイベント広場に公衆トイレの整備を実施したいと考えています。 

  また、東京家政大学との協働事業であります渡邉辰五郎記念館事業については、国の27年度補正予算であり

ます地方創生加速化交付金を活用し、記念館建設基本構想策定委託料等を交付対象として、採択に向けた実施

計画書を、県を通じて国に提出したところであります。さらに、同大学との協働事業において町のレンコンな

どの特産品を使ったレシピ開発を行い、町民をはじめ観光客、ゴルフ客にも提供できるよう、町内の飲食店、

ゴルフ場などでそのレシピを採用していただけるようお願いすることも考えています。 

  総合戦略に掲げているそのほかの観光分野に関する事業については、その事業の財源を確保できたものから

計画的に進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ご答弁いただいた内容の中で再質問させていただきますが、まず現状の観光客の把握を

お聞きしたいと思います。平成26年、平成27年の観光客の入り込み数はどうなっているかということをお尋ね

いたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、ただいまのご質問、平成26年、平成27年、１月から12月までの入り

込み数でございます。26年は40万5,000人、27年は40万7,000人でございます。 

  25年と26年の比較になりますけれども、1,000人の減でございます。この理由といたしますと、26年２月に

２回の大雪がございましてゴルフ場の営業ができなかったということで、２月が3,500人ほど減になっており

ます。その影響で減になっていると思われます。それから、26年と27年の比較ですけれども、これは約2,000

人増となっております。これも余り増にはなっていませんけれども、ゴルフ客は１万2,000人ほどふえてはい

るんですけれども、町の花火大会が昨年雨天のために翌日に延期となりましたので、そこが減となりました。

その関係で全体では2,000人の増ということになっております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） わかりました。若干伸びていると。しかし安定しているということで、今後努力してい

けば、この入り込み数、観光客がふえていくと思いますのでよろしくお願いします。 
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  それでは、渡邉辰五郎記念館事業という言葉が出てまいりましたので、実施計画書を提出してあるとありま

すので、その計画概要を、どうなっているかをお聞きしたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  生涯学習課長、石野 弘君。 

○生涯学習課長（石野 弘君） では、渡邉辰五郎記念館の関係についてご答弁させていただきます。 

  予定地、建設場所等につきましては、町なかの星野薬局さんの向かいの町指定の史跡の渡邉辰五郎の出生地

の跡でございます。 

  本事業につきましては、基本的には町と東京家政大学との協働事業で行う方向で考えておりまして、規模と

か費用的なもの、あとは管理運営、建設後の管理運営等につきましては地方創生加速化交付金で申請いたしま

したけれども、主なソフト部分でございまして、今後検討委員会及び大学の関係者との協議を踏まえまして、

基本構想を策定する中で具体的に検討していきたいという考えでございますので、ご理解よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 予算説明のときにもその旨の説明はありました。またそれはそちらのほうでお聞きした

いと思いますので、了解いたします。 

  ただ、お話ししておきたいのは、今後そういう事業を進めるに当たって、家政大学との協働事業ですから単

なる箱物という事業展開にならないと思いますが、つくった後も維持費とかかかることですし、多くの地方自

治体が赤字に陥るような場合もございますので、これは協働という立場に立って、町民やいろんなところを巻

き込んでいく分には非常にいい企画になるかもしれませんので、この辺についてはよろしくお願いしたいと。 

  その中で老婆心ながら気になるのは、今、長南町には宿泊施設がありません。今あると言われている２つの

インターネットに出てくるものも、ほぼやっていません。12月に営業終了したとか。あとはグレートアイラン

ドのホテルだけなんですね。そういうことになると、長南町に協力してください、来てください、でも宿泊施

設はありませんとかそういうような話にもなりますので、この辺はそういうところを頭に入れながら、ぜひ協

働という事業を進めていただきたいと思います。これは要望ということでお願いします。 

  さて、その他の事業の財源確保とありますが、ほかにも事業を予定されておりますので、今後のその事業の

財源確保というのはどういうところから持ってくるのか、その辺について伺いたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 地方創生の総合戦略にのっております事業、財源の確保はということですけれ

ども、観光に関しての事業を行う上では、財源を確保するにはやはりまず補助金や交付金がないかということ

で県等にも相談をかけまして、採択となる事業があるかどうかを検討させていただきたいと思います。 

  補助事業等がない場合でございますけれども、これにつきましてはまた町の財政担当とも協議しながら、過

疎債なり一般財源、または基金などになろうかと思いますけれども、財政担当とよく協議しながら進めるとい

うことになります。 
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  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今回もタイムリーな補助金を見つけていただいたと思います。 

  邑南町というところはすごい観光が発展していると。ここに視察に行った人もいるんですね、民間で。非常

に補助金をうまく引っ張ってくると。こういうことがありますので、ぜひ長南町も積極的に財源を探していた

だきたいと思います。 

  さて、それでは次に入りますが、回答の中に、新年度に野見金公園、そして休憩施設、イベント広場に公衆

トイレの整備を実施したいと言っていましたが、来年度から野見金公園整備に入る場合、単年度だけではなく

て将来的な整備構想をどこまで考えているのか、これについて伺いたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、ご質問にお答えをさせていただきます。 

  野見金公園の整備の構想ということでございますけれども、野見金公園の整備については平成16年３月に町

民670人の手によりまして、面積4.5ヘクタールに桜の苗木500本、それから梅を300本、その後平成18年２月に

はアジサイ1,200本余りを植樹しまして、今年で12年目を迎えております。木々の成長が見られ、多くの花を

咲かせるまでとなったところでございます。この公園を訪れる方が、広く見渡せる眺望のよさから年々増加も

しておりますので、さらに集客の効果が望める施設の整備をしたいと考えております。 

  公園の全体の整備構想といたしましては、休憩所、公衆トイレ、それから園路、また将来的には駐車場とか

屋外ステージ、また遊具なども、そういう施設も必要かと考えてはおるところでございます。その中から、新

年度においては、来園者がゆっくりとくつろいでいただけると、何度でも訪れてくれるように休憩所を建設し

たいと考えています。その休憩所内には、休憩所内と屋外のデッキ部分では軽飲食の提供ができるようにと、

それから、休憩施設内の片隅では町の特産品の販売もあわせて行えるようにしたいと考えているところです。

そして、現在イベント等を行っている広場には、来場者の利便性を考慮して公衆用トイレも建設したいと考え

ているところでございます。 

  今後としては、さらにアジサイをふやしたいと思いますので、苗木を植栽していくということと、また今梅

が300本植栽されておりますけれども、生育の状況が余り思わしくありませんので、生育のための適切な管理

に努めて公園としての魅力を深めていきたいと考えているところです。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは、再質問に入ります。 

  先週の日曜日の３時ごろに河津桜を現地に見に行きましたが、車が７台ほどとまっていて割と人がいたこと

に驚きました。実際に河津桜を観賞すると、眺望もよくてシチュエーションもよいなと感じました。そのこと

も踏まえて質問させていただきます。 

  回答を聞いて、ある程度将来構想が構造物的にはわかりましたが、大事なことは総合的に構想や位置づけや

中身だと思うんですけれども、今割ととってつけたようなところがあるんじゃないかなと。例えば今は、この
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野見金公園は季節の花木や展望を中心とした公園でよいかもしれませんが、休憩所に軽食、特産品となると観

光拠点も視野に入ってくると思われます。通年的な売りや集客構想が必要になってくると思いますが、その辺

は考えていますかということで、１点目としては、梅の整備と言われましたが、花木については今後の基本的

整備について考えを持っているかどうか、それについて伺っていきたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 花木について今後の基本的な整備の考えがあるかどうかということでございま

すけれども、今のところ新たな花木を植えるということは、予定はしておりません。今お話ししたとおり、ア

ジサイをもう少しふやす、梅も見ばえがあるように大きく育てていこうという考えを持っております。 

  ただ、あと花畑がございますので、草花を観賞できるように、なるべくいつも花があるような形にはしたい

なと考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ２月には梅や河津桜、４月には桜、６月アジサイ、サザンカなんかもあるようですし、

花畑、これから花が咲くと思われます。ただ、もう少し具体的に、いつも花があるようにしたいではなくて、

何月にはこうなんだとか、そういう売りができるようなものを考えていただきたいと思います。 

  今はまだ公園の総合看板がないんですよ。私どもが行っても、順路はあるんですが、その順路もどっちがど

っちかよくわからないんですね。ぜひ総合的な、大きな看板でなくともいいんですね。Ａ２というんですか、

模造紙ぐらいの小さな看板でも、あるいはちょっとした横の総合図、そんなものを張ってあっても非常に観光

客としてはわかりますので、その辺のことをお願いします。 

  家族で見たときには小さなパウチ看板もありまして、パウチだと、こちらにひな人形館があるとか、誰が張

ってくれたかわからないんですが、そういうものを見ていると非常にわかりやすかったなと。細かいことです

けれども、あとは家族の意見ですが、アジサイ園の方向を見たときに、その看板が左だというのに道が分かれ

ているところに左行くと違うんですよね。その辺が来場者、観光客の視線から見ていると気になりましたので、

ぜひ案内看板。もう一つ言わせていただくと、野見金の案内看板が白い字で非常にわかりづらいんですよね。

この辺もわかりやすいかどうかというチェックをぜひ入れていただきたいと思います。 

  そして、あと施設を今後運営されるということなので、この運営に対して、集客はもちろんでしょうが、官

で運営するのか、民営なのか、またどういう形態を考えているのか、これについて回答をいただきたいと思い

ます。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） ただいまのご質問、休憩施設の運営は官なのか民営なのかというご質問でよろ

しいかと思いますけれども、現在では運営方法というのは具体的にはまだ決めていないところでございます。

民間の経営力とか活力を使うということも必要かと考えておりますので、今後よく検討したいと考えておると

ころでございます。 
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  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） その辺の検討が一番大事なことで、ここにやる気のある方がいれば集客も考えるでしょ

うし、採算も考えると思うんですね。ただつくればいいというものではないので、その辺は経済効果を見据え

てよろしくお願いいたします。 

  そして最後に確認ですが、トイレですね。県の補助金ですか、持ってきてつくっていただくという話なんで

すが、下にもトイレがあるわけですが、これはトイレは２つ存在することになるんですか。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 現在あるトイレは残すのかというご質問でございますけれども、現在あるトイ

レはそのまま残す予定でございます。今あるトイレは平成７年に建築したものでございまして、つくった目的

は芝原人形の千葉さんと、それから奥のほうに美術館がございますので、その２つを誘致したときに公衆用ト

イレを整備したと聞いておりますので、そのまま残すということで考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） そういう経緯があったということになるとやたらには撤去できないんでしょうけれども、

利便性ですね。あるんですけれども、もう一つつくると。維持費も考えることですから、将来的なことも考え

ていただきたい。 

  せっかく県の補助金でトイレを建てるわけですから、これはただのアイデア言っていくだけですが、市原の

ほうでは世界一広いトイレがあって話題になっております。ぜひ、当町のトイレは普通のトイレではなくて、

スカイツリーの見えるトイレとか、あるいは太平洋が見渡せるマジックミラーのトイレとか、いろいろトイレ

でもおもしろいトイレがあると思っています。話題性を考えながら補助金も有効に使っていただきたいと。笑

っていますけれども、話題になればこれ人が来ますからね。 

〔「来てないよ、そんなの」と言う人あり〕 

○５番（森川剛典君） いや、来るようになるかもという話。 

  それでは、そういう話をして、要旨の３番に入ります。 

  観光資源と言われる名所、旧跡については、場所、案内看板、交通機関、宣伝など確認や定期的なチェック

はできているのか、これについて伺ってまいります。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、お答えをさせていただきます。 

  名所、旧跡の場所についてでございますけれども、町の観光パンフレット、それから長南町の文化財マップ

に掲載いたしまして、観光客に案内や配布ができるようにしているところでございます。 

  また、案内看板につきましては、公園など通常の維持管理をする中で随時、現地で状況の確認、チェックを

行っているところであります。定期的なチェックは行ってはいない状況でございます。看板のチェックにつき
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ましては、今後も公園など現地に出向いたときに引き続き案内看板の状況等、漏れのないように行わせていた

だきたいと思っております。 

  それから、交通機関等の案内につきましては、町観光パンフレットに、車の場合、それから鉄道利用者の場

合の案内、さらにはバス、タクシー会社の電話番号等も記載をしているところでございます。 

  宣伝に関する町観光パンフレットにつきましては、毎年年度初めに印刷を行いますので、その印刷時に見直

しを行いまして、写真や内容の変更点について修正をかけているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 案内看板についてなんですが、お話の中で随時現地に赴いたときというお話があり、随

時というのはどれくらいの頻度で赴いているのか。また、現地といいますか、調べる場所の基準やチェックが

なくてどのように調べて、また比較をしていくのかという話になりますので、その辺をどうやっているか。 

  あと、町の観光案内板に置いてある、平成21年３月に発行された長南町文化財マップ、これはすばらしいも

ので、紹介されているものは全て看板だけはありますね。しかし、案内看板はこの文化財については全てある

のかというと、大きいものから小さなものまであるでしょうが、ないものが多いのではないでしょうか。地域

には、国・県・町指定以外の文化財も、地域にはいろんな文化財もあります。著名なお寺も神社もありますの

で、そのくらいは、こちら持ってきましたけれども、名前が入っていてもいいんじゃないかなと思いますので、

その辺もご検討ください。 

  そして、史跡の看板も少しずつふやしていることも知っておりますので、基本的にはもう少し案内看板につ

いてしっかりした答弁をいただきたいんですが、２回目の答弁ということでお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 今、ご質問２つほどあったと思いますけれども、１点目につきまして私のほう

から答弁させていただきたいと思います。 

  看板のチェックの関係でございますけれども、どのくらいの頻度で行っているのかということでございます。

公園等には、シルバー人材をお願いいたしまして草刈り等の整備をお願いしているところでございますので、

その整備のたびに現地に出向いているという状況でございます。どのくらいの頻度かというと、定期的ではあ

りませんのでこのくらいだということはありませんけれども、草刈りの必要なときには回数が多くなるかなと

いう形でございます。 

  また、チェックシートの作成がなくてできるかということでございますけれども、やはり職員誰でもチェッ

クができるように、記録にも残すためにもチェックシートの作成というのは必要かと考えますので、その辺は

作成する方向で考えたいと思います。 

  １点目は以上です。 

○議長（板倉正勝君） もう一点。 

  生涯学習課長、石野 弘君。 

○生涯学習課長（石野 弘君） では２点目の、町の指定以外の有用なものについても看板をということでござ
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いますけれども、こちらにつきましては公費による設置でございますので、指定文化財であることが原則とな

っております。全部は無理でございますので、文化財、観光もあわせた中で、県の補助金及び町財政当局と協

議した中で設置について今後検討してまいりたいと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） これもお話だけにしておきますが、地域には私のところで馬頭観音があったとか、そん

な話も地域で出ております。それはでも、町の文化財に指定されるかということは、されていないかもしれま

せん。地域にはそういうものがたくさん埋まっておりますので、公費で無理なら、無理だとこれも無理なのか

な。看板とかたくさんつくっておいて、地域で勝手に名前を書いてしるべを打っておいてくださいとか、そう

いうことも考えられますので、そういうこともご検討ください。 

  あとは、特に看板が傷んでいるんですね。すみません、じゃ２点目結構ですから。１番目に戻っちゃいます。 

  １番目の案内看板とか、非常に関東ふれあいの看板が悪くなっているんですよね。これは町の予算ではない

と言うかもしれませんが、見ている側はどこの予算ということはわかりません。ですから、そういう観点から、

やはり案内看板を総合的に整備すると。もとをつくったところにお願いするのが一番でしょうが、見ている側

からということの観点から、案内看板の整備をお願いしたいところです。 

  続いて、町の観光案内板についてお話をしたいと思いますが、町の観光案内板、長南インターの入り口にあ

りますが、どの程度活用されているのかと。ちなみに、この文化財マップとこの長南町のガイド、そこの案内

ポストみたいなのがあるんですよね。そこからいただけるようになっていると。このマップがどのくらい減っ

て、利用者はどのくらいいるのかなと。要するに、あそこにあったことでの効果はあるんでしょうけれども、

その効果はどの程度捉えているかということを聞きたいということで、利用者数やパンフレットの数がわかれ

ば教えていただきたいなと。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） ただいまのご質問、長南インターのところにある観光案内看板の活用の状況と

いうことでございますけれども、どのくらいの人があそこで活用しているかという人数までは今把握していな

い状況でございます。 

  ただ、今パンフレットを看板のところに入れさせていただいておりまして、職員が月２回程度巡回いたしま

してパンフレットを補充しているところでございます。その補充ですけれども、今年度ではおおよそですけれ

ども200程度補充しているかなということでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 200程度ということは200ぐらいなんでしょうね。近所の方にちょっと聞いてみたんです

よ。どの程度車がとまっているかなと。やはり直線路で非常にとまりにくいかなと。今後、利用を考えて、撤

去という話じゃないんですが、じゃ逆にもっと寄るように、このガイドブック以外にも町内の割引券があると

か、そうするとあそこに入っているよとか、いろいろ活用を考えていただいて、建てただけじゃなくてそれを
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どの程度有効に活用されているかというチェックをお願いしたいなと思っております。 

  また、効果だけ単純に考えるだけなら、セブンイレブンとかファミリーマート、ああいう駐車場に看板を置

いてもこれは効果あると思うんですね。そして、予算がなければ大看板ではなくて非常に小さな掲示物、模造

紙ぐらいとか、あるいはＡ３を倍にしたぐらいのもの、そういうものを壁を借りて張っていただく。業者にも

メリットがあるし、そういうものを多く張っていただくことになると、町内の観光を推進、みんなでやってい

るなと、そういう雰囲気も受けられると思いますので、そういうこともぜひ検討していただきたいと思います。 

  続いてパンフレット、これについて伺ってまいりますが、修正をかけているということで非常によくなって

きたと考えております。ただ、細かい小姑みたいな観点に立つと、この中でやっているお店がもうやめたり、

先ほどの宿泊施設も案内されているけれども実はもうやめているとか、やはり年度年度の更新が必要だと思い

ますので、その辺のチェックが必要だと思います。 

  ここで一つお答えを聞いておきたいのが、実際にこの案内箇所は皆さん回っていらっしゃるんでしょうか。

担当の方とか。 

○議長（板倉正勝君） 答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 観光パンフレットに載っている施設を全部回っているかといいますと、全部は

回り切れないところもあろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 全部、できればチェックをしないと、いろいろ変わってきているところがわかりません

ので、切りかえ時にはぜひチェックをお願いしたいと思います。 

  そして、最後に観光にかかわる要望として伝えておきますが、高速バスの長南駐車場、コメリの前にあるバ

ス停なんですけれども、出るのが怖い、トイレが欲しい、待合室が欲しいという多数の要望が言われています。

この間は補助金関係で長福寿寺の事務室にいたんですが、あそこにいましたら、あるお客さんが高速バスに乗

って東京まで帰りたいと。そしたら11時40分まで時間があると。どうやって行くんだと言うから、歩いて行く

と。非常に時間もあって大変で、雨の日じゃなくてよかったと思っておりますが、これを小湊バスの営業所に

要望を伝えましたところ、鶴舞のバスターミナルは市のほうで管理していると。私のほうも単独だけじゃない、

京急バスもやっていると。ぜひ町のほうからそういう要望があったら考えることもあると。この辺は観光人口

流入のためにもぜひご一考いただきたいと思います。 

  それでは、４点目の要旨、観光などの特殊な事業に関しては、イベントの参加はもちろんですが、他の事業

体が行うものなどの研修も個別に必要と思いますが、どのように観光について履修しているかを伺ってまいり

ます。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 答弁させていただきます。 

  観光の研修につきましては、千葉県市町村総合事務組合が主催しております千葉県自治研修センターにおい
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て、観光活性化研修を、今年度２日間の日程でございましたけれども、担当者に受講させたところでございま

す。また、近隣市町村で行うイベントには担当者が出向くことや、また観光協会長も都合によっては参加して

いただくということをしております。 

  今後も、千葉県が毎月発行しております観光情報などから、町の参考となり得るイベントについて、観光客

増加に向けた施策の収集に心がけていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） この質問の趣旨は、観光にはそれなりのノウハウが必要だと考えていますが、官公庁は

どうしても異動が多くなります。少し覚えてもらうと、顔が変わっているところもあります。研修も、これは

官制、民間の研修ではないと思います。新たに有名になった観光地や観光資源など、そういうものがぜひわか

るような研修もしていただきたいと思います。 

  その中で、千葉県が毎月発行する観光情報誌、これはネットで調べると、春が元気という、そういうのでよ

ろしいんですか。名前はわかりますか。 

○議長（板倉正勝君） 答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 大変申しわけございませんでしたけれども、紙ベースでいつも県のほうからメ

ールで届いておりますけれども、タイトルまでは記録してきませんでした。申しわけございません。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） タイトルが大事じゃなくて、要するに民間情報誌、「るるぶ」とか「ぐるっと千葉」、

そういうものがありますので、そういうものをあわせて、そこには長南町の情報が載っていて、長南町に来ら

れるお客さんも多いので、そういうのもぜひ読んでいただきたいと思っております。 

  最後に研修ですけれども、ディズニーランドの研修もスタッフ用の研修があると。この研修に行くと、中か

らサービスのやり方の形態を、秘密を教えていただけたり、それからディズニーの利益が実は半分以上がポッ

プコーンの売り上げであるとか、いかにどこでもうけるかというようなことを考えていると、こういうことも

ありますので、そういう生きた経済的なお話も伺えるような研修もぜひやっていただきたいと。今後、観光を

考えるに当たって、ぜひ施設をつくるだけではなくて、集客や経済効果を踏まえた観光施策の検討をお願いし

て、観光については終了していきたいと思います。 

  それでは、高齢者の就労について入らせていただきます。 

  本町の場合、高齢者社会が著しく進んでいますが、まだまだ60代、70代は元気な働き手で社会を支えていく

重要な一員であり、これらの人が元気に社会に参画することが重要で、このことで活気ある町が養われていく

と思いますが、高齢者の就労支援はどうなっているかという観点から要旨で２つ伺います。 

  １つ目として、高齢者の就労支援については、町として行っていること、あるいは考えていることがあるか

どうか伺ってまいります。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 
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○保健福祉課長（荒井清志君） それではお答えします。 

  本町で行っている高齢者の就労支援としては、庁舎周辺、あるいは公園の美化作業などをシルバー人材セン

ターへ事業発注を行っていることとなります。少子高齢化の進展する中、高齢者の労働力は社会的に期待され

るところであります。特に高齢化率の高い本町にあっては、介護、福祉分野、防災分野等での活躍を期待して

いるところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今伺った中で、シルバーしか出てこなかったんですが、企業団地とかそういうところに

働きかけたことはないのでしょうか。確認させていただきます。 

○議長（板倉正勝君） 確認だそうです。答弁を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） ただいまのご質問、企業団地、工業団地に高齢者の就労支援の働きかけをとい

うご質問でよろしいかなと思いますけれども、改めて工業団地等に高齢者の就労を支援していただきたいとい

うお願いはしたことはございません。工業団地にもまた集まる機会がございますので、お話ができる機会があ

ればさせていただきたいなとは思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 高齢者の中にそういう方もおりましたので、ぜひそういう中で聞いてみてください。 

  それでは２点目に入ります。町ではシルバー人材センターに仕事や労務を提供していますが、社会、行政、

地域社会に貢献や参画を図るために今後さらに広げていくべきだと考えますが、これについてはどうお考えな

のかお答え願います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） それではお答えいたします。 

  シルバー人材センターの登録者だけでなく、高齢者のマンパワーは町の活性化への原動力であると認識して

おります。 

  町からシルバー人材センターの発注の分野を多く拡大してはどうかというご質問ですが、町からの発注を含

めシルバー人材センターへの事業発注は雑草除去が約８割を占めていると聞いております。今後、町が求める

ニーズをシルバー人材センターが受注できる体制をとるには、ニーズに適した人材の確保が必要となります。

町の求めるニーズと人材確保について、シルバー人材センターと調整を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今、町が求めるニーズという言葉が出てきましたが、町がシルバーに必要だというよう

な場合のニーズというのはどういうものがありますか。 
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○議長（板倉正勝君） 答弁を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） 町の人材センターに求めるニーズということですが、福祉分野で言わせていた

だきます。介護保険制度において、地域住民、ＮＰＯ、ボランティア等の協力のもと、従来の介護サービスを

緩和したサービスの提供が求められているところでございます。簡単な家事援助とか買い物支援といったサー

ビスであれば、ヘルパー等の資格を持っていなくてもサービスの担い手となれるというものです。 

  本町のように、介護支援のボランティアやＮＰＯがほとんどないに等しい高齢化の高い町にあっては、元気

な高齢者が支援を必要とする高齢者の介護の担い手となるというのは必要だというふうに思っております。シ

ルバー人材センターの業務になり得るか、別の組織が必要か、これから検討となりますが、高齢者のマンパワ

ーには期待しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ぜひシルバーを拡大する、高齢者の就労を考える観点の中から若年高齢者が高齢者を支

えていく、こういう考え方は非常に大事で、本町は37.7％でしたっけ、高齢化率。非常に有用な労働力だと思

いますので、その辺をぜひご検討ください。 

  そして、これはよく町民から言われるんですが、現在雇用している美化作業員と同じように、シルバーも美

化作業を行っております。美化作業員の仕事をシルバーのほうにも振りかえてほしいという声がありますので、

こういうことは振りかえることは可能かどうかお聞きいたします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  建設環境課長、岩﨑利之君。 

○建設環境課長（岩﨑利之君） 森川議員さんの質問は、美化作業員さんの仕事をシルバー人材センターに振り

かえられるかどうかというようなことのご質問だと思います。 

  美化作業員さんについては、賃金対応ということで今お願いしておりますが、シルバー人材センターのほう

に依頼するとなると、そのほかに委託料等の経費が発生することになります。ですので、ただ単に美化作業員

さんの現在の作業をシルバー人材センターに振りかえるということではなくて、現在でも若干お願いはしてお

りますが、道路維持費における維持管理委託の中での対応として、作業の内容によってはシルバー人材センタ

ーに今までに追加してまたお願いするということは可能であると考えられます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 率直な意見を伝えますと、俺たちと同じことしているんだから、俺たちにもっと仕事よ

こしてくれという話もあったということをお伝えしておきまして、有効にシルバーの方を使っていただきたい

と思います。 

  ３点目のお話ですが、いろいろ可能性を考えると、広げるという立場に立ちますと、町の職員も何かとイベ

ントに駆り出されていて、そのほとんどが代休で消化されているようです。年休消化率も悪いと聞いています

ので、単純な駐車場係や警備だったり、こういうものについては職員のＯＢを活用したり、シルバーあるいは
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高齢者などに依頼するという、そういう考えもあると思いますが、余分に言いますと、睦沢町ではシルバーの

活用をかなり高度に考えているような話もありました。そういう観点から、こういうことがどうかなというこ

とについて伺っていきたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 本来、イベントを開催する団体が準備等を実施するわけでありますけれども、実態

はその団体を所管する課が事務局となっていることから、職員の動員依頼をして、速やかなイベント開催に至

っているわけです。これはできるだけ経費を抑えることも理由の一つだと思いますし、そうした内容を職員に

理解をお願いしている状況でございます。 

  シルバー人材に限らず委託ということになりますと、委託でも人件費、何でもそうなんですが、財源的にも

今以上に経費を必要とはなりますけれども、イベントにも町主催でやったり、各種団体など大小さまざまです

ので、予算的にも可能であるのか、徐々に変えることができるのか、いろいろ条件をクリアすることが必要だ

と思いますけれども、それぞれの課において、それは先ほどから検討云々というのは言われていましたけれど

も、やはり十分に検討する中で、それぞれの課が進めていくべきだと思っています。 

  また、職員ＯＢの活用の関係になりますけれども、職員ＯＢについては特段組織をされ活動しているもので

もなくて、退職直後の職員ＯＢについてはそれぞれ職を持っているということが多くいまして、分散していま

すので、個々への趣旨説明であるとか作業依頼など、所管課は非常に時間と労力を要しますし、また必要人数

が集まるかどうか限ったことでもございません。何よりもイベントが速やかに限られた時間内で準備ができて、

盛会のうちに終了させることだと考えています。そういったことで、職員ＯＢについてはちょっと難しいもの

があるんではないかと思います。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君に申し上げます。発言時間の制限がもう少しで来ますので、あと３分

ぐらいですね。 

○５番（森川剛典君） 大丈夫だと思います。 

○議長（板倉正勝君） 簡潔にお願いします。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） これはもう最後に入りますので。今いただいた意見で、考え方で、イベントシルバーと

いうような団体をつくって、これはシルバーの話ですからシルバーがつくらなきゃいけませんけれども、そう

いう活用を広げるという考えを、考えていただきたい。 

  それから、経費を抑えるということですが、これは年休消化率が悪いというのは別の問題になりますので、

これはまた後の、別の機会でお話ししたいと思います。 

  最後にまとめとして、高齢社会を支える若年高齢者としてシルバー世代の活躍を期待したいので、幅広い分

野で幅広い可能性を考えて、大いに活性と活躍を期待するところですので、それをお願い申し上げまして私の

一般質問を終了させていただきます。 

○議長（板倉正勝君） これで５番、森川剛典君の一般質問は終わりました。 
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―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（板倉正勝君） 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３日から６日は議案調査のため休会としたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 異議なしと認めます。 

  明日３日から６日は議案調査のため休会とすることに決定いたしました。 

  ７日は午前10時から会議を開きます。 

  本日はこれで散会とします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ４時０８分） 


