
No. ご質問・ご意見の内容 回答者 回答内容 備考
1 【要旨】

　タイケン学園との今後の協議について
【内容】

　相手方の心証もあり、今後の協議は難しい。
また、今回の議会の否決が、補正予算の内容では

なく、タイケン学園誘致そのものに反対であったの
で、これで終わりにしたい。
　今後は新たな考え方で進めていきたい。

2 【要旨】 　
　小学校跡地活用の検討について
【内容】

町長 　
学校施設の維持管理には大変な費用がかかるの

で、早い時期に活用を決めたい。その中で地域防
災、地域活動の使用も考慮していく必要がある。

企画政策課長
　検討委員会ではあらゆる方面から総合的に検討してい
きたい。意見の集約は、検討委員会の意見を踏まえて、
反映させていきたい。　廃校を災害時等に使用できるような最低限の維持

管理にも相当の経費を要すると思われるが、防災面
だけでなくあらゆる事を考慮して検討していただき
たい。検討委員会の意見集約の方向性を伺いたい。

町長と語る会概要（豊栄地区）

日　　時：平成28年6月20日（月）19：00～21：06
会　　場：豊栄小学校屋内運動場

町執行部：町長、副町長、教育長、課長等職員15名、事務局職員4名
来場者数：26名

企画政策課長
　タイケン学園の誘致に関しては議会の理解が得ら
れず、学園側も全国的に展開しており成功している
事例も多くあるが、これ以上の進展が望めないの
で、町としては別の形で検討する。
　今後は学校跡地活用検討委員会を立ち上げ、改め
て検討していく。まちづくりについては、人口減少
に歯止めがかかるよう、地方版総合戦略に基づき、
取り組んでいきたい。

　タイケン学園の経緯について非常に残念。
　今後、改めてこの件について検討する可能性があ
るか。希望としてはプロポーザル方式など、専門家
の知識を活用して検討してほしい。
　町にとってより明るいまちづくり、話題づくりの
具体化をお願いしたい。

町長
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3 【要旨】

　統合小学校建設及びタイケン学園誘致について
【内容】

教育長 　
昨年10月に就任の際に各学校を見たが、児童数の

少なさに心が痛んだ。しかし、子どもの一生懸命
さ、健気さ、山間部の子どもの良さに感動もした。
少子化時代の教育を全町民の課題として考えて進

み、子どもの教育を保障し世界に羽ばたける子ども
を育てていくための問いをしていく必要があり、そ
の時期が平成29年度と考えている。

4 【要旨】 町長 　
　統合後の放課後学童保育の場所について
【内容】
学童保育の場所が変わると聞いたが、候補地はど

こを考えているか。現場の声も聞いて検討してほし
い。

　現在、学童保育で使用している旧長南幼稚園は、人気
（ひとけ）が少なく安全面を考えると心配で、施設も老朽化
している。移転先は検討中だが、統合小学校の近くにし
たいと思っている。

町長
　利権が絡んでいるという考え方は全くないのだか
らして欲しくない。地域活性化、町の発展を一番短
期間で達成できるのは学校誘致だと考えていた。
　また寮制の中高一貫校ということで、経済効果な
ど、官で町を活性化できるのは学校誘致であると考
えて取り組んできた。財政負担については、国の補
助など様々な財源の活用も前提とし、事業費が町の
財政を圧迫するようであれば、断念することも考え
ていた。
　施設整備や賃貸借、寮費助成など、全て議会の議
決を要することであり、その議案を上程して承認を
得ることが私のやるべき事であるので、独断で決め
たことはない。
　まちづくりに一生懸命取り組んでいるので、ご協
力をお願いしたい。

　統合小学校建設及びタイケン学園誘致については
反対してきた。執行部や議員達の利権絡みを感じ
る。
　どちらの話も一般町民は希望する話をしていな
い。
　小学校統合は校舎建設やバスの運行など経費の面
で問題がある。
　タイケン学園関係の議会の否決は評価する。
　何かやらねば町がダメになるということでお金を
注ぎ込むのではなく、今やるべきことは財政の健全
化だと思う。
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5 【要旨】 町長 　

　小学校跡地の活用方法について

【内容】
小学校統合で図書が余ると思うので、跡地活用で

図書スペースを作ってほしい。道の駅保田小（鋸南
町）のような施設もあったらうれしい。

6 【要旨】
　まち・ひと・しごと施策について（意見）
【内容】

今、約8千人の人口が25年後に約5千人まで減る。
そういう町になった時のありようをどうするのかと
いうことを、行政として考えていただきたい。

7 【要旨】
　タイケン学園の件について（感想）
【内容】
施設整備や寮費補助など、費用の話は聞こえた

が、費用対効果が最後まで示されなかった。

8 【要旨】
　少子高齢化について（意見）
【内容】
少子化について、お金を配ればいいという事では

ないが、出産や入学時に1万円出すとか、人口の社会
増と自然増の両方に効果がある方法が必要。教育に
は人も大事だが、それだけではうまくいかない面も
ある。

高齢化について、政府は在宅の介護や看護に舵を
きっている。地域包括ケアシステムにより訪問看護
や介護、訪問診療などを連携させ、地域福祉計画を
策定し、高齢者を支える仕組みを早く作ってほし
い。

町長
地域福祉計画の必要性については、検討していき

たい。

― ―

町長 　
費用も効果も、調査・検討・協議を進めていく中

で出てくる数字であり、それが出てくる前に頓挫し
てしまった。

　校舎は大きいため、もし図書スペースとして活用
するのであれば、他の機能も併せ持った複合的な施
設として考える必要がある。そのことも踏まえて、
今後設置する検討委員会で検討したい。
　道の駅は交通量が多い場所でないと難しい。ま
た、経営力や企画力のある事業体が運営しないと長
続きしないという点も含めて検討していきたい。
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9 【要旨】 　

　町の観光について
【内容】

町長 　
ぐるっと長南花めぐり、ホタル観賞会、花火大会

など、各種イベントを通じて町の知名度を高め、観
光を盛んにしていきたい。

　

10 【要旨】
　過疎地域の課題としての空き家対策について
【内容】

町長 　
空き家対策はまちづくりに大きく影響してくると

思う。今年は空き家対策担当を設け、調査検討を指
示している。

　町内に空き家は何件位あるのか。
　空き家対策に関する最新情報があれば知りたい。

産業振興課長
　町としては、広く長南町の良いところを知ってい
ただき観光客を増やしたいと考え、ホームページや
雑誌等で広報している。
　また、ゴルフ場と協力し、3回来場するとお米が当
たるキャンペーンも実施し、利用者増に取り組んで
いる。

　各種イベントで巡回バスが出ており、町外の客が
来ている。雑誌等広告も出している。町として更に
客が増えた方がよいと思うがどう考えるか。
　また、観光面も含めて、茂原長南インターができ
てから高速バスの駐車場ができたが、町民の利用状
況はどうか。

企画政策課長

　高速バスは平成25年の茂原長南インター開通時か
ら便数が若干減少している。交通手段の確保につい
ては、「地域公共交通網計画」の中で、巡回バスや
デマンドタクシー総合的に考えていきたい。

総務課長 　
件数は地元に出向いて調査中だが、現在200件位は

確認できている。今後は、空き家バンクに登録でき
るか、地権者と交渉していく。
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11 【要旨】 農地保全課長 　

　農業政策について

【内容１】
町の基幹産業は農業であると思うが、年々衰退化

している。今後の農業政策をどのように考えている
か、町の意見を聞きたい。

【内容２】 農地保全課長
農家の高齢化や就農者不足の問題に町が手を挟ん

でないように聞こえるが、主導的に取り組む考えは
ないか。

　地域の方にやる気になって農業を守っていただ
き、町はできるだけの支援をしていくというのが基
本的な考え。今後、農地を活用した新しい事業に取
り組んでいきたい。
  人口減少により農業の担い手も減少する中で農地を
集積して大規模農家が増えると、今後どうなるかを
農業従事者がしっかり考える時期がきている。都会
の就農希望者の受け入れや、水稲からの転用など、
農業従事者に集まって検討していただき、町として
バックアップしていきたい。

12 【要旨】
　長南町について（意見）
【内容】
町の悪かった事は長南高校が無くなった事、良

かったことはゴルフ場ができた事。
町執行部、議員、区長は町の代表であるので、よ

く話し合って町を良くしてほしい。

13 【要旨】
　災害備蓄品について
【内容】
災害時の非常食や飲料水を町はどの位備蓄している
のか。

　農業を取り巻く状況は、高齢化や米の価格下落な
ど厳しい状況。国は担い手を失った土地を別の担い
手に貸して農地を守る施策を展開しており、町もそ
れに則っている。集落単位の組織で農地を守る
「人・農地プラン」を立てて取り組んでいる。
 後継者の問題も大きい。水稲は米価が下がり若い就
農者がいないが、町特産品の蓮根は若干いる状況。

町長 　
みんなで元気を出して長南町を盛り上げていきた

い。職員も一丸となってまちづくりに取り組んでい
く。

総務課長 　
　地域防災計画に基づき、3,000食を用意している。
毎年防災訓練で使用し、同数を補充している。水

は２ℓのペットボトル6,000本を避難所である各小学
校に用意している。

5 / 6 ページ



No. ご質問・ご意見の内容 回答者 回答内容 備考
14 【要旨】

　圏央道インター周辺の開発について
【内容】
圏央道インター周辺の開発が一向に進まないが、

町として今後の構想があれば伺いたい。また、どの
程度誘致活動をしているのか伺いたい。

15 【要旨】 ―
　草刈りに関する要望
【内容】
西谷から古沢にぬける道路の草刈りをお願いした

い。

16 【要旨】 　
　二宮金次郎について
【内容】
旧小学校跡地にある二宮金次郎像を現在の小学校

に移設してはどうかという話があったが、小学校統
合の件もあり話が途絶えた。昔は勤勉の象徴であっ
た二宮金次郎と現在の教育の関係はどうなっている
のか。

―

教育長
　各時代に顕著な活動をした人物を挙げて学ぶ「人物学
習」という学習方法があるが、時代を理解させる手段とし
ての人物学習が多く、かつてのように「よく働く人物」として
人物を理解させる方法とは異なっている。また、現在の二
宮金次郎像は座って本を読んでいる。歩きながらは危険
という事かもしれないが昔と扱いが異なってきていると思
われる。

建設環境課長 　
町の都市計画マスタープランでは、圏央道イン

ター周辺の土地利用として商業施設や物流施設を位
置づけ、企業の誘致を図るとしている。

町長 　
　色々な企業や大型商業施設に声を掛けても興味を
示さない状況ではあるが、粘り強く声掛けしていき
たい。
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