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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。 

  本日は公私ご多忙の中、ご参集いただき誠にありがとうございます。 

  ただいまから平成28年第３回長南町議会定例会第２日目を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０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。 

  先日からの一般質問を続けます。 

  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。 

  本日の質問順位は４番から７番です。 

  通告順に発言を許します。 

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

◇ 丸 島 な か 君 

○議長（板倉正勝君） 初めに、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、改めまして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、ただいまより通告順に質問をさせていただきます。どうか誠意ある、

また明快なる答弁をよろしくお願いをいたします。 

  まず、１点目の町民の健康増進について伺います。 

  町では現在、保健師が１人しかおりませんが、大事な町民の健康を守るため、保健業務の体制はどのように

行っ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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） 町では、保健師不足を補うため、臨時及び非常勤の保健師、看護師、助産師等

の資格者を雇用することで保健業務を行っているところです。 

  保健師不足については県内自治体共通して言えることでございまして、町でも毎年度のように募集をかけ、

採用をしています。今年度も29年度の採用に向け共通１次試験の募集を行いましたが、残念ながら応募がござ

いませんでした。現在、正規職員１名ですので、引き続き２次募集を行うとともに、養成を行っている大学等
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の訪問を実施するなど、人材確保に努めていくところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） それでは、何点か質問をさせていただきます。 

  １人しか保健師さんはいないということで、募集をして応募がなかったということで、２次募集を行うとい

うことで今お話がありましたけれども、この２次募集というのはどのように行うのかお示しください。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） それでは、募集の関係でございますけれども、１次募集は合同試験といたしまして

県内全体の中で実施しているわけなんですが、２次募集に当たってはなかなか人も集まらなかったこともあり

ますけれども、もちろん今、担当課長が申し上げましたように、それぞれの専門学部のほうに出向いていただ

いて、町のほうで採用しているというような内容を申し上げ、ぜひとも町のほうに申し込んでいただきたいと

いうようなことを申し上げてきております。私のほうも、保健師につきましては20歳から46歳と幅を持つ中で、

現在も実施をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 今、大学等の訪問ということでおっしゃられておりましたけれども、これ具体的に大

学名とか、そういうのは公表できるのか、また、いつ、誰がお願いに行くのかお伺いします。 

○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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） どんな大学と交渉しているのかというところですが、千葉県には保健師を養成

している大学は11ほどあります。このうち淑徳大学、帝京平成大学、三育学院大学、城西国際大学など比較的

長南町に近い大学については訪問をする意向を伝えてございます。２次募集の案内を持ってお願いに私が行く

予定をしております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 第１募集はこの７月の広報に載っておりました。昭和45年、46歳とかっていうふうに

たしか載っていたと思うんですけれども、例えばこれを年齢を50歳まで拡大するとか、そういうお考えという

のはありますでしょうか。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） ２次募集でこれを46歳を50歳にしたからすぐあるかというと、一概にもそうでもな

いとは思います。 

  しかしながら、50歳ぐらいになりますと一般的には子育てが一段落をしまして、自分の時間を持ちたいなど

の人もあるなど家庭環境もさまざまでもありますし、また逆に社会進出したいというような人もいると思いま
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す。それぞれ事情がある方が多いと思いますので、今後町のほうでは一般職の任期つき職員として、そういっ

たものの形で採用を考えていきたいと存じます。これには条例整備等も必要になってきますので、今後そうい

ったことで考えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  それでは今、保健師不足を補うために、臨時及び非常勤の保健師等の資格者を雇用しながら業務を行ってく

ださっているということでございました。何人ぐらい雇用しているのか、また雇用体系とか業務内容はどのよ

うになっ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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） お答えします。 

  保健師不足は以前からの課題となっておりますので、従前より保健師４名、看護師３名を非常勤で雇用し、

乳児相談、１歳半、３歳児健診、予防接種、特定健診など、あと母子保健事業、あと予防事業、健康増進事業

等、健康管理全般にわたりスポット的に協力を求めているところです。 

  本年度は常勤の保健師が１名になったため、さらに保健師１名、助産師１名、看護師１名を非常勤で雇用し

ています。この保健師については保健指導全般における業務を、助産師については妊産婦、新生児訪問指導を、

看護師１名については予防接種事業に協力をお願いしております。 

  したがって、今は保健師が５名、看護師４名、助産師１名という協力を得ているというところになります。 

  以上です。 

〔「雇用体系、業務はお話ありましたかしら」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） 業務は今言ったとおり、保健師については保健指導全般、看護師さんについて

は予防接種であるとか特定健診とかそういったところ、あと助産師さんについては今年から採用していますけ

れども、妊産婦、新生児訪問指導をお願いしているという形です。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

  丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 細かいところまで聞いて申しわけありません。 

  長南町の人口って今、八千四百何がしということで8,500人までいないんですけれども、本来といたします

と、今臨時の非常勤のそういう方たちに来ていただいて行っているということですけれども、8,500人弱の人

口ですと、本来なら何人ぐらいが一番適当な人数なのか。 

○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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） 人口規模等で保健師が何人いなきゃいけないということの決まりは特にござい
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ませんが、ちょっと調べさせていただいたところで、千葉県の町村の平均で保健師がどのくらいいるかと調べ

たところ、5.2人でした。本町のように人口１万未満の町村の平均でも一応4.6人となっています。したがって

５人程度が適正というか、必要な人数ではないかというふうに考えるところです。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  それを１人の正規の方と、あと臨時と非常勤の方でやっていただいているということで、内情はよくわかり

ました。 

  それでは、次のほうの生活習慣病予防の取り組みのほうに移らせていただきます。 

  厚生労働省の定義によりますと、生活習慣病は食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣がその発

症・進行に関与する疾患群で、生活習慣病は、初めは加齢とともに発症・進行すると考えられていたため、成

人病と呼ばれていました。が、子供のころからの生活習慣が基盤となって発症することがわかったために、生

活習慣病と改められました。 

  食習慣が理由で発症する疾患としては、糖尿病、肥満症、高脂血症、高血圧症、大腸がん、歯周病などがあ

るということで、また運動不足が原因となる疾患は、糖尿病、肥満症、高脂血症、高血圧症などで、そしてこ

れらが進行すると心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患に発展するリスクが高まるということで、この生活習慣

病は発症する前からの予防が重要であって、予防のためには規則正しく、かつ栄養のバランスのとれた食事と

適度な運動、さらにストレスを上手に発散して精神的にも健全な生活を心がけることが大事だそうです。 

  そこで、この町の生活習慣病予防の取り組み状況について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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） それではお答えします。 

  生活習慣病の町の取り組みということで、町では青年、国保加入者、高齢者を対象とした健康診査の実施や、

小学生や中学生を対象とした小児習慣病予防教室、成人を対象としたカラダ健康教室、シェイプアップ教室の

開催を通して、子供から高齢者に至るまでの生活習慣病の周知、予防、改善に努めているところです。 

  特に自らの健康状態を知るということが大切なことになりますので、健康診査は大きなものとなります。健

診の結果により、個々の健康状態に合わせた生活習慣を改善するための動機づけ支援や積極的支援の保健指導

を行っております。平成27年度に健診を受診した方は1,466人で、そのうち動機づけの支援を行った方は86人、

積極的支援の対象となった方は33人でした。 

  健診を受診していただければ、生活習慣病の予防の情報提供や改善に向けた保健指導につなげていくことが

できますので、町では受診率向上のため心電図、眼底検査などの健診項目の追加、かかりつけのお医者さんで

も個別に健診ができるようにするなど、健診内容の充実を図るとともに、未受診者の方には電話による受診の

勧奨を実施しております。 

  結果、徐々に受診率は伸びておりますが、平成27年度の受診率は国保加入者で39.3％、後期高齢者で33.6％

になっております。 
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  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  何点か質問をさせていただきます。 

  町民にいろいろな事業を行っていただいており、特に成人用のメニューは健康維持と増進を図るために、は

つらつ元気教室など多くの事業を行っていてくださって、また他の町村にない健康リンパストレッチ教室、こ

れは他の町村にはないそうなんですね。本当に喜ばれているということをお聞きしております。 

  先ほども言いましたけれども、子供のころからの生活習慣が基盤となって発症することがわかったため生活

習慣病と改めたということでございましたが、その生活習慣病対策は子供のころから始まるということで、健

康に対する教育はとても大事、小さいときからのそういう教育はとても大事だと思います。たまに小・中学生

でもちょっと肥満のお子さんをお見かけしますけれども、小・中学生を対象に小児習慣病予防教室をやってい

るということの答弁の中にございましたけれども、これはどのようなことを行っ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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） お答えします。 

  小児習慣病予防教室ということですが、これは保健福祉課で行っておりますけれども、元気教室と呼んでお

ります。小学校４年生、中学校１年生を対象として授業の１こまをいただき、町の保健師、栄養士が生活習慣

病とはどのようにしてなるのか、なるとどうなるのか、ならないようにはどうしたらいいのかなど基本的な内

容の教室となっています。 

  また、小学校４年生、中学校１年生では、生活習慣病の健診を実施しておりまして、要精検、経過観察、生

活指導、管理不要、正常、この５つのレベルに判定をします。要精検、経過観察となった児童・生徒に対して

は、各学校において保護者を加えた３者面談を、これは希望によりますけれども、実施しております。改善さ

れない限り、指導や観察は中学卒業まで続けられております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 私たちが小・中学校のときは考えられませんでしたけれども、今そういう行き届いた

あれをやってくださっているということは、すばらしいことだなと思いました。ありがとうございます。 

  子供さんも親御さんが好きなものばかり食べさせるとか、そういうふうなことでやっぱり親御さんが大事か

なというふうにも思います。ありがとうございます。 

  続きまして、特定健診、がん検診を勧奨するコール・リコールについてお伺いをいたします。 

  健診の高い受診率を達成している国では、コール・リコール制度という仕組みを用いて対象者に受診勧奨を

行っております。コール・リコールとは適切な対象者を確定して、対象者名簿を作成して電話や手紙などで個

別に受診勧奨を行う、これがコールです。そして、未受診者へは再度受診勧奨をする、これがリコールです。 

  厚生労働省は、乳がん検診と子宮頸がん検診の無料クーポンを受け取っても受診しなかった女性を対象に、
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2014年度から２年間かけ、無料クーポンを再発行して受診を呼びかけ、受診率向上に取り組んでいます。同時

に手紙や電話などで改めて働きかけをし、受診を後押しする。この未受診者への個別勧奨と再勧奨を行う制度

をコール・リコールということで、クーポンの配付などで直接受診勧奨、これがコールを行い、未受診者に手

紙や電話で再度受診勧奨をするリコールという仕組みなんですけれども、受診率の高い国ではこのコール・リ

コールを導入しているのが一般的で、アメリカ、米国では80％、ニュージーランドでは87％という高い受診率

を誇っているとのことです。 

  コール・リコールで成果を上げている自治体は日本にもあり、大阪府の池田市は子宮頸がん検診の受診率が

例年10％前後だったそうですけれども、無料クーポンを配付したところ30％に上昇し、クーポンの期限が切れ

る３カ月前に再度受診勧奨をしたところ10ポイント上昇し、40％を超えたということです。 

  厚生労働省の調査では、平成24年度時点でがん検診について何らかの形で個別受診勧奨をしている自治体は

５割から６割、そして再勧奨をしている市町村は２割から４割程度とのことでございます。本町においてはコ

ール・リコールが実施されているというふうに伺いましたが、取り組み状況について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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） お答えします。 

  町では健康診断やがん検診でも対象者の名簿を作成し、直接対象者には検診日の日程や問診票を送付、あわ

せて無料のクーポンの対象者にはクーポン券を送付させていただいています。これがコール・リコール制度の

コールという形になろうかと思います。 

  また、検診の最終日前には電話で受診するように勧奨しておりますので、これはリコールに当たると思いま

すので、町でもこのコール・リコール制度は実施しているということが言えると考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  先ほど何か長南町は40％前後というふうなことを、受診率のことをおっしゃっておりましたけれども、日本

は受診率は20％程度だそうですので、そこからいきますと長南町はいいほうかなとも思います。成果を上げて

いると同時に、電話とか手紙で働きかけて受診を後押しするということは、大阪府で行われた調査によります

と、未受診の理由は、忙しくて受診ができなかったが５割、これから受診するつもりだったが４割強を占めて

いるということで、もう一度チャンスがあれば受診率が高まる可能性は高いと、そういうふうに言っておりま

した。やはり声かけをするということは物すごく大事なことだなというふうに感じました。 

  また、町民の中には、私はかかりつけのお医者さんにかかっているので健診は受けなくていいんですよとい

う方もよくお見かけするんですね。これは間違いで、やはり健診を受けることが大事なことですと、町のお医

者さんはこういうふうにお話をしていました。町のほうでもしっかり啓発運動をして健診率をアップさせてい

ただきたいと思います。 

  それから、私が思うには、町主催の健康教室、またいきいきサロン、そういうものに参加して皆さんと交わ

っている方たちは心配ないわけですけれども、若い人は他地域に流出をしていって、年老いた両親が残され、
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２人でいる、ご夫婦でいる場合はまだよいほうですけれども、ひとり暮らしになった高齢者の方、また家の中

に閉じこもっている方などはとても心配なわけです。好きなものばかり食べて血糖値が上がり入院したり、い

ろいろな状況があります。 

  保健師さんをふやしてもらって、各家庭を１軒１軒訪問していただきたい。また、お医者さんとか病院に行

くまでではないんだけれども、健康のことや栄養のことなど相談したいことも多々あると思います。そういう

ものを保健師さんや栄養士さんに気軽に相談できる窓口が役場の中にあるとありがたいですので、そういう体

制を早くつくっていただきたいと、これは要望でございますので、町民の健康と命を守る取り組みに今後も全

力を尽くしていただきたいと思います。 

  以上でこの質問は終わります。 

  次に、２点目の空き家対策について伺います。 

  過疎化と少子高齢化の進行に伴い、入居者のない空き家が町内に徐々にふえております。空き家は不審者が

入り込んだり、ごみが捨てられたり、放火等の危険もあります。また、居住者がいない住宅は急激に建物も傷

み、住むことができなくなってしまい、再び入居できるようにするには多額な費用がかかってしまうため、そ

の対策は喫緊の課題だと思います。 

  現に、ずっと前からひとり暮らしをしていた高齢者の方が今年１月施設に入所され、若い方は都会で生活を

していて土日しか来ないような状況下にあった家が、先月突然火災が発生するようなことが起こりました。こ

のような危険な状態にある空き家の近くで生活している住民は、大きな不安を抱えたまま生活をしております。 

  町では、今年から空き家対策として職員を配属していると聞いております。そこでお伺いいたしますが、町

の空き家の現状について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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 町の空き家の現状ということでございますけれども、町では今年の４月から専属１

名を据えまして、本格的に空き家の実態調査を行っております。 

  その調査方法でございますけれども、各地域に詳しい職員、そちらからの聞き取り、また職員がいない地域

には、その地域に出向きまして知り合い等を訪ね、聞き取り調査を行って、あわせて写真撮りをしてまいりま

した。 

  敷地に無断で進入できませんので、外観上ではありますが、７月末現在、一通り調査をした段階で空き家と

思われる戸数でございますが253戸で、そのうち115戸が改修等を行えば居住が可能であると思われます。８月

に入りましてこの115戸の空き家所有者等関係者に、空き家バンク登録についての意向調査を依頼していると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） じゃ、これから結果が出るということで。 

  我が町は平成18年２月に空き家情報バンクが設置されたと記憶をしております。ホームページからも見られ

るようになっております。そして今から10年前、その当時はたしか空き家が110件くらいあったと思います。
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貸したい人の登録が４件で、借りたい人の登録は39件、また田舎暮らしに興味のある人は多くいるということ

ですが、貸し手が少なく供給不足とのことでした。 

  先ほどの現状は、10年経過すると100件以上増加しており253件、115件は空き家として利用できるのではと

いうことでしたけれども、空き家情報バンクが設置されまして10年がたちますけれども、その最近の状況をち

ょっとお伺いいたします。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今、丸島議員さんおっしゃられましたとおり、空き家情報バンクの情報物件、

この10年間での通算では16件ほどの登録がございました。その中で、純粋にこの空き家バンク制度で成約した

件数というのは６件ほどでございます。そのほかはこの申し込み者が町の空き家情報登録バンクだけではなく

専門に、不動産業者にかけ持ちしているケースもございました。そちらのほうは７件ほどで成約はしてござい

ます。 

  今現在の状況ですと、ホームページ上では現時点では３件、長南地区２件、岩川地区１件という形で掲載し

てございます。こういった記載方法、建物・土地の様子を十分わかりやすく充実してまいりましたので、今総

務課長のほうからお話ありましたけれども、さらにこういった意向調査を進めまして、今後そういった登録物

件の動きがますます活発化していくものと期待しておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） では、次のほうにいきたいと思います。 

  空き家は今全国的な問題であり、国も平成26年、空家等対策の推進に関する特別措置法という法律を制定し、

その対策ができるようになりました。しかし、強制執行が可能となったとはいえ、費用の問題もあり、速やか

に取り壊しが進むという状況にはなっておりません。法律ができたからこれで十分ということではありません。

法律をスムーズに適用させるための要綱や、場合によっては法律に上乗せするような条例ということも必要で

はないかと思うところでございます。 

  町長は、空家等対策の推進に関する特別措置法をどのように評価しておりますか。今後、その適用に当たっ

ては強制執行等も積極的に運用しようとお考えか、それともこれまでどおり所有者の責任を第一に、慎重に時

間をかけて対応するお考えか伺います。 

○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） 特措法に対する町長の評価と考え方についてというご質問ですけれども、特別措置法に

ついては、地域の住民が生活する上で空き家等は防災、衛生、環境面から適切な管理は必要不可欠と考えます。

あわせて空き家等の活用を促進するための施策に関し、必要事項を定め公共の福祉増進と地域振興に寄与する

法律ということですので、空き家解消に向け高く評価するものであります。 

  次に、この法律施行に伴いまして、町では強制執行するのか、あるいは所有者の責任を第一に慎重に対応す

るのかということですけれども、この特別措置法の基本的な考え方は、まずは所有者に第一義的な管理責任が
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あり、市町村の役割は空き家等の体制整備、次に空き家等対策計画を作成し必要な措置を講ずるものとなって

います。したがいまして、現状では、所有者または管理者には、第三者に悪影響を及ぼさないよう適切な管理

をお願いしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  必要事項を定めて行っていくということで、近所の人も心配したり、迷惑がかかったりして、今年の８月も

火災が発生しましたけれども、去年、おととしあたりもやっぱり空き家が燃えちゃったという、そういうあれ

もありました。何で燃えたのかというのはわかりませんけれども、町のほうも対応よろしくお願いしたいと思

います。 

  そして、空き家情報を一元化して移住相談会など実施する考えはあるかどうか、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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 先ほど空き家の現状、意向動向については総務課長のほうから答弁しましたけ

れども、現在その関係について集計を行っております。その結果を踏まえてからになりますけれども、空き家

を貸したい、あるいは売りたいという方については、現行どおり、町の空き家情報バンクに登録していただき

たいと思っております。 

  現在、空き家バンク制度については、全国の自治体がばらばらにホームページ上に作成しておりますけれど

も、国土交通省が全国の情報を一括して閲覧できるホームページを来年度開設する予定でございます。したが

いまして、この空き家情報バンクの全国版をまず有効に活用していきたいと考えておりますので、現時点では

個別的なそういった相談会の実施は考えておりません。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 考えていないということでしたけれども、東京のほうから越してきた方にお会いをし

てお聞きしましたら、お友達でも田舎に住みたいという人はいっぱいいるよというふうな声も聞いております

ので、役場の中にいるのとやっぱり現場はちょっと違うかなとも思いますし、今集計している段階だというこ

とですので、次に生かしていただきたいと思います。 

  空き家対策として、例えば、空き家調査は総務課、空き家バンク登録、ホームページとかは企画政策課、ま

た家の傾きとか強制執行は建設環境課、また固定資産税などは税務住民課と、いろいろな課にまたがっている

ということなんですけれども、窓口を１つにできないのかどうなのか、その辺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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 窓口の一本化ということでございますけれども、今回は全町を一斉に調査というこ

とで総務課で実施しておりますし、また先ほど空き家バンクということで答弁されましたように、空き家バン

クについては企画政策課が担当しますし、また建物の危険度となりますと、やはり専門的に建設環境課などに

なると思います。それぞれ専門部署が対応となるわけでございますが、一本化になりますと近隣の町村をやは
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り参考にしながら、今後その相談内容によって明確に対応できるように体制をとる必要がありますので、まず

はその窓口についても近隣を参考にしながら、どこが対応するのか、それは体制整備をしていきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） ありがとうございます。 

  空き家を何とか利用することを最優先に考えて、せっかく職員を配置していただいたので、行政が仲立ちを

して格安で利用してもらえるようあっせんし、有効活用して、有効利用して、町を元気にしていただきたいと、

このように思っているところでございます。これは要望でございますので、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） 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10時30分を予定しております。 

（午前１０時１２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１０時３０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〕 

○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３件、要旨で６点伺います。 

  冒頭、今回の一般質問に全て関連する町民と語る会について少しだけ触れたいと思います。 

  町民と語る会にはたくさんの町民が参加され、多くの意見が出され、しかも中には違う地区や複数回出られ

た方もおられたということで、参加意識の高さも感じられました。私も長南地区の会場の片隅で聞いていまし

たが、住民の熱い思いを行政側と直接対話をするという町民と語る会は成功だと感じております。 

  また、そんな思いのこもった概要報告をホームページで見ますと、町の各施策に対する考え方がわかり、今

日の質問にも非常に役立っていると考える次第であります。議員としてはここで話された諸施策がさらに深ま

りますよう議論に努めてまいりますので、町民と語る会ではこう話されたという言葉が出るかとは思いますが、

よろしくお願いします。 

  それでは、最初の件名でサニータウン米満についてお聞きします。 

  サニータウン米満については、町有財産の有効活用を過疎化対策という視点で施策を考えたと思いますが、

昨年の私の質問からおおむね１年が経過する中で、その状況が計画どおりに進行しているのか推移を伺いたい

と思います。その中で、多くの町民が又富団地のような売れ残りを心配していますので、販売状況や契約状況

についても報告をしていただきたいと思います。 
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  それでは具体的な要旨で、サニータウン米満については平成27年11月15日から販売を開始しているようです

が、販売状況はどうですか。単純な販売報告として販売方法、販売区画数、契約数、商談数、未契約、着工数

など直近の数字でお答え願いたいと思います。 

○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。 

  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、サニータウンの販売状況についてご回答申し上げます。 

  サニータウン米満の販売状況につきましては、ご案内のとおり昨年11月15日から先着順方式により販売を開

始いたしました。現在、13区画のうち町道に面しました南側の３区画及び中央西側の１区画、計４区画が販売

済みでございます。東側の角地の２区画が現在交渉・商談中となっております。 

  販売されました４区画の状況につきましては、既に建物が完成したものが１件で、既に先月８月から居住し

てございます。現在建物工事中のものが１件、それが11月ごろ完成予定と伺っております。残り２件につきま

しては９月ごろの着工予定というふうに伺っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 約３分の１売れたということで、その分析として、今の販売状況の報告を過疎対策の面

で考えた場合はどうかということで、例えば新築住宅購入予定者による転入状況の見通し、また、その方たち

は町外からの移住なのか、町内からの移転なのか、それについて伺います。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 昨年の11月15日の販売開始からまだ１年を経過していないというような状況か

らすれば、過疎対策として考えてみた場合、売れ行きはそこそこの状況であるのかなということで判断いたし

ます。 

  しかしながら、分譲価格の販売値段等の兼ね合いからすれば、個人的にはもう少し、半分程度の売れ行きま

でを期待していたところでございます。 

  現時点の状況ですけれども、入居済み、入居予定の全体では４世帯15人、うち子供は７名でございます。町

内からの転居世帯は２世帯７人のうち子供は３人、町外からの転入世帯は同じく２世帯８人のうち子供は４人

というような状況になってございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 転入者がいるということはいいなと思います。 

  次に、購入者のニーズを把握しているかという観点でお聞きします。購入動機や購入について要望があった

かどうかをお聞きします。また、そのときに長南町の若者定住促進条例にある奨励金は活用されているのか、

またそこにある町内業者を使った場合というのが文言に出てきますが、町内業者は使われているか、これにつ

いてお聞きいたします。 

○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。 
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  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） ご案内のとおり、開発区域の分譲の隣接には公園などもございますし、周辺環

境などの面からは、その他特に要望等はございませんでした。 

  ２点目の若者定住促進条例につきましては、これは入居世帯全て活用されておるということでございます。 

  最後の町内業者、建築業者につきましては、現時点では残念ながら利用されていないというような状況でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） なるべく町内業者が利用されるといいと思います。 

  それでは要旨の２に入ります。 

  そういうのを踏まえて、今お聞きした状況把握から、今後についてはどのような取り組みを考えているのか

伺います。一般的な販売計画など立てていたらお願いいたします。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 正直申しまして、現在一般的な販売計画というのは特にございません。現在あ

る現行の住宅取得奨励金制度、これいかに有効に活用していくのか、これの周知に努めまして、最大限活用し

ていきたいというふうに考えております。当然、販売計画につきましても、この切れる30年11月の完売目標と

いう形で頑張ってまいり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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今、何年完売目標って言いました。 

〔「30年」と言う人あり〕 

○５番（森川剛典君） 30年。再質問ということで、今の特に販売計画立てていないと。町は販売会社ではない

んですが、ちょっとこの辺が弱いかなというふうに考えています。特に宣伝が弱いというふうに考えておりま

す。 

  睦沢のほうは、町民と語る会では、あれは賃貸のほうだけれども、実際に睦沢のパークタウン12区画90坪ぐ

らいあって約３倍の価格で売っています。もちろん条件は違うと思うんですが、若年層には２分の１価格の補

助もありますし、商談中を含めると12分の７、約60％までいっております。また、これをインターネット等で

調べると、複数の企業がこれらの物件を扱っております。長南町の場合はクレバーさんだけ出てくるんですが、

この辺の今の販売でもう少し企業さんに売ってもらおうという考えはないですかね。 

○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、森川議員さんおっしゃられたとおり、クレバーさんだけではなく、幅広く

町内の建築業者さんを中心に、今後声かけ、リンクを図って、住宅取得奨励金制度の有効活用を高めてまいり

たいというふうに考えております。 
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  また、こういったさらなる宣伝体制の強化といたしまして、総務省の取り組みでございます全国移住ナビ、

それを活用いたしまして全国版による分譲地の情報とあわせて掲載していきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今、30年11月というお話もあって、そういう販売努力をしていくと。 

  長期展望ということでお聞きしますが、そういう宣伝が奏功して早期に８割売れたと、そうした場合に次期

案件を企画するとか、そういう構想あるかどうか伺います。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 議員さんのおっしゃられるとおり、早期に売れれば当然次期案件も企画すると

いうような構想、考え方ございます。 

  しかしながら、現時点ではそのような構想はございません。まずは何よりも当面は、早くこの13区画、全区

画の完全販売ということを目標といたしまして全精力を注いでいきたいというふうに考えております。よろし

くお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは早く、早期完売を目指して頑張っていただきたいと思います。 

  それで以前、又富住宅についてはサニータウンの販売状況を見てという回答がありましたが、又富のほうに

ついては何か進展はありますか。 

○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） 又富団地につきましては、戸建て住宅用地７区画は全て完売しております。大区画

である集合住宅用地５区画のうち４区画、約7,300平米が現在残っている状況です。なかなか大区画であるた

め販売が進んでおりませんが、今後一般競争入札による販売の促進、またサニータウン米満の動向、また又富

団地は圏央道インターチェンジに近いということから、その周辺の開発等による利用者ニーズにも合わせまし

て有効活用についても考えていきたいとも考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それで今、又富団地、この借金は現在どのくらいあって、何年ぐらいで返さなきゃいけ

ないか伺います。 

○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。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 返済期間につきましては、平成19年度から平成48年度の30年間となっております。

毎年約3,000万円程度の返済をしております。今年９月30日が償還日となりまして、本年度につきましてはお

およそ3,130万円を返済いたしまして、残り20年で返済後の残高につきましてはおよそ５億6,000万円程度とな

ります。 
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  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川君に忠告しますけれども、サニータウン米満についての質問なので、又富団地はこ

の辺でとめてください。 

  森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 非常に関連しているということでお聞きしました。 

  今さらながらため息の出るお金で、借金これ２年分で米満団地が建つというのは非常に大きな金額ですね。

それだけの返済を続けているということで、こういうことにならないように、サニータウン米満については販

売努力をお願いしたいと思います。 

  又富団地の近くに、やはり民間の団地がありまして、これ１軒売れております。今住宅が建っているという

非常に喜ばしい状況ですので、できるだけサニータウンと又富のほうの町有財産の処分が進みますよう、よろ

しくお願いします。 

  それでは、２件目の公共施設関連の基本構想とその関連委員会について伺います。 

  公共施設というといろいろ考えられますが、ここでは町立小学校跡地活用検討委員会の提言が関連しそうな

公共施設等について、基本的な考えや構想についてお聞きしたいということです。 

  例えば、役場庁舎の耐震工事については建てかえも一つの案に入ると思いますが、その場合は公民館や小学

校跡地の活用も考えられます。町は、庁舎については統合小学校建設を優先してからと以前に答弁がありまし

たが、現在統合小学校の建築が９月末敢行の予定で進んでいると昨日聞きました。そして、やがて郷土資料館

も含め、公民館の老朽化に伴う改修、あるいは建設、また改善センターの改廃問題も浮上してきています。そ

こには同じ機能を一部要する４小学校の跡地活用も絡んできます。現在は跡地活用検討委員会も立ち上がって

いるようですが、町の基本的な考えや構想の中で、この跡地活用検討委員会はどのような位置づけにあるのか、

また、するのか伺いたいと思います。 

  もう一つは、渡邉辰五郎記念館や町長と語る会で出た学童保育などの移動にかかわることも含めて、その方

向性について伺ってまいります。 

  それでは要旨に沿いますが、最初に役場庁舎は耐震工事ではなく建てかえ、新設で考えているのか、また、

どのような時期に計画を示すの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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 現在、役場本庁舎及び中央公民館は老朽化の問題だけではなく、耐震性の面か

らも建てかえ、あるいは耐震補強が必要な状況でございます。農村環境改善センターについても、そのあり方

を再考及び検討していく必要性があるというふうに考えております。 

  そういった中で保健福祉、生涯学習など複数の機能を集約するとともに、子供からお年寄りまで幅広い世代

が交流できる合理的な複合施設も検討する時期が来ているというふうに考えております。 

  現時点の状況を申し上げますと、公共施設全般にわたる将来を見据えた計画、構想はございません。しかし

ながら、今年度中にあらゆる公用施設の現状の洗い出し作業を終え、施設の類型ごとの管理に関する基本方針

を定める長南町公共施設等総合管理計画というものを策定することとなっております。したがいまして、その
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計画書、内容を踏まえた上で、限られた財源で住みよい町づくりを実現できる公共施設のあり方等の構想を考

えてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 確認で、長南地区の町民と語る会では、町長がこれからは公共施設の整理・統合をした

いと考えていると。今、複合施設という話が昨日から出ておりますが、これについてはまだ方針で、構想をこ

れからつくるということで、今おっしゃられたことでよろしいんですよね。 

○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。 

〔「確認」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 先ほど申し上げましたとおり、具体的に公共施設を整理・統合する計画すらご

ざいません。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今後、公共施設の整理・統合は必要だと思っていますので、学童も含めて大きな視点や

観点から基本方針案や構想をさらに具体化して、早目に示していただきたいと要望して、次の質問に入ってま

いります。 

  長南町立小学校跡地活用検討委員会を設置したようですが、この委員会は前日の公共施設の機能の中で、代

替庁舎、公民館機能、体育館の活用など大きくかかわってきますが、検討委員会、省略してすみません、検討

委員会ということで、上記のような関連する問題でどのような位置づけになるのか、またどのようなことを期

待しているのか伺います。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 来年の４月に廃校となる４小学校の跡地につきましては、当然のことながら町

の活性化につながり、町民の皆さんの理解が得られる活用方法を検討する必要があるというふうに考えており

ます。そういった中で、長南町立小学校跡地活用検討委員会は、町民の皆さんを中心とした委員の皆さんのご

意見を参考としつつ、可能な限り尊重してご意見を取り入れるということを目的として設置しております。各

小学校の活用方法の決定に先立つ参考意見を集約したものを報告していただく町民会議の位置づけというふう

に考えております。 

  これにより、小学校跡地活用方法を決めるための町民の意志等が十分反映された有力な判断材料が幅広くそ

ろえられるということを期待しております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それではこの跡地活用検討委員会はどのようなメンバーですか。また、公募委員はどの

ような基準で選んだのか教えていただきたいと思います。 
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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） まず、１点目の跡地活用委員会のメンバーでございます。この辺につきまして

は、委員会のメンバーは地域及び地域団体の代表者、それと町議会議員、続いて産業界及び金融機関の関係者、

それと公募による委員、その他町長が認める者ということで、20人以内で構成することとしてございます。 

  地域及び地域団体の代表者の方につきましては、区長会の推薦、小中一貫校設立委員会、保育所親の会、長

南地区及び西地区で発足している地区懇談会から代表者を推薦していただいてございます。これにつきまして

は各地域の実情をよく知る方からのご意見をいただくことと、町の将来を担う子供たちを育てる子育て世代の

方々、特に女性にできる限りご参加をいただくような考え方で委嘱してございます。 

  また、議会から推薦していただいたほか、産業界及び金融機関については、農業関係では営農組合、商業関

係では商工会、工業関係では工業団地の連絡協議会、金融関係では千葉銀行の地方創生部から、また、町の魅

力を最大限高めようという意欲の方のご応募をいただいて、公募委員３名の皆さんにご参加していただいて、

幅広い視点から検討していただけるように考えてございます。 

  ２点目の公募委員をどのような基準で選んだのかという点につきましては、公募委員の選考基準、これにつ

きましては副町長、企画政策課長、企画政策課長補佐、担当主査の４名を選考委員といたしました。各応募者

から提出されました公募委員の申込書に記載された小学校跡地についての関心度について、１点目が熱意・意

欲、２点目が論点整理、３点目が社会的識見、４点目が地域の住民性、５点目が適任性という５段階評価で採

点いたしました。４名の選考委員にそれぞれ25点ずつ配分し、合計100点満点で評価いたしまして、得点の上

位順から選考いたしました。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 20名については幅広いということで、期待していきたいと思います。 

  公募について基準はわかりましたが、一般公募したからこれ発表されていないと思うんですが、この基準に

基づいたということを非常に大事にしていただければと思いますが、やはり落選した人から聞かれているんで

すね。 

  今回初めて公募するということは非常にいいことだと思うんです。ただ、それをどうやって皆さんに発表し

ていくか、例えばここ以外ですが、公民館運営審議委員からも私は落選しましたが、なぜですか、さらにこの

後質問する渡邉辰五郎記念館基本構想委員会の検討委員に選ばれていない人からも、選定基準はどうなってい

るんだというふうに聞かれております。やはりこういうところの透明性については非常に必要だと思っており

ます。東京オリンピックの公募問題を思い起こしますね。公募の結果について、こういう発表についてはどう

考えている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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今後につきましては、今森川議員さんおっしゃいましたとおり、その結果につ

いても広報ちょうなん、あるいはホームページ上で、その結果発表につきましては適切に住民の方々への周知
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という点で公表に努めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） それでは公表に努めていただけるということで。 

  もう一度、跡地活用検討委員の落選についての確認なんですが、昨日も話が出ましたが、議員はバスの中で

はありますが、真摯に討論して２人のメンバーを決めました。しかし、発表時点でもう１人ふえて入っていた

わけです。非常に不透明な選出になっていて、後でどう説明されるかわかりませんけれども、議員自らのこと

なのでがっかりしています。しかも委員会の定員は20人ぴったりです。公募に落選している人が聞いて、まさ

か議員が１名ふえたので、この公募者の落選に関係しているかという疑問が残ったので、この辺については落

選と関係があるの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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今、森川議員さんのほうから、そういう作為的なものがあったのではないかと

いうようなご指摘ですけれども、当初からそういったものは一切ございません。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 作為的とは思っていませんので。そうですね、当然の答弁が来ると思っていましたので、

そういう疑問が出ないように、やはり公募ということについては気をつけてやっていただきたいと思います。 

  それでは次の質問です。 

  この跡地活用検討委員会、役場内では以前に話された問題があると思うんですが、その中間報告の活用はど

うされるか伺います。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 長南町立小学校跡地活用、この庁内の検討会議につきましては、役場の若手職

員を中心といたしまして13名の委員を選抜しまして、９回の会議、それと現地調査１回、それと部会を１回開

催したところでございます。 

  最初は予算面などを度外視して、自由な発想で活用方法を検討し、平成27年の３月に中間報告を行い、その

後現実味を帯びた内容での検討を再度行い、結果として平成27年７月に検討結果報告書を策定し、町長へ報告

いたしました。この報告結果では運営管理を誰がやるのか、資金はどうするのかといったところまでは踏み込

みませんでしたけれども、各小学校の立地条件や地域特性から、活用方針や活用例の提案内容をまとめた報告

書になりましたので、今後の検討に当たっての基礎資料というような形で活用し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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 十分検討されたことですから、生かしていただきたいと思います。 

  それでは、町民と語る会では56人中の13人ぐらいだったかな、この跡地活用について非常に多くの意見が出
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ております。関心が非常に高いということですので、今後の報告については、検討委員会の報告あるいは活用

について、報告はどのように考えている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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 先ほど来、森川議員さんおっしゃられており、町民と語る会、これにつきまし

ては６月20日から23日、６月の下旬実施いたしまして、その内容等の報告につきましては７月19日にホームペ

ージ上にアップしたところです。それと、小学校跡地の関係につきましては８月25日に実施し、昨日ホームペ

ージ上にその会議録等をアップしてございます。 

  したがいまして、非常に住民の皆様方が関心があるというようなことで情報公開に努めまして、それもでき

るだけ早く、目標として１カ月以内に、できるだけ迅速にかつ丁寧に、随時その会議録等を公表していきたい

というふうに考えておりますので、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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今聞かれたとおり町民が報告を望んでおりますので、節目の報告をよろしくお願いして、

要旨で３番目の質問に入ります。 

  渡邉辰五郎記念館事業については、渡邉辰五郎記念館基本構想検討委員会もできて、広報の９月号で町長が

ふれあい通信に書かれているように、町民もよく知るところの事業となり、単なる記念館事業ではなく地域の

活性化を目指すものだと思っています。 

  その中で、町民と語る会で意見が出たように、小学校の跡地活用の問題も関連してくると思います。長南小

学校の閉校に伴い、その跡地活用を踏まえての今後の基本構想の考え方についてお聞きします。 

  なお、基本構想については昨日お聞きしましたので、端的に跡地活用と渡邉辰五郎記念館事業の関連性はど

のように考えているか伺います。 

○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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 関連性ということでございますが、渡邉辰五郎記念館につきましては町の活性化とい

う観点から、生誕の地に建設するということで考えておりますが、今後本事業を進めていく上に当たりまして、

駐車場等ほかに付随する施設等の話題も出てくる可能性もあることが予想されますので、現時点では跡地活用

と渡邉辰五郎記念館事業については一緒に考えておりませんので、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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） そのことはわかりました。ちなみに現在の基本構想では、どういう工程で着工、あるい

は完成年度の目標とかあるの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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 基本構想につきましては、５回の検討委員会の中で話し合っていく予定でおります。
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現在２回終わっておるわけでございますが、今後その中で協議・検討を重ねて、今年度中に策定をしていただ

くという予定でございます。内容等が多岐にわたる部分でございますので、結構時間等のかかる問題だなとい

うふうには思っております。 

  ハード面の渡邉辰五郎記念館の建設につきましては財政的な問題等もございますので、基本構想に基づいて、

あるいはまた国の補助事業等も勘案しながら、財政面において見通しがつき次第、建設に移るというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 要望としてお伝えいたします。 

  町がこの基本構想、生誕地にどのくらいこだわるかは別として、現時点で長南小学校の閉校は半年先に来て

おります。東京の築地の移転問題のように、ああしたほうがいい、こうしたほうがいいとか、最後は逆転する

とか、そういうことがないように十分関連性を考えた上で基本構想を進めていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に入ります。 

  渡邉辰五郎基本構想検討委員会もできたようですが、その委員の選出や役割についてお聞きいたします。 

○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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） 日本全土を襲う少子高齢化の波でございますが、地方都市の再生を願う人にとってと

ても厳しく大きな問題であり、町民全員の英知を結集しての対応が必要というふうに考えております。 

  過日、東京家政大学の学生による長南町の魅力探しのワークショップが開かれましたが、そのお別れパーテ

ィーで、町なかに住む３人の主婦による手づくりの郷土料理が提供されました。初めて見る郷土料理の数々と

そのおいしさに、学生や教授陣も感嘆し、この事業にかける地元民の熱意と本町の魅力を理解していったとい

うふうに思います。江戸や明治の時代からこの町なかに住み、町の盛衰をつぶさに見てきた人であるからこそ

のもてなしの優しさ、町の再生にかける熱き想いと熱意、その実行力には人一倍強いものがあったと考えます。 

  私はこの主婦に見る誰よりも地元を愛し、活性化を願う地元住民としての感覚、あるいは熱意こそこの委員

会に必要な資質であるというふうに考えておりますが、そしてそれらを具体化する建築学や金融面からの専門

性とのコラボレーションというものが大切というふうに考えております。15人の委員さんにお願いをして組織

化しております。 

  検討の内容につきましては、記念館の基本的機能と活動方針、施設構成と規模、運営形態と組織、大学や地

域との連携のあり方等についてでございます。ちなみにこの３人の主婦にも委員さんになっていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 地元の熱意を生かしていくということで。 

  その中で、渡邉辰五郎記念館事業を知らない人、知らなかった人、わかっていなかった人が多いんですが、

よいタイミングでふれあい通信が出たと思っています。しかし、構想検討委員会についてはつくるとか、でき
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たとか、公表されてはいないと思うんですね。いつの間にかできているような気がいたします。この辺の経緯

はなぜなのかというふうに疑問を感じますので、お話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。 

  教育長、小髙憲二君。 

○教育長（小髙憲二君） この事業は、町の総合戦略に位置づけられた事業でございますが、その具体的な推進

につきましては今年３月29日の地方創生加速化交付金の決定をいただきました段階で、急遽年度当初に検討委

員会を立ち上げ、事業実施となったわけでございます。 

  委員さんには地域代表の方４名、学識経験者４名、関係機関の職員２名、産業界及び金融機関の関係者２名、

それと教育委員会が必要と認める者として３名、委員さんの移植につきましては５月24日の教育委員会議にお

いて委嘱上の交付と委嘱について、要綱と委嘱についての承認をいただき進めておるところでございます。 

  要綱にした理由というようなことでございますが、時間的な、急遽１年間の単独の中での事業ということで、

時間的な問題が一つございますが、いま一つは、委員会は活用に当たっての判断材料としての役割を担ってい

ただくということで、私ども従前の考え方の中で要綱でスタートさせていただいたところでございます。この

件につきましては、今後必要に応じて条例化等も検討していくことも必要だというふうに思いますが、この検

討委員会につきましては１年間の役割であります。 

  なお、公表等の遅れについては、基本的には多くの方からご意見をいただく中で進めていくということはや

ぶさかではございませんし、それが一番の大事な要素だというふうに考えておりますが、立ち上げ等の状況に

つきましては早急にお知らせしていくし、ただ内容的にはまだ十分煮詰まったものがございませんので、ある

程度まとまった段階でお知らせしていくということで答弁させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 要望というような話になると思いますが、昨日聞きかじったことで申しわけないですが、

渡邉辰五郎記念館基本構想検討委員会、要綱でできているということで、昨日の加藤議員の指摘ではないです

が、委嘱状は出されている、報酬も払われ、会議資料には来年３月に構想案のまとめ、スケジュールも入って

います。要綱ではなくて、町のために行うことですから、堂々とやっていただければよいと思うんです。この

中に議員も２人入っていますが、この経緯は私ども議員も知りません。こういうところもぜひ、こうやって進

めているんだよと公表していただいて、そうすると、こういうために地元の議員の人が頑張っているのかなと、

そういう熱意という話も聞きましたのでね。そうすると、こういう人たちが一生懸命やってくれていると。で

すからぜひ公表をしていただきたいと思います。これは要望です。 

  その中で、先ほどありました取り組みで、家政大学の若い人が17名も来町してくれて進んでいるようです。

そういう報告を受けると、家政大学の人がわざわざ町長が向こうに行って、そういう交流があったから来てく

れているんだというふうに感じますから、やはり事業報告、検討委員会の報告は適宜あったらいいんですが、

その節目はもう少し具体的には。３月ですかね。それとも委員会があったたびとか、いろいろ報告の仕方はあ

ると思うんですが、その辺についてお考えはどうですか。 

○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。 

  教育長、小髙憲二君。 
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○教育長（小髙憲二君） 検討委員会は先ほど申し上げましたように２回終了しておりますが、本当に話の中身

が大変多岐にわたっておりまして、これぞというようなものはなかなかお示しできないのが現状でございます。 

  ただ、年度末には一応の形を出さなくてはいけませんので、この立ち上げ等につきましての経緯も含めまし

て、できるだけ早く、早くという言葉でご理解いただきたいんですが、議会が終わった段階でホームページ等

で公表していくということで考えております。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 念を押すようで申しわけないんですが、その節目を考えていただく中で、包括協定のこ

とも発表されましたが、家政大学との協働事業にかかわるということで、とてもすばらしい成果だと思うんで

すね。 

  ただ、この調印式の日程とか、いついつ調印するかという情報は基本構想検討委員会にも報告がなかったよ

うです。また、８月31日の調印が千葉日報ですけれども９月６日に載ったと。なぜこういうタイムラグがある

のかなと。せっかくいいニュースなんですから、公表姿勢をぜひ持っていただきたいと思います。 

  最後に要望として、記念館事業はなかなか予定の来客数、また収益に結びつかないと多くの施設で結果が出

ているようですから、渡邉辰五郎記念館事業は記念館を建てるだけではなくて、収益に結びつく中身が非常に

重要だと思っていますので、十分な検討をお願いしてこの項の質問を終わりにいたします。 

  それでは、最後３件目の小学校閉校後の当面の跡地活用について伺います。 

  現在の小学校のグラウンドや体育館は多くの各種団体が利用していますが、閉校後は利用できるのですか。

閉校はすぐそこに迫っていますが、跡地活用が決まるまでの当面の運営管理・使用についてはどう考えている

か伺います。 

○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。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまの閉校後の当面の運営管理・使用ということでございますが、現在の各小

学校体育館の利用状況につきましては、ＰＴＡのバレーボールをはじめといたしまして、各種団体が平日の夜

及び土曜日・日曜日を利用しております。グラウンドにつきましては、町のスポーツ少年団が土曜日・日曜日

を利用している状況です。 

  閉校後の小学校跡地の活用が決まるまでは、当面の運営管理につきましては町で実施していくことで考えて

おります。また、施設使用につきましては、現在の各種団体の使用状況、また他施設での利用、また施設の維

持管理等を考慮した中で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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 町の管理というお話でしたが、どこの課が管理することになるか教えていただきたいと

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。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 財政課管理ということで考えております。 
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  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） この後の施設というのは、今、少年野球、ママさんバレーとか言われましたけれども、

ミニバスケットやＰＴＡのＯＢでグラウンドゴルフ、べに花祭りの駐車場、地域の盆踊り、タイムカプセルの

会場、よさこいの会場、これ私の知っている限りですが、非常に活用されています。 

  今後、学校の管理から29年４月１日から財政課に変わるというお話ですが、体育館などの施設の管理者が変

わっても利用者は同じだと思います。利用者にとっては同じ体育館に見えます。使えるというなら施設利用料

とか、使用時間とか、施設管理では夜間使用時には鍵の対応、利用者が不利益、不便にならないようにしてい

ただきたいと思うんですが、そういう細かいところの検討もお願いできますかね。 

○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） 先ほどもお答えさせていただきましたが、施設使用につきましては各種団体の使用

状況やら他施設での利用、また施設の維持管理等を考慮した中で検討してまいりますが、使用するということ

になれば当然施設使用料とか時間、また施設管理については検討していくこととなります。利用者の皆様が不

利益、不便を来さないように対応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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） そういう中で、もう一つ大事なことが見落とされていると思います。 

  財産管理の面から財政課になったと思いますが、当面の跡地活用が決まるまでは、有用性が本当に検討され

ているのかということです。跡地活用の結論が出るまでの当面は、昼間の時間帯にグラウンドも体育館もあい

ている施設となりますので、考えようによっては昼間に利用できる海洋センターや改善センターのような社会

教育施設が当面の間誕生するというようなことにもなります。改廃の時期だから試すことやできることがある

と思います。ただの管理の引き継ぎではなく、当面の昼間の時間帯の活用・利用、また社会教育施設としての

検討も必要だと思いますが、こういう検討についても財政課で行っていただけるんでしょうか。 

○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。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいま森川議員さんおっしゃられたとおり、財産管理の面から当面は財政課で運

営管理・使用について検討していくこととなりますので、昼間の時間帯での施設利用についてもあわせて検討

はしていきたいと考えております。 

  しかしながら、昼間の時間帯等の活用、ちょうどおっしゃられました、また社会教育施設等の活用というこ

ともございますが、そういう点につきましては現在、担当窓口決まっておりませんので、今後の状況を踏まえ

て当面の有効的な活用についても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） 森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 最後に要望という形になりますけれども、決まっていないということが非常に残念だと。



－83－ 

跡地活用検討委員会の方も今後頑張って、早くそういう答申を出してくださるとは思うんですが、それまでの

間、本当に庁舎が有効に活用されるのか、そういう観点が必要だと思います。ぜひ当面の間、町民が昼間の時

間帯も有効に活用できる、夜間も一緒ですけれども、そういう活用ができるかと、そういうものを当面の間の

活用を場内で考えていただきたいと要望いたしまして、私の一般質問を終了いたします。 

○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。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては11時35分を予定しております。 

（午前１１時２１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３５分） 

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

◇ 松 野 唱 平 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、３番、松野唱平君。 

〔３番 松野唱平君質問席〕 

○３番（松野唱平君） それでは議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。議席３番

の松野でございます。 

  私の質問件名は、地方創生事業の関係でございますけれども、平成28年第１回定例議会におきまして、平成

27年度の最終補正予算が提出され、国の補正予算に伴い町の各種事業推進のため、繰越明許費５事業１億400

万円が設定されたところでございます。このうち年金生活者等支援臨時福祉給付金事業を含む４事業は、補助

事業として本年度に事業を進めることになると考えております。 

  しかし、国の施策でもございます一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応策の地方創生加速化交付金事業に

おいて、補助申請しました仮称渡邉辰五郎記念館建設事業のうち用地の取得費、また町特産品ＰＲ事業が採択

となりました。採択となりました経緯はそれぞれあると思われますけれども、町では今後の町の将来を考え、

町の活性化、町づくりを図るために補助事業の申請をしたと思われますけれども、昨日の御園生議員と前回の

森川議員からも渡邉辰五郎記念館事業の質問の関係は出ておりましたけれども、今後町の両事業の対応につい

て伺いたいと思います。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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） それでは松野議員さんのご質問に回答したいと思います。 

  今回の地方創生にかかわる加速化交付金事業につきましては、渡邉辰五郎記念館事業についてはハード部分

を除くソフト部分については全面的に採択されました。それと、農業に関連する町特産品ＰＲ事業は事業内容

そのものが採択となりました。あくまでもこの地方創生にかかわる国交付金事業はソフト事業が中心となるも

のであります。結果的に、渡邉辰五郎記念館建設事業のソフト部分のみが国の採択基準にふさわしかったこと

になろうかというふうに思料します。 

  今後の基本的な両事業の対応につきましては、まず、渡邉辰五郎記念館建設事業、これにつきましてはこれ
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を継続する形で、本年度地方創生の、今度は推進交付金事業の採択に向けて現在第２次申請業務を進めている

状況でございます。先月８月10日に国、内閣府のほうに赴きまして事前相談ヒアリングを受けました。うまく

いけば本年の11月末に事業採択、交付決定になる見込みでございます。 

  一方、この町特産品ＰＲ事業につきましては、現時点では地方創生にかかわる事業に適合する国庫補助メニ

ューが見当たりません。しかしながら、地方創生推進交付金の1,000億円に追加、後押しする形で、地方創生

支援に900億円規模の産業振興のための施設整備を中心とした新交付金として、ハード事業に特化する方針も

打ち出されております。そういった中で、９月中に想定される国の第２次補正予算案など、あらゆる新規情報

にアンテナを高く張りめぐらせながら情報取集に努めてまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） まず、渡邉辰五郎記念館事業におきましては、町ではこれから対応策といたしまして、

第２次地方創生推進交付金事業を活用するために申請をしたということでございますけれども、用地取得費で

は1,400万円程度、記念館建設費ではどの程度の建設費が必要となるのか、また家政大学からの記念館建設に

係る要望がどの程度あるのかわかりませんけれども、町から大学側には資金援助についての話し合いはしたの

かどうか、その辺を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。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） ただいまの松野議員さんの、町から大学側に資金援助ということについての話

し合いはしたかどうかというようなところでございますが、５月早々に（仮称）渡邉辰五郎記念館事業につい

ての事業の内容説明と協力依頼に東京家政大学まで出向いております。その際にあわせまして、用地の関係、

また記念館建設に係る資金援助についてもお願いをさせていただいたところでございますが、金銭的には大学

側では大変厳しいというようなお答えをいただいてございます。ただし、ソフト面でのご協力については快諾

をいただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 手挙げてください。松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） ただいまの答弁で、学校側から資金の提供はないということでございますので、そのほ

かいろいろなことで提供いただくこともあると思いますので、町のほうからはぜひお願いをしていただきたい

と思います。 

  続きまして、町特産品ＰＲ事業におきましては、町農業推進のためにはぜひとも必要な事業と思われるので、

町単独で進めていただきたいと考えておりますけれども、今年の６月の定例議会前に、農林業生産組合から今

後の事業推進のためにＰＲ事業を含めた農業関係事業に係る要望書が提出されたと聞いておりますけれども、

要望の内容に対してどのような形で答えている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（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いたします。 
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  農林業生産組合と連絡協議会から要望のあった内容でございますけれども、町内で生産されるコシヒカリ米

についてブランドイメージを高めるため、長南町産コシヒカリとして統一した名称でＰＲの推進を図ることと

いう要望でございました。町はこれを受けまして、農家代表であります農業法人の東部・関原・西部営農組合

の協力を得まして、ＰＲ事業を推進することといたしまして会議に同席をいただき、これまで３回の会議を開

きました。今後も継続して会議を開いていく予定でございます。 

  その会議におきまして、今年度のＰＲとしますと、イベントに参加してＰＲを図っていこうということで、

この11月に東京都丸の内で開催されます千葉県アンテナショップに参加希望ということで、県に提出してある

ところでございます。そのＰＲのイベント参加時には各営農組合も同席をいただいて、ＰＲの協力をしていた

だけるということになっております。したがいまして、これに係る経費につきましては、今回の補正予算の要

求で追加をお願いしているところでございます。 

  また、要望の統一した名称での米のＰＲの推進を図ることに関しましては、長南町産コシヒカリなどの名称

で新年度に米袋などを作成して、生産者が使えＰＲができるようにしたいと考えております。現段階では町単

独事業で行うということになりますので、財政面を考慮いたしまして、町ができることを営農組合などと協議

しながら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） 松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 了解しました。 

  渡邉辰五郎記念館建設事業及び町特産品ＰＲ事業とも、本町の名声を高めるため、また集客のためなどには

必要不可欠な事業でありますので、さらなる事業の推進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３番、松野唱平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午後１時を予定しております。 

（午前１１時４６分） 

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

○議長（板倉正勝君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  加藤議員、席についてください。 

（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） それでは１番議員の岩瀬でございます。昨日、今日と２日間にわたりまして執行部の皆

さんはお疲れでございましょうけれども、本定例会の私トリを務めさせていただきますので、ひとつ眠いとこ

ろを、眠気を覚ますつもりで私の質問に答えていただければと思います。ひとつまたよろしくお願いいたしま

す。 
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  今日は議長のお許しをいただきましたので、この上立っておりますので。 

  それでは初めに、町の活性化について質問をさせていただきたいと思います。 

  本町は、何遍も繰り返して申しわけないんですけれども、少子高齢化と人口減少で本当に町の元気さなくな

っています。そうするとやはり、人口減少進みますと、本町の人口ビジョンにありますように2040年、5,500

人ぐらいを目標にしていますけれども、これあくまでも特殊出生率を1.8をキープすると、国の大前提がそう

ですから、でもこれ非常に、やはりハードルが私は非常に高いと思っております。その中で、これを改善する

ためにも、昨年度策定しました総合戦略、この施策に今年度から積極的に取り組まれておりまして、ぜひその

効果が上がるのを私は期待しているところでございます。 

  そこで伺いたいと思います。この町の現状を少しでも早く改善させるには、それらの施策にあわせまして都

市住民、これよくある若者たちなんですけれども、そういう若者の斬新な視点、それから柔軟な発想、そうい

うもので活性化に取り組みまして、こういう制度が国の総務省にございます。それは皆さんもご存じだと思い

ますけれども、地域おこし協力隊制度といいます。こういうものをやはり積極的に導入して、町を活性化して

いくべきではないかと私は考えます。 

  私がそれを取り入れたらいいと思う理由なんですけれども、この制度、これ2009年に総務省が制度化してお

ります。昨年度、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略、これに総務省がその施策としてまた掲げております。

この制度の概要といたしましては、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動して、生活の拠点

を移した者、それを地方公共団体が地域おこし協力隊員として委嘱します。ちなみに県内の自治体だと館山市

が３名、それから勝浦が１名、鴨川が２名、そしていすみ市、ここ非常に多くてさまざまな施策の中で９名ほ

ど導入しております。そしてこの９月20日を目途に今南房総市が地域資源を活用した旅行商品、また体験型の

観光プログラム、そういう企画を立案してもらうために今２名をたしか募集しております。 

  そして、この隊員が各自治体のほうに１年から３年間居住しまして、地域のブランド、それから地場産品の

開発、それからＰＲ、そして住民の生活支援など地域協力活動、こういうものを行います。そしてその地域へ

定住・定着、この隊員がこの地域に定住・定着、そういうものを図っていきまして、地域の地域力、そういう

ものを維持・強化を図っていくことを目的とした制度なんです。 

  総務省では、今回の総合戦略の中で隊員数を今年度は3,000人、そして2020年には4,000人を目途に拡充して

いくと、そういうふうにうたっております。なお、2015年度までの実績といたしましては673の自治体で2,625

人の隊員が活躍してきたということでございます。 

  一応紹介しますと、新潟県の十日町市、ここに池谷・入山地区とございます。ここは魚沼産のコシヒカリの

産地です。本当に本町と同じ農業、米作ですね。それが中心の地区なんですけれども、ここは年数は忘れまし

たけれども中越地震でやはり大きな被害を受けています。それで中越地震の被害を受けまして過疎化が進みま

して、６世帯11人まで人口減少が起こりまして限界集落、そういうふうに呼ばれていました。そこが隊員を受

け入れまして、廃校舎を活用した農業体験、それからボランティアの受け入れ、米をはじめとした農産物の生

産、直販事業、あとは学校給食の地産地消プロジェクト、そういうものに取り組みまして地域内事業の活性化

と移住者の受け入れ、そういうものに尽力しました。そして今では９世帯22人まで人口がふえまして、向こう

のほうでは奇跡の集落と、そうやって呼ばれています。 
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  また、岡山県の美作、ここの上山地区ではやはり人口減少と少子高齢化が非常に進みまして、耕作放棄地が

大分ふえました。そういう中で、約8,300枚で約20ヘクタール、そこの耕作放棄地を再生しまして、今は米の

ブランド化、また伝統行事、秋祭りとか獅子舞ですか、そういうものにも尽力しまして定住する者が今非常に

ふえていると言われています。ここの上山地区の地域おこし協力隊は全国的に有名で、ＭＬＡＴと呼ばれてい

ます。そういうところもございます。 

  それで、総務省によりますと、この地域おこし協力隊の隊員がどうなっているんだということがあると思い

ます。その中でやはり、まず地域おこし協力隊の隊員の構成としますと、大体４割が女性だそうです。それで

またその中の８割が20代から30代、そして任期終了後は大体５割が任地の自治体、それからあと１割ぐらいが

近隣の自治体に定住しておりまして、定住した隊員の５割が就業、また２割が就農または起業していると、そ

ういうことがございます。 

  当然、受け入れて成功する例、失敗する例、これたくさんあります。やはり自治体の受け入れ体制の不備、

それから活動とか業務内容、そういうものが明確じゃないと、やはりこの制度なかなか難しいと思います。そ

れともう１点は、そういう過疎地域、条件不利地域というのはやはり地元の理解、そういうものを得られるの

がなかなか難しい、そういう面もありまして失敗する例も多々あるというふうな結果が出ています。 

  このように地域おこし協力隊、全ての自治体で必ず成功する、そういうことはまずあり得ないとは私も思い

ます。しかし、今この町の活性化、これに必要なことはやはり役場職員の、また役場職員とか住民だけでなく

都市住民の視点、感性も積極的に受け入れて、農業や観光、また地域づくり、そういうものに傾注していただ

いて町の活力の維持向上を図っていくべきではないのかなと私は思います。 

  私もいろいろと考えたわけですけれども、その中で隊員に何をしてもらったらいいのかなと。私が思ったの

は、まずは本町の基幹産業の農業、こういう農業に一応従事してもらって、今うちのほうの町、米が、ハスと

いう特産品ございますけれども、そういう特産品の開発、また販売網の開発、あとはまた平野部じゃなくて里

付近に結構耕作放棄地広がってきております。そういうものを復元を図っていく、そういうものに従事させる

のもまたいいのかなと思います。 

  当然、皆さんの質問の中から2020年のオリンピックとか一応出ております。そういう中でやっぱり本町も両

国際空港の至近距離にございますので、やはり観光のＰＲ、埋もれた観光資源の発掘、そういうものを携わっ

ていただく、それも私は活用できるんじゃないかと思います。 

  そして、一番私がいいなと思っていますのは、この制度、自治体の財政に非常に優しいと私は捉えています。

職員１人の活動に要する経費、これ総務省から報償費として大体200万、それからその他の経費、住宅費だと

か研修費だとか、そういうものも含まれまして200万、計400万。１人１年間４百万を限度に特別交付税の財政

支援が受けられます。そういう中で自治体の負担はわずかではないかと。この制度すると、自治体が主体的、

自主的に取り組む事業でありまして、総務省はその実績を事後調査して財政上の支援措置を講じることなので、

事前の申請等が必要ないんですね。 

  このように財源の確保も可能で町の活力を向上させ、ひいては定住者の増加も見込めるこの制度、導入した

らどうかなと。私としては残念な結果を招かないよう、当然新しいことにチャレンジする場合には失敗という

のがやっぱり出てきます。リスク生まれます。 



－88－ 

〔「もうちょっと整理して」と言う人あり〕 

○１番（岩瀬康陽君） 万全を期してこの制度を導入し、町の活力の維持向上を図る一助にしていただきたいと

思います。執行部の考え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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） それでは地域おこし協力隊の制度の導入ということについてのご回答を申し上

げたいと思います。 

  この地域おこし協力隊制度につきましては、人口減少や高齢化等過疎が進む地域においては都市部の人材を

積極的に誘致してその定住・定着を図るということで、地域力の維持・強化を図ろうとするものでございまし

て、町づくりの活性化方策の一つとしての視点を変えていくために大変すばらしい、よい制度であるというこ

とは認識してございます。 

  しかしながら本町の場合、この過疎地域である地域要件というものには該当いたしますけれども、一番のネ

ックは協力隊員が来たとしても受けとめる地域の人たちの協力、ご理解がないとその成果を上げることはでき

ません。さらに居住場所の確保を含む受け入れ環境の整備、あるいは地域住民への周知など、事前の準備や調

整にかなりの人と時間を費やすものと思われます。 

  岩瀬議員さんおっしゃったとおり、協力隊員の活動内容につきましては農林水産業への従事、あるいは水源

地の整備・清掃活動、あるいは環境保全活動、住民生活の支援など国のあらゆる活動事例、メニューが示され

ております。それぞれの分野ごとに地域の受け入れニーズを把握する必要もあり、準備期間も相当必要ではな

いのかなというふうに考えます。 

  したがいまして、国の多種あるメニューの内容であるこの制度をよく精査いたしまして、選択と集中という

ような中で取捨選択し、準備段階でクリアできる条件を整理して取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 取り組んでいきたいということで捉えてよろしいんですね。導入していくというふうに

捉えてよろしいんでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） 企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 結論のほうで申し上げましたとおり、よく条件を整理しまして取り組んでいき

たいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） 岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） どうもありがとうございました。初めてですね。私、企画の面でいろいろと質問させて

いただきましたけれども、初めて前向きな答弁いただきました。やはり新しい視点、その上で着目していただ

いて、ぜひ早目に着手してくれるようお願いして、この質問は終わりにします。 

  続きまして、次の質問、農業政策について移ります。 

  皆さんもご存じのとおり、我が国の15歳から65歳までの生産年齢人口減り続けておりまして、平成26年の10
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月時点では昨年度と比較しますと約116万人減っているということでございます。これまだ今後50年まで毎年

50万から100万人のペースで減少を続けると国のほうは予想しています。このため各種の業界では人手不足、

後継者不足が叫ばれております。この生産年齢人口が減るということは、経済活動が停滞いたしまして、経済

成長率の低下を招く、いわゆる国内総生産ＧＤＰが減少し、国力そのものが落ち込んでいくということでござ

います。 

  ご多分に漏れず、本町におきましてもこの生産年齢人口減少しております。そして、基幹産業である農業に

おいては経営者、従事者これらの高齢化と後継者不足が問題、課題となってきております。本町の農業がこの

ような事態になるのは地域性も一つの要因ではないかと私は捉えております。本町の農業、これ昭和40年代の

高度経済成長期に入りまして、農業経営者が京葉工業地帯等へ就労し、農業所得に頼らない第２種ですか、そ

ういう兼業農家が増加してきたと。その後もふえ続けて、今では８割近くを占めているんじゃないかと思われ

ています。そしてこの兼業農家の高齢化が限界に達しまして引退者もふえてきた、そういうことだと思います。 

  町が平成25年に、ここに実施した農業経営者への地域農業の将来に関するアンケート調査がございます。こ

の結果によりますと、このまま現状を放置すると、10年後には高齢化が進み、耕作放棄地が増加するが約８割、

今後の後継者がいないが６割、今後の中心経営体の候補は組合等が行うと思っている人が約６割、このように

多くの農業経営者は農業に大きな不安と危機感を抱いていると、このアンケート結果からも明らかだと思いま

す。 

  一方、本町におきましては、耕作放棄地の増加や後継者問題を解決して農村環境の維持・保全を図っていく

ため、全農家参加型の地域営農組織の確立を目指して取り組んできております。そのために各種の施策に取り

組むとともに、補助制度や地域農業推進基金、そういうものなどを創設して町内全域での営農組織づくりを現

在推進しているところでございます。 

  これらの施策によりまして、幾つかの営農組合が設立され、効率的かつ安定的な農業経営が可能となり、地

域農業の生産基盤の強化が図られまして、耕作放棄地の増加防止に貢献してきた、そういうことは間違いない

と私思っています。 

  しかし、このように営農組織の推進に取り組んできたわけですけれども、先ほどのアンケートにあるように

従事者の高齢化が進んで後継者不足が顕著になってきていると。国は農家の経営を安定させるために50年近く

続けてきた減反政策、いわゆる生産調整、これを2018年度には廃止、また数年先にはＴＰＰの発効も予想され

ていると。そういう中で国の規制改革によりまして、民間企業の農業参入、また人口減少に伴う国内市場の規

模縮小に向けての農産物、食料品の輸出の拡大・推進等々がございまして、農業を取り巻く環境は大きく変わ

っていくんだというふうに問えます。 

  本町といたしましても、この減反の廃止やＴＰＰの発効による米や畑作物の価格の下落、そして、廃業や離

農する者の増加が予想される中でこの本町農業を維持・発展させていくには、この環境変化に対応できる農業

経営の構築が喫緊の課題ではないかと私は考えます。私はこの環境の変化に順応するとともに後継者の育成、

つまり若者を就農させるためには今まで以上に農業の生産を高める、農業所得をふやす、そして農業の魅力を

高める農業形態、そういうものを育成することが今は肝要ではないかと考えます。 

  そこで伺いますけれども、町は本年３月に策定した総合戦略で後継者問題を解決するため等に営農組織づく



－90－ 

りを推進すると盛り込んでありますが、どのような形、形態での推進を考えているのかお聞かせください。 

○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。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） それでは岩瀬議員さん、農業政策ということで、農業の後継者問題でございま

す。営農組織づくりを推進しているが、どのような組織形態で推進を考えているのかと、そういったご質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

  町の農業は、耕作放棄地の解消と農家の後継者問題を解決するため、地域の農業は地域の皆で守る、これを

合い言葉に集落等の地域で地主と耕作者が今後の農業を話し合い、農家合意に基づいた集落営農組織、この立

ち上げを推進しているところでございます。 

  耕作放棄地の解消に向けては、地域農業の担い手となる集落営農組合、大農家、認定農業者に個人離農者等

の農地の集積、集約化を進め、農業の効率化を図ってまいります。地域の担い手には、地域の安定した経営体

となり、営農規模を拡大していただかなければならない、こういったことから今後も農業経営に支援をしてい

かなければならない、そう考えております。 

  また、農業の大きな課題であります後継者の問題につきましては、集落営農組合、こういった組織が所得を

補償するなどして地域で後継者を育てていかなければならないと、こう考えております。後継者の育成に向け

ては、組織の安定した農業経営、これが必要不可欠となります。地域の担い手となる経営体は所得の向上と魅

力ある農業に向けた多角経営に努力していただき、町も引き続き経営支援とあわせまして後継者育成の支援を

検討していきたいと、こういったことで考えていますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 確かに非常に農業行政というのは岐路に立っておりまして、非常に難しい問題だと思い

ます。日本全国で生産特区とかいろいろやっております。そういう中で考えた場合、本当に本町においてもや

はり今改革を始めていかなければ、やはり波に乗り遅れていくのかな、そうするとほかからの法人とか何とか

が席巻してくるのかなというふうに考えることもございます。 

  私も地域の農業は地域で守る、これが一番だと思っております。町が取り組んでいる全農家参加型農業が今

後ともぜひ推進していただきたいとは思います。答弁で、営農組合に多角経営に取り組むように努力してもら

う、町は引き続き経営者と育成者の支援を検討するということですが、これが町が幾ら多角経営に努力しろと

言っても、今まで生産能率の高い水稲単作だった本町の農業経営者、従事者、高齢化が進みまして、あえてリ

スク、危険は冒さない。つまり、新しい事業に率先してチャレンジする気持ちというのは低い、いや起きない

と言ってもこれは多分過言ではないかと私は思います。やはりここは経営者たちが勇気を持って果敢にチャレ

ンジできるよう環境整備、また支援、こういうものがやっぱり必要不可欠なのではないんでしょうか。 

  やはり町がこの辺は主体となって、経営者の育成、補助金等の創設、それから経営者の指導、そういうもの

に取り組んでいくことも必要ではないかと私は思います。やはり後継者を確保・維持していくためには、今ま

での営農組織体づくりだけでなくて、とっぴな話かもしれませんけれども果樹、野菜等の施設園芸、それから

水耕栽培、促成栽培、農産物の加工・直販、そういうものに果敢に取り組んで、やはり農業所得の拡大を図る

必要がある、そういう組織体に進化していくことが一番大事ではないかと思います。 
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  そのためにも、やはり町は早急にそういう多角経営の必要性、そういうものを農業経営者や農業従事者に十

分説明し理解を得るとともに、関連する国・県の特定財源確保等に努めまして、そういう環境整備を努めて、

営農組織の多角経営化に町を挙げてぜひ取り組んでいただきたいと私はそう思いますが、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。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） 岩瀬議員さんの多角経営に町を挙げて取り組んでいくべきではないかというご

質問だと思います。 

  まず最初に、多角経営につきましては、地域の担い手に安定した経営体になっていただくためには欠かすこ

とのできないものだと考えております。しかしながら、あくまでこの多角経営していくのは経営体自身、その

経営体の方針、またその経営状況、そういった状況などによりまして経営体が取り組んでいくと、これが基本

だと考えております。その取り組みに対して町はいろいろな面で支援していくと、そういったことでまずご理

解をいただきたいと存じます。 

  現在は、状況を申しますと、各地域の経営体、町の個人農家の離農した農地を集積していただいております。

その関係で草刈り、用水の問題、また経営の規模拡大に伴う施設整備とか、いろいろな面で負担をかけておる

のが現状です。今経営者、組合長さんが考えているのは、まず集約化して農業の効率化を図っていこうと。特

に生産コストを抑えて、今米価が低迷しております。その米価に対応していこうという考えで、今いろいろお

話を伺っているところでございます。 

  先ほど申しました経営の多角化、この関係につきましてもいろいろチャレンジした歴史がございまして、ス

プレーストック、花だとか、あとはイチジクだとか、最近ではシシトウとか、いろいろ各経営体試みておりま

す。しかしながら、生産コストの関係で増収には結びついていないと。 

  これは基本的な大きな問題であります土壌の関係がございます。長南町はお米がおいしい。それは土が粘性

土という関係からもきていると思います。また、レンコン、これもまた粘土、特にそういった土で長南のレン

コンはおいしいと、そういったことを今まで言われてきて今日に至っているんですが、その反面畑作ですか、

園芸ものはどうしても所得につながらないと、そういった状況になっております。 

  ただ、現在もある組合は酒米を栽培していまして６次産業化等にも取り組んでいただいております。多角経

営、６次産業化、少しずつですけれども進んでいるということでご理解をいただきたいと思います。 

  あとはその取り組みでございますが、今後も経営状況、いろいろ経営体、体力の差があると思いますので、

そういった体力に合わせた、また地域のいろいろ事情に合わせた多角経営を、そういったものに向けた協議を

まず経営体、あとは普及所ですね、それとあと町で協議を重ねて取り組んでいきたいと、チャレンジしていき

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。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 今の答弁聞いておりまして、私も本町の土壌等の関係は十分理解しているつもりではご

ざいます。その中で農業経営体でしょうけれども、経営体の実質的に多角経営化に取り組んでいってもらいた

いと、それを町は支援するような形だと私受けとめております。それからいろんな酒米だとか、シシトウだと
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か、いろんな形で取り組んでいるのは私も聞いてはおります。 

  でも、そういう重い腰を上げさせるためにはやはり何らかの、モチベーションを上げていくためには何かの

動機づけ、これ非常に必要だと私は思っています。その中でも減反が廃止になれば、お米というのは民間の予

想だと大体４割は米価が下がると。そんなふうな試算も出ています。いきなりこれが４割下がるとは私も思い

ません。ただ、この制度をいつまで存続させるかというのは国のほうもこれまだ定かではございませんけれど

も、はっきりしていません。 

  そういう中で、今野菜とか何かというのは健康志向の広まりで非常に伸びているそうです。そういう面から

考えましても、やはり本町の農業、米じゃなくて、これからやっぱり中山間地域におきましては収益の高い、

そういう農産物のほうにかえていくと。国のほうもいろんな施策を打っていまして、財務省が昨年農林水産省

のほうに提言を出したんですけれども、それが来年度から制度化されるそうです。それはやはり野菜のほうに

特化していけと。要は、何か試算すると米の時給換算すると約295円だそうです、米は。それが野菜の露地野

菜農家だと大体倍の590円ぐらいの時給換算だそうです。もうそういうデータも出ていますね。 

  そういう中で、やはり国のほうも中山間地域、それから小中規模農家、そういうものは米じゃなくて、これ

からはだんだんとそういう生産性の高い、収益の高い、そういう農産品のほうに特化していく、そういう施策

を恐らく組んできているんですね。これはあくまで財布握っている財務省のほうからそういうのを農水省のほ

うに提言してやっておりますので。そういう中でやはり、うちのほうも動機づけ等を考えた場合には、町のほ

うもそういう支援は積極的に行っていったほうが私いいんじゃないかと思います。それについて、ぜひトップ

であります町長のお考えを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できますか、町長。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 農業問題、大変今、岩瀬議員、熱く述べられましたけれども、大変難しい問題だという

ふうに思っています。農業は国策によるところが非常に大きいわけなので、国の動きによっては大きく変化し

ていくことも予想されます。 

  今の長南町の農業を支えているのは、やっぱり兼業農家で従事した方々が定年退職して、営農組合で仕事を

していただいていると、そういうおかげかなと。その兼業農家ですら減ってきていますので、これから農業の

後継者、本当に心配になるところであります。 

  そういった中で今農地の集積化、大規模化を図って効率性を求めた農業経営をして、何とか収入を確保する、

経営力を高めるというようなことになっております。これは果たして大規模化をどんどん進めていったことに

よって、これ担い手が減ってきた場合にはどうなるかということで、いつも私いろんなところで話をしている

んですけれども、農地の集積はいいんですが担い手がいなくなった場合、その農地の維持管理はどうするか。

ですので、今からその営農組合、あるいは大規模農家の方々にいろんな意見を聞く会を持ってくれと担当のほ

うには話をしています。 

  将来を見据えて、この担い手不足をどういうふうに補っていくのか。例えば外国から従事者を入れるのか、

あるいは先ほど岩瀬議員からご質問がありましたけれども、都会のそういう農業に興味のある人、地域おこし

協力隊という意味で入れるのか、あるいは水稲面積をだんだん減らしていろんな野菜、あるいは果樹、いろん
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な方向に持っていくのか、そういったものを今からしっかり議論をしてほしいと。その農業経営者の皆さん方

が長南町の農業をこうしていきたいんだという方向づけができれば、町としてもそれに向けてしっかり支援し

ていきたいと、そういう考えは持っています。 

  そういったことで、これからそういう経営者の意見を聞きながら、町のこれからの農業をどうするかってい

うことをきちんと見きわめた中で対応させていただ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） 岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） どうも町長、ありがとうございました。 

  町長、やはりこの問題は避けては通れないと思います。町が今後、このすばらしい自然を維持していくため

にも、ぜひ後継者問題というのは避けて通れませんので、やはり協議を進めるじゃなくて、協議を始めるよう

な動機づけをどんどんしていっていただければなと思います。 

  それから、経営体が独自に自分たちで生産活動を広げていって自活できるような、そういう組織形態をつく

っていくように、これから指導のほうを進めていっていただきたいと思います。 

  それで以上で、私それは要望として質問を終わりにします。どうもお世話さまでした。 

○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。 

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

○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14日と明後日15日は議案調査等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14日と明後日15日は議案調査等のため休会とすることに決定しました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（板倉正勝君） 16日は午後１時半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 １時４１分） 

 


