
No. ご質問・ご意見の内容 回答者 回答内容 備考

1 【要旨】 学校教育課長 　
　統合小学校の学級編制について

【内容】

3年生、4年生は現在の4倍の1クラス40人となり非
常に不安を感じる。子どもたちにとってストレスと
なるし、教員にとっても少人数の方が授業をまとめ
やすいのではないか。
中学校校舎を小学生が利用できるような計らいは

できないか。

2 【要旨】 学校教育課長 　
　小学校の統合について
【内容】

町長 私自身、就任当時は残したいという考えであっ
た。しかし、小規模による学校教育の限度があり、
本来の教育を受けられないとなれば、保護者が心配
して町外に転出してしまうなどの懸念もあり、H26

年度からＨ28年度にかけて準備し財源を確保したう
えで統合するという判断をした。決して統合ありき
の考えではないことをご理解願いたい。

　大きな集団の中で揉まれることにより育つ力もあ
る。しかし、急激な変化で生まれるストレスの心配
も理解できる。
　法的に学級人数は決まっているが、極力、学級を
分けたいと考えており、県に教員の加配を強く要望
している。人的配置が整いクラスを分けることがで
きた場合は、6年生を中学校に移したいと考えてい
る。また、現在各小学校に配置している支援員につ
いても、統合校に1名とならないよう働きかけてい
く。

町長と語る会概要（長南地区）

日　　時：平成28年6月21日（火）19：00～21：12
会　　場：長南小学校屋内運動場

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：28名

　町としても残したいという思いはあり、各地域か
らもその思いは伝わってきたが、少子化のスピード
が非常に早い。平成22年から適正配置について組織
を立ち上げ、よりよい教育環境となるよう協議した
中で、複式学級になってしまい教育効率が悪い状況
を作りたくないと考えた。子どもたちの豊かな学び
を保障していくためにはこれしかないと考え進めて
いる。

　学校統合に向けて工事等が進んでいるが、これま
で経緯に学校を残す（存続させる）動きがあったか
どうか。
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3 【要旨】 町長
　町長が目指すまちづくりについて
【内容】

小中一貫校や、東京家政大学との交流などを軸
に、「教育のまち長南」をイメージしていきたい。
子育て支援についても、足りない部分は意見を聞い
て更に充実していきたい。

西部工業団地跡地活用については、町の発展につ
ながる。用地の虫食い状態を早期に解消して、いつ
でも活用できるようにしたい。

　 企業や大型商業施設に声をかけてもなかなか良い
返事をもらえない状況だが、インター周辺の開発を
含めて手を打っていく。現実を見極めたまちづくり
をしていきたい。

農業は国策によるところが大きく補助金で経営が
成り立っている中で、国の財政も厳しく補助金の縮
小もあり得る。今は農地集積、大規模化を図ってい
るが、今後は担い手不足になり、農地の保全管理が
問題になる。農業関係者に議論していただき、支援
していきたい。

農業、商業、工業のバランスの良いまち、教育、
子育て支援の充実したまち、総合的な視点からまち
づくりを進めていきたい。

　県内でも人口減少率が高い状況。
　町を変えたいという時に生じる変化を皆さんがスムーズ
に受け入れくれるか。就任した際は、人口減少を食い止
めて町の活気を取り戻すため、様々な新しいことに試みよ
うと思っていたが、長南町の自然豊かで静かな中で、そっ
としておいてほしいという人もいることが見えてきた。新し
いことを求める人と、そっとしておいてほしい人が半々位。
今後のまちづくりは、その両方の良い面をとりながら進め
ていきたい。

　人口減少時代における町長が目指すまちづくりは
何処にあるか。何を進めようとしているのか。
　熱く語ってほしい。
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4 【要旨】 町長
　移住者として思っている事
【内容】
長南町はとても素晴らしい町と感じて引っ越して

きた。東京に近いのに自然豊かで、日本のふるさと
らしさ、美しさを持っており、都民にとって大きな
魅力。
この町には観光課がない。田舎のメリットを活か

して観光で良さを知ってもらう努力が必要。

また、シュタイナーの千の葉学園に通いたいが住
む場所がないという人をサポートすることで、子育
て層の転入が見込める。

　

東京にいる人達に、ここがいかに魅力的かを発信
してほしい。

5 【要旨】 町長
　小学校跡地の活用について（要望）
【内容】
学校跡地を多目的広場にして、災害時に活用でき

るようにしてはどうか。住まいが山間で山崩れも想
定している、前回の災害でも道が崩れて1か月以上不
自由した経験もあるので、自分でタイヤショベルを
用意して備えている。
建物の維持には経費がかかると思うが、何に使っ

てもいいので多目的広場にしてはいかがか。

　観光には力を入れており、メディアを活用して少
しずつ町の知名度も上がってきている。
　今後も町をアピールして、田舎に憧れる都会の人
達に町を知っていただき、住んでいただけるよう努
力していきたい。
　シュタイナーについては、もし長南町で活動して
いきたいということがあれば、また話をお聞きした
い。

　各小学校は避難施設に指定しているが、跡地活用の検
討にあたっては、どのような貸し方をしたとしても、現在の
使用目的を確保していきたい。
　各跡地を多目的広場、防災施設としてだけで使うとなる
と、維持費だけでも相当な経費がかかってしまうので、第
三者にきちんと管理してもらいたい。
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6 【要旨】 町長
　タイケン学園誘致について
【内容】
タイケン学園の件については広報誌のふれあい通信を
読んだ。反対の声が強かったようだが、やろうとしているこ
とを、もっと早く町民に知らせるということが大事だと思う。

7 　【要旨】 財政課長
　公会計制度について

　【内容】
東京都では複式簿記を導入しいる。複式簿記は単式簿
記と違って、お金がどのように使われているかがわかるの
で導入してはどうか。

8 　【要旨】 町長 　
　図書室について
　【内容】
小学校跡地を図書館として使用し、充実させてほ

しい。

9 【要旨】 町長
　圏央道の2車線化について
【内容】

　一般的に大きな事業に取り掛かる場合、事務方が相手
と十分協議し、内容を詰めてから町民の皆さんに意見を
求めたり、議会に提案するという流れで、今回の件は、あ
る程度協議をして方向付けができた段階で町民の皆さん
に説明をしようと考えていた。
　今回はまず協定を結ばないと、相手が話し合いのテー
ブルについてくれなかった。
　協定の中にいくつかの条件があり、その条件を受け入
れて誘致するという話（噂）が出てしまったが、施設の長期
貸付、寮費助成、施設改修等は全て議会の議決案件で
あり、独断で条件を約束できるものではない。
　協定はそれらの条件を議会に提案して承認を得るように
努めるという内容。議会に提案する内容（条件）も相手の
言いなりではなく、財政状況等を考慮するので、心配され
たようなことにはならない。

　平成28年度決算から新地方公会計制度により公表して
いく。

　小学校跡地を活用しての図書館という考え方もあるが、
公民館が耐震性の問題で建て替え或いは耐震補強が必
要な状況なので、公民館と、福祉、文化機能を備えた複
合施設を作りたいと思っている。改善センターも老朽化し
ており、これからは公共施設を整理統合したいと考えてい
る。

　圏央道については関係市町村の期成同盟で国や関係
団体に陳情等を行っており、その中で2車線化の話もして
いる。
　国の考え方は、残る一部の未開通の区域をいち早く開
通させて、圏央道を確立させた後に2車線化を考えたいと
いうことだが、今後も働きかけていきたい。

　圏央道を片側２車線にしてほしい。インターチェンジが
できただけでは道路として充実していない。
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10 　【要旨】 町長
　小学校跡地の活用について
　【内容】
タイケン学園誘致ができなかった事は残念。教育の中
から町の活性化は起こる。圏央道により都内とのアクセス
が良く、自然豊かな中で教育ができるのは素晴らしいと
思っていた。私のような賛成者もいる。
学校施設は1か月も放ってけば草だらけになり、管理が
大変なので早く施設の活用を決めた方がよい。
　町民と対話して前向きに進めてほしい。

11 　【要旨】 建設環境課長
　町中の環境改善について
　【内容】
　　町中に住んでいるが、保育所そばの河川の草刈は斜
面が急で危険である。刈れない場所は草が茂って不衛生
であり、町中の環境が悪い。保育所の近くでもあるので、
もう少しきれいにならないものか。

12 　【要旨】 学校教育課長
　統合小学校について
　【内容】
図書室がないことが残念。本に向かう集中力が違ってく
る。
学級編制で40人クラスが2学年ある点について、法律で
は1クラス40人までとされているが、転入生が入る可能性
もあるし、40人学級は2クラスに分けるべきだと思う。県に
要望しているというが、どのようにな要望をしているのか。
安全対策について、小学生の遊具付近に中学生の野
球部等のボールが飛んでいく危険性が考えられるので、
高いフェンスの設置等の対策をお願いしたい。
工事が始まる前に、このような住民の意見を聞く場が必
要だったと思う。
また、5月28日の保護者説明会で出た質問にはいつ回
答されるのか。

　道路愛護・川をきれいにする運動のご協力をいただい
ているが、危険な箇所についてまでは、無理にお願いで
きない。現場を確認してできるだけ対応したい。現状では
河川維持に対する予算がなく、道路の草刈り等について
も年間200万円程度で維持管理を行っているところ。しか
し、町中の環境が悪いという事なので、予算を確保して改
善できるよう努めたい。

　人口減少の中で、学校跡地を活用した地域活性化に
は、学校誘致が一番良いと考えていた。普通は公共交通
機関や大型商業施設がない町に学校はこないが、4つの
小学校を活用すれば来てくれるという事だったので、まず
話を聞いてみようと考え取り組んでいたが、このような結果
になってしまい申し訳なく思っている。
　今後、町にとって最も良い活用方法を見出していきたい
と考えている。

　図書については、ワークスペースの一角に図書スペー
スを設けるとともに、学級文庫のような形で教室の中にも
本を設置し、一定期間で本を入れ替ることで新鮮な本に
触れられるよう対応する。
　県への要望については、統合と一貫教育を大きな理由
としている。学校統合の際、「統合増置」という形で職員が
派遣されることがある。統合により生じる子供たちの負担
軽減を理由に、県に職員の配置をお願いしている。
　安全対策については、防球ネットの設置を検討したが
予算上設置できなかったため、町営野球場の使用などで
部活動の時間帯に近くで児童が遊んでいるようなことのな
いようにするなど、時間帯と場所をすみ分けて対応したい
と考えている。
　保護者説明会の内容は町ホームページで公開したとこ
ろだが、その内容を分析し、ホームページ上で回答した
いと考えている。
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教育長 　

　学級編制について、子ども達の今の状況をみると、仲が
良く安定的な人間関係があるが、それが崩れた時には厳
しい人間関係になってしまう。少子化時代の教育では、
集団の力で学ぶということが大事なコンセプトになってく
る。その中で懸念される課題もあるが、これからの子ども
達は、広い世界で活躍するために大きな集団の中で揉ま
れ、自己啓発して伸びていくことも必要と考える。

13 　【要旨】 町長 　
　中学生の通学路の改善要望について
　【内容】
通学路で鍛滝に向かうカーブが低く、車の通りもあり通
学路としては非常に危険な状態なので、早急に改善して
いただきたい。

14 　【要旨】 町長
　区長条例の妥当性について
　【内容】
区長条例は妥当なのか。町の財政は潤沢ではないと思
うが、人口が減っている中で区が30近くあり、区長・区長
代理の手当も、そんなに必要なのだろうか。

　その箇所については私自身も危険と感じており、対処
するように指示をしている。今年度は調査費を計上してお
り、計画的に対処していく。

　区長の手当（報酬）については、区長設置条例により非
常勤特別職に位置付けており、町の行政執行上、一職員
としてご協力いただいているという考え方から、若干、手
当が多くなっていると思う。
　区割りについては、人口が減少して地域の規模も縮小
しており見直しの必要もあると思う。今後検討したい。
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