
No. ご質問・ご意見の内容 回答者 回答内容 備考

1 【要旨】 町長 　
　シュタイナー学園の小学校跡地活用希望について

【内容１】
　町長が就任した年に小学校統合が決まった際、シュタイ
ナー学園の理事長が町長と面会して、使わせてほしいと
伝えたはずだがその事が消えてしまった。
　タイケン学園の話は乗り気になって進めたが、何故この
対応の違いが生じたのか。

　【内容２】
　シュタイナー学園の話は、10年以上前に先方からお願
いされたが、タイケン学園の場合は町から来てほしいとお
願いしている。
　お願いされるのと、お願いするのでは財政支出など対
応も違うと思う。町長はシュタイナーの話をなかったものと
して広報に記事を書いているし、議会や役場でも検討し
た跡が見えないが、どうなのか。

町長 　
シュタイナー学園については、現に坂本に校舎等の用
地を確保しており、最近では計画変更の話も聞いている
ので、シュタイナーは坂本地区で開校できると理解してい
る。
タイケン学園は閉校になる4校を同時に活用でき、地域
格差がなく、また1,000人規模の学生を想定していたの
で、例えば寮で地元産食材を使ったり、生徒の親が来町
することによる経済波及効果も期待できた。
シュタイナーは来るが用地は確保できおり、タイケン学
園は誘致により経済波及効果が期待できるという判断で、
誘致を進めた。

　確かにシュタイナー学園からのお話は伺った。シュタイ
ナー学園は坂本地区に用地を確保して校舎を建設し、学
校運営をしていくという話を聞いている。また、校舎や敷
地の事業計画の変更の話も聞いており、坂本の用地が
シュタイナー学園の本拠地になるものとみているので、タ
イケン学園は小学校の跡地に誘致していくという判断をし
た。

町長と語る会概要（西地区）

日　　時：平成28年6月23日（木）19：00～21：09
会　　場：西小学校屋内運動場

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：32名
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2 　【要旨】 町長

　小学校跡地の活用について

　【内容】

小学校跡地活用について、地区住民の意見を聞くた
め、後々に意見交換会を行うとのことだが、いつになるの
か。
　また、4校別々の方法で活用するのか。

3 【要旨】 町長 　
　税と人口について
【内容】
人口が減少しているが、これに伴う町の財政補填

のために、町民税などの税金が上がることがある
か。

4 【要旨】 町長 　

　町の財源について

【内容】
町の財源の一つにガスがある。ガスを売って儲けること
ができないか。
役場職員は町長のブレーン。この意見交換会で町長の
ブレーンになりたいという人はいなかったか。そういう人を
集めて町役場として発展してほしい。

　小学校跡地活用検討委員会を立ち上げて、地区の代
表者や学識経験者などを交えて検討する。地域に入って
意見を吸い上げていくかについては今後検討したいと思
う。（意見交換会を行うということではない。）
　活用方法は、1本で使った方が地域格差がなくてよいと
思っていたが、ここに至ってはそればかり言ってられな
い。時間が経つと施設が荒れてしまうので、別々の使い
方になっても、各地域の独自性で、活用方法が決まり次
第、それぞれで使っていく。早めに活用を図っていく必要
がある。

　町民税は同じ税率を使っており、他市町村より高くなる
ことはない。国民健康保険税は市町村により異なる。
　人口が減れば税収も下がる。交付税措置もあるが、国
の財政状況も厳しく、税収以外の歳入確保を考える必要
がある。公有財産を上手に活用して財産収入を得ることも
検討したいところだが、小学校跡地については、貸し付け
による収入がなかったとしても、活用により地域が潤えば
よいと考える。
　また、人口が減少しても、行政サービス水準が下がらな
いように考えていく必要がある。

　ご意見として伺っておく。
　長南町のガスは日本一安いということで誇れることだと
思ている。
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5 【要旨】 町長 　
　東京家政大学との協力関係等について

【内容】

企画政策課長
　東京家政大学との交流ついては、まち・ひと・しごと創生
総合戦略で今後の町の事業展開に関する計画を策定し
た。その中で、農業体験を通じて、大学の学生に長南町
の素晴らしさを知ってもらうことで新しい人の流れを作る農
業体験プログラムを位置付けている。

　渡邉辰五郎記念館基本構想については、東京家政大
学の創始者が長南町出身であるという事を知らない方が
多い中で、国が10割負担する地方創生加速化交付金を
活用して、東京家政大学との交流による地域住民を含ん
だ活性化や、人の流れを作る拠点として考えた事業であ
る。

産業振興課長 　農業体験については、企画政策課長回答のとおりだ
が、詳細は今後決める。
　農産物加工については、大学との共同事業として、町
の特産品を使ったレシピの開発を進めており、町内の食
堂やゴルフ場等でメニューを紹介して使っていただきた
いと思っている。

　東京家政大学と町民の皆さんの交流を今後どのようにし
ていくかを念頭において、記念館の建設計画を作ってお
り、地域の方も含めて、記念館の建設や大学との交流関
係等を検討する委員会を設置している。
　渡邉辰五郎氏の生誕地が記念館の建設地という捉え方
をしている。
　学校跡地を体験学習センターにするかは、相手方の考
え次第であるが、機会があればお話ししていきたい。
　農産物の加工については、町の特産品を活かしたレシ
ピの開発を検討している。

　町民が東京家政大学と共同で何かを実施したいと
いう希望があった時に、町と大学の協力関係を協議
する協議会を設置して、町民や商工会などが参画す
ることができないか。
　また、小学校跡地を活用して東京家政大学の体験
学習センターを作ってはどうか。紅花の染色、農産
物の加工の施設を作り、学生だけでなく町民も活用
できる施設としてはどうか。
　また、渡邉辰五郎記念館にかける予算をこの体験
学習センター整備に充て、その中に渡邉辰五郎記念
館を入れることで、予算を抑えつつ同じ効果を得ら
れる。
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生涯学習課長 　町民と大学の協力関係に関する協議会について、渡邉

辰五郎記念館は東京家政大学との交流の場、町民の憩
いの場として考えており、今年度は、具体的な事業の進
め方を検討し、基本構想を作る。そのための検討委員会
を立ち上げたところで、委員に商工会の会長も入ってい
る。今後、委員の皆さんの意見を聞きながら、大学との交
流や協働について検討していきたい。

　【追加質問】
渡邉辰五郎記念館の経費は全て国費で町の財政負担
は無いと理解したが、国費を得るための条件に建設地の
指定はあったか。交付金を申し込んだ時期はタイケン学
園による小学校跡地の活用を考えていたと思うが、建設
地を小学校跡地に計画変更して交付金を使えば良いも
のができると思う。

企画政策課長 　交付金の対象はソフト事業であり、渡邉辰五郎記念館
を核としてどのような事業を展開していくかという基本構想
の策定が交付対象である。（建設に係るハード経費は対
象外）
　建設地については、交付金申請の際に、生誕地に建設
するという内容で採択を受けており、計画変更は難しと考
える。

6 【要旨】 企画政策課長
　広報活動の仕方（宣伝力）について
【内容】
　町外から長南町に来ていただくメリットを明確にする必
要があると考えるが、町の広報活動をどのように行ってい
るか。町のウェブサイトを見る人が何人いるか。その他の
広報活動をどのように誰向けに行っているのか。

　【要旨】 各課長
　長南町の魅力（アピール）について
　【内容】
　企業誘致、小学校跡地活用、空き家対策など色々な問
題があるが、無理をすると安売りが始まり長続きしない。長
期的ビジョンの事が長南町第4次総合計画書に書かれて
おり、これは政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が
ベースになっていると思うが、長南町らしさを欠いてはそ
こが薄くなってしまう。そこで、長南町の魅力を各課長から
聞かせていただきたい。

　（小学校跡地活用の面で）タイケン学園の件が終息した
後、いち早く行動を起こした。
　まず、学校跡地検討委員会を立ち上げ、広報等で委員
を公募する段取りをした。
　また、文部科学省のホームページに掲載されている「廃
校プロジェクト」に4校の情報を掲載した。（企業の目に留
まるような広報）
　また、（一般来訪者向けでは）地方創生先行型交付金を
活用して町のプロモーションビデオを作成し、ホームペー
ジにアップしている。
　ホームページは昨年10月に全面リニューアルした。

（長南の魅力）
総務課長：歴史ある神社仏閣、昔ながら伝承行事（花火
など）、住民の人柄
財政課長：自然豊か、田舎っぽい、人柄が良い
税務住民課長：田舎力が高い、古来の町並み（茅葺屋根
の建物等）
※他の参加者から、質疑に時間をとってほしい旨の要望があっ
たため、三課長のみ発言し終了
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7 【要旨】 町長
　空き家対策について
【内容】
町内には一人暮らしの方も多く、今後更に空き家が増え
ていくと思われる。空き家が廃墟になって犯罪の温床に
なる危険性もあるので、しっかり対応をお願いしたい。

8 　【要旨】 町長
　魅力あるまちづくりについて
　【内容】
小学校跡地活用の検討委員会を作るという話だ

が、町内に人材が沢山いるので、広く人材を求めて
多方面から検討し、魅力あるまちづくりをしてほし
い。

9 　【要旨】 町長
　ゴルフ場利用税について
　【内容】
消費税が10％になるとゴルフ場利用税が廃止にな

るかもしれないので、早めに対策が必要と思う。

10 【要旨】 農地保全課長 　
　先進的農業に対する補助について

【内容】
　竹チップを肥料の代りにした蓮根の栽培をしている。地
元に肥料代や農薬代が落ちる農業をやっている。他の地
域では竹の整備が進んでなく、ＮＨＫや千葉日報の取材
を受けており、やり方次第で先進的な地域にすることがで
きる。
　竹チップを使う農家個人に対する町からの補助、竹チッ
プの製造者に対する補助、若手の農業従事者に対する
アパート等住まいの補助ができるか。

　人口減少が進むと空き家も増加していく。今年度から空
き家対策担当を設けて、調査と空き家活用の検討などの
対応をしている。今後もしっかり取り組んでいきたい。

　委員会の運営も大事だが、いかに地域の皆様の意見を
吸い上げるかが一番大事だと思う。地域ごとの作業グ
ループ、まちづくりワークショップのような仕組みづくりに
ついても今後検討したい。

　ゴルフ場利用税については既に廃止の動きがある。関
係市町村で国に陳情しているが、先行きは不透明であ
る。本町でも約1億円という貴重な財源となっているので、
全国のゴルフ場をもつ市町村と歩調を合わせて、廃止し
ないように国に働きかけていきたい。

　安心な食材として有機農業が盛んになっている。
　蓮根の栽培も、町の特産品として全面的に支援をして
いる。基本的には支援していく方向だが、補助できるかは
関係機関と協議の上で検討していきたい。
　住まいについて、町内の新しい蓮根の就農者が、地元
蓮根農家の協力で空き家に入ったことがある。古民家でリ
フォームすれば魅力的なものもある。新規就農者には、
空き家対策も兼ねて協力していきたい。
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11 【要旨】 企画政策課長

　広報紙による意見収集について
【内容】 町長
色々な意見が出るので、広報誌に町民の意見を聞

く欄を設けたらよいと思う。

12 　【要旨】 教育長
　小中一貫校について
　【内容】
新聞では、小中一貫校といっても同じ敷地に入れ

ただけというケースがあるというが、そのような事
がないように、特色ある小中一貫校としてほしい。

13 【要旨】 町長 　
　今後のまちづくりについて（意見）
【内容】
小学校跡地を財源を確保すべく如何に活用するか

も一つの政策の視点だが、町民が明るく幸せに暮ら
せるかが大事。既存の文化遺産や伝統、特産物、人
材、産業、商業施設の活用や活性化による魅力ある
まちづくりが必要。
笠森観音を中心として、蔵持ダム、キャンプ場、

保養センター跡周辺を整備して、ツアー会社とタイ
アップすれば観光で人を呼び込むことができるので
はないか。水沼から山内ダムの奥のビオトーオープ
を活かして、ホタル観賞会と併せて子どもたちに自
然体験をさせる企画とか、農産物を加工して、町内
企業とタイアップして売り出す、ネット販売、ふる
さと納税の景品にするなど、生産、加工、販売まで
のルートを確立して農業に喜びを感じられるような
形にできたら良いと思う。
町の全体構想が町民に見えるようにして、農業、

商業等それぞれの産業に携わる方々が活き活きと生
活できるようなまちづくりをしてほしい。
そういった過程の中で、学校跡地が町民の生きる

拠点となって活用できることが望ましい。

　課題が沢山あるが、町民がいかに明るく幸せに暮らせる
かという事が大きなテーマ。
　町を活性化するために大きな事業を持ってきて財源を
豊かにし、定住人口を増やすことを考えていたが、まずは
今住んでいる町民の皆さんが明るく幸せに暮らせるように
する事を考えていかなければならないと思うようになった。
　これにより、町外の人が長南町に住んでみたいと思うよ
うになると思う。
　とは言え、人口減少は食い止めなければならないので、
双方の整合性をとっていきたい。
　笠森観音周辺や山内ダム、ほたるの里などの観光、農
産物の6次産業化など内部で検討しているが、財源的な
問題から、今はやれるところから一つずつやっていきたい
と思っている。

　広報7月号で「町長への手紙」を折り込み、意見を
うかがっていきたいと考えている。

　町長への手紙で意見を求められれば、私の言葉で
回答する。広報紙の「ふれあい通信」も、事務方が
書いていると思っている方がいるようだが、私が自
分で書いている。

　小中一貫は少子化時代の新しい教育概念で、具体化
をどうするかが今後の課題。「大きな集団（統合）」、「身近
さ（小中の距離）」、「連続性（9年間）」をコンセプトにした
学校経営が、一貫教育を検証する鍵になると考えて準備
を進めている。

6 / 6 ページ


