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27 年度一般会計 55 億円決まる
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厳しい寒さも終わり農家の皆さんは田植えの

エアコン設置④自転車通行帯整備事業。などは

準備に入りました。サクラの花は満開となり、カエ

評価するが、国保への法定外一般会計繰入金

ルの鳴き声も聞こえる村は人の心をホッとさせま

が１円も組まれていない。巡回バス、乗り合いタ

す。3.11 東日本大震災から 4 年が過ぎ、いまだ

クシーの予算も組まれていないので反対。とのこ

22 万人が住居を奪われて生活しています。一日

とでした。小倉議員からは賛成意見が出されまし

も早い復興を願っています。子ども達は入学、卒

た。諮問 1、議案 28、発議 2、すべてが可決承認

業の時期を迎え、それぞれ希望に胸をふくらま

されました。

せて小・中学校に通いはじめています。

プレミアム商品券 6,000 セット
1 補正予算では
地方創生事業として国からの交付金、約 6 千
万円を使い長生村プレミアム商品券の発行や母
子保健事業として紙おむつを捨てるためのごみ
袋を対象者に助成する。海水浴場の環境整備と
して仮設プールを整備するなどです。プレミアム
商品券は 1 万円で 1 万 4 千円のお買いものがで
き 6,000 セット販売することになります。

一サクラが満開の尼ケ台公園ー

※国から 6 千万円の交付金がくるのは良いこと

3 月議会を傍聴

です。問題は政府が昨年 4 月に消費税を 8％に
引き上げたことによる景気の悪化が心配です。

3 月 10 日～12 日まで村の議会が開かれまし

小学校にエアコン設置

た。一部ですが報告します。主な審議は・諮問 1
件・議案 28 件・発議 2 件・26 年度補正予算案・27

2 当初予算では

年度当初予算案・27 年度特別会計案などが提

27 年度の当初予算を見ますと小学校へのエ

案され、27 年度の一般会計は 55 億 2,200 万円。

アコン設置、八積駅東側自転車置き場屋根設置、

特別会計の合計 41 億 9,200 万円を合わせ総額

一松県道バス停の待合所、オーナーズクラブ補

「97 億 1,490 万円」の当初予算でした。

助金など評価できるところも多々見られます。毎

一般会計の予算案には関議員より①八積駅

年の猛暑ですから小学校のエアコンは必要かと

北側周辺まちづくり基本計画の改定で一定の見

思います。尚、私としては「高校 3 年生までの医

直し②避難所を結ぶ無線通信の整備③小学校

療費を無料とする」「第 3 子の保育料を無料とす
1

る」など、子育て支援策として今後の予算に盛り

・小高村長…当該職員への処分は懲戒免職処

込んでいただきたいと思います。一宮町、いすみ

分とした。その後、当該職員から県・市町村の公

市では実現しています。

平委員会に処分の審査請求が出され、平成 26
年 10 月 26 日に「停職 3 ケ月に修正する」採決が

6 名の議員が一般質問

行われた。村は採決の再審要件が見つからなく

★鈴木博議員からは①住民の安心・安全策②子

採決を受け入れた。処分の根拠は長生村交通

育て支援施策★関議員からは①国民健康保険

事故に対する職員の懲戒処分等に関する取扱

の広域化と国保税の負担軽減について②就学

い要綱「道路交通法の救護等の処置義務違反、

援助金の充実について③村長公約「巡回バス・

公務員の信用失墜行為」です。

乗合タクシー」の実施について★鈴木征男議員

Ｑ今後、起訴処分、禁固刑が決まるとどうなる。

からは①まち、ひと、仕事創生法と村の取り組み

・総務課長…不起訴ならば当該職員は職場復帰、

★山口議員からは①村長の施政方針②旧長生

禁固刑なら失職です。

技術専門校跡地利用③HSU との関係★井桁議

Ｑ 二度の解雇処分があってはならない。職場復

員からは①振り込め詐欺対策について②小中学

帰は適正ではなかったのでは。

校の安全対策について★門口議員からは①自

・小高村長…懲戒解雇処分は間違っていなかっ

治事務について、などの質疑がありました。今回

た。不利益処分の申し立てがあり公平委員会の

は山口裕之、鈴木博議員の質疑を一部ですが、

採決(停職 3 ケ月)があったのでご理解ください。

紹介します。

※村民の関心が強い職員のひき逃げの質疑は
冷静かつ客観的でありました。今後は司法の結
論待ちとなります。

山口裕之議員からは
① 職員の挨拶運動について

鈴木博議員からは

Ｑ職員の挨拶運動の成果はありますか。
・小高村長…挨拶運動の成果は上がっているか

「幸福の科学・私塾の開学」に大挙して塾生が入

と思います。

村し、地域住民の不安を解消する村の対応策に

Ｑ役場はサービス業と考えていますか。挨拶運

ついての質疑は的を射ていたと思います。また、

動が始まっても形だけになっているのでは。民間

子育て支援の充実として児童館の設置は子育て

の力を借り職員教育する考えはありませんか。

中のお母さんの切実な質問でした。

・総務課長…今後は民間の知恵も借りて研修し
ます。
※村民はお客様であり、村民が村に居住されて
いるからこそ職員も仕事ができることを理解すれ
ば、より改善されるかと思います。

②職員のひき逃げについて
Q 職員のひき逃げ事故に対する小高村長の対応
に村民の批判が続いています。被害者、加害者
の追及が目的ではない。今回の処分は適切であ
―3 月 28 日・長生村文化会館ー

ったのか、お聞きします。
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ふるさと納税への御礼額を増やしたらどうか。

議会報告会 8 名が質問

G…議会が集団的自衛権行使反対の請願を採

3 月 28 日、村文化会館ホールで議会報告会が

択したことを評価いたします。幸福の科学、私塾

開催され、会場からは 8 名の方から質問が出さ

への不安解消に向け努力してほしい。

れました。一部ですが報告します。

H…4 年前に村に転居してから毎回議会を傍聴し

A…茂原では議長が 6 か月で辞めています。本

てきました。村のことがかなり分かってきました。

村では 8 年間、議長をされていた方がいます。村

一般質問する議員が限られています。調べてみ

議会は議長任期を縮める考えはありますか。

ますと平均 7.5 人です。他の議員も一般質問を行

・議会…議長の任期は議員の中で話し合い決め

って勉強させてください。

ていますのでご理解ください。

※長生村は「開かれた議会」とのことです。一日

B…政務活動費の使い方、領収書は出されてい

も早いライブ中継と議場内の録音の許可を頂き、

ますか。富津市の議会は財政悪化を見抜けなか

質疑の真実が村民に早く伝わることができるよう

った。本村の財政状況はどうなっていますか。

要望します。

・議会…政務調査費は年間 36,000 円。使い道は
図書の購入、機関誌発行などで領収書をつけて
います。村の財政は健全です。
C…役場一階の議会モニターテレビの前の椅子
が撤去されています。睦沢町や県庁のように手
前に椅子を配置してもらいたい。

千葉県庁では
テレビの前にソ
ファーを設置し
ています。

頑張る革サイフ職人
2 月 13 日、皮革袋物（財布等）を制作する高根
の加藤昇さん宅の工房を見学に行きました。

ライブ中継は今後検討

・加藤さん…東京に住んでいましたが平成 2 年に

・議会…モニターテレビは議会が開催されている

長生村に転居しました。父が革職人をしていたの

ことを知らせたいので設置しました。将来はライ

で、跡を継ぎ、妻と一緒に仕事をしてきました。手

ブ中継なども考えています。椅子は来庁者に迷

作りの革サイフを横浜のキタムラに納めています。

惑がかかるので撤去しました。

頼まれてオリジナルのものを作ることもあります。

D…ライブ中継は大網白里市で言えば現在は、

どこの工房も高齢化で後継者が難しくやめる人

月額 9,800 円だそうです。きわめて少ない予算で

が増えています。今、ヴィトンが人気ですが、低

できますので一日も早く実現を願います。

価格の中国製も増えています。また、自治会に

E…議会の皆様は村民を向いて活動してください。

は地域の方々とのお付き合いを大切にしたい考

本日、質問書を持参しました。後日回答をいただ

えがあり加入しました。加入して良かったことは

きたいと思います。

祭りのときに手打ちそばを皆様に振舞ったことで

F…海岸の景観条例や太陽くんの普及販売促進、

好感をもたれ、今も続いていることです。今後、

3

年を取って車に乗れなくなるとお店が遠いので買

らにナフコ問題では自治会未加入者の要望も取

い物が心配です。

り入れたことは評価できます。「自治会に入って

※高度に洗練された技術、オリジナルに富んだ

もメリットがない」という声を聞きますが、七井土

製品でありました。まさに名人です。加藤さんの

自治会ではゴミを撤去したり、道路にはみ出す枝

製品が今後も、全国で広く愛されますよう願って

を伐採したり沢山の環境整備をしてきました。自

います。

治会のメリットを感じています。自治会加入のさ

かねだの直
売所に訪問

らなる促進を願っています。

房州への花摘み

3 月 13 日、村

快晴に恵まれ

内で頑張ってい

た 2 月 15 日、外

る七井土、尼ケ

房の綺麗な海を

台、かねだの直売所。白子の「ひまわり」にも寄

眺めながら後援

ってみました。かねだの直売所では店長さんに

会女性部で花摘みに行ってきました。バス車中

お話を伺うことができました。

ではゲームや「手作りかご」のプレゼントもあり、
和田浦の道の駅にも立ち寄りました。千倉の花

一番売れるのはトマト

畑では菜の花やキンセンカ、ポピーなどが咲き

・店長…かねだ・旬の里直売所は 3 年前、地元の

ほこり、一足早い春を満喫しました。

生産者から希望があり、作りました。店長の私が

編

正社員でパート数名が交代で入ります。農産物

集

後

記

は長生郡内から入れて、村内からは「トマト、キュ
ウリ、ネギ、アイガモ米、そば粉、太巻き寿司、イ

▼3 月 9 日ドイツのメルケル首相が来日し安

チジク」などです。一番売れるのはトマトです。今

倍首相に「日本はなぜ原発の再稼働を考え

後は商品も増やしお客様を増やしたい。とのこと

るのか」と質問すると、安倍首相は「再生エネ

でした。他の直売所は責任者の「不在と多忙」と

ルギーはまだわずか。安定的なエネルギー

いうことで、お話を聞くことができませんでした。

供給をする責任がある」と答えました。ドイツ

※村の直売所も、いろいろ工夫しながらお客様

と日本が原発に対する考えが真逆の考え方

がより増えることを願っています。

であることが明らかとなりました。
福島では原発事故による子ども達の健康

七井土自治会
総会に出席

被害が増えています。地震国日本ではとても
危険な存在です。

3 月 21 日、地元

▼国は地方自治体を元気にする為、全国 69

七井土の自治会

の自治体に職員や大学の研究者を 4 月より

総会が開催されま

順次派遣します。県では勝浦、いすみ、横芝

した。出席者より「七井土のナフコ出店に伴う環

光町が手をあげ派遣されることになりました。

境整備は自治会、地元議員が協力し、一定の前

▼今回、村で頑張る皮革袋職人さんと、「か

進があったことは評価できます」「私道への補助

ねだの直売所」を取材しました。今後も順次

ができないものか」などの意見がだされました。さ

紹介できればと思います。
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