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2009 年明けましておめでとうございます
年明けましておめでとうございます。
けましておめでとうございます。
石井としお村長への、絶大なるご支援と
ご協力を賜りますよう、心より、お願い申
し上げまして年頭のご挨拶と致します。

石井としお
石井としお村長
としお村長挨拶
村長挨拶
2009 年、おめでとうございます。昨年
はアメリカの金融破綻から始まり、世界
同時不況となり日本国内も、失業、倒産、
採用内定の取り消し、派遣切りが目立ち
ました。麻生総理からは定額給付金 2 兆

石塚猛
石塚猛・後援会長挨拶
後援会長挨拶

円の話しもありましたが「3 年後に消費税

2009 年の新春を迎え皆様のご健康と

を上げる」とのことです。

ご多幸を心よりお祈り申し上げます。昨

私は 7 月 17 日より村長二期目の仕事

年の村長選挙に際しましては、後援会の

に入りました。公約を 4 年かけて実現して

皆様、村民の皆様より、大変なお力を頂

まいります。さらに第 5 次総合計画の策

き石井としお村長が当選となりました。引

定に向け、今後、村民からの公募をおこ

き続き村民の幸せのため「日本一のなが

ない、皆さまと共に村の総合計画を作っ

いき村」をめざし、奮闘してもらいたいと

てまいります。皆様にとって輝かしい年と

願っています。

なりますことをご祈念申し上げ、新年の

日本経済を見ますと世界同時不況の

ご挨拶といたします。

あおりで勤労者の解雇や倒産など「100

12 月議会が
月議会が開かれる。
かれる。

年に一度」の厳しい世相となっています。
石井としお村長は公約にそって「村民協

12 月 10 日～11 日にかけて、村議会が

働の村づくり」を進め、私達村民も汗をか

開かれ、19 年度一般会計及び特別会計

くことが大事だと思っています。本年も、

の歳入・歳出決算が可決されました。ま
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た 5 名の議員より一般質問があり、提案

3、「狩野
、「狩野正基
狩野正基氏
正基氏」が教育長に
教育長に就任。
就任

した全ての議案と案件は可決・承認され

昨年の 9 月いっぱいで狩野教育長が

ました。以下、報告です。

任期満了で退職したことにより、教育委
員 1 名が欠となっていました。学校人事

記

の緊急性から教育委員会より要請を受

1、保育料「
保育料「5％値上げ
値上げ」が可決される
可決される。
される。

け、狩野正基氏を教育委員に提案し・承

保育料は平成 16 年度に国の補助金

認をいただきました。後に互選で教育長

5300 万円が廃止され、同年 10％の値上

となりました。即座に学校人事の仕事に

げをし、その後、5 年間引き上げをしない

とりかかってもらっています。

できました。今回、安心安全な保育を目
指し、看護師の配置や保育士の増員、
病児保育や 7 時までの延長保育など、21
年 4 月より実施をしてまいります。
「 国との保育料金比較
との保育料金比較 」
国基準 100

長生郡市の

とした場合

比較順位

茂原市

83,4％

①番に高い

長柄町

68,9％

②番に高い

睦沢町

66,7％

③番に高い

一宮町

66,5％

中間

長南町

61,5％

③番に低い

館において広域行政組合主催による「地

長生村

61,3％

②番に低い

域医療フォーラム」が開催されました。現

白子町

51,5％

①番に低い

在、長生地域の医療は医師不足による

区分

地域医療フォーラム
地域医療フォーラムを
フォーラムを開催
12 月 14 日、小雨降る中、茂原市民会

夜間救急診療に空白日がおきています。
当日集まった 700 人の方々に対し、管理

2、前納報奨金
前納報奨金を
報奨金を廃止します
廃止します。
します。
固定資産税と住民税(普通徴収分)の

者であります田中茂原市長より「21 年度

納期前納付報奨金を廃止する提案が、

上半期には夜間救急診療の空白日をな

可決されました。初期の目的「税収の早

くす為、各病院の協力を得ながら最大限

期確保、納税意欲・意識の向上等」が達

の努力をしていきたい」。さらには「県が

成されましたので、納期前納付報奨金

開設している子供を対象とした電話相談

0,5％は 21 年の 4 月より廃止することにし

♯8000 を有効に使ってほしい」とのことで

ましたので、ご理解ください。

した。今後、村の財政負担もありますが
村は全面的に協力する考えであります。
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画財政課が出席しました。
Q、駅北側整備に関する経過説明をして
ください。
A、平成 11 年 3 月に都市計画として議会
の皆さまに承認をいただいています。
Q、反対ではないが、茂原市東部台まで
の道路を優先的に工事すべきだ。
Q、22 メートル道路など心配です。ペンペ
ン草が生えるのではないか。最終決定な

森国会議員に
森国会議員に要請活動

のか、計画を知らなかった。
A、計画実施を決定する手前の段階であ

11 月 26 日、東京 NHK ホールで開催さ
れた全国町村大会終了後に、千葉県選

りますので、修正、変更はできます。

出の国会議員に対し、白子町長、一宮町

Q、八積駅を利用する全村民への説明会

長、睦沢町長、長生村長の 4 人で、JR の

を今後、開いてもらいたい。

改札口増設の設置要望をお願いしまし

A、今後、タイミングを見て実施したい。

た。また、前日の県町村会定例会後に堂

Q、中学校の建設もある。財政は大丈夫

本知事との意見交換で「国保への国庫

か。巡回バスもあるのではないか。

支出金の増額と合せて、小学 6 年生まで

A、現在の住民福祉を後退せず、村長公

の医療費の助成を要望」しました。

約もふくめて計画実施を進めたい。
Ｑ、住民の声を良く聞いて進めてほしい。

岩沼自治会・
岩沼自治会・村政懇談会
村政懇談会

―徳之島・泉重千代さんの銅像―

11 月 23 日、岩沼自治会の申し込みに

徳之島町に
徳之島町に公務出張

よる八積駅北側整備の村政懇談会を開

昨年の 10 月、鹿児島県徳之島町の合

催しました。村からは村長、総務課、企
3

併 50 周年記念事業にご招待をいただき

昨年 6 月より、村の有志による「芋焼酎

行ってきました。徳之島は亜熱帯の島で

づくり」が始まっています。村内の休耕畑

あり、空港を降りると、真夏の太陽と熱帯

を利用し「べにあずま」を植え、11 月に芋

夜でした。高岡町長に出迎えをうけ、み

を収穫し、今年の 4 月には完成するよう

かん栽培農家とダム建設現場を見せて

です。都会から転居された方と農家の方

いただき、民芸発表のワイド祭へと移動

が一緒になって「ながいき村・芋焼酎」を

しました。住民団体 NPO が企画し、歌と

作っているのです。今年は試作品で

踊り、太鼓の演奏でした。衣装も音楽も

「1000 本限定」とのことです。購入を希望

沖縄文化の影響を感じました。町長から、

される方は「佐瀬浩(32-1065)・矢澤小一

舞台上で紹介をされ一言お祝いの挨拶

郎(32-1337)」さんへ、ご連絡ください。

をしてきました。町民からは「400 人の高

2009・
2009・新年会のご
新年会のご案内
のご案内

校生は卒業すると全員、島を出る。帰る
のは一割」…。とのことでした。

石井としお後援会主催による 2009 年

高岡町長より「この町も平成の合併騒

の新年会を企画しました。石井としお村

動があった。島北部の旧村は合併で寂

長の「村政報告と今年の決意」を聞きな

れ小学校の廃校を検討しています。役場

がら懇親を深めます。全村民の方々にお

は残すことが大事。合併すれば交付税

誘いします。多数のご参加をお待ちして

の削減で予算規模が小さくなるので合併

います。

推進とはならなかった。徳之島は長寿の

記

島であり、健康のまち宣言をしている。人
口 13000 人で、100 歳以上の方が 30 人

●日 時 1 月 25 日(日) 10:30 受付。

いる」…。とのこと。※長生村は 100 歳以

11:00 より開会。

上のお年寄りは 3 人であります。

● 場

所 長生村中央公民館

● 内

容 石井としお村政報告。

● 参加費

2000 円

● 主

石井としお後援会

催

● 連絡先

石塚会長

(32)2405

山口事務局長

(32)1590

石井としお村長

(32)1974

※準備の都合上、事前にご連絡くださ
い。当日参加も歓迎します。
ながいき村
ながいき村・芋焼酎づくり
芋焼酎づくり
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