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平成 26年 1月 6日(月) 

昨年から 9連休の年末年始、今日で終わり。 

今日から新年が始まる。昨年の仕事納めの日、私は職員に村は一流だと話した。 

年頭のあいさつ 

村は今、財務状態、職員の数、どれをとってもいい線まで行っている。あと大事なのは一流の線まですべて達することだ。 

住民からは、職員は挨拶が出来ない、陰気だ、暗い、愛想が悪い、と年中言われている。とくに古い職員ほど、その傾向が強い。村の中学

生、小学生は、先生の指導が良いせいか、挨拶はきっちりしてくれる。まず挨拶をきっちりしてくれ。陰気だ、愛想が悪い、暗い、の対策

は笑顔を絶やすな。とお願いした。 

一流の村を作るには、まず職員 1人 1人が私は一流だと自覚する必要がある。二流、三流と思っていれば、つい気が引けて話も引っ込み思

案になる。村は一流、私は一流、の自信を持ってほしいと話した。 

私が就任した平成 16年には、120人以上の職員がいた。今は 80人足らず、しかし事務スペースは少し広がっている。事務管理のイロハが

出来てない。今年から庁舎を建てる準備が始まる。まず庁舎が出来るまでに、豆腐屋レベルの事務管理は管理職全員にマスターしてほしい。 

最後に、職員の給料は 6億超、村税は 5.5億。住民の税で給料は賄ってもらっていることを忘れないように。 

大阪府(知事室) 

副知事 3人と幹部に皆さんに挨拶をして、13時 30分から始まる大阪年賀会に参加。その後、咲洲庁舎を回り、選挙区の代議士、府会議員

の事務所に挨拶をして、初日は終わり。 

 

1月 7日（火） 

4時５０分起床、金剛登山へ。 

まだまだ夜明けは遅い、麓で－3℃。歩き始めると少し薄着のせいか、寒さが身に染みる。ほぼ 10分、楠公の首塚あたりで汗が出始める。

ウインドブレーカーのジッパーを開けて丁度いい。寒さのためペースも早め、順調に高さを稼ぐ。6合目を過ぎたあたりから、登山道はバ

リバリに凍結している。足に力が入る。8 合目でアイゼンをつける。雪の登山は力が要る、足の力が無くなったか？と思うほどしんどい。

1時間 15分で頂上。バテバテ。 
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頂上－5℃。麓は冬だが頂上は厳冬、金剛登山はなめたらあかん。 

仕事 2日目。 

昨年の仕事納めから、あまり良くないことがつづく、総務課長の父親が亡くなった。昨年の末から、私に近い人たちの間で 4回の葬儀があ

った。 

やはり平均寿命が延びたといっても、100歳を超える人がほとんどいない。寒波が来たり気候変動があると、葬儀が増える。高齢化の影響

だ。 

午前 

挨拶回り 

府民センター、富田林消防本部、富田林警察では、昨年末千早の水難事故のお礼と、今年の冬山警備をお願いして帰った。 

午後 

大阪府町村長会、大阪府住宅まちづくり部 来庁 

大阪グランドデザインの説明。泉南と和歌山 南河内と奈良 の間のアクセス改良が、やっと話題に乗ってきた。黒田府政以来止まっていた

府県間アクセス改良は、本来、関空ができる前に出来上がっていなくてはならない事業だった。リニアが大阪に来るときには、兵庫、京都、

奈良、和歌山から大阪へのアクセスが完成していることが、リニアを誘致する条件だ。 

町村長会は、15日の町村長会の説明と、知事との懇談会の説明。知事には、ぜひ府県間アクセスの早期改善をお願いしよう。 

 

1月 8日（水） 

午前 

職員の父親の葬儀に参列、昭和 6 年生まれ。ここ 1～２年前より、同級生、JC の仲間の葬儀がぼつぼつ入りだした。昨年末、事故で亡く

なった玉崎君も私より 1つ上、気を付けよう。 

午後 

例年多額のふるさと納税を頂くドクターに、お礼の挨拶 

村のように弱い財政力を支援していただくことは、非常にありがたい。先生は「村の子供に各種ワクチンをはじめ、可能な限りの医療を施

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

してください。出来るだけ支援します。」 

村の数少ない子供には、健やかに育ってほしい。先生の意思を十分生かした子育て支援を行う。 

16時 

連合大阪新年の集い 

多くの市長、町長の顔が見える。会長は昨年変わった。全体のムードはやはり昨年と違って、大企業だけにしろ賃上げ機運を反映して柔ら

かい。ぜひ、労使協調して、金のまわる、いい日本を作ってほしい。特に大阪は、国内でも好景気の影響が少ない地域。まず民間から大阪

の景気を押し上げてほしい。 

 

1月 9日（木） 

10：30 

大阪府市大都市局来庁(2名) 

今、大阪都構想の法定協議会が行われている。テレビ、新聞の報道では、主に大阪市内の開発が取り上げられているが、千早赤阪村も幾分

は関係がある。ぜひ大阪の方向性について、どのような討論が行われているか知っておいた方がいい。傍聴に行って話の内容を掴んでおく

必要がある。 

村としても、大都市構想は他人事ではない。可能な限り傍聴に行くことにした。 

近いうち、又は何年か後には、必ず 1行政 30万人程度に集約される時が来ると私は信じている。是非傍聴して、話の流れを掴んでおきた

い。 

私は昨年 11月 5日に富田林モータースクールで、高齢者講習終了証明書をもらった。1月 17日が誕生日なので、運転免許更新にまず交通

安全協会へ。写真、申請書類を作ってもらい、証紙 2500円を付けて富田林署へ。歳で目が弱っているかと思ったが、すぐ OK。1月 30日

に新しい免許証をもらうことになった。何年間有効の免許証をもらえるかは不明だが、更新免許証交付通知証をもらって一安心。 

死亡通知 

千早消防分団長父親の死亡通知が来た。今年は例年になく年末年始の葬儀が多い。寒波が原因か？ 

通夜、10日 19時  葬儀、11日 11時より。 
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夜 

住民課の新年会 

「おめでとう」乾杯で始まる。住民課の若い諸君は、お酒を飲まないのが多い。酒を飲まずに人生を過ごせたら、かなりお金が残る。 

 

1月 10日（土） 

はや 2014年(平成 2６年)第 2週が終わる。挨拶と葬儀の 1週間だった、 

少子高齢化と人口減少の傾向は止まらない。このままだと過疎指定の村へ 1直線。国も、府も、小規模自治体を見放すような記事、報道が

多い。小さな自治体を集約して大きな行政体を作るのであれば、早く見本を見せてほしい。千早赤阪村のような小さな村は、近い将来必ず

行詰まる。過疎地を蘇らせるダイナミックな再生案がほしい。まずそのためには、規制緩和から入るべきだ。 

いきいきサロン 

今年初めていきいきサロンへコーヒーを飲みに行った。 

カウンターに数人が座っていた。年賀のあいさつの後、いろいろな注文を受けた。 

・ 小吹台の住人より。小学校生徒が学年により 10 人を切るクラスがある。街へ出ている子供に小吹台へ帰るように話したが、小学校の

生徒数が少なく、孫の教育が心配だと子供に言われた。 

・ くすのきホールをもっと使いやすくしてほしい。 

・ 村は来村人口が多いのに、お金を使ってもらう施設が少ない。早く作れ、元気が無さすぎる。 

他、返事に困る話が多かった。 

午後 

藤原龍男、貝塚市長の選挙事務所へ 

檄文を持参。貝塚市長選挙は 1月 19日告示、26日投票。広い土地に立派な事務所、数人の後援者と奥さんが詰めていた。現在の状況では

対立候補なし、しかし、きっちりと臨戦態勢をとっていた。藤原市長 2期目間違いなし。 

夜 

千早赤阪村消防団千早分団長の父親のお通夜 
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普段の心がけがいいので、参列者多し。 

 

1月 11日（土） 

千早赤阪村出初式 

村は出初式を 2 年に 1回挙行する。今年は出初式の年、消防の式服(紺のダブル、金の飾りのついた服)は 2年に 1回しか着ない。2～3日

前嫁が帽子を見つけてきて(これも飾りがついた帽子)、「服はどこにあるの」とせっつく。１０日の夕方、蔵を探して、30分ほど掛かった。

やっと服、帽子が揃ったところで、しわがある。嫁にアイロンをかけてもらって準備完了。 

朝 

服を着て帽子をかぶり、村民グラウンドへ。帽子をかぶると暖かい、服もダブルで温かい。今日の予報はこの冬最大の寒波、いつも出初式

は寒いのだが、今日は太陽が顔をだし、少し暖かい。府の消防協会会長、門真市在住の秋田氏に来賓として参列いただく。開会前の秋田氏

「村長、思ったより温いで」閉式後「底冷えがするさすが千早赤阪や」 

いつものことながら、消防の式典は真夏か真冬に決まっている。寒い中で、消防団の皆さんは立派に式典をこなしてくれた。これで村は安

心だ。 

反省として、次の出初式は私のリハーサルをきっちりやろう。 

今日は千早消防分団長の父親の葬儀。出初式が終わるとすぐ式場へと急いだが、葬儀場の駐車場が無く、近くを 1回り。まだ駐車場が開い

てない。待っているとガードマンが気の毒に思ったらしく、お寺さんの駐車スペースを空けてくれた。 

 

1月 12日（日） 

富田林消防出初式(石川河川敷) 

村の出初式は寒いが、石川の川風はまた寒い。 

9 時 30 分頃到着、今日は非常に天気がいい。太陽が当たっていると、いかに寒い石川河川敷でも暖かい。今日の出初式が終わるまで、天

気が持ってほしい。 

10時 
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開会 

太陽が東から照りつける。寒くないが、まぶしい。昔から日照時間の少ない村で育っているので、直射で照らされると目をあけていられな

い。上を向いたり下を向いたり、30 分ほどで太陽が上がり、直射が無くなった。富田林は消防団の皆さんも多いが、自衛消防組織の皆さ

んも多い。新しくできた住宅地などは消防団が組織されてなく、自衛消防組織がどうしても必要。大阪市消防のヘリコプターからの花束投

下もあり、内容の濃い出初式だった。特に今回の出初式はいつもより暖かかった。 

 

1月 13日（月）成人の日 

今回の 3連休は出初式 2回、成人式で休みなし。 

例年、成人式で村の若い皆さんと会うのは楽しい。普段は、かなり年を取った皆さんと会うのがほとんど。現状維持で、あまり変革を好ま

ない人が多い。アベノミックスの今、自分でアクションを起こさない市町村は取り残される時代だ。村全体でアクションを起こす時だと思

う。 

ことし 20歳になる諸君は、ほとんど村を出て行くだろう。進学、社会人、結婚、どこにあってもいい「千早赤阪村で私は育った」を心の

中に持ってもらいたい。 

今日の成人式は 48人。だんだん成人が少なくなってきた。中学校、小学校、幼稚園と、若くなるほどに子供の数が減ってくる。 

年寄りが多く、若くなるにしたがって極端に人が減る。マンションを建てたいが、入居者が無い。1戸建てを作っても、買う人が無い。塩

川先生の話に従って別荘を建てようか。夏は涼しいので避暑に持ってこいのところ。千早の山麓がいいと思うが、少し問題がある。 

1. 貴島産業(河内長野市)からのきつい臭い。最近特に強くなった。 

2. 都市計画法の市街化調整区域。別荘を建てるのにも、かなりの交渉力が必要。 

帰り、下東阪の大とんど。とんどとしては、千早赤阪村で 1番大きい。神事の始まりが丁度成人式と同じ時間帯。成人式終了後寄ったが、

既に火は消えていた。大きなお餅 2つ入りのぜんざいをいただいた。おかげで昼食は取りやめ、お腹が 1杯だ。 

次は 2時から千早も大とんど。1時 30分頃、長男がとんどの役員だそうで、松飾を持ってとんどに行った。千早もかなり大きく、よく燃

える。 

夕方 
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家に帰ったが、家の庭に とんど から飛んできた竹の葉の燃えカスがかなり落ちていた。 

この習慣も、若い人たちがだんだん少なくなって、山から竹を切ってくる人、竹を集めて とんど を作る人が減ってきて、いつまで続くか

疑問符だ。高齢化の進んだ村だが、昔からの伝統をぜひ守りたい。 

 

1月 14日（火） 

11時 

公明党年賀会(ホテルニューオオタニ) 

9時過ぎ役所を出てニューオオタニに近づいたとき、すごい車の列に出くわした。すべて、公明党の年賀会に行く車の列。なかなか駐車場

に入れない。やっと駐車場にはいれたのは、かなり待って後。次から次へと車の列が続く。駐車場からエレベーターに乗って出たところが、

ホテルからかなり離れたところ。会場に着くと、たくさんの人人の波に合う。維新の集まりも人人の波だが、市、町の首長が全て揃ってい

る公明党の集客力のすごさを感じた。各党皆さんの挨拶も控えめに聞こえる。しかも国会議員は非常に若い。私はそのパワーに圧倒された。 

大阪には維新、公明、自民、が代議士を出しているが、ぜひ皆さん力を合わせ、大阪を良くしてほしい。やはり政治は力だ。 

午後 

町村長会へ 

明日、大阪府の町村長と知事の懇談会を行う。その事前打ち合わせ。大阪府の道路事情改善と、大阪府と他府県との間の道路の格差是正を

中心に、お願いすることにした。 

 

1月 15日（水） 

大阪府町村長会総会〈1月定例会〉 

第 2次安部内閣が発足し、デフレを克服、4月には消費税が 8％に引き上げられ大きな変革と、経済成長が確認される年です。 

国は社会保障制度改革の最中であり、国民健康保険制度の広域化を町村長会は国に要望中です。 

1. グランドデザイン大阪都市圏 の説明を受けた 

・ 大阪は、都心だけでなく、インナーエリア、郊外、さらに近隣府県の成長、発展の可能性を引出し、東京とともに東西２極の１極
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となり、都市圏として豊かになること。 

・ 大阪都市圏という考え方で広くとらえる事。対象エリアは関西大環状道路の内側。 

・ 生活経済圏を踏まえ、行政境界や山、川、などにとらわれず、エリアとしてとらえる。 

・ 鉄道、道路、空港、港湾、など 都市インフラを財産として徹底的に活用し、地域間の交流、物流を支える。 

目標は 2050年となっているが、完成時には私の 27回忌ころか？ 

2. 政策懇談会、田代町長の説明 

・ 戸籍等、個人情報不正取得密売対策。 

・ 障害者差別解消推進法。 

・ ヘイトスピーチ対策。 

・ 生活困窮者自立支援法施行。 

・ 市、町、村の人権人材育成。 

・ 公正採用選考制度の取り組み。 

等を、11月 29日、市長会とともに部落解放同盟の皆さんと話し合った。 

3. 地域手当指定基準の見直し要望の説明 

府下市町村では地域手当が 0～15％と、自治体単位で支給率が異なる。現状では府下住民の生活圏域はほぼ同一。地形的、経済的、生

活スタイルにも差が無い。国では地域の実情により、指定基準を見直してほしい。 

以上で総会終了。 

17時より 

松井知事と町村長との懇談会 

・ 大阪は、近畿他府県に比較して非常に道路事情が悪い。中心部はかなり整備されているが、隣の府県との境を形成している泉南、河内、

北摂の道路事情が悪い。その上、大阪に接する和歌山、奈良、京都、兵庫の府県間の道路の大阪側が極端に見劣りする。早く整備しな

いと、リニアの大阪、愛知同時着工が危ぶまれる。ぜひ早急に道路改良を とお願いした。 

・ 幼児医療は大阪が近畿の中で遅れている。選挙のたびに医療状況を良くするようなことはやめて、府下同一基準作ってほしい。 
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・ 大阪の中心、とくに大阪北部に集客のポイントが集まっているが、和歌山、徳島、淡路など、海をテーマとして南にも目を向けた観光

開発を。 

・ 大阪は府県境に山がある。山を中心に持ってくる政策ををお願いする。 

ぜひ大阪を元気にしてほしいのが町村長の願いだ。知事からは、「要望は聞いた、出来るだけ早く要望を実現したい」との答えがあり、有

意義な知事懇談会だった。 
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1月 16日(木) 

東京大学 豊(ぶんの)先生、近畿大学 南先生が、ぜひ千早の水銀鉱山跡の案内を 

午後 

先生 2人、史友会の皆さん、学芸員と共に水銀鉱山があったと思われる場所へ案内した。 

まつまさ より黒栂谷をさかのぼり、セトの取り付けまで。私がガイドだが、ちょうど 60年前の記憶をたどりながら。小学校の工作で粘土

細工というより土いじりの材料として、何回か洗面器をもって粘土を取りに行った時の記憶。 

まず、鉱山の手前にペルトン水車を動力源とした製材所があった。構内の支持材を作っていたのだろう。その奥に事務所跡の石垣がある。

昔、トロッコのレールが敷設されていた広場跡には、5年前の土石流の影響で砂防堰堤が作られていた。粘土を取りに入って怒られた坑口

があったと思われる場所のそばにも堰堤があり、記憶によると土砂で 4～5m は埋まっているようだ。多分坑口はこのあたりと説明したと

ころ、周辺の崖を観察していた豊先生が「この破砕体の金剛山側に、多分水銀鉱山があったと思われる。坑口はこの近くと推定できる、貴

方の記憶通り」と話してくれた。暖かくなったら、黒栂谷をさかのぼって鉱石採集に来ると言って帰って行った。記憶がでたらめでなくて

よかった。 

 

1月 17日(金) 

11：30 

山百合作業所 新年かるた会 

最初に挨拶があって開会。国の制度が次から次へと変わるので大変な状況だが、作業所は結構よく運営していると思う。可能な限り支援を

約束して、1月 1日(年の初めのためしとて～)を歌い、お茶で乾杯食事となる。美味い弁当をいただき、１時頃から かるた会。 

13：00 

日生グリーンが行うアドプトフォレスト現場確認の立会 

千早城址西側斜面、階段ではなく作業道を歩いて登る。楠公さんの選んだ城址、緩斜面はあまりないが、所々に小さな平地がある。素人の

皆さんに間伐をしてもらうので、足場の良い場所、安全な場所がいい。森林組合の職員と場所を設定して山を下りる。 
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1月 18日(土) 

少しややこしいが、私の嫁の姉の長女の長女(義理の姉の孫)の結婚式。 

PM3時から東京会館で神事、4時から披露宴。女性の着替え時間を入れて 11時 30分の新幹線に乗る予定をしていた。 

ところが、昨日私の従弟より「叔母の葬儀が深川の斎場である、13時から」との連絡があった。出発を 9時 30分に早め、新幹線に乗る。 

娘夫婦も招待されていたので、一緒に新大阪へ、新幹線に乗った。 

昼飯はいつも私が行く寿司屋の予定をしていたが、私の時間が間に合わず駅弁。一番旨そうなのを 2種類買った。 

叔母の葬儀は、開式 10分前に葬儀場へ到着。深川といえば「深川飯」しか知らなかったが、現在は高層マンションが林立している。東京

駅からタクシーで 20 分 2000円、都心に近いので需要が多い。標準的なマンションで 5000万～6000万円程度、大阪より 1000 万円以上

高い。交通の利便性から言うと一等地。 

叔母も私の母と同じように、6年ほど施設に入っていた。あと 1人、東京で施設にお世話になっている叔母がいる。大阪で元気な叔母が 2

人、次は私か？ 

義理の姪の娘（姪孫（てっそん）と言うらしい）の結婚式は、3 時 30 分から。神前で神事が終わったところでバーカウンターへ移動、ス

コッチのソーダ割りをいただく。カナッペのサービスがあり、これが旨い。披露宴までに出来上がらないように気を付けながら頂く。 

新婦、姉の孫は東京芸大卒でプロのビオラ奏者、始めの結婚行進曲は、指揮は指揮科の卒業生、ピアノ、ヴァイオリン、ビオラ、クラリネ

ットほかの 8人編成、すばらしいアンサンブルだった。 

50 年前に私もここで結婚式を挙げた。当時の参列者は指を折ってみると 5分の 1ほどしか残っていないが、久しぶりに昔の人を思い出し

た貴重な時間だった。 

 

1月 19日(日) 

昨夜 0時頃、千早に帰った。村の入り口の温度計は-4℃、車から降りたら寒さが身に染みる。日曜日に向けた用意を少し手伝ったが、震え

が出るほど寒かった。 

朝 7時に目が覚めた。起きると寒い。太陽が出たのにまだ-4℃、車の窓は氷で覆われている。 

11：00 
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大阪府山岳連盟年賀会(ホテル阪急インターナショナル) 

茶屋町にある大きな高層建築、阪急デパートから阪急のガード下を通って約 500ｍほど、人の流れが絶えない、すばらしい繁華街をかたち

作っている。なかなか千早へ人を呼ぶのは大変だ。 

山岳会の皆さんは、やはり他のいろいろな会と同じように、集まった人たちの平均年齢が高い。金剛山には若い女性が増えたのに、私も含

めて年寄りはそろそろ消えるべきだろう。 

17：00 

貝塚市へ 

市長選挙が今日始まった。前評判で無競争選挙の噂が現実となり、5時ジャストに当選御礼のポスターが出た。少し遅れて藤原市長が登場、

万歳三唱、漁協からのデカい鯛、来賓あいさつ 2人、祝勝会はほぼ 30分で終わり。 

すぐ役所へ帰り、服を着替えてお通夜へ。忙しい日曜だった。 

 

1月 20日(月) 

浪速国道事務所 

9時 30分頃役所を出て浪速国道事務所へ、アポ 11時。 

高速道路を使ったので早着。寒いので車中で時間調整の後、署長室へ。村には日本一小さい道の駅があるが、あまりにもミニ。コンセプト

がしっかりした道の駅を作りたい。事務担当に降ろして検討、支援の可能性を検討すると約束頂いた。 

14：00 

近畿中国森林管理局 

所長に面談。場所は帝国ホテル大阪の 200mほど北の大川添い、非常に良い場所にある。村の森林状況を説明、木材の単価が上がらないの

でなかなか林家の経営意欲がわかない。バイオマス、間伐 他、いろいろな取り組みをしているが決定的な対策は無い。抜本的なアベノミ

ックス的森林振興策をお願いした。 

金剛山にある国有林の利用について、非常に好意的な話をいただいた。 
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1月 22日(水) 

13：30 

経済農林委員会 

平成 26年度 農林水産予算案の説明 

農水省大臣官房予算課長 山口英彰氏 

200ページある農水予算の説明を 1時間半でやるので、ついて行くのが大変だ。 

メインは耕作放棄地対策。老齢化による担い手対策に重点が置かれているのが、今年度予算の特徴。 

・ 担い手への農地集積、集約化、担い手育成等構造改革。 1,770億円 

・ 新たな所得安定対策内容は 

 畑作物直接支払い交付金    2,100億円 

 水田への直接支払い交付金    2,770億円 他 

・ 強い農林水産業の基盤つくり 

 農業、農村整備事業     2,700億円 

 森林整備事業等     1,200億円 

 農山漁村地域整備交付金    1,100億円 他 

・ 農林水産物、食品の高付加価値化の推進     210億円 

・ 日本食食文化の魅力発信と輸出の促進     190億円 

・ 品目別生産振興対策 

 畜産酪農経営安定対策     1,800億円 

 日本型直接支払いの創設      800億円 

 活力ある農山漁村の創設      130億円 

 食の安全消費者の信頼確保       80億円 

・ 新たな木材需要の創設と強い森林つくり 
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 森林整備事業      1,200億円 

 治山事業        600億円 

・ 強い水産業つくりのための総合対策 

 資源管理漁業経営安定対策      400億円 

各項目を眺めると非常に多額な金額に見えるが、全国ベース。村へは、あまり回ってこない。しかし今回の予算では、地域に対する予算(直

接支払い金)がついてきたのが目新しい。 

 

1月 23日(木) 

全国町村長会理事会 政策説明 

市町村における防災対策 

内閣府副大臣 西村康稔 氏、政策統括官 日原洋文 氏 

はじめに、日本のほとんどの地域で防災の主役は消防団、各町村ともに消防団の充実を。 

・団員の退職金、年間の報酬は(非常に小額)アップ。   消防機材に補助拡充。   市町村職員の消防団加入を。 

＊地方行財政の課題 

今年は地方が地域活性化に取り組みつつ、安定的に財政運営を行う事が出来るよう、平成 26年度の地方交付税は、社会保障の充実分も含

め、平成 25年度の水準を相当程度上回る額を確保する。 

26年度地方財政の規模 

83兆 3700億円程度、25年度比 1兆 4500億円＋、1.8％＋ 

15：00 

全国都道府県町村正副会長会 

来賓あいさつの後、 

京都大学大学院工学研究科教授 第 2次安部内閣官房参与 藤井聡 氏 

1968年奈良県に生まれる。京都大学卒業後、助手、助教授、スウェーデン イエテボリ大学客員教授 を経て現職。 
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国の経済力アップには、行革、三位一体の改革では駄目。経済力のアップの起爆力として公共投資を厚く行う事で、経済力上昇のブースタ

ーとして使い、民間活力が充実し、日本経済が自力成長を力強く始めるまで公共投資でプッシュする。 

安部総理の第 2の矢、公共工事の浮揚は日本の経済再建のカギとなる。 

 

1月 24日(金) 

朝 6時起床 

すぐに皇居を 1周と靖国神社参拝。10,700歩、約 7km。真冬とは言え、早足で歩くと汗が出る、歩き始め外は暗いのに、ランナーがかな

り沢山走ってる。 

シャワーを浴びて朝飯、忠岡町長と別れ議員会館へ。12時の新幹線に乗る。 

16：00 

役所着、決裁を終え商工会へ。 

17：00 

富田林商工会 新年賀詞交換会 

今年は私の当番。 

約 700年前、千早城は大楠公以下 700人の手勢で 17万人の幕府軍を迎え、籠城戦となった。数の上から言っても即落城の攻城戦、ゲリラ

戦の極致、ありとあらゆる戦術、戦略を使って損失が出たのは幕府軍。100日間戦い抜き、絶対に落ちなかった。千早神社は絶対に落ちな

い、絶対につぶれない、年末から新年にかけて受験生の参拝が多い。不況時には小企業の皆さんの参拝が多い。 

千早神社に参拝すると不況時につぶれることは無い。これからはアベノミクスで経済が良くなる。良くなっても千早神社。 

 

1月 26日(日) 

11時より 

千早赤阪村賀詞交歓会(くすのきホール) 

各種団体のトップ及び来賓に集まっていただいて開催。50 人集まっていただいた。テーブルと、椅子をセットし着座、弁当方式で始まっ
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た。 

始めに磯崎区長会会長の挨拶。 

「村の為に行政と力を集め、区長会も協力を惜しまないから良い村つくりに励んでください。私の新しいふるさと千早赤阪を良くしよう。」

と挨拶いただいた。 

 

1月 27日(月) 

朝 

議長と話す。昨日の賀詞交換会のやり方はまずい、立食形式にするべきだ。久しぶりに会う人が多いのにフリートークが出来ない。着座だ

と隣に誰か座っていると話しづらい。年寄りが多いのはわかるが、椅子は周囲の壁際にセットすべきだ。メインは立って話をすべきで、長

時間立って話の出来ない人は椅子を使ったらいい。会費制でいいが、もう少し来場者を増やした方がいい。 

いろいろと話を聞いた。 

15：00 

大阪府国土利用審議会 

古川光和先生も委員らしい。半分が学識経験者、私と、市長会会長が行政、あと府議会議員。審議会会長が各委員を指名する、私も指名を

受けた。ちょっと方向が違うと思ったが、府県間道路が河内から泉南にわたってあまりにも大阪府側の出来が悪い。土地利用計画を立てよ

うにもアクセスが悪くなかなかできない、是非、府県境が大阪の端ではなく、奈良、和歌山と大阪の中心となるようにアクセスを充実させ

てほしい。と、いつも思っている事が出てしまった。古川先生の思いに火をつけたようで「309号線は出来が悪い、河内長野-橋本 間もな

っておらん、府県間道路を早くしろ」都市整備部長には悪いことをした。 

 

1月 28日(火) 

神社庁、大阪第 11支部の伊勢神宮公式参拝が今日行われる。 

朝 6時 20分、神社の責任役員 3人とタクシーで出発。長野神社前でバスに乗車、7時出発、伊勢へ。 

今年は伊勢神宮の式年遷宮で、昨年 11月完成した正宮のお参りで、伊勢は無茶苦茶混雑しているらしい。 
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大内の駐車場で 8台のバスが集合、私の仲良しが次々現れる。昔の JCメンバーが多い。皆さん氏子総代とか、なかなか重鎮になっている。

今回は外宮で公式参拝、半分の 150人で御神楽、私の隣に若い女性が座った。正座しているので「足を崩した方がいいよ、約 40分ほどだ

から」と話すと、「正座で行きます覚悟しました」と心強い返事。御神楽が終わったところで「立てません肩を貸してください」すばらし

い女性だ、ここまで我慢できたとは。彼女の覚悟には頭が下がった。 

伊勢は人、人、人で埋まっている。外宮で今日ほどの人の波を見るのは、おそらく 20～30回は伊勢に来ているが初めてだ。今年金剛山へ

の人出が少ないのは伊勢のせいか？と思うほど。 

お神楽の後、御垣内にて公式参拝。新しいお社は木曽の桧樹齢は 200年以上だろう、かやぶきのお社は桧の良い臭いがする。お社の前には

幅 4ｍほどの白い石を敷き詰めた場所が礼拝所からお社まで続いている、神さんに通路らしい。11 支部代表の長野神社宮司だけが白い石

の通路で、私たちは玉砂利の上で公式参拝。後は古い神さんのいなくなったお社を見学して参拝終了。 

バスで移動、すぐにビールが出る。公式参拝が終わったら飲酒 OKらしい。鳥羽のホテルで昼食、海の幸が中心の、かなりデラックスな料

理。飲み物はビール、酒、ワイン、焼酎。神さんにお神酒はつきもの。 

食事の後、内宮を自由参拝。ここも人であふれている。参拝後おかげ横丁へ。人がこのくらい沢山伊勢に居るのかと思うほどの人であふれ

ている。赤福は土産として日本一であることが確認できた。 

赤福の戦略が真似出来れば最高の土産、千早でも考えよう。 

 

1月 29日(水) 

今日は役所に 1日居る。 

11時 

大阪府府民文化部都市魅力創像部の皆さん来庁 

大阪の発展に熱い思いを聞かせてもらった。 

午前、午後、たまっていた懸案を処理する 1日となった。 
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1月 30日(木) 

10時 30分 

大阪交通対策年頭会議 

この会議は年初、知事、府警本部長、大阪市長 他が参列して開催される。昨年は交通事故死者数が年間 179人、非常に少なくなった。 

今年の目標は沢山あるが、自転車の有効利用による都市交通対策、自転車に纏わる事故、自転車レーン対策など、自転車を利用した都市作

りに発展しそうな勢いだ。 

堺市自転車利用環境計画、大阪府交通対策協議会の自転車安全利用推進のための重点行動指針、関西サイクルスポーツセンタ―の交通安全

おおさか春フェスへの各種取り組み、八尾市のスタントマンを使った車と自転車の衝突を見せる交通安全教室など、都市部での自転車の見

直しが始まりそうだ。 

14時 

南環境理事会 

南環境総会の議案審議。職員の努力により経費節減が進んでいる。引き続き努力を望む。 

終了後、公平委員の 3市 2町 1村集約の話。 

現在、各 南環境メンバー(3市 2町 1村)で 18人いる公平委員を 3人にする。全員 1致で 3人体制にすることになった。 

 

1月 31日(金) 

森林審議会 

元府議会議員 古川光和 氏が会長。会長の司会で始まった。 

1. 大阪府森林計画の変更 

岬町の、関空土砂取場跡地、130ヘクタールを多目的公園にする計画。阪南市桃の木台、関空の土取り場跡 地、山林 170ヘクタール

を住宅地に変更。 

2. 放置森林対策行動計画の報告 

私の意見、放置森林は村にとって頭の痛い問題、3000ヘクタールの杉ヒノキの植樹林があり、植樹林の内 700ヘクタールは地主が間
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伐を行い、すばらしい森になっている。しかし残りの 2300ヘクタールは地主が多数あり、ほとんどが放置森林となっている。林齢が

40年生～60年生、成長力が１番あるときに間伐を行わないので、ほとんどの山がもやし状態。こいのぼりの竿にしか使えない。府の

間伐は３０％が基本だが、この成長期には５年～１０年に１回は３０％程度の間伐が必要。しかし頻繁に間伐が行えないのだから、６

０％程度の間伐を行って行けばいいのだが。 

現在の木材市況は昭和６０年頃の５分の１、間伐をしても出材経費が出ない。間伐をして現場放棄が合理的。きつい間伐をして太るの

を待つとともに、材木の単価が上がるのを待つ以外道が無いと思う。道路の近くはまだいいが、奥山に入ると出材は絶望的。とくに千

早赤阪村のように老齢化が進み、山林労務者はほぼ０。林道を整備しても無駄と思う。零細山主に山に興味を持たせるのは、少なくと

も木材価格を３倍以上の水準に上げる以外道が無いと思う。 

 放置森林をなくすには公費で間伐を行う以外ない。 

大阪府も数少ない府下の山林を見捨てることが無いように。 

12時 

金剛山山主 葛城隆さんの奥さん(葛城芳子さん)のお別れ会(スイスホテル南海) 

１１時から始まっていたのだが、森林審議会の後参列したので１時間遅れ。入ったところが正面に祭壇、両サイドにずらっと花輪の列、奥

さんの人気がしのばれる。玉ぐしを奉奠して次の部屋に行く途中に、葛城さんと長男(裕)さんが立礼１時間以上続けているのだから大変だ。

次の部屋に入ると思い出の写真、品々がディスプレイされている大きな部屋で、テーブルがたくさん用意され、立食で料理が用意されてお

り、たくさんの人々が三々五々奥さんをしのんでいた。おそば、御寿司をいただいてお別れ会を辞した。 

16時 

総務部長来庁 

かなり頻繁に対話をしているが、来村していただいたのは部長になって初めてだ。 

小さな村では、IT 関係の費用が非常に負担になる。村のサーバーも富田林のサーバーも同じものを使っている。6,000 人でも 120,000 人

でも同じだから、村が高くつくのは当たり前。 

何しろ、人口が少なくても大きな市と同じサービス求められる。財政力が無いのはつらい。愚痴を並べてよろしくお願いした。 

最後に、先日の知事懇はうまくまとまってよかったと褒めてもらった。 
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2月 1日(土) 

姪の長女の結婚式 

式場は目黒雅叙園裏の教会、8時 50分の新幹線に乗る。 

朝早かったのでカツサンドを買って、嫁と 2人で食った。寝ようと思ったが、ちょうど車内販売が来たのでコーヒーとWEDGE(車内販売

をしている雑誌)を買った。 

はじめに、李登輝 元台湾総統の「日本への期待、阿部総理への期待」 

日本のマスコミには出てこない文章なので、ダイジェストする。 

 昨年末に阿部総理は靖国神社へ参拝しました。 

国のため命をささげた英霊に国の指導者がお参りするのは当然。外国から口出しされるいわれはない。 

 アベノミックスは、一貫して高く評価していますね。 

為替の切り下げが重要だという事を私は 10数年前から言ってきたが、やりきる政治家がいなかった。これまでの日本の総理は中国、

韓国、アメリカからの批判の心配ばかりしてきた、日本国民の指導者という自覚が無かった。国際社会での、経済的自立、精神的自立

こそデフレ脱却の鍵だ。 

 世界経済の今後はこれからの国家経済運営で、中国の国家資本主義的(北京コンセンサス)、アメリカの新自由主義的(ワシントンコンセ

ンサス)もうまく行かない。 

北京コンセンサスは、外国の資本と技術を頼りに、国内のあり余った労働力を活用する手法。「小さな政府」を志向し、国境を越えた

資本の自由な移動を推進するワシントンコンセンサスも問題が多い。 

今後もグローバル資本主義に任せておけば、国内経済が良くなる保証はない。国家の役割は重要で、とりわけ指導者の責任は重い。安

部総理が打ち出している「3本の矢」を高く評価している。 

 中国や、韓国は安部総理の外交政策を批判しています。 

安部総理は着任早々、大胆な金融政策を打つと同時に、東南アジアを歴訪したのは素晴らしい。 

中国や韓国の理不尽な要求に屈せず、アジアで主体性を持った外交を展開している。日本はアジアのリーダーたれ。 

中国には、国際秩序を維持しようという意思はない。周辺国の内政や領土への干渉を繰りかえし、力を誇示している。 
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国際政治の主体は国家だ。国民を安全と幸福に導き、平和を享受できるかは指導者の資質と能力にかかっている。指導者のリーダーシ

ップという問題に、この 20年間日本は苦労しつづけてきたが、安部総理は経済政策、外交によくリーダーシップを発揮している。 

 憲法改正はどう考えますか。 

国際政治では、それぞれの国家に対し、強制力を行使できる法執行の主体がない。国防をゆだねる事が出来る主体が無い限り、政策の

手段としての武力の必要性を排除する事は考えられない。 

戦争が国際政治における現実に他ならないからこそ、現実を冷静に見つめ、戦争に訴えることなく、秩序を保ち、国益を増進する方法

を考えるのが現実的見解。 

日本は憲法改正という基本的な問題を解決しなければ、どのような問題に対しても国の態度をはっきりさせることが出来ない。 

 指導者がリーダーシップを発揮するためになにが必要でしょうか。 

信仰です、本物の指導者は常に孤独だ。国のために尽くしていても、反対勢力やメディアから批判される。孤独に耐えるには強い信仰

が必要だ、それがあらゆる困難を乗り越える原動力になる。 

最近の日本には、国民や国家の目標をどこに置くかについてきちんとした考えを持った指導者がいなかった、安部総理は違う、彼には

彼なりの信仰がある。 

 日台関係をどう見ていますか。 

日本版「日台関係法」の制定だ。日本は日中国交正常化に伴う中華民国との断交以来、日台交流に伴う法的根拠を欠いたまま。国内法

として台湾関係法を定め、外交関係を堅持しているアメリカを参考にしてほしい。「日米台」連合により、新しい極東の秩序を作る上

でいい礎となる。 

 

2月 2日(日) 

10：00 

南大阪駅伝(PL教団敷地内) 

例年 2月第 1日曜に、PL教団敷地内周回コースで開かれる。9時からの開会式だが、2～3分遅れで式場に着いた。今年は 160を超えるチ

ームが参加している。南河内で最高の駅伝競技となった。３．５キロのコースを１人１周、６人で走る２１．５キロのコース。昨年は中学
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校の部で村立中学校が優勝した。さて今年は。 

残念ながら今年は優勝を逃したが、いい成績だった。村からも数チームがエントリーしていたが、今年は充実のための雌伏の年、来年を期

待してほしい。 

 

２月３日(月) 

朝 

１００歳のお祝いに(小吹台) 

２月２日が誕生日だったが日曜日のため、今日になった。 

非常に元気なおばーちゃん。女性で 100 歳アップは非常に元気な人ばかり、大正、昭和を生き抜いて 100 歳になった。多分青春時代は昭

和の初め、食料事情の悪い第 2次世界大戦を経験した。私の子供時代とダブる、1番のスイーツはふかしイモだった。 

自宅にお邪魔し些少ながらお祝いを。ばーちゃんはしっかりしている。昨年 96歳で亡くなった母とオーバーラップしたが、うらやましい。 

11：00 

NHK大阪放送局の女性記者来庁 

大阪都構想 他、について、いろいろな話を聞いた。若い記者だが、さすが NHK。 

私からは、金剛山の登山回数記録システム、棚田夢あかり、落ちない神社、高齢化対策、などの話をした。 

夕刻 

お化け見物に北新地へ 

友達のやっている店に入る。北の新地も人が増えてきたらしい、アベノミックスのおかげだ。数か月ぶりの豚しゃぶ、美味い。 

豚しゃぶをつまみながら待つこと 1時間半、お化けが新地本通りを練り歩いてきた。女性はまさにお化け、大化け、オバケだ。 

 

2月 4日(火) 

2014年版村長の日記 1月前半分配布終わり。 

なかなか配布するまでが大変。毎日書き溜めた原稿をメールで送り、ゲラが出来るまで 1週間、推敲に 2～3日。修正と印刷、ホームペー
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ジのアップに 1週間、配布に 2～３日。月曜休みのところがあったり、役所を開ける日があるので半月遅れとなる。早く配布したいのだが。 

夜 

府の皆さんと飲み会 

市長の皆さん、近隣町長と、府の最新情報、行政の情報を仕入れて有意義な時間を過ごした。森伊蔵、千寿ほか名酒を差し入れ頂き、プロ

の手になるお刺身。時価 70万円の柳葉包丁でさばいたお刺身は、ベリーグウだった。 

 

2月 5日(水) 

アドプトフォレスト調印式(府庁 3F特別会議室) 

知事、副知事に要望を伝える会議室。千早城址山麓、松本晴次氏の山。杉・桧の約 50年生の山。公益財団法人ニッセイ緑の財団が大阪府

のアドプトフォレスト制度を利用し、森作り活動に取り組んでいただくことになった。 

千早の山は昔、紀伊国屋文左衛門、樽廻船用の樽丸(樽の材料になる無節の材)の生産地であり、昔から良材の里だった。 

ニッセイ緑の財団さんの力を借りて、少しでも、少しずつでもよい材を生産する山を作っていきたい。 

府庁の特別会議室に行くと、ニッセイ緑の財団理事長 新井尊夫氏、小川副知事、中村農林水産部長，鈴木府議、吉村府議。私が思ってい

たより大きな調印式となった。府はアドプトフォレスト制度を非常に大きく評価していることが理解できた。 

千早は山が多い、是非沢山の会社がアドプトフォレスト制度を利用して千早の山作りを援助してほしい。ニッセイさんには、皆さんの作業

手助けと指導を行う二剛会とも協定書を交わしていただいた。帰路、コメダコーヒーに立ち寄り、コーヒーブレイクを行う。PM4 時頃な

のにかなりの収容力のある店で、あまり交通の便がいいとは思わないのに中年、上年の女性で 1杯。開店時からかなり時間が経過している

のにどうして客が多いのか？ ここ 10年ほどはどこへ行っても喫茶店を探すのに苦労したが、最近はまた喫茶店が開店ブームか？ スター

バックスが喫茶店ならばの話。 

 

2月 6日(木) 

10：00 

臨時議会 
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議案第 1号 

千早赤阪村営香楠荘設置および管理条例。 

4月 1日より改正される消費税に合わせて 3％の利用料アップを決めた。 

議案第 2号 

平成 25年度一般会計補正予算。 

歳入歳出それぞれ 1484万円を増額、予算総額 26億 6669万円とする。 

台風 18号による被害のうち、農道、林道の復旧工事費と、障害者総合保護支援法による、障害福祉システム改修経費ほか。 

議案第 3号 

介護保険特別会計補正予算。 

歳入歳出それぞれ 385万円を増額して予算総額を 6億 1720万円。 

消費税率改正に伴うシステム改修費と、介護給付費増に対する補正。 

議案第 4号 

農地及び農用施設災害復旧事業施行に当たり、土地改良法の規定により議会の同意を求めた。 

議会終了後、全員協議会 

＊平成 26年度からの給食費改定(消費税アップに対する 3％の改定)の報告。 

＊中学生オーストラリア派遣事業の説明を行った。 

午後 

国民健康保険運営協議会 

中西委員長へ国保料金の諮問を行った。 

14：00 

橋本市の女性市議会議員以下 4人来庁 

議員さんが中心となり、高野山ヒルクライムレース(自転車)をやる。面白そうなのでじっくり聞いた。来年は高野山 1200 年記念となる。

紀の川河畔の橋本市から高野山までバイクで登るのは楽しい企画。橋本市が中心でやるのなら、ぜひ玉川峡から上れば面白い。いいロケー
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ションがあってうらやましい。 

ツール・ド・フランスフランスを手本にすれば、橋本→高野山→護摩壇山→龍神温泉→中辺路→本宮→新宮→勝浦→串本→白浜→御坊→有

田→和歌山(ゴール)のツール・ド・和歌山が面白い。 

 

2月 7日(金) 

朝から日程表は白紙。 

朝イチ 

防災用品の入札金入れが 1つあった、その後来客が 2人、5日のアドプトフォレストの調印書が届いた。 

時間が少し空いたので、休み時間を少し超過するが、ウオーキングに挑戦。 

役所→甲取阪→中学校→B&Gアリーナ、約 4000歩。のぼりが多いのでしんどい歩き。B&G体育館でお腹の油を飛ばすメニュー作りを頼

み、消防署→東阪→桐山→二河流辺→くすのきホール→役所。所要時間 1時間 30分、12000歩の散歩だった。 

歩き出すと非常に寒く、汗が出ない。しかし登りはヤッケの前を開けると丁度良いが、下りはジッパーを閉めるのがいい。 

午後 

河南町武田勝玄町長の決起大会の案内が届く。 

2月 16日、場所、プクプクドーム、夜 6時より。 

選挙は 3月 25日告示、3月 30日投票。 

彼のように全力でまち創りに励んでいる町長もめずらしい。私も参加して住民さんの熱気を感じたい。 

多分、対立候補は出ないのではないかと思うが、やっぱり全力でやらないと足元をすくわれる。武田町長がんばれ。 

 

2月 8日(土) 

昨夜から日本列島大雪の予想。朝、まつまさ駐車場の状態が不安なので 4時 30分ごろ まつまさ へ。 

いつも来る常連ばかり、既に駐車している。入り口のゲートが雪でかなり傾斜があるのもなんのその、ちゃんと駐車している。私の車は雪

用のタイヤをつけているが、スリップしてなかなか前に進まなかった。 
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ゲート入り口の雪掃きをして、車を駐車しやすくして、残りの雪掃きは若い長男に任せ、豆腐を作る。 

 

2月 9日(日) 

この土日は予定が無い。 

朝から昨日と同じように雪が邪魔をする。朝から除雪。ホンダの除雪機は故障しており、機械の方が楽な事がわかる。昨日の土曜日は、バ

スが久しぶりに臨時を出した。登山客の皆さんに「雪の日は公共交通」が浸透してきたか？ 

この週末は強い寒波により、千早で 10cmほど雪が積もった。毎日金剛登山をする皆さんは雪用のタイヤをセットしているし、雪道運転に

慣れている。しかしサンデードライバーがノーマルタイヤで千早に来ると、あと 2～3キロのところから雪道が始まる。不慣れな雪道で事

故を起こしたり、混雑を起こす可能性が大きい。ノーマルタイヤの車、雪道の運転経験がない人は必ず公共交通で来てほしい。 

 

2月 10日(月) 

16：00 

大阪府都市計画審議会 

大阪府の都市計画は北部中心、大和川以南は大阪では都市が無い。最近の都市計画審議会は、都市計画道路の見直しがほとんどだ。見直し

と言っても、ほとんどが廃止。 

30年～50年以前に計画した道路を 

・交通処理機能の必要性が低い ・事業の実現性が低い ・交通安全機能の必要性は著しく高くない 

などの理由で廃止していく。 

人口が減少傾向にあるのはわかるが、廃止される街にとっては大変なことだと思う。もっと早く整備されていれば、人口も維持できたので

はないかと思うのは、私だけではないだろう。 

今回の都市計画道路見直しは、大和川以北 7都市、大和川以南 1都市。大阪府には大和川以南に都市が無いらしい。私は、ひがみ根性が強

いのかもしれないが、私の村にも都市計画道路がたとえ 1ｍでもいいからあったらと思う。 

最後に、岸和田市でほぼ 50ヘクタールが、市街化調整区域から市街化区域に編入され、開発が進捗することになった。やっと南も都市化
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する兆しが見えたのか。 

帰りの環状線で周囲に林立するマンション群を見たとき、このあたりこそ市街化調整区域に指定すべきだと思った。多分 1 マンションで

500 人～1000 人の人口があるだろう、この地域こそ建築をきつく制限すべきだ。1 つのマンション人口で村は過疎地にならないで済む。

我が村のように、村域の 90％が市街化調整区域、ただ土地があるだけで土地利用が出来ない、米を作っても農業が業として成立しない。

山林があっても材木は価値が無く、林業は破綻した。イノシシの為の、タヌキの為の都市計画としか思えない。 

人口が減少する地域は市街化調整区域を外し、人口増が見えたときに規制を考えるべきと思う。 

 

2月 11日(火) 

TVを見るとオリンピックのオンパレード。日本勢はメダルを取れない、私なりに原因を考えてみた。 

日本は島国、インターネットの時代だが言語は日本語、したがって世界のニュースがダイレクトに理解できる人が少ない。私たちがニュー

スのほとんどを頼っているメディアも、島国の中に閉じこもっている。もっと日本にとっていいニュースも、悪いニュースも、特に主婦に

受けの良い視聴率を上げるニュースに特化せずに、あらゆる分野のニュースを流すべきと思う。 

オリンピック開始以来、メダルはマスコミ予測で 10個は取れていたはずだ。このような甘い予測が日本を長いデフレ状態に陥れたのだ。

終わりまであといくつメダルをとれるか？ 期待しないで待つことにする。 

 

2月 12日(水) 

相変わらず千早は寒い。 

TVをつけると日本初メダル授賞、スノボのハーフパイプ、銀、銅。しかも本命のアメリカ、年間 8億は稼ぐと言われているスノボの神様、

ショーンホワイトを破っての快挙、しかも中学生と高校生。村と一緒で若い衆は元気だ。 

メダル確定と言われたベテランが全てダメだったのに、若さの力だ。 

マスコミの情報不足と判官びいきで耳触りのいい話、特に主婦の受けがいい話を流し過ぎた結果、絶対金と言われたサラちゃんは善戦した

が 4位。金はアメリカのサラちゃんでもなく、日本で聞いたことがない選手。ハーフパイプも同じ。世界は広いを実感した。 
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朝 

モンベル本社へ 

会長に、ぜひ千早出店をお願いした。大阪府にありながら、ただ 1つの国道工事にも手を付けてもらえない村だが、モンベルの会長はぜひ

出店したいと、リップサービスではなく OKしてくれた。村は全力を挙げて実現に走ろう。 

14時の町村会理事会まで時間が空いたので、あべのハルカス探検に向かう。 

3月のオープンの向け、至る所が工事中。12，13，14階がレストラン階。価格帯 2000円前後でチョット小じゃれた店は行列。客の大部分

がおばちゃん、3割程度がおねえちゃん。12時～14時の時間帯はスーツを着て歩くのは違和感がある。 

最近の傾向として開店時は満員、1～2年たつと客がばらばら、3年もたつと閉店の店が多い。5年、10年と、この賑わいが続いてほしい。 

14時 

大阪府町村長会理事会 

2月 19日の議案審議、26年度一般般会計予算 及び 付属 3議案審議、可決。 

当日、最初に 20年勤続表彰を行い、村の職員に代表受賞してもらう。 

3期目の町長として、島本町川口町長も全国町村長会より受賞。 

 

2月 13日(木) 

新たに 22市町村が過疎地域として加わる。大阪府の自治体として初めて、千早赤阪村も過疎指定を受けた。 

とうとう村も過疎、もっと良いニュースで新聞に出たいものだ。 

今回の指定で過疎自治体のない都道府県は、神奈川県だけとなった。 

過疎地域自立促進特別措置法、長い名前に法律が今国会中に成立、４月より施行される見通し。現在のところ、過疎法全体の形が解らない。

近い内に全体の形を掴んで住民の皆さんに報告したい。 

毎日新聞によると、過疎地域は 797市町村となる。現在、全国に 1919市町村ある。 

したがって全国市町村の 46％が過疎地域となり、東京の一極集中がひときわ目立つ。 

この状況では、国会議員の１票格差２倍以内の最高裁判決通りにすると、国会議員は人口密集地域に集中することになる。議員はまず自分
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の選挙区の事案を最優先に解決する。したがって都市部はインフラの充実が優先され ますます住み良くなるとともに人口が集中し、田舎

はますます寂れ、ゴーストタウンとなり、住む人がなくなる。 

私は、国・府の支援を得ながら、１０年先、１５年先には過疎指定から外れる村を造りたい。そのためにも過疎法の勉強から始めたい。 

17：00 

南河内環境施設組合総会終了後、富田林市で富田林警察を中心とした管内 1 市 2 町 1 村の連絡協議会を立ち上げる合意書の署名式を行っ

た。 

ストーカーや、ＤＶ(ドメスチックバイオレンス)、児童虐待問題 など、情報交換を密にして被害が深刻化する前に迅速に対応するのが狙

い。 

 

２月１４日(金) 

昨夜から降り続いた雪が昼になってもまだ降りやまず、夕刻も降っている。 

融雪剤をまいても積雪中は効果が無い。融雪剤をまくタイミングは、雪の圧雪が出来てからの方が効率がいい。明日のロープウェイへのア

クセスはどうするか、これだけ長い間雪が降るのは珍しい。１５～１６年ぶりかな。 

今日は朝、スーツを着用しようと思ったが、市内へ行く予定が無く、融雪の仕事があったらと思って、スーツを止め作業着で出勤。途中車

がまっすぐに走ってくれない。アクセルを踏み込むとテールが流れて勝手で舵を切ってくれる。 

雪道の運転は楽しい面もあるが、危険と隣り合わせ。 

15:00頃 

雪が小降りとなり、降り止む。 

私の車で小吹台へ。小吹のバス停から上ろうとしたが、雪用のタイヤをつけているがスリップして登らない。保育所への登りも同じ。地域

振興課の職員が緊急対応で塩カルをもって出かけてくれた。 

村は降雨対策は出来ているが、降雪に対する対応策は無い。しかも昔と違って土木業者の数が少なく、対応できる業者は大阪府に抑えられ、

村には手が回らない。職員も昔と違って少ないので、人海戦術は不可能。頼みは予報にある雨、または気温の上昇を待つのみ。 

いつ発生するかわからない東南海地震の対応とともに、数年に１度は起こる可能性のある大雪対応策も作っておく必要がありそうだ。 
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２月１５日(土) 

朝 

起きてみると、昨日の雪の上に１５cmほど積雪がある。千早では４０cm程の積雪だ。 

7：00 

危機対応の職員を招集。役所へ行く途中、積雪が多いので登ってくる車はほとんど無い。東阪を過ぎると雪が格段に少なくなり、山岳地帯

と平野部の違いを感じる。守衛さんに聞くと、ほぼ雨だったらしい。来る途中、杉・桧の山林はあまり折れたりする被害が無さそうだ。春

の重い雪ではなく、冬の雪だったのは助かる。１週間おきに雪が降るのは困ったもんだ。 

府民センターへ行き、府道富田林五條線の除雪対策をお願いした。区長さんからの倒木対策が一順したので解散。 

千早への帰り道、東阪から上は雪が深い。まつまさ の取り付け道路の村道は、深い雪が積もったまま。除雪を始めたが雪が多く、たかだ

か１００mも無い道路の半分ほどしか除雪できない。道路に水を流して雪解けを期待し、駐車場の圧雪を始める。普通車でも車の腹をする

くらいの雪。冬用タイヤをつけた車でもお腹が雪に着いて走行不能箇所があるほど雪が深い。長男と２台の車を使い３時間、不十分ながら

圧雪を終わったところで、疲れてダウン。雪国の大変さを身に染みて感じた。 

千早のＴＶは、昨日数分の停電があってから受信不可能になったまま。ソチオリンピックのニュースが入らない。 

テレビが無いのは大変だ。普段いかにテレビに頼っているか思い知らされた夜だった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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２月１６日(日) 

千早では、豪雪のまま日曜日を迎えた。 

朝 

まつまさ の取り付け道路の雪掃きを、約２時間で不十分ながら完了。車がどうにか登れる状態になった。 

朝から、ひっきりなしに金剛山への道路状況問い合わせの電話が入る。雪用のタイヤと４輪駆動が必須と返事する。金剛バスは東阪で折り

返し、南海バスは観心寺で折り返し運転、あまり車は上ってこない。１時間ほど遅れて登ってきた娘の話では、途中までは雪の影響が考え

られないほど道路状態がいいのに、東阪から上になると途端に雪いっぱいの道路になる。ノーマルタイヤの車は走行不能になり、道のいた

るところで、スリップする車、雪道運転に慣れてないドライバーの立ち往生、帰ろうとしても方向転換が出来ない車、等々で大渋滞。東阪

から１時間もかかった。 

年に何回もある事ではないが、危機対策の１つとして対応策を作る必要がありそうだ。 

関係部署へ電話をしたが、多分千早の状況は富田林では解らない。たった８～９キロ離れたところで雪で困っていることを想像できない。

人間は自分で確認できる周囲の状況から離れられないのだろう。 

 

２月１７日(月) 

10：00 

梅川さん(１００歳)のお祝いに行く 

大正３年生まれ、今日が誕生日、寅年。私の父が生きていたら９９歳(兎年)になる。既に死んでから３３年になる計算、梅川さん長生きし

てください。 

特別養護老人ホーム「春の家」、ここは矢倉さん１００歳のお祝いに来たことがある、既に２～３年経過しているはず。 

帰ろうと思ったらショートステイの昔の仲良しに会った、明日帰るところ、元気がいい。 

11：00 

後期高齢者医療議会 

議長が後期高齢者医療議会へ行こうと誘いに来た、１時よりプリムローズで。 
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議長は高齢者医療議会議員。途中で昼飯、議長のおごり腹１杯食べた、うまい。 

プリムローズにて、後期高齢者医療議会が１時ジャストに始まる。 

２６年度の予算審議、給付予算は 9,900億円 27年度には 1兆円を超す。今年の焦点は保険料値上げ、府、国の支援は昨年とほぼ同じ、例

年のことながら金が無いのだ。議員の中から、後期高齢者医療の保険料を上げてはダメの話ばかり。 

この状態が進むと給付ばかりがまだまだ増える。国は国債が増えるばかりで金が無い、大阪府も同じ。村は国と大阪府の支援で財政バラン

スをとっている。医療レベルを下げないとすれば、保険料を上げるしかない。 

村は 10数年以前、100歳のお祝いに 100万円持参していた。今は 10万円。高齢化が世界一早いスピードで進む日本で、福祉、医療、扶

助費の増加は止まらない。北欧のノルウェーでは消費税 26％、今消費税を 8％にするだけでアップアップしている日本で、当分の間、解決

はつかない問題だ。 

 

2月 18日(火) 

朝 

起きたら雪が薄く積もっていた。3～４cm、まだ千早には雪が沢山ある。家を出る時、千早地区内は車の腹をする程度の積雪。役所へ下る

と、消防署あたりは既に春。冬も終盤に近くなると、千早の寒さが身に染みる。 

この状態から、街の人は千早の積雪状況が解らない。今日のＴＶニュースで山梨県の状況を映していたが、あと 10cm雪が深かったら千早

も同じ状況だ。雪が 30cmで止んでよかった。 

17：30 

内外情勢調査会(リーガロイヤルホテル) 

今日の講師は山口那津男、公明党代表。 

さすが山口代表、いつもの倍を超える 500人以上の参加者。5:30ジャストに開会。 

いつものことだが、山口代表の語り口は言語明瞭、これほど明瞭に日本語を話せる人はいないと思う。 

今国会の問題点、既に決定している消費税の３％アップ実現に向けて国内経済の景気浮揚策から入り、連立政権を組んでいる自民党との違

いを、かなりはっきり話していた。とくに貧困層に対し、可能な限り暖かい政治を行う姿勢が公明党の姿勢だと明瞭な言葉で述べていた。 
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全体の論調は非常に慎重かつ、言い過ぎの無い、言い足りなさの無い、計算された正確な話だった。山口代表は安全で、正確、かつミスの

ない代表だと思った。 

最後に大阪市の市長選挙に関連し、先に行われた東京都知事選を例に引き 

「知事選はワンイシュウ(１つの問題)で戦うものでない、福祉、町つくり、安心安全、医療 他、あらゆる問題をいかに解決するかを住民に

語り掛け判断を仰ぐものだ。原発廃絶だけで都知事選を戦っても東京に原発が無い、いかにして節電するかを問う方がいい。」 

「橋下市長が法定協議会で大阪都構想の議論がうまくいかなかった。しかし、新しく市長に当選しても又、都構想を推進するには同じく法

定協議会を経る必要がある。それなら市長を辞職しないで時間を掛けてでも法定協を続けるべきだ。」 

 

２月１９日(水) 

14：00 

大阪府町村長会 定期総会 

府下町村２０周年勤続者表彰、府下町村合計８０人。今年の代表受賞者は、当村の仲谷さん。例年受賞者は各町村持ち回りとなっているが、

今年は１０年に１回の村が当番となった。次に３期目に入った島本町川口町長が受賞。こちらは全国町村長会藤原会長表彰、代理で私が手

渡した。維新に逆風が吹く中の当選、おめでとうございました。 

１５分休憩の後 

＊平成２５年度一般会計補正予算 

＊平成２６年度一般会計予算 

＊平成２６年度特別会計予。 

＊平成２６年度全国町村職員生活協同組合大阪府支部共済事業会計歳入歳出予算 

＊平成２６年度全国町村会保険事業事務費交付金会計歳入歳出予算 

全会一値で賛成。 

次に寡婦(夫)控除をすべての１人親家庭に適用するように、市長会と協議の上財務省へ要望書の提出を決定。 

最後に、内外情勢調査会主催の講演会への積極的な参加をお願いして終わり。 
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２月２０日(木) 

やっと出来上がった、１月１６日～１月末までの村長の日記を配布。 

今日は珍しく山百合作業所が午前中クローズで配布できない。 

昨日、町村長会で仲谷さんに手渡した２０年表彰者が、わが村に４人いる。さっそく役所で表彰式。女性３人、男性１人、皆さんは４人と

も村になくてはならない職員になっている、活躍を祈る。 

午後 

平成２５年度 南河内地区農業委員会連合会講習会 

私は冒頭の挨拶で、「南河内の農業をぜひ必ず収益の取れる農業にしていただきたい」とお願いした。 

南河内とひとくくりにしているが、農地として利用するより収益が上がる農地もたくさんある。しかし、村のように農地として利用する以

外利用法が無い所もある。私は、経済原則により所有者は土地利用をすべきだと思う。しかし農業以外の利用法が無い所は、農地として効

率の良い利用法があると思う。 

 

２月２１日(金) 

13：30 

総務省 部長室 

大阪府前副知事。今回の過疎指定に付、村のこれからの方針、計画の作り方を相談に来た。 

先ず部長から、どのような見通し、あるいは考え方で計画を作るか。たいていの市町村は過疎指定を受けると財政面では幾分楽になる。 

今回、千早赤阪村は人口減により不本意ながら過疎指定を大阪で初めて受けることになった。過疎地域自立促進計画を作るにあたり、若い

職員を中心にプランニングしてもらい、彼らが定年の時には必ず自立して過疎地域から抜け出したい。 

その内容として 

1. 金剛山、楠公史跡、棚田など、村の観光スポットを中心に集客システムを作り、来村客を飛躍的に増やす。客が増えるとともにいかに

お金を落としていただくか、森屋、水分地区にレストポイントを作り、地元産品の販売、食事、生活用品の販売をする中心地域を作る。 

2. 年間１２０万人の登山客がある金剛山麓に登山客が集まる施設を作り、村内産品の販売、登山用品の販売、登山による健康管理、体力
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増強、金剛山を中心とした観光案内の施設を作る。 

3. 村内一帯の都市計画を一時停止、市街化調整区域の一時停止により、開発を促進する。過疎地域返上には３００人～４００人の定住人

口を増やせばいい、大開発は必要なし。ミニ開発あるいは小規模開発を促進すればいい。 

4. 大阪都市圏の老人施設を受け入れる政策をとる。 

5. 農業政策を大転換し、米作から換金作目に転換する。農水省が推進している６次産業化を取り入れる。 

役所機能、安全安心機能、物販機能、アミューズ機能を一体化した施設が必要。新しい過疎法は３月第１週、国会に上程される。近日中に

事務方と一緒に総務省過疎対策室にお邪魔し、対策室長の話を聞くことにした。 

 

２月２２日(土) 

11：00 

従弟の長男の結婚式(帝国ホテル) 

従弟は５年前重病にかかり、もうだめと宣告を受けたが奇跡的に回復し、長男の結婚式を迎えた。３１１には横浜の自社ビルが倒壊し、大

被害を受けた。重病を克服し被害を乗り越え長男の結婚式を迎えた、おめでとう。 

長男は慶応義塾大学法科大学院特待生。１回で司法試験をパスし、現在司法修習生。新妻は早稲田法学部卒の同じく司法修習生。秀才と秀

才の結婚、すばらしい子供をたくさん作ってほしい。 

久しぶりの帝国ホテル、麻生元総理が良くバーで飲んでいたところ。美味い料理と美味い酒をいただいた。 

 

２月２５日(火) 

平成２５年度 市町村トップセミナー 

テーマ：地方分権改革と市町村の課題 

講師： 大森わたる先生 

日本では自治体の首長は公選独任である。補助機関として職員を動かすことにより、自治体行政に一貫性とまとまりを作りだすことが出来

る、少ない行政資源を最大限に有効活用できる人事管理とチーム編成の実現が使命である。 
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先行き不透明な現在こそ、地域での暮らしを堅実なものとして維持して行く必要がある。 

個人でしたいこと、出来ることをやり抜く「自助」。個人ではどうしても無理な事、できないことは、家族身内が手をさしのべる「互助」。

身内家族で無理な事は、友人近隣が支援する「近助」。それでも無理なことは、世代間、地域住民同士が支援する「共助」。それでも無理な

ことは市町村が乗り出す「公助」。 

個人の自立は、経済面では「自由に使えるお金がある事」。生活面では「自分１人でも家事を含め日常生活をこなせること」。精神面では「自

分のことは自分で決める事、他人に頼らず生きてゆけること」である。 

地域を構成している人は、自立した個人だけではない。病気や障害を持ち、歳をとり、心身が弱まり、生計もままならない人が居る。地域

社会を構成する人は誰であれ、地域社会接点を持つ「居場所」、「出番」がある事が必要だ。 

地域には無能な人、無用な人は１人もいない。住み慣れた地域で最後まで暮らせるためには、本人の自立自助を尊重し、持てる力を損なう

ことのない包括的な支援が必要だ。実践的な互助，近助のネットワークつくりは、地域経営者としての首長の責務である。 

先生は、少子高齢化は日本社会に致命的なダメージを与える。首長の１番大切な仕事はいかにして子供を増やすか。老人対策、福祉も大事

だが、子供を産み、育てやすい社会を作るかを考え、すぐ実行する体制を作れ。 

最後に大阪市長選挙に触れ、ブログには載せないようにとコメントされた。今は微妙な時期であり日記で公表するのはやめる。 

 

２月２６日(水) 

「天気晴朗なれども波高し」 

東郷連合艦隊 秋山参謀の、日本海海戦開戦電文の１部だが、今朝は「天気晴朗なれども PM２．５」。 

役所から金剛山がはっきり見えない。１０時前 咲洲庁舎に着いたが、窓から見える六甲山、葛城、金剛、和泉山脈の輪郭もはっきりしな

い。はるか中国からやってきた、ありがたくない輸入品。商品なら返品できるが、中国で沢山作られ、韓国も日本も迷惑を受けている。 

311の津波で被害を受けた福島原発の事故で、日本から被害もないのに国民を本国へ召還した国が、暖房用の石炭が原因と言われる PM２．

５を韓国や我が国へプレゼント、迷惑以外何物でもない。 
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２月２７日(木) 

富田林商工会青年部主催市町村サミット 

富田林市長、太子町長、河南町長、私の４人が、５０年先のこの地域はどうなる？を話す会。村元青年部長の司会で始まった。 

５０年先の村は？ 

千早赤阪村は村域の８０％が山林。１５０年先、現在平均６０年生の山が樹齢２００年以上の山となり、日本でも珍しい大径木の山林に

育っている。京都奈良にある社寺仏閣の改築材料には、千早赤阪の材木が使われる。 

安全安心は？ 

村は金剛山の山麓に広がっており、村域のほぼ７０％が土砂災害危険区域だ。私の住んでいる地域は全域危険区域、避難するところが無

い。今までの経験から５００ｍｍまでの雨ならば、がけ崩れ程度でクリアできそう。 

しかし、一昨年の田辺市のように 2,000ｍｍも降るとお手上げ、孤立する地区が出る。あとは八尾の物資集積所から援助をあおぐ以外な

い。 

山地崩壊を少なくするように山の間伐をきっちり行って、いい山作り(治山)が村の安心安全の元だ。 

高齢化対策は 

村は、老齢化率が 40％、しかし村には貸家、マンションが無く、全て持家。 

したがって、朝起きると、夏は草むしり、冬は雪掃きなど、特に旧村の住民は菜園、田、畑、山林を持っている人がほとんど。したがっ

て毎日体を動かす。また病院は無く、診療所が 2つ。村立診療所は指定管理、民間診療所が 2つの診療所を経営している。診療所が 2キ

ロ以上離れているところが多い。 

老人会が東京まで歩こう運動を行い、年間 550キロ以上歩いている人が 300人以上いる。運動して、体を動かして「死ぬまで元気」。ぜ

ひ長生きして元気に過ごしてほしい。 

富田林の駅前開発 

千早赤阪村のゲートウエイは富田林駅、河内長野駅。 

富田林駅は昨年綺麗に改装された。また、富田林五條線が一方通行になり、かなり便利になった。河南町も当村と同じで、富田林駅が入

り口、バスの運行は金剛バス。これからも長く運行を続けてほしい。 
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2月 28日(金) 

2月は今日で終わる。 

今年の冬は、暖かい日が続いたと思ったらドカ雪が降り、一時交通マヒ寸前までいった。15日は 10数年ぶりの降雪だった。 

後で富田林警察の所長が来庁し、また近い将来こんな降雪が起こる可能性がある、そんなときの通行規制について意見を交換した。 

今年はもうドカ雪の可能性は無いだろう、来年以降のことだが、冬が来る以前に警察、府の土木、3者そろって対応策を協議することにし

た。 

10：00 

都市計画審議会 

森屋西部の道路、下水の都市計画決定。 

都市計画が村に入ってから家の建築が難しくなり、2男、3男の村外流出が多くなり、人口減が加速された。当村のように無指定でも開発

することが無い、開発から取り残された過疎の村に、なぜ都市計画が必要か？村にはコンビニすらない、都市インフラが 1つもないど田舎

だ。無秩序でもいい、スプロール化でもいい、人が住み着いてくれるのならば、人口が増えるのであれば、府の住宅まちづくり部も名前の

とおり町つくりの指導をしてほしい。 

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

３月１日(土) 

千早でもやっと雪が解けて、春らしくなってきた。 

今年の冬は観光に具合が悪く、土・日の天候が悪い。ロープウエイの売り上げが上がらない。今朝も朝からしとしと雪が降る。ただ真冬と

違い、暖かい。時々吹く風は冷たいが春まぢかの感じ。 

14：00 

石見神楽(くすのきホール) 

関西瑞穂運輸の中村さん(太子町議会議員)の会。彼の故郷石見には、石見銀山だけではなくすばらしい神楽がある。ぜひ河内の皆さんに見

せたい。２時少し前にくすのきホールへ行ったが、満員。今までにこのくらい観客が集まったことが無いほどの人気。送迎のシャトルバス

も数台用意してあったが、マイカーが駐車場１杯に止まっている。 

３００人しか入れないくすのきホールでも、すごい車の数。これからはどんな施設を作るにしても、来場者に対応できる大きな駐車場が必

要。 

立見席の後ろから見たが、テンポが速い、動きがスピーディー、説明が無くてもストーリーが読み取れる。 

演目は葛城山、八岐大蛇、皆さん熱心に見ていた。評判は全員「すばらしい」「よかった」「村長、村でも１つ２つこんなやつをやってくれ」。

いつも空いているくすのきホール、皆さんの喜ぶ催しをやりたい。 

 

３月２日(日) 

今朝も雨、雨の日曜は憂鬱だ。 

ロープウエイの売り上げが上がらない、豆腐の売れも落ちる、登山客も少ない。毎日上る登山客は、雨が降ろうが風が吹こうが雪が降ろう

が来るが、この人たちはあまり売り上げに関係が無い。良い気候の日に来る登山客が大事。 

今日は 3,000回登山の記念品をいただいた。元南河内清掃組合の技師。焼却炉を運転させたらぴか１、ダイオキシンの発生を完全にストッ

プさせたのは彼のテクノロジー。在職中からの 3000 回、おそらく 20 年近くかかったと思う。現在はほぼ毎日登山。4000 回はあと４年。 

1週間前に 10,000回登山の記念品をもらった。こちらの彼は私と同じ年の生まれ。約 30年前、小学校の高学年だった長男をダイヤモンド

トレイル歩きに連れて行ってくれた。ほぼ 40年で 10,000回。ノルウエーのヨーツンヘイメン、モンブラン、ニュージーランドのミルフォ
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ードトラック、玉山、キナバルを 1緒に上った仲間。86歳で 15,000回になる、まず 15,000回まで登り、コロリとのびるか？ 彼の場合ピ

ンピンコロリ、死ぬまで元気の見本のような男だ。 

 

3月 3日(月) 

3月の初日、ひな祭りの日。 

朝、嫁が飾り寿司を作ってくれた。役所に持参し何人かにプレゼント。 

朝イチ 

３月月例検討会 

村が過疎指定を受けられる法案が 3月第 1週に提案される。速やかに議決され、新年度当初に施行される。村議会は 5日開会だが、議決さ

れたら出来るだけ早く過疎対策室長に面談し、過疎対策計画を作り上げる必要がある。明日日程を検討し、3月第 3週に総務省へ行くこと

にしよう。 

10 年～15年後には過疎から離脱できるよう、40歳～50歳の職員が定年するときには、過疎から離脱するような計画を立案し、計画通り

実行し、過疎でない良い村を作ってもらうように若手で計画を作ってもらう。 

 今月の中旬に村の課長、課長代理クラスを、グリーンホスピタルサプライ本社へ研修に連れて行く。会社設立 20年で東証一部上場、

職員数 3,388人を数える会社になった躍進の片鱗でも感じていただいたら、村はもっとよくなる。 

 オーストラリア中学生派遣事業に、遅滞無い実行をお願いした。 

午後 

府民センター土木の皆さん 来庁 

小川副知事推奨の「花の峠道構想」の説明をいただいた。行者杉にベルビューポイトを作る構想。かやんぼー ～ パノラマ台 道路補修と

パノラマ台ベルビューポイント化を提案した。 
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3月 4日(火) 

11時 

阪南大学ハルカス校舎 オープニングセレモニー 

3月 7に全面オープンする、ハルカス校舎のオープニングセレモニーへ招待いただいた。駐車場へ車を止めて、現場へ訪問するのが大変だ

った。近鉄デパートのエレベーターで行けると思ったがダメ。B１まで降りて、エレベーターで１７階まで登る。まだオープン前なので養

生したままの大きなエレベーター、普通のエレベーターの５倍ほどある、スピードはかなり速い。大阪府の咲洲庁舎と同じで、途中でエレ

ベーターを乗り換える構造。世間並みの大きさのエレベーターに乗り換えて、２４F阪南大の校舎へ。 

２４階なのにすこぶる眺めがいい。このビルは６０階建て、高さが半分以下なのにこの眺め。全面完成後１回は頂上へ上ってみたい、すば

らしい眺めだろうと思う。南東側には金剛山、葛城山が良く見える、ダイヤモンドトレイルの PRにもってこいのビルだ。 

ハルカス学舎は３方がガラスで、足元から天井まで外が見える。２重ガラスになっており、見晴らしは最高。ここで学べば将来への展望が

開けると思う。大阪の将来をゆだねる人材の排出を望む。 

参加者は所在地の松原市長、近鉄の社長、他 多士済々。眺めの良い所で頂いた料理はうまかった。 

午後、 

社団法人大阪府木材連合会の三宅氏と、越井木材工業社長越井氏と会った 

大阪で木材を大量に使った建築を増やしたい「庁舎、各種施設を建設するときはぜひ木造で」。 

木造建築の省エネ、長所をいろいろ伺った、私も同じ思いだ。村で新しい施設を作るときは”木造建築”は私の方針です。技術的支援をお願

いし、帰庁。 

 

3月 5日(水) 

3月議会始まる 

安倍内閣発足以来、国の状況が少しずつ良くなってきましたが、村への良い影響が出るのは少し時間がかかります。 

村は過疎指定を受けられそうになってきましたが、府下初めての過疎指定なので現在内容が解りません。内容が把握できたら、情報を皆さ

んに伝え、10年～15年以内に過疎から戻れる計画を作り正常に復したい。 
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自立に舵を切ってから 4年、村は財政力指数 0．4前後(歳出に必要な金額の 40％しか自力調達が出来ない)。かろうじて国、府の支援を得

て行革努力の結果、基金(預金)を積み上げることが出来るようになりました。 

村は成長へスタートを切りました。バブル時代も成長に縁のなかった村でしたが、まず中学生が元気を出してくれました。次は約 40％を

数える人生の OBに元気を出していただきたい。 

今年の予算はもう少し元気な予算にしたかったのですが、過疎指定の内容が完全に把握できません。府、国、先進地の指導を得てよい村を

作ります。 

挨拶をして議会が始まりました。 

平成 26年度予算は 

一般会計   25億 6850万円 

国民健康保険特別会計   9億 1550万円 

直営診療施設勘定       1130万円 

介護保険特別会計    5億 8800万円 

後期高齢者医療特別会計      9060万円 

下水道事業特別会計   2億 3460万円 

金剛山観光事業特別会計      8790万円 

水道事業会計     

(収益的支出)    1億 6750万円 

(資本的支出)        8830万円 

特別会計   21億 8370万円 

 

合計 47億 5220万円 

明日より委員会審議が始まります。 

本日、本会議で議決した案件 
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 人権擁護委員、西浦玲子氏。 

 26年 4月 1日より、河南、太子、千早赤阪、介護保険認定審査会共同設置の担当が河南から太子に変更。 

 千早赤阪村国民健康保険診療所の指定管理者を、医療法人やすらぎ会、理事長山本定慶氏に再指定する。 

 平成 25年度一般会計補正予算、1億 4230万円を増額し 28億 900万円にする。増額分は千早小吹台小学校耐震補強費です。 

 

3月６日(木) 

10時 

総務民政常任委員会 

委員長：関口議員、副委員長：浅野議員、委員：井上議員、清井議員、山形議員 

議案第 5号、第 6号 一般職非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例、および非常勤職員、嘱託職員の報酬等に関する条例。 

全員賛成で可決、24日本会議に上程。 

議案第 8号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正。 

職員の昇格時の給与の決定法と、超過勤務手当の算出法について改正する。 

議案第 10号 消防団員資格要件の緩和、及び暴力団の排除を図る条例。 

主な変更点は、団員資格の上限年齢撤廃による資格要件の緩和、暴力団排除条例施行に伴う消防団員の欠格事項の追加、及び消防団の設

置、名称及び区域等の事項を定める。 

議案第 14号 後期高齢者医療特別会計補正予算第 2号 

後期高齢者医療特別会計は歳入、歳出それぞれ 95 万円を追加して予算総額を 8308 万円とする。後期高齢者医療広域連合納付金の増額

による。 

1時間で終了。明日また 26年度予算の審議を行う。 

早く終わったので B＆G アリーナへ歩いて行った。12 日から、足立君に作ってもらったメニューに従ってポッコリお腹を小さくしよう。

役所→中学校→B&G→消防署→森本運輸→二河流辺→いきいきサロン→役所 のコースを歩くとほぼ 1万歩(1時間 30分)。アップダウンが

あるので良い運動になる。 
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夕方 

千早に帰る途中の温度計が-2℃を示していた。明日の朝には-5℃はいくだろう。3月になったのに、早く春になってほしい。 

 

3月 7日(金) 

総務民政常任委員会 

昨日に続き 10時より委員会。今日は 26年度予算審議，一般会計の総務民生分野の審議予算書の総務民政部分の、歳出、歳入を審議する。 

午前の審議で一般会計を審議。午後からは国民健康保険、診療所、介護保険、後期高齢者医療を審議して 16時、委員会終了。月曜に予備

日を取っていたが、必要無くなった。 

週末に議了出来て良かった。週をまたがると事務方も大変だ、おかげで今夜はゆっくり眠れる。 

 

３月８日(土) 

昨夜から寒気がするといっていた長男が、ドクターに A型インフルエンザと診断された。朝から豆腐を作った、今日は豆腐職人。最近はパ

ートタイムの職人だが、意外といい豆腐が出来た。 

今日は１日長男の代役を努めることになってしまった。１０年前は毎日豆腐を作り、１日かけてそれを売っていたわけだが、意外と楽だ。

お客さんの注文を聞いてレジを打って商品を渡す。１時間もすると豆腐が徐々に減ってくる、その分レジにお金がたまる仕掛けだが、安い

ので大してたまらない。しかし、少しずつだが売り上げが積みあがっていくので楽しい。 

役所に行くと金額が２桁～３桁は多い。役所でも豆腐の感覚で仕事をすればいいのかも。 

 

３月９日(日) 

長男ダウンで代役をこなす、朝から豆腐造り。私が豆腐造りを始めたころに比べると、かなり機械化が進んでいる。しかし最近の豆腐屋さ

んは毎日 2000～20,000丁を機械で作る、大変な仕事だ。スーパーなどでは、売れ残ったら返品のケースが多い。豆腐が返品されたら廃棄

処分するよりない。ほぼ売れるだけ作る“まつまさ”のやり方は非常に楽だ。昔と違って豆乳が良く売れる。お客さんのニーズも変わった

ようだ。 
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昔から登山している皆さんは変わらないが、何人かは 10年の間に来なくなっている。亡くなった人がいる、新しく上り始めた人がいる、

10年もするとかなり変わった。 

私が子供の頃、高野豆腐を作っていた父の工場へおからを取りに来ていた住谷運送さんの身内の方が私を訪ねてきた。親戚の娘が歌手で金

剛山の歌を歌っている、5 月 3 日の錬成会総会でぜひ金剛山の歌のライブを金剛山上、錬成会の会場で歌わせてほしい、とのリクエスト。

頂上の禰宜さんにお願いしてみよう。 

歌手は売り出すタイミングが大変難しい、千早龍成君も大変だと思う。 

 

3月 10日(月) 

長男が土曜日ホームドクターにA型インフルエンザと診断され、弱っているので豆腐造りを手伝うべく朝起きたところが非常に静かな朝。

悪い予感がして外へ出た。静かなはず、約 5cmほど雪が積もっていた。気温が低いので軽い雪だが、季節はずれの雪だ。 

10：00 

前熊取町長、上垣さん来庁 

6 年前町長を退職後、四国 88 か所を歩き遍路で完歩した。私は 88 か所を 3 回遍路した、しかし私はバスのドライバーとして 3 回、番外

20 か所を 2 回まわったが、歩き遍路は大変だと思うし、村の女性で完歩した人を知っているが、かなり大変だったみたい、2 度と行きた

くないと言っていたのを覚えている。 

上垣さんは、熊取町にある雨山城址にロープウエイをつけたり、登山道を改修して皆さんが上ってくれる城址にしたいと思い、運動してい

るのだ。 

千早城址の状態をぜひ見たい、雨山城址を府民がいつも来るようにしたいの思いは、まるで私と一緒。大阪にいい城址が沢山ある方がいい。

あの天空の城に千早城も負けないと思うのだが、千早城は時代が古く、石垣が無い時代の城。雨山城址も同じ。協力して PRに努め、古い

がいい城址だとの評判を得たい。 

千早に来た日が悪かった。まつまさ まで来たが、ここから上は雪。5月 19日に雨山城址の会の皆さんと必ず来ると、下赤坂城氏に立ち寄

って帰って行った。 

首長はこうあるべきと、心得を教えてくれた人。千早城址、雨山城址とも、大阪のパワースポットとしての地位を確立したい。 
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３月 11日(火) 

10：00 

文教建設常任委員会 

山形委員長の議長で始まった。 

1. 議案第 9号 千早赤阪村地域公共交通協議会条例審議 

住民の高齢化過疎化により、住民の移動手段が必要になる。住民の移動不可能地域を無くするよう、この法定協議会で審議し、地域内の

移動手段の確保と維持を図る。 

2. 議案第 10号 千早赤阪村社会教育委員会条例の改正 

教育委員会委員の選考基準の明確化。 

社会教育委員を次の条項の中から選ぶ 

(ア) 学校教育及び社会教育の関係者 

(イ) 家庭教育の向上に資する活動を行うもの 

(ウ) 学識経験者。 

3. 議案第 15号 千早赤阪村平成 25年度下水道会計補正予算 

歳入歳出それぞれ 450万円を追加し、総額を 2億 3160万円とする。 

小吹台下水道マンホールの蓋取り換えを早く終わらせるように補正予算で追加。 

今日は委員長の、いい議事運営で早く終わった。 

早く終わったので河南町と村の境界にオープンした オークワ へ。大きな駐車場と大きな売り場が待っていた。村の住人がかなり職場を得

ているようだ、末永く私たちの オークワ でいてほしい。 

 

3月 12日(水) 

文教建設常任委員会 
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一般会計の審議（一般会計、文教建設常任委員会分の審議） 

教育委員会予算の中で、中学生オーストラリアホームステイで前向きの話になった。 

これからの子供はボーダレス社会と直面しなければならない。英語は国際間のコミュニケーション手段としては中心的な言語であるが、英

語が話せる話せないに関わらず、外国人と意思の疎通が出来ることが大切。たかだか 2週間程度のホームステイで会話が出来るまで語学力

が上がるわけではない。ホームステイで意思の疎通力が少しでも出来ればよい。中学生のホームステイは必ず子供たちにいい影響があると

思う。 

くすのきホールが経年劣化により空調が悪い、すぐに修理をとの意見が出た。 

くすのきホールは、空調機の性能が落ちてきて夏は暑く、冬は寒い。現在空調はもちろんだが、内装、外装共に劣化が目立ってきて改装す

る必要がある。概算で、ほぼ 3億円程度必要、庁内で改修方法を検討中だ。年間 10数回しか使用しないホールの改修にあたっては、少な

くとも使用しやすく、少なくても 100回以上の使用回数を想定した改修方法が必要だ。 

給食費が非常に高くついている。 

村は少子化が進み、給食数が年々減少化の傾向にある。対策としては、現在の給食内容を維持したまま業者委託、あるいは近隣市町と共同

調理などを検討している。給食センターも経年劣化による大規模改修の時が近づいている。トータルで結論を出したい。 

後、村道補修、橋の改修、長寿命化、の予算を審議し採決。 

賛成：清井委員、井上委員。 

反対：徳丸委員、関口委員。 

山形委員長決済で採択となった。 

午後 

下水道事業予算、金剛山観光事業予算、水道事業予算を審議し全員賛成、採択となった。 

 

3月 13日(木) 

委員会は昨日で終わり。後は 17日月曜日の全員協議会、24日の本会議を残すのみ。 

今議会も６人の一般質問があり、朝から一般質問の答弁調整を行った後は、17日 月曜日全員協議会の後、すべてを済ませることになった。 
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今日は朝から雨。かなり暖かいので雪にはならないと思う。６～７年前、３月１６日に大雪が降った。山は春の重い雪で沢山の杉ヒノキが

雪折れを起こし、大変だった。 

14：00 

元 山林伐採業者来庁 

山の状況を聞く。現在の木材市況は彼が営業していた昭和６０年頃の５分の１、とても商売にならない。木を切って山からヘリコプターで

道路まで出材、トラックで市場へ（おもに奈良県桜井市へ）。年に１億～１．５億の売り上げがあった、楽しい商売だった。現在の市況で

は山からヘリで道路へおろしたところまでの経費程度が市場の売り上げ、やればやるほど赤字になる。 

これほど木材が安くなるとは思わなかった。あと何年かしたら仕事になるかわからない、俺の時代は終った。 

 

３月１４日(金) 

9：30 

中学校卒業式 

例年、寒い卒業式になるのだが、今年は少し暖かい。今年の卒業式は４５人、少ない。 

中学校はみんなで歌う歌が非常に上手くなった。私が村長になったころに比べると格段に歌唱力が上がった。卒業式でも歌が始まると生徒

がシャキッとして見えるほどうまくなった。合唱が中学生全体で普通に行われる中学校は少ないのではないか、中学校へ行くたびに少しず

つではあるが良くなって行くように感じる。 

村は中学校までしかない。後は高校、大学と進学するに従い、街へ出て行くことになる。大都市出身の中学生に絶対負けない、元気ですば

らしい中学生を育てたい。 

オーストラリア派遣の募集も３６人となったらしい。初めての試みだから、行きたい意思のある子供たちは全員派遣する。村の中学生はす

ぐに反応してくれる。ぜひこの気持ちをいつまでも持ち続けてほしい。村も中学生に見習って元気になろう。 

午後 

グリーンホスピタルサプライ 幹部研修 

創業 15 年の若い会社。今年度の売上高は２７００億円、社員はパートを含めほぼ 8000 人、事務スペースはほとんどオープンスペース。
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社長室は無い。 

5年前東証第 2部に上場、2年前に東証 1部上場、5～6年先には 1兆円企業を目指す。 

入社 1年目の新入社員は全員素手でトイレの掃除をする。月曜日は全員 6時出勤、社内の清掃、新御堂の本社を中心に道路の清掃、近隣の

竹藪撫育、医療関係の仕事柄もあり綺麗を絵にかいたような会社。年間清掃費が 500万円は浮く、しかも清掃を自分たちでするので汚さな

い。 

最後に居酒屋で旨い料理と、おいしい酒をいただき、土産までもらい帰ってきた。人に対する思いやりと経営に対する厳しさを職員はどこ

まで理解してくれたか。 

 

3月 15日(土) 

公務の無い土曜日、朝豆腐作りを手伝い 8時過ぎより水仙の里へ開店の手伝い。 

先日、徳丸議員にブルーシートで覆ったホームレスの家と表現されたが、東京の竹橋、大阪城公園のホームレスの家に比べると大きい。 

来年開店するときは、せめてホームレスの家と言われないように作ろう。建築確認がいらない建物はどの程度か？これからの課題だ。 

今年は 3月 22日まで出店するらしい。しかし寒いのでまだ薪が必要、その辺にある木をカットして持って行ったが、まだ足りそうもない。

薪もかなり必要だ。 

少し前にお正月だったが、既に 3月の中日、やっと春らしい気候が戻ってきた。地球温暖化が言われているが、千早赤阪は地球ではないの

かと思うほど今年は寒かった。しかし、やっと暖かくなってきた。 

今日は天候も最高だが、金剛山に人が来ない。ＴＶでは各地で梅 他、春の報道が増えてきた、皆さんはそちらの方面へ行くのだろう。観

光協会の村グルメ、棚田米を利用したスイーツの開発が進んでいる。あと 1歩、いいものが出来てたくさん売れればいい。 
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３月１６日(日) 

10：00 

武田勝玄河南町長 町長選挙事務所開き 

前回と同じ場所で行われた。竹本自民党大阪府連会長、北川イッセイ参議院議員、太田房江参議院議員、鈴木憲府議会議員、吉村よしみ府

議会議員、松原市長、藤井寺市長、大阪狭山市長、富田林市長、熊取町長、田尻町長、太子町長、地元河南町の議員はもとより、近隣各市

町村議会議員。代議士の選挙ではないかと思えるほどの集まり、当選間違いなし。 

武田町長は非常に行動範囲が広い、私が訪問するところは既に彼の営業圏に入って居る。町内にはmandai、最近開店のサンプラザ、オー

クワの３スーパー、コンビニも多い。コンビニ１つ無い村の村長としてはうらやましい限り。 

隣町が良くなれば間違いなく村も良くなる。いい街を作ってほしい。１０人のスピーチの後、事務所開きは終わった。 

いつも思うことだが、選挙事務所のプレハブ設置に際しても建築確認が必要。選挙事務所のような場合はプレハブのグレードを決めて、強

度がパスした場合は自由に設置するようにすればいいと思う。 

昔から選挙に金がかかるので、なかなか立候補する人が居ない。選挙費用を安く抑えるように、事務所も安く出来るようにすればいい。 

武田町長は誰が見ても営業が非常に上手い。と言うより人と付き合うのが天職のような人、交渉も上手い。ぜひ、いい街を作ってもらい、

隣村もそのいい影響を得たい。 

武田町長の当選を祈念して、事務所開きを後にした。 

 

３月Ⅰ７日(月) 

議会 全員協議会 

今日の全員協議会、メインは「千早赤阪村地域公共交通計画」の説明。 

非常に長い名前の計画だが、村にはバス路線もなく、公共交通空白地帯がかなりある。しかも高齢化により運転を止めた人、事故を起こす

恐れのある人が増加傾向にあり、免許返納を促進する必要がある。したがって、この人たちの交通確保の合理的方法を確立することにより、

地域活性化につなげたい。 

この計画は望ましい交通のあり方を示すとともに、施策を効果的、効率的に進めていく基本計画で、目標年度は平成 32年度だ。 

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

この計画は村の将来を展望し、総合的で、わかりやすく、実効性のある計画を村民とともに作り上げる。 

 

3月 18日(火) 

赤阪小学校の卒業式 

私は赤阪小学校、副村長は千早小吹台小学校。式は 2校とも同日同時刻、次の機会は入れ替わる。 

赤阪小学校の卒業生 9人、千早小吹台小学校は 24人、合計 33人、それでも少ない。村の人口が減少していくのを実感できる。 

最近、村の出生数を見ても年間２０人程度、この子供たちが学齢期に達したら、まだまだ児童数が減少する。児童数が減少すると、教育上

良い影響は出ない。人の集団は大きくても小さくても、3分の 1は上、3分の 1は並、3分の 1は下、に分かれると言われている。多くの

人にもまれ、せめて 1ランクでも上に上りたいと思う心を育てることが、今の時代には特に大切。 

最近の Lost20 (失われた 20年) で日本人は豊かになりすぎ、国際競争社会で負けそうになった。やっと気が付き本気になったところで、

日本の経済は上を向いてきた。 

アベノミックスで我が国は元気になる。一人でも多くの児童で互いに競いながら子供を育てる教育をしたい。出生数を上げる事は、村を元

気にする。 

 

3月 19日(水) 

こごせ幼稚園卒園式はいつもたのしい。「僕は、私は、将来・・・になりたい」を聞くと、ほほえましいとともに時代を反映している。最

近はサッカー選手になりたい、パティシエになりたい。残念ながら村長になりたい、村議会議員になりたいは無い。身近すぎる、かっこよ

く思えないからだろう。1番の原因はメディアにポジティブに取り上げられないからだ。 

サッカーはほとんど毎日、どのチャンネルでもかっこよく取り上げられる。パティシエは、朝、昼、夜を問わずグルメ番組でスイーツを取

り上げる。政治の話で出るのは金の問題、利権の問題、5000万円、8億円、マスコミは政治の良い面を絶対に放映しない。現安倍政権はカ

ッコいい方だが、マスコミはネガティブな部分を探して大きく報道する。国民はマスコミをを信用する、これでは政権が国民的合意を取る

のは非常に困難。政治の良い面、悪い面をマスコミの思いを入れずに淡々と報道すべきだ。 
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3月 20日(木) 

総務省過疎対策室へ 

新しい過疎対策法は、まだ国会審議中。しかし、4月 1日から施行されることはほぼ決定。対策室室長の山越女史及び事務方の皆さんに過

疎法の全体像を教えていただくために、私、職員、大阪府の職員共に訪問した。 

始めに、新過疎法は 3月中に議会通過、4月 1日より施行、村は過疎指定を受ける条件が揃う。過疎指定を受けるには、過疎対策計画を大

阪府とともにつくり、府とともに国に提出する必要がある。 

4月 1日から村の過疎対策計画を作り、議会の同意を取り付けるとともに大阪府が作った計画と整合させ、総務省に受理してもらった瞬間

過疎指定を受けたことになる。村は 9月議会で同意を取り付け、府で 1カ月、国へ提出後 1～2か月、年内に過疎指定を受けられそうだ。 

実際過疎法で村が動き始めるのは 11月以降になる。庁舎の建設、観光施設など、村の動きはすべて過疎法がらみですべて止まっている。

過疎対策計画を早く完全な形で作る事。 

 

３月２１日(金) 春分の日 

今日は祭日。昨日は９時過ぎに家に着いた。新幹線も通い慣れると非常に楽だ、しかし昨日は非常に混雑していた。本来は３人同じ列に座

れるはずだが、３人掛けの真ん中で前後に離れていた。新横浜までは起きていたが、次に気が付いたのは名古屋、１０分前のアナウンス、

後は京都で目をさまし睡眠十分、いつも通りの睡眠で目が開いた。 

朝 

車の上に雪、寒い、風が強い。いつになったら春になるのだろうか。 

１日のんびり過ごすはずだったが、雨の休日、しかも真冬日の休日。冬の間溜まっていた日曜大工を始めたが、寒いうえに風が強いので体

感温度は真冬。鼻は出るし、トイレは近くなるし、１時間ほどでやめた。 

 

３月２２日(土) 

朝、豆腐造りを手伝って、朝食後、水仙の丘の出店が今日で最後となるので、開店の手伝いに行った。すいせんの丘の仮設店舗も、今日の

営業が終わると撤収だ。 
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先日、徳丸議員に「ホームレスの家」と言われたテントのまわりのブルーシートを、必要なところを残して撤収。作るときはかなり苦労し

たのだが、片付けは早い。昨日の天気とはうって変わって暑いほどのいい天気。ブルーシートを車に積んで一旦帰る。 

今朝早く起きたので昼寝。１時間のはずだったが、２時間３０分も寝てしまった。軽く昼飯を食べたら娘に精米を頼まれる。精米を済まし

てテントの撤収。 

簡単だと思ったがなかなか大変。テントを１つ撤収するのに１時間かかった。2つ目の撤収を始めた。これもかなり大変だった。 

すべて終わり車に積み込んで帰ろうとしたが、いろいろ運ぶものが多く、高く積み込んでやっと載った。 

水仙は寿命の長い花、１月の初めからまだ咲いている。そろそろ二河流辺のモクレンの花が咲く、千早では“こぶし”が咲きそうだ、春が

本番になるのは早い。また来年の水仙に期待しよう。 

千早赤阪村は意外と花が多い。水仙、梅、モクレン、こぶし、山へ行くとほぼ一年中何かの花が咲いている。残念なのが金剛山頂のカタク

リの花、心無い人によって採集され絶滅危惧種になってきた。金剛山の頂上のような高地に咲いている花は、大阪市内や堺市内では育たな

い。その場で鑑賞するだけにしてほしい。 

金剛山には、こごせ百合という山百合があった。五月ごろ咲くのだが、また悪いことにユリ根がおいしい。金剛登山者が増えるにしたがっ

て絶滅してしまった。私の若いころには、麓から頂上に向かってほぼ 4～5ｍ間隔で咲いていたのを覚えている。山の自然を大切にしてほ

しい。 

 

３月２３日(日) 

12：00 

千早赤阪村テニス連盟３０周年記念式典(河内長野荘) 

村のテニスコートが出来る以前、テニス連盟は出来た、まさにテニスを愛する人たちの集まり、結成当初からのメンバーが半分くらいいる

らしい。私もあまり歳を気にせず参加できる集まり。ただ私はテニス、サッカーのような瞬発力が必要なスポーツ向きの体ではない。 

３０年以前は、私が厄年で生命保険に入ろうと思って診察を受けたところ「糖が出ている、糖尿病ではないか？」ドクターに診察された。 

長生きするにはいかにすればいいかと聞いた所「運動すればいい」。先生の話を受けて運動を始めたが、非常に心が弱い私は目的が必要。

まず当時日本で話題になっていた ホノルル マラソン に出ることにして、トレーニングを始めた。 
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１９８２年の ホノルル マラソン は１５キロでダウン。翌年はトレーニングの成果があり、５時間を切ることが出来た。議員に立候補す

るまで毎年３０人ほどの友達とともに、１０年続いた。 

５２歳の時、村議選に立候補してからは、１２月第２日曜のホノルルマラソンは１２月議会で参加できなくなったので登山に転向し、おか

げで去年、金剛登山 1000回を達成することが出来た。今も 1年に 50回、週 1登山は守っている。 

金剛登山を生活習慣としている人たちの間で、3000回、5000回登山を達成した人たちは、ある日突然に亡くなる人が多い。ほとんどの人

が倒れて 10日前後で亡くなる。長患いはほとんど聞かない。運動を十分して、“死ぬまで元気”を実践。テニス連盟も若い人達を補充しな

がら、スポーツ＝健康。 

 

3月 24日(月) 

3月議会最終日 

今議会に上程された議案第 5号～第 10号までの条例改正はすべて全員賛成で可決。 

議案第 10号，14号の補正予算、16号の水道会計資本剰余金処分は全員賛成。 

議案第 17号，平成 16年度千早赤阪村一般会計予算。 

議案第 18号，平成 26年度国民健康保険特別会計予算。 

上記 2案は 徳丸議員、関口議員 が反対。 

議案第 19号～25号は全員賛成。 

議員提案の、千早赤阪村防犯町つくり条例 も全員賛成で一時休憩に入り、あと一般質問となる。 

一般質問の要旨を掲載しますが、答弁は議会広報を参照ください。 

 

関口議員 

 学校給食、食材費補助の復活を 

昨年 4月より中学校まで給食が実施され、内容も充実、村の子育て支援は府下でも優れていると思う。給食費は 4月から 3％消費増税

分が引き上げられる。 
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諸物価の高騰により現在副食を減らすなどで給食を維持している。学校給食実施当初は食材費への補助があった。給食費値上げを抑え、

内容充実のため補助を求める。 

 地域循環の交通網の運行を 

各地区から役所、くすのきホールへの交通を求める声が多い。日本共産党議員団は、議会毎に実現を求めてきた。 

「地域公共交通協議会」が設置され具体的に動き出した。高齢者が村で住み続けられるように、地域循環交通実施を求める。 

 人口減少にストップを 

過疎地域が取りざたされている。村は人口定住に取り組むべきだ。 

共産党は人口減少にストップをかけるため 

 子育て支援の充実 

 空き家住宅の情報提供 

 入居、2所帯同居への改修補助 

を提案してきた。 

人口減少防止へ定住人口増への努力が必要。 

 

清井議員 

 遊休財産の有効利用・処分を問う 

 昨年 9月定例会での質問の経過を問う 

 分校跡地 

条件整備として隣地との境界確定業務を土地家屋調査士に依頼して作業を進めている。境界は確定したか。 

 小吹台方転地 

条件整備として、隣地との境界確定を隣地所有者と 9月立会いを予定している。境界確定は。 

 旧千早小学校 

具体的な検討に至ってない。9月以降検討は進めたか。 
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 旧千早小学校、運動場北側 山百合作業所跡は長く利用されてない。処分あるいは有効利用を検討されたい。 

 生活排水対策 

生活排水対策は、下水道と合併処理浄化槽設置に対する補助金制度で進めてきた。下水道は間もなく 20年を迎える、整備面積は全体

計画の 50％となり住宅密集地は整備された。 

下水道事業会計決算を見ると、有収水量は年々減少している。普及率は 70％程度にとどまっている。維持管理費と資本費を賄う料金

収入は 24年度決算で 45．8％であり、毎年一般会計から多額の繰り入れを行っている。施設の維持と更新を考えた場合、水道施設と

同じ轍をふむおそれがある。 

事業効率を考え下水道全体計画の見直しと、合併処理浄化槽の設置を計画的に進める整備計画が必要と考えるが。 

 

浅野議員、 

 国土強靭化計画策定は 

昨年 12月に「防災減災等に資する国土強靭化基本法」が成立、防災、減災の取り組みが本格的に始まった。 

政策大綱も決定しており、地方公共団体などに対し、計画策定や施策についてその責務が明記されている。 

東日本大震災から早くも 3年が経過、想定される南海トラフ巨大地震などを考えると、ハード・ソフト両面の対策が急がれる。 

国の交付金などを活用し、国土強靭化地域計画の策定を急ぐべきと考えるが。 

 鳥獣被害防止対策を 

鳥獣による農作物の被害は深刻であり、広域化している。平成 22年 9月議会で質問したが、被害防止対策の進捗状況は。 

 最近の被害状況は。 

 前回の質問から、今までの取り組みは。 

 近林市町との協力は。 

 国、大阪府としての取り組みは。 

 26年度の施策はどうか。 

以上を伺う。 
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徳丸議員 

 本村が大阪府で初めて「過疎法」が適用される可能性が出てきた。過疎債の活用に当たっては施設などハード面だけでなく、法律の目

的からもソフト面の事業も重要。 

村の活性化に向けてどのような事業を考えられるか、またどういう事業を実施するにしても村民の意見、要望を聞くシステムが必要と

思うが。 

 太陽光パネル設置に補助を 

福島の原発事故から 3年が経過した。国民の世論は大きく変化し、「原発 0」を目指す声は多数となってきた。 

世論の広がりの中で、再生可能エネルギー(自然エネルギー)普及事業に支援している自治体が増えている。 

村でも、特に太陽光パネル設置に補助金を出して普及につとめるべきだ。 

 

山形議員 

 上水道事業について 

 「基本計画見直し」に関する企業団との協議について 

12 月議会の清井議員への答弁で「基本計画見直し」は施設整備計画等の策定支援を活用し、コンサルタントへの委託業務を企業

団の負担で実施し、一部の検討内容については村の負担となる場合があると聞いた。 

検討内容及び費用負担に関する企業団との協議内容を伺う。 

 災害時、緊急給水対策は 

府は、平成 25年 3月「南海トラフ巨大地震の被害想定」をもとにシミュレーションを実施、平成 26年 1月 24日府域のライフラ

イン被害想定結果を公表した。 

被害想定の結果地域の 94％が断水、村は 53％断水する。 

想定される被害下での給水対策は。 

 水道に配管図は出来ているか？ 

 いきいきサロン山百合の今後は 
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平成 12年介護予防拠点として小吹台に開設された「いきいきサロン山百合」は、平成 24年度団体利用 9837人、ラウンジ(喫茶)利用

者で 4259人が利用し、地域住民の福祉活動拠点となっている。 

昭和 51年小吹台幼稚園として開設、平成 12年度「いきいきサロン山百合」、「山百合作業所」が併設された施設として改造された。 

改造から 12年、空調機器の老化、間取りが悪く利用しにくい、昭和 51年の建築なので耐震工事など大規模改修が必要。 

住民が安全で、安心して利用できるように、耐震、調査を行い、必要なら耐震工事と合わせて大規模改修が必要と思う。村の計画は。 

 

田中議員 

 国民健康保険の広域化を問う。 

国で、社会保障改革プログラムが可決され、国民健康保険の運営主体が都道府県に変わる。 

国保保険者の都道府県化で、府の検討状況、村に及ぼす影響は。 

 高齢化社会への対応は 

我が国は 65歳以上の高齢者が 4人に 1人の超高齢化社会を迎え、平成 37年には 3人に 1人と推計される。 

村は平成 14年、超高齢社会を迎えており、高齢化が着実に進行する。更なる高齢者福祉施策が必要。 

超高齢者社会への取り組みは。 

 

3月 25日(火) 

8：30 

河南町武田町長の出発式 

さすが町長、普段の付き合いの良さで VIP関係の出席者が多い。市長、町長、村長（村長はは大阪で私 1人しかいないが）皆さん勢揃い

して出発式に集まった。国会議員、府議会議員、代理の秘書多士済々。 

例により、後援会長、古川元府議、現府議会議員、国会議員、近隣市長、最後に私の挨拶。奈良県、和歌山県からもたくさんの首長が集ま

っている、これも 8年にわたる町長の努力のたまものだ。村のように隣接している行政にとって、隣町が良くなることは必然的に村が良く

なることだ。3月開店した オークワ は河南町にあるが、場所から言って村内にあるのと同じ。村にも雇用、買い物の利便性アップの効果
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をもたらしてくれた。ぜひ武田町長を！！ 候補者はスニーカーを履いて飛び出していった。 

17：00 

対立候補の出馬はなし、当選決定。 

良い町長が再び誕生した、河南町にとってまことにめでたいことだ。村にとってもいい町長だ、おめでとう！！ 

 

3月 26日(水) 

雨と霧の中、鹿児島空港着。ほとんど視界の利かない中、無事着陸。さすがＡＮＡのパイロットはまとも、よかった。 

レンタカーを借り鹿児島城へ。ほぼ 30キロ 50分。 

100名城のスタンプは、鹿児島県歴史資料センター黎明館、鶴丸城下の 7勇士墓地のそばで待つ。スタンプを済ませてすぐ出発、飫肥城へ。

高速優先で走るのと一般道を走るのでは、ほぼ 50Km高速の方が遠いが、田舎の一般道の状態が不明のため高速を走る。ほぼ 2時間で飫

肥城到着。 

飫肥城は、すばらしい武家屋敷に囲まれた落ち着いた城。江戸時代にタイムスリップした感じ。保存状態も良く施設も充実している。日南

市がかなり飫肥城に力を入れているのが良くわかる。 

今日はこの後、人吉城（人吉城歴史資料館）へ 16時 30分までに着く必要がある。すぐ出発、ランチは車の中。伊丹で買ってきた そら弁 

で済ませる。宮崎道を えびのジャンクション へ。時々すごい豪雨が降る、ほとんど前が見えないほど。20 分ほど降っては上がるが、し

ばらくすると、また豪雨が降ってくる。 

16時、人吉城着。 

既に 10時過ぎ鹿児島空港を出てから、350Km以上走っている。あと今日の目的地友達の別荘へ 100Kmプラス。喫茶店に入り小休止。 

人吉城は既に城は無く城址だが、石垣は完全に残っている。資料によると、すばらしい城だったらしい。 

村を出る時は桜の開花がいつからかわからなかった。鹿児島空港へ着いた時から九州の桜は満開。今日の強い雨でかなり散っている。城と

桜は付物らしく、どこへ行っても桜桜桜、天候が良ければ最高の花見日和だが、強い雨で人出も少ない。 

18時すぎ、阿蘇の外輪山内側にある友人の別荘へ。 

温泉付き別荘だが、あいにく今日は温泉汲み上げポンプ故障に付、普通の湯。近くにある田楽レストランへ。途中の道路は霧が強い、土地
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勘が無いのでゆっくり走る。大きな囲炉裏の中に大量の炭火が真っ赤に燃えている上に鍬を載せ、鍬の上で肉を焼く、美味い。青竹で酒を

熱燗に。野趣に富んだレストランと言うより、でかい古民家、庄屋の家だ。私の家もかなり大きいと思っていたが、2倍以上ある。畳部屋

は少なく、板間が多い。運転疲れが鍬焼の肉と、カッポ酒で吹っ飛んだ。 

 

3月 27日(木) 

阿蘇の山荘を出発。 

熊本市内を突っ切り熊本港へ。山荘は、阿蘇外輪山の西側切れたところにある。火山性土壌のせいか、阿蘇から流れてくる水により川は深

く切れ込んでいる。桜島周辺のシラスに近い土壌だろうか。 

標高 600m、千早と同じぐらいの標高から熊本へ下る。熊本は田舎だと思っていたが、道路は途中工事中の区間 2～3Kmは 1車線だが、あ

とは片側 2車線。熊本に近づくと 3車線となる。九州はどこへ行っても道路がいい。経済の動きもいいらしく、車が多い。約 20Kmほど

のラッシュを抜けて、熊本港。 

ＩＨＩ製のフェリー“オーシャンアロー”、かっこいい高速フェリーに乗り、島原へ。 

港からタクシーで島原城へ。島原城は桜祭りの最中。至る所に桜祭りはあるが、桜は最盛期が数日。しかも本数と手入れが問題だと思う。 

超デカい話題性のある木があるか、またはボリュームで勝負するか、名所作りは大変だ。 

1日、1万 5千円の売り上げがあれば上出来のタクシー、運転手さんものんびりしている。大阪の運転手さんと、ゆとりが違う。 

フェリーで熊本へ帰り、熊本城へ。 

ここも桜の名所。天気がいい、桜が満開で人出が大量。駐車場は城内城外問わず満車満車なので、先に昼食。八代海の海の幸をいただいて

から熊本城へ。午後 3時を過ぎていたが、やっと駐車できた状態。加藤清正さんに挨拶をと天守へ登る。昭和 36年に再建された城、城門

に使ってある欅，松は昔の物でなく、50年前の物。良く揃えたものだ。 

50年前に修復した城だが、大きく堂々とした城。清正に対する家康の信任の厚さが良くわかる城つくりだ。 

夜、山荘近くの村営温泉へ。 

300円の入湯料、お年寄りが多い、住民がちらほら。あとホールには地場産の野菜、特産品、などが並べてある。たくさん売れればいいの

に。 
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3月 28日(金) 

阿蘇外輪山の中、右手には草千里、最高峰を眺めながら外輪山を超えて東へ。山道をカーブしながら竹田市へ。 

カーナビに従って岡城址へ。 

ここも城址で石垣が残っている。しかも大きな石垣が丁寧に保存されている。岡城址のイラストマットを買った。すぐそばにある原尻の滝

を見学。滝は山の渓谷にあるのが常識だが、原尻の滝は少し状態が違う。平野の真中、幅 30mほどの川が 2～3mの深さで流れていたが、

突然 20mほど川が深くなっている。かなりの水量だが、農業用水で 2分の 1ほど分水してある、しかし、迫力のある滝だ。ナイヤガラの

滝の小さいやつといった趣。見学用に、70mほど下流に吊り橋を作ってある。 

次は大分市の府内城。 

大分県庁、大分市役所、官庁街の真ん中にある、現在改修工事中。無造作に大手門脇にスタンプが置いてある。今日は佐賀へ行くのですぐ

出発。 

高速の途中で昼飯を取る予定だったが、十割そばの看板に惹かれて蕎麦屋へ。山の上にある小さな蕎麦屋だったが、うまかった。 

大分から高速に乗り湯布院、九重、日田、鳥栖ジャンクションを経由、東背振インターで降りて吉野ヶ里へ。 

20 年ほど前に来たことがあるのだが、当時は広場に櫓なぞが立っていただけだったが、今は国土交通省の国営史跡となっている。ＮＨＫ

制作のビデオもあり、当時のままの矢倉、建築物群がある。少々出来過ぎの感もあるが、見物するには良い施設だ。 

吉野ヶ里でもわかる通り、昔も米中心経済だったのだろう。米を握ったものは政治経済を握っていた。100名城を回ってもコメの生産量が

多い所は城がデカいし、有名な武将が築城している。いかに米が大事だったか、米を握るものは国を握る時代が長く続いた。 

佐賀城まで、一般道で 14Km～15Km。 

佐賀城は平城。丁度ＮＨＫ佐賀局が横にある。昔大阪放送局のアナウンサーだった潤隋君が今いる放送局。先日連絡したが、今日明日は出

張で不在、会えなくて残念。 
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3月 29日(土) 

朝 

１泊 5000円（シングルルーム）のホテルで目を覚ます。1人部屋だが、ベッドはセミダブル。いつも東京で泊まる全国町村会館の部屋よ

り広い。グレードは少し落ちるが値段が半分、リーズナブルなホテル。 

7時に朝食をとりに行ったが、7時 30分サービス開始。佐賀の駅を探検すると旨そうなパン屋があった。コーヒー200円、パンを買ったら

100円になる。焼きたてのパンを買ってイートイン、熱いパンと熱いコーヒーはうまい。ホテルヘ帰ると朝食の準備が出来ていた。おにぎ

り 1つ、味噌汁 1杯で終わり。 

出発しようとしたところ、雨が降ってきた。カーナビには大野城市体育館をセットして走る。鳥栖ジャンクションから九州自動車道へ。大

野城は高速優先でカーナビに入れてある。指図書には大宰府で降りるとなっているが、カーナビは福岡インターで降りるとなっている。指

図通り走ると、降りてすぐにまた来た方向の高速に乗る。地図と照らし合わせていると、高速上で「目的地近辺」で案内終わりになった。

高速の横には、目的地の大野城市の体育館がある。次のインター大宰府で高速を降り、大野城市体育館へ行く。 

大野城は朝鮮式山城の代表的な城跡。大宰府の裏山全体を城仕立てにして、元寇など外敵に備えた城だった。 

九州は日本外交のベースであり、秀吉の朝鮮攻めでもわかる通り、戦争の最前線でもあった。 

最後の福岡城へは、一般道を十数キロ。 

博多市内は、大阪よりかなり元気がありそうだ。鴻臚館でスタンプをもらい、福岡空港へ。 

今回のお城巡礼はこれで終わり。 

3泊 4日で九州を回った。1100キロ、11城。名護屋城、平戸城が残った。山口県の津和野城、萩城も残っている。東北が十数城、２回の

巡礼で終わりそうだ、早く終わろう。 

 

3月 30日(日) 

留守中に大西先生の奥さんが亡くなった。 

本日葬儀。昨夜お通夜に参列したかったが、家に着いたのが 20時過ぎ。葬儀に参列する。 

朝よりあいにくの雨、しかもかなり強い。豆腐は作ったがこれではお客さんが少ないと思う。朝 8時までに来客 1人、しかし、たくさん買
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ってくれた、これはげんがいい。 

長男は「千早赤阪村を愛する会」で来村者に千早地区内を案内するガイド役らしい。この雨の中ご苦労さん。 

昼 

葬儀に参列 

場所は吉年の公民館。参列者が多いので、私の車は離れたところに駐車。歩くのは体に良い。急いだので息が上がった。 

今年はどうして日曜日に雨が多いのだろう、ロープウェイの売り上げが伸びない。土日は雨が降らないように。 

 

3月 31日(月) 

3日間休んだので、決済の書類が山のようだ。 

1 つ 1 つかなり慎重に見て行くが、年度末なのですでに決定済みの書類が多い。約 2 時間かけて決済。問題になりそうな書類はなさそう

だ。 

今日は平成 25年度最終日なので、挨拶が多い。緑室の所長は咲洲に帰る。皆さん人事異動で大変そうだ。村も定年退職が 2人、転職の退

職が 1人、嘱託が 3人辞める。府のＯＢで徴税のプロがその 1人。彼のおかげで滞納がかなり減った。こんな人は何年もいてほしいが、無

理な話。時々手助けに来てほしい。 

藤野会長来庁 

会長はお城好き。飫肥城、岡城、丁寧に説明を聞いた。いたるところのお城を見学している。 

15時 

辞令交付 

定年退職２人。申し出による退職１人。 

定年退職の１人は再任用でフルデイの仕事に着く。 

公務員は年金が出るまでの間、再任用で雇用する必要がある。しかし、仕事の出来ない人はやめてもらうことが大事だ。 

平成 25年度の最終日、明日から村は過疎指定を受けることになっている。 

これからは、今までよりずーと厳しい行革が必要だ。 
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4月 1日(火) 

辞令交付 

今年は 2人の課長が定年、3年前採用の新人が 1人退職した。 

恒例の人事異動は少ないが昇格人事が少しあり、辞令を交付した。 

10時より課長代理以上の幹部に、 

村は過疎指定を受けることになった、4月 1日から過疎対象の自治体となる。私は、今日 4月 1日が村再生のスタートと思っている。先日

幹部の皆さんに、グリーンホスピタルサプライの研修を受けてもらった。少しは参考になったと思う。全員素手でトイレ掃除を行うのが必

須の会社、厳しい社員教育を行っている事がわかる。 

幹部の皆さんに自覚してほしいのは、過疎債を利用できるから村が楽になる事は一切無い。村は今まで以上に行革が必要になったという事

だ。 

村はこれから過疎地域自立促進計画作り、少なくとも中堅の皆さんが定年を迎える頃には、普通の行政に戻っている状況を作る。今日がそ

のスタートの日だ。 

村の課題は、 

 少子高齢化 

 国道、府道、村道の整備不足 

 上水道下水道ライフラインの劣化 

 役所、くすのきホール、ロープウェイ、道の駅、給食センター、資料館、試案の劣化 

 住民サービスのスピードアップ 

他、いろいろ解決すべき問題は多い。 

今年の前半は、過疎指定からの脱出計画作りがメイン。住民の皆さんに安心して村を任せてもらえる、実行可能で夢のある計画を作りたい。

府では最初の過疎指定だから、府も手探り状態だ。府との対話は大事だが、この計画はぜひ皆さんの思いの詰まったものにしてほしい。 

過疎指定は村を再生する最後のチャンスだ。村が残るのも無くなるのも、ここにいる皆さんにかかっている。 

今日から計画作りを始めてほしい。この計画から、どこにいても情報が共有できる状況を作ってほしい。 
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4月 2日(水) 

年度初めの昨日は辞令交付外で忙しかったが、今日は少し落ち着いた感じ。 

東阪は区長交代。桐山、森屋も交代らしい。皆さん長い間ご苦労さんでした。 

中川さんの長男来庁 

中川さんは、毎日金剛登山をしている御所市の住人。長男の友人が御所市議会議員に立候補する。私にお手伝いできることは「祈 勝利」

の張り紙をお持ちする事しかできない。 

御所市での知人はただ 1人、40年以前仲良しだった春雨会社の社長だけ。 

候補者の山田君も一緒に来た。31歳、若い。若いだけに、政治にかける思いは純であり、強い。ぜひ当選して、よい市議会議員になってほ

しい。 

4月 13日告示、20日が投票。豊中市の浅利市長と同じ日。ぜひ、2人ともいい成績で当選してほしい。 

今年は比較的選挙は少ないが、来年は選挙の年、統一地方選挙。近くでは富田林、大阪狭山の市長選、府議会議員選挙もある。府議会の選

挙区は富田林、大阪狭山、河南、太子、千早赤阪村 が 1選挙区となり、2人定員となる。 

現在は、鈴木、吉村、古川、3人の府議会議員がおり、1人多い。調整が付かなければ 1人多いまま、どうなるのだろう。 

 

4月 3日(木) 

決裁文書の中に「過疎地域自立促進特別措置法の 1部を改正する法律の施行について」が府の市町村課から回ってきた。 

総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣連名の通知。 

1. 過疎地域要件の追加により、村が過疎地域に指定されることになった。 

2. 平成 26年 4月 1日より 35市町村を全域過疎市町村として公示する。 

将来過疎指定に関する要件が改善しても、過疎法の有効期間中は過疎地域として特別措置を受けられる。 

3. 過疎地域自立促進計画の期間は平成 28年 3月 31日までの前期２カ年、平成 33年 3月 31日までの後期５カ年に区分できる。 

新たに追加の市町村では、計画の期間は２８年３月３１日までの２カ年が適当。 

4. 産業の振興に資する施設、集落または公共施設を結ぶ道路等、過疎対策事業債の対象となる。 
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  過疎地域自立促進特別事業は、ソフト事業も対象となる。 

国の指針が出た。後は大阪府と村の過疎地域自立促進計画課を作るだけ。これからは過疎地域自立促進計画策定に向けて、勉強をしながら

急ごう。 

 

４月４日(金) 

午前 

千早小吹台小学校の入学式 

桜満開、天気は曇り、花曇りの入学式。今年は１１人の新入生。赤阪小学校は１９人、合計３０人が今年の小学生だ。卒業式で参列した赤

阪小学校が９人卒業。副村長と手分けしての参列だが私の行くところは少ない。 

今年は初めて千早小吹台小学校の校歌を聞いた。テンポの良い、メロディの感じがいい校歌だ。 

今年は耐震工事を行うのだが、なかなか大きな校舎、廊下の端から端までかなり距離がある。生徒が少なくなっているのに、しかし子供た

ちを危険な校舎に入れておくことが出来ないので、耐震だけは出来るだけ早くやる。 

入学式は体育館で行われた。昨年耐震補強工事を行った新しい屋根は、いかにも軽そうな構造。これでは少々揺れても屋根が落ちることは

無い。良い耐震工事だと思う。 

午後 

中学校の入学式 

中学校も桜満開、今年は桜が開花すると同時に満開になった。男子１２人、女子１５人、合計２７人入学する。新入生入場演奏のブラスバ

ンドが、心持ちおとなしそうだ。 

しかし、このままでは中学校の生徒数が 100人を切るのは時間の問題。少しでも生徒が増えたらいいのに。 

中学校へ行くたびに驚かされるのは、生徒の合唱がすごい。声は大きいし、ハーモニーがいい。いつ行っても早く合唱しないかな～と思う。

若い元気印が歌うのだから、元気なのは当たり前だが。 
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4月 5日(土) 

朝から寒い。千早でも桜がちらほら咲き、暖かい太陽が当たるところから咲き始めた。例年だと こぶし の花が咲いて、そろそろ散るころ

に桜が咲いてくるのだが、今年はほぼ同時、来週の中ごろには桜満開となるだろう。森屋と 1週間遅れくらい。 

今日は二剛会の倉庫つくり、プロの前田君がボランティアで作ってくれた。横には自然エネルギーの資材倉庫がある。なかなか難しそうで

長男と 2人でほぼ 1日かかっていた。しかしさすがプロ、内部の棚も完全に仕上がって、来週の土曜日に完全移動するらしい。 

高齢化でメンバーが減った二剛会だが、新しいメンバーが動き出してきた。これを契機に、少しずつでも元気が出てきたらいい。 

21時 

まつまさ で仲間数人と会食していたところ、雪が降ってきた。すぐ止むと思っていたら吹雪になり、道が白くなり、全員積雪前に帰る。 

 

4月 6日(日) 

朝 

4月なのに車の上に雪 5センチ、前後の窓の雪を払って車に乗る。道路に積雪が無いので助かる。頂上は 20センチの積雪、春の温かさに

慣れてきた体にはこたえる。こぶし、桜の開花と雪、ミスマッチング。 

10時 

河内長野市市制施行 60周年記念式典（ラブリーホール） 

大ホールに 500～600人の大盛況。還暦の人はそろそろ老境に入る入口だが、街は違う。隣街はますます元気になってほしい。奥河内の仲

間、河内長野市の繁栄は村の成長につながる。 

副知事、府議会議員、国会議員、近隣市町村長。式辞の後、ほぼ 400人の個人と 80団体への感謝状授与で 1部式典終了。老人会総会出席

のため、すぐ帰る。 

11 時開催の老人会は、すでに役員選出が終了。新会長を選出後会食に挨拶をと促されて「来年も同じように元気に総会に出てほしい。村

は今、過疎対策で一時止まっているように見えるが、新しい制度に乗る努力中。高齢化の進んだ村だが、皆さんに安心して住んでもらえる

村を作ります。財政的には安定しており、あとは住み良い田舎を作る、皆さんの協力とアドバイスを。」 
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4月 7日(月) 

幼稚園の入園式 

幼稚園は、満 3歳から小学校就学までの幼児を対象とする教育機関。日本では 1876年(明治 9年)に初めて設けられ、1926年、幼稚園令に

より制度上整備された。 

こごせ幼稚園は、現在地に集約されたときに村内 1園となり現在に至っている。今年の入園児童は 19人、こじんまりまとまった良いクラ

スになるだろう。今日の入園式に来た子供たちはお母さんの膝に座り、いかにも子供子供しているが、卒園式になるとしっかりした子供に

なっている。3年間の子供の成長はすごい。 

最近運動不足気味なので 12時から歩く。 

B&G まで歩いたが、月曜休みを忘れていた。中学校を通り北野石油、役所で 8500 歩。やはり 1 万＋は歩かなければ運動不足解消にはな

らない。 

午後 

水道企業団 清水副企業長以下 来庁 

水道事業を企業団と協調して行う調印式を、22日行う。「村の水道を安定して、おいしい水を供給できるように」お願いした。 

現在、企業団より出向をお願いし、村水道の合理化と長寿命化に注力してもらっている。 

大阪府下水道、1水道化(大阪市を除く)。ライフラインの確実化への 1歩だ。 

 

4月 8日(火) 

6時 30分 

金剛山、気温 1°C、ほぼ 1か月ぶりの金剛山。7合目以上はアイゼン必要、頂上には日曜日の雪で作った かまくら が出来ていた。 

豊中市浅利市長選挙事務所へ 

豊中市長選挙は 4月 13日告示、20日投票。少し遅くなったが「祈 勝利」を選挙事務所へ届けた。 

出発式の 5日前、選挙事務所は戦争前の状況であわただしいはずだが、少しのんびり。 

対立候補は今のところない。豊中は府議会議員 2人のところ、来年の統一選挙で 1人定員となる。1人出るとの噂がある、心配だ。 
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浅利市長を交代に追い込むには、かなり知名度の高い候補者を持ってきても長期の運動期間が必要だろう。13 日の 5 時過ぎに万歳をやり

に来ますと告げて帰ってきた。 

府 市町村課を訪問 

今日、府から過疎化の説明会に総務省へ出張へ。村にとって良い対策を作る協力をお願いした。 

村は財政的な意味で過疎債に頼る気持ちはあまりない。非常に劣化している村有資産の長寿命化、合理化とともに、村の中心作りの手助け

をお願いする。元気な村造りは、求心力の働く中心が必要。 

それとともに、村の特殊事情を話してきた。都市では緑化、木を植えよう、木は切るな、ビルの屋上は植物を植えよう、いろいろ行われて

いる。村では、緑が有り余っている。今年は「オープンスカイ計画」(仮称)を作り、府道、村道の上にかぶさっている木を切る運動を大々

的に始めたい。村内に入ってくるバスドライバーから「観光が大切なら道路の上の木を切ってくれ、屋根に傷がつく」という苦情が多い。 

村域の 80％を占める山林に目を向けると、木材価格の低迷から山林の間伐が進まない。細く長い、もやしのような木、こいのぼりの竿が

殆んど。いつか木材価格が正常になっても、もやしでは価値が無い。太く大きな木を作るには、思い切った間伐が必要。村の状況では 80％

は間伐すべきだ。 

 

4月 9日(水) 

午前中 

13日から行われる、河内長野市議会議員選挙への檄文を持って行った。豊中市長、御所市議会議員、次の週は選挙が多い。 

選挙は周囲の人々や家族は大変だ。特に田舎の選挙になるほど大変。選挙まで約 10日、全力で頑張ってほしい。 

夕方 

村民ゴルフ大会 

いつもは送ってもらうのだが、今日は時間が少しあったので歩いて行くことにした。二河原辺から農免道路に出て、小松製粉からグロアー

ル。ほぼ 5000歩、40分の距離、最後の登りはきつい。 

今年の参加者は 68人。ほとんどがおなじみのメンバーだが、楽しそうに上がってきた。時代が悪いのか、新しいゴルフ愛好者が増えない。

若いプレイヤーの増える村になればいい。 
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10月 11日(金) 

政務調査会 経済農業委員会 

16時から 

本日は今後の農林漁業・農山漁村のあり方に関する研究会。 

座長、小田切 徳美 明治大学農学部教授、以下 7人の委員(大阪市大松永教授を含む)、と町村側 15人の委員との合同委員会。 

これまでの検討状況と中間報告骨子案を小田切氏に説明いただいた後、意見交換となった。 

北は青森県板柳町、南は長崎県波佐見町、15 人のメンバー。村のようにほとんどが山林と少しの棚田の村から、全域田んぼの街、工場と

住宅で税収が十分ある町、15町村 15色で全体をカバーする結論に達するのは難しい。 

中間骨子案の内、目についたものを抜粋した。 

 農村は人口減と高齢化で、産業としての農業だけでなく社会的機能が衰退している。 

 産業構造の変化は農林業のみでなく、他産業における雇用機会の減少をもたらし、高齢者が農村に偏る状況が継続する。 

 日本人の大部分は農村出身であり、自分の生活は自分で作ってきた。大量消費社会から農村に戻ってゆくのが歴史の流れ、農村回帰は

そのスタート。 

 これからの農村は「循環」。物の循環、エネルギー、外部不経済を極力発生させない循環社会を作る。 

 地域つくりは「小さくても」から「小さいからこそ」。 

 農村は次の世代を担う子供たちの教育の場「ふるさと郷育」「子供地元学」は人格形成上重要。 

 農村には新たなビジネスを構築し、生活の糧を自ら作り出している人たちがいる。新たなライフスタイルの提案が必要。 

1部抜粋だが、たくさんの文章が並んでいる。すべて重要、農山漁村は、地域の特色により変わった姿になってゆくと思われる。ぜひ私た

ちが夢を持てる農山漁村を描いて、次代の人達が農村に住む指針としたい。 

 

4月 12日(土) 

新宿御苑 

東京は緑が多い、街の中心に皇居がある。至る所に森がある。新宿御苑は初めてだが、これも山手線の内側にある大きな公園。大手門から
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入ったが、門を入ったところに大きな駐車場がある。米軍専用のバスと思われるが、20 台近く止まっている。街の中では桜が散って葉桜

になっていたが、ここではソメイヨシノは散っているが、数々の八重桜が 5分咲きから満開まで、緑色の濃い桜からピンクの濃い桜、白い

桜、４月一杯は桜がみられる場所だ。 

安倍総理大臣主催の桜を見る会。嫁は長時間歩くのが苦手なので、長女と来た。今日は 12,000人の招待者。場所が広いので、あまり人ご

みは感じなかったが、巨大なテントが張ってあるあたりに行くと、人人人の波。団子のサービスを行っているテントは 50～60m行列が出

来ている。蕎麦の模擬店も長ーい列。安倍総理が挨拶をするらしい、舞台とマイクのあるテント前広場は厚い人の輪が出来、多分総理の顔

は 500円玉ぐらいにしか見えそうもない。総理の歩く場所はロープと私服の警備官、SPの壁にさえぎられているが、冬季五輪の選手、芸

能人、AKB48 が並んでいる場所、報道陣のカメラ後方に並んだ。前からほぼ 3 列目、脚立やカメラマンが邪魔になってよく見えないが、

案外、総理に近づける位置。総理の挨拶と思える声が聞こえてから 40分、総理が取材陣のはるか向こうを歩いてきた。セクハラに気をつ

けろと注意されていたが、私が叔母さんパワーにセクハラを受けているような勢いで前に前に割り込まれる。50ｍ先から総理を見て、その

場を離れた。昼過ぎの新幹線に乗り、帰ってきた。 

総理はテレビで見るものだ。招待者の中で外国の制服組が非常に多い。米軍関係者、東南アジア、ヨーロッパの軍関係者の皆さんが、日本

の春を楽しんでいた。 

 

4月 13日(日) 

今日は選挙の日。 

豊中市の浅利市長、河内長野市議会議員、御所市議会議員。今日から 1週間の選挙戦、ぜひ皆さんに頑張ってほしい。 

11時 

千早中学校の同窓会 

私の中学生時代はまだ千早村、赤阪村との合併前。それでも同級生は 43 人いたと思う。奥千早でも 22 人の同級生がいた。戦後復興の材

木景気，凍豆腐、地域を支える経済が元気。赤阪地区もミカン景気に沸いていた。 

残念だが、村は過疎指定を受けることになった。今、国の傾向として農村回帰の傾向が出てきたようだ。ぜひ子供たちの声がうるさいほど

聞こえる村になってほしい。 
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4月 14日(月) 

今日は予定が無い。 

久しぶりにゆっくり新聞を見たり、考えたりと思っていたが、なかなか暇がない。 

朝 

自然エネルギー利用で Xmas電飾をやったグループが来庁 

千早の川で電気が出来ること。200w弱の発電だが、積み重ねによって数十 kwの発電は千早で出来るだろう。 

午後 

大阪府と大阪市がコラボで、水都大阪を中心として大阪全体を観光地として盛り上げる運動を始めた。 

手始めとして、大阪市役所の近くで大阪もんの販売をしませんかとの勧誘。B級グルメはやらない。一流の大阪もんを 6，7，8月の土日出

店を出しませんか？ 

村の一流商品を、ぜひ正常な価格で売りたい。 

夕方 

消防車が出て行く。 

どこへと尋ねたところ、奥千早。長男からの連絡で「山火事になりそうだ」、すぐに千早へ。 

豊田さんの線香工場上の竹藪が山火事。私が着いたときには、ほぼ山火事は消えていた。竹の切れ端を使って焼き芋を作ろうと思っていた

ところが、連日のいい天候で乾燥していたので、すぐに火が広がったらしい。大事にならなくてよかった。 

昔と違い、今は風呂の焚きつけ、おくどさんの焚きつけに山からスンバ(杉枝の枯れたもの)を持ってくる必要が無い。今回の山は今年竹藪

の間伐を行ったところ。枯れた竹の枝がそこここに散らばっており、少しの火で燃え上がった。しかし、消防の素早い行動で大事に至らな

かった。長男が消防団で、夜中までなかなか帰ってこなかった。燃えやすいところなので、完全に鎮火を確認するまで見張りをしていたら

しい。 

昔と違い、山には燃えやすい枝葉が大量にある。山の防火には最大の力が必要だ。 
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4月 15日(火) 

12：00～14：00 

内外情勢調査会 

中国とどう向き合うか(権力移行の中の東アジアと日本外交) 

講師 東京大学大学院 藤原 帰一 教授 

いま、世界では紛争が絶えない。ウクライナの混乱も大変だ。ロシアはクリミヤ半島をロシア領とした。ロシア系の住民が多いウクライナ

の東部地域は、ロシア編入を求めるロシア系住民のデモがつづく。ウクライナはロシア軍のウクライナ進攻に配慮し、手を出せない、やや

こしい状態だ。 

安倍政権は総理就任以来、ネットワーク外交として、アセアン、サウジ、トルコ、インド、などを精力的に訪問した。背景には中国牽制が

ある。安倍さんの行動は一応成功と言える。しかし、現在の中国台頭は、軍事力、経済力が強くなった結果の権力移行が動き出したと取れ

る。中国の軍事力台頭、中国の経済台頭により、東南アジアでは中国への権力移行が進んでいる。領海紛争では、南シナ海でのベトナム、

フィリピンとの問題、尖閣諸島での日中関係、海軍力増強が著しい中国へ権力移譲の一端だ。第２次大戦後、国際的覇権は米ソ２国から、

米国へ。今、国際的覇権はアメリカの力が弱くなって、どこともいえない状態になりつつある。 

対中関係は、日米安保条約を強化するとともに、歴史問題の解決を中国側の目線も入れて解決すべきだ。習近平政権と安倍政権の対話を進

めれば、関係の正常化が出来るはずだ。 

日韓関係は今、歴史問題が１番の課題であるが、アメリカが中に入り関係修復が進みつつある。特に慰安婦問題が中心。慰安婦問題がトッ

プは日韓関係のみ。日韓関係も歴史問題の解決が友好への道だ。非常に困難な道と思うが、歴史問題を韓国視点を入れて解決すべきだ。た

だ、中国、韓国とも第２次大戦の歴史教育は加害者 日本、被害者 中国、韓国の視点で行われている。日本では第２次大戦の戦争教育は行

われていない。困難だが、歴史認識が共有できたら。 

安倍外交の、 

・ネットワーク政策、同盟とネットワーク  ・集団的自衛権、「まきこまれ」から「まきこみ」へ 

・対米関係と対韓関係、台中牽制の温度差 

困難だが、安倍政権は少しずつ解決して行くだろう。 
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４月１６日(水) 

遺族会慰霊祭 

今年は大阪府護国神社、住之江にある。 

8：00 

長男にくすのきホールへ送ってもらう。着いたところ、議長はすでに到着済み。 

8：30 

全員揃ったので出発。 

10時過ぎ 

護国神社着。初めての護国神社だが立派、昭和１２年にできた神社。戦意高揚の為だったのか？ 人口密集地の真中に、これほどの広場が

あったとは。 

全員本殿に入ったところで神事開始。村、１６８柱の英霊に対し敬意を表し、玉ぐしを奉奠。平和な村を英霊に感謝するとともに、戦争を

知らない世代は幸せだと思う。最近の日中関係を見たり聞いたりするにつけ、第２次大戦に突入した日米関係とよく似た点が多く感じる。

私たちは歴史で近代史はほとんど習わなかった。と言うより、近代史に入る手前で学年が終わってしまうことがほとんどだった。 

日清、日露戦争は、司馬遼太郎の「坂の上の雲」で習った。第２次大戦は数々の文献で知識を得た。大戦終了後、日本は平和憲法を作り、

勤勉な国民性もあり、経済大国を築き上げた。稼いだ外貨で ODA援助を各国へ提供し、各国の発展に寄与してきた。我が国は PRが下手

だが、実際のことをもっと PRするべきだ。 

神事の後バスに乗り、ビジネスパークのホテルヘ。和食のフルコースをいただき、私は遺族会の皆さんと別れて新大阪へ。３時前の新幹線

で上京した。 

 

４月１７日(木) 

9：20 

自民党本部 

田辺市真砂市長と会う。自民党本部で二階先生を紹介していただいた。 
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大阪近郊の過疎指定になった山村開発を、いかにすれば可能かをか伺った。 

どんなことがあっても村を独り立ちさせなさい、「必ず応援する」。と力強い言葉をいただいた。竹本先生をトップとして、ぜひ力強いバッ

クアップを自民党の皆さんにお願いする。 

国土交通省、総務省の関係部署を紹介していただき、「ぜひよろしく」大阪府、国の強いバックアップをぜひお願いする。 

今日一日、お願い、お願い回りだが、必ずこれが村の元気に直結すと信じて、これからも お願いツアー に徹しよう。 

いつも思うのだが、東京の永田町付近を行ったり来たりすると、タクシーが非常に多い。大阪の二倍ぐらい走っている。また、軽自動車が

少ない。日本の中心だからタクシーが多いのか、東京の交通事情で多いのかは解らない。軽四輪が少ないのは、やはり大阪より景気が良い

のか、皆さんがリッチなのか不明だが、新幹線で小田原から東京の間、クレーンの数は米原-大阪間の比較にならないほど多い。せめて三

分の一でも立っていたらいいのにと、新幹線に乗るたび思う。 

 

４月Ⅰ８日(金) 

経営戦略会議 

新年度になって初めての経営戦略会議。 

今年は２人の新しい課長が出来た。健康福祉の菊井課長、住民課の池西課長、健闘を祈る。 

村総合計画実行計画、事務事業評価、予算編成、村造り経営計画、の進捗状況の説明とこれからの流れを説明。 

今年は例年事業プラス、過疎地域自立促進計画を作る仕事がある。村再生のラストチャンス、早く、確実に、夢のある実行計画を作る必要

がある。４月１日よりの庁内照会のあと、９月議会議決、１０月に計画提出、過疎対策交付金要望、１月過疎債要望。 

以上が過疎自立計画のアウトラインだが、早く照会の後進めるように指示した。 

「職員の皆さんが退職後、躊躇なく安心して自立できるような村を作ってほしい」 

 

４月１９日(土) 

葬儀１件。西野君をリーダーとする、標高差 1000m金剛山登山道を作ったメンバー。また一人元気な仲間が亡くなった。 

いつも楽しそうに、金剛山千早赤阪クラブの例会に参加していた。金剛山の風となって、私たちを見守ってほしい。 
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4月 2０日(日) 

完全にフリーの日曜日。朝から孫とともに看板造りに励む。 

今年から大学生、少し前には小さな子供だったのに、時間の流れは早い。 

昼 

また訃報が入った。私とほぼ同級生、1年若い。村では数少ない起業者、努力により村内 1流になった。現在、長男がきっちり守っている。

２０年以前からゴルフに凝り、腕を上げたが病魔にとりつかれた。同級生が無くなるのはこたえる。 

 

4月 21日(月) 

15：00 

26年度 初区長会 

今年は、小吹台北、下東阪、桐山、森屋の区長交代。新任の皆さんには、うまくいって当たり前、ミスをすると激しく非難される仕事です

が、地域を纏め、皆さんの思いを纏めて村の方向付けをする、地域、村にとって大切な仕事です。村も皆さんに歩調を合わせ、いい村造り

にに励みます。 

村は 4月 1日より過疎指定を受けることになった。主な原因は人口減です。過疎指定については今学習中で、次の区長会で説明できると思

います。全国で 1700強ある市町村の内、750以上が過疎指定を受けています。村は大阪府で初めての過疎指定。大阪府とともに過疎地域

自立促進計画を作り、総務省へ提出して過疎指定を受けることになります。 

かなり手厚い支援を受けることが出来るが、国制度の通例でハードルが高い面があります。ハードルを避けながら援助を受ける方法を検討

中です。 

年度初めての区長会なので区長会会長を選挙、千早の豊田区長が会長になる。副会長は桐山の奥田区長となる。 

会長、副会長選出後 

・26年度区長会事業計画 

・原材料支給 

・居宅の耐震診断補助金 
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・農道舗装、及び農業用水路整備補助金申請の説明 

・和泉市民生協の、移動販売による買い物弱者対策の説明 

他で終了。 

今日の区長会は終了後、新旧区長さんで懇親会をする予定だったが、東阪で葬儀があり出席できない区長さんが多く、懇親会は中止となっ

た。なお近日中に懇親会開催を事務局に一任、閉会となる。 

 

4月 22日(火) 

11：00 

近畿町村長会長会議(神戸メリケンパークオリエンタルホテル) 

近畿各府県の事務方で集約した、27年度政府予算編成に向けての要望事項を審議。全員一致、政府に要望することになった。 

ただ出来上がった要望を追認するだけでは、あまりに脳の無い話なので、来年からは少し運営方法を変えて、より意義のある会にするよう

に検討することになった。 

15：30 

水道企業団との事務統合に対する調印式 

大阪府下 42市町村の水道を、大阪府水道企業団と統合する調印式。今回初めて四条畷市、太子町、千早赤阪村が企業団との間で統合を目

的として調印し、やがて 42市町村が１つの企業団に集約する。とは言いながら、かなり時間はかかるだろうと思う。 

今回、四條畷市、太子町、千早赤阪村が企業団と調印するが、出来るだけ早く府下一水道企業団になり、府民に安全で安心な水を供給出来

たらよい。 

16：30 

明日 10時から、経済農林委員会の会議が東京である。新幹線で東京へ、8時少し前に東京着。軽く晩飯を食べて寝る。 
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4月 23日(水) 

6：30 

朝 6時 30分よりウオーキング。昨夜も歩くつもりだったが、部屋に入って服を脱ぐと同時に寝てしまったらしい。皇居、靖国神社を回っ

てちょうど 10,000歩、7Kmぐらいか。半袖のアンダーシャツとヤッケで歩き始めたが、朝はかなり気温が低く丁度いい加減。 

今日はオバマ大統領が来る日。朝の皇居は警官の姿が多い。20～30mに 1人は立っている。太陽が出てくると徐々に暖かくなり、早足で

も汗が出る。 

 経済農林委員会、農地制度の在り方説明(ワーキング委員会試案) 

今、農用地指定解除は日数がかかるとともに、府、国、との協議があり困難だ。放棄農地の拡大、限界集落等の問題もあり、現状に合

った農地制度の改めるべきだ。 

農用地転用許可制度、農地編入、農用地除外制度の見直しでは、土地利用行政を基礎自治体である市町村が総合的に担ってゆくのだか

ら、基礎自治体が主体的に判断し運用する制度にすべきで、国や府など他の主体の関与を廃止すべきだ。この改正で農地利用のスピー

ドは速くなる。 

 政務調査全大会 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に一部改正 

教育行政の責任明確化 

 教育委員長と、教育長を一体化し教育長を置く。 

 教育長は首長が議会の同意を得て直接任命、罷免を行う。 

 教育長は、教育委員会の会務を総理し委員会を代表する。 

 教育長の任期は 3年。 

 総務省、自治大学研修生募集(自治大学校校長) 

市町村の幹部を集めた研修は継続しているが、最近、各自治体の女性幹部育成が急務となり、女性でも学習しやすい特別課程を作った

のでぜひ研修を。 

内容：通信課程 4か月：合宿 1か月 
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費用、授業料 ¥0、宿舎管理費 ￥60,000。 

村もスキルアップのため、平成 27年より毎年参加させたい。 

 

4月 25日(金) 

10：00 

楠公祭 

例年通り、大阪神社庁と楠公史跡保存会の主催。花火の合図により開催。 

降神から始まり、巫女さんによる神楽奉納。早川師範、清井師範の詩吟奉納。理事長代理の挨拶で終了した。 

近年、日本 100名城巡礼ツアーが人気となり、千早城へスタンプ押印に来る巡礼者が多くなった。村おこしのチャンスとして、楠公さんの

PRの為にもぜひ協力してほしい。 

田辺市からは、副市長並びに中辺路行政局の皆さんにも、例年どおり参加していただき、感謝している。 

楠公さんは歴史上有名な武将で、言い伝えが多い。わずかな手勢で(1000人ほどか？)幕府軍 10数万を迎え、千早城で籠城戦。 

千早城から大きな石を落した、大木を落とした、熱湯をかけた、等々。 

子供の頃、千早川には大きな石があった、2つ 3つだと記憶している。千早城一帯は河内砂岩で出来ており、大きな石が大量に城内にあっ

たとは思えない。大木にしても、たかだか 3～4ヘクタールの城域だから、何回分の木があったのか。熱湯にしても釜は？、薪は？ 考える

と理解できない所もある。 

水は現在も城址から東南 200mのところに直径 80mm ほどの穴からこんこんと湧き出ている。1年中枯れることは無い。南北朝時代山は

杉ヒノキではなく、ケヤキ等の雑木で覆われていたので、水量は今の倍はあっただろう。 

この不便な山城で 100日間敵を悩ませた事実からすれば、楠公さんは素晴らしい知恵と軍略を持っていた。 

私たちも、彼のように厳しい時代を生き抜こう。 
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4月 26日(土) 

ゴールデンウイークの始まり。 

今日は晴れ、暖かい。道の駅かなん でイベントがあり、近隣市町の特産商品販売会がある。何か出せとの要望で、シイタケの佃煮、他商

品を出したが、なかなかこれといった商品が無い。10時頃現場へ覗きに行った。富田林、大阪狭山 他いろいろな商品が並んでいるが、ど

この商品の中にもレトルトのカレーがあった。村の職員から、千早赤阪村にもカレーがあったら売れますよ。 

街の名物にしている鳥取、新潟聖籠町の米カレー 他、いたるところでカレーが名物になっている。日本の海上自衛隊に至っては、各護衛

艦に特有のカレーがある。日本人ほどカレーライスが好きな国民は世界中探してもいないようだ。本来はインドから来た食品だと思うが、

日本特有の日本人の舌にあったカレーに変化して、既に日本食になっている。 

まつまさ でもカレーはスタンダードナンバーになっている。ぜひ千早赤阪カレーを作るべきだ。具がビーフ、ポークではありきたり。村

特有のうまい具は無いか、早く考えて旨いカレールーを作ろう。 

 

4月 28日(月) 

ゴールデンウイークの中休み。朝日程調整の中で昔の田舎生活が話題になった。 

千早では私が子供の頃、2～3 日おきに近くの叔父さん達が来て、長火鉢を真ん中に向かい合って父と話をしていたのを思い出す。私の家

は土間と座敷の間に板敷のを食事をとる場所があり、食卓の横に長火鉢があった。時には酒盛りになる事が多く、肴にいろいろな話題が上

がっていた。私もあちらこちらの家にお邪魔しては、酒盛りをしたことがある。20年位前からあまり機会が無くなった。今も月に 2~3回

は何人か寄り集まって飲んでいるが、長く続けたい。 

午後 

有名人が来るから帰ってくるようにと電話があり、家に帰る。午後 4 時頃、玄関に、政治の大先輩、西川きよし 先生が現れた。6 チャン

ネルの取材、築 150 年の家得訪問。選挙に便利な家でんな。目は大きいが小柄な体にかかわらず、TV では大きく見えるのは大物の証拠。

初対面にかかわらず昔からの仲良しのように話せるのは、話芸、話術のプロであることはもちろんだが、先生の人柄が現れている。私もす

ぐ大ファンになった。 
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4月 29日(火) 昭和の日 

官房長官の小渕さんが、TVの画面で平成と書いた紙を掲げていたのを思い出す。 

既に昭和は 4分の 1世紀向こうに行ってしまった。私も歳を取ってしまったせいか、時間の過ぎるのが早い。 

朝、NHKのラジオを聞いていたところ、健康年令の話をしていた。健康年令とは、他人の世話を受けないで生活できる年齢のこと。まず

口は達者だが、足腰から老化が始まる。次に記憶、意識に異常が来る。最後に寝たきりとなる。 

現在の平均では、健康年齢以降の時間は男性 9年、女性 11年が平均だ。これからは健康年齢を 1年でも長くすることが大切。ラジオを聞

きながら、金剛山を毎日上っている人たちのことがひらめいた。2000回、3000回、上っている人たちは、ある日突然金剛山に来なくなる。

友達に様子を聞くと、葬儀は終わった。 

毎日金剛山に上っていると、元気をすべて山に捧げての感じになるらしい。登山者を相手に仕事を初めてほぼ 50年、友達になった人たち

は数知れずだが、ほとんどの人達は長患いせずに人生を全うしている。倒れてから 1週間～1か月がほとんどだ。私の父は男性の平均より

2年長く、11年寝た。母は女性平均より 1年短く 10年。周りに我々はもちろん大変だが、寝ている本人も大変なのが良くわかった。 

村は少子高齢化のモデルのようなところ、これから健康年齢を過ぎた人が増える。福祉、介護、の仕事が確実に増える。解決法は健康年齢

を伸ばす以外ない。足腰が元気な間に運動をすることだ。金剛登山は良い運動だが、人によってはきつすぎる人が多い。毎日可能な限り体

に負荷をかけること。 

草刈りもいい、山仕事もいい、体に負荷をかけ血流を増やすことで、成人病、生活習慣病を寄せ付けず、死ぬまで健康を実践すれば、本人、

家族も幸せ。住みよい村は住民の「死ぬまで元気」。 

10：00 

富田林警察署管内「春の地域安全大会」(すばるホール) 

大阪府警、ブラスバンド演奏で始まった。婦警さんの数人入ったバンド、やはり警察官、元気の良い演奏。打楽器のメリハリが利いていて

すばらしい。婦警さんのチアガールもメリハリが利いている、手足の動きがすばらしい。正に空手の動き、いつも訓練しているのが良くわ

かる。 

演奏の後、大谷大学の演劇部の皆さんによる防犯の演技。 

いかにも素人くさい演技が観客の興味を引き出す。次は、次は、と最後まで引きつけられた。引きつづき、婦警さんによるしゃべくり漫才
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風の防犯トーク。吉本の漫才タレントよりはるかに上、きっちり練習するといい芸が出来るのだと感心した。 

 

4月 30日(水) 

千早赤阪老人クラブ グランドゴルフ春季大会 

恒例の行事、開会式に招待されてた。 

今年は村民運動場に行くと、老人クラブ連合会の会長が変わっていた。しかも、出場メンバーの中に今までと違った新しいメンバーが多く

なり、ゴルフからグランドゴルフに転向したメンバーもいる。村の傾向だが、高齢化が進むに従ってグランドゴルフ人口が増えていく。 

最近「健康年齢」という言葉をよく聞く。自分の力だけで生きる事が出来る年齢に事だ。皆さんも健康年齢を 1年でも、2年でも伸ばして、

死ぬまで健康をゲットしてほしい。来年も再来年もこの場所で、グランドゴルフ大会に元気で出場してほしい。 

日経新聞の裏表紙に「私の履歴書」欄があり、トヨタの名誉会長 豊田章一郎氏の 29回目、最終回の文中に「四耐、四不」中国清朝時代の

政治家、曾国藩の教えがあった。 

冷に耐え、苦に耐え、煩に耐え，閑に耐え，激せず、競わず、随わず、躁がず、以て大事をなすべき。 

「冷」は孤独、経営者は常に孤独に勝って、自分の責任で決断する。「苦と煩」経営とは苦しみと煩はしさの連続。閑は閑職。 

激せず、は腹を立てるな。躁がず、は調子に乗るな。競わず、はけんかをするな。随はず、は何でも言いなりになるな。 

今年の四月最終日の教え。 
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５月１日(木) 

昨日までの雨が完全に上がって、今日は良い天気。 

朝いち 

5月度目標設定 

4 月 1 日、過疎指定を受けることになった。現在 過疎対策計画を、12 月議会上程を目指して策定中。今日は大阪府市町村課 過疎対策担

当者が村内視察に来庁、村内を見て回った。彼らの反応は解らないが、担当者に聞いたところ、想像以上に大変だと感じたらしい。 

街の住民と我々は、少々感性が違う。街では緑が大事、木は大切、木を切るのはもってのほかだが、村では、木や緑はうんざりするほどあ

る。木は邪魔にならない前に、早く切った方がいい。植林山についても、早く大幅な間伐をして元気な木を太陽に当て、大径木に育て上げ

なければ良い山とは言えない。 

村域の 80％以上が山林の千早赤阪村に都市計画法を導入すること自体、おかしな話だった、田舎計画法を導入すべきだったのだ。東京都

だって桧原村、奥多摩町は都市計画区域に入ってない。都会住民がほとんどの大阪府とド田舎の当村では、これからいろいろなバトルがあ

るだろう。村によい計画をぜひ作ろう。 

村の幹部に早く計画を作って、できれば 9月議会に上程したい。早く作ってほしいとお願いした。 

今年 8月に実施する、中学生のオーストラリア語学研修は確実に実施するように指示した。教育委員会は淡々と進めている、ぜひ成功裏に

終わりたい。 

上水道は今、大阪府水道企業団とともに、確実にきれいな水を家庭に届ける計画を策定中。急ぐように指示した。 

 

5月 2日(金) 

4/30、5/1、5/2と連休の中休み。 

今年は 4/26、4/27 休み、4/28 出勤、4/29 休み、4/30、5/1、5/2 出勤、5/3、5/4、5/5、5/6休み の変則連休。 

今日で連休の半分消化したところ。気分の落ち着かない連休だ、明日から連休後半が始まる。 

明日 5月 3日は 蓮華祭、金剛山に 1年で 1番人の集まる日。千早地区の駐車場はすべて満杯の状況が朝から午後 2時頃まで続く。連休の

頃は特に気候がいいシーズン。毎年、蓮華祭では金剛山錬成会会員に弁当が配布される。「弁当だけが目当ての人が多いから、早く弁当を
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配り、弁当目当ての人を早く帰して一般客の為に 1台でも駐車スペースを開けたい」とお願いしたが、「直会(なおらい)だから昼頃から」と

の返事。弁当だけ貰えればいい練成会会員が特定の時間に押しかけ、一般の観光客は駐車場に入れずに帰宅してしまう人も多い。事情がわ

からない観光客に迷惑が掛かるやっかいな行事だ。 

今朝、久しぶりに登山をした。5月に入ると既に 4時 30分ごろから明るい。ライトなしに上れるのはありがたい。 

途中 NHKのラジオで耳寄りな話を聞いた。GDP(国内総生産、国内の生産活動による商品、サービスの産出額)から、原材料など中間投入

額を控除した付加価値の総額）現在約 508兆円は有名だが、いま日本で大切なのは GDM。MはMUSCLES、筋肉をさす。 

日本人が世界で類のない速さで高齢化が進んでいる。高齢化で日頃の運動がおろそかになると、徐々に筋肉が衰えてくる。特にに高齢にな

ると新しい筋肉が増加しなくなり、適当な運動で筋肉量を維持することが健康寿命を延ばす唯一の道だ。ぜひ、継続して歩くことにより元

気を保つことが大事。GDMが落ちると国民の健康年齢が短くなり、介護・医療、いわゆる扶助費が増える。 

現在、ラスト 10年にかかる経費から計算すると、人間の筋肉は 100gあたり男性 25万円、女性 32万円になる。ちなみに但馬牛 5Aクラ

ス最高品質の牛肉で 100ｇあたり 5000円。 

高価な筋肉を落とさずに、適度なウォーキング運動で健康年齢を伸ばそう。 

 

５月３日(土) 

今日は金剛山蓮華祭、１年で１番 駐車場の混雑する日。 

朝７時頃、駐車場はガラガラだった。８時を過ぎた当たりから来るわ来るわ。８時３０分ごろには駐車場の空きが 10台ほどしかなくなっ

た。富田林五條条線から入る車を無制限に進入させておくと、狭い道でラッシュが起こり、狭いため完全に通行が出来なくなる。長男が通

行制限に行った。９時過ぎたあたりから地区内の駐車場は完全に満車、あとはお帰り頂く以外、方法が無い。 

今日は１１時より頂上で神事がある。１１時過ぎ、頂上へ４輪駆動車で登る。お祭りがあるのに下山する人が多い。弁当を下げている人が

たくさんいる。葛城神社の直会(なおらい)の弁当だ、同じ弁当を下げているのでよくわかる。１２時少し前に頂上へ着いた。地域振興課長

が来ている、私の代わりに名前を登録してくれたらしい。国見城址広場に来ている皆さんは、中馬先生、西野府議会議員、顔なじみがほと

んどだ。ここでも高齢化が進行している、10,000回以上の会員が 5人になった。毎日上っても約 28年かかる。1万回と軽く言うが、なか

なか汗、汗、汗の結晶だ。 
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挨拶を指名されたので、いつものことだが「健康年齢をアップするには金剛登山しかない。死ぬまで元気は金剛登山を毎日続ける事にある。

ぜひ千、2千，8千、1万回、回数を重ねることにより、死ぬまで元気を実践してほしい。」 

 

5月 4日(日) 

今回の連休は公務が無い、珍しい年。 

朝、豆腐作りを手伝って朝飯をと思っていたところ、9時前、長男が「えらいこっちゃ駐車場がパンクする」と騒いでいる。あと 10台分

ぐらいしかスペースが無い、しかも次から次へと車が上がってくる。昨日は祭で駐車場が朝から麻痺状態、今日も朝 9時頃から麻痺状態、

長男が府道まで出て入場制限をして小康状態を保つ。100台からの入場を断った。12時過ぎに入場制限解除。 

まつまさの駐車場はもちろんだが、登山口周辺の駐車場は同じ状態。もっと駐車場が必要。 

車社会日本では、駐車場が無いのは首が無いのと一緒。 

 

5月 5日(月) 

雨の休日。今年の連休で、はじめての雨。雨天の金剛山は人が来ない。駐車場は朝から空いたまま、観光地としては情けない話。雨でも人

が出るような仕掛けが必要。TVのニュースでは高速道路が渋滞、関空では帰国ラッシュが始まる。人出のニュースが多いのに、コンスタ

ントに人出がつづく村にしたい。出来れば、連休もウィークデイも関係なく人が訪問してくれる地域になれば、ベストだ。 

今日は子供の日。連休の傾向として少し気になったのだが、千早へ来る人たちは高齢者が多い。とくに 5月 3日の錬成会総会は高齢者が目

立つ。確かに少子高齢化の時代だが、もっと子供が来てくれる仕掛けが必要。山へ来る女性は徐々に低年齢化の傾向が現れ、山ガールが定

着してきた。あとは子供が上りたくなる山を目指そう。 

 

5月 6日(火)振替休日 

昨日と打って変わって晴天。しかし、千早の朝は寒い、初夏とは思えないほどの寒さ。ラジオのニュースでは遅霜の報道。クールビズを 5

月 1日から始めたのに寒い。半そでの上にヤッケを着て丁度ぐらい、1ケ月は戻った気温。温度計を見ると 5℃、特に朝晩は寒い。 

従来から、連休の最終日は登山者が少ないジンクスがあったのでのんびりしていると、朝早くからたくさんの車が上ってきた。9時頃には
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ほぼ駐車スペースの 90％が埋まってしまった。府道で駐車制限、11時過ぎまで掛かった。ウイークデイはすぐ帰る車が多いのだが、休み

の日は頂上でゆっくりする客が多いので回転が悪い。祝祭日に駐車スペースを増やす方法が無い。祝祭日には公共交通を利用する PRが必

要。 

昼過ぎ、珍しくモンベルの会長夫妻来村。 

今日は登山ではなく、食事に来た。半そでのフリースを作ってほしいと要望した。 

夕方から まつまさ で「日待ち(ひまち)」。千早の日待ちは、地区内に昔から 上出、中出、下出、田中出、柳出 の 5グループがあり、各グ

ループごとにグループ内の各家庭持ち回りでお伊勢さんをお祭りし、酒盛りを開いてきた。江戸時代から続いた行事。現在の海外旅行に匹

敵する４年に 1度の伊勢参りのための会合であり、地域の親睦、地域の行事を話し合った、大切な会合だった。 

今では各グループが１年に１度、公民館や まつまさ で会合を開いている。地域の老齢化と核家族化の影響だ。昔は 日待ち がコミュニケ

―ションの場であり、地域の一体化に尽くした力が大きい。今は 日待ち に参加しない家庭が多くなってきたが、細々でもいいから続けて

ほしい。 

 

５月７日(水) 

４連休の後の初日。久しぶりに役所へ出勤。 

朝、武田町長から TEL あり「５月５日の TV おめでとう」。４月３０日、元代議士の 西川きよし さんが築１５０年の私の家に来た時の

TV放映の話。金剛山、香楠荘、まつまさ、古民家が５日の放送。マス釣り場、花農家の西谷さんが今日７日の放送。朝日放送(6ch)に感謝。 

午後 

大阪府 環境衛生課 来庁 

村 下水処理のアドバイスをいただいた。千早赤阪村のように家と家が離れている地域は、下水を整備するのは経費が莫大。合併処理槽を

設置するのが合理的。行政設置型で普及促進を。 

行政で設置することにより、合併槽の使用料は公共下水道と同じように、水道料とともに徴収する。設置費用は国、府、村が負担し、５人

槽を設置した場合、約１０万円の負担を設置者にお願いする。台所の水回り、ふろ、トイレの改造費用、水回りの費用は使用者負担となる。

改造のやり方にもよるが３０万円～１００万円の改造費が掛かる事がある。 
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５月８日(木) 

朝 

小吹 尾谷さんのおばあちゃん１００歳のお祝い 

わざわざ、春の家から帰ってきてくれた。大正３年５月８日生まれ、ちょうど１００歳。車椅子に乗っているが、何度か１００歳のお祝い

に訪問した中では、一番元気がいいおばあちゃんだ。お祝いを渡そうとすると「私が勝手で長生きしたのだから祝いはいらん」せっかく持

ってきたからと受け取ってもらった。１００歳のおばあちゃんから元気をもらったひと時だった。 

13：15 

危機管理トップセミナー(府庁新別館) 

１、市町村長の責任と、心構え。[大規模災害時の自治体におけるリーダーシップ] 

危機管理室長のスピーチ。 

災害の意思決定、現場に近い所で意思決定をする。市町村長がするべきだ。あらゆる事態で責任を取れるのは、取らないといけない覚悟を

持っているのは、自治体のトップだけだ。 

市町村長が自ら行うべき重要事項は 

 市町村長は本庁舎(災害対策本部設置予定場所)に、一刻も早く駆けつける。 

 災害対策本部等の対応体制を、早急に立ち上げる。 

 被害状況の速やかな把握に努める。 

 目標、重要な対策の意思決定は首長自身が行う。 

 首長自身が前に出て住民への呼びかけ、説明を行う。 

佐用町長 のスピーチ 

佐用町は平成 21年、豪雨による水害で住民が流され死亡する災害に合った。 

各自治体には素晴らしい災害対策マニュアルがある。佐用町にもマニュアルはあったが、阪神淡路震災の後でもあり地震対策がメインだっ

た。流されて死亡した人たちは、マニュアルでは川を挟んだ小学校へ避難するようになっていた。しかも夜間だったため、増水した水に流

された。 
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災難はどんな形で襲ってくるかわからない。対策本部を作るころには災害の形はほぼわかっているが、同じ町でも山手もあれば、川のそば、

海のそば、地域によって千差万別だ。まず住民の皆さんが自身の安全を確保していただいた上、対策を行政が、消防、警察、自衛隊、府、

国と連携の上、災害の拡大を抑え、復旧、復興となる。 

災難、災害はいつ、どんな形で襲ってくるかはわからない。台風、豪雨のようにある程度予測できる場合は、一定の条件を超えたとき、躊

躇なく避難勧告、避難指示、避難命令を出すべきだ。空振りに終わった時はそれでよい、遅れた場合は取り返しのつかないことになる。安

全安心のために、少しくらいの勇み足は容認すべきだ。 

18：30 

区長会懇親会 

今年退任の区長さん、新任の区長さん、合同で懇親会。過疎の村を元気にする協力をお願いした。我々も必ず応援する、力強いエールをい

ただいた。 

 

５月９日(金) 

朝 

都市計画法のレクを受ける 

大阪府は全域都市計画区域であり、もちろん村も全域都市計画区域。開発可能な市街化区域は 10％、残りの 90％が開発を抑制する市街化

調整区域となる。 

また、村は農業振興地域、自然公園法で規制される国定公園区域、近畿地緑化特別指定区域、保安林、幾重にも網をかぶっており、自由に

開発出来るどころか子供の家を建てるにも、農用地指定解除、調整区域での大阪府の認可、建築基準法の建築確認…、非常にハードルが高

い。 

過疎指定に向かって、まず、ある程度フリーに開発できる状況を作る必要がある。ぜひ大阪府は規制するのではなく、秩序ある開発をプッ

シュしてほしい。 

現在の都市計画法は、千早赤阪村のような田舎にはフィットしない。村には開発を推進する田舎計画法が必要だ。大阪府の開発関係各部署

には、村を開発抑制から開発推進に切り替えてもらいたい。 
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５月１０日(土) 

昨日時間切れで遅れた決済をと役所を訪れた。訃報が入っていた。 

今年は訃報が多い。人口 5,800人を切るのは時間の問題だ。過疎指定を受けるは、人口減少が止まらない、早く負の連鎖を断ち切って元気

な村にチェンジすることが大事。 

10：00 

まつまさに行くと大きな音がしている。多分 1年ぶりだと思うが、近くでヘリ集材が始まった。今日のヘリは重積載用のヘリ。山の襞に沿

って飛んでいるので材木は見えないが、ヘリは良く見える。登山に来た皆さんは何をしているのか聴きに来る。最近ヘリ集材が全然ないの

で珍しいのだ。集材地点へ見に行くと、山のオーナーとヘリ会社の地上連絡員 2人で作業しているだけ、実際は連絡員 1人でよい。危険な

参観者をよけるため、オーナーはガードマン代理。1時間 30分で終わる。 

オーナーの話 

今日おろした木は 150年生。昔は(昭和 60年頃)これだけで 1～2年は生活できたのに、元気が出ないわ。 

 

5月 1１日(日) 

山遊びには最高の天気。五月晴れの上、日本海高気圧の影響で空気が冷たい。連休が終わったのに登山客が多い。いい気候の山は人を呼ぶ

のだろう。朝、TVでは乾燥注意報、先日のボヤの教訓もあり山火事が特に怖い。入梅すれば少し安心だが、昔のように山から枯枝を持ち

かえり燃料にする習慣も消えた。竹藪、里山、植林山を問わず、枯れ枝が一杯堆積している。ふろ用に枯れ枝を使えば燃料費がかなり助か

るのに。 

昔、我が家の土間にはおくどさん(煮炊き用の 3連の煉瓦で作ったまきを燃やす釜)があったのを思い出す。ガス代は 0だった。 

15：30 

二剛会 第 31回総会 

集まったメンバーは 20人。意外と少ないが、登山道工事にはたくさん集まる。設立当時からのメンバーは私と、Mr金剛山の平野氏だけ。

若いメンバーが少し増えてきた。皆さんのおかげで金剛山の登山道は、当分の間きっちりメンテナンスが出来るだろう。 
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5月 12日(月) 

今日は予定の無い日だったが、次から次へとお客さんが来る。 

(株)プリベール 

イノシシ、シカ、アライグマ、カラス等、有害鳥獣駆除の薬(ヒトデの粉末)の PR。田畑に散布することで来なくなる、ぜひ試したらとの

話。 

どうして鳥獣に有効かはわからないが、臭い他らしい。ヒトデは多孔質なので、散布すると農作物にいい影響を与える。 

町村会事務局長 

5月 14日の町村長会で、豊能町の土砂崩落事故による田中町長の話を追加する。TVで報道される土砂は府が廃棄を始めているが、町も苦

労をしている。環境部会長の武田河南町長とともに町村長会の意見を集約し、府・国に対し、大事に至る前に有効な規制策を要望する。 

都市整備部課長 来庁 

いつも私が都市計画に対し思っていることを話した。 

グリーンホスピタルサプライの研修センター計画はつぶれた。森屋北西部の開発も非常に時間がかかった。人口減と税収減で過疎の村とな

った今、開発関連の話があれば民間のスピードに合った開発を進めなければならない。都市計画を外してほしいと要望した。 

府の開発グループがタッグを組んで助ける。スピードのある許可、認可でサポートするとの話。ぜひよろしくとお願いした。彼の話通りな

ら、村は少し元気が出る。 

村へは別荘、等のオファーが多いが、単発のケースがほとんど。単発の開発が可能かどうかも問題。コンスタントな開発支援体制を作って

ほしい。 

 

5月 13日(火) 

午前 

朝日新聞記者来庁 

昨年から富田林支局に来ていたが村への訪問は初めて、村の話を聞きたい。 

村にはなかなか新聞記者は来ない。新聞種になる事件もほとんどない。新聞記者が来るのは悪い話の時だけだ。財政が良くない、職員のス
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キル不足、職員の不正、セクハラ、行政が新聞の話題になるのは必ず悪い話。村はこれからいい話で記者さんとお付き合いしたい。 

昨年、1昨年生徒数の少ない中学校ブラスバンドが、関西大会で 2年連続銀賞を獲得した。男子陸上部員が広島駅伝に選手で出場した。今

年 8月には中学生 20人をオーストラリアへ語学研修の名目で派遣する。村にとっていい話ばかりを話したが、果たして記事になるかどう

かは不明。ぜひ村はこれから過疎指定を吹き飛ばし、いい話を発信することで村の力をつけて行きたい。 

 

5月 14日(水) 

住宅街造り部長訪問 

咲洲庁舎へ 10 時 30 分に着いた。咲洲庁舎へ入ると、大きなコンコースの周囲にあったレストラン、コーヒーショップが次から次へと姿

を消し、さびしい状況になっている。ただ 1つ残ったレストランがカレーライス食い放題を行っている。まさか食い放題は無いと思うが。 

階上にあるコーヒーショップでコーヒーブレイクの後、部長を訪問。千早赤阪村の現状を訴え、出来るだけ緩やかで余裕のある都市計画法

の運用をお願いした。 

部長も千早赤阪村のように山と棚田ばかりで農業にも向かない、開発もできない所は法の適用にある程度の余裕を持つべきで、村の発展に

協力すると約束をいただいた。 

13：00 

都市整備部長を訪問 

部長にも府下初めての過疎指定と、90％近い森林面積を持つ村の現状を訴え、市街化調整区域の運用に幅を持たせていただくようにお願い

した。村を潰すための調整区域ではない、調和の取れた土地利用推進が目的だ。府も村の発展に協力すると約束頂いた。 

個別開発のオファーについての対策も何か考える。あまりストレスなく村の住民増へ進んで行けそうだ。 

13：30 

大阪府町村長会 

始めに 3月 25日、無投票当選(再選)の武田町長挨拶のあと、 

 大阪府市町村分権協議会会議内容の報告 

 地方税徴収率向上への取り組み報告 
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 国家戦略特区の説明 

 寡婦(夫)控除をすべての 1人親家庭に適用を求める要望の経過報告を、「田代岬町長」に。 

 豊能町田中町長から堆積土砂崩落の現状説明の後、残土処分に対する強力な法整備と、残土搬出側と、処分地側の関係明確化の提案あ

り。武田環境厚生部長に要望文案作成を 1任、町村長会で府・国へ要望することにした。 

 

5月 15日(木) 

福井県池田町へ 

今日、明日で福井県町村長会会長、池田町 杉本町長訪問へ 

朝 

岸和田の弟に新しい孫が出来たのでお祝いを持って行く。池田町は日帰りが難しいので、今夜 芦原温泉 泊。岸和田から阪和道、第 2 京

阪、京滋バイパス、名神、北陸道に乗り芦原へ。4時間 30分のドライブ、320キロ走った。 

池田町は人口 3,000人、財政規模は千早赤阪村とほぼ同じ 27億 3,500万円。財政力指数 0.14、職員数 67人、積立金 9.7億円。 

過疎地としては先輩の町長はすこぶる元気。数年前はじめて会った頃から元気の良さが目立った。彼の元気の源泉は何かと思い、池田町訪

問を思い立った。町長にアポを取ったところ「5月 16日が開いている」2日間役所を空けることになった。 
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5月 16日(金) 

福井県 池田町 

数年前からぜひ行きたいと思っていた池田町へ。地図で見ると、何回か訪問したことのある朝倉氏遺跡一乗谷の近く、また、永平寺の近く

だ。 

福井市から入る。池田町に入ってすぐ、大きな木造の建築物が見える。傍によってみると『わいわいドーム』巨大なドームだ。町内で取れ

た杉の大木で作ったドーム。ちょうど昼頃だったので利用者はいなかったのだが、頑丈なつくりは話で聞いた豪雪地帯だからか。今話題の

耐震は問題ない。山村との話だったが道路はフラット。橋、その他でアップダウンはあるが、走りやすいカーブの少ない道がつづく。 

昭和 30 年、の人口 7,600 人が、平成 25 年 3,100 人。50 数年で 60％の人口減。さびしい町と思っていたが、中心エリアに近づくに従っ

て、いい町並みがつづく。食事、喫茶、スーパーらしきもの、産直品販売店等が揃っており、いい町だ。役所を通り過ぎ、町域の 1番奥に

ある冠山の方向へ走る。役所を抜けて 10分ほどで田園地帯は終わり、両サイド杉の大木がある山道に入る。山道とはいえ急勾配は無く、

高度を稼ぐ道、1キロに 10ｍ位の登りか？ 距離の割に高度があがらないのは山が深いしるし。川に沿って走るのだが、まさに清流でしか

も水量が多い。道路沿いには杉の大木がつづく。20～30 年以前だったら宝の山だった、今では木材単価の下落で、村同様お気の毒としか

言いようがない。 

約束の 2 時少し前に役所に到着、しっかりした役所だ。すべての役所機能が 1 か所に集まっている。役所機能を 1 つに集めることが役所

の機能強化となり、対住民のサービスがワンストップで処理できるようになる。役所の理想形だ。敷地内に一部事務組合で運営している消

防署もある。 

初めて会った時から、田舎で過疎地の町長としては飛び抜けて元気のある町長と感じていた。若い。行動力がある。国、県に対する政治力

が抜群。ビジネス感覚が良い。従業員 3000 人（人口 3000人）、年間運用金額 30億円企業の社長(CEO)感覚で役所を運営しているのが伝

わってくる。悩みは村と大同小異だが、町おこしにチャレンジしている様は、エールを送るとともにぜひ見習いたい。私にとって大きな意

義のある訪問だった。 

田舎町が町としてよみがえる見本を見た。少ない人通りの町並みで、時たま人と行き違うだけだが、必ず町の人から挨拶を受けた。すべて

の来訪者に対し「よく来たな!！」ホスピタリティの表れだ。有名な観光スポットもない町で(失礼)、人を呼び込むのはホスリタリティしか

ない。全町に行き渡っているのは素晴らしいことだ。村はまず職員から教育すべきだ、それから住民に広がって行けばいい。 
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5月 17日(土) 

富田林南ロータリークラブ 25周年記念パーティー 

早いもので、私がロータリークラブに入会して 25年になる。月日のすぎるのは早い、その間多くの出会いがあった、飯も食った、酒も飲

んだ。富田林南ロータリークラブはプロの集まりで、串カツチェーンのボスにはフォアグラ、トリュフ、キャビアの味わい方を教えてもら

った。 

大型船のパーツ屋さん、経営工学の教授、造園の世界的権威、スーパーマーケットの店長、電子工学の教授、山林業者、アマチュアゴルフ

ァー、疫学の大家、内科、外科、産科、眼科、歯科、耳鼻科の先生たち、私の世界が急拡大した。 

私にようにまだ駆け出しであぶついていた小人間にとって、完全に出来上がった人たちに見えたが、付き合いをする間にお互いにまだまだ

のところがあり、安心とともにふんどしを締めなおすことも多かった。 

退会したメンバーも招待してあり、久しぶりに懐かしい皆さんと昔話に花が咲いた。他界したメンバーの奥さん方も参加され、嫁も旧交を

温めていた。 

来賓として、多田市長、武田町長、近隣 RC会長として弟も参加しており、楽しいひとときだった。 

この 25年間亡くなった人も多く、懐かしい思い出とともに一抹の寂しさ、心細さを味わった。 

 

5月 18日(日) 

まつまさの社長からのリクエスト。お客さんから「まつまさ」がどこにあるのかわからないとクレームが多い、看板を作ってほしい。 

今年大学に進学した孫が来たので、看板造りを手伝ってもらう。日曜日を 2週使って 8枚の看板を作った。今日は防虫防腐剤の塗装、たっ

ぷり丁寧に塗装してくれた。乾けば後は仕上げ。 

100名城の看板を 1枚出したら「場所がよくわかった」というお客さんが多いので、空いた日曜に作っている。あと何週かしたら道路端に

出せるだろう。 

今日は京橋で飲み会だと、2時のバスで出かけて行った。最近まで子供だったのに飲み会とは。私は歳を取らないが、子供の成長はむちゃ

くちゃ早い。 

手伝いが居なくなったので百姓に転向。裏庭で作っている苗、トマト 5本、胡瓜 5本、スイカ 2本の手入れ。胡瓜はいつ大きくなってもい
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いようにネットを張った。トマトは倒れないように支柱を立てた。いつ大きくなってもいいように肥料をまいた。 

 

5月 19日(月) 

役所へ行く途中、ラジオで「早朝、デイリーヤマザキ河南町神山店で強盗、店主が刺される」。 

村から 1キロも離れてない。今まで安全で安心な地域と思っていたが、いざ、村の近くで発生すると不安になる。早く解決して犯人逮捕を

願うとともに、村で発生したら対応は？ 不安がある。 

明日、防犯協会の総会がある。富田林警察の指導を得ながら、事件の発生を未然に抑える村造りを皆さんと一緒に考えよう。 

朝 

新聞で昨日投票の泉南市長選挙結果を見ると 

当選  竹中いさと  8,904票 

次点  森ひろふみ  8,888票 

   小山広明  3,687票 

当選と次点の差がわずか 16 票、非常に激しい、厳しい選挙だった。前市長の向井市長は前大阪府市長会会長を務め、5 期で退任。副市長

と議会議員が市長候補として立候補した。結果、副市長が自公民の推薦で当選となった。 

昼 

前熊取町長上垣氏 来村 

前熊取町長上垣氏が、熊取町にある雨宮城址を再興しアクセスをを徹底的によくすることで熊取町の観光スポットにしよう、とのグループ

が、千早城址見学に来村。 

棚田見学の後 まつまさで食事、一言しゃべらせてもらった。 

千早城は、楠木正成の史跡の中で唯一ポジティブ(積極的な、肯定的な)な史跡。いま日本 100名城の 1つに指定され、府下で 100名城に指

定されているのは他に大阪城のみ。巡礼好きな日本人(関西では四国 88ヶ所巡礼、西国 33ヶ所巡礼が有名)の好みに合っているらしく、連

日かなりの人が集まってくる。私達も千早城を大切に開発して行きたい。雨山城址を盛り立てていただき、千早城とともに、大阪にもいい

城があった。すばらしい城址がある。歴史とともに PRに努めよう。 
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5月 20日(火) 

叙勲のお祝い 

今日は先勝、縁起のいい日。今年春の叙勲で受賞の皆さんに、お祝いの訪問。 

村議会議員を 9期 36年務めていただいた豊田圭郎氏、些少ながらお祝いとともに訪問。小吹台の安藤氏に同じく訪問、お祝い申し上げた。

あと 1人おいでだったが、大層にしてくれなくていいと申し出があり、失礼した。人口の少ない村で 3人の受賞者があったのは誠におめで

たいことだ。 

午後 

防犯協会 総会 

今回防犯委員をお受けいただいた皆さんは、これから 2年間委員をお願いする。 

前 新田会長は体調不良により 3月末で退任。本日総会で会長 山本源一氏、副会長 武田嘉之氏、清井登喜弘氏と決まった。 

昨日、河南町で強盗殺人未遂事件のあった後、まだ犯人は検挙されてないが、富田林警察署地域課長も参列スピーチを頂いた。忙しい中あ

りがとうございました。 

安全、安心ボケしている私たちも、今一歩踏み込んだ防犯体制が必要だ。最近の犯行は昔のコソ泥、空き巣と大違い。凶悪化狂暴化してい

る村の安全は、住民 1人 1人の安全への思いの集結が大切だ。 

 

5月２１日(水) 

今年の夏、8月 1日から中学生をオーストラリアへ語学研修で派遣する。 

20 人と付添いの先生 3 人。私は、前半ホームステイ先の皆さんへのお礼と、州政府の教育省へお礼訪問。学生たちと別れ、早く帰国する

行程表をもらった。出発までオリエンテーションを行って、子供たちのトレーニングをする有意義な研修になるよう希望する。 

国民健康保険の説明 

千早赤阪の国民保険は、きっちり黒字を続けている。今年も余剰金が出る。府下ほとんどの自治体は、国保の不足を一般会計から法定外充

当を行っている。村は今かなりの余剰金がある。しかし平成 27年に国保の法改正があり、29年には現在村で行っている国民保険は大阪府

が保険者になり、府下 1つになる準備が始まっている。もちろん保険料も府下同一料金になる。国保の法改正、府下一元化が村の国民保険
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体系と保険料にどんな影響が出るか、現在のところ不明。法改正と一元化の影響がわかった時点で、国保の保険料、運営方法を総合的に国

保運営協議会に諮り、方針を決めることにした。 

夕刻 

副知事訪問 

過疎指定を受けた村発展へのサポートをお願いした。 

今問題になっている、増田寛也前総務大臣のレポート。20歳～39歳女性の将来推計人口に、千早赤阪村の推計も記載されている。 

社人研推計 

総人口  20～39歳女性 減少率 

2010年 6,015人  585人 

2040年 3,319人  213人  -63.6％ 

人口移動が収束しない場合 

2040年 3,002人  155人  -73.5％ 

村の人口がこの推計通りだと、2040年の出生数は？ 定住人口を増やすには、魅力ある村造り以外ない。 

 

5月 23日(金) 

13：00 

新人研修で金剛山ハイキング 

今日のハイキング研修は少しハード。例年は、 

まつまさ→金剛山頂→パノラマ台→カヤンボ→水越峠 の、約８キロ、３時間半のコースだが、 

今年は、金剛山千早赤阪クラブが整備していただいた、 

まつまさ→頂上→セト→坊領→猫路城址、→上赤坂城跡→二河流原辺 の、約１０．５キロ、約４～５時間のコース。 

標高差 1,000m、頂上まで 1時間半。2時 30分に頂上出発、20分でセトに着いた。みんな元気なので足谷右尾根に入る。 

セトから歩き始めてすぐ尾根への分岐が始まる。分岐にはクラブの皆さんが建ててくれた案内板が立っている。私には初めてのコース、こ
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こから役所までほぼ 9キロ、標高差は 900m、3時間近くかかりそう。 

すぐにかなり急な下りが始まる。雨から 2～３日後のせいか、粘土質の土はかなり滑る。歩幅を小さく、スリップに注意して降りる。清井

山までの下りは足に来る。 

10 分ほどするとかなり緩やかな道となるが、道標が無いとわからないコースだ。詳しい職員がついているので安心だが、初めてだったら

心細いだろう。このコースも金剛山の他のコースと同じく、杉・桧の植林山、見晴らしが利かない。残念だがここ 10年は手が入ってない。

雪折れはそのまま、木が細く長く育っているので雪には弱い。大規模な間伐が必要だ。 

約 1 時間少々で坊領城址へ着く。小高い丘に少し手を加えたような城址、頂上まで逆に上るのはかなりハードなところは、千早城址と同

じ。 

約 30 分ほど下ると猫路城址。ここはかなり広い場所。また 30 分ほど下ると上赤坂城跡。昔の機材が何もない時代の砦だが、尾根伝いに

城をかまえるのは地理を把握し、材料を準備し、築城にかなりの人と費用が掛かったと思う。財源は千早で取れた水銀、当時、千早からは

かなりの水銀が取れたのだ。今年の冬、東大の豊教授が千早の水銀鉱山を訪ねてきたが、古文書にあるくらいだから当時は品位の高いもの

だったと思う。 

このコースは歴史的にも、登山コースとしても面白いコースだが、全域 杉・桧 の林に囲まれ、展望が開けているのは上赤坂城跡だけ。１

Km～２Kmに 1つぐらいは展望の開けているところが欲しい。 

 

5月 24日(土) 

午前 

井関君の結婚祝いに井関宅へ。手渡して帰るはずだったが、奥さんに勧められて家に上げてもらった。天井板は屋久杉すばらしい座敷、現

在では集まりそうもない材料で作った家。メンテナンスも行き届いていて立派だ。村の中では昔から大きく立派な家のトップクラスだが、

あまりうらやましくは思えない。私の家もメンテナンスは別としても、大きさでは負けない。ふすまを外せば大広間、ただプライバシーは

無い、使い勝手が悪い、選挙事務所としては最適な家。ご先祖様に感謝。 

お祝いの後、五條へ。ホームドクターの診療所で簡単な血液検査を受けた。少し上がり気味だった血糖値が、最近下がって正常値に近くな

ってきた。運動量をこの調子で落とさないように、健康年齢を伸ばすのは継続的な運動が大切だ。 
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5月 25日(日) 

千早神社は千早城址の一部にある。村の楠公祭は 4月 25日、楠木正成が湊川で亡くなった日。千早神社の楠公祭は正成の生まれた日。 

千早城 (正しくは千早城塞群) は、正成の遺跡内でただ 1つポジティブな遺跡。100日間、数十倍の幕府軍を千早城に張り付けた結果、鎌

倉幕府が終わり、建武の忠孝が完成した。千早城は日本 100名城に指定され、訪れる人が多くなった。 

従来は神社で神事、城址三の丸広場で地域総出の運動会を行っていた。高齢化は千早地区にも押し寄せ、運動会と餅まきは多聞尚学館で行

う。当番垣内(かいと)は神事終了と同時に神社から移動、餅まきの用意に入る。神社役員は直会(なおらい)の後、運動会・餅まきに参加す

る。 

13時から始まった地区の運動会はお年寄りの皆さんも多く参加し、これほどの小さい子がいたのかと思うほどの子供たち(町から帰って来

た子供たちも含む)の参加もあった。１等が液晶テレビの福引が終わり、最後に餅まき。大量の餅があり、しかも１つずつ包装してある。２

～３日分の餅を拾った。 

 

５月２６日(月) 

13：30 

国土交通省 都市計画課開発企画室 

村の都市計画に付、過日、府の住宅街つくり部、都市整備部を訪問し、千早赤阪村のように都市計画法で規制するより開発を誘導する必要

がある過疎の村で、都市計画を廃止できないか、出来ないときは運用で開発を考えられないかを話した。 

大阪府としては、法を変えるとか都市計画自体を変えるのではなく、法の運用により出来るだけ村の発展に寄与するように運用を考える。 

特に官庁は決定のスピードが遅い。民間のスピードにマッチするようなスピードで運用できる努力する。 

村の現状では、地区計画(5,000平米以上)などの条件を満たすオファーは少ないし、5,000平米もの広さをとれる場所が少ない。千早地区で

は標高が高いので夏用の別荘を作りたい等のスポット開発のオファーが時々ある。そのオファーに対応する都計法の運用が出来ないか、今

検討してもらっている。 

村としては開発を抑えるのではなく、自由な開発を出来る村にしたいのが本音。過疎指定を受けた今、1人でも、1家族でも村に住んでい

ただくのはもちろん、せめて人口減が止まる村にしたい。 
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大阪でただ 1つの村が過疎になった、その原因は人口減に尽きる。1人でも、2人でも住んでほしい。近い将来、過疎から脱出出来るよう

サポートをお願いし、国交省を辞した。 

総務省 地域推進室 

過日、政務官とともに都市計画法の運用に付、お願いした。国交省と同じく府の意向を伝え、ぜひ村が元気になるようサポートをお願いし

た。 

過疎指定の市町村は全国に 700以上ある。大阪府では村が初めて。何でも 1番は良いものだが、過疎の 1番は果たして良いものだろうか。 

 

5月 27日(火) 

地方の衰退は林業の破たん。今こそ森林所有者へ援助を。 

現在、1日 1日と世界は温暖化に進んでいる。温室効果ガスの削減は地球規模の重要課題だ。CO2排出削減とともに、CO2吸収源の山林

整備が緊急を要する。 

山村地域は木材価格の低迷により林業が業としては存在できなくなり、後継者無し、山林労務者不要となった。山林所有者は財政負担力が

無く、造林間伐の実施が不可能となった。 

与党の「平成 26年度税制改正大綱」で「森林吸収源対策に関する地方の財源確保」は「財政面での対応森林整備等に要する費用を、国民

全体で負担する措置、新たな仕組みを専門の検討チームを設置し早急に綜合的検討を行う。」 

森林の保全整備など森林吸収源対策や、豊かな自然環境が生み出す再生可能エネルギー活用の取り組みは、小さな地域の市町村が実施する

のが当然だ。そのためには当該市町村の財源強化が急務だ。 

山林の現状は、村の状態を考えると以上のようになる。 

 

５月２８日(水) 

今日は１日役所に詰める。 

６月議会が近づき、提案理由の書類が回ってきた。例年通りの６月議会は新年度が始まってすぐのこともあり、補正予算も人事異動による

人件費補正程度でほとんどない。今議会は一般質問がメイン。６月４日が初日なので、質問締め切りの６月５日までにどんな質問が出てく
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るか、前向きの質問を望む。 

 

５月２９日(木) 

６月議会の議会運営委員会があり、事務方と議会が話し合いに入った。 

６月議会は大した事が無く終わりそうだ。村は今、過疎地域自立促進計画作りの最中。この計画は村で作るが、大阪府も同じ計画を作る必

要がある。村府の計画を整合させたうえ、国へ提出となる。ただ、府と村では考え方が非常に異なる事がある。自然に対する考え方 180度

違っている。村には大正時代、ヒットラー・ユーゲントが来日の時に開削した府道(通称楠公通り)がある。100 年を経過して、街路樹とし

て植えた楠が大きくなりすぎた。アスファルトを木の根が持ち上げているのに加え枝が張り出し、路線バスの屋根やボディを傷める。それ

でなくても狭い府道で離合が困難となり、今でも時々トラブルが起こっている。この状態が続くと、必ず事故につながる。 

街では緑が大切なのは理解できる。しかし、今の財政力では村の有り余る自然の成長力について行けない。880万人の排出する CO２の吸

収源、O2の供給源の整備に理解を。 

 

5月 30日(金) 

今朝から、嫁と 3年前に亡くなった親友の嫁がバスで四万十川の蛍見物に行く。 

朝 5時から、難波までタクシーの代理で送ってきた。早く着きすぎたのでコーヒーブレイクと思いスイスホテルへ入ったが、早過ぎた。コ

ーヒーパーラーは 7時から、嫁たちをバスに乗せ、帰った。 

夕方 

訃報が届いた。 

東阪 1件と、美原町最後の町長、高岡さんの葬儀。東阪で先ず弔意を表し、菅生会館へ。 

高岡前町長は議員時代からのお付き合い。彼は私より 4～5年前に町長になり、美原町と堺市の合併を仕上げたすばらしいリーダー。美原

町は千早赤阪と違い、地方交付税不交付団体。つまり企業が沢山あり、税収が多かった。しかし、今のままでは美原は潰れる。美原が生き

延びるには堺市と合併し、政令指定都市として生き残る以外方法は無い。との信念のもと合併に舵を切り、合併を成功させ、堺市が政令指

定都市になる礎を作った人。 
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菅生会館には、前堺市長 木原氏以下、当時のトップが参列。高岡さんと仲の良かった古川先生も参列。懐かしい人たちと再会した。 

わたしが村長に就任した当時、美原はまだ合併前。「松本君、君の村は自立出来ない。村の将来を考えたら合併すべきだ。富田林との合併

はうまく行かないから、新しい合併を考えたらいい。」と教えてくれた。どこへ行くにも、遠くても近くても、自分で運転して行くので有

名な町長だった。 

数年前は堺市の特別顧問に就任し、土・日はエコールロゼへ孫を連れて買い物に来ているときに、よく会った。 

私に首長学を教えてくれた大先輩だ。 

 

５月３１日(土) 

ニッセイ アドプトフォレスト 初日 

日本生命が財団を作り、日本中で 400ヘクタールの山林を間伐整備している。今までは国有林の間伐整備ばかりだったが、今回初めて民有

林、千早城址の西側斜面の整備を 5年間かけて実施してくれる。 

10：00 

ニッセイ緑の森財団 関係者 を載せたバスが到着。普段は街歩きが相応しい女性の多いグループ。この人たちが山造りに関心と理解をもっ

てくれたら、山の大切さを PRしてくれたら、ニッセイの取り組みに感謝。 

作業現場まで、かなりきつい登り、約 15分。700年前、鎌倉幕府軍が 100日間、100倍以上の軍勢で攻撃しても落とせなかった千早城。

平均年齢の若さもあって全員現場到着。この現場は絶対に落ちなかった千早城の西側斜面。この城に関係を持った人は、すべての面で落ち

ることは無い。皆さんの良い将来を祈念して山を下りた。 
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6月 1日(日) 

昨日友達が亡くなった、親友が 1人少なくなった、さみしい。 

朝から良い天気だが 6月の気候、暑い。じっとしているだけで汗が出る。 

孫が来て「今日は手伝う」手伝ってくれるのはありがたい。途中で止まっている看板のペイント塗装を始める。防腐剤は前の日曜日に塗り

終わった。今日は水の浸入を止めるシーラーを塗布、天気がいいのですぐ乾く。後で仕上げを塗り、出来るだけ長持ちする看板を作る。 

あとは「山の豆腐」の文字を張り付けるだけ。10 枚以上作るつもりなので時間がかかる。大学生になってからは手際も良くなり、しかも

早い。少々塗り忘れがあっても仕方がない、後始末は俺の役目。今日は急に暑くなったせいか登山客は少ないが、豆腐は良く売れた。 

 

6月 2日(月) 

現副村長 松山君は 6月一杯まで。4年間私を補佐してもらった。次は 7月より大阪府から新しい副村長が来る。今日 3時より府庁で初顔

合わせ。 

昭和 59 年 4 月大阪府採用。生活文化部、教育委員会、土木部、羽曳野市、政策企画部危機管理室を歴任、吉田裕彦君 53 歳、副村長とし

て来てくれることになった。6月 19日に議決を得て、6月 23日就任。 

4月 1日、過疎指定を受けることになったこと、私が村長就任以来職員を大幅に削減したこと、村は都計法で金縛りにあっていること、歴

代副村長には人員削減、行革をお願いした結果、人員は 50人減、財政は年間 1.5億円程度の黒字が出るようになった、積立金は 10億円を

超えた。 

ぜひ住民が喜んでくれる村を作りたいとお願いした後、町村長会へ。9日の振興協会理事会のレクを受けた後、九鬼局長のヨーロッパ紀行

の話を聞いたが、お通夜の参列の予定在り、早々に帰ってきた。 

今日の決裁書類に“昨日金剛山で滑落事故があり 1人死亡”の切り抜きがあった。 

登山者が増えるのは良いが、滑落事故をはじめとする遭難件数が増えた。特の中年の女性が特別多い。山の花を持って帰ってもすぐ枯れる。

至る所へ警告の看板と登山道路をクローズし減らす必要がある。 

 

6月 3日(火) 
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あす議会初日。準備をしていたところ消防団長が来庁。 

危機管理と出動準備。「登山者から救急の連絡、携帯で話している最中に電話が切れた。滑落か？」警察、消防、消防団が出動。 

「私も行こか？」「わかったら連絡するわ、ここにおり」団長、課長、担当が出て行った。 

後の報告では、犬の散歩で山に来た。登山者に尋ねたところ、このルートが 1番近い(カトラ谷。危険な為、現在通行止め中)と教えられ山

に入ったが、道が解らなくなり、携帯で警察を呼び出し道を聞こうと思ったところ、圏外になり電話が切れた。 

警察、消防、消防団が捜索を開始したところ、本人は登山者に連れられて金剛山頂へ無事到着、1 件落着となった。警察、消防、駐在所、

消防団、各分団長、千早分団、集合で大騒ぎとなった。 

6月 1日の転落死。先日の滑落事故(通行止めの場所)。登山者のちょっとしたミスで莫大なコストがかかる。たかが金剛山と甘く見ないで、

周到な準備の上、自分のことは自分で守る、自己責任で行動してほしい。 

最近海外旅行で日本人のトラブルが多い。今の日本では、何か不都合があると行政が悪い、行政は何をしているのだ、怠慢だ、と言われる。

行政は住民のニーズに出来るだけ合わそうとする。こんないい国は世界中にない。 

自分の安全は自分で守る。自分のことは自分でする。自己責任を今 1度、国民 1人 1人が自覚する必要がある。 

出動したヘリの費用だけでも 50万円(木材搬出ヘリの相場)。集まった 1人前以上の人達の人件費を考えると、200～300万円は掛かってい

る。すべて国民の税から支出しているのだ。 

 

6月 4日(水) 

6月議会初日 

冒頭挨拶で、 

村は過疎指定を受け、過疎地域自立促進計画策定に取り組んでいます。 

府も初めてのことであり、村と協力しながら出来るだけ早く過疎地域自立促進計画を国へ提出する用意をしていただいている。 

過疎地域であっても自立できる村を作り上げます。 

この度、残念が事ですが自営業者の 1人を失うことになりました。私は村の将来に明るさが見えたら、村が今少し元気だったらと考えまし

た。 
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私は先日、村の戦略会議で幹部職員の皆さんに、退職を迎えたらぜひ起業したくなるような村を作ってほしいと話しました。 

過疎をしかたがないこと、過疎債を使ってのんびりやろう、財政が少し楽になる、ではなく、村再生のラストチャンス、5 年先 10 年先ま

では村は必ず良くなると、期待とビジョンの持てる村作りのスタートにします。 

議員の皆さんにお願いしたいのは、村内の空気が「現状維持」「守り」で充満しています。少しでも前向きに、積極的に動くように努力を

お願いします。 

職員、特に今ここに並んでいる職員は、退職後村内で起業したくなる村造りへ動いているはずだし、必ず働いてもらいます。皆さんの協力

で元気な村を作ります。 

開会 

1. 報告。平成 25年度予算の内、未執行額の平成 26年度へ繰り越し金の説明。 

繰越額   1億 6470万円 

千早小吹台小学校耐震工事  1億 4150万円 

子供子育てシステム       570万円 

村農地災害復旧費       530万円 

専決処分承認 

1. 村税条例改正 

2. 平成 25年度一般会計補正予算  5810万円増額 総額  28億 6710万円とする。 

3. 平成２5年度国民健康保険特別会計補正 1060万円減額 予算総額  9億 3740万円とする。 

4. 平成 25年度介護保険特別会計補正 1230万円減額    6億  490万円とする。 

5. 後期高齢者医療特別会計補正   150万円減額    6億 8150万円とする。 

6. 下水道事業特別会計補正   233万円減額    2億  830万円とする。 

7. 金剛山観光事業特別会計補正     2万円追加         8579万円とする。 

以上、25年度決算への補正。 
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次いで議案審議に入り 

34号議案 千早赤阪村税条例    35号議案～37号議案 中国残留孤児帰国関係条例 

38号議案 平成 26年度一般会計補正予算   39号議案  平成 26年度介護保険補正予算 

42号議案 一般旅券申請、受理、交付事務、富田林委託。 

以上を総務民政常任委員会へ付託。 

38号議案 平成 26年度一般会計、文教建設委員会分  40号議案  平成２６年度下水道会計補正 

41号議案 平成２６年度水道会計補正 

以上、文教建設委員会付託 

 

６月５日(木) 

総務民政常任委員会 

本会議で委員会に付託された議案の審議。 

35号議案 村税条例の改正、(国の改正による) 

         現行       改正後 

50ccバイク  1200円/年   2000円/年 

軽・乗用/営  5500円    6900円 

    自  7200円   10800円 

軽・貨物/営  3000円    3800円 

    自  4000円    5000円 

 

35～37号議案 「中国残留邦人の円滑な帰国促進及び、永住帰国後の自立支援に関する法律」を「中国残留邦人等及び、特定配偶者の自立 

の支援に関する法律」に名称変更し 

・ひとり親家庭の医療費支給条例 ・老人医療費助成 ・身体障害者、知的障害者医療費助成 
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の条例整理。 

38号議案 26年度、一般会計補正予算 

1050万円追加、予算総額を 25億 7900万円とする、総務民生分。 

39号議案 26年度介護保険特別会計補正予算 

860万円追加して、予算総額を予算総額を 5億 9660万円とする。 

42号議案 村の一般旅券、申請、受理、及び交付を富田林市に委託する。 

本日の委員会は全議案、全員賛成。 

 

6月 6日(金) 

今日は総務民政常任委員会の予備日 

昨日終ったので、今日は 1日空。 

朝いち 

町村長会の事務局長来庁 

国民総背番号制の問題点のレクを受ける。いつものことながら、IT 関係の費用がかさむ。当村のように人口の少ない村にとって、新しい

事業が増える度に ITのシステムを導入しなければならない。 

村のように小さな自治体で使うサーバーも、人口 12万の富田林でも、使うサーバーは同じ。ソフトも 6000人で使っても、12万人で使っ

ても同じ。どうしても住民 1人当たりの経費は大きな市と比較すると高くつく。 

新しい事業が始まると新しいシステムがついてくる。必ず国は負担すると言うのだが、出来ればパーヘッド(住民 1人当たりのコスト)を大

都市と同じにしてほしい。 

この度、過疎指定で財政的支援を受けることになったが、IT 関係経費が財政を圧迫している現実に変わりがない。町村会を通じて国に要

望を続ける必要がある。 
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6月 7日(土) 

井関君の結婚式 

鱒釣り場の井関君、3代目の結婚式。 

場所はハービス(梅田、劇団四季劇場の)1Fのひらまつ。ミシュランでも有名なレストランが始めた結婚式場。 

結婚式は、全体のしつらえからキリスト教の牧師さんが出てくると思っていたが、人前結婚式。和式、洋式を問わず今までの結婚式は神さ

んの前で結婚式を行ったが、彼の結婚式は我々参列者の前で結婚式。参列者の中から男女 1人ずつ証人をえらび、結婚証明書にサインをし

て終わり。参列者は非常に若い人が多く、我々高齢者はちょっと場違いかなと思った。 

来賓の挨拶をと言われ原稿を書いてきたのだが、どうも雰囲気に合いそうもないので内容を変えようと思い、アドリブで始めたところ、本

人、ご両家へのおめでとうを省きスピーチを始めてしまった。すぐに気が付き訂正したが冷や汗もんだった。 

アベノミクスの時代、日本は変わる。変革を取り入れ良い人生を、と言いたかったがうまく言えたか。私は十分挑戦に値する時代だと思う。 

旨い料理といい雰囲気の結婚式だった。 

 

6月 8日(日) 

久しぶりにトマトを手入れ。 

暑くなると途端に大きくなる。植物は正直だ。早く鳥除けをセットしないと、色が付くと同時に鳥が来る。胡瓜も元気が出てきた。早く成

長してもろキュウを。 

孫が来たので、かんばんつくりを手伝ってもらい作業をする。公務、葬儀もない日曜日はのんびりする。 

夜 

嫁の誕生祝と父の日で堺のおでん屋へ。 

30年来のお付き合い、今日も満員。隣に座ったヨガの先生はまさに化け物、私より 1回り年上だそうだが、どう見ても 20歳以上若く見え

る。毎日 1食で生活をしているそうだ。肌はつやつや背筋はしゃんとしている。 

彼女を見ているとぜひ弟子入りしてみたいと思う。 
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6月 9日(月) 

文教建設常任委員会 

議案 38号 平成 26年度一般会計補正予算。 

先日審議した、1050万円追加して 25億 7900万円とする 1般会計補正予算文教建設所管分 

議案第 40号 26年度下水道特別会計補正 

歳入歳出 60万円を追加、総額を 2億 3520万円とする。 

議案第 41号 配水池等に防犯カメラ設置に伴う事業 

540万円を追加補正する。 

以上 3件で本日の委員会は終了。 

午後 5時 30分より 

大阪府振興協会理事会 

理事に箕面市議長、忠岡町議長を選出し、開会 25年度決算を可決。サマージャンボ、オータムジャンボの拡販を決め終わり。 

 

6月 10日(火) 

11時 

新幹線で東京へ 

13時 33分到着、15時 30分より陳情予定。時間に余裕があり町村会館へ。第 2議員会館は歩いて 5分、町村会館が近くて便利。 

金属探知機をパスして議員事務所のアポイントを確認の後、通行証をもらいゲートへ。通行証をゲートへかざして通行ゲートが開く、あと

はエレベーターに乗り、議員の部屋へ。議員会館が新しくなってからセキュリティがきつくなったようだ。治安が悪くなるに従い、きつく

なるのは仕方がないことだ。 

村の都計法に対する取り組みに対し、大阪府は都市計画法は変更できないが、運用に今少し地域の考え方をとり入れた運用を要請し、府を

上げて村の意向に沿うように運用する約束をしていただいたことを報告した。 

皆さんからは、大阪府でうまく行かないときはぜひ話を持ってこい、うまく行くようにバックアップする。と約束頂いた。 
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村では今、過疎地域自立計画を作成中。大阪府と同時に計画を作り、計画を整合させる必要があり、村だけ急いで計画を作ってもダメ。府

と同時に計画を作る必要がある。大阪府の計画では 12月議会上程をめどに作ることになっている。 

村単独では駄目なのでかなり時間が押しているが、12月議会には総務省の認可もおり、27年度 4月より過疎予算も組めることになる。 

過疎になると少し財政が良くなるようだが、現在ではまだ少し時間がかかりそう。その時間の中で可能な限り良い計画を作るように、事務

方を鼓舞しよう。 

 

6月 11日(水) 

全員協議会 

＊過疎地域自立促進計画策定スケジュール説明 

4月 1日より過疎指定を受けることになったが、指定を受け国の制度を利用して村の自立を推進するには、村と大阪府が自立推進計画をそ

れぞれ整合する形で作らなければならない。 

今後の予定 

7月 ・村計画のたたき案をまとめる。 

・府と方針(案)の意見照会。 

8月 ・村計画を議会説明。 

・国と府方針(案)の事前協議(約 1か月) 

9月 ・国から府方針案の事前協議回答。 

・府から、村計画のヒアリング、村計画の事前協議提出。 

10月 ・国と府方針案の正式協議(約 1か月) 

・村計画案の庁内確認最終調整、計画案の住民説明及びパブコメ。 

11月 ・府へ、村計画案の正式協議、(府方針へ国同意) 

・村計画に対し府同意。 

12月 ・村計画の議会上程 
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・総務省へ村計画を提出 

・次年度予算要求(本年度補正予算要求) 

1月～2月 ・平成 26年度、第 2過疎債要望調査 

3月  ・次年度当初予算協議 

平成 27年度 4月より事業開始。 

*オーパスシステムの説明。 

オーパスシステムとは、大阪府域の自治体が共同で利用し、住民へ提供するスポーツ施設情報システムサービス。 

スポーツ施設を管理している窓口へ利用登録の届け出後、どこからでもインターネットを使って利用予約・手続きが出来る。 

利用料は口座引き落としの後払いとなる。 

 

6月 12日(木) 

一般質問の答弁調整 

朝から答弁を調整して昼まで、ほぼ 2分の 1終った。1年間に同じ質問を何回もされたら答弁書を作るにも力が抜ける。前回と同じ答弁で

いいと言いたくなる。 

しかし、事務方は慎重に少しの質問の違いにも反応しようとする。皆さんは立派としか言いようがない。すばらしい職員だ。 

昼過ぎ 

府の教育委員会来庁 

富田林高等学校改革の一環として富田林高校へ府立中学校を併設し、中高一貫校として英才教育を施し、富田林高校のレベルを上げるとと

もに南河内全体のレベルアップを図るのが目的。 

私の意見としては、村の中学校は今年生徒数が減少し、1クラスとなった。府立の良い中学校が出来ると成績の良い生徒が府立中学校へ行

く。30 人前後しかいない村立中学校は確実に成績ダウンとなる。今でも私立へ優秀な人材が少し流れている、そのうえ府立に取られたら

切ない。村立中学校でも府立に負けない教育をする必要が出てきた、負けないようにしよう。 
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夕方 

難波国道事務所来庁 

村と近畿地方建設局との間で、災害時、人的、技術的、財政的、総合的なバックアップをする協定書を締結しないかとの申し出。私たちの

村は職員数が 7０人近くまで減少するとともに、災害経験のある職員も定年でいなくなり、村内出身の職員が極端に少なくなった。災害時

はぜひ総合的な指導をお願いした。 

 

6月 13日(金) 

自民党政経パーティ 

18時から開会。河内出身の元外務省事務次官、薮中さんのスピーチ。 

薮中さんの話を聞きたかったが、時間の都合で会場に着いたのは 30分遅れ。帝国ホテル入り口は車の列で混雑、駐車場への案内にたくさ

んのスタッフが動員されていた。政権を取ると集客力が格段に上がった。金剛山の友達数人に合った。 

安倍人気か、自民党人気か、あるいはアベノミクスに対する期待感からか、駐車するのも困難なほどの人の集まり。石破自民党幹事長の挨

拶から始まった。とつとつとした話し口から、アベノミクスの将来は良くなる。リニア新幹線は名古屋と同時開通、大阪の復権に徹底的な

バックアップをする。彼の話を聞くと実現すると思うから不思議。話はこうでなくちゃ。 

 

6月 14日(土) 

特定非営利活動法人こごせ会やまゆり作業所 平成 26年度通常総会 

やまゆり作業所は平成 21年、特定非営利法人として設立。就労、交流に力を尽くしてきた。昨年 25年から国の制度変更により、障害福祉

サービス事業者「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による」に事業移行し、現在に至る。 

やまゆり作業所は今年で設立 30周年を迎える。利用者が少ないので非常に経営は苦しい状態を続けているが、辻脇君以下皆さんの努力に

より、ほぼバランスのとれた状況だが現在在籍者 7名。安定した運営を続けるには 12～13人の在籍者が必要と思われる。 
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6月 15日(日) 

朝からいい天候の日曜日。 

今日は 10 時からワールドカップ、日本とコートジボアールのサッカーの試合がある。多分金剛山に人は来ないと思っていたが、9 時頃か

ら登山客が増えてきた。日本ではまだサッカーはメジャーになりきっていないようだ。 

10時からワールドカップが始まった。 

前半、本田圭佑のゴールで 1対 0、日本が勝っている。FIFAのランクでは相手が格上。 

後半、2点を取られ残念ながら初戦は負けた。 

次はギリシャ、これも格上。しかし現在ではヨーロッパで活躍する選手が多いので勝てるのではないか。しかしコートジボアール戦を見て

いると、やはりワールドカップ出場チームは強い。 

午後 

今年は寒いが、家の日よけ対策で朝顔のフェンスを作る。 

20 本の朝顔苗を買ってきたので庭と庇の間にネットを張り、朝顔の壁を作る。植栽後 3 週間もすると朝顔のフェンスが出来、暑さをカッ

トしてくれる。 

夕方 

胡瓜を見ると小指大になっている。明日は初胡瓜のもろキュウを食べられそうだ。 
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6月 16日(月) 

5：00 

起床、異常に寒い、これが 6月か？ ストーブをしまわなくてよかった。多分昼は暑いと思うが、今年は冷夏か。 

治山治水協会来庁 

会計監査。村は例年治山工事が多いので、府下ではこの協会に限りメジャー。 

NTT西日本支店長 来庁 

現在、府町村会では、マイナンバー制への ITシステム、及びソフトの補助金でトラブルが発生している。 

ぜひ NTTを中心とした企業連合により、仮称(ガバナンスシステムジャパン)を設立し、クラウドによる、国、都道府県、市町村を 1つに

した IT網を作ってほしい。 

国の法改正、新事業、すべてをこのシステムで運営してもらえれば、時差の無いスムーズな運営が出来る。法改正、新事業のたびに発生す

るトラブルもなくなる。ぜひ NTTが中心となってお願いする。村としても、財政的にも機構的にもいい影響が出る。 

午後 

吐田郷生産森林組合訪問 

ダイヤモンドトレイルが、組合所有の山林内をほぼ 3キロにわたり通過している。 

道路整備、景観修正などには、事前に声を掛けてくれれば協力を惜しまない。 

パノラマ台及び景観の良い所があるので、村、御所市で整備をしては。必要な木材は間伐材を使用してもいい。 

水越峠の周辺は不法駐車が多い。組合の土地を使って整備をしてはどうか。 

金剛バスの終点を峠の頂上、組合所有地にしてはどうか。 

非常に協力的な話をいただいた。 

村は府と相談しながら、ぜひ組合の好意に応えたい。 

 

 

 

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

6月 17日(火) 

朝 

鈴木府議会議員秘書 来庁 

府政に対する要望聴取 

千早赤阪村固有の 3点を 

1. 府県間道路の格差是正 

 国道 309号線の早期完成を。 

309号線 4車線区間より、水越峠までを早期完成。水越峠を境に、大阪府と奈良県の道路整備はあまり違いすぎる。大阪の経済が

急落したのはアクセスが悪すぎるからだ。村の過疎からの脱出は、まずインフラの充実から。 

 府道富田林五條線の完成。 

国道 168号線の改良が急ピッチで進んでいる。昭和 46年以来、富田林五條線には何ひとつ手が入っていない。早くトンネルを抜

き、新宮－大阪を 1本の道路で結んでほしい。 

2. 都市と田舎の自然に対する感覚の是正 

府道東阪三日市線、街路樹の楠は植栽以来 100年を超え、成長速度は年々早くなっている。 

木の根がアスファルトをおしあげ、枝はバスの通行を邪魔する。早く伐採しないと事故が起こる可能性が高い。すぐに伐採してほしい。 

3. 山林藪化防止 

村の行政は自然の成長スピードに追い付けない。早期に森林環境税を作り、村域の 80％、3,000ヘクタール、人工林の公費間伐を。 

府民の排出する CO2吸収源として、O2の生産源として、山地崩壊防止策として、1日も早く間伐を。 

財源として森林環境税創設を急げ。 

 

6月 18日(水) 

全国町村長会理事会 

今回の全国町村長会は 25年度の決算審議。全員賛成で終了。例年通り、27年度政府予算に対する要望。 
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千早赤阪村に直接関係ある要望だけをピックアップすると。 

＊東日本大震災からの復興と、全国的な地域強靭化の推進 

＊町村自治の確立  ＊国土政策と地域元気創造の推進  ＊空き家対策の推進 

＊環境保全対策の推進  ＊地域保健医療対策の推進  ＊少子化社会対策の推進 

＊障害者保健福祉施策の推進 ＊介護保険制度の円滑な実施  ＊農業、農村対策の推進 

＊林業、山村対策の推進 ＊道路、河川、生活環境等の整備推進 ＊地域商工業の振興対策等の推進 

＊雇用対策、の推進  ＊観光対策の推進   ＊町村消防の充実強化 

＊情報施策の推進  ＊エネルギー対策の推進   ＊過疎対策の推進 

他、10数件の要望があるが、村にあまり関係のない要望は省いた。 

以上慎重審議の上、H27年度予算編成及び施策に対する要望として国に上げる。 

この要望は全国町村から要望を集めたもの、930町村の総意だ。 

 

6月 19日(木) 

議会最終日 

総務民政、文教建設、両委員会審議した議案をすべて議了したのち、吉田副村長就任を議決。 

一般質問 

関口議員 

1. 国保料の引き下げを 

消費増税など負担が増える中、国保料の引き下げは切実な声だ。 

村は「医療費の増加、小規模自治体の不安定要素」を理由に引き下げをしない。 

基金残 1億 6600万円を維持し、1人当たりの残高は府下トップ。引き下げ条件は整っている。 

2. 子供子育て新システムは 

新制度への批判が相次ぐ中、来年度施行に向け各市町村で準備が進んでいる。 
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この制度で村の子育て環境を後退させてはならない。準備状況と方針を聞く。 

 

清井議員 

村の高齢化率は 26年 3月末で 37．88％になっている。高齢化に伴い、認知症や知的・精神障害が発症し十分な判断が出来なくなり、財産

管理、契約等をする場合、不利益をこうむることになる。これらの人たちを救済、支援するために「成年後見制度」がある。 

村の(高齢者保護福祉計画)ではこれを認識し、成年後見制度の利用支援が示されている。 

1. 村の具体的支援制度についてお聞きする 

2. これまで村が支援してのこの制度の利用実績を聞く 

3. 制度利用者の把握はどうしているか 

4. 制度の啓発、周知はどうしているか 

 

浅野議員 

1. 地域包括ケアシステムは 

内閣府の 25年度版「高齢社会白書」では、2012年の総人口に対し 75歳以上の割合は１１．９％、2025年では 18％と予想している。 

1人暮らし高齢者の人口に占める割合は 2025年、男性 14．6％、女性 18％と予想している。 

村は団塊の世代が 65歳以上となり、高齢化率が 40％台となっている。 

高齢化が進む一方、社会保障費の見直しや介護の担い手不足も予想され、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられる新し

いケアシステムの構築は、これからの深刻な超高齢社会への対応に欠かせない、喫緊の課題だ。 

国の２０１４年予算では、包括ケアシステムを後押しする予算がある。この予算を活用し、医療、介護、予防、生活支援を提供できる

地域に合ったシステムを作る必要がある。 

村に合った地域連帯、在宅医療提供、介護予防、包括ケアシステムの取り組み状況を聞く。 

2. 生活廃水処理計画は 

村は９０％が山林、農地で自然が豊か、金剛山をはじめ多くの来村者がある。生活様式の向上と生活環境の変化で、水路、河川の水質
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改善必要だ。 

自然保護の観点から、石川の源流である村の生活排水対策は重要で、「大阪府生活排水処理計画整備指針」が平成２４年３月に出され

ている。村の生活排水処理計画は、第４次総計、第４期実行計画(案)で示されているが、今後の具体的な下水道整備計画と個別合併浄

化槽設置計画について伺う。 

 

徳丸議員 

1. ２年前の村長選挙ビラでは、「元気な村つくりへ１直線」とのタイトルで「山中８策」を出している。 

３期目も２年が経過した、果たして元気な村になっただろうか。 

６月議会の冒頭で「村は沈滞しており、守りで充満している。」と挨拶し、しかも職員が退職したら起業を促すことまで述べ、まるで

他人事のようです。ここには村長自身どうするかという方針が見えません。 

「元気な村をつくる」と言うなら、その具体策を示すことが必要だ。 

2. 昨年１８号台風で多大な農地災害が発生した。１年近く経過したが、いまだ復旧されてない農地があり、このままでは災害が発生する

たびに耕作放棄地が増えることになる。早く条例などを作り、村独自の支援を求める。 

 

山形議員 

1. 休耕田を何とかする方策を 

村は休耕田、耕作放棄地が多い。休耕田になるのは、いろいろな理由がある。農家の高齢化、後継者不足で、ますます増える傾向だ。 

一帯の農地を取りまとめ法人化し、１つの農業集団として運用し機械化を進めれば、広い農地耕作も問題ない。いつか食糧難の時代に

なっても不思議でない。休耕田利用対策として次の３点を伺う。 

 農地の貸借制度について 

 集約農地を１括管理する団体、法人のモデル地区を作っては 

 新規就農者の確保は 

2. いきいきサロン山百合の耐震化を急げ 
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３月議会で「いきいきサロン山百合の今後の在り方」について聞いた。 

答弁は、平成１２年に改修工事をした。耐震調査、耐震工事の必要性は承知しているが、財政上の問題、他の公共施設、避難所 等、

耐震の出来ていないのが現状だ、全体のバランスの上検討する。 

再度伺うが、千早赤阪いきいきサロン設置条例には、高齢者等に対し親睦及びリクリエーションの場を提供し、心身の健康増進を図る

とともに、世代間交流や生きがい活動を通じ、地域社会が一体となって高齢者福祉の増進を図ることを目的としていきいきサロンを設

置する。となっている。 

年々利用者が増える中で安全性等を考えると、１日も早く、耐震調査から耐震工事を実施するよう求める。 

 

田中議員 

1. 千早小吹台小学校校舎、耐震工事を問う 

昭和５０年に建築された当小学校は４０年経過しており、東南海地震時に非常に危険と言われている。昨年は体育館の耐震工事が実施

され、引き続き本校舎の耐震化が決定され、６月５日より９月１９日までの工事が予定されている。 

村内学校には、村長はじめ教育長の御英断により、村内教育施設の耐震化はすべて完成し耐震化率は１００％となり、児童をはじめ地

域住民は非常災害時には応急避難場所としての役割を果たし喜んでいる。以下６点を問う、 

 耐震補強工事の主な内容を問う 

 建築物の耐震性能を示す指標、つまり IS地の目安について 

 関連工事の主な工事は 

 コミュニティホールについて伺う 

 コミュティホールと学童保育室の間にあるトイレ工事について伺う 

2. 東阪中津原線(南河内グリーンロード)から小吹台へのアクセス道の整備計画を 

小吹台から役場など公共施設へのアクセス道路は、小吹台から府道に出て甘南備を通る道と、小吹台の東側から小吹地区を抜けて府道

に出る道路があるが、カーブが多くあったり、狭小であったり、非常に危険である。 

村は過疎地域の指定を受け、現在過疎地域自立促進計画を策定中である。 
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そこで府道中津原寺本線までつながっている、東阪中津原線(南河内グリーン道路)から小吹台へのアクセス道路を新設し、地域自立促

進計画の事業とすべきと思うが、村長の考えを伺う。 

3. 村民のパスポート申請は 

村は大阪府よりパスポート業務の権限移譲を受け、その業務を富田林市へ委託する予定で進められている。今後、村民のパスポート申

請はどのようになるのか伺う。 

 阿倍野分室の廃止は決定しているが、府庁本館 と りんくうタウン分室について今後はどのようになるのか伺う。 

 富田林市で発給事務を行う事により、申請手続きに変更はあるのか。 

 ２町１村が富田林市に委託することによる富田林市の受け入れ態勢について伺う。 

 

以上が議会一般質問であるが、答弁は議会広報に掲載されています。 

議会提出の質問と少し違ったところがありますが、質問内容に変わりがありません。 

 

 

6月 20日(金) 

今日は松山副村長、村での最後の日。早朝からあいさつ回り。 

10：00 

国交省大和川事務所長 来庁 

国土交通省近畿地方建設局と千早赤阪村が災害時応援の申し合わせを取り交わすことにより、災害時国交省のプロによる、 

1. 情報の収集 

2. 近畿地方建設局の TEC FORCEの派遣を受け、自治体機能の支援 (経験の少ない村職員に、的確な指示で早期終結をはかる) 

3. 災害専門家を派遣 

4. 災害復旧用機材の貸付 

5. 通信機材の貸付と作業員の派遣 
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6. 交通規制措置 

近畿地方建設局のプロ集団により、村が大災害を受けたとき、受けつつあるときに支援を受ける。村にとって心強い限りだ。 

午後 

後期高齢者のグループが来庁 

新しい議員となった議会構成のレクを受けた。後期高齢者医療も発足以来問題はあったが、制度として定着してきた。これからますます増

加する高齢者の健康確保、特に健康年齢の延長に注力しよう。 

 

6月 21日(土) 

友達の長男夫婦と食事会 

先日結婚式に呼ばれ祝福したところだが、千早で観光業を継いだ 3代目。初代の社長は 7月に 100 歳を迎える。2代目は彼に事業を任せ

悠々自適、暇に任せ世界を漫遊中。3代目はのんびりが世間の相場だが、彼は千早赤阪村を少しでも良くする努力中。今のままでは村が無

くなる、人が出て行かないように仕事を作り、人を呼び込むことが大事と背中を押された。 

 

6月 22日(日) 

楠公史跡保存会総会 

来賓挨拶と指名され、私の思いを話した。 

村の再生はまず村の偉人、楠木正成さんしかいない。豊臣秀吉、織田信長、徳川家康のように天下取りはしていないが、楠木正成のファン

は多い。桜井の駅は親子別れの遺跡、湊川は戦死の地、四條畷神社は長男正行の戦死場所、千早城は正成遺跡としてただ 1つのポジティブ

な遺跡。15万以上の北条軍に囲まれて 1000人の手勢、100日間の籠城戦を戦い抜き、絶対に落ちなかった。その間に鎌倉幕府が瓦解し建

武の忠孝が完成した。年末近くなると、千早神社へ若い参拝者が増える。正成の千早神社にあやかってぜったいに落ちなかった千早城址に

ある千早神社にお参りして、受験の合格祈願。正成さんは良く効く。 

村は奉建塔の土地を買収することにした。本格的に正成観光を始める。例年、総会に来ると会員が減少している。村内だけでなく、正成フ

リークは日本中に沢山いる。ぜひ日本中から会員を募り、年々会員が増えるように努力してほしい。 
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6月 23日(月) 

本日より副村長として吉田氏就任。 

朝 

辞令を渡す。今年は過疎対策計画策定の年。府と共同歩調をとり、村と府の整合性の取れた計画を国に提出する必要がある。吉田副村長に

はぜひ良い計画を作るリーダーになってほしい。 

午後 

富田林土木事務所 小笠原所長以下 来庁 

富田林土木事務所と千早赤阪村との意見交換会。村の抱える道路事情を説明した。 

309号線 

奈良県側は既に水越峠まで完成しているが、大阪側は河南町、千早赤阪村の境までしか完成していない。川野辺までは 20年代に完成す

るらしい。後の完成は未定。村の発展には 309号線の早期完成が必要。川野辺までの完成後、すぐ水越峠まで、せめて 2車線でいいから

完成させてほしい。 

東阪三日市線 

東阪→佐備→小吹台間街路樹(くすのき)の伐採要望。平成１６年に森林組合で見積もりを取ったところ６００万円で OKだったが、２２

年では１０００万円になり、２５年では１３００万円になった。くすのきは完全に上に突き抜けたため、成長速度が早くなる。早く伐採

してほしい。まず木の所有者の確定。所有者の了解が取れたら木の幹に伐採予定のお知らせを貼り付け、通行車の反応を見て切るとよい。

補助金 他、国の支援が無いから、切る時は単費で切るより方法が無い。府の単費で出せる金額は少ししかない。可能な限り村の要望に

沿う努力をする。 

府道富田林五條線 

昭和４６年、黒田了一知事就任以来、富田林五條線の改良工事はやってもらってない。ぜひ改良、拡幅、直線化をやってほしい。とくに

東阪－千早間４キロは狭く、カーブが多い。せめて１か所は譲り合い区間を設けてもらえないか。遅い車の後に着くと大変だ。 

千早中学校の下区間は、狭く、バスは離合が出来ない。上の斜面は村有地なので、村有地を削って道路拡幅出来ないか。 

東阪から道路終点まで道路沿線の木が大きくなり、桜は枝を横に伸ばし、観光バスの屋根に当たる。 
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譲り合い区間と中学校下の拡幅は検討する。道路傍の木の成長は、地域の人達と相談しながら有効な方法を考えて行きたい。 

富田林土木事務所は千早赤阪村に対し、好意的に対応してもらった。 

 

６月２４日(火) 

長男出張に付、朝、豆腐を作る。 

５時過ぎ、まつまさの駐車場に来たとき、半袖シャツでは肌寒い。「村長ちょっと登山回数が少ないのとちゃうか、せめて週２～３回は上

らないと。今のシーズンは夜明けが早い、今登らんと回数は稼げない登れ登れ」とアドバイスを受けた。 

朝飯を食べて役所へ。今日のおかずは辛口の紅サケ「最高の辛塩塩じゃけ」と勧められて買った。子供の頃、千早では魚はすべて塩乾もの。

塩じゃけ、塩サバ、めざし、塩クジラ、海の魚はすべて塩辛いものと信じていた。塩じゃけはかなり焼いたのに、塩が結晶しない。昔流に

は中塩クラスだ。 

10：30 

ユアンの真銅さん 来庁 

昨年足を骨折して歩くのも大変だったが、今は完治しているらしく、すこぶる元気。木造建築についていろいろ教えてもらった。 

富田林駅まで送り、牛丼を食べて役所へ帰る。 

14：00 

富田林警察所管内防犯協議会総会 

地区の会長が変わった。協会の会長も変わった。人事異動の年か？ 

 

６月２５日(水) 

JA大阪南通常総代会 

資産総額 5,610億円 貯金総額 5,338億円 当期利益 11億円  共済保有高 8,073億円 

JAが合併して既に 16年、非常に大きな組織となり、河内の農業者の組合として立派なものになった。 

JA大阪南は、あすかてくるで、道の駅かなん、近くオープンする 河内長野道の駅、等、河内の農産物販売にも力を入れ、農業者の営農意
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欲を下支えしている。現在、国では農業協同組合(農協)の改革が検討され、農家のための組織、農家の収益増加に資する組織に変える案が

検討されている。いま日本の農業は高齢化、農産物の価格低迷、就農者の減少、村では単位耕地面積の狭小など各種の難問を抱え、農業の

将来像が見えない。ぜひ JAの力を借りて、河内の農業が再生できないものか。 

 

6月 26日木(木) 

大阪府財政課長 来庁 

千早赤阪村の財政状態は現在、小康状態である。これは河内長野と合併破綻の後、なりふり構わぬ行革の結果である。 

平成 16年以降、職員数は 126人→76人、3分の 1強減少したことが大きな原因である。 

昨年は振興補助金を少し多めにいただき、ありがたかった。今後もぜひ継続を。 

今、村にとって 1番の問題は、IT関係経費だ。大きな市と比較すると、住民 1人当たりの負担は非常に多い。住民 1万人以下用のサーバ

ーは無い。小さいサーバーでも 30 万人規模用だ。ソフトも小規模町村用は無い。しかも、村は IT 専門の要員を雇用するほどの余裕が無

い。府の町村でも、マイナンバー制のシステムでカスタマイズ費用が出ないので、強烈なクレームが出ている。ぜひ国で ITの標準サーバ

ーを作って、あとはアクセスするだけにしてほしい。現状では、私たちは IT業界の餌食となっているような気がする。 

次々に分権の名目で、地方に権限とともに事業が下りてくる。経費の分担は小さい自治体の財政を直撃する。 

後期高齢者医療保険を例にとると、経費負担の内、均等割り部分がある。これは 220万人の大阪市も、6000人の千早赤阪村も同一だ。 

大阪市 住民 1人当たり   1円 80銭 

千早赤阪村 住民 1人当たり 667円 

村はこれからも行革を継続しながら、自立できるよう努力する。ぜひ自立できるよう、協力をお願いする。 

財政課長には村を案内し、おかえり頂いた。 
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６月２７日(金) 

朝１０時３０分より葬儀があった。どうしても欠席できない会議があるので、出勤前顔を出して冥福を祈った。 

10：00 

行政経営戦略会議 

 住民提案型協働事業の提案事業説明 

今回は４つの事業が提案されている。 

1. 休耕田を利用した そばの花畑育成事業 

2. 府民及び児童のための自然エネルギー体験学習施設創設事業 

3. KAP(Kawanobe Agriculture Project)川野辺農業プロジェクト事業 

4. 千早地区手作り 技業展 事業 

以上４つが提案された。説明を受けたのち、次回の戦略会議で全員採点の上、決定することになった。 

 新観光振興ビジョン 

従来の観光ビジョン策定からほぼ２０年経過し、 

1. 業者高齢化による村内観光業の体力低下 

2. 新たな登山ブームの到来 

3. 上地区の自然資産と下地区の歴史資産の連携不足 

4. 従前観光ビジョン策定より２０年以上経過 

新しいビジョンの必要性 

(ア) 観光客の減少傾向が続いており観光資源の新しい展開が必要。 

(イ) 観光に携わる人が高齢化、施設の休廃業が起こっている。 

(ウ) 金剛山に多くの人が訪れているが、新規者(ニューカマー)が少ない。 

(エ) 奉建塔地域に賑わい交流ゾーン整備計画、及び金剛山周辺に観光交流ゾーン整備計画を位置づける。 
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6月 28日(土) 

大阪舞洲にある 100万本の百合園へ 

夕日に映える百合は良いと聞き、舞洲へ。棚田にユリは無理だが、今は花の時代、村に何か特徴的な花は無いか参考までに見学。この花園

は百合専門、5月 7日～7月 7日まで開演している。3か月にわたって百合が咲くのが不思議だった。 

現地でわかったのだが、百合には種類が沢山あり、品種により咲く時期が違う。6月 28 日はそろそろシーズンが終わり、早咲きの百合は

きっちり花を切り取ってあり、処分されていた。花が少ないエリアは早く咲く種類の花が多かった。花を切り取った後、茎が残っており、

ここは花が少ないと思うだけ。最盛期には花が咲き誇っていたのだ。 

すぐ閉園のはずだがまだまだ花が残っており、満開のところ、丁度開いた所、蕾の所、いろいろあり、終わりの感覚は無い。残っている茎

を見ると、最盛期はすごかっただろうと想像できる。花は赤、黄、紫、白、まだら、今でもすばらしい天然色の花壇、百合にこれだけの種

類があるのに驚いた。長く持って色のバリエーションが多く、手入れの楽な花はなんだろう。 

 

６月２９日(日) 

先週の日曜日は雨のため、二剛会によるダイヤモンドトレイルの草刈りは中止となり、今日行う事になった。 

例年のことだが、金剛山、水越峠、葛城山、岩橋山、二上山の草刈り。13人が 10台の草刈り機を持って出かけて行った。 

６月と９月に草刈りをする。したがって、ほぼ１年中短パンで縦走できる。本来はダイトレの全コースのメンテをしたいが、人手が足りな

いのと財政が持たないので、千早峠から二上山まで、どうにか頑張っているところだ。 

今日も午後６時過ぎ、全コース草刈り完了。全員無事帰ってきた。 

 

６月３０日(月) 

例年だと雨の降りつづく季節だが、今年は今のところから梅雨、梅雨のない北海道が長雨つづき、これも地球温暖化の影響か。自宅にある

横井戸の水が枯れて久しい(３週間ぐらいか)。 

今年のように入梅したのに水が出ないことは、私の記憶では初めてだ。庭に植えた朝顔も、なかなか大きくならない。去年の成長スピード

の半分ぐらいだ。それとともに、気温が低い。自宅で夜寝るときに、まだ冬からの羽根布団を着て丁度いい。農作物に影響がないといいの
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だが。 

最近の傾向として、梅雨の終わりに豪雨となる事が多い。熱帯のスコールのような雨がつづく。今年は豪雨にならずに梅雨が終わればいい。 
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７月１日(火) 

７月が始まる。例月通り７月当初、副村長以下、村の事業、スピードアップを確認した。 

今、大阪府と共同して進めている過疎地域自立促進計画の国への提出が１０月、１２月に議会で同意となっているので、村の事業は１２月

以降にずれ込む事になる。今は観光ビジョン、高齢化で問題になりつつある村内の交通対策、全々手を付けていない楠公さんの遺跡対策を

積極的に行う事になった。 

全国的に増えつつある歴女をぜひ村へ。山ガール、歴女、若い女性を呼び込むことで元気な村を作りたい。 

13：00 

千早赤阪村地域公共交通協議会 第１回 

３月議会成立の条例に基づき、今、村は金剛バスにより富田林発、千早、吉年、東阪、水分を終点としたバス路線、南海バスによる河内長

野発、小吹台、千早を終点としたバス路線がある。 

中津原、小吹、吉年、桐山、二河原辺の大部分はグリーンロードの開通で利便性は良くなったが、桐山、二河流辺は昔から公共交通の恩恵

を全然受けていない。老齢化が進む中、交通手段が無く困っている住民も多数存在する。 

過去に、村内を循環する”くすのき号”を運航してたが、利用者が極端に少なかったことで、費用対効果の面から廃止しています。 

委員の皆さんの知恵をいただき、村にベストマッチした公共交通のありかた作ってほしい。 

13：30 

社会を明るくする運動 

谷垣法務大臣からからのメッセージ伝達式。 

富田林地区保護司会、富田林地区更生保護女性会、関係機関・団体役員の皆さんに集まっていただいた。 

村では近年大きな犯罪や事件は無いが、隣町では強盗事件などが発生した。インターネット、スマートホン、携帯電話等による情報過多の

社会環境となってきた。府内では犯罪や非行は減少傾向にあるが、安全安心な状況ではない。ぜひ皆さんの協力により、社会を明るくして

ほしい。 
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７月２日(水) 

農業委員会 

木ノ本会長より村農業政策に対する建議を受けた 

1. 農業生産基盤整備 

農業の生産性向上、効率化追求のため、農地の大区画化などの面整備、農道、用水路、の整備を実行してほしい。 

高齢化とともに転職組二代目の就農が増加する。農道や農業用水路維持管理軽減に資する基盤整備を要望する。 

2. 耕作放棄地対策の強化 

耕作放棄地解消については、中核農家への集約、新規就農者への貸付、市民農園への貸し出しにより農地の有効利用を進めることが必

要。 

村では農地貸借の推進とともに、営農が環境保持力や防災に資することから、府や JAの協力を得て作物の栽培指導を行う必要がある。 

3. 農業経営者の育成 

農家や農業従事者が減少する中、意欲ある農業従事者が安定して農業経営が出来るよう、国や府の支援を活用しつつ、生産販売流通ま

で指導し、村独自の農業経営者育成を検討する事。 

特に新規就農者には安定経営が行えるよう、長期的な支援を府、JAの協力の元、営農指導を行う事。 

以上の建議をいただいた。 

 

７月３日(木) 

全国町村会 

今回の会合は平成２７年度の予算要望。４月から各都道府県で積み上げた要望を１つに集め、安倍政権への要望内容を確認する会議。 

全体像は６月１９日の町村会で確認した要望の最終取りまとめ。丁寧な説明の後決定した。 

決定の後、各省庁、政権政党への要望活動で今日は終わり。 
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７月４日(金) 

給食の将来を考える。 

給食センター開設以来２０年を過ぎ、施設はかなり傷んできた。建物はもちろん、調理機材も経年劣化が激しい。給食対象が少なくても時

間が経過すれば痛む。村の給食は如何にすればいいか考える時が来た。 

近燐市町との共同給食を考えたが、なかなかうまく行かない。全面業者委託はどうか、コストは? 管理、コントロールは出来るか? 安全は?

味は？ 悩ましい問題が多い。 

ただコストだけで判断していいのか、村の産品を使えるか、現在の雇用は？ 総合的に判断しよう。 

 

７月５日(土) 

12：00 

川湯温泉へ 

久しぶりの１６８号線、走る度に新しく道路が出来ているすばらしいコース。天辻峠までは同じ、猿谷ダムのダムサイト近くからトンネル

工事がほぼ終わっている。近い内に開通しそうだが、ダムの左岸をぶち抜いて下流に出、橋で川を渡って右岸に工事中の新設道路に接続す

るらしい。大阪では考えられない大工事。 

２年前、台風で流された水力発電所もリニューアル工事が始まりそうだ。十津川温泉を過ぎ、七色ダム下流ではトンネルと橋で本宮に出る

工事が進んでいる。今少しで開通するらしい。毎年１６８号線に投下される金額の３分の１でもあれば、３０９号線は水越峠まで整備でき

るのに、大阪は遅い。 

17：00 

川湯温泉着。今日はサンチャゴ・デ・コンポステーラの副市長が田辺市に来た。田辺市の熊野古道とサンチャゴ・デ・コンポステーラの巡

礼路の姉妹提携調印式が明日、本宮町である。今日はそのレセプションに招待された。本来は明日の調印式もと言われたのだが、明日は村

の安全大会があるのでレセプションだけ参加することにした。 

熊野古道は世界遺産認定１０周年。その記念事業に、同じく世界遺産に認定されているサンチャゴ・デ・コンポステーラの巡礼路と姉妹提

携をする。 
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私と同じテーブルに座ったサンチャゴ・デ・コンポステーラの副市長を見て驚いた。３８歳の女性、しかも非常に美人。６年前ピレネーの

アネト山ヘ登った時、スペインは美人が多いと思ったが、私の前に座った副市長はすこぶる美人。隣に座った和歌山県知事は英語、通訳な

しで話している。私ももっと英語を学んでおけばと思ったが、後の祭り。 

最近、熊野古道は欧米人、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカの皆さんがウォーキングに来ているそうで、田辺市の駅は外人の乗客が

増えたとは市長の弁。 

 

７月６日(日) 

千早赤阪村安全町つくり大会 

緞帳が上がると、ほぼ３００人定員の くすのきホール が一杯。 

１か月前に発生した河南町のコンビニ強盗はまだ未解決状態の中、富田林警察管内では街頭犯罪が増加傾向にあり、タイミングのいい企

画。昨年富田林で行われた。村は管内で２回目。 

 始めに、大阪芸術大学学生による振り込め詐欺被害防止の劇。中心の学生が映画監督志望と舞台演出志望とあって、面白く、しかもよ

くわかる、訴求力のある劇だった。 

 次は大府警の警察官による空き巣対策のコント。昨年も感心したのだが、まさに吉本より上。中年の婦警さん２人、警察の話は上から

目線の押しつけの話が多いと思っていたが、漫才師仕立てで面白い。千早のように田舎では外出時、家に鍵を掛けない事が多い。外出

時必ず鍵をかける事。カギは入り口だけではなく、裏口、玄関、ふろの窓など鍵をかける。近くの人がお互いに不審人物の監視をする

事。家の玄関は明るくすること。監視カメラは望ましいが、人を感じたら灯が付くライトをつけるとか、必ず入口は明るくしておくこ

と。５～６時間たっても覚えているのだから良いコントだった。 

 最後に府警音楽隊のバックで、千早龍成君の「春待つ雪国」 

音量抜群の府警音楽隊をバックに、非常に気持ち良く歌っていたのが印象的。カラオケとやっぱり違う。 

 最期に府警音楽隊の演奏。 

婦警さんのダンスがあり、いつも感心するのだが、メリハリのあるきびきびした空手を思い出すようなすばらしいダンス。いつも中学

校のブラスバンドを聞いているが、音量も格段に大きく、プロ集団の迫力に圧倒された。いつかまた近くへ来るときは聞きたい。 
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 千早赤阪村防犯町つくり条例。議員提案により平成２６年４月１日施行。 

基本理念 

 防犯町つくりは、村、村民、事業者がそれぞれの役割のもと互いに協働して行うものとする。 

 防犯町つくりは、自らの安全は自らが守り、地域の安全は地域が守る意識を持って、良好な地域社会を形成すること。 

 

７月７日(月) 

井関敬一郎さん１００歳のお祝いに中津原へ 

井関さんは大正３年７月５日生まれ。ちょうど１００歳と２日、長男井関君は山頭火で待っていてくれた。本人は現在病院で入院加療中に

付、長男の井関君にお祝いを渡す。私の記憶している敬一郎さんは、千早川マス釣り場を作り、千早一の観光スポットを作って千早に観光

ビジネスを定着させた人。その後、長男が事業を育て、現在３代目が経営にあたっている。村観光草分けの人物。中津原へ行くと彼が丹精

込めたシャクナゲが大きく育って、シーズンには数百本が彩豊かに咲き誇る。中津原のシャクナゲは種類が多く、まさに百花繚乱。シャク

ナゲの林はヒマラヤにもあるが、TVの映像では樹齢と太さでは勝てないが、花の数と色のバラエティではこちらが上。 

初代はシャクナゲ、２代目はアジサイを植えたらしい。これも花のバリエーションが多く、花も大きい。花畑つくりは井関家の伝統、３代

目はどんな花を作ってくれるのか？ 

午後 

経営戦略会議 

住民協働型補助事業の選考会。現在の形の補助事業は運営、要綱とも、今一度考え直す必要がありそう。新しい村造りにフィットする事業

展開を考えよう。 

後、過疎地域自立促進計画の各課から上がってきた計画の検討をして終わった。今日出来た計画を府に提出して、府と村の計画を整合させ

るややこしい手続が始まる。 
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７月８日(火) 

体協会長来庁 

今年も去年同様に、村民体育大会としてグランドゴルフ大会を行う。 

昨年とどこか変わったところがありますか、と聞いた所「予算もないし昨年の通り」。話を聞いたのち、私の考えを少し述べさせていただ

いた。 

イベント行うには、１回目は皆さん興味があるから必ず来てくれる人が多い。２回目、１回目がそこそこの出来だと、必ず来てくれる。 

３回目以降は、前回とどこか違ったところが無いと人出は徐々に少なくなる。たとえどこか少しずつでも、変えてやるのがコツ。参加者は

前回と少し違っていると、また次の回には参加しようという気になる。変化が無ければ徐々に参加者は減少し、やがて開催できなくなる。 

去年より今年、今年より来年、来年よりまた次、地人に期待を持たせるのがイベントのコツだ。 

行政では前例主義が行き渡っている。どんなことでも、まず前年の記録を見る(役所では必ず記録が残っている)。前年通り実行すれば安全

だし、知恵を出す必要が無い。予算も前年通りだとすんなり通る。毎年少しは変わるべきだと思うのは、私だけだろうか。 

 

７月１０日(木) 

７月も３分の１過ぎた。副村長も板についてきた。 

TVによると、沖縄は台風の豪雨でかなりの被害を受けたようだ。九州上陸後、四国、紀伊半島、夜半には村の近い所を通るらしい。 

朝一番で、夕方から夜半にかけての豪雨対策の職員配置を副村長に頼んだ。彼は府の危機管理室にいた、危機管理のプロ。こんな時には心

強い。 

14：00 

南河内環境教施設組合理事者会 

八月の環境施設組合議会提出案件の審議。 

人事案件、裁判和解の件他、すべて議了、ほとんど問題なく終わる。 

16：00頃 

風は吹かないし、雨も降らない、朝の予報はどうしたのか。台風は来ない方がいいのだが、”史上最大の台風”、70m以上の風、TVのニュ
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ースではすごかったが少し拍子抜け。 

富田林警察と富田林市、河南町、太子町、千早赤阪村との協議会 

今日のメインの話題は、河南町のコンビニ強盗で問題になった防犯カメラ設置。現在富田林警察管内ではかなり設置が進んでいるが、まだ

数が足りない。太子町は６７個設置、河南はかなり大量に設置するらしい。警察署長も可能な限り設置してほしいと要望された。村でも現

在数か所は設置してあるが、もっと増やす必要がありそうだ。 

防犯カメラについても危機管理専門の副村長に設置場所を考えてもらって、安全で安心な村を作ろう。 

役所に帰ってきたところ、台風は小さくなって大阪府の警報はすべて解除された。役所の外へ出るとすばらしくデカい、はっきり色目が解

る虹が出ていた。虹に送られて役所を後にした。今日もゆっくり寝られる。 

 

７月１２日(土) 

関西成蹊会(北野クラブ 神戸) 

何年かぶりで成蹊会へ出る。私の後輩、安倍晋三氏が総理になり、成蹊会も元気が出てきた。 

久しぶりに出席したが、皆さんかなり若い。私は昭和３８年卒業組だが、殆どの人は５０年前後の卒業生が多い。今現役だが、すぐ定年に

なる人が多い。私より年上の人は２人、約５０人出席だからトップ４％に入って居る。 

私の在学時代、女性は１学年に１０~２０人だったが、それから女性がかなり増えたと思われる。今日の会は１５％くらい女性だ。 

名刺交換すると、やはり私の同窓生と同じく三菱系の会社に勤務している人が多い。やはり岩崎一族、三菱の創業者が作った大学だからだ

ろう。皆さんお話を聞いているとドラッカーの話が多い。昭和５０年卒業世代はドラッカーの心酔者多い。 

丁度私が座った席の隣が私と同業者。京都市議会議員(民主党)。彼はまだ若いので末は代議士狙い。 

何年か先に、また成蹊出身の総理が出たらいい。 

民主党が政権を取る以前には若林氏が大臣だった。現在は安倍総理と、岐阜５区選出の古屋大臣が私の後輩で頑張っている。 

いろいろなニュースを仕入れて成蹊会を後にした。 
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７月１３日(日) 

朝から雨模様。やっと４～５日前から井戸の水が出てきたので、井戸に栓をして水がたまり始めた。今年は降雨が少なかったのがわかる。

十分な雨が降ってほしいが、最近はドカッと雨が降る。必要な雨量を確保して梅雨が終わってほしい。 

金剛山は雨が降ると人が来ない。登山が売りなので、雨で人が来ないのは当たり前。しかし、雨でも人出の多い観光地は沢山ある。雨でも

人を呼ぶことが出来るものは何だろうか。花、歴史、ストーリー、登山とのコラボで人を呼び込む事が出来る仕掛けは、国内の全市町村で

競争中。 

 

７月１４日(月) 

阪南大学 国際観光学部 和泉ゼミの生徒諸君による、千早赤阪村バスツアーのプレゼンテーション 

村は阪南大学に、金剛山だけではなく村全体を使った観光、交流人口増加策をお願いしている。 

一つ、特にお願いしたいのは、村の歴史上の人物、楠木正成の人物像。彼は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の様に天下取りに挑んだわけで

はない。千早城へ１００日間幕府軍を張り付けにしたおかげで、建武の忠孝が成功した。水戸光圀や佐久間象山が彼をたたえたように、現

在の時代にマッチしたキャッチフレーズが無い物かといつも思っている。和泉ゼミでぜひ作ってほしい。以上は私の長年の思い。 

今年は２つのツアーを企画し、南海国際旅行がバックアップしていただく。 

Aグループ 

「大阪唯一の村 千早赤阪での収穫体験ツアー ～自然のめぐみに感謝しよう～」 

千早赤阪村という自然豊かなステージに、みかん や いちご、棚田米で作られたプリンなどを食するが、ツアーの最後にこの地の水神様

「農業神」を祭る建水分神社に。今日の喜びを感謝するストーリーとなっている点を注目してほしい。 

ツアー参加者が自然や大地の恵みに感謝する“心”を、一番のお土産に持って帰っていただけたらと考えている。 

もちろん、リアルなお土産としてみかん、いちご、を予定している。また建水分神社では、普段入る事が出来ない本殿付近まで、特別入場

が出来る。 

費用 ４４１０円／人 
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Bグループ 

「千早金剛山秋めぐりリフレッシュツアー」 

リフレッシュポイントとして「すばらしい紅葉」「おいしい空気」だけでなく、お箸作り体験の際の桧が醸し出す「しぜんのかおり」から

もリフレッシュを考えている点は注目してほしい。 

現地調査の際に感じた「よい香りのする村」という印象も、参加者に伝えたい点の１つ。 

なおツアー内で手作りした「お箸」を使って昼食を食べる予定であるが、「お箸」の材料となる木材は千早赤阪産の桧。また、たくさん歩

いた後の足湯でゆっくり休んでもらい、今日の足の疲れは今日とってしまおうという工夫も盛り込んだ。 

「人生さまざまあるけれど、明日からまた頑張りましょ」って思うことが出来る村ってことを PR出来ればうれしい。 

費用 ４８４０円／人 

村に住んでいると当たり前のことが、若い諸君の感性で新しい形になる。是非参加者に楽しんでいただけたら、いい結果が出ると思ってい

る。 

 

７月１５日(火) 

７月もはや半月が過ぎた。過疎対策計画の作成中。時間が止まったみたいで気になる、早く動きがほしい。 

日経新聞「私の履歴書」で目についた記事があった。インド最大の企業グループ、タタグループの名誉会長ラタン・タタ氏。３４歳の時、

グループのシンクタンク機能を持つタタインダストリーの会長職を、７７歳の前会長から引き継いだ。４代目会長 J.R.D タタからの指名

で、将来ラタン・タタをグループの会長に抜擢する準備として話題を呼んだ人事だった。 

1983 年、長期ビジョンを盛り込んだ「タタ戦略プラン」を彼が作成し、役員会へ持ち込んだ。現状を分析し、将来の成長戦略、投資分野

を提言したところ、個々に話をすると「なるほど面白い」「確かに良い指摘だ」と長老たちは口々に評価したが、いざ役員会で評決となる

とあっさり否決された。彼は役員会の否決にもかかわらず、一つずつタタインダストリーで実行に向かったのが、今のタタグループ繁栄の

基礎となった。千早赤阪村でもこのような状況が各分野である。もっと前向きに動くべきだ。確かに現状維持は楽だし安定している。しか

し最近の行政を取り巻く状況、経済の動きは、悠長な動きを待ってくれない。我々を残して先へ進んで行くだけ。各種団体をリードしてい

ただいている皆さんは、恐れることなく新しい分野、事業に挑戦していただくようにお願いする。 
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７月１６日 

午後 

岩手県町村会の皆さん来村 

岩手県町村会の皆さんが、管外研修で千早赤阪村へお越しになった。被災地を除き、１５町村の一行、事務局ともで２０名。 

テーマは交流人口増加策。 

村は交流人口は多い。しかし、これは金剛山の頂上で行われている、登山回数カウントシステムのおかげのおかげ。１日１回記録してくれ

る。１番回数の多い人は 14,000回。41年間毎日登山をしている勘定になる。東京の高尾山の次に登山人口の多い山だが、毎日登山の人が

多く、年間 300回の人が 2000人いたら 600,000回。交流人口を多くしてもリピーターが多く、駐車料以外地元貢献は少ない。 

岩手県町村会メンバーの中には、小岩井牧場で有名な雫石町、本日不在だが世界遺産申請中の中尊寺がある平泉町など、交流人口増加策で

は教えてもらうところが多い。地元経済を潤すような交流人口増加策を考案・推進する必要がある。 

市町村共同事業 

村は大阪で 1番小さい自治体。協働事業の費用分担には必ず均等割り、人口割部分があり、村では均等割り負担が財政にきつい。 

後期高齢者医療の均等割り部分は 400万円、住民 1人当たり 670円。大阪市では、住民 1人当たり 1円 40銭。 

小さい自治体が不利益をこうむらないようにしてほしいと挨拶し、町村会へ。 

大阪府町村長会 

東日本大震災復興への職員派遣 

石巻市副市長、岩手県市町村課総務課長、福島県市町村課長、宮城県総務部次長 により、職員派遣の要請を受けた。 

いま、府下町村はどこも厳しい行革を行った結果、現役に余裕が無い。退職職員の派遣ではどうかの話あり、被災地側もぜひとの話であっ

た。 

村も有能な退職職員派遣を推進しよう。 

 大阪府への施策、予算要望 

行財政部会(部会長 岬町 田代町長) 環境厚生部会(部会長 河南町 武田町長)で取りまとめた要望を府に提出。 

 人権施策、予算要望 
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行財政部会で取りまとめた要望を府に提出。 

 平成 25年度大阪府町村長会一般会計報告 

全国町村職員生活協同組合、大阪府支部共済事業会計決算、全国町村保険事業事務費交付金決算を上程、可決。 

 土砂等による土地の埋め立てに関する要望では、武田厚生部会長が小川副知事に陳情済み。 

 マイナンバー制の要請 

田代町長がマイナンバー制にかかわらず、国の新事業に対する IT関係費用はすべて国が負担するよう府、国へ要請した。 

 880万人訓練 

中村危機管理官が 9月 5日 11時、府下全域に警報、3分後に津波警報が出る。 

 国家戦略特区 

大阪府下では私たち町村の意見が反映できる特区、とくに田舎を大切に。 

 民生、自児童委員に対し、暴力団に関係していない誓約書押印のお願い 

以上で町村会は終わり 

 

7月 17日(木) 

金剛山系対策協議会 

例年夏と冬に開会。夏は決算と活動報告、冬は金剛山冬山対策を協議する。会長、議長は村長が行う。 

例年のごとく、事務局説明の後、皆さんの質問もなく、事業報告、決算、事業計画、予算を承認いただき、30分で終了。 

次の会議からは総会、そうかいという会議ではなく、もっと皆さんに興味を持っていただく元気な会議にしたい。 

 

7月 18日(金) 

15時 30分 

前農林水産部長、現危機管理監 中村氏来庁 

6月から副村長に来ていただいた吉田君の直接の上司。 
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危機管理室のメンバーはもちろん、府民センターの危機管理方をはじめ、沢山でおいでいただいた。村の危機管理体制についていろいろお

願いをした。特に 2年前の紀伊半島豪雨の話から、千早地区は全域土砂災害危険区域、300mm超の豪雨の場合は逃げるところが無い。避

難所ももちろん土砂災害危険区域にある。緊急時には、まず自分の身を守っていただいた後、救助なり手当てを行う以外ない。 

また豪雨で地域が孤立する危険があり、ぜひ府にはヘリコプターで救助をお願いすることがあるかもしれないと話した。 

前職農林の立場から、棚田夢明かりの対応についてアドバイスをいただいた。せっかくお金をかけて村中総出で行うのだから、もっと収益

の出るように開催してはどうか。今年もぜひ見に来るから良い棚田夢明かりを！！。中村氏には、これからもいろいろご教授をいただきた

い。 

 

7月 19日(土) 

千早 技業展 

1～2週間前から NHKで宣伝していただいた技業(わざわざ)展、9回を数える。村内で色々なアート、工芸、食、各分野の人達が自慢のア

イテムを引提げて集まる。場所は多聞尚学館。 

村では珍しく、住民から盛り上がったイベント、既に 9年を数える。何もなかった千早で、地区会を巻き込み開催された。初めは現在の場

所で十分だったが、徐々に有名になるに従い出展者も増え、最近は手狭になってきた。 

松の木で作ったフクロウは、先生はもちろん、弟子さんが師匠に肩を並べつつある程腕を上げてきたのはもちろん、木製品はなかなか手頃

な値段で並んでいる。アパレル、布製品、陶芸品、レザーアート、既に 5年ほどになると思うがチェインソウアート、皆さんそれぞれの分

野で腕を振るっている。 

中々前向きの人が少ない村で、大きな起業は難しいとも思うが、わざわざ展を見る限り、緻密で繊細な商品を着実に作っている人が多い。

しかも製品はきらりと光るものがある。この人たちの力を 1つに集めることが出来たら、村おこしのパワーになる。 

 

7月 20日(日) 

技業展は今日で終わり。蕎麦の模擬店が出ており非常に評判が良く、1時間 30分待ち。行列の出来る店が千早に出現した。 

そして蕎麦打ち教室。そばの先生が数人で、ド素人の皆さんに蕎麦打ちを教えていた。皆さんも汗をかきながら熱心に学んでいた。 
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普段年寄りしかいない千早地区に、蕎麦の行列が出来る。各種の職人さんんが自慢の商品を携えて、一同に会するのはありがたいし、元気

の元だと思う。10年続けた皆さんの努力に敬意を払うとともに、新たな 10年はどうするかを考える時が来たと思う。地域の皆さんは歳を

確実に取る。出展者も同じ。世の中の嗜好も少しずつ変化する。次の 10年継続させ得る条件を整備する必要がある。例年通り施設を提供

していただいた大阪国学院、浪速中学高等学校に感謝する。 

 

7月 21日(月) 

海の日 振替休日。 

久しぶりに何もなく過ごすつもりだったが、金剛登山客が多い。例年は海へ出る人が多く、山は人が少ないはず。8月の下旬、クラゲのシ

ーズンが始まるころまで、金剛山は人が少なくなる。昼前まで長男が駐車場整理をしているので、豆腐の販売を手伝う。 

豆腐を売りながら考えた。物を作るのは比較的簡単だが、作ったものを完全に売りつくすのはかなり難しい。村造りも同じ、バブル期に全

国で沢山作られた市民会館などの施設、各種箱もので 100％利用されている施設はほとんど無い。各行政は維持と運営に全力を尽くしてい

る。住民地域に利用され、地域の発展に寄与する施設は？その運営方法は？作るのに要した経費を還元できるか、すべてをカバーできる方

法は？ 

 

7月 22日(火) 

朝 1番に、私のミスを皆さんに謝った。勘違い、思い込みがミスを招く。私の仕事では絶対にしてはいけないことだ。 

教育委員会から文化財のレクを受ける 

文化財は評価をきっちり定めたうえで、利活用はどうするのか、修復は、PRは、いくつかにハードルを丁寧にカバーしたうえ、府・国に

認定してもらうものだ。莫大な作業量及び経費が必要。村の生んだ偉人、楠木正成はやはり後世まで正確に伝える必要がある。時間がかな

り掛かる事は仕方がないが、人任せにはしないで、行政がリーダシップを取って正成のすべてを残そう。 

午後 

少し早めに退庁し、お世話になった人たちにあいさつ回り。40～50 年以来のお付き合いの人達が多い。例年のことだがかなり時間がかか

る。しかし、年に２回お邪魔することで旧交を温められることは、私の宝物と思っている。 
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７月２３日(水) 

２か月以上前から休みの予定を取っていたので、久しぶりに立里の荒神さんへ。 

出来るだけ車の通りが少ない道を選んで、千早→橋本→玉川峡→高野→立里、約５５キロ。この間ハンドルを何回まわすかわからないほど

カーブが多い、アップダウンも多い、しかもすべて山の中と言ってもいいほど。橋本市の一部を除いて山また山。途中ティータイムも含ん

で約２時間、立里の手前、野迫川村の入口で１台の車がパスさせてくれた。立里の登りで南海バスの後ろにつき上っていると、先ほどの車

が追い付いてきた。１０分ほどで立里についたら、先ほどの車の中から手を振ってくれている。村の住民、ほぼ同年齢の２組の夫婦。こん

な地の果てのようなところで会うとは！！ 

３０分ほどの山登りを終えて、お祈りを済ませ駐車場へ帰り着いた所、２組の夫婦の車は既にいなかった。地の果てから世界の果てにでも

行ってしまったようだ。 

帰りは野迫川村から大塔村へ、１６８号線で五條へ出た。いつも通い慣れた道、しかし水曜日なのを忘れていた。いつも立ち寄る食堂が休

み。私が行くお店は水曜定休が多い。五條で美味しい昼食を食べて帰ってきた。 

家に帰ると、春に植えたトマト、きゅうりが収穫期に入ってきた。赤く熟れたトマトが６個、胡瓜が４本、完熟の太い胡瓜が１本、少々太

くても取り立てはうまい。トマトは３個食べたが残りは娘にでも食べてもらおう。 

 

７月２４日(木) 

農業委員会総会 

７月６日、農業委員会選挙で新しい農業委員会委員が選出された。同時に村議会、大阪南農業協同組合、大阪南部農業共済組合から選出の

３名も決まった。 

７月 2日、前農業委員会より農業生産基盤の整備、耕作放棄地対策、農業経営者の育成についての建議を頂いた。将来の村の農業について

皆さんが真剣にお考えいただいていることを、強く感じた。 

今村は 4月に過疎地域の指定を受け、過疎地域自立促進計画を作る中、農業振興対策を明確に位置づける必要がある。皆さんの具体的な要

望、意見を頂き、将来の農業振興、発展に役立てていきます。 

初会合で農業委員会委員長 木ノ本 氏、副委員長 中野 氏に決まった。 
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14：00 

区長会 

暑い中、全員出席で始まった。 

 富田林土木事務所より防災の説明 

村は昔より、条件の良い所はすべて農地、条件の悪い所に家を建ててきた。結果、豪雨時に土砂災害は農地より宅地に起こりやすい。

人命優先で避難後復旧となる。 

 防災無線保守点検 

8月 25日の週で、村内全ての防災無線の保守点検を行う。 

 880万人訓練 

9月 5日、例年通り府下一斉の防災訓練 

 11時，スマホ、携帯、にメールが届く 

 11時 3分、津波警報が入る 

訓練で災害時の行動を考えておこう。 

 地域公共交通住民アンケート 

交通弱者をなくすよう住民ニーズを聞く。 

 千早赤村表彰へ、善行者の推薦 

 地区補助金見直し検討。 

区長さんの思いもあり、検討中。 

 過疎対策自立計画の住民説明会を 9月に行う 

夏の盆踊り日程 

8月２日 水分・水分神社、10日 森屋・赤阪小学校、13日 小吹・憩いの家、14日 千早・公民館、15日 下東阪・駐在所上。 
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７月２５日(金) 

近畿国道協議会 

近畿国道協議会には福井県が入っている。本来は北陸地方と思うが、近畿地方建設局のテリトリー。 

今、村には国道３０９号線が走っているが、未だに全面改良のめどが立っていない。府の財政悪化により、一時３０９号線は改良除外路線

となったが、３年前やっと数百m完成した。 

残り、水越峠までの改良工事はめどが立ってない。関連町村として、河南町とともに国道改良の運動を続ける。１日も早く完成することが

沿線の願いだ。 

水越トンネルを抜けると、奈良県側は完成して久しい。なぜ大阪側は遅いのだろう。特に村から岬町までの府県間道路は大阪側が悪い。 

関空、リニア大阪の将来に関わる交通施設(機関)に連結するアクセスは、早く完成してほしい。鉄道もない、高速道路もない交通不毛地帯、

河南町、千早赤阪村だが、国道３０９号線だけでも早く完全なものにしてほしい。 

 

7月 26日(土) 

12：00 

豊田佳郎 前村議会議員、瑞宝双光章受章記念式典(都ホテル) 

9期 36年にわたり村議会を務めた、豊田議員の授章記念式典は、富田林ロータリーのメンバー、富田林 JCの OB、富田林市長、松原市の

永田議員、村議会議長、副議長、清井議員、山形議員、後援会のメンバー、150人を超える人たちが集まって盛大に行われた。 

永年の議員活動に対する栄誉、これからも行政に対する支援を願う。 

 

7月 27日(日) 

千早地区内川掃除、墓地掃除 

地区全員参加の行事。地区内を流れる千早川、川岸の雑草を刈り取る。朝 7時より初めてほぼ 3時間、見違えるようにきれいになった。 

同時に共同墓地の草刈り清掃も行われ、ここには女性と隣組 2組が配置された。 

川掃除が終わると、千早地区はお盆を迎える準備が終わったことになる。 
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いつもは若い人の姿が見えない千早だが、当日は若い人たちが帰ってきて地区内の清掃を手伝ってくれる。この行事が終わるとお盆の帰

省、盆踊り、千早に子供の声と元気があふれる夏本番となる。 

 

7月 28日(月) 

朝 

金剛登山。6時 30分頂上到着、18℃。下界と違い涼しい。汗を一杯かいているので寒い。下山するに従い、徐々に暖かくなってくる。 

7時過ぎ、千早で 24℃、役所へ来ると 30℃超え、あと１～２か月は暑い。 

月例監査 

定刻通り始まり、上水道、一般会計、特別会計何事もなく終了。 

道の駅の話になり、道の駅運営補助金が出ているが順調にいっているのか？ オークワの影響はどうかの質問があった。 

詳しい所は報告が無いので分からないが、富田林の”やまもと”閉店の例もある、少しは影響があるだろう。 

物を(農産物)を作るのは比較的簡単だが、出来たものを収益が上がるように売り切るのが大変なことだ。せっかく道の駅で少しはお客さん

が付いたのだから、工夫して成績を上げてほしい。 

17：00 

退庁。８月２日より中学生と同道して、オーストラリアのホストファミリー、クイーンズランド州教育省へお礼と挨拶をすることになり、

１週間の必要な薬などを調達にホームドクターへ。 

「オーストラリアは時差もないし元気で行ってらっしゃい」と１セット薬品をくれた。 

今回、ブリスベンまでシンガポール経由で行く。コースをドクターに説明すると「同じ価格で 6時間ほど余計飛行機に乗れるし、機内食も

余計食べられる。チャンギ空港では往復 8時間もシンガポールに滞在できていいね。」 

関西空港からブリスベンへの直行便は 2007年３月まではあったのだが。大阪の地盤低下をくい止めよう。 
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7月 30日(水) 

平成 26年度 千早赤阪村 中学生海外派遣事業 壮行会 

村では初めての海外派遣事業。非常におとなしく従順な子どもたちだが、ガッツがある。陸上競技、ブラスバンド、各種部活でもよく解る。

ぜひ外国へ出して広い世界を経験させたら、元気で積極的な生徒が出来るだろうと考え、実現した。 

募集したところ 36人応募者があり、現地と交渉してもらったが、今年は 20名の受け入れが限度。全員行けなかったのが残念だ。 

全員の前で挨拶したのだが、まじめ、おとなしいが前面に出ている。参加を決意した生徒達、学校に子供を託してくれた保護者、皆さんの

ことを考えると、13日間の短い期間だが事故なく無事に帰ってくれることを祈りながら挨拶を終えた。 

この子たちと共に、8月 2日にオーストラリアへ出発。私はホストファミリー、クイーンズランド州政府教育省へ挨拶を終えたらすぐ帰る。

帰りは東京で所用があり、シンガポールから成田へ行く。1日だけブリスベン市内を見回る、ラグビー場が沢山ある、オーストラリアンフ

ットボールの中心都市らしい。スポーツによる町つくり、村も望むところだ。 

 

7月 31日(木) 

今日で 7月は終わり。今年は雨が少なく、川の水量が無い。こんなことは私の経験ではほとんどない。これから水不足にならなければいい

のだが。ここ 2～3日非常に暑い、太平洋高気圧の影響らしい。 

暑いのは夏植物にいい影響を与えるが、水が無いと植物は成長できなくなる。今年のスイカは安い、スイカ豊年だ。しかもスイカの糖度が

高く、うまい。気候により、いい商品が出来、気候が悪いといい野菜が出来なくなる。何があってもいい商品を作るのが生産者の責任だ。 

午後 

後期高齢者医療の大阪府臨時議会 

先日議員選挙があり、新議員を集めての初議会。議長、副議長ほか、新しい議会の人事を決めて閉会。今回は一般質問もなく早く終わった。 

帰る途中、オーストラリアの中学生ホストファミリーの皆さんへのささやかな土産を、近鉄デパートで買った。羊羹がいたる所で外人に評

判がいい。とらやのミニ羊羹を買った。日本の食料品は衛生的で安心、しかも綺麗なところで心を込めて作られている。安心して土産とし

てお渡しできる。 
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８月１日(金) 

朝 

月例の月間予定調整の日だが、明日中学生と一緒にブリスベンへ行くので１１日に延期。 

今日は PL花火の日、夕方から富田林近辺は通行止めが多くなり、通行が大変になる。早く帰らないと帰れなくなる。 

昼 

大阪府都市計画会議 

１１時、役所出発。意外と空いていたので羽曳野で昼飯。１２時４０分に羽曳野を出たが、高速がら空き、早く着きすぎた。２時まで時間

をつぶし、開会。 

大阪阪の都市計画では、目の覚めるような企画が無い。この状況で経過すると、東京・名古屋に比べて大阪の発展はますます遠くなる。都

構想も大事だろうが、人口密集地は適当に置いておいて、人口減少が進んでいる大阪-和歌山、大阪-奈良、大阪-兵庫のアクセスを良く出来

ないものだろうか。府県間のアクセスの悪さが関空の利用増を邪魔していると思うのは、私だけではない。 

明日、村の中学生とオーストラリアへ行く。シンガポール航空を利用し、まずシンガポールまで約７時間弱、５時間弱の乗継待ちを挟んで、

シンガポールから８時間弱、ブリスベンまで約２０時間かかる。なぜ関空からは直行便がないのか？ 大阪の地番沈下を止める、目の覚め

るような企画を。 

 

８月２日(土) 

出発 

4：30 

起床。パスポート、お金を用意し、嫁に送ってもらい くすのきホール ヘ。矢倉教育長の力強い激励スピーチの後、出発、関空へ。 

吉田副村長以下の見送りを受けて、１１時関空発。 

シンガポールへのフライトは台風の影響を受けると思ったが、時々揺れる程度で順調なフライト。７時間ほどでシンガポールチャンギ空港

へ到着。着陸前に空港の周囲を見て、この国は非常に元気があると思えた。大きなプロジェクトを行われているようだ。上空から見下ろし

て非常に大きなプロジェクトに見えるから、随分デカい物だろう。高層建築の上にプールを作る国だから、我々では想像できない。 
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飛行機に乗ったら１番気になるのが機内食。シンガポール航空は良い。温サラダ、牛肉の薄切り焼きがメインディシュ、茶そば、パン、チ

ーズ、スイーツ、チキンのサラダ、しかも味付けがいい。ただ、連日この料理を食べていたら太ることは確実。チャンギに着いたあたりか

ら子供たちはかなり元気が出てきた。しかし、トランジットの５時間弱はかなり長い。 

日本時間午後１０時１０分頃、飛行機はブリスベンに向かって飛び立った。離陸から１時間程ほどで関空－チャンギと同じ機内食が出てき

た。日本では夜中の１２時、食欲が無く、半分残して寝ようと思ったが、食器の片付けが中々来ない。１時前、斜めになって寝た。 

 

８月３日(日) 

7：00(オーストラリア時間) 

ブリスべン着 

シンガポールから約８時間のフライト、広い空港。日本の空港と違い、土地が広いせいかターミナルビルから見渡してもランウェイは遥か

彼方まで続いている。 

近畿日本ツーリスト現地駐在員の出迎えを受ける。細やかな気づかいで子供たちに接しているのが良くわかる。 

朝飯は機内で、コンチネンタルブレックファースト、量は十分すぎる。 

本日は、午後３時になったら、ホームステイファミリーに子供たちを預ける。 

午後３時までの間、少し市内見学とコアラとの対面。まずマウントクーサーへ上る。約４０分ほどの滞在、ブリスベン市内を１望出来る小

高い山、市内が良く見える。ダウンタウンが高層ビルでおおわれている。この一帯にクイーンズランド州の政府機関が集中している。 

中央政府は外交と防衛を受け持ち、後は州政府が全ての行政を担当する。日本とはかなり行政の組織が違う。 

山を下り、ローンパインコアラサンクチュアリ―へ。カラフルな鳥の数々、カモノハシ、タスマニアンデビル、日本では見ることのできな

い動物を沢山見たうえで昼食。バーベキュー、牛２００グラム、鳥２００グラム、野菜、フルーツ(メロン、西瓜)の大切り、旨かった。 

14:30 

コアラサンクチュアリを出発、センテナリー校へ。３時ジャストにセンテナリー校の車寄せに到着。 

ホストファミリー１０家族、センテナリー校の教頭先生、ホストファミリーの世話役の先生が待っていてくれた。さっそく各ファミリーへ

生徒２人ずつを引渡し、お土産の羊羹を配る。 
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ホストファミリーは皆陽気。これなら大丈夫と思いながら、車で各ファミリーが引き上げるのを見送った。 

子供の様子を伺うと、不安を隠して元気にふるまっているのが解る。１０日もすると元気になるだろう、うまく行くことを念じた。 

 

８月４日(月) 

入校式 

今日はセンテナリー校での入校式。オーストラリアのハイスクールは６年制。バディと称して、中学生に現地の生徒が２名ずつついてくれ

る。３人１組になって話が始まっていた。心強い。 

朝の１時間、バディの仲間とボールゲームをやっているのを見学していると、次から次へと学生が集まってくる、その数莫大。何人ぐらい

と聞くと、２００人×６年、１２００人。先生が１００人以上。大人数で千早赤阪中学生の入校式が始まった。 

まず教頭の挨拶、学生たちの拍手がデカい。次のMayor of CHIHAYA - AKASAKAとコールされ、壇上へ。生まれて初めての英語でのス

ピーチ、しかも相手は１３００人超、声を張り上げて 

Good morning, Students and Ladies and Gentlemen. I am very glad to meet you in Australia! 

約１０分、満場割れんばかりの拍手頂をいただいた。文章は矢倉教育長製、発音は私流、拍手を貰ったんだから通じていたんだろう。気持

ち良く仕事が終わったような気がした。 

万雷の拍手を貰うことが、気持ちの良いもんだと初めて分かった。 

14：00 

クイーンズランド州教育省表敬訪問 

女性職員ユミさんに出迎えていただき、通行証をいただき、教育省の中へ入る。セキュリティがきつい。ディレクター、サブディレクター

とユミさん、３人に面談。日本流では文科省中等教育部長。国の制度が違うが、ディレクターはクイーンズランド州の中等教育のトップら

しい。ユミさんは浜松市、ディレクターは奈良・大阪、サブディレクターは北海道で英語教育の経験を持つ。 

センテナリーは１９９９年開校、校長も新しいことに対し非常に積極的。中国、韓国との交流はあるが日本とは初めて。出来ればシスター

スクールでもとの話があり、この話には部活との調整が必要。今回の結果を踏まえて、次期その他を考えながら、出来れば長く続けたい。

よろしくとお願いした。 
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８月５日(火) 

ブリスベン滞在 

先生及び添乗員は朝早くからセンテナリー校へ。毎日子どもと付き合ってもらう。なかなか大変な仕事だが、ぜひ最後まで無事で、生徒を

村へ帰らせることが皆さんの役目。ご苦労さんとしか言いようがない。 

10：00 

近くの駅へ行き、ブリスベンセントラルへ電車で行く。駅で驚いたのは、切符売り場が無い、道からすぐにプラットホーム。切符を買いに

駅の中を捜し、チケット売り場へ。どの電車に乗ったらブリスベン中央へ行けるかわからない。近いはずなのに６００円、南海電車よりか

なり高い。駅の乗客に「ブリスベンセントラル行は？」と聞くと、非常になまりのきついオーストラリア英語で乗る列車を教えてくれた。 

列車に乗ること２０分、ブリスベンセントラル着。さすが元気のあるオーストラリア、この近くは高層ビルが立ち並ぶ。日本の耐震診断に

はパスしそうにないビルが多いが、ブリスベンには地震は無いのだ。 

昼時だったので、フードコートに入ってみた。驚いたことに、どこのフードコートでも寿司バーがある、すしが回っている。すしは健康食

品の代名詞らしい。すしのほとんどが巻きずし、細巻きと太巻きの中間程度の太さ。中身は、鳥から揚げ、エビフライ、とんかつ、アボガ

ドほか、日本にない寿司ばかり、握りはほとんど無い。長さは細巻きと同じだが、具が半分上に出ている。１本５００円程度、必ず行列が

出来ている。日本流でいえば、飯は多いし、具はカロリーが高い。健康食品には程遠く、ダイエットにならない。 

ブリスベンの商店街を歩いたが、物価は日本より２０～３０％高い。輸入品が多く、安い商品は必ずMade in China。オーストラリアメイ

ドの商品は少々加工度は劣るが、価格は日本並み。ユニオンが強く人件費が高い、高コスト体質、トヨタも撤退したくらいだ。天然資源が

豊富なので持っている状況。 

夕方 

私が明日帰るので、さよならパーティ。ブリスベン川河口のシーフードレストラン。港の近くで食べるシーフードは、フルーティなワイン

と合って最高だった。 

帰り道歩いていると、声を掛けてきてくれた外人が。昨日訪れた教育省のボス、ジャック・スタティス、来年もよろしくと握手をして別れ

た。 
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８月６日(水) 

今日でブリスベンとお別れ。先生の報告では「２０人の生徒が、かなりうまくいきだしたらしい。安心して帰国してください。」 

先生の話では、バディをつけてくれたのでありがたい。バディはセンテナリーの在学中、話し相手、友達、仲間として、ついてくれるらし

い。自分の授業があるときは授業を受けるが、ほかの時はきっちり付き合ってくれている。生徒たちも３日目となるとかなりフレンドリー

になり、会話も弾んでいるらしい。 

添乗員１人と先生２人、教育委員会１人の４人は始業３０分前に学校へ入るべく、８時にアパートメントを出発していった。この調子だと

きっとうまくいくだろう。いい結果を期待し、安心して帰る。 

フォレストロッジアパートメント は、ベッドルーム、キッチン、応接間、トイレ兼シャワールーム、３０平米ぐらいの部屋。今、現地は

真冬、夜は１４～１５℃、したがってベッドに入っても寒い。エアコンを２７℃まで上げて寝るが、部屋がデカいので暖まらない。シャワ

ーしかないので熱くしても体がすぐ冷える、やっぱり私は日本人だ。 

しかし、昼は２０℃～２５℃過ごしやすい。ユーカリの木に囲まれて、野生の七面鳥が駆け回る椰子の木陰はすこぶる快調。教頭先生に空

港まで送ってもらい、成田まで発券。約８時間でシンガポールへ着いた。歳のせいか、エコノミーの座席で８時間はかなりきつい。 

 

８月７日(木) 

約４時間、シンガポールでトランジットの後、現地時間２３時５５分(日本時間０時５５分)発、成田へ。 

帰りの飛行機はボーイング７７７の最新型、３人３人３人の３列シート。今迄の座席より前後の幅が５cmほど広い、エコノミーと言って

も楽な座席だ。 

AM6:00 飛行機は那覇の西方を飛んでいる。いつもは東側を飛ぶのに不思議だと思っていると、台風の影響。あまり機体は揺れない、高い

所を飛んでいるのか。 

昨夜２時頃、機内食のサービスがあった。屋久島の近くを飛んでいるとき、また朝飯のサービスが始まった。やはりディナーと朝飯のイン

ターバルは１０時間は必要だ。和食を頂いたが、やはり日本の和食とは違った。しかし日本茶は旨い。 

AM8:00 無事成田に着いた。 

関空も成田も、日本の空港はまず綺麗。確かにすこし狭いのは土地の無い悲しさだが、綺麗なので気持ちいい。 
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成田で日本に帰ってきた実感がしたが、成田～東京の成田エクスプレスが３５００円ほどの運賃。東京は高いと実感した。 

10：00 

全国町村会館へチェックイン 

部屋へ入って、まずバスタブに１杯湯を張って風呂に入った。５日ぶりの風呂、長旅の疲れが１発で飛んで行った気がした。 

17：00 

銀座(東武ホテルマリオット) 

元千葉市の助役、三菱商事の幹部他、成蹊大学の面々と会食。 

後輩が総理大臣で頑張っているので、ぜひ彼を応援しようと、美味い酒、旨い料理を囲み、気炎を上げた。 

 

８月８日(金) 

13:00 

新大阪着。２時過ぎ役所着。 

１週間役所を開けていたので、決裁書類がたくさん山積になっている。ほぼ２時間かけて決済終了。 

明日の土曜日は台風が来る。スピードは遅いが大型の台風。府の予報では、あす夕方の１６時ころから警報が出る、したがって警報が出た

ころから職員を集めて台風対策をやる必要がある。明日の夕方にはとりあえず副村長以下、防災関係者を集め、台風対策をすると決めて退

庁した。 

１週間ぶりの自宅。裏庭で作っているトマト、きゅうりが沢山出来ている。留守の間にスイカはまた１回り大きくなった。 

迎えに来てくれた嫁と、今夜は何を食べる? すき焼きが食べたい。真夏のすき焼きとなった。オークワが出来たので食材を調達、やはりお

れは肉が好きだ。 

たこ酢とすき焼きで帰国祝い。日本のビール、日本の酒、食材もメイドインジャパンだが、肉は赤身のオーストラリア産。赤身のオージー

ビーフでのすき焼き、美味かった。 
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８月９日(土) 

台風の警報は１６時頃と予定していたところ、朝７時頃に大阪府に警報が出た。 

消防千早分団長に千早を頼んで役所へ。昨日の予定では１６時頃から集まるつもりだったが、ほぼ幹部職員全員集合。朝から雨もかなり降

っている。全員集合して対策を相談、避難勧告を出すかどうかの問題を考えた。 

村は山が多い。現在は１００mm程度の積算雨量、時間降雨量は１０mm程度。ただ、予報ではかなりの降雨を予報している。 

村は２５０mmの降雨量を超えると、必ず大きな被害が出る。予報は大阪で４００～６００mm。すぐに避難勧告を出すことにした。 

１１時５０分 

千早赤阪村全域に避難勧告 

勧告に先だって避難所を開設する必要がある。千早小吹台小学校、B&G体育館、くすのきホール、各区長さんにお願いして憩いの家を解

放していただいた上、消防団の団長以下、皆さんに出動をお願いした。空前絶後の勧告。何もないことを願いながら、避難勧告を出した。 

議会の皆さんにも勧告を出したことをファックス。議長、副議長がすぐ駆けつけてくれた。職員にも通告したところ、ほぼ全員出勤しても

らった。 

富田林市も避難勧告。河南町、太子町、河内長野、河内の市町村は足並みをそろえて避難勧告。あいにくの話だが、避難勧告を出したとこ

ろで雨が小降りとなった。台風がゆっくり進むので、いつ村に影響が及ぶのか不明だ。日が変わるまでは雨も降らず風も吹かなかった。 

この台風はまだ足摺岬の南にある。早く行ってほしいのだが。 

 

８月１０日(日) 

午前３時 

NHKを見ると、まだ台風は四国の南。「今日の朝には上陸する見込み。」遅い。 

このスピードで台風にやられた高知県の皆さんは大変だと思う。村は今のところ無傷、TVの話では朝、四国上陸の報道。早く抜けてほし

い。 

午前５時 

仮眠から覚めたが、まだ台風は高知県の南、すぐ上陸らしい。 
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午前６時 

やっと高知県上陸、北北東に進んでいる。少しスピードがあがったらしい。近くに台風が来たはずだが、村は平常。 

１０時頃 

台風は瀬戸内海を渡り兵庫県へ。スピードは少し早くなって時速３５Km。１３時頃に日本海へ抜けるだろう。 

朝から NHKばかり見ていたら緊急通報。青森沖で地震、八戸は震度 5、地下 50Km付近でマグニチュウード６．５、津波の心配が無く何

より。 

１４時頃 

台風は日本海へ抜けた。村の天候は回復した。小吹で小さながけ崩れが２つ、大したことが無くて良かった。全員で協力してもらった消防

団には自宅待機にしてもらうとともに、B&G、千早小吹台小学校の体育館、くすのきホールの避難所を残してクローズしてもらった。あ

とは警報が解除されると同時に避難勧告解除で台風対策は終わる。 

１７時１５分 

土砂災害警報の数値が標準値になったので警報解除。 

後は大阪府の土砂災害警報が解除されると本部解散となる。「あとは大阪府の判断だけですから、お帰りください。」事務方の言葉に甘えて

帰宅する。 

昨夜はソファーで仮眠。ビールも飲まず健康的な生活だったが、ふろ上がりに冷えたビールは、うまいの一言に尽きる。 

 

８月１１日(月) 

土曜日の早朝から警報が出され、村は避難警報を土曜日の 10時に出した。警報解除は日曜日の 5時。長い時間の間、消防団、地区、自治

会の皆さんには御苦労をかけたが、少しがけ崩れらしいものはあったが何事も無くて良かった。 

朝 

月初検討会 

今月の最優先事項は、過疎地域自立促進計画の早期策定に尽きる。４月以来、過疎地域自立促進計画を府と調整しながら前進させてきた。

今月中に全員協議会で議会に説明し、来月には住民説明会を行う。府より総務省へ提出の後、１２月議会で成立の後、過疎地域指定となる。 
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早くやろう。 

14：00 

南河内環境施設組合議会定例会 

報告第１：３月の選挙で当選した河南町長が副管理者に就任。 

報告第２：組合議会議員の移動。 

富田林市 林光子議員、河内長野市 駄馬中大介議員 山口健一議員 三島克則議員 桂聖議員、大阪狭山市 山本尚生議員 

＊組合議会議長に河内長野市選出の駄馬中議員を選出。 

＊組合訴訟の和解。 

平成２１年４月入札談合事件で日立造船に勝訴、その弁護費用５２００万円を日立造船に請求。 

裁判所の和解勧告により４２００万円と決定、村の配当額１２０万円也。 

＊平成 25年度一般会計決算 

歳入、32億 6150万円 

歳出、3１億 2060万円 

差し引き 1億 4000万円の残 

 

8月 12日(火) 

今日の午後から過疎地域自立促進計画のヒアリング。予定では今日の午後と明後日１日で仕上げることになっている。ほとんど出来上がっ

ているので、あとは文言の調整程度と思っていたが、なかなか大変だ。 

医療費を高校卒業まで無料化するとか補助を積み上げて、はたして住民が増えるのか。 

福祉で住民の移住を誘導できるか、私は無理と思う。有効な方法を村政全般で自立促進できるように誘導しよう 

 

８月１３日(水) 

今日午前、中学校の生徒たちはブリスベンを離れる。夜、シンガポールのチャンギ空港でトランジット、日本時間明日の朝早く、シンガポ
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ールを出発して、１４日９時頃、関空へ到着する。 

心配していたが、全員無事元気で、昨日フェアウエルパーティが終わったとの連絡があった。昔と違いリアルタイムで映像、音声、写真が

送られてくる。パソコン、スマートフォンがあれば、いつでもブリスべンの情報が手に入れられる。留守家族は、ほぼリアルタイムで子供

の情報を手に入れられる。 

村で初めての海外ホームステイ研修が成功だったのかどうかは、明日、彼らが帰ってくればわかる。しかし、効果が出るかどうかは、あま

り早く結論を出してはダメだ。彼らの中で効果を早く出し始める子もいるだろうが、高校で、大学で、社会に出てから効果の出る子もいる

だろう。長い目で効果を考えながら、出来れば来年、再来年、中学校のある限り続けて行きたい。 

ただ、今回の海外研修ツアーで理解できたことは、大阪の地盤沈下だ。私はシンガポールから所用が在り、成田に飛んだのだが、成田便と

関西便では使っている飛行機のレベルが違う。ボーイングの最新鋭機７７７－３００、同じエコノミクラスだがシートも座席ピッチも広

い。この子供たちが大阪のレベルアップ、せめて日本の No.２都市に押し上げてくれることを願う。 

夜 

小吹の盆踊り 

集会所前の広場で例年通りに開催。いつものことだが、子供の集まりが多い。墓参りに来た人たちの子供だそうだが、村中で子供の声が聞

こえるような村を作りたい。 

 

８月１４日(木) 

過疎計画ヒアリング 

今日は朝イチから始まる。上下水道、里道、林道、村道、府道、国道、村の各施設、沢山ある、しかも致命的なことは有機的な関連が認め

られず分散している、中心の役所でさえ現在は４か所に分散している。これから１０年掛かるか、２０年掛かるかは解らないが、村が有機

的に動きやすいハードとシステムを組んで、過疎から脱出できる村造りを実行できる計画が出来ればいいと思う。 

インフラでは、 

・国道３０９号線の早期完全開通。これは河南町と村共通の課題、 

・府道富田林五條線の完全開通。昭和４６年以来千早で止まっているが、五條市までのトンネルが課題。 
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・村道。小吹台→小吹バス停の道路改修、各地域の村道拡幅改修 

・林道。大阪で最良の材を産出する村の山を大径木産地に改良するのに必要な林道、作業道の開削。 

・必要なときに必要なだけ安全な水を供給できる上水道。  

・大和川水系の水資源を守る下水道の整備と合併漕の各家庭への設置。 

・オープン２０年を超える くすのきホール の空調、施設外周の改善。  ・いきいきサロンの改修とカラオケルームの増設。 

・道の駅、農産物直売所の改装。あるいは１つにして６次産業化を図れるか。 ・庁舎の新設は。 

・村の農業を食える農業に帰る方法は      ・林業の将来は 

・楠公さんの史跡の保全と保守は      ・千早川水系、水越川水系の治水は、水を利用した発電は。 

・がけ崩れ対策は。        ・ヘリポートの整備は 

・金剛山開発は 

・都市計画法により市街化調整区域では土地価格は０、担保にならない。起業に対する資金調達法は。 

いろいろ課題は山積しているが、合理的に課題を整理し重要度を勘案し、徐々に解決し、良い村を作ろう。 

１１時過ぎ 

中学生が帰ってきた。 

さすがに若いことは良いことで、迎えのバスから降りるときの元気が違う。ほぼ２０時間近い旅でも疲れを見せないのは若さだ。 

今月の末には体験発表会がある。この経験を糧にして、いい学校生活を送ってほしい。 

 

８月 15日(金) 

朝から 

過疎地域自立促進計画のヒアリング 

最後に残っていた教育委員会。課題が多い、特に年々減り続ける出生数、村立学校群の耐震化、既に 2０年を過ぎた給食センター、千早小

学校の対策、答申で頂いた新設１校(小学校対策)、スクールバス。 

現在は村立幼稚園、赤阪小学校、千早小吹台小学校、村立中学校、すべて夏休みが終わるころ耐震補強は出来る。 
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ただ１小学校が生徒数１００人程度になったら、必ず次の検討が必要になる。 

可能ならば、１か所に幼稚園、小学校、中学校を集め、幼小中一貫教育が出来れば理想なのだが、用地費から考えると５０～６０億円必要

か。出来る事なら、今回の過疎地域自立促進計画で人口が増え、過疎よさらばとなればいいのだが。 

本来は今日、盆休みの人がいたのだが、はやく過疎計画を作り上げるように関係者に出勤してもらうことにした。 

１２時過ぎ 

やっと３日間にわたったヒアリングが終わった。 

後は来週の水曜日、議会全員協議会を経て、府計画との整合性を調整、パブリックコメント、住民説明会、総務省へ提出、１２月議会で可

決の後、過疎指定を受けることになる。 
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８月１６日(土) 

盆踊りはすべて終った、千早赤阪村に静かな夜が訪れる。 

盆踊りの夜は子供が多い、若い衆が多い。やはりこのような状態がいつも続けばいいのにと思うのは、私だけではない。 

お盆だけではなしに、年に何回かこのようなイベントが出来ればいいと思う。出来れば暑くない、過ごしやすい夜がいいと思う。となれば

秋か、春だ。もし夏にやるとすれば、金剛山頂。７月～８月、山頂ビアガーデン、PM５時発（梅田、難波、天王寺）、ロープウエイで山頂

に登り、ビール飲み放題 5000円。子供は夜空の観察、銀河はいずこ。8月 1日には、遥かかなたの PL花火を見ながらビアパーティもい

い。 

今日は朝から 3日前に採ったスイカの後始末をやる。スイカのツルは元気よく、のびのびと広い場所を占領している。根を切って草刈り

機で粉ごなに分解した。胡瓜も 1本が元気が無くなってきたので切った。トマトは遅れて植えた木が元気よく実をつけてきた。今年は意外

とどの作物も元気で育ってくれた。気候が良かったのだろう。ただ、トマトにしろ胡瓜にしろ、買った方が安く付いたかもしれない。 

しかし、夕食前にもぎ取り食べると、シャキシャキとした歯触りトマトの味がすばらしい。5本のトマトでは私の家で食べるには少し多い。

胡瓜に至っては 5本では多すぎる。こちらの食べるスピードよりも成長スピードが早い。少し見に行かないと、太くてすばらしくデカい胡

瓜が出来るのには参った。すこしだけの作物でも、手入れその他に意外と手間がかかる。農業で生活を行うのは大変だ。 

 

8月 17日(日) 

暑い日がつづく。 

5 月に植えた胡瓜は、そろそろ終わりに近くなってきた。あと数日は採れるだろうが、まもなく終わる。トマトはまだ 20～30個、毎日 2

～3個は採れそうだ。今年はスイカを 2本植えたが、２個のデカいスイカが出来た。切って食べたら甘い、うまいスイカだった。森屋の菊

井さんに「お盆に採りや」といわれた通り、14日に採ったのが良かったんだろう。 

珍しく土、日と休みが続いたので、朝から孫を相手にペンキ塗りを始めた。ゴムの手袋をはめて長そでのシャツを着こんで仕事をすると、

汗が噴き出す。2人で１杯汗をかいて、13時ころ終る。ペンキ塗りは涼しい季節にするもんだ。 

今年のお盆は 9日～10日の台風騒ぎから始まって 16～17日の雨模様で終わった。まとまった人出が無く、9～17日の 9連休の人もあっ

ただろうが、気候の変動とお盆本番の 13～14日が水、木だった関係もあるのか、金剛山に人が来なかった。 
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天候に左右されずに、人の流れが金剛山に向くような村造りが大事だ。 

 

8月 18日(月) 

昨日の日曜日午後、人の動きが少し多くなったらしく、今日は豆腐をたくさん作るので長男を手伝う。 

12：00 

役所を出発、交野市へ。 

途中、最近開店した天ぷら屋が気になっていたので入る。1000円前後の価格帯だが、カラッと揚がったてんぷらは野菜が大きいがうまい。 

交野市 

交野市長選挙は、31日告示、9月７日投票となっており、次の日曜日 24日が事務所開き。 

「祈る勝利」秘書君に渡した。 

公共工事の品質確保促進に関する法律改正の説明とヒアリング(近畿地方建設局) 

バブル当時は建設業界への発注量は多く、発注単価が高く、業者も利潤を十分得ることが出来た。 

現在のように発注量が極端に少なくなり、発注単価が低下した状況では、地域インフラの維持・災害対応を担う業者が、担い手の育成・確

保に必要な適正利潤を提供するのが発注者の役割。地域の守り役、町医者である建設業界が、適正利潤を確保できるように発注する必要が

ある。 

村の状況を聞かれた。長年にわたる行革により、建設業者は従来 20数社あったが、現在は 12～13社。役所の発注量が少ないので、指名

登録なしの業者を含む。一般競争入札を行うと、村内の業者に落ちる確率が少なくなる。村のように１億円を超す事業が１～２年に１回程

度あるかないかの状態では、すべて村内業者に落札出来ても業者育成はおぼつかない。可能ならば、村内業者にコンソーシアムを組んでも

らい、適正な方法で随意契約が出来たらいいと思う。村内業者が育成出来たらまた一般競争入札に戻ればいい。 

 

8月１９日(火) 

5：00 

朝５時出発で金剛山へ上る。久しぶりの金剛山、しんどい。スピードを落としてゆっくり、できるだけ止まらないように登る。連日登山の

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

皆さんが速いスピードで追い越してゆく。途中、のろし台で水を飲み、すぐ出発。8合目あたりで捺印を済ませた皆さんが下ってくる。途

中で追い越した皆さんも下ってくる。一緒に帰りたいが、そのまま 1時間 20分、息も絶え絶えに捺印所到着。 

山頂の温度計は 19℃。風が気持ち良かったが、5～6 分すると寒くなり、下る。下るに従い体温も上がるが、周囲の温度も上がってくる。

自宅で 24℃。朝飯を食べて役所へ着くと 30℃、暑すぎる。 

9：30 

戦略会議 

過疎地域自立促進計画の審議。 

皆さん非常に慎重というか、石橋をたたいて渡らないような感じ。もっとアグレッシブに、せめて上を向いて歩いてほしい。 

職員の皆さんが住みたくなる村造りが自立促進計画の目標だ。職員の皆さんが住みたくなる村を作れなければ、人口増は望めない。 

13：00 

ダイトレ実行委員会の説明に農と緑の皆さんが来庁 

25日、葛城山頂で約 1時間の現地調査と 1時間の審議、後、懇親会となる。金剛山を挟んで奈良県、和歌山県、大阪府の各市町村が一同

に会するのは珍しいことだ。成功裏に、末永く続けたい。 

14：00 

309号線期成会 

309 号線が現在の所まで完成されて、オークワが完成し、千早赤阪村大森地区に DIY ショップが進出する話が具体化している。やはり道

が付くとその地域は元気が出る。2期工事区間の川野辺まで、あと 3年以内にできる。1日も早い完成をお願いする。 

河南町の区長会、村の区長会ともに御苦労だが、水越トンネルまで完成の間、積極的な運動をお願いしたい。 

 

８月２０日(水) 

朝 

子供子育て支援関連３法のレクを受ける 

子供・子育て支援法 / 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律 / 子ども・子育て
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支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律 の３法。 

以前は幼稚園(文部科学省)、保育園(厚生労働省)の２本立てだったが、今は両方の長所を結びつけたこども園が出来るなど、より手厚い子

育てを行う時代となり、法改正となった。将来子育ては１本化されると思うが、現在は、 

＊内閣府子供子育て支援制度準備室。     ＊文部科学省初等中等教育局幼児教育課。 

＊厚生労働省、雇用均等・児童家庭局総務課少子対策企画課・保育課 

が作った法律、子育ての大切がテーマだ。 

農業について考える 

世界で１番バナナの輸出が多い国は南米のエクアドル。そのエクアドルでバナナ農業に大革命を起こした日本人、東京ディズニ－ランド７

個分の大農園オーナー田辺さんの話。 

彼が言うには、「バナナは農産物ではなく工業製品」。農薬や化学肥料ををふんだんに使えば短期で成長し、大企業が買っていく。だれが作

っても同じなら農業の付加価値は先細り。 

彼は茎や葉を発酵させて肥料を作り、ミミズを育て土を豊かにする。コストは倍近くかかるが、旨いバナナが出来る。一緒にやろうと地元

農家を誘ったが、手間のかかる農法には誰もついてこなかった。 

そのバナナが日本で１本 100～200 円で飛ぶように売れている。たかがバナナされどバナナ、丁寧に育てれば味香りとも格段によくなり、

高い方がよく売れる人気商品となる。田辺農園の成功はバナナ輸出に頼るエクアドル経済に波紋を投げかけた。 

冬季限定、千葉県東庄町の超大型イチゴもその 1つ。 

千早赤阪村の農業にも、消費者にインパクトを与える農業は出来ないものか。 

 

８月２１日(木) 

10：00 

くすのきホール出発。今日の見学先は、まずは愛荘町の道の駅。愛荘マーガレットステイション。大きな駐車場があり、地元産品の販売所

があり、食事の出来る場所が付随している。ところが、この道の駅は駐車場が何ヶ所かあり、まず農産物の販売所があり、別棟で土産品の
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販売所、木製品、陶器、ガラス製品、男女のウェアーを販売している。本格的なレストラン、ファストフード販売所がある。1回りするに

はサッと廻っても３0～40分は掛かる。やはり道の駅はこのくらいでなければだめだ。 

地元特産品の売り場には鮒ずしがあった。これを食えるように何年か前に試したことがあるが、臭いになれず、食べることが出来なかった。

好きな人に聞くと美味いらしい。俺は食通になれない。 

次は長浜の黒塀横町。 

長浜は戦国時代交通の要衝にあり、NHKのドラマに出てくることが多い。今年の黒田官兵でも、舞台の 1つになっている。日本中街の中

の商店街はシャッター通りとなっている中、長浜だけはきっちり商店街が残っている珍しい街だ。北陸道のインターを降りても大型ショッ

ピングセンターの広告が無い。インターから町の中心までコンビニが無い。多分街の政策だ。昨年は盆梅展を見に行った。2～3 年前には

上東阪、フクロウ作家名倉さんの店を見に行った。年中何か町中でイベントを打っている、商店街活性化の見本みたいな街だ。暑い中、沢

山の人が街の中を歩いている。各店のエクステリア、インテリアも趣向を凝らしているし、店員さんも気合が入っている。街、商店街、住

民が一緒になって町おこしをやっているのが解る。 

琵琶湖の北東にあり、港とデカいホテルが何個かある。ホテルとホテルの間にあるヨットハーバーには、1千万円～数千万円級のヨットが

沢山ある。多分名古屋経済圏入っているからだろう。千早赤阪は大阪経済圏なのだが。 

 

8月 22日(金) 

池田町へ 

10：00 

福井県池田町着。池田町は福井市の南、永平寺のある越前大野市の西にある。町は足羽川が日本海に流れる一方を除いて、すべて山に囲ま

れた盆地が中心の町。村の約５倍の面積に 3000人が住んでいる。町長は杉本氏、全国町村会経済農業部会部会長。農政に強いすばらしい

町長だ。 

街のガイドマップを見ると、食事、食べるお土産、お土産、木工、イベント、スタンプラリーポイントなどの分類はあるが、29か所のショ

ップがあり、いかに町民皆さんが元気に動いているかが解る。観光ガイドを見ると、海は無いが水が綺麗な川を使った釣り、ラフティング、

水遊び、農業を中心としたアクティビティの数々、山を中心の遊びキャンピング、バーベキュー、本格的な登山、山川の産品を使ったグル
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メの数々、福井市にある町営のショッピングスポット(町営では売上日本一)。町長以下 60人の職員、住民が一丸となって取り組んでいる。 

村の議員と約 2 時間、町長の話を聞いた。小さい街でもやる気があれば何でもできる、見本のような街だ。私たちの村は過疎の指定を受

け、これから村再生を進める。過疎のチャンピオンのような街から力をいただいて、「大阪に千早赤阪あり！」になろう。 

 

８月２４日(日) 

12：00 

事務所開き 

役所出発、交野市へ。８月３１日に始まる、交野市長選挙の事務所開き。 

中田仁公候補は４期目の選挙、３年前に倉田薫知事候補を応援した中心人物。今、大阪府市長会で２番目の古株。市長選挙告示を１週間後

に控えて、１４時事務所開き開催。大きなビルを１棟使った事務所。周囲に駐車場があり、事務所としては最適。 

自民党、公明党、民主党、共同推薦。共産党は候補者を出さず、万全の選挙。府下多数の市長の皆さん以下、多くの皆さんの参列の元、事

務所開きは無事終った。 

帰ろうと思ったところ、突然の降雨、車まで行く間にびしょ濡れになった。時間３０mm～４０mmの降雨か。八尾を過ぎたあたりから晴

天、最近の空模様は予想が付かない。夜の TVによると、池田市で時間降雨１００mm近い降雨があったらしい。広島の例があるが、千早

赤阪では降ってほしくない。特に全域土砂災害危険区域の千早地区では、どこへ逃げたらいいのか。豪雨が降らないことを祈る。 

 

8月 25日(月) 

気が付くと、既に 8月も終わりに近づいてきた。今年の 8月は天候不順、とくに土日の天候が悪く、ロープウエイの売り上げが悪い。村は

幸いなことに豪雨災害は無かったが、広島の災害、福知山、利尻島、至る所で災害が起こっている。村でも避難指示警報を出したが、約 30

時間で解除することが出来た。 

10：00 

区長会 

9日～10日の避難指示、村としては初めてのことなので、各地区からいろいろな話があった。食事はどうする、飲料水は、毛布は、職員の
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配置は、村の避難所は、どれもこれも初めてのことで職員も慣れてなく、今迄訓練をしていなかった。池田市でも１００mmの雨が降った

こともあり、いつ村へ豪雨が降るかもわからない。きっちりしたマニュアルを作って、粛々と避難をこなせるようにする必要がある。 

区長の皆さんからの提案を参考に、被害の無い安全な村造りに励む。 

14：00 

ダイヤモンドトレイル活性化委員会(葛城山頂) 

葛城山ロープウエイで葛城山頂へ。大阪側は和泉市から太子町まで、奈良県側は香芝町から五條市まで、和歌山県は橋本市までの首長１０

人が揃った。大阪府の小川副知事、奈良県、和歌山県も参加頂き、久しぶりに全員そろって気温 20℃の葛城山頂で開会。 

ダイヤモンドトレイルを中心として、山だけではなく麓へ、平野部へも広げてゆくこととなった。ダイヤモンドトレイルのように人口密集

地に挟まれた山地は、全国的にも珍しい。縦横の連携を密にして、近畿の皆さんの健康の中心として、体力増強の中心、関西の山好きの人

達の中心として、ダイヤモンドトレイルを発展させたい。 

 

８月２６日(火) 

お盆休み。忙しかった８月、やっとお盆休みをいただいた。 

朝１０時、家を出て孫のお墓参り。孫は京都に眠る。多分空を飛んでいるのだろうが、線香と蝋燭をお供えして京都の町へと思ったが、暑

い。比叡山は涼しいだろうと思って登る。京都の東山から上る道へ入ると、木が大きくなりすぎているのだろう、川添いにあるビル、家は

すべての壁にカビが出ている。今年は雨が多く湿度が高かったのだと思う。雨が少なかったらもっとドライだったのに、木が大きくなって

いなかったら少しは乾燥していただろうと思いながら東山を上った。頂上へ出て琵琶湖が見えるようになると、周囲が乾いてきた。比叡山

は高野と比べてかなり低いし、高野のように伽藍が１か所に集まっていない。また山が高野に比べて緩やかなので比較的明るく感じるし、

女性的な山に感じる。昔、信長によって焼打ちに会い全滅した話があるが、明るい感じの山だ。山は琵琶湖側に降りてゆくと明るくなって

くる。湖西道路を走って山科から京都に入って、東急ホテルに宿をとった。 

夜の食事は京都五条にある蕎麦屋さんへ。蕎麦関連の料理を取り、美味い酒をいただいた。 

ホテルヘ８時に帰って横になったのは覚えているが、気が付いたのは２５時。トイレに行ってまた寝た。 
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８月２７日(水) 

全員協議会 

メインは千早赤阪村過疎地域自立促進計画素案の説明。 

過疎になったからと言って、村は何でも出来るものではない。ただ、少し国から村の財政に手助けをしてもらうだけだ。 

今年 4月から、過疎地域のある田辺市などの話を聞きながら、全庁挙げて過疎地域自立促進計画を作ってきた。 

財政的には職員の削減効果で、どうにか例年黒字を確保できるところまで来た。 

村再生にとって必要なところは 

 資産の劣化 

上水道施設、下水道施設、コストのかかる施設だが、安定経営が必要。 

村道、府道、国道、村道の拡幅延長を含むメンテナンス。府道については常に要望している周辺の樹木除去と拡幅、カーブの直線化、富田

林五條線の完成、国道 309号線水越峠までの完成。 

今年ですべて耐震化が終了した学校群、リニューアルが済んだ B&Gプール、アリーナを除き、庁舎、くすのきホール、給食センター全て

億単位の資金が必要。 

新たに、村発展に必要な施設は、村の農産物、林産物、特産物を販売、育成する施設、観光客を集客する施設など、新たな投資が必要。 

観光立村を推進するには、楠公さんを中心に、法権塔、上赤坂城址、下赤坂城址、猫路城址、坊領城址、千早城址を整備し各城址を連携し、

1000 人の兵で 15万の幕府軍を 100日間翻弄し、絶対に落ちなかった史実を発信することで、村全体をパワースポットとして来村客を誘

致する。 

中々すべてを計画に収めることが出来ないが、9 月に住民説明会を行い、新しい村造りに入る。少しずつ、今日より明日、今年より来年、

村が良くなったと実感できる村造りを進めたい。 

 

8月 28日(木) 

朝 

月例監査 
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村の会計も、やっときっちりした監事の指摘になれて、ほとんど問題が無くなってきた。監事がきっちりしているので、村の運営が安心し

て行える。一段落した後、監事の家の周辺で取れたアライグマの話になり、今年は子供が 3匹、成獣が 3匹取れた。まだ罠のエサが取られ

る所を見ると何匹かいるらしい。かなりの数のアライグマが村に生息している、駆除を重点目標にするべきだ。今夏は毎日ほどアライグマ

を持ってきていただいた。 

今年の夏シーズン 7月、ロープウエイの売り上げダウン。今年は 7月の初めから土曜、日曜に限り雨が降る日が多く、登山客が少なくなっ

た。金剛山はやはり、晴れた日の山、雨が降ると人が来ない。ロープウエイも同じ運命だ。雨が降ってもロープウエイだけは人が乗る山に

するには。 

ロープウエイ山頂駅近くに、雨でも集客できる施設を造ればいい。カジノが来ればいい。クアラルンプール近くにはゲンティンハイランド 

(標高 1,700m)にカジノが集まっている。わざわざ人の多い大阪市内にカジノを作らなくても、過疎対策に金剛山頂カジノは、村発展の起

爆剤となる。汗をかいてくるお客さんはもちろん大切だが、ハイヒールでも、夏はグルメとビールで乾杯、冬は雪見酒と白い世界を、東南

アジアからのインバウンドも考えられる。 

14：00 

国民保護会議 

自衛隊、警察、危機管理監。安全、ライフライン、行政、安全な生活関係分野の皆さんが並んでいる。 

私達も尖閣、竹島、北朝鮮の核実験などのニュースが多くなるとともに、昭和 10年前後のルーズベルト大統領と同じような言動をする外

国元首も現れてきた。歴史は繰り返すと言うが、2度と第二次大戦のような歴史は繰り返してほしくない。 

 

８月２９日(金) 

午後 

村立中学校、オーストラリア派遣報告会 

オーストラリア派遣の中学生体験報告会。1人は体調不良で欠席したが、19人がそれぞれの経験を報告してくれた。 

我が国とオーストラリアの違いを体験した報告は、かなり興味深いものだ。 

日本は 100円均一、オーストラリアは 400円均一。  学校の掃除は、掃除人の仕事を奪うからしてはダメ。 
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紫外線は日本の 5倍、土地の広さを感じた。   食べ物が豊富。家にプールがあり、オーストラリアサイズで深い。 

食べ物の違い。m&m’sは種類が多い、TimTamは味覚が違う。 水や電気は大切に使う。部屋は暗い。 

英語に敬語が無いのでフレンドリー。    ジェスチャーの違い。手を横に振るとくさい、手招きはあっちへ行け。 

新聞配達はその辺においてある。折り込み広告が無い、ページ数は多い。 

スーパーのカートが大きい。カードの使用が普通、暗証番号が必要。 

ベルはジリジリ、80分授業。自然が多く、動物を大切にする。 学校がデカい。ごみが多い。バディーが親切、日本の商品が多い。 

肉は牛、ヒツジ、カンガルー。量が多いマクド、サブウエイ。 食事の場所は適当。パーティ好き。 

スマホ、日本の漫画が多い。店に商品があふれている。  木の種類が多い。1 回の買い物の量が多い。野生のペリカンが多い。 

歴史的な街並み、学校が多い。人のつながりは縦では無く横。 食器洗いですすぎが無い。 

人気職業は消防士。先生は日本より多い。 

みんなの話の最後に、コミュニケションをもっとできたら。ヒアリングが出来たら。もっと仲間に入りたかった。などの話があったが、確

実にみんなが成長していた。 

皆さんがあと少しコミュニケションをスムースに行ったら、ヒアリングが出来たら、オーストラリアの人達と同じようにオープンな気持ち

になれたら。彼、彼女たちが新しい経験を積んだことで英語をより学びたい、いつかはまた外国へ行きたいと思うだけでも効果があったと

思う。ぜひ、来年も続けたい。 

16：00 

竹本先生主催で農業講習会(富田林すばるホール) 

秘書君よりぜひ出席をとの要請があり、予定を変更して出席することにしたが、午後、先生の御母堂が 104 歳で逝去された知らせが入っ

た。お通夜はどうしても参列出来なかったので、嫁と長男が参列した。 
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８月３０日(土) 

前豊能町長池田氏の瑞宝双光章受章記念パーティ(伏尾温泉 不死王閣) 

9:00 

千早出発。１時間半は掛かるだろうと予定していたが、土曜日で高速が空いていて、１時間ちょっとで着。あまり早すぎるので喫茶店でお

茶を飲み、時間調整の後不死王閣へ。懐かしい顔が次から次へ現れる。前豊能町長池田さん、相変わらず口が悪い。叙勲で少しは紳士にな

ったと思ったが変わりない。前能勢町長の中さん、語り口も全く同じで元気。前池田市長の倉田薫さん、紳士で話が上手い、来年に意欲を

燃やしているようだ。北川イッセイ参議院議員、原田衆議院議員、顔なじみの皆さんが集まって池田前町長受賞を祝う。池田さんのお付き

合いの広さがわかる。 

 

8月 31日 

9：00 

交野市長選挙出陣式 

中田仁公市長４期目の選挙。交野駅前ロータリーで出陣式。市長会会長他、沢山の市長、町長、政党代表が参列し、開会。数日前までは選

挙が無いはずだったのだが、民主党の市議が立候補した。応援演説に立った民主党の平野前代議士が、対立候補を民主党から除籍したと話

していた。現場の話では共産党も立候補を取りやめ、中田候補の応援に回るらしく、無風選挙との話。候補者は元気に自転車で出発してい

った。 

 

14時小吹台、19時中津原 

公共交通のワークショップ 

近畿大学ゼミの皆さんの協力により開会。挨拶に出席した両会場とも、区長さん以下多くの皆さんに参加していただき、いい結果が出るこ

とを確信した。 
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9月 1日(月) 

8月は忙しかった。気が付くと 9月、数日前から朝夕が過ごしやすくなり、そろそろ秋が来たと思っていたところ。 

今年は昨年に比べ、秋が来るのは少し早すぎる。昨年は温暖化の影響で、9月もかなり暑かった。地域によっては、コメの穂が出るのが遅

くなっているとの情報がある。冷夏、冷害が起こらなければいいのだが。 

7月～8月は雨が多く、ウィークエンドが殆んど雨天で、村の金剛山を中心とした来村者は少なかった。例年 8月の中旬、お盆を過ぎると

人出が海から山へとシフトする。今年は人出の中心となるお盆がウイークデイのせいもあり、必ず土・日が雨天の影響、しかも広島大豪雨

災害の影響があり、人出が少なかった。 

14：00 

大阪府医療審議会 

今回は会長、副会長 他の人事案件、府の医師会会長、副会長が就任、簡単に終わった。のち、大阪府福祉部長のレクを受ける。 

村は既に中学校卒業まで入院、通院医療費は補助の対象となっているが、大阪府では今年、小学校入学までを対象とすることになった。村

では既にに中卒まで対象にしているので影響はないが、府より少し補助が増える。 

村では対象者が少ないので中学校卒業まで補助対象にできるが、府下ではまだ 43市町村で足並みがそろっていない。生産人口が多い市で

は財政的な負担が多く、実施してないところが多い。このような施策は府下同一の方がいいと思う。 

 

9月 2日(火) 

9月決算議会初日、 

議会初日は冒頭挨拶から。 

千早赤阪村過疎地域自立促進計画を皆さんに示しましたが、資産の劣化が著しい村にとって過疎からの自立は厳しい。 

昭和 46年以来、災害復旧以外手を加えられてない府道富田林五條線。再三の要望にもかかわらず、伐採が行われない府道東阪三日市線。

国道 309 号線の整備遅延も過疎転落の原因の 1 つです。楠公さんの歴史を村観光の柱にする事、ダイヤモンドトレイルを中心にした金剛

山をインバウンドの柱として、交流人口増に力を入れる。 

人口増対策として、1区画 500平米程度の 200～300の住宅地を造成し、高収入がある IT 関係者をターゲットにした高規格の宅地開発が
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出来ないかを考えている。議員諸君の協力を願う。 

開会 

＊ 報告第 2号  下水道長寿命化。25年度国の補正予算があり翌年へ繰り越す。 

＊ 諮問第 2号  人権擁護委員会候補者の推薦。 

＊ 議案第 48号 千早赤阪村特定教育、保育施設及び特定地域保育事業運営基準の条例制定。 

＊ 議案第 49号 家庭的保育事業等の設備運営基準の条例制定。 

＊ 議案第 50号 放課後児童健全育成事業等の設備運営基準の条例制定。 

＊ 議案第 5１号 千早赤阪村観光振興ビジョン策定委員会設置条例。 

＊ 議案第 5２号 人事行政の運営状況公表の条例制定。 

＊ 議案第 53号 村社会体育施設、B&G海洋センターを、3市 2町 1村共同利用への条例改正。 

＊ 議案第 54号 老人医療助成の条例改正。 

＊ 議案第 55号 平成 26年度一般会計補正(第 2号) 

歳入、歳出、6600万円を追加、予算総額 26億 4570万円とする。 

＊ 議案第 56号 平成 26年度国民健康保険会計補正 

歳入、歳出、1470万円を追加、予算総額  9億 3010万円とする。 

＊ 議案第 57号 3市 2町 1村で公平委員会を共同設置する条例。 

＊ 報告 3号  平成 25年度村財政健全化判断比率 

実質赤字比率  0 (15.0) ( )内は早期健全化比率 

連結実質赤字比率 0 (20.0) 

実質公債費率  15.3 (25.0) 

請来負担比率  38.6 (350.0) 
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＊ 報告 4号  資金不足比率 

水道会計  － (20.0) 

下水道特別会計  － (20.0) 

金剛山観光会計  － (20.0) 

議案第 58号～64号は平成 25年度決算認定議案につき一括上程された。 

＊ 議案第 58号 25年度一般会計歳入、歳出決算認定。 

＊ 議案第 59号 25年度国民健康保険特別別会計、歳入歳出決算認定。 

＊ 議案第 60号 25年度介護保険特別会計、歳入歳出決算認定。 

＊ 議案第 61号 後期高齢者医療特別会計、歳入歳出決算認定。 

＊ 議案第 62号 下水道事業特別会計、歳入歳出決算認定。 

＊ 議案第 63号 金剛山観光事業特別会計、歳入歳出決算認定。 

＊ 議案第 64号 水道事業会計決算認定、 

一括で提案理由説明の後、決算特別委員会へ付託。 

 

9月 3日(水) 

決算特別委員会 

決算だけに作られた特別委員会。田中委員長、井上副委員長の下で決算を審議する。 

＊ 平成 25年度一般会計 

歳入 29億 3,420万円 歳出 28億 3,340万円 差引＋1億 0,080万円 認定 

賛成：井上、清井、浅野、山形 / 反対：徳丸、関口 

＊ 国民健康保険特別会計(被保険者数 2,012人) 

歳入 9億 4,080万円 歳出 8億 8460万円 差引＋5,620万円 認定 

賛成：井上、清井、浅野、山形 / 反対：徳丸、関口 
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＊ 介護保険特別会計(被保険者数 2,117人) 

歳入 6億 0,500万円 歳出 5億 9630万円 差引＋870万円 認定 

全員賛成 

＊ 後期高齢者医療特別会計(被保険者数 955人) 

歳入 8,180万円 歳出 8,150万円 差引＋30万円 認定 

賛成：井上、清井、浅野、山形 / 反対：徳丸、関口 

＊ 下水道事業特別会計 

歳入 2億 0310万円 歳出 2億 0310万円 認定 

全員賛成 

＊ 金剛山観光事業特別会計 

歳入 1億 0120万円 歳出 7,840万円 差引＋2,280万円 認定 

全員賛成 

＊ 水道事業決算認定(給水人口 5,798人、給水戸数 2,412戸) 

総収入 1億 5,890万円 総支出 1億 6,390万円 差引－500万円 

前年度繰越欠損 490万円＋500万円、990万円を次年度へ繰り越す。認定 

全員賛成 

以上、15：00 終了。 

すぐに新大阪駅へ。 

16時 10分発の新幹線で東京へ、ふるさと創生の会合に間に合うか？ 今日は竹本先生、北川先生が出席してくれることになっている。 

19：00 

ふるさと創生の会合 

19時会場着。代理出席をお願いした事務局長と会食。 
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8月 4日(木) 

11：00 

経済農業部会 

何回かにわたって検討してきた、全国町村長会の提案の最終まとめを行う。 

今年の予算編成に対する提案(都市農村共生社会の創造) 

田園回帰の時代を迎えて 

農村地帯では過疎高齢化の進展、就農人口や農業所得の減少により低迷状態ではあるが、農村の潜在的価値を再評価、活用の動きが高まっ

てきた「田園回帰」だ。 

＊ 農村の新たな可能性 

1. 出生率は農村の方が高い。出生率が低い都会に子育て世代が集中する矛盾の解消が、少子化対策の第 1歩。 

2. 農村は再生エネルギーの宝庫。再生エネルギーを活用し、農村の再生、復興を。 

3. 大規模災害で被災した都市住民の受け入れ、被災者の生存を支える役割、都市住民の生存、都市機能のバックアップ。 

4. 農村では新ビジネスモデル(サテライトオフィス)構築等、新しいライフスタイル提案の場。 

＊ 農村のあるべき姿 

農村は豊かな生活の場として、将来にわたり自立し、持続する必要がある。 

条件１ 地域資源を活用した農業が持続的に行われていること。 

条件 2 循環型社会であること。公害や廃棄物、環境破壊を発生させない循環社会モデルは農村で可能。 

条件 3 集落の機能が維持されていること。小さいから農村では自立的、自治的な集落が機能している。 

条件 4 若者や女性が活躍できる場であること。柔軟な発想や活力に満ちた若者や、女性が活躍できる地域を構築。 

条件 5 交流が継続していること。都市との交流を、棚田、里山、森林整備等の課題解決に発展させ、交流の意義を高める。 

子育てや教育の場として価値を重視。 

＊ 農業、農村政策の方向 

1. 3つの基本「多面的機能の発揮」「農村の振興」「農業の発展」のバランス均衡が農村の価値を高め、田園回帰を押し進める。 
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2. 農業農村政策のあるべき枠組み 

国と自治体が役割を分担し、自治体は「農村価値創生政策」を担い、自治体裁量を拡大した新交付金制度で政策を実施。 

1. 競争条件整備政策「国の役割」 

関税、直接支払制度の設計、経営安定政策、基幹的な用排水路等の整備・保全、食品安全等。 

2. 農村価値創生政策「自治体の役割」 

人や土地に関する事、農業の経営力強化、多面的機能。地域主体の 6次産業化、食農・環境教育、都市住民・消費者との交流

等。 

＊ 『農村価値創生交付金(仮称)』の創設 

1. 現行の国庫補助を移行、予算を減額しない。 

2. 国は政策目標を決定し、客観的な指標で自治体へ配分。自治体の裁量で具体的な政策に配分。 

3. 交付金を活用し農村価値創生が実現できるよう、各自治体に「地域農業マネージャー」を設置。実態把握や調整、課題解決を行う

専従職員を配置する。 

＊ 都市・農村共生社会の創造、～田園回帰の時代を迎えて 

真に必要なのは「都市・農村共生社会」の創造であり、「田園回帰」の時代を迎えることによって創造への道筋が浮かび上がる。 

都市・農村共生社会の実現には、国民的運動が不可欠。各自治体ともに中核的な担い手となる。 

取りまとめを終わって 16時 10分の新幹線で帰る。 

 

9月 5日(金) 

18：00 

西野修平君を励ます会(天王寺都ホテル) 

いつものことながら、西野議員は多くの人を集める。30 分ほど前に村の議員 4 人と到着。本来なら選挙区以外の首長、議員は集まりにく

いが、彼の場合は多くの人を集める。やはり府議会議員として仕事が出来ているのだ。 

議員一家で陽先生は前回の衆議院選挙で引退。長男 弘一 君が維新で代議士となり、現在 次世代の党 に所属。修平議員の奥さんは堺市議
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会議員。祝辞に副知事が参加するなど、盛会だ。 

 

9月 6日(土) 

9月になっても相変わらず天気が安定しない。雨の予報、金剛山に人が来ない。 

今日は珍しく公務が無い。朝、豆腐造りを手伝って、終わったところへ大学 1年の孫が来た。小遣いがさみしいのでアルバイトをしたい。

さっそく二人で看板造りを始める。 

豆腐を作り始めたときは沢山看板があったのに、ほとんど無くなってしまった。お客さんがわかりづらいと苦情が多い。3か月前から始め

たが、ほとんど土・日が潰れるので、なかなかはかどらない。暑い中、数時間頑張る。あと 4～5日時間があれば完成するだろう。 

 

9月 7日(日) 

7：30 

大阪府消防大会 

役所発、大阪府消防大会へ。消防学校着 8時 30分。知事代理の副知事、危機管理監、全国消防協会会長代理、府消防協会会長、もちろん

村消防団長で府消防協会南河内支部長もすでに到着済み。 

例年の消防大会は非常に暑いのに、今年は涼しい風が吹いて過ごしやすい。参加者は 990人、今年の特徴は女性消防団員がかなり参加して

いる。スカート姿の行進はカッコいい。 

消防協会会長、知事、全国消防協会、府議会議長の次に、市町村の代表で少し長めの挨拶を終わると、いつものことだがほっとする。特に

1000人の消防団の皆さんの前では緊張する。 

10 時からはポンプ操法大会。可搬式と自動車の 2 本立て。南河内の代表、河南町消防団が可搬式ポンプで優勝していただいた。厳しい練

習の成果。暑い中、大変だったと思う。ご苦労さんでした。 

13：00 

福祉大会 

12時帰村。13時から社会福祉協議会主催、村福祉大会。 
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表彰式典の後、葉っぱビジネスの徳島県上勝町、株式会社いろどりの社長、横石さんの講演。私は次の仕事で講演の内容を聞くことは出来

なかったが、開演前に話をしたところ、まさに現代の企業家トップの 1人だと思った。常識を疑い、非常識を常識化することで現在の社会

に存在する。ニッチ産業を成功させるのはこれしかない。 

物を販売するときは「価格は市場価格で決めるものではない、生産者が自分で決めるものだ」。良い物を作り、収益の上がる価格で販売す

る。過疎の村脱出はこれ以外にない。 

夜 

片野市長選挙 開票  

20時前、役所出発。21時半、選挙事務所到着。残念だが現職落選、127票差。彼の再起を望む。 

 

9月 8日(月) 

総務民政常任委員会 

関口委員長、井上委員、田中委員、山形委員、浅野委員。 

議案第 48号～50号、子育て 3法案。 

村特定教育保育施設、特定地域型保育事業の基準を定める条例。 

村家庭的保育事業、放課後児童健全育成事業の運営基準の条例制定。 

平成 24年 8月「子供子育て関連 3法」が制定され、子育ての新制度が平成 27年度から施行される。村は条例を制定し、スムーズな移行

を実現する。国の法改正による条例改正で、子供子育てはより良い条件で行う事になった。 

議案第５2号、人事行政運営情報好評条例の改正。 

議案第 54号、老人医療助成条例。 

議案第 55号、平成 26年度一般会計補正予算。 

議案第 56号、平成 26年度国民健康保険補正予算。 

議案第 57号、富田林、河内長野、大阪狭山、太子、河南、千早赤阪で南河内広域公平委員会設置協議。 

全議案異議なしで 9月 22日、本会議で議決すべきとなった。 
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9月 9日(火) 

1日休みを取り、奈良県立医大付属病院へ。ホームドクターの紹介で、左ほほにあるほくろ状のできものの診断に。 

地域連携課。県下の開業医から紹介状を処理する場所。入って驚いたが、広い大きな病院。診療科が沢山あり、各科の前にはたくさんの人

たちが待っている。 

皮膚科へとの案内で受付へ。すぐに予審、紹介状を持って行くと、ルーペで診察、すぐに形成外科へ。 

「多分悪性ではなさそうだ。このままおいて置きますか、それともとりますか？」若いドクターと中年のドクターから問いかけられた。 

「髭剃りに不便だから、事ある毎に気になるので取ってください。」 

すぐに手術の承諾書にサインして、オペにかかってもらった。麻酔で痛さは無い。「2 度と起こらないように、完全に取ります」とドクタ

ー。 

無事終了。「今日、明日は風呂へはいらないように。今貼ってあるガーゼは木曜日にはがし、顔を洗ってください。16日抜糸しますから来

てください、9時の予約を入れておきます。」以上で終わり。心配することは無かった。また 16日からは気楽に髭がそれる。 

 

9月 10日(水) 

文教建設常任委員会 

議案第 51号 千早赤阪観光ビジョン策定委員会設置条例 

10月立ち上げ、委員 10数人。年度内終結を見込む。学識経験者、民間人を採用。 

議案第 53号 千早赤阪村社会体育施設設置条例及び、千早赤阪村 B$G海洋センター条例の改正 

3市 2町 1村の体育施設を供用することに伴う条例改正。 

議案第 55号 平成 26年度千早赤阪村一般会計予算補正 

金剛山ビジターセンター基本計画策定委託料、1390万円を含む。 

午後 

自衛隊の皆さんが防衛白書の説明に来庁 

今年の防衛白書は尖閣諸島、竹島、北方領土など、わが国の防衛にかかわる問題解決にますます重要度が上がる自衛隊の姿が読み取れる。 
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9月 12日(金) 

10：00 

全員協議会 

村造り経営計画進捗状況。村造り経営計画は厳しい予算統制を伴う行革の末、ほぼ「持続可能な財政基盤確立」を不充分ながら実行できた。 

しかし、村は基本的に人口減と高齢化、税収減で自立できない。 

村の財政力指数(国の計算による村の歳出に対する、歳入の比率)は 0.36つまり 1億円の支出に対し、3,360万円しか村は用意できない。 

いま、全国で財政力指数が 1以上の市町村は数えるほどしかない。府下では摂津市、田尻町のみだ。せめて村でも財政力指数 0.5、 

歳出の 2分の 1ぐらいは自主財源がほしい。 

村は過疎から自立に向かって努力する、その要件は 

＊ 人口要件 

現在、ほぼ 5,800の人口を、昭和 60 年 7,697 人の 19％、6,235 人に戻すこと。435 人以上の人口増が必要。人口要件をクリアするに

は、500人の人口増が必要。 

＊ 財政力要件 

＊ 国の計算による年間財政需要額(平成 25年度は 16億 5千万円) 村は 0.37の財政力指数だから、村の収入を 2億円上げれば過疎から脱

出できる。 

過疎から脱出する必要十分条件は 500人の人口増と、歳入の 2億円増だ。 

 

19：30 

過疎地域自立促進計画説明会(くすのきホール) 

現在策定中の過疎計画を説明するために、説明会を開いた。参加者 40名、夜間にもかかわらず参加していただいた。 

昨年から起債制限法の枠(借入する場合、府の許可が必要)を外れることが出来た。くすのきホール、保健センターの借入金を完済できたこ

とが大きい。また、少しだけれど預金を積む事が出来た。今年の 4月から、過疎法で国が村をバックアップしてくれることになった。村も

大阪府も初めてのことなので少し時間がかかっているが、皆さんの意見を集めて、住民が元気の出る計画を造り実行したい。 
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9月 13日(土) 

14：00 

過疎地域自立促進計画説明会 

農繁期の休日、しかも天気がいい。参加者は 12名、昨日と合わせて 50人＋、これで説明が終わったと結論付けていいのかどうか。まだ最

終決定までの時間は少しある、もう少し説明をする必要がある。 

私達の村は非常に安定基調だ。少しうまく行くと、すぐ守りに入る傾向がある。その結果はロスト 20の日本の政府にも現れている。バブ

ルを止める必要もあったが、バブルがはじけたところで積極的な財政出動が必要だった。又、バブルを抑えるために必要な都計法も弾力的

に運用すべきだった。市街化調整区域の縛りで開発が止まり、村内の地価はほぼ 0となり、元気が無くなり、結果村は過疎指定を受けるこ

とになった。国の過疎対策室で「過疎指定を受けるところに都市計画があるの？」と言われた。 

過疎計画を境にして、村も、住民の皆さんも元気になろう。 

 

9月 14日(日) 

久しぶりの公務が無い日。朝、豆腐作りを手伝ってひと段落。のんびりしようと思ったところ、車が次から次へやって来る。 

7月～8月のウィークエンドが全部雨だったせいか、今年の夏、初めて駐車場を、満車クローズする羽目になった。例年ならば 8月のお盆

過ぎ、海が涼しくなったら金剛山へどっと来るのに、今年は 9月の中旬にやっと登山客の金剛山回帰が始まったらしい。 

 

9月 15日(月) 敬老の日 

3連休の最後の休日。 

11：00 

千早老人会 

11時開会のつもりで家にいたら、10時 45分開会の TELあり、急ぎ老人憩いの家に。かなり集まっている。 

45 分丁度に開会挨拶で「過疎は夕張のように村がつぶれるのではない。いま日本で 1750 ある市町村の内 720 が過疎の自治体、いまだ過

疎指定を受けて本来の姿に帰ってきた市町村は無い。急激な人口減、村税の減収 等により、村は過疎になった。国は村が再生できるよう
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援助する意思表示をしてくれた。私たち行政は国の援助を最大限利用して、いい村造りのスタートに立った。これから村は良くなる、長生

きしてください。今年は 4月から村の老人会メンバーは一人も亡くなってない。来年もこの場でまた会いましょう。」 

老人会アトラクションの初めは、おおい大介君(天童よしみの一番弟子)のワンマンショウ。千早の老人会に来ていただいて、もう 10 年を

過ぎる。大介くんは非常に歌がうまい、声もいい、声量がある、どうしてブレークしないのか不思議だ。 

彼の歌を聞いていると安心して聞ける。彼のようにカラオケが歌えればいいのだが。 
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9 月 16日 

朝イチ 

県立奈良医大病院 

先日 9 日にとってもらったイボの抜糸。9 時 30 分の予約で、家を 7 時 30 分に出た。水越峠を超えて御所から山麓線、南阪奈に乗って橿

原。1時間かからない。時間調整に医大病院前の喫茶店に入ってコーヒーを飲む。病院の前には美味いコーヒーが無いと思っていたが、か

なりうまいコーヒーだった。 

予約時間より待つこと 25 分、呼び出しがあり先生の前に。良くなっている。糸を抜くのは覚悟をしていたが、拍子抜けほどの感じ、ほほ

を触っているなと思った頃には抜けていた。絆創膏を貼っている方がきれいに治ると 1 巻き頂く。「先日取ったサンプルを今培養中、来月

の 29日にいらっしゃい。」と予約表をもらって終わり。あまり簡単なので拍子抜け。 

午後 

新任の富田林警察署署長来庁 

先週の金曜日から富田林署へ着任。着任前に家族で金剛登山をした山好きな署長さんに、金剛山をよろしくお願いした。 

歯医者 

8月の末に予約してなかなか行けなかった歯医者へ。最近取れた詰め物を修理していただく、あと 1本具合の悪い歯があるのだが、議会終

了後 10月から治療をお願いした。 

外部評価委員会 

村の事業に対し、かなりきつい意見を貰っているらしい。副村長以下、委員会に出席している。厳しい評価の上、村の発展への道を見出し

てほしい。 

 

9 月 17日(水) 

朝から 

22日議会最終日、一般質問の答弁調整 

いろいろな要望、提言をいただく。議員先生の思い、住民さんからの要望が沢山ある。従来は村の財政基準維持を考えて答弁していたが、
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今年からは、出来るだけ皆さんの要望が実現できるような方向に変えてきた。村長に就任して以来 10 年間、職員の削減、議員定数削減、

賃下げ、補助金カット。住民の皆さんにとっても、議員にとっても、職員にも、いい村ではなかった。 

職員定数も 126人から 76人に減ったおかげで例年財政は黒字となり、過疎の指定を受けた。少し積極的に元気な村造りに取り掛かる。 

村は 10 数年にわたって行革、歳出削減を行ってきたので、職員にカット・削減の習慣が定着しているようだ。一般質問の答弁からでも元

気をテーマにしたい。 

今回の一般質問で、集団的自衛権問題が出てきた。本来、外交と防衛は国の専管事項だ、村長の私宛に質問されても答えられない。 

午後 

過疎計画の事業最終ヒアリング 

各課長に事業費の積算を聞く。果たしてこれで村の発展は OKか、大阪府との協議が間近に迫っているので、現在各科から提案されている

事業で終わりとする。今回の府との交渉が終りではなく、まだ過疎計画に盛り込みたい部分が沢山ある。従来の事業で村の財政はプラスと

なっている。したがって、従来の事業に過疎債を充てることは無い、新しい事業に使うべきだ。村で遅れているのは、農業、林業、工業、

観光業、商業に至ってはコンビニすらない。国がバックアップしてくれるのだから、この遅れた部分に重点的に投資すべきだ。 

 

9 月 18日(木) 

14:00 

平成 26年度第 3回町村長会総会 

1. 大阪府行財政改革プラン 行財政管理官の説明 

H20 年～22年、H23～25年、H26年、これまでの改革により 6年連続の黒字決算。中長期的に、収支改善の見通しを得た。 

しかし、多額の収支不足。H27：730億、H28：590億、H29：200億への的確な対応が必要。 

改革を行う視点は新たな課題へ的確な対応をめざし、事業、ストック、マンパワーを効果的に組み替え、政策、サービスの向上を目指

す。 

政策目標の実現に向け、行政、民間それぞれの強みを束ね、連携、ネットワークによる新たな行政展開を目指す。 

大阪府はこれからも厳しい改革を続ける決意だ。 
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2. 乳幼児医療助成制度の説明 大阪府福祉部長 

大阪府の医療助成は 3歳児までと、全国的にも低い水準にあった(村は中学卒業まで)。今回、府は小学校入学まで助成する計画だ。し

たがって、村へも助成金が配布される。ぜひ実行して欲しい。 

* 地方単独医療費助成制度の国における制度化要望の報告 

1. 地方単独医療費助成制度の重要性や必要性に鑑み、、全国一律の制度として早期に国において制度化すること。 

2. 地方単独医療費助成制度の実施に伴う国民健康保険の国庫負担金の減額措置を、直ちに廃止する事。 

以上を環境厚生部会長、武田河南町長に取りまとめ頂き、8月に田村厚生労働大臣に陳情いただいた。 

今回の町村長会は以上で終わり。 

 

9 月 19日(金) 

朝から 

22日議会最終日の答弁調整 

午後 

過疎地域自立促進計画のヒアリング 

今回は資金計画を含めて案を練った。本来は議会が終わってからやればいいのだが、時間的制約があり、1日かんづめで行った。 

 

9 月 20日(土) 

朝から豆腐造りを手伝ってから孫と看板造りに精を出すつもりだったが、次から次へと所用が出てきた。 

棚田米プリンの配達や、明日くすのきホールで開催のフリーマーケット用テントを張りに行ったり、忙しい 1日だった。 

 

9 月 21日(日) 

朝 

二剛会皆さんのダイトレ草刈り 
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15 人集まる。既に時間のあるメンバーで 金剛山→カヤンボー は草刈り済み。今日は 水越峠→竹之内峠。草刈り機 10 台は二剛会所有だ

が、うち 2台は寄付で頂いたもの。かなり年代物もあるが、平野君のメンテナンスで調子よく動く。 

吐田郷森林組合の幹部の方が水越峠までおいでいただいた。来年はカヤンボーから水越までの草刈りをしよう。 

吐田郷森林組合の皆さんも村の林業家と同じく、大金持ちから木材の単価暴落によって貧乏な森林組合になった仲間だ。石ブテの山は組合

所有、村とは運命共同体の関係。仲よく木材市況が上がるのを期待するのみ。 

11時 

フリーマーケットの会場へ 

今年で 3年目。若い諸君が少しでも村を元気にしよう、より良くしよう、と頑張っていただいている。彼らの要請により、3年前出店した。

以来、お客さんが沢山来る。意外と売り上げが上がる。これも若い諸君のおかげ、来年あたりからもっと大きいイベントにできたらいいが。 

 

9 月 22日(月) 

議会最終日 

議案はすべて委員会の決定通り議決いただいた。その後、第 3回の補正予算を議決し、一般質問。 

(注：議員の一般質問をダイジェスト掲載している。実際の質問内容とは幾分ニュアンスの異なる場合がある。) 

清井議員 

村の国保会計はこれまで黒字基調で推移している。国保料を値下げすれば定住促進を促すことになると思うが。 

田中議員 

* 平成 23年に村は村道整備計画を定め改修整備を行われているが、もっと早く整備出来ないものか。 

* 日本各地で災害が多発している。村内に長期避難者が出た場合の住宅確保は。 

関口議員 

* 子供の医療費助成で、村は中学卒業まで助成している。さらに拡充して若い世代の転入につなげれば。 

* 27 年 10月に消費税 10％へのアップが計画されている。消費税増税はやめるべきだが。 

* 村内に空き家が増えている。空き家問題解決と空き家住宅バンク等で入居の促進を。 
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浅野議員 

* 各地で起こる災害を参考に村ハザードマップの見直しと、防災無線での情報伝達、避難経路確認の訓練を。 

* 小吹台地区の雨水マンホールから今年も悪臭がある。完全な悪臭対策は。 

徳丸議員 

* 近年 100mm を超える豪雨被害が多い。村は土石流、土砂災害の可能性が高い。時間当たりの想定降雨量は、警戒区域は村にあるか。 

警報時の避難マニュアルと訓練は。 

* 砂防予算の大幅増額を国・府に要望を。 

* 集団的自衛権行使容認閣議決定への、村長の所見は。 

山形議員 

* 防犯灯ＬＥＤ化が必要だ。村の防犯灯数は、管理方法は、補助事業の実施時期と内容は。 

* 村立中学校生 20 人が、オーストラリア ブリスベン のセンテナリーハイスクールで英語研修を行った。研修内容と効果は、村教育へ

のフィードバックは。 

 

9 月 23日(火) 秋分の日 

25日ごろ、台風が来るらしい。数日前からフィリピン、台湾、中国沿岸をゆっくり北上していた台風が、今日夜半か明日あたり、90度東

に方向を変え、日本列島へ向かってくるらしい。かなり勢力が衰えているが、雨を伴っているので警戒が必要。ただ、あまり早くから騒ぐ

ので不確定な情報が多い。今日の千早は最高の天気、気温は少し低め、登山にとってちょうどいい気候。 

朝から沢山の人達が山へ来る。危険なカトラへの道を聞かれたので「滑落事故が連続で起きているやめてください」と注意をした。セトへ

行く道を教えたら、素直にセト経由の登山をしますと言って登って行った。登山者の皆さんが素直なら事故は起きないのに。 

やはり天候がいいと、金剛山は沢山の人が来る。 

14：00 

交通安全大会(富田林消防本部 4F会議室) 

富田林署管内交通安全協会会長、富田林警察署長挨拶のあと、優良運転者表彰式。 
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近畿交通栄誉賞、1名、1団体。 

交通栄誉賞緑十字銅賞、10名ほか、連名表彰から初級表彰まで、27名と 3団体の表彰。本部表彰 9団体の披露。 

管内交通安全協会・富田林警察連名表彰 5団体表彰式の後、河南町長の挨拶で終わる。 

今日表彰を受けた人・団体は、交通安全と法令順守を長期間にわたり実践、実行したことで表彰を受けた。私も含め、交通法規を 20 年～

30年にわたって順守し続ける事がいかに大変な事か、表彰を受けた人たちは立派としか言いようがない。 

河南町内は、時速 30Km走行を奨励している。事故の無い街造りは 30Km走行から。 

 

9 月 24日(水) 

22日に 9月決算議会が終わり、今日は 1日フリーの日。 

朝 

日程調整の後、議長室へ、久しぶりの懇談会。清井議員、徳丸議員を交え「南河内が元気になるには」。 

千早赤阪村への入り口は金剛バス沿線は富田林、南海バス沿線は河内長野、両市の町づくりによって村は大きな影響を受ける。両市は町づ

くりの方針を決める時は、周辺の町村への影響を考えて決めてほしい。広い意味で千早赤阪村民は、富田林市民あるいは河内長野市民だ。 

松井知事は小さい町村は統合すべきの方針、皆さんは反対の意向のようだ。 

議会が終わったので、村長の日記を配布に回る。今回は 8月 16日～31日、ちょっとしたミスで月末の日付がテレコになっているのを発見

した(28日と 29日が逆)。 

午後 

香楠荘、杵屋の皆さん来庁 

香楠荘は平成 2年に府より移管を受け、20年以上経過する。村の資産と一緒で劣化が目立ち、かなり大がかりな修復が必要な状態らしい。

香楠荘おまえもか！！ 

金剛山を代表する集客施設・宿泊施設だ、現在少しだけ村へ利益をもたらしてくれている。お客さんが気持ち良く宿泊できる状態を継続す

るように、メンテナンスする必要がある。指定管理を杵屋に依頼しているけれど、施設は村の物だ。施設の管理をもっと慎重にすべきだし、

計画的にメンテナンスをこなすべきだ。交流人口増加策を徹底する必要がある。 
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9 月 25日(木) 

7：00 

千早、金剛山登山口を出発→千早大橋→上東阪→東阪→保健センター前で乗車メンバーを拾い、道の駅かなんで議長を拾い、一路信州馬籠

へ。車は順調に始めのトイレ休憩地、伊賀上野へ。今日は妻籠から馬籠へウオーキング、約２．５キロある。ビールをやめて、お茶で我慢

する。 

伊賀上野出発時、てんぷら屋のお姉さんが「帰りに揚げたてのてんぷらを買ってください。1200円のところ 1000円にする。揚げたてはう

まいよ」と、試食のてんぷらを置いて行った。忘れるといけないので、割引券をガイドに預ける。 

途中 1回のトイレ休憩を消化して恵那峡山菜園へ。関西から信州へ行くツアーの昼食場所として丁度時間的にいい場所にあるのだろう、何

しろでかい食堂だ、1 回に 500～600 人は入れる、バスも 50 台は入れるだろう。信州ビーフがメインのランチを取って出発。少し雨模様

なのでウオーキングを 2キロに短縮、馬籠の街を歩いた。昔買った栗きんとんが旨かったから買ってきてほしいと頼まれ、栗きんとんの老

舗平野屋で、自宅分とともに買う。12 年ほど前に来たことがあるが、その時は素晴らしいと感激した。しかし、今回は空き家が目立って

きた。今一度元気に、うらやましくなる街道作りをお願いしたい。 

約 1時間、峠を越えて昼神温泉、今日の宿泊地、峠道からは下に見える宿へ着いた。温泉がいい、露店風呂の向こうに洞穴風呂がある。 

穴から湯が沸きだしている。すばらしい風呂に入り、美味い酒を飲んで寝る。十分にバスの中、宿で睡眠をとれた。 

 

9 月 26日(金) 

今回のコースは木曽谷を中央道で走り、恵那で降りた。本来は恵那山トンネルで中央アルプスをくぐり、天竜川が流れる恵那谷へ出るのだ

が、今回は昼神温泉へ泊るので、峠越えで恵那谷へ入った。 

朝は天竜川添いに北上する。今日は寺参り、ウイスキーの醸造所、リンゴ狩り、昼食後一路自宅へ帰るコース。私は日本にウイスキーはサ

ントリー、ニッカ、しかないと思っていたが、なかなか岩井ウイスキーはうまい。2000 円のボトルを買ったが、ジョニーウォーカーの黒

よりうまい。いい買い物をした。 

飯田、駒ケ根、伊那。昔、伊那の鶴羽二重に丁稚修行に来たことがあり、懐かしい。木曽駒にも何回か登った。今日は、駒ケ根の木曽駒へ

の登山道路手前で大阪へ帰る。出来れば駒ケ根のソースかつ丼を食べたかった。 
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先日、豪雨で被害をこうむった南木曽町でリンゴ狩り。そろそろリンゴの季節に入ってきたが、まだ大阪では旨いリンゴに会えない。走り

のリンゴは早生で果肉が柔らかい、味も酸味の利いた甘さがいいのだが、甘いだけのリンゴが多い。時々うまいリンゴに出会っても名前が

わからなないから、次また探すのが大変。今回は”秋映え”を教えてもらった。黒いくらい色が付くリンゴで、果肉は歯ごたえがある。少し

酸味が利きすぎるのが玉に傷だそうだが、採りたては特にうまい。 

食事の後、飯田から中央道、東名阪、西名阪経由で帰る。ほぼ 5時間で帰ってきた。皆さん喜んでいたようだが、今少し喜んでいただく方

法があるのではないか。来年からは過疎の村になる。従来の運営方法は一切参考にならない。これからは村の運営に習ったツアーを考えて

ほしい。 

 

９月２７日(土) 

10：00 

千早小吹台小学校運動会 

千早小吹台小学校の運動会へ。駐車場が無いと思い遠くへ止めたが、学校へ行ってみると来賓駐車場はガラガラ。夏休みに耐震工事が出来

て黄色に塗られて綺麗になったし、安心して子供を預けられるようになった。 

子供たちのリレーを見たが、昔と違い、大勢で走るのでなかなかゴールはしない。遅れていても、すぐに追いついたりで面白い。 

11：00 

オルター落成式 

運動会を途中退席で役所へ、財布をわすれているのに気が付き、議長に電話し、家に帰って自休村センターへ。 

オルターの式典は持尾センター、急遽行き先変更、１１時３５分に着いた。１２時１０分、式典終了。オルターの社長に おめでとう を言

って、サイクルスポーツセンターへ。 

12：00 

ㇱ－ツーサミット開会式 

モンベル会長、小川副知事他、参列。３回目となって、開会式も手馴れてきた。ぜひ河内にこのようなスポーツイベントが定着してほしい。 
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９月２８日(日) 

赤阪小学校運動会 

１０時頃に行くと、議長、副議長が観覧している。生徒が減少している中、子供たちが元気に動くさまは良いものだ。最近村で子供の声を

聴く機会がだんだん少なくなってきた。運動会に来ると、やはり子供の声は少しトーンが高いが元気が出る。運動会で少し違和感を持った

ことがある。父兄の綱引きでのことだが、両方頑張って１対１となった。従来なら、３回戦をやってどちらか勝ち負けを決めるのが普通と

思っていたが、１対１で終わり。これでいいのだろうと思ったが、いま日本で必要なことは必ず勝つ気概だと思う。失われた２０年で、日

本は長期不況だった、弱電では韓国に後れを取った、GDPでは中国に負けた、いつも挑戦する姿勢が大事と思うが。 

17：00 

大阪府消防協会会長 秋田治夫氏 瑞宝小綬章受賞記念パーティ(ロイヤルホテル 光琳の間) 

２０歳から５０年以上消防団で活躍し、大阪府消防協会会長として２０年余活躍された功績で瑞宝小綬章を受けられた。 

会場には全国消防協会会長、府の危機管理監以下担当者、南河内消防協会岡本支部長、消防協会支部長、消防関係者多数、市長会会長以下

市長、町長、国会議員、府議会議長以下府議会議員、議員多数。座席表によると５００人以上、これほど人の集まった祝賀会は初めてだ。

立食パーティでは、もっと多くの人が参加した会合はいくつかあったが(維新のパーティなど)、着席では最初で最後だろう。 

やはり長年にわたって消防に尽くした功績だと思う。受賞は現職を退いた後がほとんどだが、現職在任中に授章されたことは功績の大きい

しるしだ。 

 

９月２９日(月) 

全国町村長会 経済農林部会(長崎) 

長崎県町村産業振興と大規模農業の視察研修。 

長崎へ着いた所で安倍総理の、施政方針演説を聞いた。 

「日本はもう成長できない」「人口減少は避けられない」といった悲観論があります。しかし、地方の豊かな個性を活かす、あらゆる「女

性」に活躍の舞台を用意する、日本の中に眠るありとあらゆる可能性を開花させることで、まだまだ成長できる。 

日本の未来は、今何をなすかにかかっている。悲観して立ち止まるのではなく、可能性を信じて前に進もう。厳しい現実に立ちすくむので
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はなく、輝ける未来をめざし共に立ち向かおう。 

安倍総理の政権が始まって以来、かなり日本は良くなったような気がするが、これはときどき東京へ行くからだと思う。東京は行くたびに

どこか変化している。これは自民党政権も自覚している。石破地方創生専従大臣を作ったことでも理解できる。村は過疎の指定を受けるこ

とになった。村を元気にするには絶好のチャンスだと思う。今こそ役所の慣例にとらわれず、新しい村を村造り元年だ。 

長崎県波佐見町町長の話 

同町は人口１万５千人。佐賀県有田町の隣にあり、陶磁器の生産が有名。有田焼ブランドで出荷されることが多い。 

有田は高級品のイメージが強いが、波佐見は一般家庭で使用される陶磁器がメイン。 

陶磁器出荷額 Ｓ５５：  ２３０億円    Ｈ２０：    ８０億円 

業者数          ６００社       ４００社 

従業員数        ５５００人     １７００人 

現在、各種イベント等により、活性化に向け、街を挙げて努力中。 

農業は、 水稲  630 戸    5億円    79万円/戸 

     アスパラガス  50戸 1．4億円   280万円/戸 

畜産   18戸    5億円  2800 万円/戸 

お茶   44戸 0．3億円    68万円/戸 

農業振興に努力しているが、金になる農業にモデルチェンジするのは大変。 

有田町との境に高速のインターチェンジがあり、平成 19 年、長崎キャノンを誘致(20ha)。現在町有地 2．86ha を造成して(総事業費 5 億

5千万円)企業誘致に力を入れている。 

波佐見町は陶器の町、産業の街として再起を図っている。 

 

9 月 30日(火) 

諫早湾干拓事業 視察 

諫早湾塩受け堤防排水門を巡って、漁業者が開門を要望し、農業者は開門差し止めを要求している問題の地を視察した。 
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諫早湾干拓事業は昭和 62年～平成 20年 3月の間で行われた。 

現場に行くと、1330 年、楠公さんが活躍した時代から現在にわたって干拓が行われ、約 3,500ha が既に干拓されていたところへ、870ha

の干拓地が新たに作られた。 

事業の目的 

* 高潮、洪水、常時排水等に対する地域の総合防災機能の強化。 

* 灌漑用水が確保された大規模で平坦な優良農地を造成し、生産性の高い農業を実現する事。 

計画概要 

* 計画対象地域：諫早市、雲仙市。 

* 計画面積：干拓面積 870ha(うち農用地面積 672ha) 

* 主要工事:潮受け堤防 7.05Km、排水門(北排水門：幅 225.3m、南排水門：幅 59.9m)、内部堤防 11Km、調整池 2,600ha(有効調節

容量 7,900万立米) 

* 営農：41経営体による露地野菜、施設野菜、施設花卉、飼料作物など。 

総事業費 2,530億円、平成 20年 3月末完成。 

干拓地の中の道路を走ると、昔の干拓地では水稲の栽培が主で遥か山の近くまで、まさに遥か彼方まで田圃が続いている。新しい干拓地に

入ると野菜の畑、ものすごくデカい温室、飼料用のトウモロコシ 他、沢山の作物が見える。中には何を作っているのかわからない畑もあ

る。1 区画は 100m×600m、6ha。使用区画は 1 つから事業体の要望によりリースする。(株)愛菜ファームは 6区画 36ha をリースで使っ

ている。 

現在の状況では営農者はおおむね正常な営業を行っており、国内では珍しい大規模農業を実施している。 

11Km に及ぶ内部堤防に立ってみたが、延々とつづく農地。反対側は潮受け堤防までの 2,600haの調整池。手前には、遊歩道がある広い雑

草が生えた干潟。はるかかなたに見える 7Kmの堤防と湾を渡る道路。平地の無いわが村と比べてうらやましい。しかし雄大な景色だ。 
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10月１日(水) 

常々、村にコンビニがほしいと思っていたところ、新聞の記事が目についた。 

日本でコンビニの覇権を競っているローソンとセブンイレブンの平均売り上げ、両方とも数千軒の平均だが、ローソン 54万円/日、セブン

イレブン 66 万円/日 だそうだ。100 円コーヒーもコンビニではスタンダードとなった。次は何が出てくるかわからないが、まさに売上競

争は日本だけではなく、東南アジア、欧米にも広がりつつある。 

この中で、千早赤阪村のような地域で物販業、モノ作りを起業するにはどんな方法があるのか、答えは多分、知恵と熱意だと思う。 

今のような平和な時代、守り中心の村で起業は大変だと思うが、農業、商業、グルメ、モノ作り、観光業、物販業、何でもいいから出てき

てほしい。 

午前 

水道課レク 

資産が劣化している上水道だが、府の水道企業団のバックアップで近い将来安定的に水を供給できるように努力している。 

19：00 

水力発電の可能性を考える会 

昔 100kW発電していた上東阪水力発電所で、今一度発電できないかを考えている。理事長は清井議員、保守系議員全員参加していただい

ている。100kWは小さいが、村で少しでも発電出来たら、国土の 70％が山林のわが国では将来的に役に立つ。 

 

10月 2日(木) 

10月の月初検討会 

過疎地域からどうしたら自立できるか、私の考えを話した。 

＊ まず過疎要件の 1つ、人口問題の解決。 

村の新築状況を調査したところ、平成 7 年(都市計画法が 4 月 1 日に施行された)オレンジヒルを除いて極端に新築が少なくなってい

る。旧村では、家のあるところは条件の悪い所、条件の良い所はすべて農地になっている。家を建てるには、まず農用地指定の解除、

次に厳しい規制のある市街化調整区域をクリアする必要がある。建築確認必要、普通に上手くいって 3年～4年近く掛かる。したがっ
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て、若い諸君は村で家を建築するのをあきらめて、町へ出ていく。村は過疎になる 

1. 都市計画区域はそのままでいいが、過疎地域自立特区として過疎から自立できるまで市街化調整区域の白紙化と、農用地指定の棚

上げ。 

2. 人口密集地近郊を活かし、1区画 500平米以上の住宅地開発で、自宅と 2～3台の駐車場所を確保するとともに、家庭菜園と子供

とキャッチボールくらいは出来る場所がある住宅団地、200軒～300軒が出来れば自立できる。 

＊ 金剛山ビジターセンターの建設。 

＊ 庁舎検討委員会の再開と、委員の木造庁舎研修会の実施。 

＊ 楠木正成の遺跡と歴史を利用した、歴史観光コースの設定。 

＊ 過疎地域自立促進計画の早期決定。 

＊ すべての計画はやりっぱなしではなく、必ず償却を考える事。イベントは経費回収を考えること。 

等々、協議した。 

 

10月 3日(金) 

18:00 

竹本直一君を励ます会（リッツカールトン大阪） 

嫁が行くので公用車をやめ、私の運転でリッツカールトンへ、40 分前に着いた。岬町の田代町長始め、熊取町の中西町長、田尻町の原町

長、河南町長、太子町長参加、やはり大阪自民党府連の代表になると違う。各地区からバスで三々五々と後援会の皆さんが集まってくる。 

6時から内閣参与の講演非常に興味のある話で、40分の時間がアッとゆう間に終わった。 

第 1部は 7時前に終わり、移動して第 2部は 7時からと案内に書いてあったが、参集者が非常に多かったのか、30分遅れで始まった。 

府医師会会長、元阪大総長岸本名誉教授、がんこ寿司社長、挨拶の後乾杯会食になる。村の皆さんもたくさん来場している。 

8時を過ぎたので、皆さんに挨拶をして帰る。8時 20分ごろリッツカールトンを出たのだが、交通量が少なく 20分で羽曳野着。これでこ

そ高速道路、昼もこの調子で走れたらいいのに。リニア新幹線と高速道路、大阪再生に必要な道具だ。 
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10月 4日(土) 

手伝いに来た孫と一緒に、看板制作に励む。すべての部品を 10 セット造ったつもりだったが、2～3 足りないものがあり、リストを作り、

足りない分は作る事にする。1人よりは能率が上がる。 

12：30 

中学校運動会 

消防署の駐車場へ車を置き、中学校へ、今日は中学校運動会。宮本先生が棚田でコメの刈り取り中、挨拶を交わして先を急ぐ。意外と距離

がある、12～13 分で中学校運動場。120 人を切る中学校となってしまったが、午後のプログラムを見ると、なかなか元気のある中学校。

まずマーティングバンド、部員の数が少し減った様だが、相変わらず少ない部員で頑張っているのがわかる。今年は特に、部員の中で何人

かがオ－ストラリアホームステイに参加したので、練習量が少ないらしい、が、相変わらずしっかりした演奏。 

応援合戦、組体操、綱引きと全員参加の種目が多い。やはり生徒数が少ないのがつらい。若い子供がたくさんいる村にしたい。 

 

10月 5日(日) 

8：00 

忠岡町町政 75周年記念式典 

8時役所出発、忠岡町へ。 

明日台風が来る予報のせいか、車の流れが少ない、意外と早く忠岡町に着いた。今日の式典、府下町長は招待せず、大阪府町村町会会長の

私だけが招待された。会場にいる町民の皆さんも表彰を受ける人のみで 100人強、決して多くはない。壇上にいる来賓は私、衆議院議員、

府議の 3人、非常に簡素で良い。表彰者、感謝状受章者の読み上げもすべて敬称略、スピーディでいい。簡素でスピーディだが、かなり心

のこもった式典だ。 

1時間で式典終了。庁舎前の道路で忠岡町にある 4台のダンジリが揃い踏み。町長が赤い団扇を総括管理者に手渡す、曳行管理者に議長か

ら花束、私が白い団扇を若衆頭へ、順番は抽選らしい。 

庁舎前の広場へダンジリが進んでくる。地域のみなさん、特に子供たちが祭りの半纏(地域の揃いの半纏)を着て付いてくる。子供が多いの

がうらやましい。泉州は、やはりダンジリ中心の地域だ。 
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1 台ずつ庁舎前に止まり、うちわと花束を受理した後、100m ほど向こうの街角でやり回し(スピードを出して直角に回る)を派手にやり、

町内に帰る。警察がダンジリの運行をきっちり視察していたのが印象的だった。 

規制をしないと、たまには暴走することもあるのだろう。 

 

8月 6日(月) 

昨日、台風 18号の警報が出たので、昨日の夜から役所へ詰めていた。河内長野市が早々と避難準備情報を、続いて富田林市、河南町が、

村はどうするか？ 

外は風の強さで少し台風を感じるが、それでも少し強い程度、雨はしとしと。避難準備をする必要は感じられないので、情報発信を待つこ

とにした。職員は役所で待機。台風の影響がなければいいがと思っていたが、朝まで何事もなかった。 

5：00 

ＴＶで台風は既にスピードを速め、尾鷲沖。静岡方面に進んでいる。昨夜 12時頃、議長が様子見に来てくれた。その上、目をパッチリあ

けるようにコーヒーを差し入れしてくれた。おかげで目がパッチリ。時々外へ出てみたが、少し風が強くなったのと雨が少し降るだけで終

わった。 

“避難準備情報”を村内に出しておけば、行政として安心かもしれない。何かアクシデントがあれば「避難指示をしていた」と言える。 

いつも指示を出していると、住民の皆さんから「いつも指示が出ているから、今度も大丈夫」との思い込み植え付けることにならないか。 

「またか心配ない」と思われる、オオカミ少年が気になる。 

間違いなく災害が起こると思われる時は、躊躇なく出すべきだ。この判断が難しい。早めに出してもいいが、高齢化の進んでいる村では、

出す時間帯によっては危険が増すことになる。 

 

10月 7日(火) 

かなり忙しい日が続いたので、10月 6、7、8 休みを取って、日本 100名城巡礼の旅の予定だった。 

亀井氏４万石の津和野城(津和野には森鴎外の旧居がある)。萩市にある萩城、秀吉の朝鮮征伐前線基地 名護屋城、松浦氏 6万石の城 平戸

城を回る予定だったが、18号台風のおかげで役所から離れられず、急遽キャンセル。 台風があと数時間早く過ぎてくれたら出発できたの
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にと思ったが、自然だけはどうにもできない。レンタカー利用なので居眠り運転をしなくてよかったと思っている。 

今日は台風一過、雲 1つ無い天気。朝起きたときの寒さには閉口した、気温 9℃。ストーブをと思ったが、まだセットしてないので点けら

れない、パジャマから着替える時は震えた。 

役所に来ると 10時頃から暑い。これだけ温度差があると、着るものの選択が大変だ。一日の温度差が大きい年は紅葉が鮮やかになるので、

今年の紅葉は素晴らしいと期待している。 

千早で紅葉の見どころは、共同墓地から見る千早城址だ。今月の末から１１月の中旬が見ごろ。 

休みを予定していたので、午後、村長の日記 9 月 15日までを配布した。1か所 9月なのに 8月 4日となっていた、校正ミスが時々ある、

申し訳ない。参議院の予算委員会審議を聞きながら回った。特に気になったのは、職員採用と人材の問題だ。 

地方創生に人材が足りない市町村が多い。人口 5万人以下の所には国から人が行かない。石破大臣の話では、シティマネージャーとして国

から小規模自治体にも人を派遣したいとの話があった。 

行革により人材が払底している小規模自治体を、下支えする施策をお願いしたい。 

 

10月 8日(水) 

例年高額な”ふるさと納税”をいただいている個人に、心からお礼を申し上げた。 

比較的知名度の少ない村では、ふるさと納税 をいただくことが少ない。村は非常に子供が少ないし、出生数も少ない。子供が少ないとい

う事は、出産年齢の女性が少ないことだ。元総務大臣の増田寛也先生の説によれば、やがて村がなくなる。頂いた ふるさと納税 で、乳幼

児から中学生までの医療を充実させよう。 

午前 

金剛バス来庁 

水越峠の金剛バス方転地が吐田郷生産森林組合所有地であり、金剛バスは使用料を同組合に払っていた。組合は最近同方転地を国に売却

し、管理は千早赤阪村に移管された。使用料は村へ払うようにと言われたとの申し入れがあり、近い内に村と金剛バスで話し合うことにな

った。 
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１0月 9日(木) 

午前 

藤野興業会長来庁 

いつも迷惑をかけている小吹台の下水について、助言を得た。すでに業者より移管を受けて 10数年、劣化が進んでいる。少しずつ改良を

進めているが、前になかなか進まない。しかも年々アクシデントが起こる。下水の場合は悪臭を伴うので、地域の皆さんに迷惑をかける。

調査を進めて、劣化のはげしい所から出来るだけ早く改良を進めなければ。 

下水とともに、現在少しずつ進めている合併槽の設置についてもアドバイスを受けた。村では汲み取り便所、簡易水洗、合併槽、公共下水、

がある。 

一番水を汚すのは簡易水洗。処理をするのは便所だけ、処理は合併槽より不十分、風呂、台所の生活廃水はそのまま流す。汲み取りの場合

は生活排水は流すが、トイレからの排水は無い。出来るだけ早く合併槽設置を進めることが必要。 

合併漕の設置は現在少しずつ進んでいるが、宅内配管、設備費等がかさんで、なかなか進まない。推進方法と普及後のメンテナンスをシス

テム化して、クリーンな村を実現しよう。 

18：00 

大韓民国建国記念日レセプション 

韓国総領事より招待をいただいた。何回か韓国主催のレセプションにお邪魔したが、いつも料理の質といい、量といい、申し分ない。会場

で、村の住人で大阪府子供会育成連合会理事長の石橋さんに会った。例年、府の子供会と韓国の子供会が隔年で相互訪問を行っている関係

で、招待されている。今年はセウォル号の事件があり中止となったが、来年は韓国から子供たちが来る。 

石橋さんたちは、府の子供会と韓国の子供会との間で民間外交を使って、日韓友好に努力されている。村の子供会が休止中なので理事長を

やるのは肩身が狭いのだが、人口減を止めるとともに子供を増やす政策をぜひ進めてほしい、と要望された。 

 

10月 10日(金) 

朝から 19 号台風の話ばかり。フィリピン東方海上で 900 ヘクトパスカル、非常に大きく強力な台風。衛星写真では、台風の目が直径 40

キロ、きっちり映ってる。時速 15キロの遅いスピードで、3連休の終わりごろ関西方面を襲う。「予報が当たるんかい」と思いながら半信
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半疑の毎日だ。出来るなら来てほしくない。今年は 18号台風といい、夏の金剛山シーズン中、ほとんど土・日が雨で、ロープウエイの売

り上げが上がらない。「またか」という思いでいい加減にしてほしいが、自然には逆らえない。どこか他へ行ってほしいのが本音。 

午後 

消防財団来庁 

人事案件 1件。説明は電話でもいいし、大阪へ行くときに聞くよと言ったが、わざわざ来てくれた。ご苦労さん。 

 

10月 11日(土) 

台風 19号のニュースが次から次へと。超大きな台風、強さを保ったまま本州へ。大阪へ来る、近畿を直撃するニュースばかりだ。 

まだ沖縄の西南を、時速 10Km 程度のスピードで北に向かって動いているだけだ。あまりにも台風、台風。最近は集中豪雨の話ばかりが

表に出て、少し被害妄想になっているような気がするのは私だけだろうか。警報を早く出すのは悪くない、しかし、いつも台風のたびに大

騒ぎしていいのか。広島の被害は大きかった。日本のいたるところで今年は被害があった。しかし、事ある毎に非難準備情報、避難勧告を

出して良いのか、悩ましい問題だ。 

10：00 

葛城市市政合併 10周年記念式典 

平成 16年 10月、奈良県北葛城郡 新庄町と當麻町が合併して 10年。合併特例で 35,000 人の市が発足して、今 37,000人、人口が増えて

いる珍しい街。京奈和道路も市内はほぼ完成、あとは全線開通を待つのみ。うらやましい街だ。 

市のマスコットキャラクター、蓮花ちゃんのお出迎えで始まった。太鼓の演奏、市の沿革をつずったビデオの後、国歌斉唱、市歌合唱、そ

して式典開始。 

山下和也市長の挨拶。いつも元気の良い市長だが、前市長に敬意を払い、丁寧な言葉使いには感激した。 

周年記念の表彰式が無く、市長、議長、来賓として知事、県議会議長、奥野衆議院議員、市長会会長東川御所市長、の挨拶で終わり。市内

で多くの企業が操業しているようで、金剛連山は大阪側が表とのイメージを思っていたが、大阪側が裏側であるような感覚。大阪側の河内

はもっと頑張る必要を感じた。大阪府の力を借りながら表を取り返そう。 
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10月 12日(日) 

昨夜 8時過ぎ、村民スポーツ大会(グランドゴルフ大会)が台風の影響で中止と決まった旨、連絡があった。久しぶりに公務の無い日曜日と

なった。 

台風は明日来るそうだが、いい天気。最近、想定外の天災が各地で発生するので、皆さん神経質になっている。台風 19 号のニュースも 2

～3日前からＴＶ、ラジオ、新聞など、マスコミで次から次へと報道されるので大変だ。明日に備えて体力を蓄えよう。 

 

10月 13日(月) 

いよいよ台風 19号が来ることになった。 

8時すぎ 

暴風警報が大阪府に出た。役所より 10時集合のＴＥＬが入る。 

9：30 

着替えをして役所へ。報道によるとかなり強い勢力のまま関西へ来るらしい。 

今回の台風は超大型、勢力が強い。大阪へ来るのは夜 19 時～20 時頃。暗いときに避難情報を出せば、高齢者の多い村では危険。13 時に

避難所を開設して避難指示情報を出すことにして、12時 45分、職員召集。避難所はくすのきホール、Ｂ＆Ｇアリーナ、千早小吹台小学校、

旧千早小学校体育館。万全とは言えないが、職員を配置して維持できるぎりぎりの線。時間も掛かる事から２班体制、これだけで８人は必

要。 

台風は九州南端に上陸。豊後水道に出て東北に進み、高知から徳島を経て淡路を横切りる。 

20：30頃 

20：30頃、岸和田付近に上陸。22時 30分頃には伊勢湾へ。ＴＶによると、千早赤阪村のそばを通過した模様。19時過ぎには役所周辺に

はかなり強い雨が降ったが、通常の雨の少し強い程度だった。千早へ行っていた職員に聞いた所、千早はあまり雨が降らなかったらしい。

休日だったが職員を招集し、避難所を開設し、２０数人避難してもらったが、何事も無くて良かった。 

村のように独居老人の多い村では、台風などの天災時には、出来るだけ人を集めることで不安を和らげることが出来る。安心して住んでい

ただけるには、高齢者の心のケアが大切だ。 
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今回の避難所開設で、１つ問題点を見つけた。避難所へ避難した皆さんにオンタイムで台風の情報を提供することができていなかった。台

風のように時々刻々状況が変わるときは、ニュースの提供が大切だ。若い諸君はスマホでオンタイムの情報を得られるが、高齢者は難しい。

情報提供を考えよう。 

 

１０月１４日(水) 

台風一過、秋晴れにはならず、朝より小雨。台風で空気が入れ替わったらしく、急に寒くなった。 

昨日の台風避難騒ぎで、避難所でＴＶを見られる状態にする必要を感じていた。 

社会福祉協議会の西野会長と会い、ぜひ社協で避難所用のＴＶをお願いしたところ快諾を得、早急に手配いただくことになった。次に避難

所を開設するときには、避難所で状況を判断できるようになった。本来避難所を開設するようなことが無い方がいいのだが、少しでも避難

される皆さんが安心できるようになればいい。 

社協は、今年村内の各戸に火災報知機を配布してくれる事になっている。テレビも用意してくれる。感謝だ。 

すこし睡眠不足気味だが、おかげでシャキッとした。 

 

１０月１５日(水) 

今年は１月から葬儀が多かった。人口減が加速されると気にしていた。５月頃から葬儀の知らせが少なくなり安心していたが、９月中旬か

らまた少し多くなった。やはり気候の変わり目は、皆さんの体調変化に影響があるのだろうか。今日は朝１１時と、１２時から葬儀がある。 

１１時からの葬儀は、私が多聞小学校１年生で初めて教えていただいた先生。確か新任のピカピカ先生だったと記憶している。当時はバス

の便が無いので、上東阪から徒歩で多聞まで通勤していた。同級生は２４人いた。初めて授業を受けた先生への思いは、意外と大きく残っ

ている。先生のご冥福を祈る。 

１２時からの葬儀は、古川光和先生の甥。先生は「俺の兄弟は全員亡くなった、俺だけ９０歳、まだ元気だ。俺からすると君はまだ青年や。」

頭の禿げた青年もないと思うが、１人前と評価されるよう努力をしよう。 

潜水艦救難艦「ちはや」堺北港大浜埠頭へ入港の案内が来た。昨年ドック入りで整備が出来た「ちはや」を見たいのだが、１０月２５日入

港～２７日出航。１０月の日程がつまっているので堺まで行けない。後援会の皆さんには申し訳ないが今回は失礼する。 
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１０月１６日(木) 

１０月も中日を過ぎた。朝着替えをするときにストーブが必要になった。気温が落ちるのが早い。 

台風１９号が去った後空気が変わったらしく、朝は気温が１ケタ台まで落ちる。ストーブの長い出番が始まる。 

明日また葬儀の知らせが入る、気候の境目は体にこたえるのだろう。私も気候の境目に影響されない頑丈な体を維持したいが、議会などで

ウォーキングを止めると、体が衰えていくような気がする。暇を見て十分体を動かしたい。 

先日、遊休農地の有効利用法提案を受けた。村では、農地はまず米を作る。コメの期間が終わってから、裏作として違う作物を作り、また

夏を中心に米を作る。ところがコメは収入を伴わない。米を作る理由は、手間がかからないから。田植えをして収穫まで、米ほど手間のか

からない作物は無い。 

千早赤阪村は消費地(大阪)に近い。したがって、手間のかかる軟弱野菜等を作れば現金収入を期待できるが、村では作業員を確保できない。

体に障害を持っている人たちが今、沢山職を探している。重作業は出来ないが、軽作業は十分こなせる。提案者は、今、障害をお持ちの皆

さんを集めて、軽作業を行う仕事をしている。農産物のメンテナンス、取り入れ、包装などの作業は健常者より丁寧なぐらいだし、能率も

上がる。遊休農地を集めて、収益の上がる農業をやりませんか。 

担当に判断をお願いした。 

ダイヤモンドトレイル活性化委員会 来庁 

１０月２５日、行者杉で表彰式を行う。 

昨年のダイトレサミットで、行者杉の景観を良く出来ませんか？と３市協(河内長野市、橋本市、五條市)に提案したところ、ボランティア

の皆さんと三市の皆さんで邪魔な木を伐採していただき、景観が非常によくなった。作業に参加した二剛会他、三団体の皆さんに感謝状授

与式を現地で行う。 

ダイトレは人口密集地の中心にありながら、約４０Kmにわたり、車と会わないで歩けるトレイルロード。散歩道としては少しハードだが、

楽しい道。しかし、全コースが河内林業の中心地に当たり、杉・桧の人工林で平均樹齢はほぼ５０年。落葉樹が無いので季節の変化はあま

りないのと、木が成長しているので景観が利かない。変化を持たすために１Km～２Km に１つずつベルビュウポイントを作りコースに変

化を持たせれば、ダイトレの魅力は増す。３市の皆さんと、ボランティアの皆さんに感謝。 

副知事の提案で、ダイトレを和泉山脈の終点、岬町まで伸ばして、大阪・奈良・和歌山のコラボで、ロングトレイルをＰＲしようとの話が
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出てきた。ほぼ 80Km にわたる尾根道を沢山の人が歩くことで、皆さんさんが健康になり、この道が世界的に有名なトレイルロードにな

ればいい。 

 

１０月１７日(金) 

２～３年前から、千早赤阪村は観光地なのに、道路の上に木の枝が張り出して観光バスの屋根をこする。「車がワヤになる、なんとかでき

ないか」と観光バスのドライバーから注文を付けられた。以来、府道なのでどうにかしてほしいと府に何回か要望した。しかし街の人(府

の職員はほとんど街に住んでいる)は、木を切るのを極端に嫌う。街では木を伐れば必ず文句が出る、だが千早のような山岳地帯では、木

はほっとけばいくらでも大きくなる。落葉樹では秋の落ち葉が大変。木はある程度大きくなったら切るのが常識。 

千早で、１番道路に低く張り出している桜を切ることにした。午前は来客があるので、午後、作業をと考えていたが、１２時より葬儀があ

り、１３時半から作業開始。村の作業班の１人がかなりチェーンソーの扱いが上手い。作業を始めたところ、富田林土木の皆さんも手伝い

に来てくれた。富田林五條線の両サイドに人を立たせ、現業の諸君が木に登って桜を切り始めた。さすが、現業の皆さんはしっかりしてい

る。道路幅一杯に横切って、観光バスの屋根を傷付けている枝を落としてもらう。道路に落ちた枝は、すぐにチェーンソーでばらばらに刻

んで捨てる。当分の間、バスの屋根も傷つかなくなった。 

まだまだ、道路端に邪魔な木が沢山あるが、とりあえず今日は２本切った。これからも大阪府に要望するとともに、可能な限り木を切って、

あかるい道路を作って、来村客に少しでも楽しくドライブしてもらおう。 

現業の諸君は伐採の仕事をしたことが無いが、木を切るのはうまい。これからも、邪魔な木はできるだけ庁内の諸君に切ってもらおう。 

 

１０月１８日(土) 

今日は公務が無い。１日、孫と二人で看板の穴掘りに精を出した。柱を建てるには、小さな穴を深く掘る必要がある。直径３０cmほどで、

１m以上の穴を掘る必要がある。２時頃から２～３時間かけて２本穴を掘った。４mの柱を立てた。なかなかしっかりした柱が立った。 

看板をつけたいが、暗くなってきた。危ないので、今日は作業を止めた。 

 

 

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

１０月１９日(日) 

今日は水分神社の祭り。赤阪地区、河南町、富田林の一部の だんじり祭りの最終日、盛り上がる１日だ。 

少しおとなしいが、やはり だんじり、中々元気に動き回る。しかし、少子高齢化が だんじり にもあらわれてきた。地域の伝統を末永く

続けるには、子供、若い衆、中年、年寄りの、バランス良い分布が必要だが、徐々に年寄りが多く、年齢構成が高齢化している。若い人た

ちが、安心して住む村を造る必要がある。 

今日は下地区の祭りだが、千早神社の秋祭りを千早城址で行う。神社の祭りも１０月１９日(第３日曜)に固定しているわけではなく、氏子

が集まりやすい１５日前後の日曜日になっている。 

千早神社の氏子は、千早地区及び中津原の一部に分布する。５月の楠公祭と秋祭りの２回、祭りを行う。千早神社の祭りも高齢化の影響を

強く受け、現在は氏子の役員だけが神社まで登ってくるのがほとんど。中々、氏子の皆さんは上ってこない。私も、弁当を少し持って登っ

たが、息が上がった。元気で登れるように、金剛山トレーニングを続けよう。 

 

１０月２０日(月) 

下水道の普及と人口減少に伴い全国的にし尿処理量が少なくなっている中、新しい処理方法として、秋田市が汚泥再生処理センターを作っ

た。平成２３年にできたこの施設は、固液分離・希釈放流方式といい、搬入されたし尿の混入物を小さくカットした後、軸摺動式スクリュ

ープレスで脱水し、液体と固形物に分離する。水分は希釈した後、下水道に放流し、水分約７０％の固形物は秋田市の総合環境センターへ

運び、溶融炉で燃やすことにより、ほんの少し灰が残るだけとなる。したがって、最終処分場の必要が無い。途中で発生する臭気は科学的

分解除去し、低濃度の臭気は吸着剤で除去している。 

今、千早で問題になっている、脱水ケーキの臭気問題は発生しない。又、し尿処理場としての機器が少なく、経済的にも優れたシステムだ。

条件はしっかりした下水道処理システムが必要だが、大阪の流域下水道は万全、南河内環境施設組合の課題解決に良い指針と思う。 

この施設周辺は、冬の北風が強い地域。同センター周辺に、風力発電の風車が動いていた。居酒屋チェーンの「和民」が設置した風力発電

施設。高価な施設らしいが、数年で投資が回収できるそうだ。 

今日、安倍内閣の女性閣僚２人が辞任した。輝く女性の代表だったが、安倍内閣の前途に霧が発生した。早く収集して、いい日本、地域創

生に励んでほしい。 

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

１０月２１日(火) 

能代山本広域市町村圏組合 

この組合は秋田県北部、能代平野にあり、能代市、藤里町、三種町、八峰町で構成し、組合の行政事務は、教育、文化、スポーツ振興、消

防・救急、福祉・医療、一般廃棄物(ごみ・し尿)等の分野で、効率的な広域行政に取り組んでいる。 

同組合の南部清掃工場を訪問し、長寿命化の内容を聞いた。設置以来 17年を経過し、基幹設備を改修し、より効率的で省資源化を求めた

工場だ。多くのモーター類をインバーターで制御することで省資源化を図るとともに、CO２排出量を年５％(１３０トン)以上削減するこ

とで、地球温暖化に寄与している。 

同組合の廃棄物処理工場で特徴的なことは、南部、北部２工場あるが、組合の職員は所長が各１人配置されているだけで、運営は民間委託

されていることだ。従来職員で運営していたが、不補充で現在所長を各施設１人ずつ置いているだけ。組合としては、かなり行革の実が上

がっている。 

 

１０月２２日(水) 

行政経営戦略会議 

今日の戦略会議は、過疎地域自立促進計画の調整と外部審議会の結果報告。始めに、２７年度予算編成への思いを話した、 

村が過疎指定を受けたのは、今までの運営が人口減、税収減の方向をストップできなかったからだ。従来の事業を踏襲すると、これまでと

同じ状態を続けることになり、村は過疎からよみがえらない。２７年は、ぜひ新しい感覚で予算要求をしてほしい。 

少なくとも、従来事業の３割はやめて、新しい事業に取り組む気もちが必要。過疎地域が復帰した事例は無い。しかし、村は必ず復帰する。

そのために、過疎債を利用させてもらう。村造り元年のつもりで、予算要求を。 

村で一番弱い産業振興、農業、林業、商工業振興には、人件費だけではなく、予算を十分配分する事。 

村道の改修、新設に、延長年度がわかる予算を。 

懸案となっている、庁舎及び周辺を一体化した開発、ビジターセンター、２９人型特養、楠公さん関係の観光開発、過疎からの脱出対策、

具体的に作ってほしい。 

従来にない、わかりやすい予算編成を。 
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11：00 

日本一のそば職人 高橋さんのそば会 

蕎麦屋を開業したい友人と参加。やはり、有名なだけある。そば粉といい、蕎麦の出来といい、申し分ない。蕎麦屋６０年の重さを感じる。

少しでも近づく用に、努力したいと話していた。 

午後 

区長会 

今回の区長会で問題になったのは、地区補助金。従来の地区補助金確保が大切と、区長さん全員の意見。全員から理解される制度を考えよ

う。 

 

１０月２３日(木) 

講演会 

地域力創造施策の動向と課題 ～地域の経済構造改革にむけて～ 

総務省自治行政局地域創造グループ 地域自立応援課長 佐藤 啓太郎 氏 

地域創造、地域創生により、東京一極集中排除の波が盛り上がってきた。しかし反面、新幹線(金沢まで開通、東京と約２時間で結ばれる)

来年開通のニュースが良く出ている。大阪への開通はあと１０年はかかる。すばらしい街、私の大好きな街が東京圏に入る。２度と大阪圏

に帰ってくることは無いだろう。リニアは名古屋止まり、ますます大阪は田舎になりそうだ。 

佐藤課長の話 

* 過疎集落の維持・活性化 

地域産業の振興と日常生活機能確保をハード・ソフト両面から支援し、定住環境を整備。 

* 定住自立圏構想 

中心市(人口５万以上)と近隣市町村が連携し、地方における「定住の受け皿」を形成。 

* 地方中核拠点都市圏の形成 

地方活性化をめざし、相当の人口規模と中核性を備える中心都市と周辺の市町村が連携し、「地方中核拠点都市圏」を形成、人口減少
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社会の反転攻勢の砦を築くとなっているが、大阪では当てはまらない。 

佐藤氏の話中で、村で取り入れられる施策として、地域おこし協力隊の話があった。 

地域おこし協力隊：都市地域から過疎地域等、条件不利地域に住民票を移し、地域に居住して「地域協力活動」を１年以上～３年以下実施。 

実施主体：地方自治体が直接雇用するか、農業生産法人や観光協会、NPO法人等。 

地方自治体との雇用関係のない形態で依嘱することも可能。 

総務省による財政支援：隊員１人当たり４００万円上限(報酬等 上限２００万円、＋ 活動費 上限２００万円) 

安倍総理の指示：地域おこし協力隊を３年間で現在の 1000人から 3000人へ。 

村の放置森林対策に使いたい。 

 

10月 24日(金) 

まち、ひと、しごと創生法案が出来た。 

地方が成長する力を取り戻し、人口減少を克服する。国民が安心して働き、希望通り結婚し子育てが出来る、将来に夢や希望が持てる、魅

力ある地方を創生し、地方への人の流れを作る。人口減少、超高齢化の現実を認識し、地方が可能な方法で自立することを目指す法律。 

50 年後に 1 億人程度の人口を維持するために(人口減少克服・地方創生)という構造的な課題に正面から取り組むとともに、地域の特性に

即した課題解決を図ることを目的として、以下 3つの基本的視点とする。 

1. 若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現 

人口減を克服するために、若い世代が安心して働き、希望通り結婚・出産・子育てをすることが出来る社会経済環境を実現する。 

2. 東京 1局集中の歯止め 

地方から東京圏への人口流出(特に若い世代)に歯止めをかけ、地方に住み、働き、豊かな生活を実現したい人々の希望を実現する。 

東京圏の活力を維持向上を図りつつ、過密化、人口集中を軽減し、快適かつ安全・安心な環境を実現する。 

3. 地域特性に即した地域課題の解決 

中山間地域等において、地域の絆の中で高齢者をはじめ、すべての人々が心豊かに生活できるよう、小さな拠点における制度縦割りを

排除した(多世代交流・多機能型)の生活サービス支援を推進する。 

http://www.matsumoto-masachika.com/


村長の日記 

 

松本昌親 公式ホームページ http://www.matsumoto-masachika.com  

 

 地域中枢拠点都市、近隣市町村、定住自立圏における(地域連携)を推進し、役割分担とネットワーク形成することを通じて地方に

おける活力ある経済圏を形成し、人を呼び込む地域拠点としての機能を高める。 

 大都市圏において、過密・人口集中に伴う諸問題に対応するとともに、高齢化・単身化を地域全体で受け止める(地域包括ケア)を

推進する。 

4. 検討項目と今後の進め方 

① 検討項目 

 地方への新しい人の流れを作る。 

 地方に仕事を作り、安心して働けるようにする。 

 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を育てる。 

 時代に合った地域つくり、安全安心な暮らしを守る。 

 地域と地域を連携する。 

② 今後の進め方 

まち、ひと、しごと創生本部は、人口減少克服、・地方創生の為の(司令塔)ととして議論を統括し、必要な施策を随時実行していく。 

5. 取り組みの基本姿勢 

人口減少克服、地方創生の為には、具体的な政策目標を作り、実現には従来の発想にとらわれず、あらゆる効果的な政策手段を総動員

する。 

縦割りを排除し、個性ある(町・人・仕事)作りに全国どこでも同じ型にはめない。地方が主体的に取り組むことが基本であり、活気あ

ふれる発意と民間の創意工夫を応援することが大切。 

以下が基本姿勢 

① 的確、客観的な現状分析と将来予測により、中長期的政策目標を設定し、効果検証を実施、効果の高い政策を実施する。「ばらま

きはしない」。 

② 縦割りを排除、ワンストップ型政策を展開、地域再生プラットホームを整備し、地方居住推進の支援、小さな拠点における生活支

援など、同じような目標、手法の施策は統合し、効果的・効率的に実施する。 
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③ 人口減少を克服するために、地域の効果的効率的な社会・経済システムの新たな構築をはじめとした、あらゆる制度について振興

を図る。 

④ 地方の自主的な取り組みを基本とし、国はこれを支援する。地域に根差した民間の創意工夫を後押しする。 

⑤ 現場に積極的に出向き、地域における先進、・成功事例だけでなく、成功に至らなかった事例も含め、得られた事象を未来の政策

展開に生かす。 

以上が町、ひと、仕事の概要だ。 

 

10月 25日(土) 

今月の 31日、大阪宅建協会南大阪支部の東門さんに講演を頼まれている。 

テーマは(人口対策、地方創生大阪府の対策、と村の歴史)。約 50 分の時間を埋める必要がある。原稿が出来上ったったら日記を続けるつ

もりだが、講演の原稿が出来るまで日記は休む。 

 

10月 31日(金) 

15：00 

すばるホール 2F小ホールへ。 

約 1週間、構想して原稿へ。時間との勝負だが、公務があるので、夜考えるとすぐ眠くなる。しかし、３１日には喋らなくてはいけない、

時間との勝負だった。この１週間、何かに追われるような１週間だった。とにかく、約１時間の講演の原稿を、まがりなりにも作った。小

ホールに来たら、丁度、私の前に講演する富岡さんの時間。話が上手い。介護についてのお話だが、実践している本人だから説得力がある。 

あたってくだけろ、精一杯頑張ろう。 

私は大阪唯一の村、人口約５８００人、大阪でただ１人の村長です。今年の夏、村で珍しい不動産業者、金剛登山で２０Kg のダイエット

を実践した東門さんが、大阪府宅地建物取引業協会の講演会で話をしろと言うので、簡単に OKをしてしまった。 

後日、富岡さんと一緒の講演会と聞いた。富岡さんは話が上手い。昔からの友達で、一緒にニュージーランドへのツアーに行った事もある。

ご夫婦ともに昔からの友達、金剛登山 10,000回を、夫婦で達成している。1万回登山は厳しい。仮に毎日登山だとすると、24年と 145日。
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雨、風、台風、嵐、雪… 多分 30年程度かかっていると思うが、大変なことだ。私は今 1,050回。24～25年以前から初めて、やっと。 

上るときは、朝 5時頃から上る。年 40～50回、週 2～3回登った方がいい。上った日の夕方は、ビール・酒が旨い。今 1つ、村の宣伝を

させてください。金剛登山の途中に、千早神社があります。楠木正成が、わずか 1500人の手勢で、15万人の鎌倉幕府軍と千早城にて籠城

戦を行った。彼のすばらしい戦術と洗練された兵の力で、１００日間 籠城戦を行い、鎌倉幕府壊滅で勝利を得た。 

11月頃になると、若い皆さんがお参りに来る。落ちない、落ちなかった、が、受験生に受けるらしい。落ちなかった城跡にある千早神社に

お参りすると、楠公さんのおかげで”落ちない”伝説が出来た。賽銭は、硬貨では早く落ちすぎる、紙幣がいい。 

さて、本題に入ります。 

皆さんは、今の大阪をどう思いますか？ 東京と、名古屋と、横浜と、福岡と比較して、元気だと思いますか。 

私は仕事の関係で、月に 1～2回は東京へ行く。新幹線が小田原を過ぎたらクレーンの数が急激に増えるし、丸の内界隈はビルのスクラッ

プ＆ビルドが進んでいる。 

地方各地への視察も多い。どこの空港へ行っても、羽田行きと比較して、大阪行きの便数が少なく、しかも飛行機が小さい。先日、秋田へ

行ったが、行きは ANAで 70人乗りのプロペラ機、帰りは JALで 50人乗りのジェット。羽田行きや名古屋行きは、フルサイズのジェッ

トだった。新幹線は、来年 3月に金沢まで伸びる。金沢も東京圏になった。北陸新幹線の大阪までの延伸完成は、10年以上は掛かる。 

サンダーバードで金沢へ!! は、昔話になった。東海道新幹線は、京都まで東京圏、東京から静岡までは通勤電車、リニアは名古屋まで、大

阪までは来ない。 

道路は、大阪～和歌山、大阪～奈良、大阪～兵庫、これらの府県境で、大阪府側の道路状況が悪すぎる。関空の利用客が少ないのは、近隣

県とのアクセス道路の悪いのが原因。 

国道 309号線、水越トンネルを過ぎ、御所市へ入ると途端に道路がよくなる。 

府道富田林五條線、昭和 40年頃、今にもトンネルを掘る話だったが、昭和 46年、黒田知事が誕生し、当時の知事が府立高校を 100校以

上造ったおかげで、予算に影響が出て、まだトンネルはできない。富田林五條線は、以後災害復旧工事のみ。 

大阪府の教育水準を日本一へという話は、上手くいかなかった。すばらしい教育水準を維持してくれてたら、大阪は東京に負けていない。 

和歌山県の飛び地、人口 480人の北山村へ行ったが、熊野川町との間にすごいトンネルを掘って直結している。河内長野市～橋本、トンネ

ルを抜けると和歌山側は 4車線、大阪側は狭くてコーナーばかり。和泉市から岬町までの府県間道路は、すべて和歌山県側が非常に良い。
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外環状線はまだ完成していないのに、交通麻痺が当たり前になっている。 

東京と同じように、府県間のアクセスを良くすれば、関空もいい空港になった。今の時代、アクセスがいいと、人、物、金の流れが良くな

る。大阪は、府県間、府県境周辺の開発を棚上げし、人口密集地の開発を優先した結果、人、物、金の流れが府内にとどまり、3流の街に

成り下がった。 

江戸時代の大阪は、「北前船」で、北海道、穀倉地帯の北陸、越後、越前と密接に繋がり、江戸とは樽廻船等でモノの流れを確保していた。

大阪の豪商たちがモノの流れ、金の流れをを確保していたので、大阪は経済の中心で、一流の商人の街だった。 

住友銀行は三井住友銀行となり、三和銀行は三菱東京 UFJ銀行となり、共に東京へ。大和銀行は りそな銀行となり、かろうじて軸足を少

し大阪へ残してくれている。戦後の発展を牽引した松下電器、シャープは元気が無い。大量販売のスーパー、ダイエーは中京資本のイオン

に吸収された。 

明治以降、大阪は、三井、三菱など、政商と対抗して善戦していた。戦後、朝鮮動乱で一時的に元気になり、大阪万博でかなり元気を得た。

しかし、以来 大阪府の政権に一貫性を欠き、国に対する影響力が低下していった。大阪府選出の代議士も、大物代議士の塩川先生を除い

て、国への影響力の少ない人が多かった。 

人、物、金のすべてを国(東京)に握られた今、私たちが取る事が出来る方法手段は何か。 

日本中を維新の風で席巻し、橋下総理を実現するか？ 

日本を握っている自民党に、府内選挙区を統一し、国に影響力のある大物代議士を生み出すことしかない。与党、野党、吉本と迷うことな

く 1つの柱を作り、府民が共同してぶれないことだ。 

吉本は府民の元気を鼓舞するのが使命だ。 

本来、大阪人(関西人)は自立心が強い。行政、国を頼らない性格がある。阪神淡路大震災の瓦礫は、西宮の浜で震災後すぐに焼却処分した。

311の瓦礫は、まだ積み上げたままの所が多い。今日は宅建政治連盟の主催でもある。ブレない大阪、ワン大阪を造ればいい。 

村の状況を、少し述べる。 

村は今年、過疎指定を受けた。人口減と税収減が直接の原因。若い諸君が村を離れる。通勤距離の問題、特に鉄道の駅が、富田林と河内長

野と離れている。最終バスは、富田林が 19時頃、河内長野は 20時頃で終わる。 

農地はすべて棚田、単位面積が小さい。所有農地で生活を支えるほどの耕地面積が無い。産業が無く、生活を支える職場が無い。 
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生活をするには、自然が多く、いい環境がある。1 幼稚園、2 小学校、1 中学校しかないが、教育には特に力を入れており、成績は府下で

トップクラスだ。 

最近、別荘を建てたい、住宅を建てたい、等のオファーはあるが、村は全域都市計画地域で、92％が市街化調整区域。しかも棚田地帯特有

で、住宅適地はすべて農地。地区計画で建築できるほどのオファーは無いし、家を建てるには農用地指定解除、市街化調整区域内での建築

許可、個別の開発は不可能。 

昭和 60年代、住宅、倉庫、工場の建築が毎年 50～60件あったが、最近５年間の平均は 10件程度、これが過疎の原因。 

フリーに個別開発が出来たら、年に数軒の別荘地の開発、耕作放棄地の積局的な利用、大阪近郊の利便性を活かした、ゆとりある住宅開発

で、過疎から自立する可能性が見えてくる。 

村の再生には、村内の都市計画の一時停止が必要にして十分条件だ。過疎地域自立特区の指定を取り、１０年～１５年で過疎から正常に帰

る、日本でただ１つの村になりたい。 

以上が、約５０分話した内容だ。宅建業界の皆さんが、ぜひ村の開発に協力いただき、地価が上昇に転じ、不動産が流通し始めたとき、村

は過疎からよみがえる。 
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11月 1日(土) 

今年は、村のロープウエイにとっても、長男の店にとっても、いい年ではない。 

11月初めの 3連休、また天気が悪い、朝起きたら雨が降っている。19号台風時のように役所で待機するほどでもないが、雨が降るとお客

さんが来ない。今年は台風などで、6月頃から週末毎に雨が降る。ロープウエイの売り上げも低下している。村にとっては、週末の雨はビ

ンボーな現象だ。今年の気象回りは、それでも少ない村の売り上げを押し下げる。雨でも人が訪れる仕組みが大事。 

朝、友達の長男が結婚するのでお祝いに富田林まで。奥さんに「おめでとう」を言って帰る。我が家を考えると羨ましい。 

今日は公務が無いが、明日、千早で災害避難訓練がある。朝早くから、長男は消防の明日の予定(土砂災害避難訓練)の準備とかで、出かけ

て行った。 

私は宣伝用の看板造りに励む。何しろ看板造りが出来る、数少ない休日だから。 

 

11月 2日(日) 

３連休２日目だが、雨。３連休の中日だが、車が登ってこない。 

10：00 

多聞小学館体育館で防災訓練 

千早地区は全域土砂災害危険区域。災害は今年の広島と同じ土砂崩れが予想される。ただ、広島のように家が建て込んでないので大きな被

害は出ないだろうが、常に雨の量には警戒する必要がある。避難所は多聞尚学館体育館となっているが、ここも土砂災害危険区域内。どこ

へ逃げるか、豪雨時は消防団が出動しているので、住民の皆さんは消防団の指示に従ってもらいたいと話した。 

すぐに、消防訓練終了後に地区がサービスする豚汁作りに取り掛かる。 

１００人前、大量調理は昔から私の役目となっている。豆腐を作るボイラーを使って作る。おかげで調理は早く出来上がるので忙しく、味

付けの迅速化が求められる。１１時の時間指定通りに出来上がる。 

豚汁サービス後、地区の文化祭カラオケ大会が始まる。最後はビンゴゲームで終わる。私は村の生んだプロ歌手、千早龍成君の前座で、細

川たかしの“女の十字路”を歌う。 

すぐに、くすのきホールヘ。 
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関口議員の長女、二男の演奏会 

駐車場は満員。長女はパーカッション。スイス、バーゼル在住。二男はパリ在住の歌手。 

ベートーベン、チャイコフスキーなら少しわかるが、私の中のクラシックとは違う、かなり新しい分野の音楽だ。 

 

１１月３日(月) 文化の日 

表彰式典(くすのきホール) 

長年にわたり、村政、地域振興に活躍された、個人や団体に贈られるもの。 

自治功労者表彰 

石橋依子さん 吉年  村の青少年健全育成に貢献 

瀬戸葉子さん 水分  村の青少年健全育成に貢献 

塚田孝一さん 小吹台  村の青少年健全育成に貢献 

中島俊輔さん 川野辺  村の青少年健全育成に貢献 

田中鈴代さん 小吹台  社会教育委員、人権擁護委員、公平委員、民生委員、多岐にわたる分野で貢献 

辻脇成佳さん 千早  消防活動で貢献 

善行表彰 

団体の部 

下東阪婦人会   地域の清掃、美化に貢献 

南水分、気楽会保存会  盆踊りの保存継承を行い地域文化の振興に貢献 

個人の部 

三木田良二さん、小吹台  地域の道路清掃を行い地域の美化に貢献 

 

皆さんには各分野で村に貢献頂きました、これからも地域、村の発展にご協力をお願いいたします。 
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１１月４日(火) 

１１月の初日、過疎地域自立促進計画もほぼ形が出来た。あとは議会の承認を得るだけとなった。 

これからは国の援助を得ながら、村を元気にして行くだけ。 

最近の４～５年、村は特に元気が無くなった。新築は、居宅、倉庫、工場合計が年１０軒平均。元気が出る方法は都市計画法を当分の間停

止してもらうしかない。具体的にその方法を検討するように、幹部職員にお願いした。 

しかし、都市計画法をストップするのは非常に厳しい。まず農地法をクリアする必要がある。 

国の農地法は、考え方が村の状況と違う。農地法は、平野部の広がった農地を想定している。少なくとも見渡す限り農地、はるか向こうの

山すそまで広がる農地を想定している。村は１反(３００坪、１０００平米)もあれば大きい田地。すべて棚田。中山間地域指定を受け、農

地を集積しても単位面積は増えない。しかも、増田元総務大臣の「消滅する村」の指摘の通り、高齢化の進んだ村。 

米栽培では収益が出ない。農業の将来はあまりない。しかも村では棚田地帯の特性として、住宅は状況の悪い所にあり、平坦な良い場所は

農地になっている。まず、農地指定を外すことから考える。 

 

11月 7日(金) 

13：30 

近畿地方治水大会(エル大阪) 

今回は大阪府の主催。小川副知事の挨拶で始まった。 

今年は、治水対策関係の事件が多かった。特に時間雨量１００mmを超える降雨が、日本列島の至る所で発生し、広島の土砂崩落事故によ

る多数の死者をはじめ、福知山の例年の洪水などの被害を及ぼした。 

次いで、全国治水同盟会連合会会長、陣内隆雄氏の挨拶。陣内氏は元建設省の官僚、自民党大阪府連会長、竹本直一氏と同年入省で同僚だ

ったらしい。 

大阪府河川協会会長、摂津市、森山市長の挨拶。森山市長の進行で始まった。来賓は、近畿地方整備局長、森正文氏。府議会副議長、永野

隆男氏。 

次に、国の治水対策を説明の後、守口市、西端市長の治水対策・意見発表「命と都市を守る治水対策」。 
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記念講演 関西大学教授 高橋智幸氏 

「これまでの津波防災の問題点と今後の方向性を考える～東日本大震災における津波被害を踏まえて」 

終了後、議事に入り、副会長の私が大会決議(案)の朗読。全員賛同で承認。 

地球温暖化の影響による、時間雨量 100mmを超す局地的豪雨に対する対策は、まだ始まったばかり。国土強靭化事業は、気候変動に対す

る対策でもある。速やかな進捗が必要。 

次回開催地を福井県に決定し、近畿地方治水大会は終わった。 

 

11月 8日(土) 

第 5回 棚田夢明かり 

12時 30分役所着。2時スタートなので、1時過ぎ、徒歩で中学校へ。なかなか、役所から中学校へ歩いて行くのは大変だ。少し息が上が

ったところで中学校着。既に出店の皆さんの準備 OK。会場 30分前なのに、全て皆さんが元気でスタンバイ。去年に比べるとお客さんの

集まりが早い。スピーカーで販売は 2時からと放送している。 

14：00 

開会 

少し挨拶をとちったが、仲谷 JA会長の挨拶、棚田の会会長の挨拶の後、来賓紹介。 

棚田の歌を紹介、バックコーラスは中学校ブラスバンドの皆さんでスタート。 

今回は大阪 15区の代議士 2人、府議会議員 2人も参加いただいた。 

大阪府も力を入れて頂いた。おかげでにぎやかな会となった。環境農林水産部長、農政室長以下、農関係の府の皆さんには沢山参加いただ

いたし、農と緑富田林の皆さんには感謝感激だ。 

棚田は昔、米中心の経済の中、村のように米栽培が難しい所でも約 2キロの灌漑工事で水を引き、山の傾斜を切り開いて米を作った。 

700年前、楠木正成が北条軍と戦った前衛の城、下赤坂城の南西斜面に広がる棚田。皆さんのおかげで、ほぼ完全な形で米栽培が続いてい

る。もちろん機械が入る広さは無い、全て手仕事での米栽培。棚田夢明かりを行えるのは、皆さんのおかげ。雪景色から、田植えの春、緑

の夏、刈り入れ収穫後の「夢明かり」まで、棚田を撮影に来るカメラマンが多い。 
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中学校のそばに位置するので PR は控えているが、今日の皆さんの集まり方を見ると、すばらしい観光資源の 1 つだ。棚田の会の皆さん

に、これからも米栽培を続けていただくように、お願いと感謝だ。 

今年は棚田寄席 桂福團治さんの落語、ゼンジー北京さんの手品(漫談)でほぼ１時間。棚田見物と寄席はミスマッチと思っていたが、なかな

かうまくいったようだ。 

中学校ブラスバンド演奏、中津神社の獅子舞、NYOROのコンサート、盛り沢山の内容で終わった。 

今年は早くから皆さんが集まり、正確には不明だが、5000～6000人は集まったと思う。 

5年続いたイベント、やっと住民の皆さんも乗ってきたようだ。5年 1区切り、6年目は、夢は広がる。 

 

1１月９日(日) 

昨日の 棚田夢明かり＆収穫祭 が終わり、今日は１日公務なし。 

朝、適当に起き、時間を見て豆腐造りを手伝った。「何時にどこへ」が無いと頼りないような気がする、役所人間になったのか？ 

家に帰り横になった。気が付いたら１時間半経っていた。嫁から TELあり「柿を買いに行きたい」。小深経由で農免道路を経て、橋本 や

っちょん広場着。 

駐車場は車が一杯、駐車スペースを見つけ、場内へ。非常に客が多い。3000円～4000円にターゲットを決めて、紀ノ川流域で有名な富有

柿を買う。今が旬の富有柿売り場を見ると、6個 1000円～8個 4800円まで大量に並んでいる。今年は非常に出来が良いらしく、大きな富

有柿、4L～5Lクラスを選び、12ケース。10分ほどで選び、レジに並ぶ。人が多いので、なかなか順番が回ってこない。10分程度並んで

やっとレジを抜ける。結束してもらって車に積む。 

セロリとか、レタス、トマト、サラダ用の野菜が安いし新鮮なので、今一度店内へ。さっきもかなり並んでいたレジの行列が、非常に長く

なっていた。20 分は掛かりそうなので、野菜を返し帰途につく。雨が降っているし、人が少ないと思ったのは間違い。サラダ用の野菜は

村の直売所で買えという事だ。やはり商品が続くかどうかはわからないとしても、JAの協力を得てすばらしい販売所を作りたい。 
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11月 10日(月) 

13：30 

大阪府町村長大会 

正副町村長会に引き続き、2時より全体会議。 

1. 大阪府地域地方税徴収機構設置 

43市町村の内 27市町が参加、H27～29年までの時限設置。共同で徴税困難事務を推進、税収アップに繋げる。 

2. 地域維持管理連携プラットホーム 

* 公共施設、道路、橋、トンネル等の安全安心の確保へ、予防安全を中心とした計画的な維持管理による都市基盤の長寿命化。 

* 将来への的確な維持管理へ人材の育成、確保と地域単位でインフラを守り、活かして行く持続可能な仕組み作り。 

3. 法務局による登記、差し押さえ外の業務を LGWANを通じてネットで行う説明を受けた。 

4. 18日 19日の、全国町村長大会の説明 

以上で今回は終わり。 

18：00 

浦野代議士を励ます会(リーガロイヤルホテル) 

まず、維新の会 幹事長 松井知事の話から始まった。 

1200 兆円に及ぶ国債の発行を、国の徹底した行革により停止し、国の財政を立て直す必要がある。維新の党は党勢を伸ばし、日本の国を

救う。皆さんの協力を。 

次に、富田林市長のスピーチ。松原市沢井市長、太子町浅野町長、河南町武田町長、次いで私の番。 

本日は浦野代議士を励ます会、ぜひ元気で頑張ってほしい。しかし、実は私の村が今年過疎の指定を受けた。大阪府で初めてだ。知事に対

し、代議士に対し、申し訳ない気持ちで一杯だ。しかし、私は村が必ず自立出来ると信じている。国の過疎対策室で「過疎地域で都市計画

法の網をかぶっているのは初めてだ」と指摘を受けた。 
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１１月１１日(火) 

豆腐造りを手伝う。久しぶりにやると、なかなか勘が戻ってこない。少しミスを犯したが、すぐ気が付いて事なきを得た。何事でもミスは

避けられないが、早く気が付くこと、すぐに訂正することが大切。ミスを隠したり、放置すると、まともな結果を得られない。 

午後 

大阪府の咲洲庁舎 

８日、棚田夢明かりアンド収穫祭にわざわざ来ていただいた農林水産部長に、お礼と今後の村造りの応援をお願いした。 

農政室長には、村のイベント、棚田夢明かり＆収穫祭を、来年も実行できるよう府の援助をお願いした。 

明日、内閣府の担当者から地域再生法のレクを受けるために上京する。今、ゴルフ場利用税が廃止されようとしている。村は２５００万円

強の影響がある。大阪１５区の代議士に廃止差し止めの要望と、廃止するときはゴルフ利用税と同等以上の財政措置をお願いする要望書を

持参するので、河南町(影響額は村の２倍以上)と村の連名で、副村長に作ってもらった。 

 

１１月１２日(水) 

昼の新幹線に乗り、東京へ。 

３時前に着いたので町村会館へ、荷物を置き衆議院議員会館へ。 

１８日解散、１２月１４日投票日が、既に決定したように報道されている中の訪問。会館内がいつもよりひっそりしている印象を受けた。 

大阪１５区の議員事務所を訪問。ゴルフ場利用税を廃止しないよう、秘書にくれぐれもよろしくお願いして、要望書を手渡した。 

議長から TELあり「参議院議員会館へ既にに到着」。 

太子町長及び正副議長、柏原市副市長、私と当村の正副議長が、鈴木憲府会議員。浦野衆議院議員、東参議院議員の紹介で、参議院議員会

館会議室で地域再生法のレクを受ける。 

東京圏への人口移動が続いている、その大半は若年層だ。 

大学入学、就職で 2010年以降、20～24歳(50,000～60,000人)、15～20歳(27,000～30,000人) 。 

国際的にも、首都圏への人口集中度が高い。 

地域再生法は、地方へ人口を分散し、首都圏一極集中を止めるとともに、地方が活力を取り戻し発展することで、全国津々浦々で景気回復
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を実感できる国つくりを目指す。 

石破大臣の指揮のもと、街・人・仕事創生法に基いて地方への人の流れを作る事業が始まる。千早赤阪村も、この流れを掴む努力を始めよ

う。レクが遅く終わったので、議長、副議長とともに遅い夕飯をいただいて寝る。 

 

11月 13日(木) 

遅くとも 14時に役所へ帰る必要があるので、9時の新幹線に乗る。9時に乗るには、8時 30分頃には東京駅に着く必要がある。 

朝起きて、朝食、チェックアウト、移動 を考えると、7時には起床する必要がある。忙しい。 

13時過ぎ、役所着。 

国民健康保険運営協議会 

平成 29年に、国保保険者が村から大阪府に変わる予定。27年の国保改正の方向も見えた。従来から堅持していた村の国保財政も、法律改

正、国保保険者の大阪府集約を見据え、ダイナミックに変更する時が来たと思える。私は村の国保料を、府下最低まで下げたい。審議をお

願いした。 

大阪府統計課長来庁 

5年おきに行われる、平成 27年度国勢調査の説明。来年の人口減がどのくらいか、心配だ。 

夕方 

嫁の病院予約の運転手。 

19時前頃 

役所へ。今日は組合交渉、先日出された人事院勧告の交渉。とりあえずジャブの応酬で終わる。 

 

11月 14日(金) 

昨日は忙しかったが、今日は少し時間がある。 

昼の休みに、何か月かぶりに散髪。時間が無いので散髪のスーパーへ。5mmの丸刈りにつき、すぐに終わる。少し残っている髪の毛だが、

切ると寒い。帽子は当分離せない。 
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毎月本屋に予約している雑誌をもらう。11月号と 12月号を纏めてもらう。いつもはその月の初日にもらうのだが、今月は 10月 1日にも

らうものと、11月 1日にもらうものを 1緒にもらった。先月は暇が無く取に行けなかった。時間を見て読もう。 

夕方から役所の若手、建築家の皆さんとミナミへ。 

まつまさの豆腐と絹揚げを使ってもらっている料理屋さんへ。社長が長男の同級生、久しぶりだが相変わらず繁盛で嬉しい。少し時間を取

って、約 30分勉強会。ミナミとしては安い料金設定だが、量もありリーズナブル。 

時にはミナミもいい。 

 

１１月１５日(土) 

久しぶりに天気の良い土曜日。 

朝５時に起きたが、車の窓が凍結している。走りたいが前が見えない。エンジンをスタートさせて、デフロスター、リアデフォッガーをつ

けて家に入り、温水を持ってきて窓にかける。融けて前後が見えるようになった。これからは、朝出かける前に車の窓氷を融かす必要があ

る。余計な時間が必要、寒いのに大変だ。 

頂上では、そろそろ雪が降る。千早の車も、スタッドレスタイヤに替える必要がある。タイヤを変えたときから、千早の冬が始まる。 

この土・日は予定が入ってない、今年の秋初めての週末。やりたい事は一杯あるが、何をやって良いか迷う。朝、豆腐造りを手伝った後、

自宅へ帰る。庭を見ると、忙しさにかまけて手入れしないでおいた皇帝ダリアの花が咲いている。折れたり横になったりで、格好悪い。風

で倒れないように支柱を入れたり、枯れた葉を外したりで、2～3 時間かかって手入れをしたら、少し見やすくなった。皇帝ダリアはもう

すぐシーズンが終りだが、やはり手入れをしたら眺めがいい。しかし肥料を入れてあったので、茎が太くなっている。自然の力はすごい。 

 

11月 16日(日) 

ここ 2～3ヶ月、土日連続の休みが無かった。今週は珍しく、土日公務なし。2日連続の休みを満喫しようと思っていたが、今日は孫のお

付き合い「こづかいが無いので、アルバイトをしたい」。朝から、長い間ほっておいた家の前の溝蓋を作ることにした。材料は昔からおい

てあった材木の山をひっくり返したところ、栗の５分板が出てきた。栗の板は長持ちするので、栗で作る。多分、溝板がいかれるころには、

俺もいないかも。 
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恐らく、３０～４０年は同じところに置いてあったはず。意外といかれてない、やはり栗は強いのだ。長い間おいてあったので、ほかに使

い方があるかもしれないが、板がせっていたり、しらたが腐っていたりで使いにくい。しかし、溝蓋として使う分には問題ない。何十年か

経た木材だが、のこぎりを入れたところ、きっちり強度がある。材木は強い。昔から栗材は強いという言い伝えは、間違いない。 

欅、楢、栗、ブナ、たくさんの材木があるが、昔から適材適所と言う通り、水気の多い所は水に強い木。夕方に防腐剤を塗り、終わる。 
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11月 17日(月) 

秋本番、千早城址の紅葉は赤と黄色のバランスが良くなってきた。これからあと半月ぐらいがベストシーズン。 

マス釣り場、墓地からの眺めは最高。天候の安定が大切だ。 

9：00 

100歳のおじいさんのお祝いに行く 

東條さん、少し耳が遠いらしいが元気。大きな声で話をすると、はっきりした声で話をする。握手をした手も力強く握り返されて、元気モ

リモリ、100歳とは思えない元気だ。若いときに軍隊に 4回招集されて、苦労された話を聞いた。 

10：30 

平成 27年度の組織替え 

過疎の村から普通の村への、リターンマッチが出来る村造りの部署を作る。 

(仮称)村造り振興課：  企画、産業振興、農林業振興、消費生活、観光振興、都市計画、を担当する部署を作り、村の振興を徹底的に進め

る。 

(仮称)施設整備課：    村道管理、上水道(府の水道時事業と統合)、下水道管理。 

組織を変えても運営する諸君の考え方が変わらないと、従来通りの運営になる。過疎からの脱出を合言葉に走ろう。 

午後 

大阪府 住宅まちづくり部 都市空間創造室長来庁 

都市空間の方向性ヒアリング。 

インフラの充実 

・国道 309号線、水越峠までの即時完成。(奈良県側は 10年以前に完成) 

・富田林五條線拡幅直線化、トンネルの早期完成。 

・村内府道の整備促進。 

・過疎から脱出までの間、都市計画法ストップ。 

・植樹林の完全間伐による山林崩壊防止で、土砂災害の安全安心を。 
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大阪府の問題 

・南阪奈道 太子インター → 葛城山麓 → 金剛山麓 → 岩湧山麓 → 貝塚までの高速道路建設。 

・奈良県、和歌山県との、府県間道路の整備改良。 

・ダイトレに連動するサイクリングロード建設。 

他を要望した。 

 

11月 18日(火) 

大阪府 町村長セミナー(グランドアーク半蔵門) 

これからの電子自治体の取り組み 

総務省自治行政局地域力創造グループ 地域情報政策室長 増田直樹 氏 

世界最先端 IT国家創造宣言(閣議決定)により、番号制導入までの 4年間、自治体クラウド導入の取り組み推進と、地方公共団体に期待さ

れる電子自治体推進の具体的取り組みの提示を重点に置いている。自治体クラウドを番号制導入に合わせて、共通化、標準化を行いつつ地

方公共団体の取り組みを加速。さらに国の(行政情報システム改革ロードマップ)を進めることにより、公共団体の情報システム改革を推進

し、地方公共団体の情報システム運用コスト 30％減を目指す。 

ややこしい文章が続くが、要は、今、全国の自治体で使われている ITは、各事業ごとにシステムが組まれていており、自治体毎に IT業者

が違い、バラバラにカスタマイズ(自治体毎にオーダーメイド)されていて、システムを共通・共用化出来ない。経費もまちまちで、自治体

の財政を圧迫している。マイナンバー制が導入されるに伴い、標準ソフトを利用して各自治体共同でクラウドを使い、IT 経費を削減する

という話。それと共に、国、都道府県、市町村をオンライン化し、行政手続きのオンライン化を推進する方向だ。 

既に秋田、神奈川県では自治体によるクラウド化が進んでおり、IT経費が 30％～50％削減された実績がある。 

ITに比較的弱い私だが、標準ソフトとクラウドを多くの自治体と共同利用することにより、かなりの IT費用を圧縮することが出来る。「各

自治体が共同してクラウドを使いなさい。」が結論。 
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11月 19日(水) 

全国町村長会(NHKホール) 

国会解散を 2日後に控え、今回の町村長会はいつもと少し違った。 

いつもなら藤原会長の挨拶ではじまるが、開会 2分前、安倍総理が到着。13時から参議院で委員会があるので初めに総理の挨拶。 

アベノミックスで我が国の経済は変わった。これからも元気の良い国作りに全力を尽くす。 

石破大臣の挨拶。地方創生、地方が元気にならなければ我が国の将来は無い。皆さんと共に、元気の良い地方を作ろう。 

今回は衆議院選挙が近づいているので、議員先生の参会が多かった。 

小田切徳美 明治大学教授の、町村へのメッセージ。 「田園回帰の時代」都市・農村共生社会をつくろう。 

藤原会長の挨拶、決議。 

町村の多くは農山漁村地域にあり、文化・伝統の継承と共に、食糧の自給、水源涵養、自然環境の保全、国民生活に大きな役割を果たして

きた。日本人の(心のふるさと)である農山漁村を、次世代に引き継いで行くことが我々の責務である。 

町村の環境は、急激な少子高齢化や人口流出、景気回復がまだ波及していないことによる税収の低迷、農林水産業の衰退、TPPの帰趨によ

り、深刻な状況が懸念される。 

東日本大震災の本格的な復興、我が国の再生を進めて行くためには、国・地方が全力で取り組む必要がある。 

我々町村長は、連携を強固なものとするとともに、直面する困難な課題に果敢に取り組み、地域特性や資源を生かした施策を展開しながら、

豊かな住民生活と個性あふれる多様な地域つくりに邁進する。 

一、 東日本大震災からの早期の復興を図るとともに、全国的な防災減災対策を強力に推進する。 

一、 地方分権改革を強力に推進する事。 

一、 道州制を導入しない事。 

一、 歳出特別枠及び別枠加算を堅持するとともに、交付税率を引き上げ、地方交付税等の一般財源総額を確保する事。 

一、 償却資産の固定資産税及びゴルフ場利用税を堅持するとともに、車体課税の見直しは代替財源の確保を前提とすること。 

一、 田園回帰の環境を充実させるとともに、農山漁村の振興を図ること。 

一、 都市と農山漁村の共生社会を実現する事。 
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一、 TPP交渉にあたっては、国益の堅持と重要 5品目等聖域の確保に万全を期すること。 

一、 領土外交に毅然とした姿勢で臨むこと。 

以上を決議し、スローガンと要望案を決議して大会を終わった。 

 

１１月２０日(木) 

12：00 

大阪維新の会 平成２６年度大阪府政に対する村要望への意見交換会 

村は４月１日より過疎指定を受けた、その主な原因は都市計画法を村全域に公布したことだ。 

昭和６０年頃、村は居宅、倉庫、工場の新設は６０～７０件はあった。最近５年間は１０件にも満たない。最近多い生産年齢の家族流出に、

都市計画法が１番影響している。村は、日当たりのよいフラットな土地はすべて農地としてコメの生産にあて、傾斜のきつい日当たりの悪

い狭い土地に家を建てて生活してきた。 

村は過疎から脱出したい。ぜひ過疎地域自立特区として、１０～１５年の間、都市計画法と農地法を白紙にしてほしいとお願いした。 

昭和４０年以来、災害復旧工事以外の改良・拡幅工事を行ってもらってない、府道富田林五條線を大至急完成し、国道 168号線(新宮-五條

間)改良工事の進捗スピードに合わせてほしい。国道 309号線の水越峠までの拡幅完成を、大至急お願いしたい。インフラの充実と規制緩

和で、村は必ず過疎からよみがえる。 

要望 

一、 地方分権の推進 

府は人的支援、財源措置を継続するとともに、分権改革推進に向けて振興補助金などと共に、研修支援を継続して行う。 

一、 人口減少対策 

対策としては自主的な村の取り組みが必要。府は新たな支援事業創設は困難だが、村の自主的な取り組みをしっかりサポートする。 

一， A.国道３０９号線全線完成 

平成２６年度には、川野辺までの工事を開始する。 

B.東阪三日市線小吹台下急カーブ解消。 
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府の道路工事継続事業を着実に進捗するとともに、新規事業については優先制を判定する。府道東阪三日市線は事業着手できない。 

C.富田林五条線改修完成を 

府の道路事業は、交通状況の変化による必要性、早期の効果発現等により判定している。富田林五条線は事業着手できない。 

府の回答によると、千早赤阪のような人口の少ない所は、大阪府ではないように聞こえる。 

和歌山県は人のいない所でも、道路整備がきっちり出来ているのに。 

 

1月 22日(土) 

今年最後の 3連休、朝から天気がいい。今年は 6月頃から土曜、日曜と雨の日が続いた。この 3連休は予報でも現実でも、まさにいい天

気。 

しかも、この 3連休は公務が無い、葬儀もない。朝から皇帝ダリアの手入れをする。植えただけでほっておいたら、花が咲き始めた。斜め

になった花、折れてそのあと大きくなった花、葉が茂って見づらくなった花。杖を立てて余分な葉を落としたので、少し見栄えがするよう

になった。時には庭の手入れが大事だ。 

 

11月 23日(日) 

孫がアルバイトに来た、まつまさの看板の仕上げをする。看板を作って、字を作り、色を塗り、看板に張り付けやっと完成、10 枚ほどで

きた。先週一軒家に建てたが、穴掘りが大変だ。抜けないように、風で飛ばないように厳重に立てるのは、かなり重労働。出来るだけ小さ

く、深く穴を掘るのは大変だが、これから５～６年は持つような看板にしよう。 

 

11月 24日(月) 勤労感謝の日 

振替休日の日、今日も天気がいい。3連休で好天続きは今年初めてか？ 

昨日と同じように登山客が来る。今の季節が山登りに 1番いい季節だ。明日から雨の予報、三々五々登山者が金剛山を目指す。今日は特に

子供づれが多い。 

まつまさ下の水力発電施設が皆さんの興味を引いている。超ミニ水力発電所。５～１０Wの発電量だが、LEDのライトが点灯していてシ
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ャカシャカと水車の回る音が良い。子供たちの興味を引いているようだ。 

 

１１月２５日(火) 

好天の３連休が過ぎて、雨。かなり雨脚が強い。 

午前 

所用のため町村会へ。 

今、府庁一帯が工事中で駐車場が無い。１人で行ったので駐車場探しが大変だ。町村会で要望が決まった乳幼児医療の副知事要望のレクを

受けた。忘年会の日程を決め、役所へ帰る。 

夜 

組合交渉 

今年の人事院勧告の取扱い。交渉前に委員長が来たので、早く妥結して人事院勧告分の支給分を年内に支払いたいと話したところ、私たち

の言い分を受け入れてくれて交渉妥結。今は理事者、組合、共に力を合わせ、村の活性化に取り組むときだ。 

 

１１月２６日(水) 

(仮称)金剛山ビジターセンター 説明会の用意が出来た。年末だが、時間を見て説明会を行う。 

9：30 

月例監査 

いつもながら、監査委員の鋭い指摘を受ける。皆さんの協力で村の財政がうまくいっているのだ、指摘されるたびに財政運用が確実になっ

て行く。 

12：00 

私のアドバイザリースタッフの１人が来庁。 

久しぶりなので まつまさ で昼飯。過疎地域からの脱出方法のアドバイスをいただく。誰の話を聞いても、規制緩和で開発をスピードアッ

プする以外ない。特に千早赤阪村のように完全に沈滞している状況では、規制緩和で土地の流通を加速する以外無さそうだ。 
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15：00 

村有地の境界確定で調停(裁判所) 

なかなか相手さんの要求通りの答えを出せず、調停は不調となる。 

 

11月 27日(木) 

内外情勢調査会(ホテルニューオオタニ) 

講師 大谷誉 筑波大名誉教授 

現在の中国問題に非常に詳しい先生。 

日本が戦後、経済復興に 50年かかった歴史を、たった 10年で達成した中国の躍進の秘密は。 

安い人件費、なりふり構わぬ経済政策により世界第 2の経済大国になったが、その結果として水の汚染、空気の汚染、国民の所得格差の拡

大、汚職の拡大、国内的に大きな解決すべき問題を抱えている。 

中国は、共産党の 1党支配が戦後続いてきた。毛沢東以降、共産党支配を続けるため、天安門事件等不幸な事件があった。軍と党は 1体を

常に国民に示し、いかなる手段を使っても 1党支配を続ける強い意思表示だ。 

アラブの春など、世界中に民主化の嵐が吹いたが、中国はインターネットの厳格な検閲などを通じて 1党支配継続に全力を挙げている。一

方、経済は世界と連動しており、世界の工場としてすごいスピードで発展してきた。その外貨を利用して資源外交を進展させ、油、鉱物、

漁業、あらゆる資源獲得に奔走している。経済の民主化と共産党 1党支配のバランスをどう取って行くか、習政権の腕の見せ所だ。 

後、尖閣諸島の領有権問題、小笠原諸島でのサンゴ漁、何でもありの中国との対応の困難さに言及され、終わり。 

16：00 

副知事に対し 子育て支援へ財政援助充実を要望 

町村長会、市長会共同で、植田副知事、小西副知事へ要望。H22年に創設された“子育て支援分野特別枠”がH26年で終了するが、その

財源を利用して、来年度から市町村が実施する子育て支援施策の財源支援をしてほしい。 

18：30 

釜中優治くんをはげます会 
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前イージス艦こんごう後援会会長の二男、維新の風が吹く中、自民党公認で当選した珍しい府議会議員。 

竹山市長の熱い応援演説を得て盛会。4月に向けての良いスタートを切った。 

 

11月 28日(金) 

連合南河内地区協議会(さやかホール) 

来年 4月、統一地方選挙が行われる。多くの首長、議会議員にとって、大変な時だ。 

来賓あいさつの中で、富田林市の多田市長が来年の市長選挙支持を要請。まだ議会では出馬を表明していないが、必ず出馬するようなニュ

アンスの挨拶を行う。次いで藤井寺市の国下市長も、まだ議会では表明していないが、事実上の表明のような挨拶を行った。 

大阪狭山の吉田市長は、3期お世話になった引退の挨拶。皆さんにお礼を述べた後、退職後は語学研修の留学をしたのち、フィリピンでボ

ランティア活動をするらしい。引退する人、チャレンジする人交々だが、地域のため、自身のため、大いに活躍してほしい。 

18：30 

町村会職員の皆さんと忘年会 

少し早いが 12月は予定が多いので、早く開催する。 

 

11月 29日(土) 

衆議院選挙の公示が 12月 2日に迫ってきた。「勝利を祈る」の檄文をお世話になった先生方の事務所へ持って行ったが、 

まだ和歌山の二階先生の事務所へ持って行ってない。御坊市に事務所があるので持って行く。カーナビに入れると１３０Ｋｍ、2時間の所

にある。役所を出たのが 11時過ぎ、美原南から高速へ、紀ノ川でコーヒーを飲み休息、1時少し前に着いた。私の車のカーナビは 6年前

の物。ソフトの入れ替えもしてないが、二階先生の事務所へ一発で到着、さすがとしか言いようがない。事務所前の駐車場には多くの車が

駐車しており、選挙前のあわただしさを感じる。事務所へ入ると選挙に対する余裕を感じた。さすが自民党のドン、安定した先生の実力を

感じたのは私だけではないだろう。事務所はプレハブながら広い 2階建。受付で先生の二男の奥さんに檄文を手渡し、帰る。 
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12月 2日(火) 

朝 8時過ぎ 

竹本直一選挙事務所 

竹本直一選挙事務所到着、衆議院議員選挙公示日。 

寒い。昨日までの暖かい日と違って、急に寒くなった、寒さが身に染みる。家を出る時コートを持ってきたので、羽織るとともにマフラー

を巻くと、少し寒さを抑えられる。 

8：30 

出陣式開始 

連合会長 古川光和 氏 の挨拶で始まる。市町村長代表の富田林市多田市長、市町村議会代表 狭山市議会議長、公明党の岩下先生、の挨拶。

皆さん歯切れのいい、短い挨拶が進む。最後に、竹本先生の決意表明。南河内高速道路、リニア新幹線大阪線、景気のいい話があり、候補

者は選挙カーに乗り、出発。ポスターの場所は 3番、選挙戦の幕は切って落とされた。 

竹本先生は比例立候補してないので、今回は大阪第 15選挙区で当選しなければならない。「勝利を祈る」。私と同級生、河内のために頑張

ってほしい。 

14：00 

金剛山系対策会議 

冬山会議 25団体、33人に集まってもらい、開会。 

 日曜、祝日の車両大型バスの規制及び登山者の整理。 

 救急業務体制及び道路積雪時対策。 

 大型バス駐車整理券発行。 

以上、ほとんど意見もなく終了。 

最近の傾向として、高齢者が登山中に滑落したり、転倒して骨折するケースが多い。注意を呼びかけるようにお願いした。 
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12月 3日(水) 

選挙 2日目、まだ千早赤阪村には選挙カーは来ない。 

役所前を通過すればわかるのだが、やはり有権者の多い所から回るのだ。府議会議員、国会議員も、なかなか村を見てくれない。 

国道 309号線は、20年度内に川野辺まで、水越峠までは 10年～20年は掛かりそう。隣の奈良県、和歌山県の道路状況とは、あまりにも

違いすぎる。 

河内長野市から岬町まで、県境をまたぐ道路では、和歌山県に入ると途端に道は広くなり、カーブが少なくなる。奈良県でも同じ。 

村が過疎になったその原因の 1つは、インフラの未整備だ。府道富田林五條線も昭和 30年初めに計画道路になり、金剛山ロープウエイ開

通時に千早まで改良工事が行われた。以来 40年間、災害復旧工事は行われたが、改良工事、延伸工事が行われたことが無い。奈良県側は

既にトンネルの入口予定地まで道路工事が出来ているが、千早側は予定すらない。この衆議院議員選挙、次の府議会議員選挙を契機に、ぜ

ひ候補者に要望しよう。 

今日から期日前投票が始まる。13 日までご苦労さんだが、選管の皆さんにはよろしくお願いする。最近は期日前投票が多くなる傾向にあ

る。少しでも投票率を上げたい。 

10：00 

身障者キャラバン 

12 月、身障者週間に際し会長の彼塚さんがおいでになり、身障者への手厚い施策を要望される。私たちも出来るだけ要望を受け入れるつ

もりだ。 

午後 

JAの組合長、役員の皆さんが来庁 

“あすかてくるで 河内長野店”の開店を聞いた。河内長野市“奥河内 くろまろの里”の中に、“あすかてくるで 河内長野店”がある。 

金剛山ビジターセンター計画の中に、地場産農産物販売所設置を計画している。”あすかてくるで 千早赤阪店”をお願いした。 

国・府と違い JAは千早赤阪村に軸足を。 
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12月 4日(木) 

12月議会 初日 

安倍政権は国の経済が上昇軌道に乗った時、消費税を 10％に上げる予定で、解散総選挙となった。 

村は今議会で過疎地域となる。村も府も、初めての過疎地域自立促進計画作り。従来の手法で作った計画、議会の承認を得て、村は過疎地

域。村は過疎地域の手厚い施策に守られて過疎のままで行くのか、過疎から復帰して日本でただ 1つの過疎から復帰した村になるのか、分

岐点に来たと思う。 

人口 7000人、財政力指数 0．5。1500人の人口増と 2億円の税収増、村はこの 2つで過疎から離脱できる。 

昭和 60年前後、住宅、倉庫、工場の建設は 60～70件あったが、現在は 10件を切る程度。平成 7年に施行された都市計画法が、村の発展

にブレーキをかけている。 

今一つ、職員の現状肯定志向と、住民の保守・守り志向が、村の発展にブレーキをかけている。規制緩和と職員、議員、住民の意識改革で、

村は過疎から復帰できます。皆さんの協力をお願いする。 

挨拶の後、議会開始。 

 69号議案、固定資産評価審査委員会委員の選出。 

東條裕樹委員を選出。任期、平成 29年 12月 25日 

 70号議案 

11月 21日付けで専決処分した、12月 14日執行の第 47回衆議員議員総選挙関係経費、606万円の承認。 

 78号議案 

260MHz帯デジタル移動通信システム、購入経費の承認。 

半固定型無線装置 1台、車載型無線装置 29台、携帯型無線装置 1セット、3,180万円。 

 議案第 71号、千早赤阪村表彰条例改正。 

 議案第 72号、千早赤阪村報酬、費用弁償条例の改正。 

上記 2議案一括上程、総務民生委員会へ付託。 

 議案第 73号、千早赤阪村事務分掌条例の改正   
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 議案第 74号、千早赤阪村税条例改正 

 議案第 75号、千早赤阪村国民健康保険条例改正 

 議案第 76号、H26年度千早赤阪村一般会計補正(第 6号) 

総務民政部門 

 議案第 77号、介護保険特別会計補正(第 2号) 

上記 5議案は、総務民政常任委員会へ付託。 

 議案第 76号、一般会計補正文教建設部門 

文教建設常任委員会へ付託。 

 議案第 79号、千早赤阪村過疎地域自立促進計画策定 

過疎地域自立促進特別委員会へ付託。 

 

12月 6日(土) 

今朝起きたら、雪が降っている。今日は土曜日、公務なし。 

車のタイヤをノーマルから冬用に変える。今のタイヤは 3シーズン使ったもの。少しちびているが、今シーズンぐらいは使えそう。今年は

ゆっくり走ろう。簡単に変えられると思ったが、なかなかしんどい。大学生の孫に手伝ってもらい、2時間ほど掛かって取り替えた。最近

はタイヤを取り換える時インパクトレンチを使うので、スタッドボルトが強く締まっている。手動のレンチでゆるめるのが大変だ。 

すこし試走したが、どうしてもうなり音がする。約 3か月、我慢をして走る。 

 

12月 7日(日) 

葬儀 1件あり。 

11：30 

家を出る。相変わらず寒い。トンネルの入り口の温度計が 4℃、雪がちらちら舞っている、コートを持ってきてよかった。葬儀には竹本先

生の奥さん、吉村府議も参列していた。 
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夕方 

“まつまさ”へ、府の職員数人が来店している「雪を見に来た」。リーダーは時々金剛登山をしている。年に何回か同僚を引き連れて登山

をしているらしい。これに懲りないで金剛登山を続けてほしい。 

 

12月 8日(月) 

11：00 

総務民政常任委員会 終了 

衆議院議員選挙は、この土曜日まで。檄文を届けた選挙事務所を訪問。 

どこの事務所へ行っても候補者に会えなかったが、突然の解散で選挙準備が大忙しで大変だったらしい。 

大阪は前々回の選挙では、民主党が選挙区を圧倒した。前回は維新が。今回はどうなるのか、次から次へと代議士が変わるのは、私達に影

響が大きい。他県の町村長達からは、大阪は日替わりメニューだから大変だねと言われる。大阪 15区は、前々回 民主党の大谷さん、前回

は維新の浦野さん、選挙ごとに変わった。しかし、河内の道は良くならない。国道 309号線、南河内周回道路、富田林五條線を良くしてく

れる候補がいれば、私は応援したい。隣の奈良、和歌山の道路事情に、ぜひ近づいてほしい。中心の人口密集地と比較して、周辺の府県境

道路が極端に悪いのは大阪だけだ。 

 

12月 9日(火) 

20：00 

竹本直一先生演説会(くすのきホール) 

今回の選挙で当村唯一の演説会。6時すぎにくすのきホールに着いたが、早すぎたらしく人が集まってこない。これは大変だと思っていた

が、千早組が 7時 30分ごろ到着、14～15人が乗合で到着した。 

私と議員は来賓扱いで舞台へ。千早での演説会の開会が、河南町で行われている演説会の影響で少し遅れる。ほぼ 20分遅れで開会、幕が

上がって来場者 200人程度、少し少ないかな。千早赤阪地区後援会会長の谷さんの挨拶から始まる。次に私が指名された。いつ先生が到着

するか不明なので、少し長い前振りで本題に入ろう思ったところ先生到着。話をやめて先生を迎えた。 
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大阪では数少ない自民の代議士、私と同級生でもあり、しかも比例重複立候補ではない。近畿では伊吹文明、二階俊博、竹本直一、3人が

選挙区だけ、3人とも当選を！！ 

 

12月 10日(水) 

文教建設常任委員会 

議案第 76号、一般会計補正予算。全員賛成で終了。 

19：00 

金剛山ビジターセンター説明会(千早公民館) 

登山口駐車場一帯は、昭和 50～60年頃、冬山登山で賑わった。土、日は臨時バス数十便が出て、登山口は人で埋まった。最近は登山口で

店舗を構えていた人たちが亡くなったり、高齢化の影響で登山口一帯が寂しくなった。 

千早城址が日本 100名城に登録されたり、ダイヤモンドトレイルがにぎわいつつある今、(仮称)金剛山ビジターセンターを作り、今一度昔

のにぎわいを取り戻すとともに、地域の人達と来村者の交流拠点として、又、地域の活性化を図るとともに、村産品の販売、地域の買い物

難民の解消、農産物の販売を通じて、村活性化の中心を造ります。 

地主の皆さんより、ほぼ了解をいただいた。今回は基礎研究、来年は実施設計、28年当初より建設開始。冬山シーズン前の完成を！！。 

 

12月 11日(木) 

区長会 

今年最終の区長会。12 月議会で承認を得た後、村は過疎地域になる。過疎になると、国よりかなり厚い保護を受けられるので、財政的に

は過疎の方が有利だ。現在過疎地域はほぼ 730市町村に及ぶが、未だに過疎から抜け出した市町村は無い。村は過疎から抜け出したい、こ

れから皆さんの力を借りながら、抜け出す方法を考える。 

区長の皆さんも、いい方法を考えてほしい。人口 7000人、税収 2億円増、これが過疎から抜け出す条件だ。これを実現する方法があった

ら、ぜひ教えて欲しい。と挨拶した。 
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区長会では 

 街灯の LED化、各地区の街灯をすべて LED化する。27年~29年にかけて 3分の 1ずつ、各地同時にやることにした。区長さんと相

談しながら各地区が少しずつ明るくなり、電力消費が少なくなる。 

 地区補助金説明 

 年末夜警の説明 

区長会終了後、バスで忘年会へ。栢木君の養老の滝。さすが区長さんたちは元気、飲むは、食うは、楽しい忘年会だった。 

 

12月 12日(金) 

全員協議会が早く終わったので富田林駅裏ロータリーへ。 

11：30 

竹本直一先生の街頭演説会に、二階先生が来る。少し早く着いたのでコーヒーを飲もうと思ったが、近くに喫茶店が無い。着くと同時に、

先生が来るまで時間つぶしに応援弁士をやれとの事。 

始めに多田市長。4月に市長選挙がある。小学校、中学校の耐震化、道路問題、まさに自分の選挙運動もかねて熱の入った演説。出来の良

い演説の後は非常にやりにくい。 

私は 309号線、紀見峠でもわかる通り、大阪府の道路事情は非常に悪い。和泉市から岬町にかけても、大阪側の道路は非常に悪い。リニア

新幹線も大事だが、まず府県間道路を改修し、隣県より関空、大阪へのアクセスを良くすることで、自然とリニアも来るようになる。と話

した。 

ほぼ時間通り二階先生到着。大阪は和歌山の親分と思っていたが、元気がない。自民党の我々が徹底的に応援することで、大阪は昔の元気

を取り戻す。大阪復権のために共に力を出そう、まず竹本君を当選させてほしい。自民党を頼む。力強い演説はやはり自信から出るのだろ

う。 

 

12月 14日(日) 

衆議員議員選挙 投票日 
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9：00 

選挙管理委員長と投票所を回る。 

赤阪小学校。本来はくすのきホールだが、今日は人権の集いがくすのきホールである。衆議院議員選挙が後で決まったので、今日は赤阪小

学校の体育館に変更。寒い。ストーブをたくさん使っているが、天井が高く、暖かい空気はすべて天井の方に上ってしまう。 

旧千早小学校体育館。ここも寒いが、あまり外気が入ってこないのでまし。 

千早小吹台小学校体育館。入り口から寒風が入ってくる。この寒い中で 8時までじっと待つのはつらい仕事だが、今日 1日よろしく。 

13：00 

人権大会 

今日の大会は、私の挨拶、会長の挨拶、来賓として議会議長の挨拶の後、中学生の標語、ポスターの優秀賞表彰、そして映画観賞会。 

表彰の副賞として書籍券を渡したが、もう少し金額を増やすべきだ。来年からは貰ったと思える額にしよう。 

20：00 

投票が終わるとともに、NHKで開票速報。当確が次から次へ出る。村の投票券がまだ開票所へ着いていない。少なくとも、開票作業が始

まる 9時からにしてほしい。 

竹本先生の選挙事務所へ 

次から次へと応援団が詰めかける。11時前、当確が付く。事務所は拍手の渦、おめでとうおめでとうの渦。前回、前々回は比例当選だった

が、今回は選挙区当選。松原市長、河内長野市長、富田林市長、太子町長、河南町長、私、おめでとうを言って帰ったのは１２時前だった。 

 

 

１２月１５日(月) 

朝 

新聞を見ると、自公大勝、民主議席増、共産議席増、維新の善戦が目立った。 

村の投票結果 

有権者数：５０１０ 
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 候補者得票数 

為候補：４４８     浦野候補：９２８     竹本候補：１５０９ 

投票総数：２９８０ 無効：９５ 投票率：５９．５％ 

 党派別得票数 

１、自由民主党    ９０３   ３１% 

２、維新の党     ８５８   ２９％ 

３、公明党      ４８０   １５% 

４、共産党      ３８４   １３％ 

５、民主党      １７８    ６％ 

６、次世代の党         ４１ 

７、社会民主党         ３５ 

８、生活の党            ２０ 

９、幸福実現等            ６ 

計：２９０２ 無効：６６ 

以上。 

 

１２月１７日(水) 

朝の寒さが身に染みる、今朝は特に寒い。例年だと、この寒さは１月の中旬以降に来る寒さ。金剛山頂上は－７℃、アイゼン必要。今でも

まだアイゼンを持たずに登る人がいる、ケガの元。金剛山の冬はまさに冬山、金剛山をなめたらあかん。 

朝 

１９日議会の答弁調整 

今議会は衆議院選挙とダブっていたので、比較的難しい問題は少ない。１９日の一般質問はスムーズに終わりそうだ。 

午後 
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東大阪の塩川事務所へ 

先生は留守だったが、宗清先生の当選おめでとうを言ってシティプラザへ。 

15：00 

府危機管理室より８８０万人訓練のレクを受ける 

来年の８８０万人訓練は、９月４日(金)。携帯電話、メディアへの働きかけにより認知度は増したが、連動した行動が伴わない。来年はぜ

ひ行動を伴った訓練を。 

農林水産部より土砂埋立条例の説明を受ける 

豊能町の例もある通り、大阪府の監視、指導体制の強化をお願いした。 

16：30 

大阪府振興協会理事会 

市町村振興宝くじ“サマージャンボ”・“オータムジャンボ”の大阪府からの交付金を市町村に配分するとともに、基金を使って市町村に貸

し付けを行う。 

最近の悩みは、宝くじの売り上げダウンにより各自治体への配分金が少なくなってきたこと。 

ぜひ皆さんに宝くじ“サマージャンボ”、“オータムジャンボ”を沢山買っていただき、宝くじの売り上げを増やしてほしい。 

帰りに７億円の夢と共に、売り上げアップに協力するため、宝くじを買った。 

 

12月 19日(金) 

議会最終日 

委員会付託の議案、すべて全員賛成で承認。 

８０~８７議案、人事院勧告に基づく職員給与の改正関係議案全員賛成で承認。 

一般質問 

議長通告書による質問要旨です、答弁は議会広報をご覧ください。 
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田中議員 

＊ 第 5期介護保険事業計画の進捗状況について 

千早赤阪村の 65 歳以上の(第 1 号被保険者)数は、団塊の世代が 65 歳以上に到達されたことにより、毎年 100 人程度増加している。

また一方、総人口は毎年 100人程度減少しているため、高齢化率は年々増加している。又、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者も増加

している状況である。 

このような状況に対応するため、村では平成 24年 3月に今後 3年間の計画として「千早赤阪村高齢者保健福祉計画及び介護保険事情

計画の第５期」を策定した。 

計画では、介護予防事業や高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができる村づくりに取り組んで行くことになっており、計画期間中

の第１号被保険者の介護保険料は標準額が１か月当たり 4,760円となっている。 

第５期計画の最終年度を迎え現在の介護保険の利用状況や給料実績などを伺う。 

＊ 村立小中学校の空調設備による夏季休業中の特別授業について 

地球温暖化の影響により、近年の夏の暑さは非常に厳しく、全国の学校で熱中症にかかる子ども達が増加している。 

その対策として学校の普通教室にエアコンを設置するのは非常に有効な手段であり、学習環境の充実により学力の向上も期待できる

ものである。 

空調設備の設置によって、夏季休業中の特別授業など、学習環境を有効に活用するための考えを伺う。 

清井議員 

＊ 合併浄化漕補助金の充実を 

下水道事業は生活環境の向上と良好な水質保全を図るため、極めて重要である。 

平成 25年度決算による下水道整備状況は、普及率 74.2%、水洗化率 87.1%となっているが、下水道計画区域外で行われている合併浄

化槽の整備率は 30%と極めて低い。浄化漕設置の補助金は制度発足当時、設置費用の 70%程度であったものが、近年は 40％程度まで

下がっている。 

そこで今回、本村が過疎地域の公示を受けたことを契機に、生活排水環境を改善し、村により多くの人に住んで頂くために、浄化漕設

置時の補助等、さらなる支援を行い、整備率の向上を積極的に進めるべきと考えるが、これについて担当課の方針を聞く。 
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＊ 国民健康保険料の値下げについて 

11月に開催された国民健康保険運営協議会に、私も議会からの派遣委員として出席した。 

運営協議会では、25年度の決算について説明があり、 

１、現年分保険料徴収率が大阪府下 1位であった。 

２、支払基金から交付される前期高齢者交付金等による特定財源は、近隣市町と比較しても多く交付されている。 

以下の理由により、村の国保財政は健全に運営されていると認識した。 

次に、来年度から実施される共同事業の制定改正の説明があり、改正内容も絞り込まれてきており、来年度以降の国保財政の見通しも

見えつつあるのではないかと思われる。 

９月議会で村長は、保険料の値下げについて「前向きに検討する」と答弁されたが、過疎脱却を目指す中で、どのように保険料を設定

されるつもりか伺う。 

浅野議員 

＊ 若者の定住化促進について 

本村は過疎地域に指定されたことにより、過疎地域自立促進計画（案）も策定された。 

村長は本議会冒頭で、自立に向けた取り組みとして人口は 7,000人以上、財政力指数は 0.5以上になれば自立可能と挨拶された。 

今、都市部の若者らを過疎地の自治体が募集に、地域活動に従事してもらう「地域おこし協力隊」制度が全国に広がっている。 

地域おこし協力隊は、他地域に暮らす人材を活用した地域活性化策として総務省」が創設したものである。地域協力活動に従事しても

らい、定住・定着を図り地域の活性化に貢献するもので 2013年度現在、隊員数が 318自治体で 978名（総務省の調査）まで広がって

いる。 

必要経費についても、受け入れ側の地方自治体が負担した場合特別交付税による措置もあり、少子高齢化の進行が著しい本村において

も、活性化と若者の定住促進策に有効な手段と考える。検討してはどうか。 

＊ IT企業による町（村）おこしについて 

現在の情報化社会において、ICT（情報通信技術）の利活用は必要不可欠となっている。地理的条件などの制約がないため、ネットワ

ークが整備されていれば、いつでもどこでも利用できる。 
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徳島県神山町は本村と同様、人口約 6,000 人で過疎化が進み空き家も多く、IT 企業を誘致して町おこしをしており、過疎の山里に 2

年間で ITベンチャー企業 9社が相次いでサテライトオフィスを開設している。 

村全地域に光ファイバー網が整備されており、本村の特性を活かし空き家対策と企業誘致による地域の活性化をしてはどうか。 

徳丸議員 

＊ 公共交通の実施に向けて 

新年度から住民の利便性の向上をめざして、地域公共交通の実証実験をするとしている。 

① 実施の開始時期 

② 車両の種類や台数 

③ 走行のコース 

④ 走行の方式等について問う 

＊ 自然エネルギーの普及を 

原発の稼働なしで１年２ヶ月が経過している。これは、国民や企業の節電努力の結果であり、原発 13基分に相当するといわれている。 

小水力発電、バイオマス発電に加えて、太陽光発電も支援の対象に加える必要がある。 

小水力発電やバイオマスは企業の協力が必要だが、太陽光は個人でもできる。行政として援助できないか、問う。 

関口議員 

＊ 幼稚園の保育料について 

来年度からの子ども・子育て支援新制度に伴い、幼稚園の保育料が保護者の所得に応じて計算されることになった。これまでの一律

9,000円から多少軽減される人や負担増となる世帯も出るため、心配されている。 

若者定住・子育て支援のためには引き上げにならぬよう努力すべきだ。 

＊ 国保料の引き下げを 

国保料引き下げは多くの村民の願いだ。9月議会では「前向きに検討」する旨の答弁であった。 

〇国保運協に村はどのような提案をして審議の結果はどうだったか伺う。 

〇来年度予算には引き下げる予算が提案できるのか。 
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山形議員 

＊ 「新しい公共交通のあり方」について 

本年度、地域公共交通協議会を立ち上げ、村総合交通計画を策定であるが、現在の進歩状況を問う 

又、新しい村総合交通計画が目指しているものは何か。 

そして住民ワークショップを開催するなど地域とともに考えていこうとする姿勢は、共感できるものがある。今後、地域の声をいかに

実現させていくかが課題となる。 

住民ワークショップで出された意見とその反映について問う。 

もう一点、地域の足の確保は、喫緊の課題である。今後のスケジュールを示されたい。 

以上 3点を伺う。 

 

今年の 村長の日記 はこれで終りです。 

また来年 1月 5日頃から書き始めます。 

皆さん、良いお年をお迎え下さい。 
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