
村長の日記 

 

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

 

平成２８年１月４日（月） 

年頭の挨拶 

平成２８年、２０１６年の新年が始まります。 

今年の正月は暖かく、いい天気が続きました、正に今年を象徴しているように思います。国にとっても、府にとっても、村にとっても今年

は非常に良い年です。 

アベノミックスの低金利政策が日の目を見る年です。地方への国の支援は本格的になります。消費は昨年後半あたりから上向いてきました

し、外国人のインバウンドも少し金剛山に向かってきました。 

ダイヤモンドトレイルと金剛山、大楠公さんの史跡、水仙、山の緑、杉・桧の美林、少しアレンジすれば観光スポットになります。人の流

れを千早赤阪村に向ける努力が大切です。 

日本人は未来を不安がる民族ですし、先に何が起こるかわからないからと心配する人が多い。心配するのは将来必ず起こる、南海トラフを

震源とする大地震と、豪雨による土砂災害です。今年は村の安全安心を第一に考え、村の交通インフラの強靭化、土砂災害への強靭化が大

切です。 

今年は４日が初日です。国会も今日から始まります。国中が今日から本格的に動き始めます。村も庁舎建設、ビジターセンター建設、教育、

福祉、放棄農地、放置森林、懸案の事業が目白押しです。 

マイナンバー制度が始まり、ルーティンの事業も仕事量が沢山あります。今年は特に先送りを止めて、すべて早く解決するように努力して

ください。 

村には過疎からの脱却という大命題があります。１０００人の人口増、税収増３億円が当面の目標です。問題その１は都市計画法のクリア

です。地区計画等の方法があると言われますが、オファーが無いのに地区計画は出来ません。村に大切なのは 1戸、2戸の建設が可能にな

る事です。企業の進出も、村に大企業は無理。中小零細企業の進出を誘導することが大切です。昨年は千早で蕎麦屋さんが開店しました。

現在非常に繁盛しており、長く続けられると思います。しかし村で起業しようとすると、土地を持っていても調整区域のため担保物件にな

らず、資金調達が出来ないので、泣く泣く起業を止めたケースもたくさんあります。 

家は１軒から、企業誘致は零細企業から、なんでも誘致する努力をお願いする。 

今１つの難題は、少子高齢化の進捗です。どこの地区に行ってもお年寄りが多い。私も高齢ですが、千早地区ではまだ中堅です。福祉、介
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護、医療に力を入れていただいていますが、村をここまで育てていただいた皆さんにも、感謝をこめて接していただくようにお願いします。 

年が変わりました。気分一新、新しい村造りに励んでいただくことを願い、新年の挨拶とします。 

府下経済３団体の賀詞交換会(大阪国際会議場) 

挨拶後、すぐ役所出発、大阪国際会議場へ。 

大阪へのインバウンドが増え、大阪経済が向上しつつあるこの流れを確実なものに。 

乾杯の後、大阪府へ挨拶回り。大阪府本部、水道企業団、町村長会を回り、少し時間の余裕があったので咲洲へ。留守の方も多かったが、 

夕刻には挨拶回り完了。 

 

１月５日（火） 

10：00 

各所新年挨拶 

役所１０時出発、今日は府民センターへ挨拶。挨拶２日目、昨日は府・市、経済界の互礼会後、市内の挨拶はほとんど終わったので、今日

は府の出先機関、府民センター、保健所、府議会議員、富田林市、記者クラブ、富田林署、消防本部、を回り、浦野事務所へ。国会は４日

から開会しているので、秘書の皆さんへよろしく。後、町村長会へ。 

途中食事を済まして、ジャスト１３時着。１３日の議事進行、各種課題の説明を受けた。 

14：30 

説明終了。 

18：00 

ティグレの新年賀詞交換会 

例年のことだが人の集まりが良い、ニューオータニの会場がほぼ１杯。特に今年は年初以来天候が良いので、集まりが良い。知事、大阪市

長以下、たくさんの市長・町長が集まっている。知事市長共に、元気の良い挨拶で始まった。 
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１月６日（水） 

朝 

村内挨拶回り 

村内挨拶回りの前、議会改革委員会の席で議会の皆さんに挨拶をさせていただいた。 

区長さん、村の行政委員皆さんのお宅を、副村長と共に回った。 

１０時から回り始め、始めは１軒～２軒と勘定していたが、最終的には多くの家を回った。軽の積算計で約５０キロ走ったことになるらし

い。街と違って家と家の間で距離が離れているからだろう。約４時間、これで年初の挨拶はほぼ終わり。 

さてこれからと思ったところへ府からお客さん。副首都構想、東京に異変があった時の首都機能をどうするか？。 

千早赤阪村の金剛山には高天原がある。高天原は高千穂にあるのが定説だが、金剛山東側斜面の山麓平旦地に高天原がある。 

日本の歴史を考えると日本国家のルーツは奈良盆地。金剛山に高天原があって天孫降臨が金剛山で行われたのが自然と考えるのが合理的

だ。日本の副首都は天孫降臨の地にある。 

 

１月７日（木） 

昨日であいさつ回りも終わった、本番の仕事に掛かろう。多分、市町村長は誰でも同じ、まず第１週は挨拶をしたりされたり。役所にいて

も何人かはおいでになる。 

今年の新年第１週は、非常に穏やかな第１週だった。箱根登山駅伝が終わって仕事始め、穏やかないい年が始まると思ったが、仕事始めの

新年４日から上海市場で株の大暴落、市場閉鎖。中東ではイスラム教の宗派対立によるトラブルで、サウジアラビアとイランの国交断絶。

５日には北朝鮮の水爆実験。昔と違いニュースは瞬時に入ってくる。 

ここ３年アベノミックスで日本の経済は良くなった、国、地方とも税収が良くなった、この状況が継続するだろうか。ぜひ我が国はこの状

況を続けてほしい。 

中国経済のトーンダウンは数年前より報道されていた。しかし上海市場の株暴落は市場閉鎖により止まったかと思われたが、翌日も下落。

影響は東南アジアだけでなく全世界へ広がった。日本も連日株価下落傾向、円は徐々に上がっている。早く落ちついてほしい。 
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16：00 

連合大阪新春の集い（太閤園） 

いつものことだが、連合は元気が良い。株は下がり気味だが給料上げのムードもあり、少し明るさが感じられる。働く人と企業が良くなる。

我が国の景気が良くなる時代が来たと確信できる年になってほしい。 

 

１月９日（土） 

今年初めての３連休、本日は村出初式。 

消防出初式 

朝からすばらしい天気、晴れ、こんな暖かい日の出初式は初めて。今年は村に良いことがある前兆だ。 

役所で用意してもらった式服を着用した。金のロープが左肩周辺に付いており、重さは感じないのだが、なかなか大変な服。私はこのよう

にデコレーションの施された服は初めて。出初式以外は着用できない。 

村の消防団員は８０名、非常に少ないので出初式は２年に１回。車両の数も近くの町に比べて見劣りするが、団員の士気、気力は素晴らし

い。火は気力で消すものではないが、私たちの安全、安心は消防団に任せて大丈夫。 

 

１月１０日（日） 

10：00 

富田林消防出初式（石川河川敷） 

例年のことだが河川敷は寒い。テントが西側オープンでセットしてあるので、太陽光は入らない。しかし、太陽光が入っても今日の天候で

は駄目だ。寒さ対策でホカホカ懐炉を２つ持参したが、無いよりはまし程度。まず行進から始まった、消防団員も多い、しかも各分団に本

格的な消防車を配備してある。必要経費は天門学的な数字になる、消防本部のはしご車１台で村の消防車両をすべて賄える。 

消防本部、消防団、自衛消防隊、多くの人達が安全安心に従事している。私たちは火を使いだして何千年にもなる、しかしいまだ完全に火

をコントロールできない。使い始めて１００年に満たない原子力を、完全にコントロールできないのは当然かもしれない。 
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１月１３日（水） 

11：00 

公明党新年祝賀会（ニューオオタニ大阪） 

９時３０分役所発。 

大阪も本格的に動き出したらしく、松原からの高速道路が動かない、１寸刻みの前進。平野の先で追突事故、４０分ほどで混雑を抜け NHK

前に着いたとき、浅野議員から電話が入る。「あと１５分で会場入り」と答え、開会５分前に会場入り。 

開会と共に現職の国会議員、衆議院、参議院、今年の参議院選挙に立候補する候補者揃って挨拶。平均年齢が若い。首長登壇では知事、大

阪市長 以下、ほとんどの皆さんが揃っている。公明党の元気を感じる。 

大阪府町村長会定例総会（シティプラザ） 

昨年に続き府庁の新別館改装工事、３月まで町村長会の行事はシティプラザで行う。 

開会前に、１２月１４日就任の新井副知事の挨拶。次に田尻町栗山新町長の挨拶を受ける。 

挨拶の後議事に入り 

議案第１０号、府町村長会理事補欠選任。 

栗山美政田尻町長を理事に選任、行財政部会所属とした。 

 行政連携に関する大阪弁護士会活動の説明 

大阪弁護士会、中務副会長の説明 

大阪弁護士会は行政連携センターを設置し、ますます多様化する行政に対する法的需要のバックアップをおこなう。 

また任期付職員として弁護士を各市町村へ派遣するとともに、あらゆる法的問題に対し自治体と協力して解決に当たる。 

弁護士会に対して引きつづき連携と協力をお願いし、各町村は様々な課題について相談を行ってください。 

 大阪府地域医療構想 

北高、南低 と言われている大阪府の医療体制を標準化する構想。平成２８年３月構想を策定する。 

ぜひ医療過疎の当村にも標準的な医療体制をお願いする。 
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 自転車の安全で適正な利用促進条例 

平成２７年自転車による府下死者数は５０人となり、加害者となる事故では高額な賠償も発生している。自転車保険を義務化し、自転

車による交通安全を確保し適正な利用促進を目的とする。 

 大阪産「もん」を活用した６次産業化の推進。 

６次産業化とは農林漁業者(１次産業)が、自分の生産物を使って加工(２次産業化)を行い、流通・販売(３次産業)「１×２×３＝６」ま

で手掛ける事。近くでは富田林市中筋ファームの自家生産、茄子・胡瓜を使ったピクルス等がある。 

２月２日 PM２～４、市町村振興協会による、市町村トップセミナーを開催する、講師は、公益財団法人２１世紀職業財団会長、株式会社

資生堂顧問、岩田喜美枝氏「ワークライフバランスから考える女性の活躍促進」皆さんの参加をお願いした。 

最後に豊能町田中町長から発言があり、土砂埋め立条例につき矛盾点の指摘を頂いた。 

 

１月１４日（木） 

大阪を副首都に、昨年暮れに最初の会議があった。 

副首都の定義はない。 

日本は天災が多い。２１年前、阪神淡路大震災を有馬温泉で経験した私には、いつどこで大震災が起こっても不思議でない。 

首都東京も直下型地震がいつ起こるかはわからないが、歴史を見ると必ず起こる。その時に首都を補完する機能が必要だ。国機能の分散化

はいろいろ議論されている状態だ。 

アメリカの首都、ワシントン。ニューヨークは経済金融の中心。ロスアンジェルス映画の中心。シアトルは航空機産業の中心。地震の少な

いアメリカでは副首都は必要無いのだろう。 

オーストラリアのキャンベラとシドニー、ドイツのボンとフランクフルト、ミュンヘン。どちらかと言うと、首都は小さな町となっている。

日本の様に首都が政治経済全ての中心になっているのは、東南アジアに多い。しかし中国は政治は北京、経済は上海だ。 

日本は江戸時代、経済は大阪、政治は江戸の時代があったが、今 大阪の存在感は小さくなっている。 

２極化を目指し、大阪を副首都に。色々な形、方法、様々な考え方があるが、ぜひすべてを纏め完全な副首都へ。国の方向を決める重大な

課題だ。 

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  

 

１月１５日（金） 

朝起きたら、震えが来るほど寒かった。車の窓は１面氷、エンジンを回し湯をかけて、やっと走り出すことが出来た。しかしまだ今年は道

路が凍結しないので助かる。昨年の暮れからタイヤを冬用に変えようか迷ったが、あまり暖かいのでまだ変えてない。 

11：30 

山百合作業所新年かるた会に参加 

挨拶のあと会食。昼食としてはボリュームのある旨い弁当。食事の後アトラクション。 

初めに、珍しいバイオリンと琴の合奏。私は初めて聞く演奏、日本の楽器と西洋の楽器がうまく合っていい音を出している。 

次に、音楽に合わせてダンス、ゲームを行った後、南京玉簾。プロでもなく、アマチュアでもない皆さんが演技。参加している皆さんが大

いに盛り上がった。 

次はドジョウ掬い。私もドジョウ掬いに挑戦したが、腰を前後に振りながらの歩きは難しい。私が歩くと笑いが出るのは、面白い恰好をし

ているからだ。主婦の皆さんが練習して演技指導まで出来るのはすばらしい。 

19：00 

竹本先生の２１世紀フォーラム 

仕事で参加できなかったが、１時間小池百合子先生の講演の後、パーティ。 

首長は、岸和田市信貴市長と私、河内長野の副市長。岸和田市長と私で、だいなんこう「大南高」大阪南高速道路を竹本先生と協力して期

成会を作り、実現に努力していることを参加している皆さんに訴えた。 
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１月１６日（土） 

この週末は珍しく公務なし、朝からすばらしい天気。晴れでしかも暖かい、小春日和の天気。 

朝 

豆腐造りを手伝ってのち、水仙の丘の手伝いに。 

例年水仙の丘では１月中旬は寒風吹きすさぶのに、今年は春が来たみたい。焚き火もあった方がいい程度、水仙の花はほぼ満開、花はいつ

まで持つのだろう。 

 

１月１７日（日） 

今日も非常に良い気候。昨日“水仙の丘”用に作った薪、あと４～５日は持ちそうだ。寒くなるとすぐになくなる。今日も公務なしだが、

葬儀が１件入っている。１３時 美山ホール。駐車場が狭いので、今日は孫を運転手に参列。歩かなくて済む。焼香を済ませて帰る。 

すぐに服を着替えて、孫を助手に薪作り。やはり助手がいると仕事が進む。 

今日は私の誕生日、満７６歳。金色夜叉で お宮 貫一 の別れた日、２１年前の阪神淡路大震災の日。 

朝からマスコミは阪神淡路大震災関連の話ばかり、私は発災時、有馬兵衛の向陽閣に宿泊していた。 

 

１月１８日（月） 

１２時１７分発の“くろしお”で白浜へ。 

乗り込んだところ、福井県町村町会の杉本会長が乗っていた。福井からサンダーバード(特急)で新大阪。１２時 新大阪発の“くろしお”に

乗り換えてきた。私よりほぼ３時間余計列車に乗っている。ごくろうさん。 

白浜につくと、別の車輌に乗っていた岐阜県垂井町町長、鳥取県若桜町町長、長崎県波佐見町町長さんと合流、 

全国町村会経済農林部会 小野副部長 と合流、小野さんの案内で会場 旅館むさし へ。 

全国町村会 １６次経済農林部会 開会 

和歌山県の南端近く、上富田町の話を聞く。珍しく人口増加の街、この街は特に農業に強い。上富田のミカン年１万トン。南高梅も強い。

町内には多くの企業が立地し、半島振興法による手厚い国の施策により、素晴らしい街造り。 
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昭和４５年に１万人だった人口が、平成２２年１万５千人。うらやましい限りだ。国道４２号線、国道３１１号線、県道も完全に整備され、

まさに道路の和歌山県。 

なでしこジャパンが使用するサッカー場、ラグビー場、ウエスタンリーグが来る野球場、その上、雨天用の大施設のある総合グランド。和

歌山国体が昨年開会されたとは言え、うらやましい。千早赤阪村も和歌山県に編入してほしいぐらいだ。 

林野庁より森林台帳の整備の説明 

現在の森林状況では、森林台帳整備は大変に難しい。山の価値はほゞ０、資産価値が０になった。地主が山林を資産と自覚できる時代まで

森林台帳整備は無理、が結論。 

 

１月１９日（火） 

上富田の太陽光発電所見学 

8：00 

旅館むさし 出発。ゴルフ場跡地を高速道路トンネルの残土で埋め立て、２７ヘクタールの土地に２５０Ｗ太陽光パネルを６３，０００枚

敷き詰め、一般家庭５，０００世帯分、年間１，８００万 Kwの電気を生み出す。見学の結果はびっくりポンだ。 

ミカン 梅 選果場 

ＪＡ紀南の施設、総工費２５億円。色、大きさ、糖度 が、きっちり揃った選果。４０段階に選果する。ミカン年間１万トン、 

梅２万９，０００トンを選果する。 

ミカンの選果作業中だったが、４０段階の選果、キズ・色むらは排除、とても人手では出来ない事がわかった。 

近大 クエ養殖 

最後に、近大大学院教授にクエ養殖の話を聞いた。 

近大では、不可能と言われていた黒(本)マグロの完全養殖を成功させた。真鯛ほか、各種の養殖技術を完成、南紀の超高級魚クエの完全養

殖までの話を聞いた。 

産卵から孵化まではすぐに出来たが、後の成長に非常に困難だった。孵化から小魚になる時のエサに、特殊な超微細プランクトンが必要だ

ったそうだ。 
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１月２０日（水） 

臨時議会 

議会は、会議録署名者指名(徳丸議員、浅野議員)で始まった。 

 議案第１号 

地方税分野で個人番号、法人番号導入に伴う条例改正。  

 議案第２号 

金剛山ロープウエイ指定管理者変更に伴い、適正かつ効率的な運賃収入を得るための運賃改正。 

４月 1日より 

小人    片道３９０円    往復７３０円 

大人    片道７８０円    往復１４５０円 

 議案第３号、第４号 

３号は金剛山ロープウエイ、４号は香楠荘、２つの施設を 

信越索道メンテナンス(株) 長野県北安曇郡白馬村大字北城１０６０番地 

に指定管理を依頼する。 

期間、平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 議案第５号 

２７年度 千早赤阪村一般会計補正 

歳入、歳出それぞれ１５０万円を追加、予算総額３１億１４８０万円とする。 

 議案第６号 

国民健康保険特別会計補正 

歳入、歳出それぞれ３３５０万円を増額し、予算総額を１１億１７９０万円とする。 
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１月２１日（木） 

人間ドック 

長い間検診をしていなかったので、アゴーラリージェンシー堺 にあるベルクリニックへ。 

１０時１０分～２０分の間に入場の時間指定があり、１１階受付へ。服を検診衣に着替え、検診開始。番号は２４３番。 

視力、聴力、身長、体重、血液採取 から始まって、心電図、エコー診断、胸部レントゲン、バリュームによる検診、ドクター内診、各検

査ごとに１０分～２０分のインターバルがあり、待合室には新聞、週刊誌が大量に置いてある。１０分程度の時間は週刊誌の１記事を読む

にはもってこいの時間。２時間３０分ほどで終わり、ドクターの講評。 

「５年前の結果と比較するとほとんど変化が無い、歳の割にいい結果です。」 

14：30 

役所へ帰る 

15：00 

富田林商工会 賀詞交歓会（すばるホール） 

参加する村内業者が少なくなってきた。やはり村の元気無さが実感できる。ぜひ富田林商工会で村内業者の元気な姿を見せてほしい。河南

町、富田林では若い業者の姿がある。これからは若い業者の出現を望む。 

 

１月２４日（日） 

今日は寒い日曜日。今年は暖かい冬のはずだが、今日は寒い。ただ、日曜日なのに雪が無い。この季節に雪が無いのは、村の観光にとって

致命的。金剛山の冬は雪が生命線、雪掃きがいらないのはありがたいが。 

金剛山千早赤阪倶楽部 新年会 

このクラブは、くすのきホール → 金剛山頂、標高差１，０００ｍのコースを作ってくれたグループ。 

西野会長によって、名誉会長に祭り上げてもらった。会員約３０名、非常に元気な皆さんが集まっている。 

千早赤阪村の観光スポットは金剛山。今までは千早から登るだけだったが、千早赤阪クラブのおかげで足谷ルート、足谷右岸、足谷左岸、

３ルートからの登山者が増えてきた。特に標高差１，０００ｍが取れるルートは、大阪ではこのルートだけ。本格的な登山のトレーニング
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ルートとして、少しずつ認識されてきたようだ。登山者からは、良い登山道だが見晴らしが利かないとよく言われる。金剛山ではどのルー

トでも、同じ意見が多い。杉桧の成長に従って登山道の周囲がブラインドになってくる。伐採して広葉樹を植えてほしい、里山を作ってほ

しい、いろいろなリクエストがある。このクラブには山主もたくさんいる。皆さんお知恵を集めて、林業と登山が両立するコース作りをや

りたい。 

 

１月２５日（月） 

千早は猛烈な寒波に見舞われた。トンネルの入り口温度は－8℃、わたしの登庁時、朝 8時過ぎで－６℃。これほど寒くなったのは今年初

めて。雪が多かった昨年でも、これほど寒くなかった。路面が滑るので四駆の軽で、事故を起こすのは困るので新たにスタッドレスタイヤ

を新調して、明日からの登庁に備える。 

14：00 

大阪広域水道事業団 首長会議 

 工業用水道の料金改正 

村には関係ないが、料金改定により受水事業所は９．２％の値下げとなる。企業団経営上の問題はない。 

 水道企業団と四條畷、太子、千早赤阪 水道事業統合に向けたスケジュール 

平成２７年１月統合の協定書締結 

平成２８年４月統合準備。平成２８年の適当な時期に府議会で広域水道企業団給水条例、予算を可決。 

平成２９年４月より、３市町村へ給水開始となる。 

15：30 

３市長村長と水道企業長の間で協定書締結式 

ＴＶ新聞の取材が入る。水道企業長である竹山市長と、四條畷市長、太子町長、千早赤阪村長 の間で協定書に署名。企業長、市町村長の

間で協定の意義及び期待、抱負を述べた。 

記者会見を行い、これからの企業団運営移管の儀式は終わった。 
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１月２７日（水） 

大阪府 国土利用審議会 

千早赤阪村が国土利用審議会に議案を提出することは無い。 

隣町の河南町は今回、農業地域の縮小 約７ha。東山地域で大阪芸術大学キャンバス拡張に伴う農地の転用。森林地域の約２ha縮小、グロ

アールゴルフ場上部にある太陽光発電所用地。 

村には全然動きが無いのに河南町に動きが出てきた、うらやましい限りだ。 

村は今、３，０００haの森林をどのように使うか、高齢化に伴う放棄農地(村の農地はほとんど棚田)をどのように使うかが重大な問題。 

太陽光発電所を村に作りたいとの要望があり、業者を交えていろいろ検討したが。 

1. 傾斜がきつくパネル設置が困難。 

2. 北受けの斜面が多い。(木材の生育には最適) 

3. 棚田でのパネル設置は１枚、１枚の面積が小さく、パネル設置が非効率。 

隣の河南町では、池で発電、農地で発電をやっている。平地の無い村では次の何かを考えるべきだ。 

同じ審議会で、箕面・茨城にわたる２４６ha の彩都も提出された。森林転用がメイン。大阪府は北に開発が偏っている。大阪モノレール

も北へ北へのびる。 

熊取町は５０ha転用で、泉南も少しだけ元気だ。 

千早赤阪から岬町までの紀泉山脈から阪和道までの間は、手つかずの未開発地帯。 

今、ＬＣＣのおかげで関空は潤っている、インバウンドも増えている。フルサービスキャリアも増やし、名実ともにＫＩＸを世界一流の空

港にするには、関空を中心に半径３０～５０キロ以内を元気にする必要がある。グランフロント、ベイエリアの開発も大切だが、副首都を

作り上げるにはＬＣＣだけの関空では駄目。フルサービスキャリアも競って乗り入れる空港にすることが大切。 

１２時閉会。 

１３時発の新幹線で上京。 

明日の全国町村会理事会の開会が早いので前泊、１６時前に東京着。 

１月は行事が多く運動する機会が無いので、皇居１周に挑戦。トレーナーを着用し、その上にヤッケを着用して歩き出た。今日は靖国神社
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へ回らず、皇居だけ８，０００歩 １時間。かなり急いで歩いたが汗は出ない、やはり寒かった。 

 

１月２８日（木） 

全国町村会理事会、全国町村会長会 

今回の会合では、消防団を中核とした地域防災力の充実強化。 

消防団員は、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員で、地域における消防防災の中核的存在(要員動員力、地域密着性、即時対応

力)。 

全国の消防団数は２，２０８団、消防分団数は２２，５４９分団、団員数は８５９，９９５人。 

平成２年に１００万人を割り込み、現在８６万人。被雇用者(勤務者)７２％、平均年齢４０歳となっている。 

女性消防団員数は２２，７５０人、２．６％、前年度より１，０５０人増。女性消防団員がいる消防団は１，４２０団、全体の６４％。 

学生(専門学校生を含む)消防団員 ３，０００人、年々増加傾向にある。 

消防団員は１年に約１万人ずつ減少している。将来にわたる地域防災力充実強化には、消防団を中核として住民の安全確保体制が必要。 

消防団は将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性の無い存在だ。 

消防団への加入の促進 

 意識の啓発 

 公務員の消防団員との兼職特例 

 事業者、大学等との協力が必要 

消防団員の増強に対し、女性消防団員の増強と、大学・専門学校を対象とした団員の募集、経済団体等に対し従業員の消防に対する協

力を要請するとともに、消防団員に対する処遇を改善し、装備教育訓練の改善と地方財政措置を拡充、実員数が増加した団体へも手厚

い措置を講ずることになった。 

 消防団員への処遇は市町村の条例に基づき、報酬と出動手当てを支給している。支給額、支給方法は地域事情により違うが、低い所は

引き上げる必要がある。 

地方交付税算入額、報酬(年額)３６，５００円～８２，５００円(団長)、出動手当て(１回あたり)７，０００円。 
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 退職報奨金 

消防団員の退職に当たり、その労苦に報いるため慰労金の性格として、階級、勤務年数に応じ条例で定める退職報奨金を支給する。 

１０年以上、団長２９４千～３４４千円、団員２１４千～２６４千円 

２０年以上、団長５４４千～５９４千円、団員３５９千～４０９千円 

３０年以上、団長９２９千～９７９千円、団員６３９千～６８９千円 

 

１月２９日（金） 

国連、潘基文事務総長のもとで事務次長を務めた赤阪さんと会うことが出来た。千早赤阪村出身、森屋にお父さんが住んでいた。 

カタロの桐石姉さんと同級生、何度となくコーヒーを飲みながら彼の話を聞いた。国連にいる間に１度会ってみたいと思っていたが、田舎

の村長がニューヨークまで行く時間も機会もなく、退職され、時間が経過してからしか会うことが出来なかった。 

赤阪清隆さんは現在、公益財団法人フォーリン・プレスセンター理事長。フォーリン・プレスセンターは外国メディアへの取材支援、日本

から世界に向けた情報発信を積極的に行い、「ありのままの日本」を世界に伝え、日本への理解が深まり、互いの文化や価値観を認め合う

国際社会の構築を行う組織です。 

全国町村長会の石田事務総長の紹介で会ったのだが、本来は私が事務総長を紹介すべきなのに、村長として恥ずかしい。 

お父さんは富田林高校の国語の先生と思っていたが、社会科の先生。私は教えていただいたと思うが、少し記憶がまちがっていたと思う。

彼から、最近亡くなった石香亨先生、松田先生、共通の恩師の名前を聞いたので少しは時代を共有していたらしい。 

 

今、国連には１名、職員で村出身者がいる。こちらも赤阪さん、赤阪陽子さん。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）勤務。 

緒方貞子さんにあこがれて国連職員を目指し、関西大学から国連職員となるのに必要な修士号をコロンビア大学大学院で取得、外務省の

JPO派遣制度を通じて念願の UNHCRに入り、２０００年 1月から正規職員採用。彼女のお母さんに聞いた所、１月中はシリア駐在。Ｉ

Ｓ、反政府軍、政府軍、ロシア軍の空襲、有志連合軍の空襲、報道では無茶苦茶な国。２月からはタンザニア駐在。タンザニアは私がキリ

マンジャロ登山でケニアとの国境付近を４回訪問したことがあり、当時は治安の良い国だった印象がある。 

保守色の強い千早赤阪村だが、アグレッシブな住民もいる。一人でも二人でも元気な人が出てほしい。 
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２月２日（火） 

トップセミナー 

厚生労働省退官後、資生堂常務、副社長を歴任し、現在 公益財団法人 ２１世紀職業財団会長、岩田喜美枝氏 を講師に迎えてトップセミ

ナーを開催した。 

現在、市町村で女性はどのくらい登用されているか 

部長・局長・次長相当職   ６．９％ 課長職 １４．５％ 

課長補佐クラス  ２６．２％ 係長 ３１．６％ 

となっており、まだまだ女性の管理職は少ない。なお、八尾市では女性副市長がいる。 

同一労働同一賃金、男性も育児休暇の時代、女性活躍推進計画は村でも全国でも作られている。若年層が少ない当村では中年以上の女性が

各分野で活躍、村を元気にしてもらっている。 

国際的の女性の活躍を見ると 

 ノルウェー ドイツ アメリカ 日本 韓国 

就業率 90％ 86％ 75％ 70％ 65％ 

管理職率 47％ 29％ 43％ 11％ 11％ 

役員 36％ 14％ 14％ 1％ 2％ 

http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-252.html 

北欧、アメリカでは女性が役員になる率が比較的高い。日本、韓国ではまだまだ女性が管理職になる事が非常に少ない。 

女性の活躍が必要な理由 

1. 労働力減少の時代、良質な人材の確保が必要。 

2. 人材の完全活用。 

女性である、子供がいる、などの理由で活躍できていない女性がいる。 

3. 人材の多様性を力とする。 

職員の多様性で変化、リスク対応と、新たな価値創造。 
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女性には育児・介護など、男性と異なる要因がある。したがって、女性には補助的な仕事を役目とすることが多かった。しかし、女性が仕

事の面で男性に劣っていることは無い。チャレンジングな仕事を担当してもらい、持てる力を十二分に発揮してもらうことが必要。 

働き方の改革として、１時間当たりの労働生産性の向上、短時間勤務制度の導入、残業削減 が必要。フレクッスタイム、裁量労働、在宅

勤務等多彩な働き方。 

労働生産性の向上には 

 業務の廃止、仕事の棚卸、選択と集中、全階級(トップから個人まで) 

 業務プロセスの簡素化。 

 時間意識の変革。 

職員１人１人のスキルアップが必要。 

女性育成の基本 

 育成は男性と全く同じ(チャレンジングな仕事、移動) 

 活躍してほしいとの期待を伝える。 

 ワークスタイル改革(残業が無いことが当たり前の職場にする) 

 自らの性別役割分担意識を払拭。 

女性職員の意識改革 

全ての女性 

 難しい仕事、異動は成長のチャンス。 

結論として、女性は育児、介護、夫の転勤などのハンデはあるが、仕事に対する対応は男性も女性も性別に関係なく同じ。 

持てる能力を発揮するべきだ。 

 

２月３日（水） 

熊取町長来庁 

１月２３日に行われた熊取町長選挙で、当選した熊取町藤原町長来庁、わざわざ挨拶に来ていただいた。 
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熊取では人事院勧告を実施しない、町政の合理化を強力に推し進めるらしい。行革の進め方を教えてもらおう。 

最近、泉南の市、町は関空を中心とした街つくりを強力に推し進めている。このままでは河内だけが取り残されてしまう。河内の市町村も

泉南を見習うべきだ。 

18：00 

組合交渉 

本年の人事院勧告を村は完全実施する。したがって、組合との間に問題はないはずだったが、やはり組合と私たち理事者側の間には、長年

にわたる行き違いや問題点が次々浮き上がってくる。 

今日の交渉は人事院勧告だけと思っていたら、この件はすぐに終わり、職員の課長、代理等の呼び名、給料表の問題点が出てきた。 

２０時休憩、２０時３０分より交渉再開、私と副村長は待機の状態。遅くなりそうなのでオークワへ夜食を買出しに。 

本日は節分、恵方巻きの日。９時前なので沢山の太巻が割引価格で並んでいる。人数分とインスタントみそ汁を買って役所へ。 

課長、代理は交渉から帰っており、日を変えて再交渉。残った恵方巻きは持って帰れない、今日はまつまさで５００本巻いているはず。 

みなさんに差し上げて帰った。持って帰ったら「家にあるものは買うな」と怒られる所だった。 

 

２月４日（木） 

奥河内写真コンクール 

モンベルのフレンドエリア奥河内の写真コンクール。 

大阪芸術大学写真学科長、織作峰子氏の審査講評 

風景をワイドにとらえ、スケール感のある写真が多かった。地域特性ののどかさをとらえており良かった、しかも情緒的でドラマチックな

瞬間を切り取った作品が特によかった。ただ、印刷したプリントの荒さ、サイズなどの出来が気になります。良い場所、いい瞬間をとらえ

ても、プリントが良くなければ作品は台無し。デジカメの時代、撮影時には後の印刷を考えて、十分に印刷に耐えるデータ量を確保して臨

んでほしい。デジカメの時代コンクール等に出展するときは、それなりの機材が必要、やはりスマホでは無理だと思う。 

本日準グランプリ『明ける棚田』、和歌山県橋本市 澤井さんに千早赤阪村長賞を渡させてもらった。 

すばらしい写真で、明日に向かって進んでいく村の将来を表した写真だ。 
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夜 

食事会 

関西テレビの近くにある中華屋さん大きな店。 

元副村長の 三枝君、秦君、現副村長、いつもお世話になっている府の皆さん。いつも皆さんとテーブルを囲みながら、いろいろと教えて

もらっている。 

 

２月５日（金） 

前大阪狭山市長 吉田君との飲み会 

昨年４月 大阪狭山市長を辞任した吉田君との飲み会。 

堺市のＯＢ ２人、警察のＯＢ １人、現役は府市の外郭団体、警察、私の３人だ。場所ニュージャパンの隣、道頓堀ホテル。中華料理が旨

い。 

市長退職以来、フィリピンの別荘に殆ど住んでいる吉田君の話を聞いた。気温は年中３０℃アップ、市長時代より黒くなっている。 

本人は英語のトレーニングに行っているとの話。果たしてどこまで上達したのやらとは思うが、本来全てに熱中できる人だ。ただ１人英語

圏に住んでいるのだから、上達したのだろう。 

セブ島への直行便が関空からあるので、時間的にはかなり近いそうだ。フィリピンでは反政府勢力の武装組織があるとよくＴＶで報道され

るが、治安は良いらしい。 

彼の話を聞いているうち、１度セブへ行ってみたくなった。私たち日本人は安全ボケになっている。外国ではほとんどの国で自分のことは

自分で解決するのが常識、村の仕事も国際化が必要か？。 

 

２月７日（日） 

南大阪駅伝大会(ＰＬ教団敷地内) 

今朝もかなり冷える。１０時スタート、ＰＬ教団の敷地内を走る周回コース。例年のことながら中学校、高校、大学、一般、各クラスとも

多くのグループ参加で駅伝競走が始まる。 
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開会式は９時開始、開会式に出場するため駐車場へ、大量の車が並んでいる。駐車場係の案内で駐車。来賓用の駐車場はこちらと案内を受

けたのだが、既に会場の近くだったのでそのまま会場へ。河南、太子の町長が既に来ている。 

開会式、昨年村立中学校のグループが中学生の部で優勝していたらしい、トロフィーの返還。村の中学生はすごいのだ。 

審判団の注意があり、スタート地点へ選手団は集合。我々は早く外へ出ないと全員ゴールするまで外へ出られない。府会議員、首長、副市

長、は既に車で場外へ、一般駐車場は遠かった。 

 

２月９日（火） 

講演準備 

３月５日開催の、羽曳野市、羽曳野市教育委員会、四天王寺大学主催による第１９回公開シンポジウム「金剛連山に魅せられて」の準備会。 

四天王寺大学へ、時間少し前の到着。村の住民、鎌谷教授に迎えられて会場へ。 

当日、私は６０分の基調講演を行うことになっている。テーマは「人々に愛される金剛連山」信仰・健康・観光。 

公開シンポジウムは、既に２月７日新聞の折り込みチラシでＰＲ済み。千早赤阪村でも皆さんが知っている、もう後へは引けない状態だ。 

１時間話せるか？とちらないだろうか？上がらないだろうか？あとは運を天に任せて出演するほかない。出来るだけ大きな声で堂々とし

ゃべろうと思う。 

当日の基調講演は私、コーディネーターは毛受（めんじゅ）教授、シンポジスト、羽曳野市教育委員会参事、佐藤教授、錚々たるメンバー。

その中に入れてもらえたのは名誉な話だ。 

内容は金剛山を中心として、水越峠、葛城山、岩橋山、平石峠、竹之内峠、二上山、私たちがいつもメンテナンスをしている二剛会コース

の説明。私は歴史に弱いので、私が登山好きになった事の起こり、山の魅力、山と健康、金剛連山の特徴、などを話させてもらうことにす

る。 

当日の会場を見せてもらった。最大１４００人収容（当日は５００人まで募集の予定）、演台のバックには聖徳太子の立像がある。俺の話

を太子が見守ってくれる、安心して話せそうだ。 
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２月１２日（金） 

10：00 

大阪府都市計画審議会（プリムローズ） 

今年初めの審議会。都市計画通りに村の事業展開を行うと、村はやがてなくなる。 

河南町に開発案件が２つあった、村より河南町の方が都市に近い。河南町の開発が進めば、やがて村も開発が進むだろうとのんびりしたこ

とを思っていたら、村はつぶれる。村も沢山の開発案件を、府の都計審へ提出したいものだ。 

最後に府の都市計画指針が示されたが、法の性質上開発よりも現状維持の開発抑制色が強い。 

村は市街化調整区域が村域の９６％もあり、家も建たない開発もできない。村でただ手をこまねいて、過疎に甘んじているわけにいかない。 

府の中心部は開発が進行し、周辺部の町村はどこも開発が出来ないで困っている。村は過疎からの脱出をめざし村作りを行っているが、今

は手足を縛られてここまで来いと言われている気がする。国道整備もほんの少しずつ、府道の整備は昭和４５年以来止まったまま。 

ぜひ府にはこの状態を認識頂いて、まず道路インフラの整備と都市計画法の弾力的な運営をお願いしたい。いま村に必要なのは、１～２軒

ずつでも居宅建設が可能となる事。３００軒の住宅建設が出来れば、村は過疎から脱却できそうだ。 

地区計画で開発可能との話があるが、オファーが無いのに地区計画はない。村が立ち行くような方向性を都市計画審議会にお願いしたい。 

 

２月１３日（土） 

母子寡婦大会（クレオ大阪） 

例年のことだが、母子寡婦大会の参加者が多い。クレオ大阪の収容人数は解らないが、１５００人は収容できそうだ、ほぼ満席。今回は町

村議長会会長の井上議長と出席、１３時開演だが４０分前に着いた。土曜日で雨、道路が空いている。 

今回は町村長会会長として挨拶。府議会議長の挨拶のあと、約４分の挨拶。出来るだけ言語明瞭に話したつもり、大きな拍手を頂く。大阪

府社協会長挨拶のあと国会議員の紹介、維新、自民、公明、民主、共産 各派の代議士が参会している。紹介の後のひと言は２分～３分、

２０人以上だからかなり時間がかかった。最後の町村議長会 井上議長の紹介。進行係の女性が千早赤阪村をストレートに発言できなくて

トチッてしまった。 

井上議長のコメント 「大阪で唯一の村 千早赤阪村です」ただ１言、すっきりした１言だった。 
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次の事例発表。パチンコ狂いでＤＶの夫との離婚までの話と、離婚後子供２人を育あげた話。歳のせいか涙があふれて困った。しかし母は

強いと感じたひと時だった。 

 

２月１４日（日） 

朝 

雨が降っている。多分例年なら雪のはず、今年は暖かい。８時菊井君の車で千早を出発、式場へ。 

昔の玉姫殿。早すぎて１時間ほどあるので、喫茶店を探して労災病院方面へ。４０年近く前だが、父が労災病院へ足かけ１０年以上入院し

ていた。当時はどの病院へ行っても周囲に喫茶店があった。私も母を送ったりしたとき、よく利用した記憶がある。 

探したが無い。最近の喫茶店はスターバックス、桜カフェなど大型化して、昔と違うところにある。２，５００歩 約２キロ歩いたが、無

い。式場へ戻って開式３０分前、コーヒーをサービスしてくれた。朝の散歩が出来て良かった。 

１０時開式、チャペルに入る。白一色のチャペル。 

仲良く元気な子供をつくって欲しい。 

 

２月１７日（水） 

産経新聞朝刊の見出し「これでは副首都の看板が泣く」。副首都推進本部会議 第２回会合についての記事。 

「副首都大阪の確立」地番沈下の進む大阪を元気にしたい。記事の様に、私も大阪を今一度元気にしたい気持ちで会議に臨んだ。 

私の発言が取り上げられ「大阪の未利用地にお屋敷町を作り、金持ち外国人を誘致する。」このような的外れな発言に終始するなら、理想

高き「副首都」の看板が泣くだろう、が結論だった。 

当日の資料の中に、アメリカの首都はワシントン、副首都はニューヨーク、ロサンゼルスの記述があった。ニューヨークへ行ったことは無

いが、ロサンゼルスへは数回行った事があり、ビバリーヒルズを歩いたことがある。アメリカの有名高級住宅地だ。高級住宅地にはその国

の中枢を占める人たちも住む。私達の大阪にはエスタブリッシュメントが住むところは無い。国内外を問わず中枢人物がたくさん住むこと

により、自然と副首都は大阪への機運が生まれてくる。 

大阪を経済の中心とするなら、重要人物の多くの人達に大阪で住んでもらうべきだ。マンションよりも、お屋敷が必要だと思う。 
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２月２２日（月） 

10：00 

近畿府県町村会長会議 正副会長交流会（橿原ロイヤルホテル） 

今日のスピーカーは、橿原考古学研究所 菅谷文則 先生。 

奈良は国生みの地、日本はこの橿原の地から始まる。遺跡は私たち学者の研究対象でもあるが、経済資源の側面もあり、観光資源でもある。 

地上にある遺跡、城郭、山城などは姫路城、大阪城に代表されるメジャーな遺跡もあるが、日本１００名城巡礼ツアーに例をとるまでもな

く、日本中に無数にある。私たちの周囲には、上赤坂城址、下赤坂城址、猫路城址など、多くの城塞跡がある。 

墓では、森屋の墓地にある寄手塚、味方塚など有名であり、下赤坂の棚田は日本の棚田１００選に選ばれるほど有名である。 

遺跡、史跡を観光対象にする場合は、石、大木、由来のあるものはきれいに奉り、その由来を簡単に１０分で説明できるように、又６０分、

１００分で説明できるようにすれば、地域に愛されるし、立派な観光資源にもなる。 

先生の話と先生の分類を聞いた所、村には数多くの観光資源がある。千早城、および正成公の山城群、水分神社、不本見神社、西恩寺、奈

良県になるが、葛城神社、転法輪寺。 

これらに加え、樹木、村落の景観、集落群、説明とＰＲを工夫すれば村への大きな吸引力になると思った。 

 

２月２３日（火） 

国民健康保険制度改革の説明 

国保は現在、各市町村が保険者となり運営しているが、平成２９年度より府が保険者となり、府下１円の国民健康保険の取り組みが始まる。 

現在は保険料も各市町村で決めている。村は今、府下で１番安い保険料になっている。大阪府では６年かけて(激変緩和措置)府下全域統一

保険料とする予定。 

国民健康保険は大阪府が保険者となり、統一保険料を決定することに異論はないが、市などと比較すると村の医療事情は極端に悪い。村内

では歯科医１人、内科医が２人しかいない。同一保険料にするなら、ぜひ「医療事情」を良くしてほしい。 

大阪府下の市に於いては、国保財政の状況が非常に悪い所があり、一般会計からの編入や赤字の大きな市、保険料の収納率が異常に悪い市

が多い。 
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したがって現況のまま保険料が決定されたら、村の現状よりかなり高い保険料を設定される恐れがある。 

村の国保料の納入はほゞ１００％、国保会計は今まで黒字経営で積立金が出来たので、国保料は府下最低となっている。 

大阪府が保険者になって国保を運営し、国保料を決めるとなれば必ず国保料は上がる。激変緩和の６年間は出来るだけ国保料を安くしよ

う。 

 

２月２４日（水） 

村で山仕事をやりたい志願者が現れた。 

彼は７年前から金剛登山にとりつかれ、登山をする間に登山道をボランティアで保守する二剛会のメンバーとなった。 

道端の木を切って皮をはぎ、階段を作る作業をする間に山仕事の魅力に取りつかれたそうだ。本業として堺で大工業を営んでいた、大工を

辞めて山仕事。村おこし協力隊の制度があり３年間国から補助が出る。 

まず、プロについて山仕事のトレーニングを。一定のスキルを得た後、間伐の仕事についてほしい。村には３，０００ヘクタールの山林が

ある、しかし手入れが行き届いている山林は２０％もない。特に平成に入ってから、木材価格は異常に安い。小規模山主は誰ひとり間伐を

しようとしない、公費で間伐をやる以外ない。４０年～６０年先でしか結果が出ない。１人でも２人でも多い方がいいのだが、山仕事をす

る職人が１人もいない村の現状を見ると、早く山に入ってもらう事が大切なのだが。 

私はいつか木材の価格も正常になる時が来ると思うが、いつかわからない。十津川の村長に聞いてもわからないと言う。彼も何とか山仕事

で生活できる状況を作りたいと努力している。いろいろ教えていただきながら、山を、木材産業を興して行きたい。 

 

２月２５日（木） 

大阪府町村消防財団理事会（ＫＫＲホテル大阪） 

例年のことだが、２～３月は予算、事業計画の理事会等が目白押し。消防財団のメイン事業は消防活動、消防活動中に障害をお受けになっ

た方、また不幸にも殉職なさった方に対し 賞じゅつ金を補てん給付する仕事。 

会議には、 
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* 評議員会 

定款に定められた定時評議員会、および必要に応じて開催。 

* 理事会 

定款に定められた理事会、年２回 他、必要に応じて開催。 

* 審査委員会 

委員会規定により障害賞じゅつ金を除く補てん事由発生時、必要に応じて開催。 

* 研修会等 

財団加入の市町村、消防組合の職員、団員に事故防止や安全管理の徹底につとめると共に、公務災害補償等の事務処理方法を説明、財

団の趣旨に基づき、的確な事務処理と効率化を図る研修会を実施。 

* 公益目的事業 

消火、防災、防火、救急技術の普及向上へ、研修、講習教材の助成を行う。 

平成２８年の財団収入１９６０万円 支出２５１０万円 ５５０万円不足。 

本年３月３１日、豊能町消防本部が解散、箕面市に事務委託となる。 

 

２月２９日（月） 

朝 

風邪の症状が出ているので村の診療所へ。鼻に綿棒のようなものを入れてテスト、インフルエンザＢと診断された。 

ドクターが隔離を宣言、すぐ帰宅指示「人にうつしてはいけません」風邪で隔離されるのは初めて。後は秘書課にお願いして帰宅。 

１日初日の議会は４日から開催とする。日程は詰めて処理することにしてくれた。 

帰宅後すぐ横になったが、電話で起こされた。時計を見ると１７時３０分、久しぶりの昼寝。あと３日間の隔離、暇だろうと思うが仕方が

ない。 

十分睡眠をとり早く治ろう。 
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３月４日（金） 

私がインフルエンザＢ型で隔離されたので、３月議会は初日の村政運営方針を、３月１日から４日に延期してもらった。 

３月議会は平成２８年度の予算審議。 

１２月から積み重ねてきた２８年度予算は 

一般会計   ２９億  ３５０万円 

特別会計企業会計総額  ２７億８３３０万円 

合計    ５６億８６８０万円 

 

特別会計 

国民健康保険 事業勘定 １０億６０３０万円 

   直営診療施設勘定       １１８０万円 

介護保険特別会計    ７億４０４０万円 

後期高齢者医療特別会計       ９１９０万円 

下水道特別会計    ２億５８９０万円 

金剛山観光事業特別会計       ８６４０万円 

水道事業会計・収益的支出   １億５２５０万円 

       資本的支出   ３億８１１０万円 

 

２８年度の村政運営方針、一般会計で主な施策は以下の通り 

1. 安全・安心・環境～豊かな自然と共生しやすらぎのある暮らしをはぐくむ村造り。 

新庁舎建設実施設計業務       ５４５０万円 土砂災害ハザードマップ作成事業      ７００万円 

建築物耐震化事業          ２９５万円 地区防犯灯整備事業      ８１６万円 

防犯カメラ設置事業          ３００万円 
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浄化槽設置補助事業        １２１０万円 

2. 健康福祉～こころとからだの健康をみんなで育む村造り 

子ども医療費助成事業       １７１０万円 妊婦等健康診断助成事業         ３７９万円 

新生児聴覚検査助成事業           ２５万円 

3. 教育・歴史・伝統～歴史、文化、人がはぐくむ村造り 

こごせっこ教育応援事業       １２００万円 海外留学体験事業         ６７５万円 

給食センター施設整備事業         ５３０万円 

4. 観光・産業・地域振興～地域資源を生かし村民の元気をはぐくむ村造り 

間伐材搬出費用助成事業         ９００万円 企業誘致事業          ４００万円 

地域おこし協力隊        １０５０万円 金剛山の里棚田夢明かり＆収穫祭  ２００万円 

5. 建設・交通～村民の快適な暮らしをはぐくむ村造り。 

橋梁整備事業        ２５００万円 村道整備事業        ６５２０万円 

地域公共交通確保維持改善事業      １１７０万円 空き家情報バンク利用促進事業    １４０万円 

定住促進空家活用補助事業         ３２４万円 ＵＩＪターン引越し費用助成事業  ３５０万円 

6. 協働、行政経営～村民と行政がともに育む村造り 

地域活動活性化補助事業         １８０万円 

 

以上が第４次総合計画における「村造り基本方向の６つの基本柱に沿った主要施策です。 

 

３月５日（土） 

「金剛連山に魅せられて」 

四天王寺大学講堂で講演することになった。 

一時はインフルエンザで隔離されて、どうなることかと思ったが、大したこともなく元気になった。 
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前日まで講演がうまく行くか不安だったが、時間が来た、逃げることはできない。時間確認用のストップウオッチを持って行ったが上がっ

ていたらしく押し忘れ、気が付いて押したが何分遅れていたのやら、後で確認したら５分押し忘れていた。タイムキーパー役のストップウ

オッチが不明なのは心細い。 

私の登った山について話を始める、この話だけだと３０分以上は持つだろう。新高山（にいたかやま）に始まり、キリマンジャロまで、１

０以上のサミットを目指した。数を数えてみると、新高山、キナバル、モンブラン、マッターホルン、ホイットニー、ガルホピッゲン、ア

ネト山、ミルフォードトラック、キリマンジャロ。私のツアーの常として、同じ山に複数回行くことがあった。新高山２回、キナバル２回、

キリマンジャロ３回、すべて私がツアコンで行った。不慣れなツアコンのツアーで、よく無事に帰ってこれたことだと思う。 

金剛山については、登山道、金剛山千早赤阪クラブが開設した標高差１，０００ｍ 足谷登山道、二剛会コースの説明。知っている話を全

て喋れば１時間ぐらいの時間はエピソードだけで持つはずだったが、途中どうなったのか話が出てこなくなった。間違ったときは山の木の

話をしようと思っていたので、すぐ切りかえて事なきを得た。もっと話を出来るようにトレーニングを積まなければだめだ。これからもで

きるだけ長いスピーチを出来るようなトレーニングをしよう。 

 

３月７日（月） 

10：00 

総務民政常任委員会 

今日の委員会への提案議案は多い。 

1. 行政不服審査法、施行にともなう関係条例の整理に関する条例 

2. 千早赤阪村行政不服審査会条例制定 

3. 千早赤阪村村税特別措置条例制定 

4. 千早赤阪村ふるさと応援基金条例制定 

5. 千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例廃止 

6. 千早赤阪村指定地域密着型サービスおよび、指定地域密着型介護予防サービスおよび、事業の人員設備及び運営並びに地域密着介護予

防サービスに掛かる介護予防のための効果的な支援に関する基準を定める条例制定 
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7. 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正 

8. 特別職の職員の給与に関する条例の改正 

9. 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例改正 

10. 一般職の職員の給与に関する条例改正 

11. 一般職の特殊勤務手当に関する条例改正 

12. 千早赤阪村国民健康保険条例の改正 

13. 河南、太子、千早赤阪村介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議 

14. 平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算 

以上を審議、すべて１８日の本会議で可決すべきとなった。 

午後 

経営戦略会議 

1. 金剛山ビジターセンター(仮称)の説明 

当センターは情報発信、物販店舗、住民の憩いの場としての機能を持たせ、平成２９年～３０年には完成、運営がスタートする。 

2. 奉建塔周辺、賑わい交流ゾーン整備構想 

村が買収した奉建塔周辺を新庁舎と合わせ、住民、来訪者を対象に、 

 情報魅力発信 

 休息機能 

 地域連携、地域交流機能 

を持ったエリアとする。 

3. 庁舎特別委員会 

資料の説明。議会に報告する庁舎新設計画の説明を聞いた。 
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３月８日（火） 

10：00 

文教建設常任委員会 

1. 一般会計 補正予算   歳入、歳出、それぞれ２８７０万円を追加して予算総額を３１億４３５０万円とする。 

2. 下水道事業特別会計補正予算 歳入、歳出、それぞれ３０万円を追加して、予算総額を２億４８２０万円とする。 

3. 水道事業会計補正予算 

以上３件、全議案賛成で１８日本会議で可決成立する。 

11：00 

庁舎建設検討委員会 

1. 災害時の状況変化に、柔軟に対応できる庁舎として高い耐久性を確保するとともに、災害対策室、救護支援活動拠点ゾーン、防災、備

蓄倉庫、避難場所のそれぞれが有効に利用されるゾーニングとします。 

2. ワンストップサービスの実現へ、すべての執務ゾーンを１階に集約。待合スペース相談室などを窓口付近へ配置、窓口カウンターは連

続してすべての課に対応するよう配置する。 

3. 村民が集う生涯学習機能ゾーンや、村造り活動拠点ゾーンとして、多目的ホール、図書館、会議室、および郷土資料展示ギャラリーな

どを２階に集約し配置する。 

4. 議会機能ゾーンは、独立性を確保するため２Ｆ南部分に配置する。 

5. １冊の絵本のような村、千早赤阪らしさを醸成、愛着の持てる庁舎とするため『木』を活かした建物とする。 

 

３月９日（水） 

文教建設常任委員会 

２８年度予算審議。議論になったのは、こごせっ子教育応援事業。村内在住の小学生には年間３万円、中学生には５万円を支給。学力増強

はもちろんのこと、ゆとり教育にも使ってほしいと思う。 

くすのきホール を除去し、庁舎を建設するのはもったいないとの議論があったが、年間の光熱費８００万円が必要なのも、もったいない
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ことだ。 

 搬出間伐に村単独で予算 

間伐材を山へ放置しておくのはもったいない。しかもゲリラ豪雨時に流出してきたら災害を拡大するので、搬出間伐が必要。 

中津原にある森林組合の共販所土場へ間伐材を搬出したら、１立米７０００円の補助を出すことになった。村おこし協力隊を募り、トレー

ニングを積んだうえ、間伐で生計を立てられるかのテストケースとして事業を行う。 

村内で山林撫育が仕事として定着するか、実証実験だ。特に、河内の山は密植することで下刈りを早く上げ、稲足、ブドウ足、かく、足場、

と細い間から用材として山作りの費用を捻出してきた。最近、８０年生の木でも、立木では価値が無くなってきた。したがって、密植のま

ま放置された人工林が多く、細く長い木材が出来る。用材としては落第だ。密植のため木の根が浅く、雨が降ると山の皮が剥けたように土

砂崩れが起こる。 

今年度の予算は５０年～７０年先の村の山作り予算だ。金剛山が１００年先、大径木でおおわれれば村は万歳。 

 

３月１０日（木） 

10：00 

総務民政常任委員会 

関口委員長で開会。委員は、山形議員、田中議員、浅野議員、井上議員。 

1. 平成２８年度千早赤阪村一般会計予算の審議  昼休みを挟んで午後２時審議終了。全員賛成。 

2. 平成２８年度千早赤阪村国民健康保険特別会計 

3. 国民健康保険付属診療所会計 

4. 平成２８年度千早赤阪村介護保険特別会計 

5. 平成２８年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計 

付託案件の審議は、午後４時３０分に終わった。 

朝からほとんど休みなしの会議はつかれる。私は答弁することは無いが、ただ座っているだけでも大変だ。しかし、いつ質問が来るかわか

らない。討論があれば頭も活性化するし、元気が出る。１時間～２時間じっと座っているのは、意外とつらい。 
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夕方 

森林組合 中さん来庁 

本日、森林組合の土場で行われた大阪府産優良木材品評会の審査で、千早赤阪へ来た河内の木は肌がきれいだ。 

河内の木の肌が綺麗なのは、あまり喜んでいられない。木肌が綺麗なのは、木の目がせっているからだ。せっているのは成長が遅いからだ。

１番の例が屋久杉。樹齢２千年～３千年の板は光沢が良い。屋久杉の天井板は木造建築のステータスだった。 

今では、無垢の屋久杉天井板は高根の花となってしまった。１mm～２mm削り取って合板に張り付けた合成天井板となっているが、これ

でも無茶苦茶高い。屋久杉資源が枯渇しているからだ。 

早く河内の木材も高く売れればいいと思うが、世界的にも資源安の今、とても河内材だけ高値になるはずがない。 

いつか林業も、業として成り立つ時を信じて山作りをする以外ない。 

 

３月１１日（金） 

10：00 

全員協議会 

1. 第２期千早赤阪村男女共同参画推進計画野説明 平成２８年～３０年、１０年間 

2. 千早赤阪村プレミアム商品券の結果報告 

昨年８月２８日売出したプレミアム商品券は１０月２日で売り切れとなった。 

富田林などでは抽選になるほどの人気だったが、村では１カ月と少しで売り切れた。 

全販売数３０００冊 

村内住民    ６６３人    ２２２６冊 

村外      １９８人     ７７４冊 

１２月３１日までの利用期間での利用実績 

３５，９４１，０００円 未利用券５９，０００円 ９９，８％の利用実績 
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午後 

大阪府森林組合木材共販所で府内産優良木材表彰式 

知事賞、千早赤阪村長賞、大阪府森林組合長賞の３賞、私も賞状を渡すことになり、大径木、中径木、小径木の賞状を受賞者に渡した。 

表彰式の後、土場で最優秀賞の桧を見た。４ｍ，末口５０ｃｍ、丁度１立米、非常に良い木だ。樹齢１８０年、みなさんの予想では落札価

格２０万～３０万円、昭和６０年頃の相場では、７０万円～９０万円で確実に売れた。ほぼ４分の１～５分の１の価格となった。 

林家の話では「昔は山持ち = 金持ち」だった、今では「山もち = 貧乏人」。 

村は単独で間伐費用の補助をすることになった。山主が少しでも間伐をして、大径木を育ててほしい。 

3月 13日、14日は今年初めて公務が無い。しかし、葬儀が 1つ入った、家族葬なので参列を止める。土、日の 2日間、ゆっくりすごせる

のは、多分今月来月でこの時しかない。 

 

3月 14日（月） 

9：30 

千早赤阪村立中学校 第 58回卒業証書授与式 

今年は村長の祝辞がある。従来通り、ゆっくり参列するわけにはいかない。 

開式初めに 国歌斉唱、校歌斉唱 で始まった。中学校行事に参加して最近思うのだが、生徒の歌が非常に上手いと言うより、完全に音楽に

なっている。声が大きい、リズムが良い、心地よく耳に入る、音楽になっているのだ。 

合唱では、各パートが揃ってハーモニーがすばらしい。近隣の中学校ではここまで行かないだろう、多分府下Ｎｏ．1。 

ブラスバンドといい、学校での合唱といい、すべての面で音楽がリードしているのだ。生徒数が少ない中学校だが、生徒全員でのハーモニ

ーがクラブ活動、学業でも良い結果を生んいる。 

すばらしい中学生活を送って卒業して行く中学生たちは、村の自慢であり、誇りでもある。うらやましい存在だ。 

卒業生が退場する時、担任の女性教師が「泣くな、笑顔で行こう」と言った言葉が印象に残った。「もう教えることは無い、自信を持って

次の人生にチャレンジしろ」と聞こえた。 

良い子は良い先生によって育てられる。人生経験を積んだプロ野球の選手でも、監督によって変わる。千早赤阪中学校は生徒数が少ない、
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わずか 46人の卒業生だが、良い先生方に教えられ、すばらしい生徒となって卒業する。来年はまた、よりすばらしい子供たちが卒業して

行くだろう。 

 

3月 15日（火） 

議会最終日の準備もほぼ終わった。 

今日はゆっくり懸案を考えようと思ったが、太子町の町長選挙が迫っている。千早神社のお下がり、落ちない必勝の棚田米と、祈る勝利の

檄文を持って太子町へ。 

太子町へ着くと庁舎が気になる。庁舎の中に住民ホールを組み込んだ建築、3階建てとなっているが、村と違って職員全員が 1つ建物の中

で仕事をしている。住民にとっても、職員にとっても、同じ建物の中にあるとすべて能率的だ。住民の窓口は 1階に集中しており、住民サ

ービスはワンストップ、住民の皆さんも職員も楽だ。早く村も 1か所で出来るようにしたい。 

3階の町長室で浅野町長に持参した品を渡す。3期目の選挙だが、今のところ対立候補なし。 

3月 27日、万葉ホールで町政報告会を開催、スピーチを頼まれる。また 4月 5日の出発式でのスピーチを、町村長会会長として頼まれた。

下手だがお受けする。 

うらやましい話だが、太子町は人口減に陥っていない。 

高速道路のインターチェンジがある。羽曳野市の領域だが、上ノ太子の駅がある。彼の行政能力のたまものだ。 

太子町と村は別に申し合わせをしているわけではないが、消防の富田林委託、上水道の水道企業団委託も同時。いい村作り、町作りでは同

じ考えのようだ。いいことは何でも早い方がいい。 

早く新庁舎を作り、行政事務を集約することによる住民サービス向上とスピードアップにより、少しでも住みやすい村を作り、人口減を止

めるとともに、若い人たちに住んで子育てをしてほしい。 

村での生活基盤向上と、雇用を増やす対策を急ごう。 
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3月 16日（水） 

幼稚園卒園式 

役所から歩いて行くと 10分は掛かると思っていたが約 5分、思っていたより近い。 

幼稚園に入ってみたら来賓で 3人目、時計を見ると 9時 35分。やがて教育長、議長、議員も揃って、いつもの状態となった。 

10：00 

開式、今年卒園する 17人が入場してくる。毎年のことだが、今年の卒園性は非常にしっかりしているように見える。最近の傾向として、

女の子の名前に昔のように「子」の付く卒園生は 1人もいなかった。私の時代の卒業生はほぼ全員「子」がついていた。ねね、こまち、か

すみ、りさ、みく、ほのか、すべてひらがなで書いてあるので読めるが、漢字で書いてあると読めないケースが多い。 

名前も時代とともに変わって行く、園児数も上昇傾向に変わってほしい。約 1時間元気の良い卒園生と過ごしたおかげで、少し元気になっ

た。 

午後 

松本昌親後援会の収支報告書を、大阪府の選挙管理委員会へ持参。 

発足当時から後援会としての金の動きはない。もちろん後援会としての財産は無い。しかし選挙になると皆さんに動いていただく。まさに

私にとって感謝感謝の後援会だ。 

私が受付けしてもらっている横で、外国の人が半分日本語で大声で話していた。選挙管理委員会も国際化が進んだようで、職員さんも大変

だ。 

市町村課長に挨拶をして帰ろうと思ったところ、「正庁の間」の看板が上がっているのでのぞいてみると、天井が高い。昔は年末、年始の

行事や人事発令などの式典に使用していた。室内は大正時代に作られた壮麗な部屋、窓や天井にはステンドグラスが使われており立派なシ

ャンデリアがいくつも下がっている、床は寄木細工で作られている、古き、良き時代の大阪を象徴する部屋だ、ドアも素晴らしい。大阪府

庁は正面玄関と中央大階段吹き抜けホールでは、イタリア産の大理石がふんだんに使ってある。耐震工事はもうすぐ終わる、府庁の建物の

ようなすばらしい大阪を再生しよう。 
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３月１７日（木） 

9：30 

赤阪小学校卒業式 

卒業生は２２人、少ない。幼稚園の卒園生名簿にはひらがなで書いてあったが、小学校は漢字で書いてある、読むのが難しい。先生の呼称

を聞いてもなかなか字と一致しない。今、村は人口６０００人維持を目標にしている。村の平均寿命を８０歳とすると、単純平均で１学年

７５人は必要、赤阪小学校の卒業生は２２人、千早小吹台小学校の卒業生は１５人だから２校合わせて３７人単純平均の２分の１しかいな

い。居宅の建設を可能にして、人口を増やそう。過疎からの脱出には３００戸の居宅建設が必要。環境が良い、空気が良い、水が良い河内

に住んで、豊かな自然に恵まれた千早赤阪で子育てとゆとりの生活。大阪都心まで３０キロの村には最高の生活エリアがある。 

午後 

大阪府振興協会理事会 

議長と共に。振興協会は平成２８年度、府下市町村への長期貸付金を７０億円、短期貸付金を２０億円、災害等の対策資金を３０億円用意

して、府下市町村の資金需要に対応している。また、サマージャンボ、オータムジャンボ収益金の各市町村配分を行う。 

また、府下各市町村へ２５０万円配分して、防犯対策費として使用してもらう。村はすべて防犯カメラを設置に使う。平成２８年度予算編

成済み。 

約１時間で終了。あとはサマージャンボ、オータムジャンボを大量に買っていただき、配分金を１円でも多くいただくことだ。 

 

３月１８日（金） 

10：00 

3月議会最終日  

総務民政常任委員会に付託していた案件と、委員会報告と審議。 

議案第 7号～23号までの議案は全て決議。 

次いで、文教建設委員会分の 24号議案～35号議案委員会報告の後、議決した。 

議案第 26号 平成 28年度千早赤阪村一般会計予算 賛成 4反対 2で可決。 
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議案第 27号 千早赤阪村国民健康保険予算  全会一致 可決。 

議案第 28号 千早赤阪村介護保険特別会計予算  賛成 4反対 2で可決。 

議案第 29号 千早赤阪村後期高齢者医療特別会計予算 賛成 4反対 2で可決。 

議案 30号 下水道事業特別会計   全会一致 可決。 

議案第 31号 金剛山観光事業特別会計   全会一致 可決。 

議案第 32号 水道事業予算    全会一致 可決。 

平成 28年度予算はすべて可決された。 

議案第 33号 副村長選任の議案 

清水秀都、昭和 35年 11月 17日生まれ。 

前職、大阪府健康医療部地域保健課長 を選任。(現吉田副村長が 3月 31日で退任するため) 

本日会議中に、地方創生加速化事業交付金の政府決定があり、6200万円の交付金を受けることが出来た。 

村は金剛山を含む村全体の観光振興を視野に入れ、総合的な観光振興案を各分野の皆さんを交え推進する計画を立て、6800 万円の交付金

をお願いしていたが、600万円減額の 6200万円を全額国費で頂けることになった。財政規模の小さな村にとっては「干天の慈雨」、村の発

展スピードを一段と上げよう。政府決定が議会最終日に間に合ってよかった。 

吉田副村長は今月一杯で大阪府に帰る。約 20カ月の間、非常によくやっていただいた。彼が府に帰っても、おそらく彼に力を入れていた

だいた事務処理能力アップは村にとっていいことだし、より以上の方向へ持ってゆくのが私の任務だ。 

夜 

3月で村を去る吉田副村長、女性二人で、ささやかな さよならパーティ を開いた。 

 

 

一般質問 

議長提出の一般質問をそのまま掲載しています、答弁は議会広報で。 
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 関口議員 

 思い切った子育て支援で人口減少にストップを。 

国で実施される、特に子育て応援は全ての自治体が取り組んでる。村でも子ども・子育て支援を計画しているが、この際、近隣で

は実施していない思い切った子育て支援で若い世代を呼び込む必要がある。そのために ①学校給食の無料化と ②子ども医療費

助成を高校卒業まで実施することを提案する。 

 森林環境税導入に伴う村への危険地域対策は 

平成 28年度より実施される府民税「森林環境税」は、自然災害から暮らしを守り健全な森林を次世代へつなぐための事業に使わ

れる。自然災害から暮らしを守る取り組みとして危険な渓流における流木対策にも使われると聞いている。こうした事業が千早赤

阪村の河川・道路にも使われるのか伺う。 

 清井議員 

 施策推進と推進体制について 

村長は村政運営方針において「国の地方創生の流れや過疎地域への支援などを活かした施策を、村民をはじめ、むらづくりに関わ

る全ての方々と協働で取り組み、国内では例のない過疎地域からの脱却に向けた村政運営に取り組む」と表明された。H28年度予

算においては、様々な施策が盛り込まれており、このようなむらづくりへの姿勢や施策推進は評価できる。そこで、様々な施策を

推進し、実現可能とするには、政策決定能力、タイミング、財源の確保、そして推進体制の確立が不可欠であり、これらが備わっ

て初めて実のある施策が実現する。国においては、創生基本方針 2015 で、「従来の縦割りの取り組みを廃し横断的な新たな枠組

みにより『地域の総合力』が発揮されることが必要」と述べられている。そこで、次の三点について伺う。 

1. 施策推進の実行部隊である村の組織について、メリハリのある組織体制が必要と考えるが、現状どのように考えているのか。 

2. 新庁舎建設は、くすのきホール建設以来最大の建設事業である。新庁舎建設に当たっては、関係機関との調整など相当量の事

務と時間が費やされる。他市町村では準備室など専門部署を設置し、対応している。本村でも専門部署の設置が必要と考える

が、どう考えているのか。 

3. 施策推進において、重要なのは、目標達成に関連する課題を把握し、適格に目標数値に向けた取り組みを行い、スピード感を

もって効果的に推進することにある。そのためには、実行部隊である職員自身が常に意識をもって臨む姿勢が不可欠である。
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村づくりにおける職員の意識改革や人材育成についてどのように取り組むか。 

 多子世帯における保育料等の利用者負担の軽減を 

平成 28年度から国の制度改正により、年収 360万円未満の世帯に限り、多子軽減に伴う年齢制限を撤廃し、第 2子の保育料を半

額、第 3 子以降の保育料が無償化となる。しかし、年収 360 万円未満の世帯とはごく限られた世帯数である。子どもを 3 人以上

持ちたいと希望する夫婦にとって、子育てや教育への経済的負担が大きい。多子世帯の経済的負担を軽減し、子どもを多く持ちた

いというマインドを高めるためにも年収 360万円未満という制限の撤廃を求める。 

 赤阪小学校に学童保育の設置を 

近年、核家族と共に共働き世帯が増加している。仕事を持つ母親にとって、子どもをどこへ預ければ安心して仕事が続けられるか、

が大きな悩みとなっている。働きながら安心して子どもを産み、育てられる環境を村が責任をもって整備することが重要である。

子どもが小学校に入学した後の安心・安全な放課後の居場所として、学童保育の役割がますます大きくなってきている。現在村で

は、千早小吹台小学校に学童保育を設置しているが、赤阪小学校には設置していない。赤阪小学校の児童も千早小吹台小学校の学

童保育を利用できるが送迎の問題もあり利用しにくい状況である。子育て支援として、赤阪小学校にも村が運営する安全で安心な

学童保育の設置を求める。 

 徳丸議員 

 大森地区企業誘致の取り組みは 

大森地区の企業誘致は、第 6 期実行計画では 400 万円の予算が組まれている。企業が進出しやすい環境整備の具体的取り組みに

ついて伺う。 

 海外留学体験事業について 

海外留学体験事業は、対象者を高校生まで広げるとしているが、応募者が予定どおりであると考えているのかを伺う。 

 山形議員 

 大阪広域水道企業団と統合後の上水道事業について 

本村水道事業は、本会議で審議したが平成 29年 3月 31日をもって水道業者に係る条例は廃止され、平成 29年 4月より、大阪広

域水道企業団が運営することとなる。今まで、村が運営した場合から企業団が運営する水道事業は村民に対しての影響はどのよう
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になるのか。 

 村政 60年を迎えるにあたって村の活性は 

第 4次総合計画でみんなが集う、みんなで育む、みんなに優しい、みんなを結ぶちはやあかさかをキャッチフレーズに村の事業を

いろいろと展開しているが、今年は千早赤阪村が出来て 60 年を迎える年である (人間としては還暦の年) 。 村は現在の少子高

齢化、村民減少の中、村長は種々事業をされていますが合併 60周年にあたり補助金だけでなく、事業を行うことにより今一度村

の歴史・文化さまざまな魅力発見、再確認し村民の愛着感の高揚を図り更なる村の一体感を醸成するとともに社会教育団体や福

祉・ボランティア団体の方々など村民の記念行事への参画により村政への関心を高め、協働による村政の推進が図られるのではな

いかと考える。以前はハード整備とソフト事業を行っているが 50周年は財政状況が厳しく集中改革プラン作成で特に式典のみで

の事業であった。 

 浅野議員 

 村道等については、整備計画に基づき維持・補修工事を実施することとなっている。平成 28年度一般会計予算の主な建設事業の

中でも、道路維持費で小吹台地区内の舗装事業が 34,200千円。小吹台地区内以外では 31,000千円。橋梁修繕事業は 14,000千円

となっている。村道の傷んでいる箇所が多く、住民の方からの修繕依頼も多く、どのようにして、工事の優先順位を決定している

のか伺う。 

 患者送迎用バスの村への運行について 

村の高齢化率も 40パーセントを超え、村内の医療機関だけでなく、近隣市町村の医療機関へ行くことも多くなった。河南町では、

富田林病院の患者送迎用バスが役場まで、平日 4回乗り入れている。太子町は羽曳野市の城山病院の送迎用のバスが運行されてい

る。高齢者の多い本村にも、近隣市から患者送迎用バスを運行してもらうができないのか伺う。 

 田中議員 

 災害発生時における村の備蓄状況は 

今後、発生が予想されている南海トラフ巨大地震や大雨による土砂災害等の災害が発生した場合に備え、去る、2 月 21 日千早小

吹台小学校にて、大規模な防災訓練があった。東日本大震災では、物流の混乱等により、満足に食料を調達できたのが発生後３日

以降という地域が多かったと聞いている。また、ライフラインの復旧も 10日以上を要した地域もあり被害が拡大すれば避難所の
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不足や道路網の寸断等により、自宅での避難を余儀なくされる可能性も考えられる。そこで、災害時における村内の備蓄状況はど

のようになっているのか伺う。 

 新庁舎建設及び今後の行政運営のあり方について 

新庁舎建設や人口増加を図る事業を円滑に進めるためには、財政規律を維持しながら事業実施を行う行政の各セクションをコン

トロールすることが不可欠である。今後、村として村民に負担をかけることなく、魅力ある村づくりと安定的行財政運営を行うた

め、どのように取り組んでいくのか伺う。 

 

3月 19日（土） 

大阪府消防表彰式（中之島公会堂） 

朝、議長とともに役所を出発、土曜日なので高速はスムーズに進み予定より早く会場到着。公会堂の前は制服であふれている、ほとんどの

人が制服着用。大阪府下、消防関係の人達の集まりだから当たり前なのだが、私たちの様に平服で参加するのは悪いような気がする。 

壇上へ案内されたが、会場に並んでいる人たちは全部制服、吉田府議会副議長以下、国会議員、議員代理が全て平服なので助かる。 

一般の表彰式と違ってすべて敬礼、松井知事も制服で参加、敬礼で表彰状を手渡していた。きびきび動作がつづき、約 1時間、心引き締ま

る表彰式だった。 

 

3月 21日（月） 春分の日振替休日 

今回の 3連休は日曜日月曜日と公務なしだったが、昨日の日曜日には葬儀が 1件あった。 

3月は非常に忙しい日が続いた。議会も終わったので明日 1日休みをもらい、長い間お参りしていなかった那智さんへ。 

いつも 168号線を通るたびに思うのだが、道路改修のスピードが早い。猿谷ダムのダムサイトから先へ延びる道路は、高規格道路の建設が

進んでいて近く供用されそうだが、作業用の仮橋でも立派な道路と思えるほどすばらしい。ますます五條と新宮の間が近くなる、富田林五

條線を早く作らないと 168号線の完成に間に合わない。 
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3月 23日（水） 

10：00 

大阪府農業振興地域整備審議会 

いつも農業関係の会議には必ず出席する ＪＡ大阪南会長、大阪府農業会議会長の仲谷さんが欠席。珍しい。 

1号議案として、大阪府農業振興地域の変更。 

いつものことだが、河南町の町作りは元気が良い。本日提案されたのが、町立給食センター跡地と大阪芸術大学グランド用地、計 7.15 ヘ

クタール。河南町が町作りに力を入れているのがすごい。市街化調整区域がたくさんあるはずだが、開発に力を入れているのがわかる。コ

ンビニもたくさんある、スーパーも 3つある。村より少し街に近いのと平地が多いのが違いだが、河南町に見習わなければ、なかなか村は

元気になれない。 

いま、村の農業は米作だ。金剛山から湧き出す清水を棚田に取り入れて作るコメは、ミネラル分も多く非常に旨い。戦前から桐山米は大阪

市内でブランド米となっていた。今では桐山米を知っている大阪市民はいない。ブランド米として有名なのは魚沼産コシヒカリだ。 

本日のテーマの 1つ、農地中間管理機構について考えた。村の農業は農業従事者の高齢化で危機に瀕している。村の農地はすべて棚田、1

枚、1枚の面積が小さく機械も使いづらい。作業性が悪いうえ高齢化が進んだ結果、放棄農地が徐々に増えてきた。しかも農家は土地に対

する執着が強く、貸す事にも抵抗が強い。棚田のほとんどは軽四が入る程度の道しかない。農地は狭いうえ段差があり、道が無いので大規

模農業は出来ない。中間管路機構へ委託しても、土地を利用してくれる農家が無いので土地の有効利用が出来ない。 

高齢化の影響で、中山間事業で区画整理をした農地も出来上がったところで耕作放棄地となるケースもあり、都市近郊で消費地が近い条件

を活かせない。 

最後に大阪府果樹振興会会長より提案があり、棚田などで耕作の出来ない土地は何でもいいから果樹を植えるのが良い。イチジクでも、桃

でも、プラムでもいい。これから果樹の時代だ。 

 

3月 25日（金） 

朝から都市計画のレクを受ける。 

村は平成 7年 4月 1日より全域都市計画区域に編入され、村域の 96．5％が市街化調整区域となり、開発は地区計画の手法を取り入れれば
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可能だが、分家の家を建てるにも農用地解除、調整区域の協議、建築確認を終えて建築に取り掛かるまで数年は掛かる状況だった。 

若い皆さんは結婚前から新居の準備にかかり、出来上がるときには子供が小学生になっていた。これは笑い話ではなく現実だった。 

村の懸案として、市街化調整区域で、1件でも、2軒でもいいから家が建てられるように都市計画法を運用してほしい。 

本来なら、平成 7年以来 50～60軒の居宅が増えていたはずだし、200人程度の人口流出が止まっていたはず。コンビニの 1つや 2つは千

早赤阪にできていたはず。 

研修センター建設を予定していた企業も、都市計画の協議で進出を断念した。順調に進んでいたら雇用も少しは増えていたし、税収も上が

っていたと思う。 

大阪府もやっと重い腰を上げて、都市計画法の運用で 1～2軒の建築も可能となって来た。 

私の願いとしては、過疎地域振興法を作り、過疎から脱却出来るまで、人口増 1000人、居宅建築 300戸、税収増 3億円まで、フリーパス

にすべきだ。 

 

3月 26日（土） 

中学校同窓会 

1年に 1度の同窓会。 

前日まで覚えていたのだが、朝バーベキューの手伝いをしていたらド忘れした。 

11時過ぎ、監事の大浦さんの電話で思い出した、すぐに河内長野へ。全員 76歳以上、今日の参加者は男性 3人女性 13人、千早中学校の

卒業生。何人かは亡くなっているが、同窓会のたびに少なくなる。 

高齢者なのに手術によって足腰がしゃんとした人が 3人いる。私も足腰が悪くなったらオペという手もある、少し元気が出た。特に、小学

校時代から足が不自由だった女性が完全に正常になっている。医学の進歩を感じる。 

平均年齢でもわかる通り、女性は強い。特に亭主を亡くした女性の強さには感心した。あとは私も、健康寿命をいかに伸ばすかが課題だ。

来年の監事が決まった、1年でも長く健康寿命を延ばし同窓会に参加しよう。 
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3月 27日（日） 

大相撲の優勝は白鳳に決まった。先場所は琴奨菊だったがかろうじての勝ち越し、横綱にはまだまだの感じ。国産の横綱も一人は欲しい。 

日本人の生活が良くなりすぎた。今、国会で問題になっている保育所の問題もその 1つか。河南、太子、千早赤阪ではまだまだ余裕がある。

東京、横浜、名古屋、大阪、人が大都市に集まりすぎた。日本全体、特に田舎へ若い人たちが住むようにしないと日本はダメになる。 

夜 7時から開催された太子町 浅野町長の町政報告会で、応援演説の河南町 武田町長が話していた。私も同感。保育所の増設、保育士の給

料アップも悪くないが、それ以前の問題として、太子、河南、千早赤阪が良くなれば、元気になれば、必ず大阪は良くなる。周辺が良くな

れば中心は良くなるものだ。 

太子町が良くなれば必ず河南も、千早赤阪も良くなる。浅野町長がんばれと私も応援させてもらった。 

 

3月 28日（月） 

朝 

100歳のお祝いを春の家へお持ちした。小吹台在住のおばあさん。 

春の家に着くと曾孫を連れたお孫さんが出迎え、おばあさんの所へ案内してくれた。小学校 4年生、元気が良いし人懐っこい男の子。私の

名刺を渡すと喜んでくれた。 

次から次へと曾孫があらわれて、その数 10 人は超えた。みなさんは村在住ではないが、100歳のお祝いでしかも春休み中、春の家に集ま

った。普段子どもの少ない千早赤阪村にいるので、このくらい多くの子供が揃うと何となく元気になる。 

村がこの状態になるといいのにと思いながら、子どもさん、お孫さん、曾孫さんと一緒に写真を撮って春の家を出た。 

 

3月 29日（火） 

千早神社は楠木正成公をお祭りしている。 

私は氏子総代をしているのだが、正成公のルーツについて何も知らない。誕生地はくすのきホールのあたり、産湯の井戸までは知っている

が、正成公の父の名前、母の名前さえ知らない。 

３月 29日付の産経新聞に、楠木正成のルーツについての記事があった。「くすのきの根はかまくらになるものを、枝を切りにと、何の出る
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らん」正成が鎌倉幕府の大軍を迎えて戦った千早城合戦の頃、都ではやった狂歌である。「楠の根は鎌倉にあるのに、その枝を切り取ろう

と幕府軍はどうして戦に出てゆくのか」当時の都人は、楠木氏がもともと鎌倉方の武士と知っていたことを表している。 

楠木氏のルーツは河内から遠く離れた駿河の国、楠木村だったと言われており、楠木村と河内は北条得宗家(執権家)の支配下にあり、観心

寺荘を支配下に置いたとき、得宗家の部下だった楠木氏が代官として河内に入った。 

観心寺荘の地頭だった安達氏が滅ぼされたのが１２８５年、楠木氏が代官なったのはその後である。 

正成の地盤の１つ、赤阪は朱(水銀)の産地で交通の便もいい。その立地条件のもとで力をつけた家だった。 

楠木氏は正成の祖父の代に駿河から河内に入り、財を成した 

荘園制度や執権制度がほころび、流通や商業が力を持つ時代の申し子が、新たな武士 正成だった。 

 

３月３０日（水） 

平成２７年度もあと１日で終わり。各課は年度替わりで忙しくしている。私も身の回りをかたづけようと思うが、なかなかかたづかない。 

年度替わりのため決済遅れがあり、時々決済印を取りに来る。かたづけが前に進まない。これも例年通りだ。 

私たちの生活では、節季は１２月、役所の世界では３月、年度が替わる度に少しずつ村は良くなると私は常に言ってきたが、２７年度は２

６年度に比較してどうだっただろうか？ スピード感は少し上がってきた。村を取り巻く条件は少しずつ良くなっている。 

しかし人口減少は止まらない。子育て環境の整備、生活環境、学校教育はかなり良好になった。道路インフラは変わりがない。あと何を整

備したら住んでくれるのだろうか、住みに来てくれるのだろうか。 

大阪府も人口減。まず転出を止める事、次に転入を増やすこと、考えられることは何でもやってみよう。 

 

３月３１日（木） 

明日から平成２８年度 新年度が始まる。 

朝 

大阪府へ帰る吉田副村長に退職辞令を渡した。２０か月間、村の再生に努力してもらった。特に最後の１年は議会対策をはじめ、職員のス

キルアップ、政策立案能力、文章作成能力アップに注力頂いた。大阪府へは任期延長をお願いしたが、人事の都合上無理との返事で府へ帰
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ってもらうことになった。 

新副村長として、５５歳で府を退職した清水副村長を選任した。彼は吉田副村長と同期、吉田君と同様、村職員のスキルアップと村発展に

力を尽くしてくれる。彼は府を退職しているので帰るところが無い。私とともに働いてもらう。 

次に、女性２人に退職辞令を渡した。２人とも明日から今までの経験を活かして、村の仕事を手伝ってもらうことになっている。人が少な

くて困っている部署もあるので、ぜひ経験を活かして村を支えてほしい。 

山の家の周囲にある大木伐採の決済が回ってきた。１０本切ってもらった。 

木は植える時は小さな苗木が、歳月を経るに従い大きくなる。大きく成長しない木なら問題は無いが、杉、桧、まつ、カラマツ、ヒマラヤ

スギ、特にセコイアなどはすごい勢いで成長する。何年か前、奈良県の室生寺の境内に生えていた杉の大木で五重の塔が大きな被害を受け

た。建物の周囲に大木は無用、台風の多い我が国ではよくある事だ。木を切ると必ず「いい木だったのになぜ切ったの」と質問される。ほ

とんどの場合、太い良い木だ、しかし被害が起こってからでは遅すぎる。建物の周囲には太い木を植えてはいけない。５０年～１００年先

で手に負えなくなる。 
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4月１日（金） 

今日から平成 28年度。 

副村長交代 

20 カ月間、吉田副村長は村の動きを良くする努力をして府に帰った。彼の退庁時、すべての職員が花を渡して見送ったのを見ても、彼の

仕事ぶりがわかる。 

朝一番に、新任の清水副村長に辞令交付。副村長に就任。職員にも移動の辞令を公布平成 28年度が動き出した。 

10：00 

まず幹部を集めて年初の挨拶。 

今年は私にとって村にとって大きな転機になる年です。 

私が村長に就任以来、富田林との合併破綻、河内長野との合併破綻、厳しい行政改革、さまざまな転機が次から次へと重なり、皆さんには

大変な苦労を掛けました。 

現在、村は過疎指定を受けましたが、財政的には少し安定しています。しかし、国・府が頼りですので、明日はどうなるか不明な状態です。

安倍政権が続く間は大丈夫と思います。 

現在進行中の事業は、出来るだけ早く全て完成させます。皆さんのご協力をお願いします。 

新庁舎の建設事業は、説明会他 種々問題はありますが、参院選後の 7月以降、至急実施設計に入ります。 

ビジターセンター事業も動き始めましたが、村のスピードでは経済界の速いスピードに負けます。民間に負けないスピードで進行いたしま

す。 

長年の懸案であった都市計画法(村の 96．5％が市街化調整区域)の運用面で大阪府も村寄りになり、村の過疎からの脱出に協力してくれま

す。過疎からの脱出目標である、居宅新築 300戸、人口増 1000人、税収増 3億円を実行し、過疎からの脱出を実行する。 

村長は夢のような話を、と皆さん思っていると思いますが、近い将来 10年もあれば実現可能と思っています。 

1日も早く庁舎を作り、職員全員が 1フロアーで力を合わせて仕事をすれば、必ずできます。 

今、仕事をする場は分れていますが、事業は全て各課にまたがって関連があります。全員協力して、事業完成に努力してください。 

吉田副村長は府へ帰りましたが、清水副村長に就任していただきました。高橋理事、西川理事、水道では松本理事が残ってもらっています。
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ぜひこの人たちのスキルをもらって、次の村づくりに生かしてください。 

3回に分けて職員全てに話をしました。早くいい村を作ります。 

 

４月２日（土） 

ドクターの指示。歳を取ると、足の筋肉を落とさない運動が大事。スクワット(足の屈伸運動)では、量にもよるが現状維持がやっと。金剛

登山が無理なら、１０分～２０分くらい山登りを。足に負荷をかけることにより、筋肉の劣化は止められる。若い時みたいに筋肉が付くわ

けではないが、落とさないように負荷のある運動を。 

千早神社へ登ることにした。かなり急な階段が８００段。若いときは一気に登れたのだが、登り始めの新しい階段を上るのがやっとで、上

がったところでひと休み。神社まで数回休憩し、やっとの思いで神社まで登った。まず、ゆっくりでいいから休憩なしで登れるまでトライ

しよう。 

夕方 

キノコ会の皆さんと会食 

始めてから２５年、ほぼ１～２か月おきに集まっているが、話は「HbA1c値が９を超えるとプロの糖尿病だ」。集まった１２人の内、持病

の無い人はほとんどいない。 年齢は６５歳～７６歳まで、高齢になると健康が大事。まだ寝込んでいる人はいないが、健康寿命をいかに

伸ばすかに尽きる。定期的な運動で「死ぬまで元気」を実践しよう。 

 

４月３日（日） 

千早老人会定期総会 

今年は老人会の規約改正がある。千早老人会は最盛期１８０人以上いたが、現在は１３８人、少なくなっている。以前は地区内に老人会が

２つあり、それぞれ補助金をもらっていたが、現在ではかなり補助金が減ったのと老人会連合会への上納金が２組織分で不利になるので、

１老人会とすることになった。 

開始約３０分で会食、話はすぐに糖尿病へ。まず料理に野菜が少ない、料理の内容を見るとエビと魚のフライ、ウナギのかば焼き切り身、

筍の炊き合わせ、お刺身、だし巻き、イカの和え物、菜の花のおひたし、おにぎりが別の容器に入っている。確かにごちそうだが、野菜は
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少ない。田舎では、野菜を増やすと御馳走でないと言われる。結論として家で飯を食う時は野菜を食べよう。 

 

4月 4日（月） 

新年度になった 2日目、やっとできた 3月前半の村長の日記を配布した。 

大阪府もかなり大規模の人事異動を行ったらしく、挨拶においで頂く。村は問題山積の状態だが、少しずつ解決の糸口が出来そうな状態だ。

東阪三日市線の楠は、富田林領の分も少しずつ解決ができてきたし、村内の沿線もかなり解決してもらっている。あと 500ｍほどでかなり

良くなる。富田林五條線は、道の周囲の木に杉桧が多く、楠に比べると行儀が良い。路肩から金網越しに生えている雑木がかなり邪魔をし

ているし、行儀の良い杉桧も大きくなると、やはり道路の邪魔になる。5～6ｍぐらい上まで枝打ちが必要だ。千早大橋からロープウエイに

至る道路に植えてある桜の木は、病気にかかっているらしく花が少なくなった。そろそろ植え替えが必要だ。 

道路周辺の伐採、道路の改修、拡幅、富田林五條線の追い越し車線も必要。若い人たちが帰ってきやすい道路インフラをぜひ充実させてほ

しい。 

今日は 104歳の方のお通夜がある。公務が無ければ参列する予定だ。3年前、私が 100歳のお祝いに行った方、多分村内で明治生まれの最

後の 1人だ、冥福を祈る。今日は副村長が南河内のあいさつ回り、明日は 2人で府庁へ行く。挨拶も大事だが実務も大事、挨拶が終わった

ら早く村造りに取り掛かろう。 

 

4月 5日（火） 

浅野太子町長の選挙告示日 

8：15 

役所を出て太子町へ。 

9：00 

出発式。式の時点でまだ対立候補は出てこない、選挙戦は本日 1日で終わる。富田林、松原、狭山、河内長野、藤井寺、羽曳野、河南、千

早赤阪、近隣首長揃い踏み。町も入院中の岬町田代町長、島本町川口町長を除いて全員揃っている。 

挨拶に指名された。 
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千早赤阪村は大阪、東の先にある。開発は大阪から始まって徐々に郊外に及んでくる。309 号線も松原→堺市美原区→富田林→河南 とや

ってきて、千早赤阪の北の端(川野辺)までは平成 29 年中に開通する。村が良くなるのは、となり町が良くなってからだ。浅野町長にはい

い町つくりをしてもらって、河南町を経由、千早赤阪にいい影響を与えてほしい。町長の当選を。 

大阪府へ 

副村長に就任してくれた清水君と一緒に挨拶回り。年度初めであり、副知事、各部長、ほとんど在席。本部、咲洲を回った。 

17：30 

太子町へ 

町長は 5時に当選が決まっていた。 

立候補者が無いと言われていた議員の補欠選挙に、5 時前の立候補締め切り間際に 2 人の候補者が現れたとの話。太子町の職員に聞いた

所、書類がそろってないとか、時間ぎりぎりの届け出、まだ確実な情報が無いが選挙になるらしい。明日詳しいことはわかる。 

6時から祝賀会。 

参会者は出発式とほぼ同じ、浅野新町長がすばらしい町づくりを皆さんに約束して祝賀会は終わった。太子町の良い町づくりを祈る。 

 

4月 6日（水） 

9：30 

千早小吹台小学校入学式 

赤阪小学校へは副村長が出席。千早小吹台小学校入学生は男子 12名、女子 15名の 27名、赤阪小学校 1年生の入学生は 13名、今年の小

学校入学生は 40名となる。 

入学式の最後は、2年生が歓迎の言葉と音楽会をする。たった 1年間で子供たちがこんなに成長するものだと感心した。先生方の力はすご

い。 

午後 

千早赤阪村立中学校の入学式 

入学生は 33人。千早赤阪中学校の在校生は 100人を切り 97人となった。小さいながらもきらりと光る中学校となってほしい。 
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教育委員長に聞いた話だが、英語検定資格試験がある。村では検定料を村で負担し、中学生の受験を奨励している。中学校卒業程度の英語

力は３級とされている。 

文部科学省の都道府県別調査結果が、昨日の朝日新聞に掲載されていた。目標到達率 No.１ 千葉県５２％、最下位高知県２６％、全国平

均３７％。この数字は中学卒業時の英語力を英検３級、および英検３級と同程度の能力があると英語教師が判断した。英検３級取得者のみ

では、１位 秋田県３９．７％、４７位の最下位が大阪府で９．７％。村の英検取得者は 2級 1人、3級 24人、合計 25人で 54％、３級取

得者だけの数字だから、非常に良い結果だ。 

日経新聞のコラム 

英語が国際共通言語となる中で“英語格差”が広がっている。人間を語学力で測り、話せる人は偉い、苦手だと負け組になる。就職もまま

ならないゆがんだ状況に、未来ある若者たちが巻き込まれている。 

英語力の差が将来に影響するのは切ない。だが、英語が出来れば役に立つ。人生の特急券にはならなくても、急行券ぐらいにはなる。英語

から逃げていても状況は変わらない。皆が自分で目標を決めて勉強するしかない。完全にマスターするに越したことは無いが、多少は使え

ないと困る。海外に出なくても、会社の同僚や上司が外国人になる日は近い。 

 

４月７日（木） 

朝から本格的な雨降り、風も強い。朝一番にビニール傘が万歳で一巻の終り。 

10：00 

村立幼稚園入園式 

今年の入園児は１３名。入園児の名前はひらがなで書いてあったので、すべての入園者の名前がわかる。 

昨日は小学校１年生と２年生を比べて１年間で成長の差を感じたが、３歳児を見ると小学校の児童が大人に見える。小児期での成長スピー

ドの早さに驚く。 

年々幼稚園入園者の数が少なくなる。子育て支援を出来るだけ充実させるとともに、村の良い環境をＰＲして若い諸君の住みやすい村を作

りたい。公務員の上から目線では無く、若い人のニーズが大切だ。大阪の中心からわずか３５キロの村だが老齢化率４０％アップ、若者を

呼び込み老齢化率３０％が目標だ。 
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４月８日（金） 

７時前に千早出発、１２時 国会議事堂 衆議員議員会館入口集合。 

途中かなり混雑していたが、８時３０分ののぞみに乗車、１１時過ぎ東京着、集合時間に悠々間に合った。 

国会 

国会内で 馳文部科学大臣に要望活動、百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に。 

その前に、国内でのエントリーが必要。今年は長崎、佐渡、北海道、大阪の４地域が世界文化遺産の国内エントリーを目指している。まわ

りの話では、なかなか強敵らしい。 

長崎の教会群とキリスト教関連遺産、佐渡の高山遺産群、北海道・北東北の縄文遺跡群、百舌鳥・古市古墳群の４つが現在横一線に並んで

いる状態だ。 

百舌鳥・古市古墳群のリーダーは自民党 谷垣幹事長、維新の馬場先生、自民の竹本、岡下先生、公明の北川先生 の超党派の皆さん。地域

代表として副知事、堺市、藤井寺市、羽曳野市、各首長、田中市長会会長、町村代表で私 の約２０名で、国会開会中に関わらず、国会内

で馳文科大臣に面談。世界１の面積を持つ仁徳天皇稜 他５０の古墳群を、国内候補としての決定をお願いした。馳大臣は大きなバランス

のとれた体をしていた。 

午後 

文化庁 

宮田亮平文化庁長官へも同じ人数で要望した。宮田長官は「民家がすぐそばにありながら、きれいに残っている大事な遺跡だ」「谷垣先生

を筆頭においで頂くと、だめと言えなくなる」 

要望活動が終わり、全国町村会館へ。 

いつもと違い、都道府県の代表が居ないので静かな会館だが、経済農林担当の部長、副部長に貴重な話を教えていただいて東京駅へ。まだ

いたるところで工事中、東京オリンピックまで延々と続くのだろう。 
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４月１０日（日） 

大阪府チャンレンジ登山大会 「チャレンジ ダイトレ」 

ダイヤモンドトレール レース本番。数日前から二剛会のメンバーがコース整備、案内板を取り付けていたレースの日。昨日からチェック

ポイントのテント設置、資材運搬を行い、今日は借りたトラックで大量のバナナ、スポーツドリンク、弁当、資材を積み込んで出発してい

った。 

総勢２３名、仕事はかなり多い。ランの時間計測と通過者の確認、中級・葛城市スタートから金剛山チェックまでの完走者の確認(後程完

走証を送付)、バナナの手渡し、スポーツドリンクのサービス、２０００人を超える通過者が相手なので超忙しい。 

１４時でチェックポイントを閉鎖。中級の皆さんの下山の確認。そして１番大事な仕事が残っている。ゴールへ向かう選手の最後尾を追っ

て、途中の落伍者が無いか確認（スイーパー）。コース上に参加者が全ていないことを次のチェックポイントへ報告して、すべてが終わる。 

応援の皆さんの協力で、今年も無事チェックポイントを撤収できた。私は行者杉の下、金剛トンネルの五條市側でスイーパーを収容に。金

剛山１４時最終だから、１６時にはスイーパーが終わると思っていたが、なかなか降りてこない。５時の時報と共に降りてきた様子を聞く

と、かなりばてた親子を五條林道から百ケ辻に下したらしい。アップダウンのある山道、いつ体力の限界が来るかわからない。自分の体力

を冷静に判断してほしい。 

 

４月１１日（月） 

11：00 

日経記者来庁 

これからの村づくりについて聞きたい。 

 村の産業は最近まで林業だった。村では山持ちは金持ち、山林所有者は優雅な生活を送っていた。木材価格の下落により、山持ちは金

持ちでなくなった。例外は樹齢１００年以上の、杉、桧で、良材の産する山を持っていれば、木材の価格は３分の１～４分の１近くま

で下落した。まだ生活はできるが、村内では１～２の例しかない。村で間伐補助を行い、山仕事をする人を育てる。３０年～５０年後、

村内の山は良材を産出し、山持ちは金持ちになるだろうことを祈る。 

 年間１２０万人が登る金剛山では、駐車料しかお金を落とすところが無い。モンベルをキーテナントにしてビジターセンターを作り、
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金剛山を活性化したい。 

 楠公さんが、わずか８００人の手勢で１２万人の北条軍を相手に１００日間籠城戦をして落城しなかった、落ちないパワースポット千

早城をＰＲする。 

 下赤坂の棚田ＰＲの拡大。中学校のそばにあり、あまり多数の来客は困るが、年間を通じ多くの人達が見学、撮影に来る。村は四季を

通じて水仙、こぶし、菜種、蓮華、百日紅、モクレン、彼岸花など花の切れることが無く、花を求めて村を訪れる人たちが多い。 

この人たちが村を回遊するようにしたい。 

 人口減少対策 

村の９６．５％を占める市街化調整区域でも、都市計画法の運用で住宅建設が可能になる。住宅建設３００戸、人口増１０００人、税

収増３億円で、村は過疎地域から脱出できる。 

 企業誘致。公害のない企業を誘致、２００～３００人のの雇用を創出したい。 

 庁舎を新設し、住民の利便性を上げるとともにワンルームで仕事をすることにより連帯感を作り、よい村を作る。 

私の夢を取り混ぜて話した。 

夜 

浦野代議士を励ます会（天王寺都ホテル） 

若い元気な代議士。国も大事、府も大切、だが私にとっては千早赤阪村が一番大切。村をよろしくお願いして、乾杯の音頭をとらせていた

だいた。 

 

4月Ⅰ2日（火） 

朝起きたら寒い、車の窓が凍っている。 

例年 4月に雪が降ったりすることがある。今年もこれで寒さが終わりになればいいのに。 

朝 

選挙の日程を打ち合わせの後、決済印を押す。年初は決済が多い。例年のことだから 1つ 2つと念入りに決済印を押すと、かなり時間がか

かる。 
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午後 

大阪府農と緑室 来庁 

4月 27日のダイトレ活性化委員会のレク。今年の当番は。太子町、香芝市、葛城市。 

山歩きから懇親会まで 1セットで運営する、また、雨の用意を確実にやってもらってありがたい。今年も各市町が努力をしていただいて、

ダイトレの登山者、トレッキング参加者が増えている。皆さんの協力でダイヤモンドトレイルを輝かそう。 

夕方 

金剛山錬成会の春季総会（大阪弁護士会館地階、洋食クラブ ＥＮ） 

総会資料の年代別会員数集計表を見て、気になることがある。 

会員数 3034人、うち 60歳～99歳 2193人(男 1653人、女 540人)老齢化率７２．３％。 

男性会員中 60歳以上の割合、７２％ 

女性会員中 60歳以上の割合、７４％ 

今のままでは、10年もすれば 70歳以上が 73％、少なくとも 50歳以上を 50％以下に抑え込む必要がある。 

末永く金剛山錬成会を続かせるには、会員の年代構成を出来るだけ若くする必要がある。 

 

4月 14日（木） 

近畿財務局 来庁 

村の状況についてヒアリング 

1. 千早赤阪村経済の現状は 

村のメイン産業だった林業は(村の林業は、紀伊国屋文左衛門樽廻船用の樽材を昔供給していた)木材単価の下落により壊滅。昭和 60年

前後には年間 20億円～30億円の売り上げがあった。 

農地はすべて棚田の村。見るにはいいが、農業を産業にするには無理がある。農地中間管理機構に提供しても、単位面積が小さいので

オファーが無い。 

工場は少し動いているが、増築、新築には市街化調整区域が村域の 96．5％もあり、自由度が低いので企業誘致もままならない。 
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商店は少しはあるものの、コンビニもない村。すべての活動が低調だ。 

2. 地方創生、地域活性化をどう考えるか 

何かをやりたくても都市計画法に引っかかる。Ｈ27年住宅建設は 4件、Ｈ26年、Ｈ25年も 4件だ。Ｈ26年、大阪で初めて過疎地域

に転落。村は過疎からの脱出をめざし、住宅 300軒新築、人口 1000人増、企業・工場誘致委 10件、税収増 3億円を目指す。 

3. 村営ロープウェイ、村営宿泊施設 香楠荘を指定管理で経営しているが(本年 50周年)、今年から指定管理者を変えて、年間 10％の売り

上げ成長を目指す。 

4. 地方版総合戦略、地方創生に当たって地域の金融機関は好意的である。しかし民間で起業するに当たっては、資金手当てが困難。調整

区域では地価がほぼ 0。村域の 85％を占める山林も資産価値は 0。元気な若者は村を出て勤め人となった。 

結論として、村を元気にするには土地の単価を上げる以外ない。ぜひ千早赤阪村の含み資産価値を上げる方法をお願いする。 

 

4月 15日（金） 

4月もはや半分を過ぎる。役所周辺の桜はすべて散った。千早ではまだ半分ほど残っている。標高 550ｍは寒いんだ。 

昨日、近畿財務局から頂いた書類に目を通したところ、村の評価があった。 

 債務償還能力 

債務の水準と経常収支から見ると、債務水準は低く、経常収支水準が高いことから問題なし。 

 資金繰り状況 

積立金の水準が高く、経常的な収支水準が高いことから問題なし。 

 財務の健全性 

地方債残高圧縮をめざし、Ｈ12年以降新規建設事業を抑制。Ｈ21年度には債務水準に問題はなかった。 

合併破綻後「行政経営戦略プラン」を作成、交付税措置のある事業を優先し、地方債残高は減少している。積立金残高が増加している

ので債務水準は問題なし。 

 積立金 

Ｈ17 年以降「元気プラン」に基づき、使用料、手数料の見直しによる歳入の増加、職員給与削減等により歳出は減少、地方交付税が
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増加。収支剰余金は財政調整基金に積み立てられ、積立金の水準に問題なし。 

 収支 

地方交付税の増加と支出面の「行政経営戦略プラン」による人件費削減・補助金削減など、事務事業整理・合理化や既存事業の見直し

を実施。収支の水準に問題なし。 

 

現状の村財政運営は、近畿財務局の見方ではすべて問題なしとなっている。 

将来に向かってたゆまない行政改革と、流入人口の増加策を推進するとともに、企業誘致を行い村を元気にするとともに、村のトータル含

み資産の徹底的な増加策を図る。 

当面の目標は住宅建設 300戸、人口増 1000人、税収増 3億円、実現できれば村は安泰。 
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4月 16日(土) 

戦没者慰霊祭 

昨年は戦後 70年に際し、靖国神社へ遺族会の皆さんとお参りした。村の旅行では珍しく、新幹線を利用したお参りだった。 

のぞみ ではなく、ひかり を利用した参拝。バスと違って移動時間を短縮できたので、かなり時間的に余裕のある参拝だったのを覚えてい

る。 

今年は“いきいきサロン”での慰霊祭。168柱の皆さんも、村での慰霊祭を喜んでいただいていると思う。 

献花をして終わったが、宗教色の一切無い祭事だった。 

わたしは東京出張の際、雨が降らないときは、朝、靖国神社へお参りしている。宿舎にしている全国町村会館から、反時計回りに皇居を 1

周、竹橋から九段下、靖国神社にお参りし、内堀通り経由、宿舎、11,000歩、約 8Ｋの距離。朝の運動に丁度いい。 

 

4月 17日（日） 

8：00 

金剛山ロープウエイ 50周年記念事業 

ロープウェイ下の府営第 2駐車場から、送迎の車に乗りロープウエイ山麓駅へ。幸いに雨は降らず、金剛山ロープウエイ 50周年記念事業

スタート。 

山麓駅に着くと、既に議会の皆さんが到着、寒いから駅舎で待機。竹内副知事、府議会議員、安全索道の社長、観光協会、富田林警察、消

防、モンベルの会長、以下多くの来賓に参列いただいた。 

金剛山ロープウエイの 50周年記念事業の目玉は、空前絶後の大目玉、「アイガー北壁単独登山」のモンベル会長 辰野さんとの金剛登山。 

モンベル女性社員 3人と共に金剛山においでいただいた。 

2年前、嫁との結婚 50周年記念でスイスへ旅行したとき、グリンデルワルドのモンベルショップ駐在で、当時の副町長シュラッペさんと

の食事会で通訳をしていたもらった女子社員さんが一緒に来た。 

10 年間店を切り盛りして、ツエルマットモンベルショップ開店の基礎を築いた女性、こんな社員がいるからモンベルはますます元気にな

る。 
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奇跡的に式典が始まると同時に天候が回復、晴天となる。開式 10分以前の葛城さんによる神事が利いたか？ ただ、雲の流れが激しく、下

の雲は南に、高い雲は東に、不思議な動きをしている。 

式典終了後来賓を山頂駅へ運び上げたところでロープウエイ運休、風が 15ｍを超えた。 

登山に雨、風、雪はつき物、登山隊を待っている間、日本海を北上する低気圧に吹き込む風がものすごく、山鳴りがすごい。スーツ姿でよ

かったと思いながら香南荘で登山組を待つ。天候回復が遅いのでログハウスでトークショー、モンベルが今あるのは、社会が必要としてい

るから。会社の組織がしっかりしているから、利益がきっちり上がっているから。全職員に聞かせたい。 

モンベルの店がある南阿蘇村は大きな地震被害を出している。モンベル会長によれば「野外非難をしている人たちが多いので、テントを中

心に援助物資を送った。峠越えで 1本だけ村に道が通じている」ＣＳＲもきっちりやっている。 

帰りに まつまさ へ立ち寄ってもらった。嫁がお世話になった女性との再会を喜んでいた。 

 

4月 19日（火） 

平成 28年度 4月 定例区長会 

今年新しく区長に選任されたのは、森屋の藤浦稔 氏、小吹台北の安達良夫 氏の 2人。後の 11人は留任。 

互選により、区長会会長には 二河流辺区長の西野敏彦 氏、副会長には小吹台自治会長 近藤正幸 氏を選任。 

本日の挨拶で、熊本県の地震災害に触れお亡くなりになった皆さんに心からの哀悼を表すとともに、村にもいつ災害が発生するかわからな

い、災害の少ない河内でも災害が発生しない保証がありません。私たちも常に災害を意識して村を運営するつもりですが，皆さんもいつ災

害が発生しても対応できるようお願いします。 

案件 

●Ｈ28年度、区長会事業計画   ●民生委員、児童委員の任期満了に伴う選考依頼 

●がん検診無料化    ●生活道などの原材料支給 

●農道舗装、農業用水路整備事業補助金  ●農作物被害防止事業補助金(電気柵など) 

●住宅耐震補助制度    ●空き家情報バンク登録促進報奨金 

●地区防犯灯整備補助金 
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以上説明を行い、了解を得た。 

住宅耐震補助制度 

耐震診断(実質自己負担 5000円程度) 

補助対象 

 昭和 56年 5月 1日以前の基準で建てられた住宅。 

 現に居住しているまたは居住しようとする住宅。 

補助内容 

 木造住宅：  耐震診断に要する費用の 90％または 4万 5千円のいずれか低い額。 

 非木造住宅：耐震診断に要する費用の 50％または 2万 6千円のいずれか低い額。 

 耐震改修設計補助制度、耐震改修工事補助制度、木造住宅除却工事補助制度があります 

問い合わせ：千早赤阪村役場、まちづくり課、74－0081(内線 453) 

 

4月 20日（水） 

10：00 

都市計画審議会 

村は平成 7年、都市計画区域に全村指定され、村域の 96．5％が市街化調整区域になった。原則として住宅、工場等が建設できない。 

厳しい規制のため、私が就任以来オファーのあった スーパーマーケット、社員教育研修施設の建築、村に居住する若い人たちの住宅建築 

等々にも許可にとんでもなく時間がかかり、進まない。村が過疎指定を受ける直接的な原因は、都市計画法であった。 

本日の都市計画審議会では 

 千早赤阪村都市計画マスタープランの改正。 

 市街化調整区域利活用の追加。 

土地利用計画制度を柔軟に活用し、集落機能を維持し地域が活性化する取り組みを可能とする。 

 今回大阪府下で初めて過疎指定自立促進特別措置法の「過疎地域」として公示され、過疎地域の厳しい現実と、時代の潮流の変化を的
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確にとらえ、平成 26年度に策定した千早赤阪村過疎地域自立促進計画 及び、平成 28年 1月に策定した まち・ひと・しごと創生総

合戦略で、魅力ある村造りを行う。 

 

4月 22日（金） 

13：00 

岸和田市 原 前市長市民葬 

議長会会長と共に参列。 

原市長は 8期にわたり岸和田市長を務め、岸和田市制に非常に功績のあった市長。2月に死去された。 

会場は波切ホール、すべて白い菊でおおわれて祭壇がすばらしい。参列者名のトップに総務大臣の名前があったので高市大臣に会えるかと

思っていたが、秘書さんの代理出席、弔辞代読。 

都市主催の葬儀は初めて参列。祭主は市長、葬儀委員長は議長。弔辞は祭主、葬儀委員長、大臣以下来賓。献花は祭主、葬儀委員長、弔辞

を述べた来賓、以下遺族と続く。沢山の参列者、一般献花まで時間がかかりそう。終了まで 2時間の予定。 

「お急ぎのお方は通路より退席ください」のアナウンスあり、献花の後退席した。 

19：00 

大阪府自民党総決起大会（ホテルニューオオタニ） 

最近自民党の先生方が若くなってきた。中山代表の挨拶、来賓の挨拶の後乾杯、あいかわらず沢山の支持者を集めていた。 

席上、北川イッセイ先生の秘書（塩川先生の秘書時代から 30年を超えるお付き合い）に、がんばれと激励された。 

 

4月 23日（土） 

千早神社役員会 

千早神社は初代宮司が明治神宮から派遣され、しかも「府社」として大阪府が造営に携わった神社。楠木正成公をお祀りしている。 

氏子の 70％は千早地区住民。昔は(私の若いころ)、千早地区で祭りとなればほとんどの人が神社まで登って(約８００段の階段がある)、 

四の丸広場で運動会が始まった。少し狭い広場だが、千早住民にとっては適当な広さ、昼の弁当を開いてアルコールが入り、住民全員の憩
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いの場だった。 

近年は千早住民の高齢化により、城址へ登る人が少なくなり、いつの間にか多聞尚学館運動場で行われることになり、神事だけは千早神社

で行われている。 

日本１００名城のスタンプラリーが始まって以来、千早城へ登る人が増えてきた。日曜、祭日、多いときには１００名を超える人が「日本

１００名城 ５５番 千早城」のスタンプを押印にくる。 

昨年と比較してお賽銭、御朱印、落ちない棚田米を求める人が増えて、神社の財政がよくなってきた。 

本日の役員会で千早城、千早神社のホームページのアップが承認され、インターネットで落ちないパワースポット千早城・神社のＰＲと、

手始めに看板を作ることになった。 

多くの人達が大楠公のパワーを頂き、受験、昇進、選挙、企業業績のアップに励んでほしい。 

 

４月２４日（日） 

10：30 

自宅にて事務所つくり、キノコ会の皆さんが集合してくれた。 

自宅の建具を外し、大部屋を作る。冬用のストーブ以外なにもないと思っていたが、いざとなると沢山の物が置いてある。４年前の選挙か

らなにも手を触れなかったはずなのに、いろいろなものが置いてある。なんとなしに置いたものだ。 

昨年の１２月以来、すでに４か月、皆さんに助けてもらって準備をしている。楠公さんのおかげを受けよう。 

 

４月２５日（月） 

楠公祭 

大阪府神社庁、一般社団法人千早赤阪楠公史跡保存会の主催で挙行された。 

１年に１回の、楠公史跡保存会最大の行事だ。湊川神社、四條畷神社、大阪府神社庁、神社関係の皆さんが集まっていただく。今年の神社

庁長官は平野にある杭全神社の宮司、やはり手慣れたもので、神事はとどこおりなく、完璧に行われた。 

姉妹都市 田辺市の副市長、中辺路行政庁長官以下三人もおいでいただいた。神社庁、来賓とも超一流の皆さん、村の保存会もお客さんに
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負けないように研修を積むべきだ。 

楠木正成は千早だけの英雄ではない、先日はドイツでも熱烈な信奉者がいるとの話を伺った。保存会も会員を村内だけではなしに、近畿、

全国へ広げて行くべきだ。 

まつまさ へ来る日本１００名城巡礼の皆さんの中にも、大楠公のファンが多い。インターネットで応募を掛ければかなり会員が集まると

思う。産経新聞で「公を忘れた日本人」のテーマで半紙面３日間の連載があった。新聞でもＰＲしてくれているのだから、会員を増やすの

は簡単だと思う。史跡と共に楠公さんを学習し、彼のすばらしさを日本中に広めよう。 

 

４月２６日（火） 

老人会グランドゴルフ大会 

「本日は天気晴朗なれど気温高し」千早ではつい２週間前、霜が降りて車のウインドウが凍っていたのに、今日の村民グランドの温度は真

夏、じっとしていると汗が出る。日差しが強いので直射を受けると痛いほどだ。 

グランドでは１００人以上のお年寄りと言うより、元気一杯の集団が整列している。グランドゴルフの迫力に押されそうだ。 

副村長と一緒に開会前の始球式ボールを打ったら、まっすぐホールへむかって行く、カップ手前で左にそれた、ホールインワンかと思った

が残念。副村長の清水君も私とあんまり違わなく下手だ。 

18：30 

香楠荘へ 

乗せてもらって金剛山に登るのは久しぶり。百ケ辻から香南荘への道はやはりきつい、２人しか載ってないのに車が前に進まない、大阪一

の金剛山。 

香楠荘で、日本スキー場開発 関連会社の岐阜と群馬県にあるスキー場の従業員皆さんの慰安旅行の晩餐会、約４０～５０人の皆さんがい

る。村の職員も若いが、このグループも若い、日本スキー場開発の社長も４０代前半の若さ。若い諸君の会社これからぐんぐん伸びるだろ

う。村の皆さんにも見せてあげたいほど元気だ、酒も強い。私が盃で飲むスピードでグラスの酒を上げる、若いときはこれでなくちゃと思

ったが、一緒に同じペースで酒を飲むと倒れそうなので、早々に引き揚げた。 

「必ずロープウエイ、香楠荘を収益が上がるように努力するのでご安心ください」が彼らの言葉。 
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４月２７日（水） 

ダイヤモンドトレイル活性化委員会 

本来の予定では二上山へ上るはずだったが、雨のため雨天モード、葛城市さし回しのマイクロバスに乗って各市町の施設見学。 

13：30 

竹之内街道歴史資料館見学 

日本で１番古い国道、竹之内街道についてレクを受ける。竹之内街道は、堺大小路から奈良県葛城市長尾神社にいたる２６Kmの道。 

沿道にはで奈良時代の道標や古い街並みが随所に残り、伊勢参りや大峰参詣、西国巡礼に行き交う人びとで賑わった。 

次は葛城市相撲館「けはや座」 

葛城市相撲館は平成２年５月に開館。１階中央には本場所と同サイズの土俵があり、２階には相撲に関する資料が展示してある。 

葛城市は相撲の起源である「当麻のけはや」「のみのすくね」の天覧試合が行われたところ。資料館に作られた土俵は本場所と同じだそう

だが、実物を見るとかなり小さく見える。土俵に上がってみたが倒れたら痛そうだ。 

香芝市 二上山博物館 

今から千数百万年前、二上山は大噴火をした火山です。四季折々に優美な姿を変える二上山は、万葉の「ふたかみやま」として、日本古代

史の舞台となった。 

大昔の活発な火山活動の結果、山麓には多くの火成岩が分布しており、代表的な石としてサヌカイト、凝灰岩、金剛砂は日本文化の発展に

大きく寄与した岩石、鉱物です。 

 サヌカイトはガラス質で打ち砕くとふちに鋭利な刃が出来るので、ナイフ形石器として利用された。 

 凝灰岩、古墳時代から石棺として利用され、高松塚、キトラ古墳などでは石槨などに利用され、飛鳥、奈良時代には社寺、宮殿の基石

や化粧板、平安時代以降は灯篭や五輪塔などにも使われた。 

 金剛砂、鉄分が多く硬度６．５～７．５(ダイヤモンドは硬度１０)。非常に硬いことから、奈良時代以降主に研磨剤として利用され、

明治・大正時代以降はサンドペーパーの原材料として利用された。 

三施設見学を終えて香芝市で全体会議。２７年度の取り組みとダイトレの利用状況を説明の後、２８年度の展望を説明した。 

毎年４月第２日曜に、大阪府山岳連盟主催でダイトレコースを利用したトレイルラン・ウオークがあり、今年は２０００人を超す参加者が
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あった。トレイルコースは全国的に整備されつつあるが、ダイトレの様に人口密集地の間にありながら、ほとんど車に出合わないコースは

これだけだ。ローカルなイベントでさえ２０００人を超す参加者がある。メジャーなトレイルとして外国人にも歩いてもらえるように PR

をしよう。 

会議終了後、懇親会を予定していたが熊本の地震被害もあり、ティーパーティ。少し予算を持ってやればいいのではないかとの意見もあり、

沿線市町村の温度差もあるが、検討課題として持ち帰ることになった。 

 

４月２８日（木） 

防犯カメラ設置協定式（富田林市役所３Ｆ 庁議室） 

富田林警察署管内、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、４市町村と富田林警察署で、地域の安全と防犯を目指して防犯カメラを設置

することになった。 

これから取り付けるカメラは、４市町村同じ仕様、wifiを利用してでデータを取り出せる。しかも画素数の多いクリアーな画面のカメラを

取り付ける予定。村は残念ながら、今年の予算は２５０万円、富田林市は１億円の予算。しかし村としては防犯カメラ元年、村が取付けた

カメラは少しあるが、本格的に取りつけるのは初めて。河南町、太子町では各地区で取り付けたカメラがかなりある。町が補助金を出して

いるケース、地区単独で取り付けたケース色々あるそうだが、これからは４市町村同じカメラ。事件はあってはいけないことだが、事が起

こった時には素早くデータを取り出して防犯に役立てることが出来る。 

各自治体は財政力に応じてカメラを導入し、地域の安全安心を確保することになった。 

18：00 

連合南河内地区メーデー（LIC羽曳野） 

かなり雨が降っている、明日から連休が始まる。金剛山にとって雨は大敵、今夜中に晴れればいい。 

職員組合の向井委員長にもお願いして、支援を願った。 
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４月２９日（金）４月３０日（土） 

春の連休始まる。 

５月２日、６日を入れると１０連休、今年は最初の２日間は天候良し、金剛山の人出は順調、道の駅、クスノキホール周辺、棚田もかなり

の人出、どの地域も人出を吸収できていない。 

連休の間は特別に人出は多いが、せっかくの人出に手をこまねいているのは残念、何かアクションを起こせないものか？ 

連休の間に考えよう。 

 

５月１日（日） 

ゴールデンウイーク前半の最終日、金剛山は客が多い。 

朝 

村長の日記を整理して１１時 まつまさ へ上がる。途中車がとまれるところは全て車で埋まっている。長男は府道の分岐で車の進入を止め

ている。まつまさ への進入路は細いので、たくさん車が入ると収拾がつかなくなる。 

普段の日曜日は１０時を過ぎると下山する人が多くなるので、駐車場に空きが出来る。今日は１２時を回っても空きが無い。 

新聞の記事によると、今年の連休はお金のかかる海外ツアーも多いが、安くつく国内の旅行、近場の移動の傾向が多い。アベノミックスは

難しい段階を迎えているようだ。 

連休に入ってから子供連れの若い登山客が目立つ。今年は特に子供連れが増えたように感じられる。普段の金剛山は定年以降のハイカーが

多い、現役はなかなか時間をとれないが、子供たちにハイキングの楽しさを教えて、自然の素晴らしさを感じてほしい。 

 

５月２日（月） 

連休の中日、３日ぶりの出勤となる。休みが三日もつづくと間延びがして、たまに出勤の感じで役所に来たが、やはり出勤となるとシャキ

ッとなる。 

朝飯の間も熊本、大分県地震のニュースばかり、私たちがのんびりしている間も現地の首長たちは不眠不休で仕事をしている。天災はいつ

来るか、どこに来るかわからない、熊本・大分の首長もまさか地震が来るとは思っていなかったはず。突然の地震で驚くと同時に、先頭に
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立って対策を講じることになる。すべては彼らの責任となる。 

河内は昔から天災の少ない所、村の歴史を見ても地震の記禄は無いし、記憶もない、大雨の記憶、がけ崩れの記録はかなりある。私も子供

のころ雨で避難した経験が記憶に残っている。何十年か前には、小さな千早川で人が流され亡くなった記憶がある。 

一昨年には３０９号線が不通になったことがあるのは記憶に新しい。村の災害対策は大雨対策、がけ崩れ対策がメイン、紀伊半島を襲った

１９号台風の様に２０００ｍｍも降ると、村は完全に災害で麻痺する。孤立する地域が出るだろうし、壊滅的な被害が出る。近年の様にい

つ、どこに集中豪雨が降るかわからない状況では、まず雨対策、次に東南海地震対策。住民皆さんの安全、安心が大事だ。 

 

５月３日（火） 

金剛山さくら祭り 金剛山錬成会表彰式（金剛山頂） 

例年のことだが５月３日は登山者が多い。毎日登山をしている皆さんの、ほぼすべては金剛山錬成会に加盟している。会員は金剛山に登っ

た時、頂上で登山回数のチェックを受け、登った回数が１００回を超えたら、１００回毎の表彰。１０００回を越えたら以降は１０００回

毎の表彰となる。１０００回表彰は毎日登山をして３年と９５日、１万回では毎日登って２７年と１４５日かかる。既に１万回登山をクリ

アした人が１０人に昇る。 

当日は錬成会会員に弁当が出る、しかも今年は非常に良い天気、頂上に登った人は神事の後弁当を頂き、表彰式もあるので頂上に滞留する。

山麓の駐車場は朝９時頃から満車状態、次から次へと登山者は来るが駐車場が無い。普段の日曜休日は辛うじて駐車できるが、祭りの日は

お手あげ。 

鎌倉幕府軍が落とせなかった千早城を中心とする村落、駐車場を作る余地はない。５月３日は一般登山者に駐車場不足を PRする必要があ

る。 

 

５月４日（水） ５月５日（木） 

連休中心の日。今年は天候に恵まれ、金剛山は登山者にあふれている。子ども連れの若い人が多い。これからの金剛山は、標高差１０００

ｍの本格的な登山のトレーニングフィールドとして、ダイヤモンドトレイルを利用したトレッキングフィールド、家族連れで楽しめるハイ

キングフィールド、ロープウエイを利用した中高齢者の山として、あらゆる年代の人々が楽しめる場所にしたい。 
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５月６日（金） 

５日の夕刻、川越にいる従弟から叔母の葬儀を知らせてきた。 

私の母方４人兄弟の最後の叔母、葬儀は７日の９時から、場所は茨城県大子町。 

合併しない宣言で有名だった福島県の矢祭町の隣町。 

7日朝９時に大子に行く為に、今日水戸まで行って泊まる。 

１１時からの憲法記念日表彰式出席して、井上議長の受賞を祝してすぐ役所へ戻り、１４時過ぎ出発、１５時３０分の新幹線で東京へ、２

０時過ぎに水戸に着く。 

私は若い時から母の里へ行くには、上野から常磐線で水戸へ、水戸から水郡線で大子が常識だったので水戸に宿をとってもらったが、長男

がネットでホテルを予約した後「福島空港を使い朝の１番機で行けば日帰りできるが、キャンセルできないからこのまま行け」。日本の交

通網がかなり変化しているのを実感できた。 

 

５月７日（土） 

茨城県で行う叔母の葬儀は、河内の葬儀とかなり違っている。 

朝９時から荼毘に付し、１０時３０分頃から骨上げ、残っている骨をすべて骨壺に入れ祭壇に安置、１２時より葬儀が始まる。 

以前出席した青森の葬儀では、お通夜を１週間行う。招待状を頂いて、仕上げの膳？ を行う葬儀に参列したことがある。 

地域によって葬儀のやり方がずいぶん違う。 

葬儀が終わり、水戸、東京を経て、新幹線で帰ってきた。昔は東京から夜行列車の銀河、明星などで帰るのが普通だった、日本は狭くなっ

た。 

 

５月９日（月） 

１２時３０分より松井知事の話を聞く。 

「今日の話は政治家 松井一郎 ではなく、大阪府知事 松井一郎 としての話だ。裏話など面白い話はない、まじめな話だ」から始まった。 

維新は橋下知事、松井知事は二期目と三期目を務めている。 
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これまでの取り組みとして 

 大阪府の減災資金積み立不足是正を行って、ほぼ正常に持って行った。 

 職員が府民の為に全力を尽くすことが出来る組織作り。 

 オール大阪で目標を共有し、政策事業の効率化を図り成長加速を促進。 

 観光局設置により、来阪外国人の飛躍的増加を果たした。 

 大胆な規制緩和による企業集積、投資推進の環境整備。 

 知事と教育長の協働による成長の原動力である人材育成。 

等により、大阪は元気を取り戻した。 

スピーチの後質問で、大阪府は大阪中心部だけではなしに、泉州なども大阪府、大阪市だけでなく府域全体を浮揚する施策を望む との話

があった。 

最後に大阪万博への言及があった。 

以前の万博は“月の石”がアメリカ館に展示され、私たちは万博にあこがれて何回も通った。嫁と結婚してすぐだったが、嫁の実家、千葉

からもたくさんの皆さんが万博見物に来阪したのを覚えている。まさに国家的イベントだった。 

大阪で今一度万博を開催するのは大賛成。「人類の未来に貢献する成長型」の国際博覧会をぜひ大阪で開催してほしい。 

アジアから沢山の来場者が予定されるので、場所は関空の近く。近畿各地への道路網整備、各種インフラを充実して、名実ともに大阪が西

の中心となるように。 

 

５月１０日（火） 

浪速中学、高等学校竣工法祝祭 

9：00 

多聞尚学館のお世話をお願いしている千早区長の豊田氏と一緒に浪速中学高等学校へ。 

浪速学園に着いたのは開式１５分前、正門を入った所に新しい神社が鎮座している。非常に多くの人達が既に着座している。開式と同時に

多くの神官と共に木村理事長兼校長が入場、厳かな神事が始まった。木村理事長は多聞小学校をお譲りした後、大規模な改修を行い、多聞
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尚学館と改名し、金曜日から２泊３日で泊まり込みの特訓をしている。理事長の話では非常に効果が上がっている「これも千早村のおかげ

だ」といつも話していただく、ありがたいことだ。 

神事の間周囲を見回すと、以前あった校舎が無くなり、そのスペースに新しい神社と、新しい校舎、校舎と言うよりは、すばらしい大きな

ビルが建設されている。 

厳かな神事の後、２０人ずつのチームに分かれ校内見学を案内された。８階建て各階には最新の IT技術を使った教室が作られ、すばらし

い学習環境が用意されている。四天王寺学園でも感じたが、いい環境で学習できる生徒たちは幸せだ。６階には大きな食堂と言うより、レ

ストランと表現していいほどのランチルームがあり、厨房の一部にベーカリーが作られ、焼きたてのパンをお持ちくださいと無料サービス

中。１個頂いたが、焼きたての旨いクロワッサンだった。 

上から下まですべて最新の IT技術、映像を使っている。私たちの様に手書と紙の時代に成長した者にとっては、キーボードと映像は素晴

らしいが少しなじめない所がある。しかし、完全な日本仕様の書道室、家庭科室なども完備されており、楠公さんのファンである木村理事

長の思いがあふれている。伝統を重んじながら新しい教育を取り入れている浪速中学・高等学校は、ますます良い学校になるだろう。 

 

千早赤阪村の村長選挙が１カ月先に迫ってきた、 

「村長の日記」は選挙が終わるまで休む。 
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７月１日(金) 

約１カ月、村長の日記を休んだ。 

その間、村長選挙で私の時間はほとんど無く、特に６月１４日～１９日の選挙期間はかなりしんどかったが、皆さんのおかげで４度目の当

選をさせてもらった。 

私が村長となった平成１６年、富田林との平成合併はスローダウン。 

平成１５年 新市長になった多田市長の考えもあり、合併の是非を問うアンケート調査が行われ、合併に非を唱える市民が少し多く、意向

を受けて合併は破たんに向かっていた。 

当時、村の財政状況は悪く、借入金は２６億円＋、積立金はほぼ１億円だった。 

今年の４月、近畿財務局が来庁し「千早赤阪村は財政的に内容が良くなった。借入金、積立金、経常収支すべて問題なし。これからも健全

財政を続けるように。」 

現在、借入金１４億円、積立金１６億円。村は今 維新の皆さんが唱えている“身を切る改革”を１番先に実行し、成功した自治体の１つ

だ。職員数は１３０人から８０人へ５０人ダウン、議員は１０人から７人へ、村再生へ協力してもらった。職員の給与は１０％ダウンだっ

たが、２５年から元に戻している。理事者の給与はまだ減給のまま、現在に至っている。 

今年５月には庁舎建設の見直しで、住民説明会を行った。これから住民の意見を取り入れながら、出来るだけ早く庁舎建設に向かって進み

たい。 

新しい任期は７月１５日から始まる。村の抱える問題は次から次へとあらわれてくる。少ない人員でも住民に迷惑を掛けない行政を造りた

い。議会の皆さんとも協力して、ぜひ住みたい村と PR出来る千早赤阪村を、大阪府、国のアドバイス、支援をを得ながら形造りを行いた

い。 

 

７月３日（日） 

河内長野市 芝田市長 選挙出発式 

朝から強い日差しの中、河内長野市へ。事務所は外鐶沿い、駐車場不足が考えられるので手前で駐車、市長の秘書に案内されて事務所へ。 

夏の選挙は暑いのが当たり前、事務所の中にもエアコンはあるが、夏の暑さと人いきれ、戦いに向かう皆さんの熱気が充満しヒートアップ、
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不思議に暑さも吹き飛んだ気がする。 

河南町長、太子町長、富田林市長、近隣市町の首長、副首長が並んでいる。今日は羽曳野の市長選挙も出発式、村は副村長が羽曳野へ。両

方とも現職当選になればいいと思いながら着座、井上議長、田中副議長、清井議員も並んで着席。池田市の倉田市長も来場、相変わらずイ

ケメンでスマートだ。９５歳の辻野先生（清教学園の創始者）夏用のスーツを着用、大正生まれの紳士、私も先生の歳までスマートな紳士

で居たいものだ。 

“頑張ろう”コールで出発、健闘を祈る。 

 

７月７日（木） 

国と町村との農林水産行政に対する懇話会 

話は始めから有害鳥獣、特にイノシシ、シカ、クマ、アライグマの話から始まった。 

イノシシ、鹿、熊は泳ぐことが出来る。海を渡って離島にも生息しているし、全国ほぼすべての場所にいる。 

国は処理施設の建設に補助金を出し、処理をした上でジビエ料理の材料としてとして市場に流通させるとともに、レストラン業者等に採用

を呼びかけ消費を促す政策をとっているが、国の政策にも関わらず一般的にはなってない。 

日本でのジビエ料理は最近言われ始めたが、普及が進むかどうかは疑問だ。ヨーロッパなどではジビエ料理は確立しており、住民の皆さん

も一般的になじんでいる。私もノルウエーでトナカイの肉を頂いたが、一緒に食べた友人のうち、抵抗無く食べられたのは２～３人にすぎ

なかった。トナカイは家畜で、ヨーロッパでは普通に食されているが、特有の獣臭がだめらしい。鹿はオーストラリア、ニュージーランド

ではベニソンと言って脂身の無い赤身で、健康に良いステーキとしてレストランのメニュ－になっている。しかし、ベニソン用の鹿は専用

の牧場で飼育されている。特有のにおいもなく、抵抗なく食べられる。 

日本では戦後の物資不足の時代にイノシシ鍋等が普及したが、現在では一部の牡丹鍋ファン、シカ肉ファンの物となっている。ヨーロッパ

のようにジビエ料理として確立していない。私はやはり、一般に流通している牛肉、豚肉の方が旨い。 

 現在駆除は市町村が担当することになっているが、１自治体で努力をしても市町村の境界に関係のない動物だから、地域一帯、府県ご

と、全国的に取り組む必要があり、国主導による害獣減少対策が必要だ。  
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７月１０日（日） 

参議院選挙の日 

朝 

選挙管理委員長、副村長と共に投票所回り。くすのきホール、千早小吹台小学校、千早小学校、千早公民館を回る。くすのきホールは赤阪

地区、水分の奥、森屋西・北 から遠い。旧千早小学校はもちろん、小吹、上東阪、中津原、吉年の端からかなり離れている。高齢化の進

んでいる村では、歩きでは無理。 

小吹台、旧千早小学校では、投票に来た人は全て車で投票に来ている。今日のように暑い日は特に歩きでは無理だ。ただ、村のように職員

数の少ない自治体では、投票所を増やすことは無理。最近 赤阪小学校 から くすのきホール へ投票所を移した森屋地区の皆さんから、「遠

くなった」との苦情を聞く。期日前投票は役所だから、少しは近いので我慢していただけないか。投票所を動かすと、必ずどこかでブーイ

ングが出る。高齢化に対応した投票方法が無いか、これからの懸案事項だ。 

20：00 

夜８時になったと同時に当確が出る。大阪選挙区の松川、浅田、石川，高木 の４候補が当選確実。 

村ではまだ投票箱を くすのきホール に集めている時間。９時より開票を始める最近の選挙でいつも思うことだが、せめて全国で開票が始

まる時間まで当確を打つのを延ばせないか、開票事務をする気が無くなる。知事選挙、衆議員選挙、参議院選挙の時には、投票所が閉まる

８時に“おめでとう”が始まるので、８時前に選挙事務所へ着く必要がある。８時頃に役所を出てお祝いに行くと、すべてが終わっている

ことがほとんどだ。 

今日は参議院選挙と共に、羽曳野市、河内長野市の市長選挙がある。参議院選挙と同時選挙なので開票が少し遅れるのが確実だから、 

９時３０分頃役所を出発、羽曳野市の事務所に１０時前についた。 

北川事務所 

会場にはいつものメンバー、河南町長、長尾衆議員議員、藤井寺市長、田村堺副市長、田中市長会会長、松原、大阪狭山、富田林ほかの副

市長多数が参加していた。１０時過ぎの発表では１０，０００対１０，０００。１１時、北川市長４度目の当選が確定。 

時間が１１時過ぎのこともあり、ボリュームの抑えた当選祝賀会。事務長、後援会長、候補者のスピーチ、来賓のおめでとうの後、冷えた

麦茶で乾杯！ 冷たくてうまかった。 

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  

 

市長、町長の皆さんと共に河内長野市へ移動、芝田事務所へ。 

芝田事務所 

河内長野市へ聞くと、１１時過ぎの段階で１万対１万、１２時過ぎに結果が出るだろうとの情報。 

１２時少し前に事務所着、竹本代議士、信貴岸和田市長、古川大阪狭山市長、岬町長の顔が見える。 

１２時３０分過ぎ、芝田市長「不徳の致すところ．．．」の挨拶で帰途についた。 

 

７月１１日（月） 

今日の新聞は、自民・公明大勝の記事が踊っている。 

昨夜の開票速報では自民完勝の予想だったが、１人区で民進党がかなり善戦し、大勝には違いないが民進連合もかなり効果を上げたよう

だ。 

村の投票結果が回ってきた。 

昨日  有権者数４９３６人 投票者数２８４３人 投票率５７．６２％ 

３年前 有権者数５１７６人 投票者数２９８１人 投票率５７．５９％ 

３年間の間に有権者数は２４０人減少した、しかし投票率は同じ。 

人口は高齢化と転出で減少した。しかし有権者年齢が１８歳以上となり、１８歳、１９歳の有権者数は９２人、したがって２４０＋９２＝

３３２となり、２０歳以上の人は３３０人減少したことになる。年間１１０人の人口減少、有権者の人口減はゞ１００人程度だ。 

高齢化率が４０％を超え大阪で１番と言っている間に、人口減も急速に進んでいる。このペースで人口減が進むと、２０年で２２００人も

人口が減少することになる。早く過疎からの脱却を果たし、人口が減少しない村を作らなければ大変なことになる。 

新しく当選した参議院議員の皆さんにもお願いして、村の活性化を考えよう。 

今回参議院議員の村内投票数は以下の通り。 

１、松川るい(自民党)  ７０７票 当選 

２、浅田均(大阪維新の会) ５６２票 当選 

３、高木かおり(大阪維新の会) ４２８票 当選 
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４、わたなべ結(共産党)  ４０１票 落選 

５、石川ひろたか(公明党) ４００票 当選 

６、おだち源幸(民進党)  ２３１票 落選 

７、古川ひでお    ３２票 

８、佐野明美     ３１票 

９、数森けいご      ４票 

千早赤阪村でも大阪維新の会が強い。浅田、高木 ２候補合計で９９０票、自民を２００票オーバーしている。維新の皆さんにも大阪東南

の端、千早赤阪村も大阪府と認識してほしい。 

 

７月１３日（水） 

重要政策会議 

明後日７月１５日で、３期目の任期が切れる。新しい任期の始まりに当たり村の行政をスムースに運営する必要から、重要政策会議を設け、

月１回のペースで開会する。本日は初めてであり課長以下全員を集めて開会した。 

この会議は 

1. 村政の基本方針 

2. 重点施策、事業計画 

3. 総合計画の基本方針と進行管理 

4. 行政改革の基本方針と進行管理 

5. 予算編成方針及び予算案 

6. 村の行財政運営と基本的制度 

7. 財産の取得および管理と処分 

8. 議会への重要報告事項 

9. 村長が重要と認める事項 
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を審議する会議。 

９時３０分開会、私の“山中八策”実現、「過疎からの脱却」実現を皆さんにお願いするとともに、私の村政に対する思いを皆さんにお話

しした。 

* 職員の知恵と実行が、村の財政や将来を大きく変える。村税を使わず「府費」「国費」を活用して村造りを進める。 

* 人脈を広げ、アンテナヲを張り巡らし情報をキャッチ、困難を解決する知恵を絞れ。 

* 住民参加の仕組みを作り、住民主導の村造りに取り組んでもらう。過疎からの脱却には行政、住民共に発想の転換が必要。 

* これからの村の運用は民間の発想で考える。思考のベースは能率とスピード、経費節約、時間の制約、すべての事業に行政の固定観念

を捨て民間の手法と力を導入し、安く、早く、より良くを実現してほしい。 

* マニュフェスト、事業の実現に当たっては各課のセクションにこだわらず、横の連絡をしっかり取って過疎からの脱却に向かって４年

間歩むご協力をお願いする。 

 

７月１４日（木） 

午前 

大阪府町村長会の皆さんが、自衛隊大阪地方本部本部長と来庁 

本部長は陸将補、昔の階級でゆうと少将または中将、自衛隊の中では非常にえらい幹部だ。 

本日の来庁は、自衛隊の隊員募集の要請を町村長会でやりたいとの話。ぜひすばらしい隊員を入隊させてほしい。 

午後 

区長会 

去る６月１９日の村長選挙は、区長の皆さんの支持により当選させていただいたのも同然です。心からお礼を申し上げるとともに、皆さん

と共に良い村を作り上げ、過疎からの脱却を目指します。千早赤阪村は３期１２年いろいろな問題がありました。住民の皆さん、議会、職

員全ての皆さんの協力により、財政面では黒字体質となりました。 

各方面から村を観察しますと、村道をはじめ村資産の老朽化が進んでおり、人口の減少、高齢化、少子化が進み、まさに日本の田舎の典型

となりました。 
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身を切る改革は村では完全に成功したと思います。職員は５０人減少しました、議会も７人に減り、国内では１番少ない状態です。少数精

鋭主義で村政を進めます。村が元気になり過疎から脱却するには、少ない職員に民間の経営手法を取り入れながら、発想の変換を行い従来

の固定観念を捨て、人口減少時代にマッチした感性で事業を推し進めていきます。区長の皆さんも１０年先、１５年先を見据えた提言提案

を頂いて、若い人たちがぜひ住みたいと思う村造りに取り組みます 

今回の区長会では耕作放棄地、道路端の草刈り、放棄住宅の管理が特に問題になった。道路に面した耕作放棄地では伸びた草が道路に伸び

てきて、それでなくても狭い道路が広く使えない状態だ。小吹台では住民が何年にもわたって住まない状態が続き、隣の住宅、道路に植込

みが伸びだして迷惑をかけている。旧村では山林の樹木が道路に張り出し、通行の邪魔になる。自然の成長に負けない財政力をつけよう。 

 

７月１５日（金） 

大阪道の駅連絡協議会 

大阪にある道の駅は８つ、北大阪では能勢町、南河内では羽曳野、太子、河南、千早赤阪、泉南では、和泉市、岸和田、岬。 

全て大阪府の端、北の端、東の端、南の端となっている。日本全国では１０９３駅、近畿では１３８駅となっており、大阪は非常に少ない。

地価の高い都市部では、広い駐車場用地が手当てできないからだ。 

羽曳野の道の駅は１５億円も売り上げる大きな道の駅だ。村からも出荷している農家があり、南河内のトップ道の駅。また 道の駅かなん 

は重点道の駅に指定されており、「道の駅」というトップブランドの中でも非常に良い成績を上げている。場所は３０９号線上にあり、河

南町で生産されたすばらしい農産物を売っている。季節感のある道の駅、道の駅かなん が重点道の駅に選ばれたことは、隣村の村長とし

て心より祝福したい。 

現在南の端の岬町でも、新しく出来る道路のそばで道の駅を建設中、来年にはオープンする。ぜひ２つ目の道の駅も大成功を収めてほしい。

本日は大阪国道事務所の所長も出席して頂いたので、私が常に思っていた疑問をぶつけてみた。 

「路に駅は全国的に国道に面しており大きな駐車場を持ち、大きな売り場面積を持っておりツーリストで賑わっている。千早赤阪村のよう

に過疎指定を受け、コンビニさえも立地してくれないような村で、道の駅を中心として地域の人たちが集まりコミュニティを作ることによ

り、また道の駅を訪れる人たちと交流を持つことでにぎわいのある村造りが出来ないか。また道の駅により地域のコミュニティが復活し地

域を元気付けるための道に駅を作りたい。」 
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国道事務所長の弁。 

「道の駅にはいろいろな目的がある。地域の産品を訪問者に売り、地域の農業、産業、生産者を元気付ける。地域の人達の交流の場として、

また地域の人達が道の駅を通じてコミュニティを作り地域が発展する事、道の駅の大事な使命だ。ぜひ過疎からの脱却に向けた道の駅を作

って欲しい。」 

 

休止していた村長の日記を再開した、村の状況をライブで伝えられる日記にしたい。 
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７月１６日（土） 

７月 15日で村長３期目の終わり、今日から新しく村長として４期目が始まる。 

１６日～１８日、海の日を入れた３連休、公務・選挙の無い珍しい連休。選挙の後始末をして新しい任期に望もうと思う。 

今年は千早赤阪村政施行６０周年の年、いろいろな行事が行われる。村主導で行うのもいいが、６０年還暦の年、今回は住民に企画事業

を募集したところ、次の５事業を行っていただくことになった。 

 みんなで育てる四季の花事業（下東阪地区 下東阪地区壮年会） 

地区内に花壇を作り６０周年を祝う 

期間：２８年６月１日～２９年３月３１日 

 地区伝統大太鼓と盆踊り大会継承事業（千早盆踊り保存会） 

盆おどりで６０周年を祝う 

場所：千早公民館 日時：２８年８月１４日 

 福祉の集い ６０周年記念講演 

内容：記念講演 他 

場所：くすのきホール 日時：２８年９月４日 

 村還暦の集い（千早・多聞地区、村政６０周年記念事業実行委員会） 

パネルディスカッションと大阪府警音楽隊の演奏 

場所：くすのきホール 日時：２８年９月１１日 

 ６０周年記念 地車曳行（千早赤阪村地車曳行実行委員会） 

村内６地区所有の地車パレード 

日時：２９年３月１９日 

皆さんの６０周年お祝いのパフォーマンスを楽しみたい。 
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夏の年中行事、盆踊りの日程は以下の通り 

６日、水分喜楽会（建水分神社）  １０日、森屋青年団（赤阪小学校） 

１３日、小吹地区（小吹老人憩いの家）  １４日、千早地区（千早老人憩いの家） 

１５日、下東阪地区（下東阪駐在所前広場） ２１日、小吹台地区（千早小吹台小学校） 

今年の夏は暑い。暑い夏には思いきり踊って汗をかこう。 

連休最終日の１８日朝 

パトカーのサイレンが鳴った。金剛山頂で心肺停止の患者が出た。山登りは体調を考えて参加してほしい。 

夕方 

消防団の長男に出動要請があった。 

行方不明。夜８時頃帰ってきた長男に話を聞くと、もみじ谷コース(金剛山葛城神社から奈良県側へ降りるコース、登山者が勝手で作った

登山道、登山者による固定ロープがセットしてある)、救助のアクセスが困難な所。奈良県のレスキューの要請で、滋賀県の防災ヘリが救

助に来た。 

金剛山は登山者が多い山だが、最近救助事件が増えてきた。中高年の登山者が増えるにしたがって増加傾向にある。人は加齢により体力が

落ちてくる。昔は簡単に登山できたところが、体力の低下により滑落したり、転倒して骨折したり、過労による心臓疾患などで取り返しの

つかない状態になることが多い。救助するのはやぶさかではないが、コースにない所、救助困難なところで遭難することが多い。 

しかも、消防が救助して当たり前の感覚の遭難者が多い。 

自分の過失について反省はもちろん、感謝の気持ちを表せない中高年者の多いことは嘆かわしい。 

 

７月２１日（木） 

関西広域連合 市町村との意見交換会 

連合長の兵庫県井戸知事、和歌山県仁坂知事、滋賀県三日月知事、京都府山田知事、徳島県飯泉知事、堺市竹山市長、大阪府植田副知事、 

奈良県松谷副知事、鳥取県林副知事、各府県、市長会代表、町村会代表が集った。 
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広域連合の総予算    ２２億２千８百万円 

総務費          ３億６千４百万円 

広域防災費          ２千２百万円 

広域文化、観光費     ４億８千６百万円 

スポーツ振興費          ６百万円 

広域産業振興費        ４千１百万円 

農林水産振興費          ９百万円 

広域医療費       １０億９千２百万円 

広域環境保全費        ４千２百万円 

資格試験免許費      １億６千２百万円 

広域職員研修費          ４百万円 

他予備費となっている 

はじめに話題に上がったのはドクターヘリ。７月１８日 金剛山で滋賀県のヘリコプターによる遭難者救助を受けたばかり。奈良県広域消

防組合の要請により、滋賀県の防災ヘリが救助してくれた。広域連合の効果を改めて実感した次第。 

私は田舎に住んでいるので実感できなかったが、公共交通、特に JR、私鉄、地下鉄の運賃、高速道路通行料金が、経営主体、運営主体に

よりまちまちだ。また、首都圏より高額になっている。距離制とかで統一できないか。 

村で１番困っている IT 関係費用は、香芝市長の話では、広域で統一した場合非常に安くなったとの話を聞いた。豊能町長、能勢町長とも

何回か話し合ったが、村の様に規模の小さい町村では IT 関係費用が大きな負担となっている。大阪府下で統一できない状態で、広域連合

での統一はまだ時間が必要だと思うが、クラウドを使って出来るだけ多くの自治体が集まって共同利用が出来れば、IT 経費は格段に下が

る。 
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７月２２日(金) 

朝 

下水道の報告があった。富田林を中心に、太子、河南、千早赤阪、４市町村共同で下水道の運営にあたる。国からの話、国は出来る限り多

くの自治体に参加させることにより施設の多重化を防止して、コストダウンを目指している。 

13：00 

国保連合会総会の議長を引き受ける事になり、説明を受ける。 

今、大阪府は国保一元化と府下同一国保料に向かって進んでいる。大阪府下で１番国保料の安い千早赤阪村にとって重大な問題だ。高額な

大阪市、東大阪市など、村の国保料はどうなるかきっちり見守りたい。 

14：00 

大阪府町村長会 行財政部会及び総会 

 大阪府H２９年度施策及び予算要望を決議 

 H２９年度人権施策、予算要望議決 

 H２７年度町村会会務報告 

 平成２７年度 

 町村長会一般会計 

 町村会特別会計 

 全国町村職員生活協同組合大阪府支部共済会計歳入歳出決算 

 全国町村会保険事業事務費交付金会計歳入歳出決算 

以上可決の後 

 自衛隊大阪地方本部 蛭川本部長による、自衛官定員確保に対する、自衛官募集の現状と取り組みの説明。 

 ９月５日１１時から行われる、８８０万人訓練実施方法の説明。 

 大阪府域地方税徴収機構 

大阪府税務部と各自治体よりの人員派遣で府税、地方税の徴収強化システムへ参加の呼びかけ。 
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終了後 

８月２４日、大阪府市長会 大阪府町村長会 合同会議は松井知事も出席いただくことになっており、町村長会の皆さんも、より良い大阪を

作り上げるように、知事に対する提言提案を要請して終わった。 

 

７月２４日(日) 

千早地区 川掃除の日 

今日は地区内各戸１人ずつ出仕し、マス池下、及び 蕎麦屋「縁」の下から、地区内を流れる川の土手に生えている草木の伐採、川床の清

掃をする。 

私が区長になった４５年前、既に川掃除は伝統行事となっていた。その上、地区の産業は林業だったので、道つくりと称して山、作業道の

管理も行っていた。弁当を持って山、作業道のメンテナンスを行うほど、地区の生活が山と密接に関連していた。 

植林をして約１０年後、下刈りが終わったころから杖材、次いで稲足(米を刈り取った後脱穀まで乾燥するときに使う足材)、ぶどう足、ぶ

どう棚に使う足材、足場材、かく(稲を乾燥させる時の横木)など、成長段階で用途があり、河内地区ではヘクタール当たり ８,０００本～

１０,０００本植林した木が１０年目あたりから収益を生み出す状態であり、山岳地域生活の原動力だった。 

今では木材価格低迷により山の共同作業は無くなったけれど、地域美化に付随する川掃除、同時に行われる墓掃除、多聞尚学館の掃除が残

った。川掃除の前と後では見違えるほど地域が綺麗になり、お盆にご先祖様を迎える準備が整う。 

 

７月２５日(月) 

大阪南高速道路期成総会 

河内長野、河南、富田林、大阪狭山、千早赤阪、各首長と竹本直一議員、河内長野副市長が参加。 

河内長野市市長交代による次期会長の話がメイン。 

南大阪高速道路期成会の会長は次期河内長野市長の意向を聞いたうえで決定することになった。 

竹本先生の話：高速道路、国道の話は、国の意向により急激に進捗することがある。リニア新幹線も、国の方針転換により大阪まで早く完

成することになった。早期実現は、皆さんの熱意を国に訴えることが大事。 
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13：00 

林野庁より来庁 

山林の荒廃をどうするか。 

「山持ちは金持ち」、昭和６０年頃は当たり前のことだった。今では、山持ちは貧乏となった。木材の市場価格は杉材で８分の１～１０分

の１、桧材でも４分の１～５分の１まで下落した。これはあくまでも木材市場までの話。木材市場で価格決定後、製材業者によって柱材、

板等に調整され、製材品は工務店、大工等により消費される。 

木材価格の値下がりは外国からの輸入材が原因とされているが、現在の木材輸入量は多くない。国の建築基準法の厳格化、耐震構造の厳格

化により、耐火性の良い、鉄、コンクリート関連の素材が使われるようになった結果と思われる。 

昔、家は木材、土、紙で出来上がっていた。出来上がった家は体積と同じくらいの木材が必要だったが、今は住宅１棟に４トン車１台分ほ

どの木材があればいいと言われている。極端に木材使用量が減少した。 

林野庁は、千早赤阪村のような急傾斜の山林では、別に搬出間伐でなくても補助が出来ること、および各種の補助金について説明していた

だいた。 

現状でヘリコプター集材を行った伐採業者が山主に収益配分が出来るのは、１２０年生以上の樹齢で無いと不可能だ。 

山林に間伐 等の手入れを行って、孫、曾孫、玄孫の時代にやっと収益が出る状態では、山主に山の手入れ、管理を任せていると荒れ放題

のヤブになるのが当たり前。行政の手厚い補助で治山事業を行う必要を強く感じた。 

 

７月２６日(火) 

大阪狭山市長来庁 

就任以来、初めて大阪狭山市長が来庁。 

大阪狭山市古川市長は、昨年春の統一選挙で三期１２年市長を務めた吉田市長に変わって、無投票で当選した市長。 

市長は大阪狭山市で、これから始まる燃料電池車をはじめとする水素時代を先取りした事業に取り組む。手はじめに、年間６,０００トン

に上る剪定枝の処分から始める。剪定枝、建設廃材、間伐材を利用してバイオマス発電を行う。従来の発想では発電した電気は電力会社へ

売るところで終わるのだが、出来た電気を利用して水素を作る。作った水素を利用して燃料電池車に補給する事で、新しい水素時代のモー
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タリゼイションをリードする。災害時には燃料電池を使って、被災地域の電力ライフラインをすぐに回復する。 

化石燃料の次にかならず水素(H2)の時代が来る。大阪狭山市はすでに新時代への手を打ち始めた。若い市長は手を打つのが早い。村も可能

な限り大阪狭山市へ協力しよう。 

 

７月２７日(木) 

全員協議会 

こごせっこ教育応援事業を再構築する。 

平成２８年１月、「ひと・まち・しごと創生総合戦略」で海外留学体験事業、英語教育推進事業など、質の高い質の高い取り組みを引き続

き行うとともに、新たに村の子供を対象にした教育経費をサポートする「こごせっこ教育応援事業」を展開、更なる子供たちの教育環境向

上を図り、情報を発信、村外から子育て世代の転入増加を目指す。 

事業の内容：定住促進を図るため、子育て世代の教育費用を補助する。 

補助対象：村内在住で１５歳未満、小学校、中学校、特別支援学校 在籍者。 

対象経費：学用品費、給食費、通学費、校外学習費、修学旅行費、学校の課外活動費、学外学習費。 

現金給付するつもりだったが、所得税法上の一時所得となり課税対象となる。継続的に給付する場合は雑所得となり、源泉徴収した上で給

付することになる。 

村税を原資とした補助金の一部を国税として納付することは不合理であり、見直しをすることになった。 

新しい対策 

給食費補助：少人数でありコスト高となる給食費を、府内他市町と比較して実質負担額が最低額と同程度になるよう補助する。 

補助額は幼稚園５００円、小学校１０００円、中学校１５００円(月額)とする。 

保育料補助：現行制度の所得制限、年齢制限を撤廃。最年長の子供の年齢にかかわらず、最年長から順番に２人目は２分の１、３人目以降

無料とする。 

学習支援事業：教育経験者・教職課程の大学生を講師として、中学生を対象とし、くすのきホールにて学習支援事業を実施する。 

夏休み期間 ８月９日(土)～１２(金)、８月２３日(土)～２６日(金)。 
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７月２８日(木) 

民生委員・児童委員２４名、主任児童委員決定通知が大阪府福祉部地域福祉推進質よりあり。 

12：00～ 

大阪府国保連合会総会 

理事長 豊中市浅利市長、副理事長 忠岡町和田町長。 

大阪の国民保険は給付額が１兆円を超えて久しい。後期高齢者医療保健も１兆円を超えているのだから、納得がいく。 

順番で議長をすることになっているが、国保連合会の議長は大変だ、提案説明が１時間は続く。じっと議長席で待っているほどしんどいこ

とは無い。提案説明の後、異議なしで無事決着 

 

７月２９日(金) 

村立中学校の海外派遣壮行会(くすのきホール) 

今年は１２名。男子５名、女子７名。村長のあいさつ文を見ると英文の部分がある。最後は THANK YOUとなっていたが GOOD LUCK

で締めた。 

千早中学校の皆さんは元気が良い。皆さんは英語で名前、家族について、趣味など簡単に説明する。８月２日に出発して３日から嫌でも英語

を使わなければいけない。全員ホームステイだから、黙っていては話にならない。短い１０日ほどのステイだが、皆元気になって帰ってくる

だろう。全員良く出来ました。 

 

７月３０日(土) 

シティプラザホテル １０周年記念式典 

シティプラザホテルは大阪府共済組合の経営。大阪府各市町村の共済(健康保険)で経営されている。私は共済の副理事長を村長就任当時か

ら担当していた。ホテルが出来た当時は宴会は無く、客が無くで経営状態は良くなかった。ホテル業は客が来ないとどうにもならない。共

済で経営しているのだから、欠損が出ると共催の会員全員で損失を補てんしなければならない。経営委員会で「事業を止めたら」「すべて

を売ってしまえ」との意見が多く出た。しかし我が国のインバウンド増加に支えられて、売り上げが上がってきた。ホテル自体も昔と違っ
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て全体に活気が出てきたように思う。府内市町村職員の財産として順調に利益を出していけるようになった。 

売り上げを上げるより、１番大切なことは売り上げを落とさないことだ。売り上げを落とさないためには、千早神社のお守りを頂くことだ。

落ちないお守り、千早神社にお参りすれば受験、選挙、売上、全て落ちない。会場で、各市町村の模擬店を回った。福島の桃、旨そうで１

箱買った。八尾市の枝豆も旨そうなので買った。帰って食べたところどちらも旨かった。 
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８月１日(月) 

盆踊り夏祭りの季節 

参議院選挙は、参加人員からすると最大の選挙だが、都知事選挙は最大の注目を集める選挙。 

昨夜、８時の時報と共に小池百合子都知事当選確実の報が NHKから流れた。自民党に所属しながら党の支援を受けられず、独自に選挙戦

に臨み、自民、公明、日本の心 推薦の増田寛也氏、民進、共産、社民、生活 推薦の鳥越俊太郎氏 他、多くの立候補者を大差で破り、初

の女性知事として当選を果たした。 

小池氏の公約では、待機児童の解決、介護の人材確保が前面に出ているが、私の公約には待機児童問題はない。 

待機児童の問題は若い人たちを大都市に引き付けて、若い夫婦が子供を保育施設に預け、収入を得なければ生活できない状況を作り出した

大都市の問題。 

地方でも生活できる国土を作りあげるべきだ。オリンピックを２回東京で開催するよりも、日本には名古屋、福岡、仙台、新潟、招致に失

敗した大阪など、開催可能な都市が沢山ある。オリンピック他、大きなイべントは地方でするべきだ。 

まさに東京は日本だ、日本はすべて東京を中心に動いている。最高裁の判決にもある通り、国会議員の数は人口比例が原則。議員は自分の

選挙区が大事だから、国より以前に選挙区への利益誘導を優先する。参議院選挙の様に、鳥取・島根、高知・徳島 のように合区により議

員が一人になったところは、よほど腕力の強い議員でないと県が滅びる。 

東京都は、一般会計予算１８兆円、大阪府の６倍の大予算。住民が多いだけでなく日本を代表している都市。ロンドン、パリ と同じ。ア

メリカはワシントンとニューヨーク、中国は北京と上海、政治と経済の中心が分離している。 

日本を代表している東京の知事が２年毎に次々交代ではあまりにもさびしい、前職は２人とも金の問題がバックにあった。今度の知事は東

京初の女性知事だ、４年の任期を全うしてほしい。 

 

８月２日(火) 

中学生 オーストラリア出発 

10時すぎ 

くすのきホールヘ。玄関のあたりに中学生の荷物が置いてある。オーストラリアでは荷物放置しないでほしい。 
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２～３個下げさせてもらったが、かなり重い、色々なものが入っているのだろう。中学生の皆さんは、３回目となるとかなり余裕が感じら

れる。先輩の話、先生の話いろいろな経験談があり、初回と違い余裕を持って参加しているようだ。 

この行事は中学校の恒例行事となった。大阪で唯一の村、高等学校の無い村で子供たちが外国に触れるチャンスが出来た。一人でも多く参

加してほしい。参加した全員が元気で無事帰国できること、これが恒例行事となる条件だ。 

「必ず元気で帰ってこい」と話をして、すぐに後期高齢者医療広域連合議会へ。 

後期高齢者医療広域連合 議会 

今回の議会は人事案件が全て。まず議長選出、副議長、副広域連合長、新広域連合議会議員、監査委員 を決めた後、閉会。 

後期高齢者医療広域連合も、年間給付額 (医療機関に支払う医療費) が１兆円を超える。大阪の７５歳を超えるお年寄りがたくさん増えた

証拠だ。村の後期高齢者は多い。保険料を年金から特別徴収するので収納率は非常によく、ほとんどの市、町は９８％を超える。村は田尻

町と同じく１００％が続いている。村は国民健康保険の収納率も府下ではいつもトップクラス。大阪市、東大阪市などの収納率はかなり悪

い。 

１～２年の間に大阪府に国民健康保険は統一される。村の国民健康保険は、医療機関が少ないせいもあり黒字が続いており、国民健康保険

の保険料は府下で１番安い。しかし、統一されると府下同一保険料となる。つまり保険料は高くなる。激変緩和措置があるのですぐには上

がらないが、10年もすれば府下同一料金となる。 

千早赤阪村だけ単独で保険を運営できないので、残念だが各種保険が徐々に統一されていく。介護保険の様に村の保険料が高い保険もある

ので、最終的には負担が標準化される。 

 

8月 3日(水) 

南河内ビュースポットツアー 

参加者は、あまり村になじみのない皆さん、男女ほぼ半々のメンバー。在大阪外国領事館、中国、ドイツ、インド、パキスタン、パナマ、

タイの皆さん。 

日本のように四季のある国は、ドイツ、中国（の半分程度）ぐらい。四季がはっきりしており、緑の多い金剛山の自然をぜひ訪れて、日本

の山の良さを感じてほしい。 
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自然と共に、仁徳天皇の御陵をはじめとして、多く御陵群、中国、韓国、大陸との交流を物語る歴史遺産、長い時間を掛けてほとんどの国

とも交流の歴史がある。南河内の良さを PRしてほしい。 

国が違えば住んでいる人が違うように、文化も違う。河内はガラが悪いとの評判があるが、厚い人情があり、外国との交流の長い歴史があ

り、自然いっぱいの山がある。ぜひ皆さんに河内を歩いていただいて河内の良さを本国に伝えてもらい、関空から泉州、河内にたくさんの

インバウンドを誘導してほしい。 

 

8月 5日（金） 

森林組合南河内支店長来庁 

8 月 18 日、国民会館で行われる、大阪府森林組合総代会議の議長依頼の件。府下市町村の首長で森林組合の総代になっているのは私だけ

らしい。 

森林組合が赤字体質になって久しい。1 番の原因は木材価格の低迷にある。村にある木材市場の売り上げは年間 1 億円に達しない。8000

万円売り上げがあったとして、手数料は 680 万円（売上の 8.5％）＋売り買い両方から 1立米 1000円。取扱量を 3000 立米とすると取扱

手数料 600 万円となり年間手数料は 1200～1300 万円。これでは市場が黒字になるはずがない。もっと木材価格が上昇すれば取扱い数量

も上昇する。年間売り上げが 10 億円、取扱数量はほゞ3 万立米まで行くと、年間収入が 1.5 億円以上になる。この辺まで回復すれば木材

市場も元気が出る。木材単価が上昇し千早赤阪村の林業復活を望む。 

13：30 

下水道広域化協議会 

下水道法が変わって日本で初めての協議会。富田林、河南、太子、千早赤阪、この協議会は将来下水道が抱える問題点を解決するのが目的。 

 人口減少社会到来となり、下水使用料収入の減少 

 老朽化施設の急増による維持管理費と更新費用増 

 ベテラン職員退職による技術継承の困難化 

 下水道事業の執行体制確保 

適切な維持管理を支える技術基盤の確立、整備管理の効率化による経営基盤の確立には、広域的な協力が有効な手段である。 
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 改正下水道法では、複数の下水道管理者による広域的な協議の場として協議会制度を設立。 

 

8月 7日(日) 

朝から非常に天気が良く、まさに真夏の見本のような日。 

朝 9時 

大阪府消防協会南河内支部 訓練大会(河内長野市 赤峰市民広場) 

すごく暑い日の野外訓練、テレビ、ラジオで熱中症に注意喚起のニュースが流れる中行われた。 

市内より常に数度は温度が低い標高 550mの千早に住んでいる身にはきつい。 

私はテントの中なのでいいが、グランドで整列している 200人を超える消防団員は大変だ。私の前列に並んでいる国会議員、府会議員は直

射日光が当たっており、シャッツの背中が濡れてゆくのが見える。 

消防団の諸君は開式 15 分間、終了時 40 分間の整列は大変だ。消防の行事は真夏の暑い日か、真冬の寒い中で行われる、団員の高齢化が

著しい現在、快適な気候の時に行事を移してもいいのではないか？ 

確かに消防活動・出動は、時間、季節、天候に関係なく発生する。訓練はその時のために、状況が悪いとき行うのかもしれないが、団員確

保のためにもぜひ気候の良いときにやればいい。 

 

8月 8日（月） 

平成 29年度、大阪府に何を要望するかレクを受ける。 

要望は、維新、自民、公明の府議団。 

村は道路インフラが悪すぎる。東阪三日市線はカーブが多いうえ、ヒットラーユーゲント来日の時に植えられた楠が 100年を超え、大木と

なって道路に根を伸ばし、それでなくても狭い道が車の大型化の影響もあり危ない。道路の線形変更と街路樹の伐採による安全確保を。 

富田林五條線、1970年(昭和 45年)以来災害復旧工事以外の工事が行われていない。幅員の拡幅と線形改良による快適通行確保への道路整

備をお願いする。 
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道路整備 

* 国道 309号線は、平成 29年川野辺まで開通する。第 3期区間、川野辺～音滝橋の早期着工と完成、および音滝橋～水越峠の早期着工

と完成を。 

* 幻の富田林五條線を、千早赤阪村～五條市を結ぶトンネル事業化により実現へ。 

* 太子インター ～ 阪和道関空分岐に至る大阪南部高速道路、早期事業化を。 

* アスベスト不法投棄対策 

本年 5月 25日、府道富田林五條線岩井谷付近でアスベスト不法投棄があった。大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指

導課と村が協力回収処分を行った。 

 不法投棄防止柵設置 

 産廃業者への指導強化 

 犯人の早期検挙と夜間監視強化、監視カメラの設置。 

* 国保診療所の医師確保 

国保診療所は地元の医療法人にお願いしているが、医師高齢化により医師確保が困難になりつつある。 

今後診療所は村直営の検討が必要になりつつある。自治医大卒業の医師派遣などの支援を望む。 

 過疎対策の促進 

過疎地域自立促進計画に基づき実際する各種事業では、過疎対策事業債の全額措置を国・府に要望するとともに、過疎対策事業債対象

事業の拡大を望む。 

午後 

南河内環境事業組合理事会 

8月 19日の組合議会(定例会)への提出案件を審議した。 

 会議終了後武田河南町長より 

タイムライン、(事前防災行動計画)の説明があり、南河内環境事業組合３市２町１村は、台風にしろ地震にしろ、同時に災害に見舞わ

れる。共同して災害時の計画を作るべし。今後の課題として検討することになった。 
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 古川大阪狭山市長より 

南環境区域内から出る剪定枝から電気を作り、その電気で水素を作る。水素時代を先取りした取り組み。 

本日経産省へ、地産地消再生可能エネルギー・面的利用等推進事業・事業可能性調査へ応募する。事業推進へ協力をお願いする。 

採択されれば全面協力を。 

 

10月９日（火） 

決算監査 

一般会計はほとんど問題が無かったが、上水道で少し問題が出たようだ。しかし、ややこしい問題はなく、少し時間がかかっただけで何事

もなく承認いただいた。あとは９月議会で承認を頂いて２７年度会計は終わる。２７年度も、職員の努力により黒字決算となった。これか

らも万難を排して黒字決算を続づけよう。 

10：00 

町村長会と東大阪の担当者が来庁 

２０１９年ラグビーワールドカップの説明。 

２０１９年の日本大会概要、 

 開催日時：平成３１年９月２０日～１１月２日 

 出場国： ２０チーム（国） 

ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、イングランドなど強豪国のほか、日本を含む１２チームの出場決定。 

 試合数： 予選リーグ４０試合、決勝トーナメント８試合、計４８試合。 

 試合会場：東大阪市花園ラグビー場を含む全国１２会場、(開幕戦；東京スタジアム、決勝戦：横浜国際総合競技場) 

経済効果４，２００億円、(直接効果１，９００億円、間接効果役、１，４００億円、波及効果、９００億円。) 

大阪で行われるワールドカップ、インバウンド客もかなり増えると予想される。河内の良さ、自然、歴史、人情を PRすることにより、大

阪の河内を世界に認知させよう。 
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８月１０日（水） 

大阪府都市計画審議会 

都市計画道路、八尾富田林線。八尾市から八尾空港の１部をカットして、富田林市、狭山河南線までの道路１１.４キロ、大阪中央環状線と

外環状線を補完する道路。現在の河内の朝夕のラッシュを考えると１日も早く実現してほしい道路。本日都市計画決定された。 

八尾市長に「いつごろから使用可能になりますか?」「最短でも１０年は掛かるでしょう」多分私の運転では走れないと思うが、可能性が広

がっただけでもいいことだ。 

午後 

国道３０９号線バイパス整備促進期成会 

本日は 鈴木府議、吉村府議 は欠席、国会議員の 竹本議員、浦野議員も欠席の中はじまった。 

国道３０９号線の２期工事７００ｍは 3年掛かっていて、平成２９年供用開始。3期工事、川野辺～音滝橋までの１１００ｍ、２期工事が

3～4 年掛かっていたので３期工事は 10 年掛かると思っていたが、平成 32 年までの道路計画に国道 309 号線が入ってない。32 年からの

計画に 3 期工事が入ったとして、5～6 年掛かるとして平成 40～43 年頃の完成となる。私の運転で走れるかどうか、河内の道路整備の伸

長状態から考えると 200歳まで生きている必要がある。 

3桁国道は都道府県が主導して工事をするらしいが、私が年に数回は走る国道 168号線(五條～新宮)約 160Kmでは年に 10Km単位で新し

い道路が出来ている。「十津川～五條間はあと 10数キロで完全に出来上がる、2年ほどだ」十津川村長の話。168号線の道路工事は熊野川

に橋を掛ける、長いトンネルを掘る、大工事ばかりだ。仮設道路にしても素晴らしい出来の道路ばかり。 

「大阪は物作りの町」と言われるが、それは 10年～20年昔の話。今の大阪は部品メーカーばかりの街になりつつある。アッセンブリーメ

カーがほとんどなくなった。部品メーカーも大和川以南で交通事情の悪い河内・泉州から２8年中に完成する京奈和沿線に移る動きが加速

されている。309号線、170号線、富田林五條線を早く完成させてほしい。 

 

8月 11日（木）山の日 

初めての休日「山の日」だ、今年から始まった。海の日があるから、山の日があってもいいとの考え方だろう。 

長野県では、皇太子殿下が山の日に出席、山の日のＰＲ効果を上げた。 
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金剛山の「山の日」の人出はさぞ多いと思っていたが、案外少なかった。マスコミでは山の用品が売れている、モンベルの直営店では非常

に売り上げが上がっているとのニュースがあったが、金剛山とモンベルの客は違うのだろうか。 

今年は山頂で行事もなく、今年の暑さでレジャー客を海へ押しやったのかもしれない。山麓で長い間の経験からすると、暑い夏はやはり登

山客を海へ取られる、だが 8月も 20日を過ぎると金剛山への登山客が増える。高尾山ついで登山客が多いと言われる金剛山だが、ブラン

ド的にはまだまだ信州、箱根、日光に負ける。登山回数を競う山もいいが、かっこよいファッションを競う、登ることが楽しい山にしなけ

れば。 

 

8月 13日（土） 

オーストラリア語学研修生帰国の日 

関西空港からブリスベン直行便が無いので、羽田着後国内線で伊丹へ、バスで くすのきホール へ帰る。ウエルカムホーム。 

10数年前オーストラリアへ行った頃、関西-ブリスベン直行便があった。 

今年で 3回目の研修旅行、最初 私が一緒に行ったときはシンガポールで 6時間のトランジットがあった。同じ待つなら羽田の方が中学生

にいは良いだろうから、羽田からの直行便に乗せることにしたのだが、大阪の対外的な重要度が低下しているのがわかる。大阪からの直行

便に乗れる日が早く来るように、私たちも努力しよう。 

バスが早く伊丹を出たので くすのきホール へ早く着くとの電話があり、早々にくすのきホ－ルへ着いたがなかなか帰ってこない。約 40

分遅れでバスが着いた。 

子ども達 12人全員元気だ。楽しかったかと聞くと全員イエス。この子供たちが成長し、いつか、国連の事務次長になった赤阪清隆さんや、

緒方貞子さん(元国連難民高等弁務官)にあこがれ、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）で働く赤阪陽子さんのように、国際的に活躍

する子供が出てくれればいい。 

 

8月 14日（日） 

千早地区盆踊り大会 

今年は宝くじの配分金を頂いて、新しい盆踊りの櫓が出来た。公民館前の広場には、櫓の基礎コンクリートが出来、いつでも櫓の位置が違
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わないようになった。新しい櫓と共に進歩している。 

今までの櫓は太い木で作られていて、クレーンなしでは組み立てられなかった。新しい櫓はクレーンなしで組み上げ・解体が出来るうえ、

大きさは従来と同じ、しかも立てる位置が基礎の上なので位置で迷うことが無い。良い櫓が出来た。 

以前の櫓は太い檜を使っているので、廃棄するのはもったいない。残材を使い、千早神社、社務所の補強をしたいと神社の皆さんの申し出

があり、地区の了解を得て残材を神社にもらった。 

近い内、文化的にも貴重な社務所を耐震補強と補修をして、後世に伝えたい。 

 

8月 15日（月） 

朝 

役所へ向かう途中、東阪駐在所向かいの広場にクレーンが立っている。今日は東阪スポーツクラブの盆踊り大会の日。例年ながら多くの人

が集まる。8月 13日は小吹、14日は千早、15日は東阪、この 3日間は 10年以上同じ日となっている。 

千早は今年新しい櫓を作った。東阪も櫓の大改造を行った。年に１回の盆踊りだが、かなりの出費になる。まだこれからもかなり長い間盆

踊りを続ける事が出来る。今、田舎のコミュニティが無くなりつつあると言われている。人の寄りは圧倒的に東阪が多いが、千早でもお盆

に帰ってくる若い人たち、子どもの数が多い。コミュニティを大事にして、一人でも地域へ帰ってきてほしい。 

東阪の盆踊りで感じたが、地域の人達のお客さんに対するホスピタリティというか、サービスが非常に良い。ビールは、お酒は、ジュース

は、焼きそばは、車で訪問したので残念だがお茶と焼きそばを頂いた。 

前日の千早はオーソドックスなテンポの音頭だったが、東阪の音頭はかなり早いアップテンポの音頭が多い、したがって踊りもハイテンポ

になって来た。早くしたり遅くしたりで、若い人あっちから、年寄りまでをカバーできる。 

年に１度の盆踊り長く続けてほしい。 
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８月１６日（火） 

村の勤務はカレンダー通りだが村内はまだお盆が続いているらしく、お客さんは少ない。昨日は、旧村盆踊りのフィナーレを飾る東阪の盆

踊りが終わった。やはり村一番の人寄り、にぎやかなもんだ。 

１０時過ぎ 

森林組合支店長来庁 

村の事業に、ぜひ河内材を使ってほしい。府も森林環境税を創設したのだから、間伐卓抜を進め、少しでも府内産の材木を使って山の活性

化を図りたい。 

組合は村内に市場を持ち、河内長野にはウッドベースと言う製材所を持っている。市場に隣接してチップ工場を持っていたが現在は停止

中、これが森林組合の１番の稼ぎ頭であった。 

稼ぎ頭を失っても欠損が出ない、組合も本気で運営している。この運営を継続できれば、２０～３０年先、木材の時代が来たときには足腰

の強い森林組合が出来るだろう。 

 

８月１７日（水） 

オリンピックも半分を過ぎた。柔道をはじめ、日本選手団はすごい活躍でメダルラッシュの毎日。ライブ放送があり、なかなか寝付けない

日が続く。暑いうえに熱のこもったゲームが次から次へ。４年に１度のオリンピック、日本選手団の活躍を心から おめでとう とお祝いす

る。 

オリンピック報道に接し、私は気になったことがある。 

* 日本の選手は柔道といい、他のスポーツといい、初めから勝ちに行くのではなく、最初は様子見のあと勝ちに行く、逆転勝利のケース

が多い。スポーツによっては相手の様子を見るのもいいと思うが、初めから勝ちに全力で掛かるべきだ。 

* オリンピックは柔道しかないのか？体操しかないのか？ 陸上もある、水泳もある、ラグビー、サッカーもある。ＴＶ画面は日本がメ

ダルの可能性のあるスポーツばかり。もっと全体の画面がほしい。 

* オリンピックと同時に甲子園の全国高校野球大会もある、プロ野球もある。ほとんどオリンピックばかりで、阪神が負けているのか勝

っているのか、大阪代表の履正社の勝敗がわからない。中にはオリンピックより阪神タイガースが大事な人もいるだろう。 
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８月１８日（木） 

箕面市長選挙 

現在、箕面市長選の真最中、お盆のさなか１４日が告示。 

現職倉田市長の出発式に行けなかったが、選挙の案内を見ると選挙中に事務所が３回変わる選挙を行っている。選挙事務所を見学方々応援

に行く。今日の選挙事務所はホームセンターの駐車場、２０～３０人程は入れるテントが選挙事務所。１０人ぐらいの同じポロシャツを着

た、応援団らしき人たちがいる。テントの大きさは８m×６m位の大きなもの、後援会長と挨拶を交わし、奥を見ると檄文がある。Ａ４サ

イズに縮尺してコンパネに張り付けてある。たくさんの檄文をコンパクトに集めてあるのは良いアイデアだ。この事務所は今日で終わり、

明日はまた別の所へ移るらしい。事務所へ着いて５分ほどしたら、候補者が帰ってきた。軽装で元気に選挙カーから降りてきた、元気が良

い。後援会長の「４万票獲得する」の言葉で、安心して事務所を後にした。 

14：00 

大阪府森林組合通常総会(国民会館) 

例年、森林組合通常総会の議長を依頼される。森林組合に関係のある府内首長は、前能勢町長 中さん と私だけだったかららしい。 

竹内副知事、近畿中国森林管理局次長 他、府森林関係者臨席で総会開始。組合長あいさつ、来賓あいさつで３０分、来賓退席の後、議事

開始。事業報告、決算報告、監事講評と進む。今回は組合が辛うじて収益を上げているので、賛成多数で事業報告、決算を承認。 

事業計画、予算を了承。木材市況を反映した計画だが、市況回復まで長い時間を要すると思う。府の森林環境税もできた、辛抱強く森を守

り続けよう。 

 

８月１９日（金） 

南河内環境施設組合 議会 

毎回のことだが、組合会議は、全員協議会、議会が行われる。その前に議会運営委員会がある。私が議員時代、この議会運営委員になった。

議会当日は議会運営委員会で議会の進行を討議、全員協議会、議会、内容がほぼ同じことを３回繰り返す。かなり大変だった。 
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今回の議会は、職員の待遇を富田林市と同じ待遇に合わせる専決処分を了解の後、２７年度決算認定で終わり。 

終了後、第２所（河内長野市にある施設）の大規模改修の説明があった。南河内環境施設組合には富田林の第１所と、河内長野の第２所、

２つの焼却施設があり、交互に補修、改修を行っている。時期をずらせることにより、ごみ処理に支障なく改修工事を行える。 

第２所焼却工場は、平成１２年稼働開始。１５年目の平成２６年に精密機能検査を実施した。第２所施設の保全状況から、平成２９年以降

に基幹的設備改良工事が必要であり、平成２９～３１年に行う必要がある。事業費は２２億円と見積もっている。 

 

８月２０日（土） 

小吹台盆踊り大会 

夕方、小吹台の盆踊り大会に出かける。来客があり少し遅くなったが、８時少し前に小吹台着。千早小吹台小学校の運動場へ降りて行くと

ビンゴゲームをやっている。踊りの間にビンゴゲームをやるのか、少し変わっていると思っていると、ビンゴゲームで盆踊り大会は終わり。 

今までは６時～７時頃に来て次の会場へと回っていたので、このくらい早く終わるとは思っていなかった。ビンゴゲームは皆さん興味があ

るらしく、沢山の人達が集まっている。子ども達が多い、若い人たちが多い、盆踊り会場はどこへ行っても若い人たち、お盆が終わると皆

さん街へ帰るのだろう。駅までたった４～５キロの距離だが村には鉄道の駅が無い。できれば村に住んでほしい。 

スーパーが無い、コンビニが無い、飲み屋が無い、街の賑わいが無い、色々な事情はあるが、人が安心して住む村造りが大切。 

 

８月２２日（月） 

朝７時自宅出発。７時３０分役所発、 

9：40 

ラグビーワールドカップ２０１９大阪花園開催推進委員会（ホテルグランビア大阪） 

高速道路の混雑を計算に入れて約２時間前に出発、遅れずに大阪駅前のホテルに着いた。 

大阪駅、大丸と同じビルの中、こんなところにホテルがあるのは知らなかった。田舎に住んでいると街の様子がわからない。 

この委員会は東京オリンピックの１年前、２０１９年に行われる世界３大スポーツイベントの１つ、ラグビーワールドカップの準備の為の

もの。花園で行われる試合数はまだ決定されてないが、数試合は必ず花園でおこなわれることになった。開催地である東大阪市、大阪府が
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中心となり、府下各自治体、事業主体が協力し一体的に進める事により、必ず花園会場はすべての面でピカイチだと国内外に認識させよう。 

 開催機運ムードアップの推進。 

 府内各地の都市魅力資源を活用、観光集客と地域活性化を推進。 

 大会場へのアクセス確保、ボランティア対策、警備の充実により大会を円滑に運営。 

委員会終了後 

大阪ステーションシティ「時空の広場」で、“ＡＬＬ ＦＯＲ ＨＡＮＡＺＯＮＯ”はなぞのアンバサダー結成記者会見。吉本の中川家、

ケンドー小林、福本愛菜、ＮＭＢ４８の山本彩、大西将太郎 ラグビーワールドカップ２００７日本代表、知事、東大阪市野田市長が出席

して行われた。 

普段少し硬い語り口の知事が、山本彩さん、中川家の皆さんと旨い語り口で座を和ませた。普段の知事には見られないすばらしい一面だっ

た。 

 

８月２３日（火） 

千早赤阪村防災会議 

千早赤阪村地域防災計画は、平成２５年に作られた３５０ページにわたる膨大な計画だ。 

平成２３年には東日本大震災が発生し、現在まだ復興が進んでいない状況だし、今年の４月には熊本でマグニチュード７のダブル地震によ

る大きな災害により、復興へのスタートもまだ切れてない状況。２０年前に発生した阪神淡路大震災で、やっと復興が終わりつつある状態

だ。昔から日本では「災害は忘れたころにやってくる」と言われていたが、今では「災害は忘れないうちにやってくる」。今日も北海道で

台風が上陸、今年は今まで上陸したことが無い台風が２つも北海道へ上陸し、いたる所で洪水が発生している。 

地球温暖化の影響か、例年の台風コースよりはるかに東に寄ったコースだし、温帯低気圧になるのもはるかに北へ寄っている。今の日本で

は、いつ命を脅かすような災害が来るかわからない。国では消防庁 / 中央防災会議で、東日本大震災、平成２３年の紀伊半島大水害、平成

２６年８月の広島土砂災害等を教訓に、災害基本法や関係法令が改正されている。 

千早赤阪村地域防災計画では、災害対策基本法により住民の生命、身体及び財産を守ることを基本にして防災計画を策定するとともに、国

の防災基本計画、府の大阪府地域防災計画と合うように修正していく。この計画は３５０ページに上る膨大な計画だが、近い内にダイジェ
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スト版を作り、住民に配布する。 

 

８月２４日（水） 

大阪府知事と４３市町村長との意見交換会 

意見交換会に先立ち、市長会・町村長会 合同会議。 

議長に八尾市田中市長を選任。最近当選された門真市 宮本一孝市長 ７月２４日就任、河内長野市 島田智明市長 ８月３日就任、２市長紹

介で始まった。 

消防力強化に向けた勉強会 

大阪府危機管理監 大江さんの説明。 

近年、東日本大震災、熊本地震、東北関東豪雨など、全国各地で災害が発生している。また、南海トラフ大地震、首都直下型地震発生が予

想される。 

大阪で、消防が地域住民の生命及び財産を確実に守るとともに、広域的な大災害の発生時に十分機能できる体制を作り、消防力の維持強化

が必要。府と府下市町村で共に勉強会を開き検討することが必要。 

危機管理監の話の後１０分の休憩後、知事との意見交換会が始まる。 

テーマは 

1. 副首都化に向けた中長期的取り組み。 

2. ２０２５年万国博。 

3. 中小企業をはじめとする地域産業振興。 

* 副首都大阪は国際競争力を持つ複数拠点の１つとして、想定外の大災害に対応する国土拠点が必要。東京都とは異なる個性と価値観を

持ち、東西２極の１極として日本の未来を支える成長エンジンだ。 

発言を求められて：大和川以南の大阪は府県間道路が悪い。副首都の前に、まず府県間道路の大阪側を整備すべきだ。 

知事：確かに大阪の道路は悪い。急ぎ改善する。 

* ２０２５年の万博は、２０２０年のオリンピック後の経済成長維持とともに、東西２極の１極として国の成長牽引と、万博を起爆剤と
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した産業の創設、都市魅力の発信強化、都市基盤の形成により人類の課題解決に挑戦する最先端都市になる。 

開催期間：２０２５年、４月～１０月の６か月間。 会場：夢洲地区１６０ヘクタールを想定。 

参加国：１５０か国、機関。   入場予定者数：３０００万人以上。 

東京はオリンピック、大阪は万博、これが今の大阪の現状。 

いつの日か、オリンピックは大阪、万博は東京となるように努力を続けよう。 

 

８月２６日（金） 

道の駅 代表者会議 

今回は近畿地区の会長が公務で参加できないので、代理出席となった。 

道の駅は平成５年、国道に面した場所で車が停止し、トイレを使ったり休息をとるも目的 でできた。現在１０９３（平成 28年 5月現在）

の道の駅が全国にある。 

大阪、神奈川、東京など人口密集地には少ない（東京１、神奈川３、大阪８）。数少ない道の駅の中に、村の日本１小さい道の駅がある。 

道の駅は誕生２３年目となる。その果たすべき役割が非常に多くなってきた。特に災害時における役割は熊本地震などで非常に高い物とな

り、役割が見直されている。今年のテーマ（国土交通省による特定テーマ型モデル道の駅の平成 28年度のテーマ）は“住民サービス”。 

中山間地域及び漁村地域等において、高齢化社会に対応した地域福祉向上のための取組、地域課題に対応した住民生活支援のための取組、

小さな拠点形成を目指した取組など、公共の福祉を増進することを目的とした地域住民へのサービス向上に資する取組を現在実施してい

る「道の駅」が対象。 

国交省の道の駅に対する方向性も、過疎を対象とした地域コミュニティ維持、活性化対象に向かってきた。 

コンビニの無い村では、住民生活を対象とした生活支援、住民票など役所業務、キャッシュディスペンサーの設置、へき地医療対策、など、

道の駅は地域によって手作りでいい。モデルは無い。これからの道の駅は地域の生活に根差した、地域の人達が喜んで利用するものであれ

ばいい。 

元気の良い道の駅は 

* トイレの清掃回数が多い(１日２回以上)道の駅で洋式化が必要。 

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  

 

* 取扱品目が多く、地元産品の多い駅。 

* 座って休息できる場所の多い駅。 

最近の傾向として 

商店、診療所など、日常生活に必要な施設を集約したワンストップサービスを提供する小さな拠点として機能する道の駅。買い物弱者のた

めの宅配サービスなど、地域の安心な暮らしを支える道の駅。 

 

８月２７日（土） 

朝起きるといつもと勝手が違う。目を覚ましてよく見ると町村会館、昨夜会食から帰ってすぐ横になり、夜食を食べて寝酒を飲んでと思っ

ていたが、そのまま寝込んでしまったらしい。「もう少し飲みたかった」思いがよぎる。若い時だと間違いなく横になることもなく、朝近

くまで飲んでいただろう。 

富田林ＪＣの理事長時代には、週に２～３回は飲んでいた。朝まで飲むこともたびたびあった。ヨーロッパへ行ったとき、イタリアの観光

バスの運転手が昼になると私たちのテーブルへ来てワインを私たちと美味しそうに飲んだ後、７０～８０キロで太陽道路を走っていた。ワ

インはどれが旨いか彼に聞いて注文したのを覚えている。 

朝起きて洋食バイキングを食べたところ、あいにくの土曜日、議員会館はほとんど留守、官庁も休み。行くところが無いのですぐ帰る。宿

泊費を払うと、いつもより３０００円近く安い。フロントで聞くと「金曜日に町村長さんがほとんど帰るので安い」。土曜日の新幹線『の

ぞみ』は、かなり混雑していた。 

 

８月２９日（月） 

台風１０号、日本列島南岸を西へ行ったり東へ行ったり、台風の記録を取って以来初めての太平洋から東北に上陸する台風。 

今年の台風は太平洋を北上し、千早赤阪村には直接影響がないが、台風の影響で気象状況が悪くなるとすぐに大雨注意報、警報が出る。先

日も大阪で会議が終わったところ、千早赤阪村に警報が出ている。まつまさに電話を入れ雨の状態を聞いた所「晴れ」。もちろん去年あた

りから局地的に雨が集中して降る現象が日本中いたるところに起こるので、仕方がないことだと思うが、少し頻繁に警報が出すぎる。 
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夕方 

雨が大したことが無いので職員に任せて帰るが、約３時間雨が降り続き、小降りになる様子が無い。職員に差し入れのため役所へ。副村長

以下、幹部連中が待機している。「土砂災害警戒情報が１０数分で出る」「避難所を開設する」 嫁を家に送り届ける為、一旦帰宅。 

家では長男が「消防出動」。千早の降雨量は時間降雨は５mm、降り始めより１０５mm。千早では積算雨量が２５０mmを超えると土砂崩

れが始まる。消防分団（第 7分団）の皆さんに千早をお願いして再び役所へ。現在の所、出動は千早だけらしい。さきほどより、かなり雨

脚が細くなっており、もう雨の心配はなさそうだ。私が帰宅している間に、議長が視察に来て頂いたらしい。 

職員は課長代理以上が全員待機。かなり降りが弱くなってきたし、積算雨量も１００mm(千早地区)を少し超えたところ。まだ災害は無い

と思うが、皆さんには御苦労様だ。 

災害は常に十分な準備が必要だ。正確な情報により準備しても、相手が自然だから予測が難しい。この１０号台風の様に記録にないコース

を取る台風が出てきた。雨もスコールの様に無茶降りをする。災害を最小にするには準備しすぎることはない。 

 

８月３０日（火） 

昨日の豪雨、土砂災害待機は朝３時まで続いた。代理以上の待機組の皆さんは、家に帰ってまた出勤となり大変だ。村は避難所を開設した

が、避難した人は無し。降水量も１２０mm、村は２５０mmを超すと被害が出るようになるが、１２０mm程度の雨では大した被害が出

ない。私は雨がほとんど止んだ１時過ぎに帰宅した。警報が終わる３時まで副村長以下が残ってくれた。仕事だが大変だ。 

家に帰ったところ長男が「１時に千早の消防分団は解散」。１０号台風が何も村に被害をもたらさなかったのは幸いだ。 

私は３０～３１日盆休を取っていたので帰宅。嫁と２人で墓参を兼ねて京都へ。京都へは第２京阪が出来たので、簡単快適に行ける。清水

の近くの寺へ。八つ橋を買いに街を歩くと、貸し浴衣、貸着物で街を歩く観光客が多くなった。女性だけでなく男性の姿もちらほら見える。

貸し浴衣の女性は観光客の２０％はいるのではないか。 

土産店の前に、貸し浴衣、貸着物の張り紙が多い。夏の京都で浴衣姿の若い女性は絵になる。 
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９月１日（木） 

９月になり少し涼しくなった。 

９月議会初日 

今年の９月議会は、８月の臨時議会を除いて私の村長４期目初めての議会。 

私は３期１２年、合併問題をはじめ色々な問題がありましたが、村の財政状況は近畿財務局から問題なしとお墨付きを頂けるようになりま

した。 

財政的基盤が出来た４期目の４年間は、村の発展に何をすればいいかを考えた。 

 どんな事業をするにしても財政規律は守ること。 

 市街化調整区域の問題は、村の発展と過疎地域から脱出するために運用面で府の協力を頂けることになった。日本で初の過疎からの脱

出に向けた取り組みを行う。 

 村事業の取捨選択を厳しく行い、すべての事業のスピードアップを。結果として簡素な行政、住民に対しては親切でスピード感のある

行政を。 

村を元気にするのも、なくすのも、すべて議員皆さんの協力次第です。過疎からの脱出には皆さんのパワーが必要です。皆さんの支持、ご

協力をお願いし、４期目のご挨拶といたします。 

会期を９月２３日までとし、９月議会が始まる。 

平成２７年度監査報告、歳入総額３２億４６００万円となり、前年度対比１億３５００万円(４，３６％)のプラスとなった。 

科目別では、村税、０．５％のマイナス、地方消費税交付金７１．９％のプラス、地方交付税５．５％のプラス、歳入は交付金依存度が高

い。 

歳出総額３１億１１００万円、前年対比１億４１００万円（４．８％）のプラス。 

科目別では、商工費１５７．１％のプラス、土木費１３．５％のプラス、総務費５．２％のプラス。 

結果として歳入、歳出差額は１億３５００万円となり、積立金現在高は１７億８８００万円、前年対比２億６２００万円プラスとなった。 

財政的に余裕はあるが、交付金依存度が高く、人口減、税収減が続いている。過疎対策事業に取り組み、自主財源確保に積極的に取り組む

事。 
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各種団体への補助金は、資金使途を明確に、実効性ある資金活用を指示する事。 

事業計画策定には事前調査を念入りに、費用対効果を勘案して取り組むこと。 

注 

一般会計には、経常収支比率、実質収支、健全化判断比率(実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率)などはあるが、すべて現在問題

なしの意見書を頂いた。 

 

９月２日（金） 

決算特別委員会 

メンバーは議員全員７名、委員長は田中副議長、副委員長は井上議長。 

２７年度決算認定 

* 一般会計 

歳入合計  ３２億４６８０万円(住民１人、５８３，０００円) 

歳出合計  ３１億１１３０万円(住民１人、５５９，０００円) 

歳入歳出差引   １億３５５０万円 

積立金積立額   ２億６２１０万円 

主な歳入 

村税    ５億３０５０万円 

地方交付税 １３億２１４０万円 

国支出金    １億７５８０万円 

府支出金    ２億１２３０万円 

* 国民健康保険特別会計 

歳入  １１億５００万円 

歳出  １０億９４２０万円（歳入１人当たり５７４，０００円） 
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国民健康保険(直営診療施設勘定) 

歳入        １１７０万円 

歳出        １１７０万円 

* 介護保険特別会計 

歳入    ６億７９３０万円 

歳出    ６億７４５０万円 

保険者数        ２２９５人（歳入１人当たり２９６，０００円） 

* 後期高齢者医療特別会計 

歳入        ９３００万円 

歳出        ９２６０万円 

保険者数          ９９１人（１人当たり保険料９３，０００円） 

* 下水道特別会計 

歳入    ２億３０５０万円 

使用料・手数料       ４５３０万円 

繰入金（一般会計より）１億  ７６０万円 

村債（借入金）       ５８３０万円 

国支出金        １７００万円 

* 金剛山観光事業特別会計 

歳入        ９７９０万円（６００万円は村債） 

歳出        ７８９０万円 
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* 水道事業損益計算書 

営業収益    １億１８００万円 

営業外収益       １８１０万円 

特別利益          １１０万円 

合計    １億３７２０万円 

営業費用    １億２６４０万円 

営業外費用       １４５０万円 

特別損失            ９０万円 

合計    １億４１８０万円 

当期損失金         ４６０万円 

決算内容は以上の通りだが、金剛山観光事業は収益が出ない。 

今年から信越索道メンテナンス（株）が指定管理していただくことになった。日本スキー場開発（株）の兄弟会社、近い内にロープウエイ

の売り上げを飛躍的にアップしてもらうことになっている。村の元気アップの原動力になってもらう。 

水道は人口減で使用料が減少している。２９年４月から大阪府水道企業団に移管するが、当分の間は各市町村ごとの費用勘定となってい

る。おおいいに水を使って、水道料を安定させよう。 

 

９月４日（日） 

7：00 

家を出発、役所へ。 

7：30 

役所出発、消防の皆さんは７時に出発したらしい。今日は大阪府消防大会、消防学校へ開会３０分前に到着。今日は当番で大阪府の市町村

代表での挨拶。校長室へ行くと大江危機管理鑑（初めての女性危機管理鑑）、竹内副知事、府議会議長、全国消防協会会長、府消防協会会

長、消防団関係皆さん集合。 
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今日のメインは可搬式ポンプと、自動車による操法競技会。村は出場のたびに優勝及びトップクラスの成績だった。３０年にはまた村の番

となる。４月から週２～３回の練習を行い、９月第１日曜が本番となる大変な協議会。南河内の今年は大阪狭山と松原、頑張ってほしい。 

消防学校は運動場が舗装してあり、とくに今日は青空が広がっている。非常に暑い。挨拶のわずか５分少々だが、汗が噴き出しているのが

わかるほど暑い。挨拶が終わってテントに入ったが、汗は止まらない。９月の初めはまだ真夏だ。 

約３０分セレモニーが終わる。例年は競技会を観戦して帰るのだが、今日はすぐ帰る。福祉大会がくすのきホールで始まる。消防団の諸君

に挨拶をして帰る。 

走り出してすぐにメールが入り、金剛山で遭難。「まつまさ から上る本道の３合目で骨折のもよう」 今年はあまりにも金剛山での遭難が

多い。消防署、千早の消防団居残り組が出動、無事収容し救急車で搬送した。 

福祉大会会場に行くと、綿菓子、ポップコーンのサービス。綿菓子は全て砂糖なので遠慮し、ポップコーンを頂く。旨いがカップ１つでは

少し少ないので、２つ取って食べたが軽くてうまい。ベーゴマ端材を使った物作り、色々なものが置いてある。皆さん子どもに帰って楽し

そう。私もけん玉を試したが、なかなかうまく行かない。やっと７～８回目に球が剣先に入ったのでやめた。 

メインは 角淳一 さんの講演。我々年代にはおなじみのパーソナリティだが、若い人にもうけていた。 

 

９月５日（月） 

午前 

吉年の区長と堂前氏 来庁 

吉年は昔、井戸で生活用水を調達していた。１０数年前、側溝の改良工事に於いて流路が替えられ、吉年の人達が利用していた井戸に生活

用水が入る危険性が出てきた。確かに現場を見るとその危険性が見受けられた。吉年の皆さんが、工事をして生活用水が井戸に入らないよ

うにしたい、しかし生活用水のことだから、施行はプロの業者の方がいい。工事費は地区で出してもいいが、村道の側溝工事の影響なので

村で出してほしいとの要望があり、村で持つ事になった。 

今日はそのお礼らしい。村の仕事をやったのだからお礼を言われることが無いが、丁寧においでいただいた。感激した。 

堂前氏は井戸の地主だ。 
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９月６日（火） 

総務民政常任委員会（委員長 関口議員） 

千早赤阪事務分掌条例改正 

組織機構改正 

* 人事財政課の中に、企画、広報戦略、新庁舎建設、都市計画、公共交通を担当する地域戦略室（平成３月末までの期限付き） 

* 街造り課、観光、産業振興、農林業振興、商工振興、観光振興、文化財の活用等。 

* 施設整備課の中に滞納料金整理室（２９年、３月末まで）上下水道料の滞納徴収を担当。 

目的：過疎からの脱出に向け、スピードと確実な事業推進を目的として機構改革をおこなう。 

今までの村運営はどちらかと言うと、合併破綻以来、村の財政運営行政運営の正常化が目的だった。 

私は、村がまともになったと思っている。内部充実、マンパワー的にも、財政的にもほぼ満足できる状態になった。 

しかし内部統制を図るうえで、守りの行政となっている。今の時代、アベノミックス下に於いて、守りでは発展が無い。これからは攻めの

行政運営を行いたい。 

滞納料金整理室を施設整備課に置くのは、２９年４月から。上水は、府の水道企業団に統合される前に滞納整理を行う。 

議案第５４号 

千早赤阪村報酬等審議会条例の改正 

職員の給料は人事院勧告により、毎年検討され改定される。議員、村長、副村長、教育長についても、せめて４年に１回は審議会を開き、

適正化を図るべきだ。 

 

９月７日（水） 

文教建設常任委員会（委員長 浅野議員） 

本日の委員会は、一般会計補正予算審議。 

村道改修予算は当初３０００万円を予定していたが、村道の状態がかなり悪い。 

村の道路インフラは昭和４５年（万博の年）以来、府の農林で開発していただいた、水分→東阪→中津原の農免道路のみ。府道富田林五條
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線は、災害復旧工事のみで改良工事は無い。奈良県側は、トンネル入り口予定地の金剛山麓まで４車線の道路が出来ている。人口減の進ん

でいる村では、せめて府道だけでも可能な限り早く改修してほしい。 

村道改修予選を２０００万円積み足して５０００万円とした。実感できるほど改修できればいい。可能な限り改修を進めたい。 

 

９月８日（木） 

全国町村長会 

台風１１号が、日本列島の南海上を東北東へ向かう予想だが、本日の全国町村長会は開会となった。 

* 簡素な給付措置の説明 

力強さに欠ける消費を底上げするには、社会全体の底上げが必要。現在行っている簡素な給付措置で、現在行っている支払いを、３１

年９月までの２年半分を一括して支払する。 

３１年１０月より、消費税引き上げ後の低所得者対策として軽減消費税率を導入し、簡素な給付措置は終了する。 

* 林地台帳 

木材価格の低迷、山村の過疎化による林業従事者の減少、山林所有者の経営意欲低下が原因で、山林の地籍調査遅れ、相続未了などに

より、山林の所有者特定、境界特定が不明な山林が増え、特定に多大なコストが必要になっている。 

改正森林法で林地台帳を整備することにより、山林の所有者、山林の境界が確定し、山林行政がスムーズに行える。伐採、造林の指導

監督、災害復旧工事、公共事業が円滑化する。結果、森林の活性化が進み、地域の雇用創出が進む。と、なっているが、私の感じでは

林業の活性化は木材消費を増やし、木材単価を上げる事が大切。木材単価が上がれば、山林所有者は境界管理をきっちりするだろうし、

山林も活性化する。 

 

９月１１日（日） 

千早赤阪村還暦の集い（千早小学校校区・多聞校区） 

今日は開会の挨拶、パネルディスカッションのパネラーを要請され、務めることになった。 

１０時開演、６０年還暦の集い。ステージに登って考えた、千早赤阪村が合併して６０年、私が１５歳の時に合併した。私は千早中学校卒
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業、１８年生まれの弟が千早赤阪中学校卒業だから、３年の間に中学校は統合されたことになる。還暦の字の通りだと、今私は４０代、ぜ

ひ歳は６０から元へ戻ってほしい。 

還暦になった村は、財政的に正常になった。将来は、２６年に国から受けた過疎指定を返上したい。今、過疎指定を受けている市町村は多

いが、過疎から脱出した市町村は無い。村は国に対し、過疎からの脱却を表明した。過疎から正常に戻るには、３００戸の住宅建設、２０

社以上の企業誘致を実現できれば可能。その第１歩として、村は高齢化しており子供達の村へのＩターンは困難。しかし、孫たちに１番条

件の良い土地へ家を建ててあげて、“まごたーん”を。 

子ども達は（子どもと言っても４０～５０歳）既に街で生活している。これから孫たちが家を用意する年齢、従来、村の住宅は条件の悪い

所にある。条件の良い所はすべて農地となっている。所有している一番いい農地を住宅用地として孫たちに提供し、資金を援助してやれば、

建売の住宅に比べれば素晴らしい住環境となる。広い土地、良い住宅が出来ると、子育てにも良い。家の敷地に家庭菜園を作り、庭でキャ

ッチボールの出来る住宅を、孫たちに提供してほしい。 

メインにパネルディスカッションがあり、テーマは「みんなでより一層魅力的な村にしよう」。千早、上東阪、東阪、中津原、吉年、小吹、

６地区の代表と話をした。意見で多かったのは、子育て支援、高齢者対策、人口増加策、歴史の重要性。 

本日は時間に制約があり、皆さんの思いを１００％出していただけなかったが、メンバー全員、村の高齢化、子供の少なさに危機感をお持

ちだった。「実現可能な人口増加策」、皆さんの英知を集めよう。 

第２部は、大阪府警のブラスバンドとカラーガード隊。中学校のブラスバンドは素晴らしいが、府警のブラスバスバンドは、またすばらし

い。カラーガード隊のダンスは、きびきび歯切れが良い。ダンスというより、空手の試技を思わせる、いつみても気持ちの良いダンスだ。 

 

９月１２日（月） 

* 朝、まちづくり理事及び担当からの話。大阪府のフォーラムリノベーション部会（府町つくり部の空き家対策で部内に作った部会）か

ら、千早地区活性化に向けた取り組み支援の申し込みがあった。 

* 一般社団法人ノオト（ＮＯＴＥ）が、千早地区で地域活性化事業展開に前向きで、視察したい意向がある。 

ＮＯＴＥの会社概要 

地域団体への支援をベースとしながら、農商工連携による新産業の創造、クリエイティブツーリズムの振興などの自主事業を展開して、
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法人としての自立性の向上と地域の雇用創出、活性化に取り組んでいる。 

篠山市出資法人の再編民営化に伴い２００９年設立、活動開始。 

実績： 

古民家再生：４年間の間に５０件以上の古民家を再生。不動産価値０円に対し新たな価値が存在する事を実証した。 

スローフード：その土地に存在する「文化・伝統」を含めた食がノオトのスローフード。耕作放棄地の改善から就農支援、それを料理、

加工してネットワーク化させる事業をトータルサポート。 

 ノオトに事業展開を依頼。 

 事業成功には地域住民が主体となる。 

 村および府は円滑な事業展開を支援。 

* 村での支援策 

空き家除却：上限４０万、国２分の１、村２分の１ 

跡地を地域で再生：国５分の２、村５分の２、民５分の１ 

* 空き家を公共施設に 

公設：国２分の１、村２分の１ 

民設：国３分の１、村３分の１、民３分の１ 

* 飲食店の開設 

補助対象経費の２分の１、あるいは３００万円 

* 空き家として活用、上限３５０万円。 

* 地域全体でサイン整備、初年度のみ１００万円。 

* 集落内生活道路整備、材料支給（生活道路補助） 
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９月１３日（火） 

全員協議会 

千早赤阪村作り経営計画進捗状況 

村造り経営計画は、Ｈ２４年に策定し２８年が最終年度である。これまでの実施状況に応じて、計画通り進んでいる、目標値に達している、

目標に向け検討が進んでいる、目標に向け取り組みが進んでいる が○。 

計画より遅れている、目標に達していない、（達する見込みがない）が、× 

５３事業に、〇、×、をつけたところ、○３６、×１７。概ね目標に達していた。 

地方創生加速化交付金事業 こごせの里ツーリズムビューロー観光推進事業。 

民間の経営手法による迅速な意思決定と民間ビジネス感覚を取り入れ、観光を初め様々な事業展開を行う。 

会長：観光協会会長 

役員：１４社 

* 金剛山と大楠公を中心とした村の魅力を、ビデオプロモーション、ＳＮＳ発信を通じて利用にマッチしたサービスを行い、交流人口増

と村の活性化を推進する 

* インバウンドの誘致に向け、外国人を受入れ出来る環境整備を行う。 

* 経済効果を呼ぶ施設を誘致する事により、村のファン作りを強化し、リピーターを定着させ、村の発展に向かう。 

予算 ６，２２０万円（国地方創生加速化交付金） 

５３０万円（金剛山観光事業特別会計交付金） 

歳出 １，８５０万円 プロモーションＰＲ強化 

３７０万円 外国人受け入れ環境整備 

４，５３０万円 滞在コンセルジュ、プログラム提供 

小吹台入り口工事 

事業者、ＤＡＲＡＺＩＮＩ  TRADING 

事業目的、車の解体業（自動車解体事業許可）を申請 
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１８日（日）１８時より千早小吹台小学校で事業者と共に住民説明会を行う。 

 

９月１４日（水） 

午前 

議会最終日の一般質問答弁調整。最近議員の皆さんは、かなり難しい質問が多い。午前中一杯かかって答弁を調整した。ほぼ３分の２くら

いは調整できたと思う。小吹台入り口の問題はまだ進行中なので、最終日直前まで答えが出ないが、答えられる質問はすべてこたえる。 

今、東京都で問題になっている築地市場などでも、１番大切なのは透明性だと思う。私たち村は隠すべき問題もなく、すべて透明だ。 

午後 

摂津市長選挙の陣中見舞い 

従来では、共産党と一騎打ちだったが、今回は若い女性が対立候補。維新を名乗っているが推薦、公認は無い。 

しかし最近は、東京の知事選では小池さん、民進党では連坊さん、女性が強いが、現職の森山さんにはぜひ当選してほしい。大阪府の市長

会長時代にはいろいろ教えていただいた。元府議会議員でもあり、現市長会会長の田中市長も同じ。府の事情にも通じ、いい先生だ。 

大きな選挙事務所には、沢山の運動員が集まっていた。奥さんにご挨拶して帰ろうと思ったところ、泉佐野市千代松市長も来場。森山摂津

市長の当選を祈念し事務所を後にした。 

 

９月１５日（木） 

午前 

水道にレク 

２９年４月１日より、上水道は大阪府水道企業団に移管する。明日１６日、竹山企業団会長及び田中市長会会長と企業団会長で、企業団統

合最終の運営につき問題点を整理する。その前提でレクを受けた。 

村にとって、水道企業団へ上水を移管することは良い結果が出るように、皆さんの力を借りながら努力する。 

２３日、議会最終日の議会運営委員会が終わり、すぐ河南町へ。２０日から河南町議会議員の選挙が始まる。各事務所に「祈る勝利」の檄

文を持って行く、あと５日で選挙戦突入。皆さん支持者回りで忙しいらしく、本人に会えたのは１０候補持って行ったうち、５人だった。 
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現在の状況では定員１２人、現職が１人引退して新人が３人出馬する、２人オーバーの選挙。選挙前で非常に忙しい時期だ、支援者回りを

しっかりやって当選してほしい。 

13：30 

宅建協会南河内支部（羽曳野）へ 

千早赤阪村が元気になるには、十分すぎる緑のある村の土地利用を推進することが大切。宅建協会は南河内７市２町１村で、４００人のメ

ンバーがいる。村は大阪側の道路アクセスは良いとは言えないが、２８年度中に完成する京奈和道が近い。物作りの大阪だが、部品メーカ

ーは多いがアセンブリーメーカーが少ない。企業誘致、住宅開発をおねがいした。 
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９月１６日（金） 

13：00 

町村長会 

大阪府水道企業団議会、議会議員構成のレク。 

水道企業団は２９年４月１日から、四條畷、太子、千早赤阪の三市町村加盟で動き出す。企業団議会は、当初加盟の三市町村から各々一人

議員を出すことになったが、第二次の加盟団体からもそれぞれ一人の議員を出すと、議員の数が多くなる。議員の数が多いのは、行政の流

れに反する。企業団の議員数は最終２６人、大阪市が企業団に加盟したときに３０人となる。 

14：00 

大阪国道工事事務所 

道の駅を作りたい、千早で道の駅を作りたい。しかし、千早の府道沿いに家のある人達は駐車場収入を生計の足しにしている人が多い。 

道の駅には必ず駐車場とトイレが必要、駐車場が有料の道の駅は認められない。 

所長の話 

国交省だけではなしに、農水省、総務省などのメニューを探して、出来るように考える。村も知恵を出しなさい。 

千早赤阪の道の駅を複数に、コミュニティの場として、地元のお年寄りたちの作った農産物の販売、手工芸品の販売などが出来る、生きが

いの場として機能する道の駅が出来ないか。 

法律事務所に法務相談 

* 千早地区の悪臭対策 

昭和６０年から、有機肥料処理工場が河内長野市と千早地区の境で創業されている。最近、特に悪臭が強くなってきた。南環境の所長

に見ていただいたが、かなりひどい状況。処理場の壁は破れているし、最近では風向きにより千早地区はもちろんだが、小吹台、南花

台と、いたるところからクレームが出ている。 

河内長野の市長と共に事業者に出向き、対策をお願いすることになった。業者の出方次第で、操業停止に向けて進みたい。 

* 分校跡地の問題 

既に５０年以上の間、隣の地主との間でいい関係にない。行政が住民との間で裁判沙汰をやりたくない。いい関係を築く方法を考える
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べきだ。法的に可能な道を考えてもらうことになった。 

 

９月１８日（日） 

18：30 

小吹台入り口の工事についての説明会 

６時３０分開会。 

私の開会挨拶を短く終わって、小吹台自治会長の挨拶が始まったところで、ヤジと理解して良いのか、個人の意見と理解して良いのか不明

だが、収拾のつかない状況が始まった。 

予定では本日の説明会で、 

まず、現在までの村の対応：富田林市長への要望、河内長野市長への要望、大阪府への働きかけと要望、村の法的対応法、違法範囲の確認

等を法律事務所への相談。その結果得られた内容を住民説明。 

もし、不法行為があった時にはどんな対応策をとれるか。相手が法令順守状況なら、行政の行えることは法令違反をしないように指導する。 

次に、業者による事業内容の説明。 

その後に、質疑応答。 

このようなスケジュールで進める予定であった。 

しかし、残念ながらマイクは発言者がたらいまわし。私たち行政は発言させてもらえなかった。 

 

９月１９日（月）敬老の日 

今日は B&G体育館で空手の大会がある。しかし、今年は千早地区の老人会総会が同じ時間帯で行われるので老人会を優先、参加させてい

ただいた。 

今年は亡くなった人が少ない、昨年と同じ顔ぶれ。田舎の空気が良いのだろうが、皆さん良い顔色をしている。しかし、後期高齢者になっ

た私が中堅クラスだから、千早の老人が、いかに元気かわかる。 

１部は、天童よしみ の付け人から独立した おおい大輔君。歌手とは大変な仕事だ、歌がうまいだけではブレークしない。彼は非常に歌が
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うまい。千早の老人会は、来ていただいてから既に１０年になる。早くブレークして、紅白に出場してほしい。 

２部は、河内長野市の手品グループ３人。公民館活動から始まった素人っぽい面があるが、それが愛敬。非常によく受けていた。はるばる

千早までありがとうございました。 

 

９月２０日（火） 

朝 

目が覚めたのは６時、TVを見たら台風１６号が九州を横断して四国南岸を東へ移動している。既に警報発令済。 

８時に家を出たところ、風も雨もたいしたことが無い。台風は紀伊半島に上陸しそうなので、９時３０分避難所開設。 

今年は台風が多い。TVをつけっぱなしにしていると、九州は記録的な大雨。延岡市の河川があふれ、水の力がすごい。 

時間の経過とともに、台風が村へ近づいてくる。大阪は風が強くなるとの報道だが、ありがたいことに風はたいしたことが無い。 

昼頃 

雨はかなり大降りとなる。このまま４～５時間続けば村が危ない。 

１３時５０分、田辺市あたりへ上陸、あと１時間ほどで村へ１番近くなる。 

２時頃、まだ雨の状況は変わらない。消防団長、副団長、皆さんも出動態勢で役所へ来ていただいている。 

４時、TVを見ると、台風は既に伊勢湾に出た模様、雨も小降りとなり、ひと安心。所々、いじ（水路）から水があふれ、職員の作業が大

変だが、よくやっている。 

小吹台入り口の工事現場も、一時、立米ブロックの間から水が漏れていた。これは水はけを良くするための府の指導だった。一時泥水が流

れたが、後始末は業者が丁寧にやっていた。 

１９時、台風１６号は既に浜松の北へ、村への影響はなくなった。 

２１時３０分、土砂災害警戒情報が解除された。今夜は良く眠れる。 
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９月２２日（木）秋分の日 

9：00 

庁舎検討委員会 

くすのきホールを壊すのはもったいない から始まった。庁舎見直し以降初めての委員会、どこに建てるかを考えて考えて、委員会の結論

を出して頂きたいとお願いした。 

住民提案の候補地を、まず見ていただいて、この中から選別いただくことにした。私は皆さんにお願いして挨拶、退席させていただいた。 

13：30 

交通安全大会 

午後 1時 30分役場出発、富田林消防本部へ。 

秋の交通安全週間に先駆けて、交通安全大会。個人の無事故無違反表彰、勤務先の団隊による無事故無違反チャレンジコンテストの表彰式。

千早赤阪村の受賞者は、 

* 井上議長の上級表彰 

* 本部賞受賞、千早赤阪村役場（チャレンジコンテスト実行委員会・大阪府警察本部交通部長 連名） 

* 地区受賞、千早赤阪村議会、（富田林警察署長・富田林交通安全協会会長連名） 

その他、河南町３グループ、富田林市役所３グループ。役所関係では、富田林市役所５グループ、河南町役場６グループ、千早赤阪村役場

がエントリーしていた。 

 

９月２３日（金） 

9月議会最終日 

一般質問（一般質問に対する答弁は、議会広報をご覧下さい。） 

浅野議員 

 小吹台入り口の造成工事について 

現在、富田林市甘南備の小吹台入口において造成工事が行われている。本村の管轄外ではあるが、小吹台の住民の方から「外国人の方
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が作業しているようであるが、何の工事かわからないので不安である」との問い合わせが多くある。小吹台の２自治会からも、村長に

対して造成工事に対する要望書が提出されたと聞いている。そこで、工事に対する村としての考え方や、富田林市、大阪府の対応はど

のようになっているのか伺う。 

① 造成工事はどこの業者が実施しているのか。届出等はどのようになっているのか。 

② 村は管轄外なので傍観しているだけで良いのか。 

③ 小吹台の両自治会にも工事の説明がされていないため、住民の不安は増す一方である。本村や、自治会への説明が必要ではないか。 

④ 大阪府の開発許可基準には抵触しないのか。 

⑤ 違法な開発・造成工事であれば、被害を受けるのは本村である。富田林市、大阪府への強い意思表示が必要ではないのか。 

 被害者台帳「被災者支援システム」の導入について 

被災者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる台帳であり、災害対策基本法第

９０条の３第１項において、市町村の長が作成するとなっている。台帳の導入により、被災者の状況が的確に把握できる。また迅速な

対応が可能となるメリットがある。東日本大震災や広島土砂災害、直近では８月下旬の台風１０号により、東北地方や北海道に甚大な

被害が発生し、高齢者施設では９名の方が亡くなられ、マスコミも大きく取り上げられたとこでもある。被災者支援システムを導入し

ている自治体は、本年５月時点で９１０の自治体が導入している。システムの導入についても、多額の費用もＩＴ能力のある専門職員

も必要ではないとのこと。本村の高齢化率も４０％を超えており、システムの導入により迅速な対応が可能となり、メリットの方が大

きいと考える。本村の職員も少ないことから、導入支援を委託しても５０万以下の費用で可能と聞いている。是非、村民の安心・安全

を第一に考え、導入に向けた取り組みをしてはどうか。 

山形議員 

 「海外派遣事業」について 

現在、村の教育的な事業として実施されている海外派遣事業は、村の子ども達が訪れ、そこで生活し、現地の学校に通い、自分たちの

英語力を伸ばしながら国際感覚を養い、よりグローバルな世界で活躍するための力を身につけさせることを目的として実施されてい

る事業であると認識している。今年８月に第３回目が実施され、この事業における事業効果や問題点等を整理する時期にきているので

はないでしょうか。そこで、お聞きしたいことは、これまでの３回の事業実施において、どういった効果が考えられたのか。また今後
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この事業を継続するならば、どのような問題点があるのか。そして、この事業は継続していくのかどうか、お伺いします。 

 「いきいきサロンやまゆり」の今後のあり方について 

いきいきサロンやまゆり は、平成１２年度に介護予防施設として小吹台に開設され、地域住民の福祉活動の拠点になっている。この

施設は、廃園となった小吹台幼稚園を平成１２年に いきいきサロンやまゆり と やまゆり作業所 を併設した施設として、大規模改修

工事が行われたが、改修工事から１６年がたち、空調機器の劣化など施設の老朽も進んでおり、また大規模地震に備えるための耐震調

査や耐震工事も必要である。地域住民が安全・安心して利用できるためにも、耐震工事を含めた改修工事が必要であるが、村の計画は

どのようになっているのか伺う。 

田中議員 

 投票率向上のための送迎自動車を 

期日前投票の移動投票所や、投票所や投票日の送迎は考えられないか伺う。 

 土砂災害警報時の村の体制について 

本年台風１０号に伴う大雨洪水警報や土砂災害時に、村民の安全を守るために、千早赤阪村はどんな体制をとっているのか伺う。 

清井議員 

 下水道事業見直しの検討を 

村下水道会計は、人口減少により有収水量が年々減少し、Ｈ２４年度以降、経費回収率が約５０％に達成していない。これに対して一

般会計から毎年１億円以上の繰入を行い、下水道事業会計を維持している。そこで、 

① 受益者負担の観点から、適正な範囲で使用料の見直しの検討をしてはどうか。 

② 今回、下水道事業の効率的な経営基盤を構築するために、南河内４市町村による下水道事業広域化協議会が設立された。ただし、

この協議会は広域化の協議の場であり、広域化することとは異なる。とされているが、本村の場合、上水道同様、広域化すること

によるメリットは大きいと思う。是非広域化に向けて積極的な協議を進めて頂きたいと思うが、村長のお考えを聞く。 

 水道企業団統合後の本村水道事業について 

Ｈ２９年度から村水道事業が企業団と統合するにあたり、以下について聞く。 

① 業務体制と業務内容 
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現在４名の職員で上水道の全ての業務を行っているが、統合後の業務内容はどうなるのか。 

② 統合により、村の上水道会計（資産・負債のすべて）が企業団に移管されるが、予算・決算は従来通り村単独のものとなる。その

場合、予算案の審議と議決、決算の監査と承認はどの様に行われるのか。将来、料金の値上げが必要となった場合、その審議と議

決はどのような手順でおこなわれるのか。 

関口議員 

 村独自の奨学金制度の創設を 

高すぎる学費に苦労する家族はもちろん、学生はアルバイトで学費をかせいでいる。政府も給付型の奨学金の検討をすすめているが、

村独自の奨学金の創設で若者を支援することを求める。 

 小吹台入口（富田林域）の工事について 

７月の２０日過ぎころから小吹台入口の工事が始まり、何ができるのかもわからない間に急ピッチで工事がすすめられ、小吹台住民の

不安が噴出している。工事は法の範囲内で進められていると聞くが、許可の範囲を超える工事も見受けられる。住民の不安を取り除く

ため、情報の開示が必要だ。富田林市・大阪府と連携し、住民に知らせること。工事に際し、許可の範囲を超える工事はないかなど、

安全に工事が行うれるよう監視を強め、その都度指導すること。今後、地区住民の暮らし・住環境に影響がでないよう対策が必要だ。

村が窓口となり地区住民への説明会が開催できるよう求める。 

 空き家活用の具体的施策を 

空き家の調査を今年度中に行うと聞いているが、調査終了後にどのような取り組みをするかが大事になっている。村内には２００軒か

ら３００軒の空き家があると推測されている。空き家について、村外からの問い合わせも３０～５０件あると聞いている。これまで、

空き家住宅についての行政としての取り組みを繰り返し提案してきたが、具体的に進展していない。空き家を貸すことに躊躇する理由

として、「家に仏壇がおいてある」「週末だけ使うから」「人に貸すことに不安がある」など様々な理由が考えられる。以下についてお

聞きする。 

① 空き家の調査は今年度中の終了するのか。 

② 調査については各区長などの協力が必要だが、具体的に進んでいるのか。 

③ 特に空き家を貸してもいいと思っている住民の意見をよく聞くために、今年度中の調査結果をふまえて、役場内に空き家活用の対
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策委員会を立ち上げたらどうか。 

④ 長時間放置された空き家対策も必要ではないか。とくに雑草や樹木が生い茂っているところもあり、野良犬・猫の棲家になってい

たり、蚊や蛇などの発生源にもなっている。持ち主が分かっていても、連絡が取れない空き家もある。今後の管理・指導について

の具体的対策は。 

 安全な運動会・体育会のために 

昨年９月に、八尾市の中学校で１０段ピラミッドが崩れ、１年生の男子生徒が骨折、生徒５人が軽傷するという事故が起こった。事故

の様子を写した動画がインターネットにアップされ、１カ月で５７万人が見るなど話題になり、「組体操」の安全対策を求める声が広

かった。組体操は見栄えが良く、一体感に感動し、大きな拍手がわく運動会の花形でもある。 

① 運動会・体育祭も近づいてきたが、ここ数年間、本村では事故はなかったのか。 

② あったとすればその内容はどんなものであったか。 

③ 本来教育や学校は行政の規制を受けるものではないが、児童・生徒の安全を直視した議論と対策が必要では。 

 

９月２４日（土） 

千早小吹台小学校運動会 

１０時前に小学校へ着く。千早小吹台小学校は１２０人、１学年２０人平均の生徒数。最近若い人たちが少し増えてきたようだが、子供の

数は増えない。近隣市町村すべて同じ傾向だが、子どもを増やす方法はないものか。空き家対策を言われるのだが、空き家が多いのは村だ

けではない。 

老齢化率の高い村にいると、小学校の運動会は新鮮に見える。生徒数が少ないので、５-６年、３-４年と学年を合わせて競技をする工夫は

大変だと思うが、よくやっている。昔の多聞小学校と同じで、父兄が参加して運動会を盛り上げているのはいいことだ。 

村に若い人が住むには、職場が近くにある事が大事。残念ながら近くに職場が無い。厳しい都市計画法が原因だったと思う。藤野興業のカ

レット工場建設にも時間がかかりすぎた。早く許認可が出来る条件整備が出来たので、これからと思ったところでオファーが来ない。村に

とって１つ良い条件は、平成２８年度中（来年の３月末）に京奈和道路がほぼ完成することだ。水越峠越えで１０Km、名阪、名神へ出る

には非常に早くなる。通販、精密製造業などに来てほしい。 
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９月２５日（日） 

今日は二剛会、ダイヤモンドトレイルの草刈り。 

金剛山→水越峠は既に草を刈ってあるので、今日は水越峠→竹内峠、１０人のメンバーが参加。 

９時３０分、草刈り部隊は金剛山で登山登録を済ませて水越峠到着。私は草刈り機、ガソリン、体力補充用の おにぎり を軽トラに積んで、

皆さんを待っていた。 

赤阪小学校の運動会があるので、草刈り部隊を送り出して小学校へと思っていたところ、電話が鳴った「急用の客ありすぐ帰れ」「吉年の

急傾斜地で崖崩れの恐れあり、すぐ対策を」担当課、府の土木に伝え、対策を約束。 

午後 

赤阪小学校運動会 

午後から参加。やはり地区の運動会、JA、小学校、周囲の駐車場は満員。議長、区長、駐在さんと一緒に観戦、父兄の皆さんの盛り上げが

すごい。 

 

９月２８日（水） 

16：00 

連合の南河内予算要望 

羽曳野、河内長野、大阪狭山、千早赤阪 は首長、松原、藤井寺、富田林 は副市長、ホテル・アウイーナ大阪。 

アベノミクスの時代、職員の待遇改善、可処分所得を増やし、国の景気を良くしたいのは組合側も私たちも同じ思い、労使ともに頑張ろう。 

18：00 

金剛山錬成会理事会（難波 ホテル一栄） 

予算要望がかなり押したので、タクシーで移動。上六→難波、プリウスのタクシーで１０００円也、クラウンよりは安い。 

本日の議案は年会費の値上げ、年６０００円。 

近年、練成会の会員が増えず、年収は横ばいから減少気味になって来たのが原因。また、表彰などで経費の増加も原因の１つ。 

錬成会は今、千早赤阪村と同じように高齢化が進んでいる。６０歳代、７０歳代会が会員の７０％以上を占める。２０歳代～５０歳代のメ
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ンバーは増えない。 

日本人は６０歳を超えないと暇が出来ないシステムになってはいるが、あと１０年～２０年後が心配だ。 

 

９月２９日（木） 

10：00 

河内長野市 島田市長 来庁 

日本遺産の件。楠木正成の遺跡群を日本遺産に登録したいので協力を。 

河内の歴史上の人物 No.１は、やはり大楠公だ。戦後はかなり影が薄かったが、今年は産経新聞に「公を忘れた日本人」で連載されている

通り、彼の功績が認知されてきた。 

村には、彼が北条軍と戦った数多くの山砦群の跡がある。上赤坂城址、下赤坂城跡、千早城址、坊領、猫路、大楠公を祭った水分神社、千

早神社、不本見神社、金府神社、寄手塚、味方塚、いたる所に正成ゆかりの遺跡がある。ぜひ彼の功績を村の発展に使って、元気な村造り

の一助にしたい。 

ぜひ河内長野市を中心として、富田林市、南河内 他、正成ゆかりの一帯を日本遺産として登録したい。全面的に協力を約束した。 

 

１０月３０日（金） 

日経新聞の記事に「異端の発想こそ村社会に力」の記事があった。 

日本は島国で「閉鎖的村社会」と言われている。 

「日本で仕事をする場合、実績を示さないと相手にされない。」「日本企業は全くの新技術や、新商品に対する評価に時間がかかる。」 

実績が無いからこそイノベーションであり、また新しい事業を起業しようとしても、社会的信用が得られないと資金調達にも、営業にも苦

労する。 

産業の垣根が崩れ、新産業を生み出す力で世界が競い合う時代、従来の発想では競争に勝てない。我々の気づかない発想力を持つ起業家を、

生み出す必要がある。 

日本は従来のルール、制度で長く秩序を保ってきたが、このままでは競争力を保てない。心の扉を大きく開いて、変革を推し進める必要が
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ある。 

千早赤阪村は過疎からの脱出を目指す。過疎指定を受けた国内の市町村から、いまだ脱出を果たした市町村は無い。村の目指す道は日本で

最先端の道であり、国にも府にも前例のない、ロードマップの無い道である。まさに村にとって前例のない事業。前例のない方法が必要だ。

正にイノベーション。 

ただ、目標だけは明確。１０００人の人口増、３億円の税収増。目標に到達するには何が必要か、必ずできるはず。 

都市計画法の規制は運営次第、目標が明確ならば制約は緩和される。 

従来の行政手法で出来るのならば、すでにいくつかの行政が過疎から脱出しているはず。 

民間の手法を取り入れ、村を元気にするイノベーションは？。 
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１０月１日（土） 

朝 

空模様が悪く、中学校の運動会中止。 

自治労総会（シティプラザホテル） 

８時役所出発、開会３０分前に到着。 

会場に入ると来賓が多い。連合、自治労関係はもちろん、民進党の平野議員、辻元議員、各市町議会議員、退職組合員の皆さん、行政は私

と堺市長のみ。総会が始まるまで約２時間、皆さんの挨拶が続いた。 

１２時前シティプラザを後にした。 

 

１０月２日（日） 

幼稚園運動会（B&G体育館） 

幼稚園児が少ないので、体育館での運動会。例年のことだが、私と同じ年代の父兄？が多い。父兄というより、おじいさん、おばあさんた

ちが孫の応援団を形造っている。 

園児たちは先生方の指示通り、懸命に動き回っているのが新鮮だ。もっと園児数が多いといいと思うが、少ないなりに、懸命に演技してい

るのは素晴らしい。この子たちが１人前になった時、村が今より元気な村になっていれば。園児と一緒に走りながら思った。 

景品にもらったチキンラーメンは、懐かしい味だった。 

中学校運動会 

続いて中学校運動会。ここも生徒数が少ないので、コンパクトな運動会。組体操は３段。議会で質問があったが、村では生徒数が少ないの

で、高い組体操は出来ないので問題が無さそう。トラック競技で、女子は１０００m、男子は１５００mの中距離走。キツイ競技だが、全

員難なくこなしている。先が楽しみだ。 
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１０月３日（月） 

朝 

辞令交付 

９月議会で可決いただいたので、組織改革の辞令交付。行政運営のスピードアップ、効率化を願って辞令を交付した。 

交付後、村長選挙が終わったら嫁と両親の墓参りを約束していたので、公務の間を縫って２．５日分の休暇をもらって役所を出発。 

順調に伊勢湾岸道を通過し、新東名に入るところが、間違って東名に入ってしまった。集中工事中で、三ケ日まで６０キロのノロノロ運転

なので、嫁に運転を替わってもらって寝る。１時間半後、やっと新東名に入る。広い走りやすい道、トイレ休憩で運転を代わって新東名を

走る。かなり余裕を持った広い片側２車線、大きな街に近くなると片側３車線に広がる。１００キロで走ると、ほとんどの車が追い越して

行く。約２時間、高規格道路の走りやすさを満喫した。愛知・静岡地域は、この素晴らしい道路網で目覚ましい発展をしている。静岡県の

東部は既に東京圏の住宅地、新幹線を使えば都心まで３０分。道路と鉄道の充実により、ますます東京圏は広がる。大阪圏の凋落を見るに

つけ、うらやましいが、“大阪頑張れ”との思いが強くなる。 

 

１０月６日（木） 

庁舎建設特別委員会 

本日は庁舎建設計画代替案検討。 

住民の皆さんに庁舎建設の提案を受ける前提として、代替案につての基本的な考え方を提示した。 

1. 可能な限りコストを抑える事 

2. 庁舎建設地は村有地とする 

3. 村全域及び広域圏からアクセスの良い場所に建設 

4. 周辺の道路状況、関連公共施設の配置及び、周辺の活性化、都市環境を考慮した位置である事 

5. 防災災害拠点にふさわしいこと 

6. 来るであろう災害に備え工事期間が短縮できること。 

過日の庁舎建設検討委員会に住民からの提案８件の内、行政側の案として次の３案を提出した。 
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1. くすのきホールを改修新庁舎に転用 

2. 現庁舎の位置で建て替え 

3. 保健センターを改修庁舎とする 

検討委員会で討議の末、第３案を破棄して、第３案として くすのきホール の駐車場に庁舎を建設する案を第３案として取り上げるべきと

の議決を得た。 

議会庁舎建設検討委員会での討議の結果、現庁舎の位置が良いとの意見が全員であり、議会の総意として庁舎は現地での建て替えとの結論

であった。 

庁舎西側急傾斜地の安全性は十分に留意すべきだとの問題提起をもらった。 

午後 

忠岡町へ 

来週火曜日１１日より町長選挙が始まる。無投票選挙と言われているが「祈る、勝利」の檄文を和田吉衛町長に届けた。 

檄文、千早神社の落ちないおさがり，勝ち栗を持参して町長に手渡した。 

和田町長は４回の選挙の内、前回の１回は選挙があったが３回は無投票となる模様、非常に運の強い町長だ。 

 

１０月７日（土） 

１００歳のお祝い 

10：00 

役所出発。まず森屋でお祝いに訪問した所、現在入院加療中、１か月前に肺炎を発症したらしい。１００歳まで元気で生命力は強い、かな

り回復中。８０歳～９０歳～現在までの写真を見せてもらった。超高齢者で肺炎に負けない人、すごい生命力だと思う。１日も早く元気に

なって、村の中を歩き回ってほしい。 

その後、河内長野市の老寿サナトリウムへ。少し早かったが、２階に上がると院長先生、数人の男女介護士の皆さん、長男夫婦に見守られ

て彼女はいた。金色のガウンをまとい、金の帽子をかぶり、非常に元気だ。まず握手を交わし、安倍総理の賞状と記念品を手渡した。 
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午後 

豊能町田中町長 来庁 

退任の挨拶。８月頃から豊能、能勢のダイオキシンを含む廃棄物埋め立て問題が大きくなり、田中町長は責任を取り、退任することになっ

た。 

４年前の町長就任以来、ダイオキシン廃棄物処理に能勢町と共にあたってきた。彼は全責任を取って退任することになった。 

「ご苦労さんでした」 

 

１０月９日（日） 

太子町町制施行６０周年記念式典 

議長と共に早く着いたので、来賓待合室へ。先月当選した兵庫県太子町長、斑鳩町長、富田林市長、大阪狭山市長、河南町長 他、多くの

副町長、教育長 列席で始まった。 

６０年前の昭和３０年、磯長村、山田村が合併して太子町になった。町の看板は 聖徳太子。太子像は四天王寺大学の講堂にも安置されて

いたし、昔の１万円札にも聖徳太子が印刷されていた。太子町の一大ブランドだ。 

太子町は近隣市町と違って、人口減少は無い。理由を考えていたが、結論として隣町の香芝市も人口増である。両市町とも高速道路が町内

を走っており、鉄道の駅もある。上ノ太子駅の住所は羽曳野市だが、実質的には太子町領、交通インフラが充実していないと人は住まない

のだ。 

村は、まだ３０９号線拡幅完成にかなり時間がかかる。富田林五條線の完成は何十年もかかりそう。村が人口増に向かうには、３０９号線

の完成、大阪南高速道路の完成、府道富田林五條線の完成が待たれる。 

 

10月１０日（月）体育の日 

金剛山もみじ祭り 

今年は 9月から 10月にかけて、土曜日、日曜日は ほとんど雨または台風で、金剛山登山客は金剛山離れをおこし、回復が出来ないかと思

うほど登山客が少なかった。 
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特に、今回 3連休の 8～9日は気象庁の予報では雨。特に 8日の土曜日は 14時頃には ほとんど車が千早から無くなっていた。しかも天気

予報の雨に反して、曇り気味だが雨が降らない。雨が降り出したのは夜になってから。最近は一般の皆さんも気候に敏感になり、雨、豪雨、

土砂災害の予報警報が出ると遠出を止めるのだろう。 

確かに、山登りは天候を見極めることが大切であり、間違うと生命の危険、遭難に至る事がある。しかし金剛山では、高齢者による自身の

体力過信による遭難が多く、気候の読み違いによる遭難は殆ど無い。 

千早赤阪村は豪雨警報、土砂災害警報が他の市町より多く出され、遅くまで警報が解除されない。したがってお客さんは警報が完全に解除

されるまで来ない。多分、日本中の観光地は同じ悩みを持っている。ぜひ現実に即した予報を望む。 

今日は予報が良かったこともあり、また、もみじ祭りの件もあり、非常に登山客が多かった。週末は今日のような日が続いてほしい。 

 

１０月１１日（火） 

和田吉衛 忠岡町長出発式 

和田町長は、私とほぼ同じ誕生日、誕生年で１週間も違わない。しかも、和田町長は私と３か月遅れで町長に当選した。後期高齢者で４期

目の出馬となる。 

町村長会代表で TOPで挨拶の指名を受けた。 

忠岡町も千早赤阪村も、木材産業が地域産業の中心であった。忠岡町は、忠岡木材港に入ってきた材木を製材し利用する木材コンビナート

を形成し、地域産業の中核であった。千早赤阪村は、バブルが崩壊するまで山持ちは金持ちだった。山を持っていること、すなわち杉桧の

山を持っていれば、木材はすぐに換金でき、山を持っていればまさに金持ちだった。 

今は木材の単価が下がり、国内の林業は衰退し、忠岡も千早赤阪も地域産業が無くなった。 

木材産業を今一度元気にして、地域の発展につなげたい。両自治体が協力し、木材を地域産業にできないものか。建築基準法を緩和し、10

階程度の木材建築を認め、木材を大量に消費するよう街つくりの中心据え、木材を今一度産業の中心にしよう。 

就任以来、財政再建に努力したのは同じであり、忠岡も村も財政はまともになった。唯一違うのは庁舎だ。忠岡の庁舎はまるで超一流のホ

テル。町長室には枯山水の庭園、仮眠室、茶室、シャワーもあり、府下で 1番の庁舎だ。 

村は質実剛健な庁舎を作りたい。 
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10月 12日（水） 

富田林 JC例会（まつまさ） 

JC例会で講師を頼まれた。場所はまつまさ。 

19：00 

私がメンバーであった 35年前と同じく、「若い我ら」斉唱、「綱領唱和」、「JCI クリード朗読」。1つ違ったのは、「国歌斉唱」が入った。

やはり、日本の JC、国歌斉唱は大切だ。 

約 50分の話。何を話そうか考えたが、今 維新の皆さんが盛んに話している「身を切る改革」を、村で既に実行した例を話した。 

職員の給料 10％ダウン、部長級職員の退職、議会定員の削減「10人→7人」、理事者給料の 40％ダウン。 

身を切る改革で財政状況が回復。平成２５年に職員給料を復帰、理事者は 20％回復した。結果を考えると、身を切る改革は職員の士気に

かかわる、やらない方がいい。村は 2度と給料カットはやらない。 

大阪の経済沈下についてもお話した。1970 年（昭和 45 年）万博の年、大阪は光り輝いていた。以来、今日まで 46 年間、大阪は元気も、

経済も、完全に下降状態となった。今も下降状態は続いている。 

大阪が本店であった住友銀行、三和銀行、大和銀行は全て東京系のメガバンクに吸収合併されて今は無い。大阪にメガバンクが必要なくな

ったのだ。 

大阪の経済活動が小さくなった。日本経済のトップランナーだった弱電は元気が無く、その一角にあったシャープは台湾企業に吸収され

た。物作りの大阪と言われているが、今や大阪にはアセンブリー企業がほとんどない。ヤンマー、ダイハツ があるくらいだ。 

原因はなんだろうか。 

原因は、大阪府下道路インフラの、時代遅れな整備状況だと思う。混雑が多く物流がスムーズではない。 

府民の企業マインドの脆弱さも、原因の１つだ。府下道路網の再構築と府民の自信『日本の経済は大阪から』を取り戻すことにより、必ず

大阪は元気になる。 

 

１０月１３日（水） 

今週末は水分神社の祭り、だんじり が出る。 
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千早の だんじり は泉州の だんじり と違い、おとなしく巡行する。森屋の皆さんはカタロ斜め前の広場に仮設のダンジリ小屋を作り、準

備に忙しい。年に１回のだんじり巡行、すばらしく飾り立てて巡行してほしい。 

村政６０周年を記念して、３月に だんじり 巡行がある。すばらしい６０周年を祝ってほしい。 

週末は私も忙しい。葛城山の東側、葛城市の市長選挙がある。ダイヤモンドトレイル活性化委員会のメンバーでもある。 

午後 

暇を見つけて、太子町の町会議員、葛城市長の山下和也君の所へ『祈る勝利』を持って行った。山下君の選挙事務所は山麓線沿いにあり、

広い駐車場と、仮設だがしっかりした事務所を構えていた。後援会長と奥さんに挨拶をし、勝利を確信した。 

千早地区でも、千早神社の秋祭り氏子総代なので、これが最優先。 

千早には神社の氏子とは別組織で、伊勢講がある。伊勢講は地区内に５組があり、最近高齢化の影響か、各組で伊勢講を維持することが困

難になって来た。伊勢講委員の会合では、今年で伊勢講は解散。ご神体をどうするかは、１２月の伊勢講で決定する。神社役員の皆さんと、

末永い神社のお祭り方法を検討しよう。 

 

１０月１４日（金） 

朝 

自衛隊の皆さん 来庁 

平成２８年度版 防衛白書を頂くとともに、概要説明を受けた。 

 同盟国である米国と協力してアジアでの「航行の自由作戦」を継続すると共に、アジアに１３万人配備している米国軍とアジアの平和

に貢献している。 

我が国を取り巻く安全保障環境 

「北朝鮮」 

 本年１月に水爆実験４回目を実施。既に小型化、弾頭化の実現性が強い。 

 本年２月に「人工衛星」と称する弾道ミサエルを発射。長射程の弾道ミサエルの信頼性が増してきた。 

新型ミサイル等の開発をはじめ、弾道ミサイルによる打撃能力の多様化を意図していると考えられている。 

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  

 

我が国を含む地域、国際社会の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となっている。 

「中国」 

 日中中間線の中国側に、新たに１２基の海洋プラットホームを建設。 

 我が国周辺海空域における活動 

 我が国周辺海域の行動を一方的にエスカレート 

 航空自衛隊による中国機に対するスクランブル回数の増加。 

 公表国防費の規模拡大 

 １９８８年から８年間で４４倍 

 ２００６年から１０年間で３．４倍 

今後の方向性について強い懸念を抱かせる面がある。 

「地域紛争・テロ」 

 内線・紛争で国家統治の空白地域が拡大。テロ組織活動の温床となる。 

 パリ同時多発テロ、ジャカルタでのテロ事案にみられるように、テロの脅威は中東・北アフリカにとどまらず、グローバルに拡散。我

が国自身の問題として、正面からとらえなければならない状況。 

 拠点から遠く離れた地域においても、テロを実行する能力を持つ組織も存在。 

 サイバー空間の活用によりグローバルなネットワークを形成。 

 高度な広報戦略により戦闘員の勧誘、テロの呼びかけを実施。 

我が国も無関係ではない。 

時間を掛けて防衛白書を読むことにしよう。 
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１０月１６日（日） 

今日は、阪南市の市長選挙公示日、葛城市の市長選挙公示日，千早赤阪村のだんじり祭り、千早神社秋祭 が重なっている。 

選挙の出陣式は失礼して、神社の秋祭りへ。 

今年は、村の伊勢講最後の日となった。既に伊勢講は今年一杯で解散と決まっているらしい。 

柳出は解散が決まっており、垣内（かいと）から出ている神社の当番も参加しない話だったが、今年一杯は出てもらうことにして秋祭りを

行った。 

伊勢講は今年の年末に会議を開き、神社社務所に安置している伊勢講の御神体をどうするかを協議する。神社のお祭りは昔から各垣内から

当番の神社役員を選任してもらい、皆さんの協力で執り行ってきた。しかし垣内が無くなると、神社役員の選出が出来なくなる。したがっ

て氏子で神社をお守りする必要がある。 

1. 今年中に各垣内で氏子で残っていただく方、神社のお祭りに携わっていただく方をを決めてもらう。 

2. 次年度から氏子の皆さんを３～４グループに分け、神社の祭り、お世話を担当してもらう。 

3. 出来れば来年の楠公祭からスタートしたいと思う。 

以上３点を皆さんにお願いした。 

産経新聞の特集記事、日本１００名城スタンプラリー 等の追い風で、神社の会計は少し上向いてきた。これも仲谷君、中前君、杉本君た

ちのおかげ。千早神社が、これからもお祭りが続くような仕掛けが出来ればいいのだが。 

千早は戦前、凍り豆腐で、戦後は戦後復興の木材需要で経済的に潤ってきた。凍り豆腐は昭和４０年代に、材木は平成の初めから、価格下

落で経済価値がなくなった。若い人たちは村を出て生活するようになり、老人中心の村となり、昔からのコミュニティが崩壊しつつある状

況だ。高齢化した地域だが、まだまだ人は住んでいるし、限界集落になってはならない。住民皆さんの力を集めて、千早を元気にする方法

は無い物か。 

 

１０月１９日（水） 

定例区長会 

開会に際し、先の９月議会で了解頂いた千早赤阪村の構造改革では、スピード感を持って行政を進めるとともに、窓口を改造して少しでも
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窓口業務を効率化する事と、窓口業務の利便性を上げる事が出来るように試みた。 

区長会では、どこで何をしているか案内板などを作り、どの部署では何をしているか、どこへ行ったらいいかを分かり易くするように要望

をいただいた。 

災害ハザードマップはいろいろな注文を頂いたが、各地の老人憩いの家を避難所に指定しておきながら、東阪地区の避難所は BGアリーナ

になっている。指定解除などを徹底すべきとの指摘を頂いた。本来は各地の老人憩いの家などを指定したいが、役所も待機要員を確保する

必要があり、職員を削減したため各地の憩いの家に避難所を開設すると、人が足りなくなるのでとご了解いただいた。 

千早など、各地で避難所を開設する場合は地区長及び地区の意思で開設をしていただきたい、とお願いした。 

農業委員会法の改正に伴う農業委員の推薦問題。 

現在、農業委員は１４名。これは各地に１人ずつ割り当て委員を確保する配慮だが、果たしてその配慮が必要かを考えた。 

村は農業者の高齢化が影響し、放棄農地が増えている。又、全ての農地が棚田であり採算が悪い。米作中心では採算が取れない。ぜひ農業

委員会の皆さんには、生産から販売、６次産業化までを系統的に考えた、食える農業を提案してほしい。TPP 対策として改正された意味

を、十分取り入れた人選が大切だ。 

最後に小吹台の自治会長より。 

村域の近くで解体業とか、スクラップ処理、汚物処理とかの事業が開始されることが、これからも起こりそうだ。そのようなニュースをい

ち早く察知して、出来るだけそのような企業を排除するように各区長さんは気を付けてほしい。千早赤阪村が良い村であり続けるように、

との一言があった。 

 

１０月２１日（金） 

8：00 

近畿国道協議会（永田町海運クラブ） 

* 近畿の高速道路網は関東圏に比べて密度が低く、ミッシングリンクが多い。又、混雑度でも国内ワースト５の内３つが大阪圏にある。

至急、高速道路の切れ目のない連続性を確保し、シンプルでシームレスな料金体系と共に完備して、物流を加速する必要がある。 

道路についても、橋梁、トンネルの老朽化対策により、計画的維持管理が必要である。 
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* 道路整備に際しては、地域の道路整備に対する幅広いニーズにより必要な道路整備、交通安全対策、維持管理推進に道路予算の大幅な

増額を。 

* 活力ある地域つくり、地域間格差の是正、経済の好循環推進へ、高規格幹線道路、地域高規格道路のネットワーク作りが必要。 

近畿全体では国への要望を決議し、あとは大阪府の要望を府の副知事とともに、府選出の国会議員並びに国交省へ要望。 

ここでも混雑対策のみ、大阪の道路インフラの脆弱性が現れている。今の時代、物流がスムースに行かないと地域の発展は無い。外環状線

もまだ完全に完成していないが、既に朝夕には富田林あたりでもラッシュが酷い。万博時代、日本で名神高速を初め、道路インフラ整備ト

ップクラスだった大阪が地番沈下を起こしたのは、府内道路インフラ整備を怠ってきたからだ。大至急府内道路インフラ整備をしないと大

阪の再生はない。と思うのは私だけではない。 

 

１０月２５日（火） 

6：30 

自宅出発。本日は予算編成で秘書課多忙、タクシーで伊丹へ。 

ドライバーの話では、３０分早くでれば松原線はラッシュにならず早く着けるが、６時３０分では少し出るのが遅いかなとの話。しかし車

は混雑しているが、スピードが遅いながらも流れている。空港線に入ると、市内に入る側は混雑しているが、市内から流れ出る側は順調に

走れて、8時ジャストに伊丹到着。集合時間にばっちり。既に大阪狭山市長、富田林市長は到着済み。昨年は空港線が事故で遅れたのを思

い出した。 

13：30 

宮城県登米市 し尿処理施設に到着。２５億円かけて作った施設。 

公共下水処理施設から出た脱水ケーキ（し尿の中の固形物）、集中下水処理施設の固形物、個人施設（合併漕なぞ）からでた し尿 などを

処理している。千早からトンネルを出たところ、河内長野にある貴島産業では、昭和６０年頃 脱水ケーキを堆肥化していた。登米市では

水分を抜いた脱水ケーキを６００℃の高温で炭化、肥料として販売している。 

この施設では し尿 としての におい は全然ない。このように人に嫌われる施設は臭いを出さないのが条件。施設はすべて減圧化して空気

を外に出さない。排気は薬液洗浄の後、活性炭の消臭施設を通し、臭いを完全に消している。千早の施設も営業を続けるのならば完全な施

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  

 

設を作って欲しい。 

研修後、副市長の案内で長沼ボート競技場へ。先日、小池知事が視察したオリンピック候補施設。大きな沼で２０００mのボートコースを

５つくらいは取れるところ。ゴール地点にある４階建ての建物に上ったが、ぜひここでやれたらいいと思う。東京一極集中の現在、競技の

１つくらい長沼でやれば、地域が元気になるのだ。１つでも元気な地域が出てほしい。 

 

１０月２６日（水） 

亘理名取共立衛生処理組合 岩沼東部環境センター 施設研修 

５年前、東日本大震災で被害を受けた岩沼市長は、国・県の支援メニューを待っていては復興はままならないと復興事業をスタートさせ、

津波被害から２か月後の連休明けに、仮設住宅への被災者を収容を完了した。まず、行政は素早い判断と行動が大切だ（副市長の話） 

岩沼東部環境センターは、津波報道・TVで何回も目にした仙台空港のそばにある。当時はこの場所も、もろに津波の被害を受けたところ

だ。４００年前、伊達正宗が仙台平野産のコメ流通を目的に作った、６０キロに及ぶ運河のそばにある。 

伊達正宗が有名なのは、武将としての力だけではなく、地域発展のインフラを整備し、地域経済の底上げ効果も大きい。昔から物流は地域

発展の原動力だ。 

この施設は東日本大震災の経験をもとに３m の盛り土をし、その上に建設した施設だ。屋上に上ると太平洋が見える。３Km 先が太平洋、

反対側を見ると、はるかかなたに山が見える。海までの５倍ほどの距離はあるだろう。農水省の農政は、このような農地をもとに行われて

いる。棚田向きの農政は無い。 

この施設は海との間に運河があり、高速道路があり、東日本大震災程度の津波では大丈夫。周囲を見回すと大きな工場群があり、津波以降

に建設された。仙台空港を中心に、一大工場地帯が出来上がっている。津波対策が済み、この工場群も仙台経済圏拡大の原動力だ。 

既に仙台は東京圏に組み込まれている。このような施設群を見ると大阪の元気のなさが気になる。 

 

１０月２７日（木） 

千早地区では最近特に、貴島産業の臭気がきつくなった。地域の皆さんも、我慢の範囲を超えたとの思いを良く聞く。臭気対策に関し、河

内長野市長と私が貴島産業の社長、資源開発部長とで、話し合いを持った。 
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まず、河内長野市長から１２月末までに、臭気対策の方策並びに施設改善の時間軸を書面で提出するように申し入れた。 

その後、貴島産業側から現在の臭気対策の説明を受けた。私の感じでは、施設の雨対策だけのような感じを受け、屋根や壁の破損修復だけ

で実効があるとは思われない。もちろん、昭和６０年頃から実効ある対策強化を強く要望しなかった地区にも、少し問題があるだろうが。 

地区と貴島産業が交わした誓約書がまさに紙屑になったと思っていた。相手側は経営者が何度か替わっており、誓約書の存在を知らないか

もしれない。しかし、先ず約束を守っていただくのが本来だ。 

貴島産業が営業を継続していくなら、臭気対策を完全にしていただくのが本来。昭和６０年代と違って、現在では臭気対策の技術が飛躍的

に進歩している。施設全体を負圧化して臭気を建物から外へ洩れない構造にするとともに、排気は薬液洗浄を施して後、活性炭で消臭すれ

ばほとんど臭いが取れる。現在の し尿処理場 などの施設はすべてこの方式で臭気対策を行っている。ぜひ施設改良をお願いする。 

１２月が回答期限だ。貴島産業（株）の回答を待って地区と相談の上、対応策を考える。はじめは千早地区だけの臭気問題だったが、今で

は千早赤阪村の小吹台、河内長野市の南花台まで臭気が広がっている。抜本的対策で臭いの無い地区にしてほしい。 
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１１月１日（火） 

10：00 

臨時議会 

議会当初に、関口議員が高市早苗総務大臣より議員在職３５年以上の表彰受賞。 

議会開始。 

報告事項。９月７日、地域交通実証運行中に事故が発生。損害賠償並びに和解について、専決処分の報告。 

議案第６５号 

教育長の任命。地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、教育長は市町村長が議会の同意を得て任命することになった。 

教育長の任期は１１月１２日となっており、今回新制度による教育長として矢倉龍男氏を任命することにした。議員全員同意。 

議案第６６号 

専決処分。一般会計補正予算第５号の承認。 

９月１９日～２０日の雨による、農地災害復旧費 

補正額                      １１０万円 

議案第６７号 

歳入歳出総額 ３２億６１００万円 

議案第６８号 

平成２８年一般会計補正予算 

補正額                      ２００万円 

歳入歳出総額 ３２億６０００万円 

議案第６９号 

下水道事業特別会計補正 

補正額                      ２００万円 

歳入歳出総額   ２億６０９０万円 
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議案第７０号 

金剛山観光事業特別会計補正予算 

ロープウエイ、頂上天空カフェ整備工事で安全対策追加工事 

補正額                      １３０万円 

歳入歳出総額              ９３００万円 

議案第７１号 

水道事業会計補正予算 

収益的収入                 １６０万円増額 

収益的支出                 ４３０万円増額 

全員賛成で可決。 

 

１１月３日（木）文化の日 

村表彰式典 

今年の被表彰者は８名、全て村運営の功労者、長年にわたり村運営に協力いただいた人ばかり。 

河南町町制施行６０周年、太子町町制施行６０周年、どちらも記念事業で多くの功労者に表彰を行っていた。本村は６０周年記念事業を、

各種団体に手作りで行って頂く。１１月５日には、５０人が出場するカラオケ大会。１１月２０日には、社会福祉協議会がカラオケ大会。 

１１月１２日には棚田夢明かり＆収穫祭と、今月はイベントが目白押し。 

ただ一人の村外表彰者、村都市計画審議会会長の増田先生。長い間村の都市計画に関わって頂いた。 

平成７年、村が都市計画区域に指定されてから、村内の９６％に及ぶ市街化調整区域の扱いで村が困っていたとき、知恵を出していただき、

村の開発に努力して頂いた。今年は市街化調整区域の開発について、都市計画法を弾力的に運用することにより、開発可能な状況を作る努

力をしていただいた。村開発に新たな可能性が出来た。 

市街化調整区域で開発が可能となってきたところで、企業のオファーが来なくなった。表彰式の最中に、私の努力不足に気がついた。 

企業関係者の当たったところ、千早赤阪村は、 
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・ 道路インフラが悪い。 

・ 高齢化で従業員が集めにくい。 

・ 地形の関係で大掛かりな造成が必要。 

などの話が多いが、京奈和自動車道が２８年中にほぼ完成する。村の交通インフラが整いつつある。 

今日表彰させていただいた皆さんの努力を無にしないためにも、いい村を作り。村政１００周年の時には、過疎指定を返上した、元気な村

へのルート造りに励む。 

 

１１月５日（土） 

村政６０周年 記念カラオケ大会（くすのきホール） 

小吹台の皆さんが中心となって、カラオケ大会。 

村のカラオケ同好会が、最終大会を行ってから既に１０年。今回は５０人の出演者を集めて、復活大会？ 

久しぶりのカラオケ大会、皆さんの期待の大きさがわかる。出演者の皆さんは、思い思いのすばらしい衣装を身にまとい、出演を待ってい

る。舞台上も、観覧席も、皆さん楽しそうに時間を過ごしていた。 

既にカラオケは皆さんの生きがいになっている。いきいきサロン のカラオケルームは、小吹台も水分もいつも１杯で、なかなか順番が回

ってこない状態。少し場所を増やせないものか。 

夕方 

富田林市多田市長 母上のお通夜（富田林斎場） 

駐車場が一杯と思ったので、軽四で参会。４０分ほど早く着いたが、やはり思った通り駐車場は混雑、式場についたら人で埋まっていた。 

 

１１月６日（日） 

予定では、今日はかなり忙しい。 

11：00 

多田市長 母上の葬儀式（富田林斎場） 
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昨夜の例もあり、車は斎場入口の駐車場へ駐車、200～300ｍ歩いて斎場へ。先に太子町浅野町長の姿が見える、２人揃って待合室へ。 

富田林だけでなく、顔見知りの皆さんが多数。私は富田林高校の第１０期卒業生なので、高校以来の友達も多い。 

今、富田林高校は付属中学校を併設し、中高一貫校として河内の秀才教育を行う準備中。私たちの同級生が努力中だ。 

私はすべて村中心に考える癖がついているので、村立中学校へ来るはずの優秀な中学生が富田林高校の付属中学へ行くと、それでなくても

少ない中学生がより少なくなる、困ったことだと思っていた。しかし、村からすばらしい人材が育ってくれればいいと、考え直すことにし

た。 

河内が良くなるには、元気になるには、いい人材が育つことだ。 

13：30 

大阪府山岳連盟の７０周年記念登山大会（金剛山） 

香楠荘で参加者一同に振舞いそば。一杯頂いて、あいさつ。 

毎日金剛登山を行っている人たちは、あるとき突然に亡くなる人が多い。一般的に、健康寿命と寿命との差はほぼ１０年ある。金剛登山を

続けることにより、健康寿命＝寿命となる。ぜひ登山を続けてください。 

14：10 

千早地区のカラオケ大会（多聞尚学館） 

１曲歌ってビンゴゲーム、今日の日程は終わった。 

 

１１月８日（火） 

大阪府議会政党予算要望 

大阪府議会議員に対し、平成２９年度予算要望を行う。 

公明党 

３人の議員先生。公明党の先生は市街地出身の先生が多い。市街地は緑が必要、村は市街地と状況が違い、緑が多すぎる。自然の成長に村

の財政が追い付かない状況をお話しした。 
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自民党 

吉村先生が党代表として出席。府道富田林五條線、中学校下線形改良をお願いした。 

富田林五条線は完成後５０年。その間、災害復旧工事はやってもらっているが、改良工事、拡幅工事は皆無。村は人口が減少し、車の通行

量が少ないから道路改良の必要が無いとの議論がある。人が多く交通量の多い所から道路改良が必要となれば、村は永遠に道路の新設、改

良は行われない。府職員の話を聞いていると、村は廃村になれと聞こえる。 

13：00 

大阪維新の会 

鈴木先生、坂上先生が同席。富田林五條線の拡幅線形改良、次に国道３０９号線の改良を要望した。 

平成２９年度、国道３０９号線は千早赤阪村の入り口、川野辺まで完成供用開始となるが、水越峠までは平成２３年度に計画見直しを行い、

見通しは立たない。京奈和道は２８年度中に御所→五條間が繋がる。したがって、これからは京奈和道から名阪国道を経て、鈴鹿（ホンダ）、

豊田（トヨタ）への物流ルートが企業立地の条件。村は企業誘致に力を入れているが「いつ３０９号線が出来上がるの？」の質問が多い。

現在の状態では、いつとは言えない。「１０年先にできる」「１２年先にできる」との明確なタイムスケジュールを示してほしい、と維新の

皆さんにお願いした。 

維新要望終了後、私は新幹線で三河三谷温泉へ。村の老クラブ連合会健康福祉大会と合流する。新幹線で名古屋、快速で三河三谷、ほぼ 2

時間。老人クラブと同じ時間に着いた。 

 

１１月９日（水） 

朝 

三谷温泉でチェックアウトをしようとして、ルームキーを返しに行ったら、フロントで対応してくれた女性の日本語が少しちがう。 

GOOD MORNINGと言ったら GOOD MORNINGと返してきた。こんな所にも外国人と思った、朝のひとときでした。 

8：30 

出発、海鮮ショップへ。入ったところ、たも網で鯛をすくい、活け鯛をビンゴゲームの商品にする準備。いけすの中に大きな たも網 を入

れて鯛をすくおうとするが、相手も命がけ、中々たもに入らない。3～4 回トライしてやっとたもに入った。水から上げようとしたら鯛が
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大暴れ、盛大に水しぶきを上げてくれたので、私も水浸しになった。かかった水をなめてみたら、少し塩辛い。 

昼食は餡巻屋さんの大食堂（”あんまき”は、愛知県知多市の名物お菓子）。食後、寒桜と紅葉で有名な小原へ。豊田市内とはいえ、名古屋か

ら遠い。約 1時間程度だが、道路が非常に良い。高速道路から離れても、いい道が続いている。車の量がかなりあるのだが、広いし線形も

いい。道路の周囲には所々に工場が見える。新しそうな工場、多分自動車の部品を作っているのだろう。愛知県東部、長野県境の近くまで

来ているのに、道路網の整備は完全に出来ている。このくらい整備されていると、片田舎とはいえ非常に物流経路が良い。工場用地にはベ

ストだ。 

名古屋を中心に環状道路があり、放射状に県道、国道が整備されている。名古屋の発展は目覚ましい。トヨタの躍進もあるが、県内にめぐ

らされたすばらしい道路網が、愛知県発展を後押ししている。 

大阪も早く府内の道路網を再構築しないと、大阪の落ち目は終わらない。 

 

11月 10日（木） 

14：00 

大阪府町村長会 

議事の前に、9月 25日 豊能町長選挙で当選された池田勇夫町長の挨拶。池田町長は 4年前に惜しくも落選、しかし、ダイオキシン問題は

どうしても解決したいとの思いから、再度立候補、当選となりました。 

次に、10月 11日忠岡町長選挙で無投票再選を果たした、和田町長の挨拶。私と誕生日が 7日しか違わない、しかも私と同じく 4期目の選

挙。忠岡町には良い町長だ。 

次いで、能勢町長選挙で当選を果たした上森一成町長の挨拶。 

今年の町村長選挙はこれで終わり。昨年の 11月より 1年間で 7人の町長選挙が行われ、4人の町長が変わりました。 

議事 

1. 企業主導型保育事業推進への説明。 

私たち町村ではあまり問題にならない、保育所待機児童関係の話。国が推進する待機児童解消対策の 1つで、企業内保育所内でも一般

住民の子どもも引き受ける事により、1 人でも待機児童を少なくしたい。今回は大阪府だけではなしに、内閣府からも説明があった。 
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2. 「地域犯罪に即した犯罪抑止総合対策」の推進状況と来年の方針。 

大阪府警本部の説明。大阪は本来犯罪の多い所だが、今回は特に振り込め詐欺などを重点に置くことになった。大阪は振り込め詐欺に

あう人が非常に多い。 

3. 土砂災害防止法に基く区域指定が完了した。 

府内で 8000か所を超える土砂災害特別警戒区がある。地区単位のハザードマップ作成と、土砂災害特別警戒区域内の既存住宅、家屋

補強、移転補助制度の運用。府の災害対策と共に町村が協力して推進する。 

4. 万国博覧会本部への申請に当たっては、大阪の機運のもり上りが大切。町村長会も全力で開催ムードを盛り上げよう。 

5. 大阪府後期高齢者医療広域連合事務局へは、太子町より 1名派遣を。浅野町長に了承頂いた。3年間よろしくお願いする。 

6. 15日の町村長セミナー及び全国町村長会の説明。 

最後に河南町長、太子町長より、町制 60周年記念式典参加のお礼があり、町村長会は終了。 

 

１１月１２日（土） 

出会えマス 恋活（富田林 JC主催） 

今、男女とも結婚しない人が多い。千早赤阪のマス釣り場で、男女出会いの場を作り、出来れば結婚までゴールインすればいい。 

朝１番に挨拶を頼まれ、現場へ。１１月の千早、しかも川のそば。屋根があり、まだ日差しがこない。かなり寒い場所で、５０人の男女が

椅子に掛けている。寒い。千早で寒さになれている私でも寒いのだから、大変だ。 

ぜひ、この場でいい出会いを見つけて、熱くなってほしい。５０人の熱気で少し暖かく感じた。 

13：00 

棚田夢明かり＆収穫祭 

まつまさ も出店を出すので、商品運搬を手伝って早めに現場へ。まだ開会には時間があるが、たくさんの人たちが集まっている。スピー

カーで「販売は午後２時から、開会してからにしてください」と呼びかけている。 

今年は、野菜が気候不順の影響で非常に高い。棚田の現場では、大根の大きいのが１００円。スーパーなぞでは２５０円～３００円する。 

２時の開会時間になった時には、すでにかなり売れていた。棚田米も非常に評判が良く、しかも安い。金剛山の良い水、きれいな水で作っ
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たコメはうまい。大阪では明治時代から「桐山米」棚田が沢山ある地域の米、ブランド米で有名。 

例年より人の集まりが早い。重い大根を、早くから沢山提げている人が多かった。 

開会は、花火の打ち上げと、中学校のブラスバンドのファンファーレで始まった。中学校のブラスバンド演奏、浪速中学・高等学校の雅楽

演奏、中津原中津神社の獅子舞、例年通り、すばらしい出来だった。国会議員、府会議員、大阪府の農林水産部長、浪速学園の理事長、た

くさんの有名人にも参会いただき、今年も成功裏に終わった。最後まで裏方で働いてくれた職員に感謝。 

 

11月 13日（日） 

9：00 

富田林商工祭 

会場へ議長と共に到着、会場は残念ながら駐車場が少ない。普通車より軽の方が駐車が楽だ。 

例年のことながら、商工際では野菜の安売りが恒例。特に今年の様に野菜が高いと、沢山の人達が野菜売り場に群がる。野菜の売値はスー

パーの半分以下、野菜を買いたいと言っていた議長は、いつ買えるかわからないと行列に並ばないで帰ってきた。美味しそうな餅が入った

ぜんざいがあったので、食べて帰ってきた。 

 

11月 15日（火） 

16：00 

大阪府町村長会研修会（グランドアーク半蔵門） 

講師は 金丸弘美 先生。 

先生は内閣府の依頼を受けて、ヨーロッパで盛んになっている農村観光の普及、PR、および日本の農村観光のあり方を研究している第 1

人者である。ヨーロッパでは日本より早く農村の空洞化が始まり、いかに農村に人を集めるか、定住させるかを考え、いろいろなトライア

ンドエラーの末、現在では多くの人達を田舎に集められるようになった。 

イタリアでは単に田舎に集めるだけでなく、滞在型の観光に力を入れ、1 泊で終わるのではなく、長期滞在型の施設（古民家の改造など）

また施設の新設を進め、長期滞在にシフトしており、1つの町を売り出すのではなく、1地域を 1セットで売り出している。宿泊施設から
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日帰りで行けるレストラン、観光施設ビュースポット、料理教室などをセットにして、長期滞在をしても飽きないし、地域の人達もお客を

地域に留めることで農産物を 6次産業化して収穫から食事までを提供することで、農業者の収入増を行っており、現在ヨーロッパで非常に

良い成績を上げている。 

イタリアではイタリア料理の学校を開設し、イタリア産の食材を使った料理を教える。特にレベルの高い料理を教えることで、日本でイタ

リア料理店の開店を促し、イタリアのワイン、食材を輸入させるところまで教育を行って、イタリアの外貨獲得の一助となっている。 

宿泊もホテルではなく、民家、古い家を改造、改善して、滞在客を長く滞在させることで経済性を上げている。長野県の川上村は高地で寒

冷地であり、春から秋にかけてレタスを作っている。レタス栽培に当たっては徹底して市場調査を行い、需要先により品種の選定を行って

いる。モスバーガーのレタスはすべて川上産のレタス。 

農家には朝の市場価格（築地、名古屋、京都、大阪、福岡、横浜、仙台、札幌）が配信され、生産者は翌日の出荷資料としている。 

農産物は高く売ることが大切。使用者のニーズに合った品種を生産すれば、高く売れる。 

川上村村長、藤原さんの職員に対する言葉、「各部署でドロボーをしてはいけないが、取れる補助金はすべて取れ。」 
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11 月 16日（水） 

全国町村長大会 

場所は、年末の紅白でおなじみの NHKホール（渋谷）。私が村長に就任したときは、ホ－ルが満杯になっていた。今回は３階席は空っぽ。 

１～２階を使っているのだが、空席が目立つ。約３０００あった町村が今は９２７町村しかない、平成の合併で少なくなったのだ。 

開会と同時に安倍総理の挨拶。１７日にニューヨークでトランプ次期大統領と会談する予定があるのに、時間を割いて町村長大会で挨拶い

ただいた、ご苦労様としか言えない。安倍首相は私より１５歳若い、成蹊大学の後輩。支持率も高い。アベノミックスを定着させ、東京１

極集中を是正して、全国を平均に成長させてほしい。 

総理は挨拶後すぐに退席し、帰って行った。衆議院議長、参議院議長、高市総務大臣、全国町村議長会会長の挨拶の後、来賓紹介。衆参議

員多数に来場いただいた。そのあと議事に入り、重点要望を審議。 

1. 東日本大震災、及び H２８年熊本地震からの復興の加速化を図るとともに、全国的な防災・減災対策を強力に推進する事。 

2. １億総活躍社会の実現に向け、地方創生を推進すること。 

3. 地方分権改革を推進する事。 

4. 道州制は導入しないこと。 

5. 「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡充するとともに歳出特別枠を堅持し、地方交付税等の一般財源の総額を確保すること。 

6. ゴルフ場利用税を堅持するとともに、全国森林環境税を早期に導入する事。 

7. 農・林・漁業の振興による農・山・漁村の再生・活性化を図ること。 

8. 田園回帰の時代を開き、都市と、農山漁村の共生社会を実現すること。 

9. 農林漁業者が将来に希望の持てるように、TPP 対策に万全を期すること。 

10. 領土・外交問題に毅然とした姿勢で臨む事。 

以上を議決して、全国町村長大会は終わった。 

 

１１月１７日（木） 

朝役所へ行く途中、NHKのラジオで 奥野誠亮 先生が亡くなった ニュースを聞いた。 
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大正２年生まれ、１０３歳。 

私が政治に興味を持った頃、塩川正十郎先生、奥野誠亮先生 の２人が記憶に残る。首相にはならなかったが大臣を歴任し、昭和を代表す

る政治家だった。一時期日本の政治をリードした政治家も、加齢には勝てなかった。１０３歳、まさに天寿を全うされた。ご冥福を祈る。 

 

１１月１８日（金） 

職員組合定期大会 

昨日、組合との交渉は人事院勧告完全実施で妥結。18 時すぎより総会が行われた。北は能勢町から南端の岬町まで、大阪府自治労書記長

の高橋君をトップに、各町の役員を来賓に迎え開会。組合と私たち理事者とは、千早赤阪のような自治体は一心同体。「いい村造りにお互

いに努力しよう」と挨拶をして、組合の皆さんと懇親会となった。 

若い人たちと会食する機会はあまり多くはないが、若い人たちの食欲と豪快な飲みっぷりには脱帽。この諸君が役所を担ってくれること

で、安心出来る。 

「労使関係」との言葉があるが、村ではすでに過去の言葉だと思っている。職員の給料は H２５年、それまで行っていた１０％カットを元

に戻し、人事院勧告は完全実施している。たった８０人弱の人員で行っている村では、労使対立している余裕が無い、労使一体となって村

の運営に携わることが大切。組合とは常にいい関係を保つことが大切。 

 

１１月２０日（日） 

ウォーキング大会 

村スポーツクラブ主催のウォーキング大会。ラジオの天気予報とは違い今にも降りそうな天候だが、ウォーキングには快晴ではなく、今日

のような天候で雨が降らなければ理想的。挨拶を指名されて台の上から今日の参加者を見ると、村の高齢化がわかる。消防団の皆さんも参

加してくれたが、今日は彼らが若手の代表だ。 

参加２００人。３キロコース ５０００歩、５キロコース ８０００歩 の２コース。参加人数はほぼ同じ。５キロコーススタート後、３キ

ロコーススタートまでの間、ノルディックウオーク（両手に杖を持って杖をつきながら歩く）の講習会がある。 

全員で準備体操が始まったので、社協の会長と共にくすのきホールヘ移動、社協主催のカラオケ大会。 
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２～３週間前に社協の会長が来て「カラオケ大会に特別出演で１曲歌ってほしい。」くすのきホールへ着いたのは出演７人前、曲は宗右衛

門町ブルース、３０～４０年前の歌。演歌としてはテンポのいい歌、大阪のミナミではよく歌われた。 

今年１月、全国町村長会でも歌って拍手を頂いた。みんないい歳なのだ。村のカラオケ大会で歌うのは１０年ぶり。声がうまく出るか心配

だったが、楽しく歌わせてもらった。今日の出演者は、千早龍成さんのカラオケ教室の生徒さんがほとんど。我流は私だけだが、カラオケ

は楽しく歌うのが１番。リズムにうまく乗れたので楽しかった。 

 

１１月２２日（火） 

家から役所へ行くまでの８キロ、いつも走りながら思うことがある。私は免許を取って５０数年この道を走っている。昔は明るい道だった。

上東阪から千早の間は見通しも良かった。最近、道沿いの木が大きく成長して、天気の良い日でも暗く感じるようになって来た。従来は杉

桧が大きくなって６０年～８０年生くらいになると、伐採されて再び植林された。したがって、暗い所と明るいところがあったので、あま

り暗く感じなかった。しかし平成に入ってから木材価格が低迷し、間伐も行われなくなった。 

国も府も、山林の間伐補助金を出し間伐を推進しているが、間伐材を出材しても出材経費も出ない木材市況。山はそのままで間伐も行われ

ない。結果、樹は細く日光を求めて上に伸びる。一緒に成長している雑木は、日光を求めて道路上に枝を伸ばす。道路はだんだん暗くなる。 

村内で特に暗い道 

• 小吹バス停から小吹台へ上る道 

• 小吹バス停→東阪（東阪三日市線） 

• 上東阪→金剛山ロープウエイ（富田林五條線） 

山の中を通過する村道全てで、樹木の成長に行政の手が追い付かない状況となっている。 

数年前、スイスでインターラーケンからチューリッヒまで、天井がガラス張りのバスで走ったことがある。２時間ほどの距離で半分以上山

の中だったが、樹木の枝が道路上に張り出していることは無かった。 

• 樹はかなり道路から話して植林してあった。 

• 道路と樹木の間はきっちり除草してあった。 

• 道路の幅は、日本の道路と幅は変わらないが、周囲が空いているので明るく感じる。 
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観光を村のテーマとするならば、まず道路を明るくしよう。 

 

１１月２３日（水）勤労感謝の日 

能勢町町制施行６０周年記念式典 

7：30 

役所出発。１０時開式には８時出発でいいと思っていたが、時間の余裕を見て早めの出発。今日に限って高速は松原線、環状線、空港線と

も渋滞なく、１時間と少しで川西市。このまま行くと９時には能勢に着く。少し早いので、川西市のマクドナルドへ。コーヒーとソーセー

ジバーガー、かなりボリュームのある肉と野菜とパン、コーヒーがついて２００円。私には十分な朝食だ、非常に安いと思う。家で朝飯を

作ると、はたして２００円で出来るだろうか？ 

時間調整をして能勢町へ、３０分前に到着。元町長の中さんに久しぶりの再会。植田副知事、総務副大臣の原田さん、豊中市長、錚々たる

メンバーが参集している。 

10：00 

開会。新任町長の式辞、議長の挨拶、来賓挨拶、感謝状の贈呈。 

個人への感謝状は２名。元町長、都市計画審議会前会長。 

団体の部 

能勢町区長会、観光協会、青少年指導員協議会の３団体。 

第１部の締めは、シンクロナイズドスイミング日本代表メンバーの１人、田崎明日花さんの６０周年宣言で終わった。 

第２部は能勢人形浄瑠璃の上演だったが、村での予定があり、議長と一緒に能勢を出発、役所帰着。 

 

１１月２４日（木） 

午前 

小吹郵便局、河南郵便局、および河内南部地区郵便局長会会長（藤井寺小山郵便局長）の３人が来庁 

集配人が地域全域を回るので、１人暮らし老人たちの異変把握時に役所に通報頂くなど、いろいろ情報提供を頂いている。今回は配達途上
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で道路の異常、ごみの不法投棄 発見時に役所へ情報提供いただく協定の提案があった。 

村の願いとすれば、出来るだけ協定の枠を広げていただきたい。また、どこの役所でも問題になっているが、職員の接遇態度の悪さ、上か

ら目線などの問題がある。村のように職員数の少ない所では、講師を招いての接遇研修なども経費の関係でなかなかできない。郵政で接遇

研修などをおやりになる時に私達が参加させてもらうことが出来ないだろうか。民営化後の郵便局は接遇が良くなったとの評判。ぜひ接遇

研修の時は参加させてほしい。 

職員の交流が出来ないか。貯金・為替などの部署は無理と思うが、適当な部署へ配属頂き、村へおいで頂いた方は接遇の見本を見せていた

だくとともに、お客さんとの接し方を教育頂きたいとお願いした。 

 

１１月２７日（日） 

最近、土曜日曜に雨が降ることが多い。 

14：00 

自民党大阪支部連合会大会（リーガロイヤルホテル） 

中山支部長になって１年、松川るい さんが夏の参議院選挙でトップ当選したが、得票では維新に及ばないし、維新が２人の候補を当選さ

せた。会場に入ると府下の議員がひな壇に並んでいる。国会議員全員、大阪府議会・大阪市議会は役員のみ。国会議員は一時に比べて増え

たようだ。党本部からは古屋圭司選挙対策委員長が来賓として来場。衆議院は改選以来２年を経過し、いつ解散があってもおかしくない。

その時はよろしくとの話があった。 

優秀支部表彰、優秀党員表彰の後 議事に入り、すべて異議なしで終了。 

これからの選挙をよろしくで終わった。 

府内選挙予定 

泉大津市長選挙 ２８年１２月１１日告示 １８日投票 

四條畷市長選挙 ２９年１月８日告示 １５日投票 

茨木市議会選挙 ２９年１月１５日告示 ２２日投票 

松原市議会選挙 ２９年２月５日告示 １２日投票 
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平成２９年市町村長の任期満了日 議会議員任期満了日 

島本町長 ４月２０日  島本町議会 ４月２９日 

松原市長 ６月１６日  能勢町議会 ４月３０日 

和泉市長 ６月１８日  千早赤阪村議会 ５月８日 

門真市長 ７月９日  松原市議会 ９月２９日 

堺市長 １０月７日  羽曳野市議会 ９月２９日 

岬町長 １０月８日  豊能町議会 ９月２９日 

岸和田市長 １２月１４日  阪南市議会 ９月３０日 

 

１１月２８日（月） 

大阪府後期高齢者医療広域連合会議 

ここ数年、後期高齢者医療の会議に副広域連合長として参加しているが、この会議に出席する度に大阪府の高齢化が一段と進捗しているの

がわかる。 

今回は２７年度決算審査 

本年の支出総額 １兆  ２２１億円 

保険給付費      ９８６６億円 

昨年の数字だ。現状では保険給付費が辛うじて１兆円の手前で留まっているが、間違いなく２８年度は１兆円を超えるだろう。あと１０年

は間違いなく給付費が伸び続ける。健康寿命を延ばすように、適度な運動と食生活で健康な体を作り、健康寿命と寿命を一致させることで、

保険給付費を抑えることが必要。 

今年の歳入は 

市町村支出金  １８１７億円 

国支出金  ３３３１億円 

府支出金    ８７９億円 
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支払基金交付金 ４１４８億円（後期高齢者医療保険料） 

この数字から考えると、後期高齢者医療保険はまだまだ増える傾向だ、したがって保険料も上げざるを得なくなるだろう。高齢者は私を含

めて、健康で過ごすことが保険料を安く抑える秘訣だ。 

 

１１月２９日（火） 

大阪府市町村課長来庁 

大阪府では、未来の大阪の新しい形を模索している。すぐに変わるわけではないが、４３市町村が個々に行政を行っていくより、同じよう

な事業、同じ業務は共同で行っていく方が効率的だ。 

『ONE大阪』」市長会の田中会長が良く言う言葉だが、大阪は１つ、大阪は大都市から村の様に小さな行政体まで、いろいろな形の行政が

ある。しかも、各行政にはそれぞれの長い伝統、地域独特の形がある。文化、伝統は尊重しつつ、住民の安全、安心、幸せ、と言う共通目

的に収斂して行く新しいロードマップ作り。大変な仕事だが、私たちも協力を惜しまない。 

 

１２月２日（金） 

千早赤阪村議会の任期は平成２９年５月８日。 

本日の選挙管理委員会で、村議会議員選挙の日程が決まった。 

告示日：平成２９年４月１８日（火） 

投票日：平成２９年４月２３日（日） 

立候補予定者説明会：平成２９年３月２２日（木）と決定した。 

昼 

役所出発 

国道３０９号線要望活動 

国道３０９号線は第１期工事で、平成２５年に河南町のオークワまで出来上がった。第２期工事で川野辺まで、ほぼ村の北の端まで平成２

８年中にやっと供用開始となる。国道３０９号線が村内のメイン道路として、完全に整備されるのはいつだろうか。 
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第３期、川野辺から音滝橋までは、平成３２年～３３年にかけての次の計画で取り上げる予定と言われているが、音滝橋～水越峠の約５キ

ロはいつになるのか、現状では不明。過日の市町村長との知事懇談会で知事は、「北大阪の道路整備はほぼ終わりつつあるので、次は南の

整備だ。」まず国道３０９号線だけでも、早く完成させてほしい。平成３２～３３年の計画に取り上げられていても、多分今までの状態で

は、完成まで５～６年かかり、平成４０年頃完成になるのではないか？ 私は９０歳近くになる。多分風になって「早く道路をつくれ、早

く道路をつくれ」と吹き荒れているような気がする。大至急、水越峠まで完成させてほしい。 

平成２６年、千早赤阪村は過疎指定を受けた。以来私は「千早赤阪村は過疎指定を返上する、日本で初めての村になる」と言っている。市

街化調整区域の開発も、都市計画法の弾力的な運用で可能となった。後は村への道路アクセス完備が条件だ。 

新しい工場移転を希望している業者の方々と話をすると、「国道３０９号線は、いつ京奈和道路まで完全整備できますか？」の質問が多い。 

「あと５年で出来る」「あと１０年で出来る」確かな計画がほしい。 

国道３０９の完全改修が、村の過疎返上のスタートとなる。過疎を返上したとき、村は周年記念の祝賀会を盛大にやる時だ。 

 

１２月３日（土） 

9：00 

ダイトレウォーク 

今回のコースは、金剛山登山口→山頂→藤岡家住宅（うちのの館）。のぼり（３キロ）標高差６００ｍ、くだり標高差９００ｍのコース。 

１２月の初めで、参加者がすこし少ないが２５名。師走の忙しい時期によく集めたもんだ。担当者の努力は感謝に値する。 

金剛山系は大阪側から押されて隆起した山、今でも１年に４mm のスピードで隆起している。１００万年後、金剛山は標高５１２５mとな

り、日本で１番高い山になる。 

９時３０分よりオリエンテーションが始まり、登山の注意等を丁寧に説明して、準備体操。担当者が事故なくフィニッシュするように指導

している。参加者を見ると、服装は皆さんすごい登山の熟練者に見える。「今回のダイトレウォークはダウンヒルの高度差が大きく、上り

の本道と違って下りは道の補修が行き届いてない。下りなのでゆっくり下れば問題無いとは思うが、中級クラスの皆さんは注意して出発し

てください。ゴールは“うちのの館”ですが、和歌山線の北宇智駅まで無事到着してください。」と挨拶をした。 

ダイトレの尾根歩きはもちろん楽しいが、奈良県側から大阪側へ、大阪側から和歌山側へ、麓から尾根をつなぐルートが沢山あり、いろい
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ろなコースを選別できる。現在は金剛山脈から紀泉山脈の北部までだが、近い内に岬町まで約１００キロのロングトレイルに延長する。 

 

１２月４日（日） 

10：00 

可搬式ポンプ搭載車配備式 

役所前にあるヒマラヤスギの剪定を、造園業の皆さんが高所作業車を使い、手際よく行っていただいている。かなり作業も進行中で、梢の

方はほとんど剪定済。入口にある松の木ほかの植木も手が入っている。明日はかなり見栄えが良くなる。 

役所前が作業中なので、配備式は上の駐車場で行う。今年は２台、来年で各分団の車はすべて新しくなる。この車は活躍しない方がいいの

だが、いつでも性能を発揮できる状態じゃないと危機管理上良くない。出来る事なら、あまり使わないで新調する方がいい。 

消防団の皆さんから「まかしとけ」と力強い言葉を頂いた。 

13：00 

人権の集い（くすのきホール） 

年度末の忙しい日だが、多くの人に参加していただいている。非常に地味な運動だが、確実に進める必要がある。 

いま TV の報道を見ると、人権が無視されている国が沢山ある。地域によっては人の命も無視されている。日本は人権の面でも先進国だ、

すべての面でいい国いい村へ。 

 

１２月５日（月） 

公益財団法人大阪府市町村振興協会理事会（１２月１９日開催）の説明 

私は副理事長、議長は理事なので２人で説明を受ける。融資残高８００億円のリッチな団体。八尾市田中誠太市長が理事長、理事６名、監

事として公認会計士２名の理事会。 

内容は平成２９年年度議了方針、２８年度執行状況報告、予定では５０分程度。最後に２９年度からの次期事務局長の説明がある。 
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18：00 

自民党 松川るい参議院議員を励ます会（リーガロイヤルホテル） 

今年７月、参議院初当選、第１回目のパーティ。彼女は素晴らしい応援団を持っている。 

四天王寺高校の出身、四天王寺→東大→外務省。東京大学では 丸川珠代 オリンピック担当大臣と同級生。早く大臣になれとエールを送ら

れていた。 

 

１２月６日（火） 

１２月議会初日 

• 会議録署名者の指名。浅野・清井議員指名。 

• 会期の決定。１２月６日→１２月２０日、１５日間。 

* 人権擁護委員候補者推薦  田中鈴代氏選任 全員賛成 

* 固定資産評価員選任  川口充弘氏選任 

* 固定資産評価審査委員会委員選任 南本斉氏選任 

* 千早村国民健康保険診療所条例一部改正 

国民保険診療所の指定管理者 やすらぎ会 より、医師の高齢化他の理由により指定管理辞退の申し出あり。 

急を要するため、公募以外でも指定管理が出来るように専決処分をした。 

* ７５・７６号議案     文教建設委員会付託 

農業委員会法改正により、農業委員は公選制から村長任命制に変わる。委員の定数条例及び委員の内、認定農家を４分の１以上とする

ことの議会同意を求める。 

* ７７号議案      総務民政委員会付託 

職員の退職手当条例の改正。雇用保険法改正に伴い、失業給付内容に変更有、改正。 

* ７８号７９号８０号議案     ３議案一括 総務民政委員会付託 

７８号：議会議員報酬、費用弁償条例改正。７９号：特別職給与条例改正。８０号：一般職員給与条例改正。 
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* ８１号議案 村債管理基金条例改正   総務民政委員会付託 

* ８２号議案 村税条例改正    総務民政委員会付託 

* ８３号議案 廃棄物減量化及び適正処理条例改正 総務民政委員会付託 

* ８４号議案 消防団条例改正    総務民政委員会付託 

* ８５号議案 ２８年度一般会計補正予算  総務民政、文教建設委員会付託 

* ８６号議案 国民健康保険特別会計補正予算  総務民政委員会付託 

* ８７号議案 介護保険特別会計補正（第１号）  総務民政委員会付託 

* ８８号議案 後期高齢者医療特別会計補正  総務民政委員会付託 

* ８９号議案 下水道特別会計補正   文教建設委員会補正 

* ９０号議案 水道事業会計補正   文教建設委員会補正 

 

１２月８日（木） 

総務民政常任委員会に付託された案件の審議 

関口委員長で開催。委員：山形議員、田中議員、浅野議員、井上議員。 

* 第７７号議案 職員退職手当条例改正      全員賛成 

雇用保険法改正により、高年齢被保険者への給付の拡大、求職活動支援費などに関する規定の改正。 

* ７８・７９号議案 議会の議員報酬・費用弁償条例改正、特別職給与条例改正  全員賛成 

平成２８年の人事院勧告による一般職の給与改定と、特別職議員の期末手当を改定。 

平成２８年１１月１４日付、千早赤阪村特別職報酬審議会の答申を受け、特別職給与、議員報酬の改定。 

* 議案第８０号 一般職給与改正       全員賛成 

• 平成２８年、人事院勧告による給与改定。 

• 幼稚園教諭の教育職給料表を廃し、行政職給料表に統一。 

• 通勤手当は国家公務員と同じ。 
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* 議案第８１号議案 村債管理基金条例改正      全員賛成 

基金設置目的により、必要に応じ基金の全部または一部を一般会計の歳入歳出予算に計上、処分可能とする。 

* 議案第８２号 千早赤阪村税条例改正      全員賛成 

地方税法一部改正により、村税条例の改正。 

* 議案第８３号 千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例改正  全員賛成 

し尿汲み取り対象所帯数の減少等による事業効率低下により、河南町・太子町・千早赤阪村３者で検討、改正する。なお負担は行政負

担、住民負担、交互に行っている。 

普通便槽、４３０円→４４５円、簡易水洗８６０円→８９０円、無臭便槽加算２６０円→２８５円。 

* 議案第８４号 千早赤阪村消防団条例改正     全員賛成 

消防組織法一部改正による改正。 

* 議案第８５号 平成２８年度一般会計補正予算（第７号）総務民政常任委員会分 全員賛成 

補正額        １，９６１万円追加 

歳入歳出総額 ３２億７，８６６万円 

* 議案第８６号 平成 28年度国民健康保険特別会計、総務民政委員会付託  全員賛成 

事業勘定 補正額        ４，９４０万円 

歳入歳出総額 １１億１，４１０万円 

施設勘定 補正額    １００万円 

歳入歳出総額       １，２８０万円 

* 議案第８７号 平成 28年度介護保険特別会計補正予算、総務民政委員会付託  全員賛成 

補正額     １８０万円 

歳入歳出総額   ７億４，７６０万円 

 

* 議案第８８号 平成 28年度後期高齢者医療特別会計補正予算、総務民政委員会付託 全員賛成 
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補正額     ７３０万円 

歳入歳出総額       ９，９２０万円 

以上で、総務民政委員会付託議案はすべて賛成で散会。 

 

12 月 9日（金） 

文教建設常任委員会 

委員長：浅野議員。委員：清井議員、井上議員、関口議員、徳丸議員 

当委員会に付託された議案の審議。 

* 議案第７５号 農業委員会委員と農地利用最適化推進委員の定数条例制定   全員賛成 

農業委員会に関する法改正により、公選制だった農業委員は、村長が議会の同意を得て任命することになった。 

農業委員は 14名、農地利用最適会員は 3名とする。 

* 議案第７６号 農業委員会に占める認定農業者、またはこれに準ずる者の割合を 4分の 1以上にする 全員賛成 

農業委員会に関する法律では、認定農業者等が委員の過半数を占めるのが原則だが、村では認定農業者が少ないので 4分の 1以上。 

* 議案第８５号 平成 28年度千早赤阪村一般会計補正予算、文教建設委員会所管分の審議 全員賛成 

補正額        １，９６０万円 

歳入歳出総額 ３２億７，８７０万円 

* 議案第８９号 下水道事業特別会計補正       全員賛成 

補正額         ５万円 

歳入歳出総額       ２億６９０万円 

* 議案第９０号 水道事業会計補正       全員賛成 

補正額 収益的事業補正    ４００万円 

今議会で文教建設常任委員会に付託された議案はすべて承認、20日の本会議で採決される。 
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12 月 10日（土） 

千早に伊勢講があった。本年、伊勢講の集会で伊勢講は廃止と決まった。千早神社に合祀してあった伊勢講の御神体も、既に伊勢神宮へお

返ししたらしい。 

約 40～50年前、父が元気な頃、私の家が伊勢講の講元になり、5年間御神体をお祀りしたことがあった。毎朝母が水と灯明を挙げていた。

伊勢講の代表として 5年間、大みそかに家を出て、お正月に伊勢神宮へ代参した父について行った。当時おかげ横丁がまだ無く、宇治橋の

袂から商店街が赤福の本店近くまで 50～60ｍしかなかった。商店街の最初に榊原（土産店）があり、千早伊勢講の昼食場だった。 

伊勢講は終わった。千早のコミュニティは徐々になくなっていく。高齢化の影響で仕方がないと思うが、過疎化を止めるには今一度コミュ

ニティを盛り上げることが必要だ。 

 

12 月 12日（月） 

16：30 

定例区長会 

歳末夜警の説明。12月 28日～30日、歳末夜警を各地域で行なってもらう。28日には、消防団長を中心に激励訪問を行う。村の予定では

7 時 20 分役所を出発、森屋から始まり、9 時 30 分に吉年で終わる行程になっている。訪問パターンが 4～5 経路あり、例年ローリングさ

せて、訪問先に行くのが早くなったり遅くなったりする。年により、訪問時間が違うことを了解してもらった。 

* 地域防災計画の説明 

千早赤阪村で想定される災害は、洪水、がけ崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事。 

1. 指定緊急避難場所 

災害発生時に緊急に避難する場所 

イ．村民運動場  ロ．くすのきホール駐車場 ハ．千早小吹台小学校運動場 ニ．赤阪小学校運動場 

ホ．旧千早小学校運動場 ヘ．多門尚学館運動場  ト．B&G海洋センター体育館 チ．くすのきホール 

リ．保健センター  ヌ．いきいきサロンくすのき 
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2. 指定緊急避難所兼指定避難所 

自宅が被災し帰宅不能な住民等が、一時的に生活する施設として「指定避難所」を指定。 

イ、B&G海洋センター体育館 ロ、くすのきホール  ハ、千早小吹台小学校体育館 二、赤阪小学校体育館 

ホ、保健センター  ヘ、いきいきサロンくすのき 

3. 福祉避難場所 

指定避難場所等で、混在対応が困難な要配慮者を受け入れる施設。 

イ、特別養護老人ホーム春の家 ロ、ケアハウス春の家 

区長会終了後、懇親会を行い本音で話し合った。 

 

12 月 13日（火） 

議会全員協議会 

* 千早赤阪村避難行動要支援者支援プラン 

避難行動要支援者とは 

１、 65 歳以上の独居または 70歳以上の人のみの構成所帯 

２、 要介護認定 3～5の人 

３、 身体障害者手帳 1級 2級の人 

４、 療育手帳 Aを持つ知的障害者 

５、 精神障碍者保健福祉手帳 1級の人 

６、 災害時非難情報の入手、避難の判断または避難困難を申し出た人または公的機関が避難支援を必要と認めた人 

避難行動要支援者名簿を作成。消防、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織を動員し、災害情報を直ちに正確に通知し、避

難行動要支援者の円滑な避難を行う。 
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* 水道事業統合の申し合わせ 

千早赤阪村の上水道は、平成 29年 4月 1日に大阪府水道事業団に統合する。内要は次の通り。 

• 村の水道事業は企業団に経営統合する。 

• 統合時期は平成 29年 4月 1日。 

• 水道事業の全ての文書は企業団に引き継ぐ。 

• 水道事業の全ての負債、および資産はすべて企業団が引き継ぐ。 

• 水道事業の職員、希望者は企業団職員として採用。 

• 水道事業会計は村域水道事業と他の市町水道会計と別々に水道料金算定を行う間は経理を別々に行う。 

• 水道事業経費は企業団の負担とする。統合後 10年間、村は年 8,800万円、水道企業団へ繰り出しを行う。 

 

１２月１４日（水） 

午前 

議会最終日（２０日）一般質問の答弁調整を行う 

各議員それぞれ、当方にとって厳しい質問が多い。 

国民健康保険の質問では、平成３０年に保険者が統合され、大阪府１つになり、大阪府下で同じ保険料に統一される。 

村は国民健康保険で剰余金が発生し、基金として蓄積してきた。一昨年剰余金が出ないように保険料を府下最低まで下げた所、基金が急激

に減少傾向に向かっている。激変緩和措置もあるが、数年後には保険料は府下同一となる。村はそれまで基金を使って府下最低を保つ。短

い間だったが府下最低を味わっていただいた。 

• いじめの原因は道徳教育から。 

• 小吹台入り口の自動車解体施設工事の現状。 

• 学校給食に村内生産の農産物、コメの利用促進。 

• 庁舎建設に PPP PFI の手法を使えばとの質門があった。 

PPP、は PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP。官と民がパートナーを組んで事業を行う新しい形であり、水道・ガス・交通など、
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地方自治体が公営で行ってきた事業を民間に。企画段階から民間事業者が参加し、設備は官が保有したまま設備投資や運営を民間業者

任せる、民間委託などを含む手法。 

PFI、は PRIVATE FINANCE INITIATIVE。事業資金を民間に依存し、民間手法で事業を運営する手法。 

議員の皆さんのスピードを、きっちりフォローできる村運営が大事だ。 

 

１２月１５日（木） 

8：00 

自宅出発。今日は、１４時３０分より厚生労働省で塩崎泰久厚生労働大臣に大阪府水道企業団の補助金について陳情することになってい

る。水道企業団 竹山企業長（堺市長）、忠岡町和田町長 他、関係１０市町の副市長らが、１４時３０分厚生労働省に集合。１０時の新幹

線に乗れば１２時１０分過ぎに東京着、昼飯を食べて行くと少し余裕がある。８時に家を出れば遅くとも９時３０分には新大阪に着く。ゆ

とりを持って家を出たが、松原線が大渋滞。新大阪に着いたのが１０時３０分。千早→新大阪、新大阪→東京の時間距離が同じ、大阪の道

路整備はどうかしている。 

13：20 

東京着。天丼をかき込み、急いで厚生労働省へ。 

14：20 

厚生労働省 

14 時 30分過ぎに大臣室へ。自民党大阪府連支部長の中山議員が同伴してくれる。塩崎大臣と水道課長が対応してくれた。 

村が水道企業団へ加入申し込みをしたときの国補助金額と、現在の補助金、交付金が大きく減額されている。２９年４月より村の水道は企

業団に移管する。その前に簡易水道のリニューアルを完成させるとともに、加入金８，８００万円を１０年間企業団に払うことになってい

るが、国の補助金交付金減額で村の支払いが増えては非常に困る。 

企業長、副企業長に熱弁をふるって頂いた。「平成２６年に過疎指定を受けた財政のひ弱な村にとって、交付金・補助金はぜひ必要。」とお

願いした。陳情後、水道課に行き再度お願いし、陳情は終わり。 

２９年度予算でいくら増額してもらえるか、村にとって重大な課題だ。 
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12 月 20日（火） 

議会最終日 

委員会付託議案はすべて成立。 

* 議案第９１号 一般会計補正予算(第８号) 

補正額、   ９２０万円 

歳入歳出総額 ３２億８７９０万円 

* 議案第９３号 農地災害復旧事業施行 

土地改良法の規定により議会の議決を求める。費用は(国５０%、受益者５０%)  全員賛成 

意見書３件 

* 第９３号議案 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

* 第９４号議案 地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を求める意見書 

* 第９５号議案 中学校(チャレンジテスト)廃止・撤回を求める意見書 

提出議案すべて議了し、一般質問。 

（一般質問は議員の提出質問書通り。答弁は議会便りをご参考下さい。） 

* 清井議員 

1. 赤阪小学校にも学童保育を。 

平成 23年 3月議会の一般質問（赤阪小学校にも学童保育を）に続けて以下について聞く。 

• 学童保育を行う場所 

• 放課後児童支援員の確保 

• 千早小吹台小学校で行っている、自主運営との整合性 

• 財源の確保 

等の課題があり、今後検討を進める。とのことであった。これまでの検討結果と今後の取り組みを聞く。 
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2. 今後の村健康保険料の方針を問う 

村の国民健康保険料は平成 27 年度に引き下げられ、本年度も据え置くとされ、府下でも低い保険料となっている。このような中、本

議会において保険給付は増加傾向にある。また、平成 30 年度には健康保険の府下一元化が控えており、保険料については各市町村の

現状を考慮した分賦金方式となると聞いている。このような状況のもとで、今後の本村の保険料についての方針を聞く。 

* 浅野議員 

1. 「地域おこし協力隊制度」の積極的活用で村の活性化を 

平成 26年 12月議会の一般質問において、若者の定住化促進策として「地域おこし協力隊の活用」の件で質問した。答弁では「過疎地

域自立促進計画を基本に、地域の活性化及び定住促進について、全国の事例や国施策などを参考にし、積極的に検討を進めたい」との

事であった。今月５日の読売新聞朝刊に３段見出しで“千早赤阪村脱過疎に力を・府内初「地域おこし隊」募る”との記事が掲載され

ていた。その記事の内容は“都市部に住んでいる 20 歳から 50 歳で、募集定員は 3 名”となっていた。村もホームページや棚田夢灯

りなどのイベント、SNSを通して PRが広まり、定住したい希望者も多いときいている。民間のシンクタンクが調査した結果で「生物

多様性が保たれている自治体ランキング」で全国６６５自治体の中で、村は上位になっていた。千早赤阪村の更なる活性化や人口増加

策のためにも、空き家の有効利用や募集人員の増加など、地域おこし協力隊を積極的に活用してはどうか、伺う。 

2. PPP/PFI 方式で新庁舎の建設を 

当初、新庁舎建設計画では「くすのきホール周辺」となっていたが、建設費用が大幅に増加した事などの理由により見直された。庁舎

建設特別委員会での代替案の絞り込み結果では 

② くすのきホールを改修し、新庁舎に転用  

②現庁舎の位置で建て替え  

③ 保険センターを改修し、新庁舎に転用 

の 3案となった。 

今後は住民アンケートの実施などを経て、最終案の決定となる。村は過疎指定を受けているが、新庁舎の建設には過疎積は利用できな

いため、自己資金（すべて税金）で建設する必要がある。今、国では新たな公民連携によるまちづくりについて、民間の資金と経営能

力・技術力を活用する新しい手法を提案している。27 年度の決算では、積立金は 18 億円となったが、自主財源は乏しく収入の 20％
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以下であり、地方交付税や村債に頼っているのが現状である。インフラ整備のみならず、庁舎にも PPPや PFI 方式で実施している自

治体の事例もある。積立金が増加したとは言え高齢化率 40％を超えており、少子化も急には良くならない。長期的な展望に立ち、将

来にわたって負債を次の世代に先送りしないよう、PPP/PFI 方式での庁舎建設を検討してはどうか伺う。 

* 田中議員 

1. 村立学校における「道徳」の授業の状況と重大事態発生時の体制について 

最近増加傾向にある「児童虐待」や「いじめ」問題をなくすためにも「道徳」の授業が重要である。村立学校での「道徳」の授業はど

うなっているのか。また、重大事態が発生したときの対処体制は整っているのかお伺いをする。 

2. 村の案内看板の充実と観光客のおもてなしについて 

本村の総合計画や過疎自立促進計画には、交流人口の増加が重点施策として示されており、村の恵まれた自然や歴史を最大限に活かし

た「おもてなし」の観光振興による観光客の誘客によって交流人口を増加させ、地域の振興・活性化を進めていくことが必要であると

考えている。以下 3点についてお伺いする。 

① 案内板の設置について 

来村者に好印象を与えるためにも、魅力的な看板や親切な案内板が必要であると考える。 

② 本村の入り口の美化について 

来村者にも「きれいで気持ちの良い村」という印象を与えるためにも、花壇やモニュメントの設置などが必要であると考える。 

③ 千早赤阪消防分署付近でのポケットパークの整備について 

分署横の三角空き地は現在は災害用備品置場となっているが、村の中心部でもあり見た目にも悪く効率的な利活用とは言い難い

ために、ポケットパークとしての考えはどうか。 

3. 避難行動要支援者対策について 

11 月 19日に発生した和歌山県南部を震源とする地震で、村は震度 4を観測した。他にも立て続けに大地震が発生している。村は今年

度、地域防災計画の全面的な見直しが図られた。防災対策の推進にあたっては総合的な取り組みが重要と思われるが、中でも避難行動

要支援者の避難支援対策は大きな課題である。そこで、村の要支援者対策について以下 3点について伺う。 

① 避難行動要支援者支援プランについて 
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② 避難行動要支援者名簿の作成状況等について 

③ 今後の取り組みについて 

* 山形議員 

1. 有害鳥獣対策の現状は 

村ではこれまでも、有害鳥獣対策について一定の対策を講じられているところであるが、今年は村内において例年以上にイノシシによ

る農作物被害が出ている状況であると聞いている。村における有害鳥獣対策の現状とその実績や効果について伺う。 

2. 小吹台入口沿いの自動車解体施設工事の現状について 

小吹台地区住民にとって、小吹台入口の「自動車解体施設建設」というかつてない大きな問題が発生しました。今回の工事に関しては、

住民説明会において小吹台入口対策委員会を設置し、工事反対の署名活動が行われ、関係機関に対し陳情書を提出されました。このよ

うな中、その後も着々と工事が進められ、先日の新聞報道でダラジーニ社長が不法就労容疑で逮捕されたということもあり、住民の不

安は増すばかりです。 

* 関口議員 

1. 学校給食に村農産・お米を利用するために 

学校給食は子どもの成長に欠かせない役割を果たしている。最近では食育基本法に基づき食を通して人間として生きる力を身につけ

る為に、村でも食育教育が実施されています。食の安全・食材の調達など生産者との結びつきも食育のひとつです。学校給食に村の産

物をできる限り多く採用することを求め 

① 現在の村産物の利用状況 

② 今後、拡大する計画 

③ 村のお米を利用することについて 伺います。 

2. 公共交通の今後の計画について 

公共交通実証運行が、昨今(9月~10月)と今年(8月~1１月)の２回実施され、現在村民にアンケートが実施されている。高齢化がすすむ

なかで、公共交通の本格実施は欠かせない。昨今の実証運行では、小吹や中津原地域など公共交通の全く走っていない地域にも運行さ

れていた。しかし今年の運行はそうした地域には乗り入れがなく、デマンド方式による運行が実施されるなどの計画にあたり、アンケ
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ートも参考にされることになるが、今後の計画について伺う。特に全く公共交通が運行されていない地域については、何らかの方法で

運行することを要望する。 

* 徳丸議員 

就学援助制度の改善に向けて 

日本国憲法、教育基本法、学校教育法には、児童・生徒の就学援助を真に「教育を受ける権利」を保障するために、以下お聞きする 

① 村の就学援助数について  

② 認定要件について 

③ 周知・申請方法について 

④ 給付内容について 

⑤ 給付時期について 

⑥ 給付額について 

本日で１２月議会は終了、今年の村長の日記はこれ終了とする。 

今、村の中では庁舎問題が懸案となっている。くすのきホールを改造して庁舎にするか、現庁舎の場で建て替えするか、保健センターを

使うか、出来るだけ早く決定して庁舎建設に進みたい。 

 

来年は村にとっても、皆さんにとっても良い年でありますように！ 
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