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１月５日(月) 

8：45 

仕事始め 

新年の挨拶 

平成２７年正月、おめでとう。 

長い休みも終わりました。２７年が始まります。 

この９日間、雨在り、雪あり、寒波あり、すばらしい晴れの日があり、まさに村の将来を占うような休みでした。 

村は合併破綻以来６年、財政的には安定してきた。住民、職員の皆さんはもとより、なりふり構わぬ行革と言うか、歳出カットにより少し

は余裕もできた。長年の行政運営への協力に、議会並びに職員の皆さんに感謝する。 

今年からは過疎の指定も受けた。国がきっちり後押ししてくれる。しかも国では、地方創生の動きが本格化してきた。 

過疎指定による国の支援、補助率アップ、過疎債による財政補助、地方創生による追い風をもろに利用して、新生千早赤阪村を造ります。 

当面の目標は、ハード面では、ビジターセンターの完成と、庁舎の新築、村道の補修と改良、過疎から脱出の宅地開発。 

ソフト面では、テーマ楠公さんの観光開発、奈良県、和歌山県、大阪府が協力して進めるダイヤモンドトレイルの岬町までの延長。その中

心はやはり１番高い金剛山です。 

しかし、今１番大切なことは、現状維持が１番安全・安心と思っている住民の意識改革です。現状維持は過疎の進行でしかありません。 

そのためには、まず行政に携わる私達職員、議会の皆さんのの意識開発から始めたいと思います。能力が足りないときは府、国の支援を、

民間の力をお願いして進めます。 

今年こそ、皆さんの能力が問われる年です。とくに村の発展には、皆さんのネゴシエイション能力、つまり交渉能力が必要です。小さい村、

職員の少ない村ですが、皆さんの力と交渉能力で、元気がいい村を作ります。 

治療 

挨拶終了後、昨年末米俵と格闘して痛めた腰の治療の為、ラグビー専門の先生の診察を受けに。先生の恒例、元日金剛登山の時、予約を入

れた。「午後から花園だから早く来い」に従い、１０時着。 

レントゲンほか一通り診察の後、「筋肉は鍛えられるが骨は鍛えられない、歳を考えて。」と、非常に痛い注射と、コルセット１式を頂き、
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京都・綿文のネクタイと今年のラグビー記念ネクタイピンを頂いて、再び役所へ。 

午後 

府庁へ 

大阪府・市合同の互礼会には間に合わなかったが、府庁本館周辺、町村会へ挨拶。終了後、咲洲庁舎へ挨拶。ほぼ時間中に帰庁。 

試作品を頂く 

モンベルより新製品予定の半袖の試作品をいただいた。厚手のジャケット、非常に具合がいい。会長へよろしくと、北口部長に電話で御礼。 

河南町武田町長より TEL 

４日、河南町で火事があった。「富田林消防に委託してよかった、総合力は住民に理解してもらえる。」 

 

1月 6日(火) 

午前 

挨拶回り 

竹本代議士、浦野代議士、鈴木府会議員、吉村府会議員の事務所を回った。竹本代議士、浦野代議士が帰阪しており、直接挨拶をした。 

府民センターの緑室、土木、府事務の合同事務所、子ども家庭センター、保健所を回り、安全安心の警察、消防署を回り、帰庁した。 

午後 

村内を回るつもりだったが雨が降りやまず、明日に延期。 

18：00 

ティグレの新年互礼会（ホテルニューオオタニ大阪） 

例年のことだが、多くの人が集まっている。上田卓三さん以来 20数年のお付き合いだが、全国組織へ拡大しているのがわかる。小西副知

事、市長の皆さん、国会議員、府議会議員、市町議会議員の多数が出席。特徴的なのは、自民、公明、維新、民主、各党相乗りでの参加だ。

党派に関係ない組織、ぜひ大きく発展してほしい。 

帰りに上田卓三さんの奥さんと会った。富田林高校の同級生、非常に若々しい。私も彼女に負けないように元気を保とう。 
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１月 7日(水) 

大阪府水道企業団加盟問題の説明を受ける 

村は大阪府水道企業団へ加盟する。財政力の弱い村は、長年にわたり安定的にいい水を供給するには企業団に加盟し、府下１水道を目指す

のがいいと判断した。 

第１回目の加盟団体は、太子町、四条畷市、千早赤阪村の三団体。近い内に４３市町村が揃うだろう。 

早いもので、今年の誕生日から高齢者医療の保険証が必要になる。その日から共済組合と離れて、保険料も私の銀行口座から引き落としと

なる。印鑑確認には本人確認が必要なので りそな銀行 へ。最近の金融機関が本人確認が必要なのは事故が多いからだろうが、大変だ。 

午後 

村内挨拶回り 

約二時間、中津原まで回り帰庁。 

16：00 

連合大阪 新春の集い 

会長挨拶の後、小西副知事、堺市竹山市長、豊中市淺利市長の祝辞。続いて、尾立参議院議員、辻元衆議院議員、平野衆議院議員の挨拶。

その後、乾杯。ぜひ頑張ってほしい。 

 

１月８日(木) 

今年の重点事項検討会 

平成２７年村造りのテーマ「超１流の村つくり」。 

人口 7,000人、財政力指数 0．5（税収 2億円アップ）。 

* 庁舎建設：過疎計画作成の為、停止していた検討委員会を再開。2月中に結論を出し、27年度当初予算に建設調査予算を計上する。 

* ビジターセンター：昨年末、最初の説明会を行ったが、収益計画始め全体像を決定し、新年度から設計開始。 

14：00 

子育て支援課長来庁 
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松井知事の議会答弁で、子育て支援は予算の無い中だが可能な限り優先課題とする。 

村内挨拶回り 

小吹台、中津原、上地区を回り、5時前に終了。今年も皆さんの協力を！！ 

 

ダイヤモンドトレイルと竹之内街道を結んで、エコトラックとして府県を超えて PRする試みが始まった。府県、行政境に関係なく、新し

い取り組みが始まるのは良いことだ。 

 

1月 9日(金) 

大阪府町村長会新春セミナー（京都嵐山 花の家） 

セミナーを嵐山で開催するのは、花の家のマネージャーが村出身の伏井さん、講師が嵐山に住む 岡田智弘 先生だからだ。岡田智弘先生は、

京都大学大学院 経済学研究学科教授。 

日本は今、東京 1極集中であり、これからもこの傾向は止まらない。３１１大津波の復旧を見てもわかる通り、現地のフリーハンドで復旧

するのではなく、東京の意向を酌んだ復旧となる。 

先日発表された増田レポート「自治体消滅論」では、少子高齢化により消滅する自治体が多いとされる。千早赤阪村、河南町、富田林、河

内長野が消滅自治体とされているが、30年先、50年先はまだ健在だ。各自治体はそのような話に惑わされることなく、自立可能性を追求

すべきだ。 

人が地域から出て行く理由は、生活のための収入が得られないからだ。バブルがはじけた後、各自治体は行革という支出削減に走った。公

共事業を止めた結果、地域の土木業者が消滅。大規模公共工事は一般競争入札によりゼネコンに流れ、ますます小さな自治体の歳入が減少

していった。大型店舗の進出で、商店街はシャッター通りとなった。 

地域に必要なのは、地域に根差した土木業者であり、地域住民のニーズに応えられる地域の店舗、地域で取れる産品を適正価格で販売でき

る特産品販売店であり、地域の料理を提供できる地域のレストランだ。ファミレスもいい、牛丼屋もいいが、適正な価格で提供してほしい。 

地域内でカネを回す工夫をしないと、地域はつぶれる。大規模店舗は地域からカネを吸い上げるだけ、大手土建業者も同じ。 

行政が使うお金は可能な限り地域の業者に回すことにより、地域にカネが回り、経済効果が増してくる。 
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1月 10日(土) 

11：00 

村 110番の日 

くすのきホールへ行くと、既に交番勤務の皆さんが準備を行っていた。 

まず警察署の制服を着る。前日にサイズを調整してもらっていたので、ピタリとはいかないがフィットした制服を着せてもらって、少し警

察署長の気持ちになった。住民が集まってくれるか心配だったが、子供から大人まで多くの皆さんに集まってもらい、安心した。 

開会前に大橋署長より敬礼の仕方を教わったが、消防団の出初式以来敬礼をしたことが無く、意外と難しいのを実感した。 

大橋署長の挨拶で開会。とくに”オレオレ詐欺”など高齢者をターゲットにした詐欺事件を重点に、最近は利殖を餌にした詐欺事件が多いこ

と、次から次へと手口が変わって行く。うまい話は無いことを強調された。 

私も去年、携帯のメールに「7億円提供する、使ってください」と入り、欲しいと思ったが、あり得ない話。約 4か月にわたり 7億円が 3

億円になり、1億 5千万円になり、7千万円、最後は 2千 5百万円まで、20数回にわたり勧誘された。欲しいと言ったところでトラブルに

巻き込まれていたと思う。7億円欲しいときはジャンボ宝くじを買えばいい。運が良ければゲットできる。 

警察官が常にトレーニングをしている逮捕術などの実演、最後に警察官出演による利殖詐欺の寸劇など、常に安全、安心にかかわる PRを

してもらった。 

外ではナンバープレート盗難防止ねじの取り付け、パトカー、白バイの展示など、子供たちが白バイにまたがって楽しいひと時を過ごした。 

 

1月 11日(日) 

10：00 

富田林消防出初式 

9時 30分役所発、石川河川敷に 10時前に着いた。 

例年は金剛山に向かってテントが張られているが、今年は PLに向かってテントが張られている。 

10 時開会、テントは日陰に入って居るので寒い。府会議員、代議士、来賓の皆さんはコートを羽織っている、脱いだら即風邪をひきそう

だ。しかし、ふきっさらしの河川敷に整列している消防の皆さん、消防協力隊の皆さんはもっと寒そうだ。消防は天候、時間に関係なく出
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動するものだが、少し気候のよい時期にできないものか。 

私達がお願いしている富田林消防は、やはり装備も充実しているし、規律がしっかりしている。安全と安心はやはり、普段のトレーニング

から生まれる。 

 

1月 12日(月) 成人の日 

成人式 

10時前くすのきホール着。女性は華やかな振り袖姿、両親の嬉しそうな顔、顔、顔。費用が掛かっているのがわかる。 

羽織袴の男性も多い、村はかなりリッチだと実感できてひと安心。しかし、本日の参加者数が 40人、もっと多ければ。私が村長に就任以

来 10年、年々少なくなって行く。なぜ若い人たちが村を出て行くのだろうか。 

平成 7年の都計法施行以来、村の寂れ方はすごい。 

住民が家を建てるにも 2~3 年かかる。藤野興業のカレット工場は 5 年かかった、これでは村へ進出してくれる工場は無い。サンプラザは

時間が掛かりすぎてスピードに合わないと、進出をやめた経緯がある。家、倉庫、工場が建たない、開発が出来ない村に、人は住まない。 

 

1月 13日(火) 

3連休だったが今回はフリーな日が無く、新しい週が来た感じが無い。 

午前 

町村会九鬼局長 来庁 

明日の定例町村会、内容説明。衆議院選挙の後、政変もないので落ち着いていると思ったが、大阪は都構想、住民投票を綱引きの材料に、

維新 対 府議会野党の 自民、公明、共産 との対立が続いている。早く都構想に決着をつけて大阪の発展を。 

今日、日経の記事に 沸騰・訪日消費、「日本製品・爆買い」。東京のデパートで年初の福袋を買いに、香港から、中国から、たくさん来日

している。マツモトキヨシ、セブンイレブンの商品でさえ、爆買いの対象になっている。消費増税後、もたつく国内消費を支える存在とし

て注目される。習慣の違いでトラブルもあるが、“ある程度目をつぶる”状況だ。 

売り上げは 2兆円プラス、日本の個人消費 1%を超える規模になっている。 
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この記事を読んで、訪日消費を単純に喜んでいいのか疑問を持った。なぜ日本の商品が安いのか。円安の影響もある、しかし、デフレが終

わってないではないか。物価上昇が遅いと感じた。 

国内の量販店はどうして利幅を大きくしないのか？ 利幅を大きくして従業員の給料を上げて購買力を上げる事が、日本の経済を強くする。 

外食業界でもデフレは終わってない。安く料理を提供することは良いことだが、収益を削って営業するので、すぐに閉店する、業種を変え

る。外環沿線を見るとよくわかる。収益を確保し、潰し合いを止めることで経済が良くなる。 

 

1月 14日(水) 

11：00 

公明党新年年賀会 

開会当初、大阪府代表の挨拶の時、4月統一地方選候補、大阪府議会、大阪市議会、堺市議会候補者が壇上に揃い、一斉に挨拶。維新の候

補者も若いが、公明の皆さんも若いし元気がいい。 

候補者紹介後、代表より「大阪都構想に対し、法定協議会の最終案を住民投票に付すことに対する賛成は、大阪で今時間を掛けて都構想を

やり取りするよりも、早く解決して大阪の発展を協議する方が大阪の為になる。従って、都構想を早く住民投票にかけ、結論を得たい。然

し都構想には、大阪府の公明党を上げて反対する。」と、先日から府内を惑わせていた問題の結論が出た。 

いつも公明党の年賀会には、大阪府知事、大阪市長の姿が見えるのに、今回は見えなかった。しかし随所に公明党と自民との連立政権が強

調され、国を、地方を良くするのは自公連立と協調された。 

14：00 

定例町村長会 

今回の町村長会で、大阪府の埋立条例が説明された。昨年、豊能町で問題になった大規模土砂崩れに対する法整備。 

府の条例では、3,000平米以上の埋め立て許可と罰則を伴う。皆さんから、面積要件は関係なく、埋め立てに際しては町村と協力して厳し

い指導を要請された。 
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1月 15日(木) 

12：00 

モンベル本社 

本日は、モンベル本社で新製品の展示会。新しいウェアーが展示されている、カラフルな、しかも機能的な商品が多い。冬山用のヘビーな

ウェアーは -20℃ ~ -30℃の極地でも大丈夫だろう。スキー、スノボ用の商品から、バイク、カヤックと各種スポーツ用の商品が揃ってい

るが、半分くらいは街着として機能的だし、ファッションとして楽しいウェアー類、靴類が多い。カラフルなのは見ていても楽しい。特に

気に入ったブースは、作業衣のブースだ。農家の作業衣として、林業現場の作業衣として機能的、かつ、カラフルなのが気に入った。 

きつい作業も、これを着てやれば非常に楽しくなるのでは。これからの農業は見せる部分もある。林業でも、カラフルで視認性がいいのは

安全につながる。ぜひ、着ていて楽しいウェアーをたくさん作ってほしい。 

今、モンベルで全国展開を始めたエコトラックとは、自転車、トレッキング、カヌーといったアウトドアスポーツを活かした、スローでエ

コな旅。地域の自然や文化歴史を肌で感じるのに最適だ。 

旅行者と地域の関係を親密なものにし、リピーターの獲得や口コミ効果による、更なる観光振興も期待できる。 

ＪＡＰＡＮ ＥＣＯ ＴＲＡＣＫ（ジャパンエコトラック、以下ＪＥＴ）は、日本各地のＴＲＡＣＫ(ルート)の情報や周辺地域の情報、魅力

を統一された見やすい形で発信し、国内外からの旅行者を中心に、多くの人々の来訪を促すことを目標にしている。 

河内には日本最古の街道 竹之内街道、奈良・和歌山・大阪の間にあるダイヤモンドトレイルがある。2つの道をコラボして、歴史と自然を

味わいながら健康にもなっていただこうという、欲張りな企画を考えている。 

大阪府、奈良県、和歌山県と府県の垣根を取り払い、行政が協力できれば、全国的にも珍しい取り組みになるだろう。 
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1月 16日(金) 

午前 10時 

大和川河川事務所来庁 

先日、近畿地方整備局浪速国道事務所長来庁時に、土木工事入札改善を質問した答えを持ってきた。 

村は行革を長い間続けた結果、土木建設工事が極端に減った。最盛期は 20社以上あった業者が、現在では 10業者ほどになった。25年の

台風では道路に水があふれたが、重機を持った業者は大阪府に抑えられ、村道復旧に苦労した。村が苦労して残した基金で工事するのだか

ら、土木工事、建設工事を村内業者に落札させたい。何か方法は無いか。 

村内業者と村外業者との間で総合評価入札方式を採用し、村に対する貢献度、工事能力 他でインセンティブを設け、村内業者に少し有利

な入札方式外を利用して、村内業者を育てるのがいい。いつでも指導するからぜひ相談してほしい、との話。できるだけ村内業者に工事を

やっていただきたい。 

11：00 

川野辺区長来庁 

川野辺地区内の田んぼに道路をつけて欲しい。川野辺南部に広がる農地の中心に、南北、東西、ほぼ 800m。現在は狭い作業道はあるが、

車が通行できる程度の道路（農道を）を。どんな方法があるか検討して、早く要望に応えることを約束した。 

 

1月 17日(土) 

今日から後期高齢者。保険証が変わった。健康保険は共済組合から外れて、後期高齢者医療へ。今までの保険料は年間 30万円程度だった

が、今日からほぼ 60万円に上がる。意外と年寄にきつい制度だ。 

夜 

娘夫婦と中華料理へ 

道頓堀の東側、島之内一帯は、中国人街と言うか、チャイナタウンと表現していいのか、中国人の多いところ。 

そこの中華料理店へ。酢豚は我々が普通食べている酢豚とかなり違う。うまい。メニューを見ると、犬のスープ 他、私たちが食べたこと

のない料理も並んでいる。犬は注文しなかったが、料理は非常に美味かった。ぜひもう 1度行ってみたい店が 1つ増えた。 
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1月 18日(日) 

朝から好天続き。先日ＮＨＫテレビのスポットで流れたおかげで、水仙見物のお客さんが多い。 

本来はたこ焼き屋さんが来るはずだったのに、葬儀のため今日は来ない。現場に 1~2時間居たが、今年より来年は、少しは水仙の丘を変え

ないと人が来なくなる。 

水仙の丘、法権塔、くすのきホール。一帯を総合的に開発して、いつも客さんの来てもらえる場所にしたい。 

 

1月 19日(月) 

竹本直一後援会 関西 21フォーラム 

講師：石破茂 地方創生国家戦略特別区域担当大臣 

石破先生は昭和 32年生まれ、57歳。日本は東京一極集中が進み、地方の疲弊が目立ってきた。 

地域（地方）を良くすることで、日本を全体的によくすることを目指す。従来の方法ではなく、国が直接地方の創生に援助する。 

コンサルタント業者に計画を丸投げするのではなく、地方で計画を作り実効性ある計画には必ずお金をつけるとともに、法制面での規制緩

和及びあらゆる援助を行う。地方と一緒になって汗を流す人員を、計画作成に派遣する。従来は人口 50,000人以下の自治体に国は人を派

遣していなかったが、今回は人、金、規制面で、すべてやる気のある地方を健全にして日本を立て直す流れが奔流となって、日本を再生す

る。 

先生は昭和 61年鳥取全権区で当選以来、10期連続当選。 

平成 19年防衛大臣、平成 20年農林水産大臣、平成 26年国務大臣(地方創生国家戦略特別区担当) 

趣味： 料理(特にカレー)、読書   好きな食べ物： カレー、コロッケ 

好きな音楽： キャンディーズ、南沙織、他  マンガ： おそ松君、サブマリン７０７、沈黙の艦隊、他 

酒：  日本酒(辛口)、ワイン(辛口)     

著書： 国防、座して死せず、軍事を知らずして平和を語るな、国難、日本人のための集団的自衛権入門 他 
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1月 20日(火) 

11：00 

浪速高等学校中学校理事長室 

２年程前に学校を訪問したことがあるが、学校の様子が完全に変わっていた。８階建ての大きな校舎がほぼ出来上がっていて、今年の３月

完成。旧校舎を取り壊し、今年中にほぼ全体像が完成するそうだ。理事長室も贅沢ではないが、機能的に出来上がっている。理事長の性格

がよく表れているレイアウトだ。この部屋で仕事をするといい仕事が出来る。 

今日訪問した目的は、浪速高等学校中学校の体育施設をぜひ村へ誘致したい思いを、理事長に伝える目的。村が全ての面でバックアップす

るのでぜひと話したところ、理事長は「私が一番敬愛する歴史上の人物、楠木正成の故郷で施設を作る事が出来たら学校としてもうれしい

ことだ。」前向きな答えをいただいた。 

ここ１０年何の動きもなかった村が、過疎を契機に少しずつでもよくなって行けばいい。 

午後 

予算のヒアリング 

特に村道の新設、改修を進め、少しでも住みやすい村を作るように。村は小吹台を除き、条件の悪い所に集落がある。条件の良い所はすべ

て田、畑、果樹園になっている。住民の転出を防ぐためにも、村道、府道、国道を良くするのは１つの政策だ。 

幼稚園、保育園、がん検診、料金もヒアリングの対象。すべて住みやすい村造りが命題となる。 

夜 

農業委員会新年会 

村で特に高齢化、後継者不足、新しい展開が出来ない部門。メンバーは全員６０歳以上。農地の有効利用を図り、少しでも元気のある農業

が出来るよう知恵を働かそう。 

 

１月２１日(水) 

朝 

岐阜蝶の保存に熱心な宮平さん以下来庁 

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  

 

葛城山頂上付近に岐阜蝶の産卵地帯がある。岐阜蝶は非常に重要で、絶滅の危険がある蝶だ。葛城山、金剛山に産卵地があり、羽化のシー

ズンになると周辺に虫取の網を持った人たちが集まり、岐阜蝶を販売するために採集している。 

パトロールをしているが山に入られたらお手上げだ、山主に立ち入り禁止の看板を立ててもらえないか。 

森林組合に山主と連絡を取り、了解を得てくれるよう要請した。 

１２時過ぎ 

役所出発、新大阪へ。明日、全国町村長会、自治協会、評議委員会が１１時より始まる。時間に間に合うには７時前後の新幹線に乗る必要

があり、早朝５時ごろに家を出ることになる。従って前泊することにした。 

14時過ぎの新幹線で 17時前に町村会館着。年末に痛めた腰のリハビリを兼ねて皇居１周に挑戦。１時間半１万１千歩、リハビリＯＫ。 

 

１月２２日(木) 

全国町村長会理事会 

始めに、総務事務次官大橋利雄さんの地方行財政の説明。 

２７年度の予算で私たちが１番注目すべきは、地方交付税。史上最大の一般会計予算だが、２７年度は１５．５兆円、２６年度より６千億

円減少。交付税特別会計で１．３兆円の上積みがあり、総額、１６．８兆円、したがって２６年度と同じ。 

まち・ひと・しごと創生事業に１兆円、単純計算で村には４千万円ほどになる。ぜひ平均額は頂かなくては。 

次に国民健康保険の都道府県化。 

現在では、市町村間で医療へのアクセスと保険料水準に大きな格差があり、ハードルは高い。平成３０年をめどに保険者を、都道府県とす

るが、保険料は市町村ごとに設定。保険料を現状から急劇に上昇しないように十分助成しながら、マイナンバーに合わせて事務の一括管理

に進む。 

15：00 

地方創生担当 石破大臣の説明 

国は：２０１５年~２０１９年、１億人の人口を確保する展望と総合戦略を提示。 

地方は：平成２７度中に５年間の人口ビジョン：地域の人口将来展望を提示 と共に、政策目標を作る。 
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目標政策に当たっては、地方が自立につながるよう自らが考え責任を持って戦略を推進する。 

国は情報支援、人的支援、財政支援を切れ目なく展開し地方を助ける。 

地方が自立するための計画・実行に当たって、従来はコンサル業者の助けにより行ってきたが、実効が上がらなかった。石破大臣及び安倍

政権の目標は、地域を良く知っている地域の職員が独自に考え、プランを作り、実行することで、息の長い地域成長戦略が出来る。国は息

の長い援助を行える。 

国もやっと民間手法を取り始めたと思える、最後に大臣曰く「自立したい所は積極的に応援する、自立したくない地域に援助する余裕はな

い。」 

＊全国町村会による、自治功労者表彰 

河南町武田勝玄町長が表彰を受けた。 

夜 

会食 

忠岡町和田町長と、島本町川口町長と３人で会食。自民党本部のそばにある鰻屋さんへ。美味い うな重 で疲れをとり、寝る。 

 

１月２３日(金) 

朝５時半 

起床 

皇居を１周。まだ足は本調子ではないが、１時間半で１万２千歩、８分の仕上がり。シャワーを浴び、１０時過ぎの新幹線で帰阪。 

14：00 

役所着 

副知事との約束で、岬町から太子町までの市長・町長に、阪和/阪奈の間にある分水嶺上の道を、ダイトレの延長としてハイキング、トレッ

キングロードとしてＰＲする目的で集まってもらう計画があり、各市、各町へ要請した。大阪府の端、和歌山の北端、奈良の西端を、話題

と観光の中心に持って行く試み。うまく行くといいのだが。 
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１月２４日(土) 

晴天、今日は公務なし。 

朝 

水仙の出店開店を手伝う。焚き火用のまきが無い、山で用意していたところへ電話、おでんが足りない、豆腐が足りない、水仙と千早を５

往復した。 

合格祈願「落ちない千早城のおさがり」。昨年から丁寧に祈祷していただき、社務所が無人のため まつまさ で預かった、千早神社の落ち

ない棚田米の需要が多い。三宝へ載せて店に置いてあるが、やはり最近評判を呼んできたらしい。１つ１０００円でお分けしているが、か

なりお持ち帰り頂く。 

昨年末の衆議院選挙でも３０個以上選挙事務所へ届けたが、すべて当選。御利益はすごい。 

 

１月２５日(日) 

晴天。今年の冬はもう終わったのかと思うほど、天候が良い。 

朝 

水仙の出店を手伝う。９時前の早い時間帯から、見学客が三々五々訪れてくる。 

淡路の水仙郷、福井の水仙郷と比べると少々もの足りなくはあるが、リピーターがいるくらいなのでかなりのものだ。 

棚田が村の名物になった、水仙も村の名物になりつつある。大阪は、やはり都会の皆さんは自然に飢えているのだろう。開発が厳しく制限

されている村では、自然を売り物する以外ない。 

 

１月２６日(月) 

村の水道は、岩井谷水源の水量が落ちてきた。現在、約２０％を府営水道から買っている。良い水の供給と水道事業の安定経営を目指し、

２８日に大阪府水道企業団に加盟する。第１回目の加盟は、四條畷市、太子町、千早赤阪村だけだが、スムースに加盟できること、と残り

３８市町の加盟で早く企業団が成立することを市長会会長と、企業団理事長にお願いに行った。 

それと共に、府下統一水道料金をお願いした。特に村の水道は 1キロの水道管で３～５分岐、大都市では 100~1000分岐もある。どちらの
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経費が安くつくかは明白だ。 

18：30 

竹山堺市長を励ます会(アゴーラリージェンシ―堺) 

会場に行くと東吉野村水本村長に会った、堺市と友好提携しているからだ。「大阪の首長は大変だ、奈良県は自民だけだから」 

 

10月 27日(火) 

12時 40分発の新幹線で東京へ。 

15時 30分より経済農林委員と農水省の懇話会がある。会場には 15時過ぎに着いた。今日、棚田米プリンを持参、コメの消費に少しでも

貢献できたらいい。 

農水省には、特に村の課題である林業振興をお願いしたい。農水省の農業政策は、村にとって違和感がある。農水省の農業政策の対象は八

郎潟、越後平野などの、はるかかなたまで田圃が続いているところがメインの対象と思える。当村のように農地がすべて中山間事業対象地

域、棚田対象の政策は、ほんの少しだ。 

最初に委員長の挨拶。農水省の施策は、今まではＰ(プラン、計画)Ｄ(ドウー、実行)Ｃ(チェック検討)Ａ(アクション、行動)ではなく、ＰＰ

ＰＰ、計画だけ、またはＰＤＰＤではなかったか。実効ある政策を。 

今回の懇話会は国会開催前で農水省の幹部が忙しく、時間が限られていた関係で説明がメインだが、予算はほぼ昨年並み確保できるらし

い。特に地方創生関係予算は上積される。村への影響は 3千万円程度か？ 

第 2部で、林野庁長官へ木材消費拡大のため規制緩和をお願いするはずだったが所用で参加されず、次回となった。 

20時の新幹線で帰阪、0時少し前帰宅、すこしきつい。 

 

1月 28日(水) 

大阪府水道企業団首長会議 

不参加を表明した大阪市を除き、市町村すべてが揃って開会。四条畷市、太子町、千早赤阪村加盟が認められ、1時間で終了。 

ライフラインの 1つ水道が、企業団加盟により将来にわたって安心して良い水を届けられる。 
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今日はＢ＆Ｇ財団全国サミットがあり、出席してポイントを上げたかったが、ライフラインの確保が優先で欠席した。 

Ｂ＆Ｇのランクは首長の出席回数でポイントが加算される。一昨年は村が特Ａだったので、プールの改修経費は限度 1杯頂いた。しかも元

箕面市長の会長が小切手を届けてくれた。来年のサミットは参加して、感謝を表したい。 

午後 

村道の総合的改修のレクを受ける 

過疎になったこともあり、村内のアクセス改良が住民の離村を引き留めるとともに、村への移住を促進する助けになる 1つの方法。旧村は

条件の悪い所に家を建て、条件の良い所は農用地となっている。道路は狭く、カーブは多く傾斜がきつい所が多い。村内を調査し、利用度

の多い所から改修しよう。 

 

1月 29日(木) 

朝 

介護保険の説明 

介護保険は村の現状を表している。高齢化が進むと介護認定者が増える。特別養護老人ホームへ入れるには介護度の高い人だが、最近は地

域、家庭での介護が増えてきた。今回の介護保険料の改正で保険料がかなり上がる。村を育ててくれた皆さんだから老後を支えるのは当然

だが、村のように人口が少ない所はすぐ保険料に跳ね返る。国民健康保険のように保険者が大阪府になる方が影響が少ないのでは。 

10時 

2月 6日に行われる、後期高齢者医療広域連合議会の説明に来庁。 

今回は人事案件と共に医療給付費が 1兆円を超えた、保険料は近い内に上がりそうだ。高齢化と長寿命化で年寄りにはきつい時代が続きそ

うだ。 

教育委員会と小学校の学習環境改善を検討 

将来を支える大事な子どもたちだから、いい環境を作ろう。 
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1月 30日(金) 

阪南大学あべのハルカスキャンパス(あべのハルカス 27Ｆ) 

阪南大学との連携協定による協議会。役所出身の和泉君が、阪南大学国際観光学部の准教授としてゼミを持ち活躍している。彼のゼミでは

村の活性化について、観光歴史の面で大きな協力をいただいている。特に学長の辰巳先生には千早赤阪を可愛がっていただき、村の予算も

ない中、あらゆる面でご協力頂いている。感謝以外にない。 

挨拶で、観光学とは人を集めるだけではない、人を集めるだけでは観光だ、人を集めるとともに集まった人たちからお持ちのお金を集めて

地域を潤すことだ。 

和泉ゼミの学生、奥井美咲さん、三好優さんより、千早赤阪村の観光について発表頂いた。 

次の 3つが村の観光テーマだ。 

1. 楠木正成に関する山城跡などの歴史資源を、自然資源としてとらえたらどうか。 

世代を超えた展開が可能。二河流辺→上赤坂城跡→猫路→坊領→千早城址をつなぐサイクリング道など。 

2. 「香」の観点から村の観光をとらえたら。 

森林資源の観光資源化、フィトンチッドなどの健康効果、杉桧の良い香りを観光資源化する。 

3. 観光客が地域の方々を意識できるようにしてはどうか。 

村のイメージ構築の可能性、地域住民とのハート・ツー・ハートの交流で大きな人の流れが出来る。 

若い人たちの感性は、ヤングを呼び込むのに必要。金剛山を若さあふれる山に。 

 

1月 31日(土) 

冷え込みはきついがいい天気。 

水仙の里へ行くと、昨日の朝日新聞の記事(水仙の里千早赤阪)で朝早くから人が多い。たこ焼き屋さんに、「朝日に記事が出た」と話すとす

ぐにたこ焼きの用意をして店を開いた。 

葬儀参列後、水仙の丘の焚火用の薪を作る。建築廃材を切るのだが釘が多い。釘はチェインソウの大敵、慎重に釘をよけて切る。寒いと薪

が沢山いる。 
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2月 1日(日) 

例年ＰＬ教団構内で行われる、南河内駅伝の日。 

開会式にいつも参加していたが、今年は松原市の市制 60周年記念式典。教育長に駅伝への出席をお願いして松原市へ。 

松原市市制 60周年記念式典 

開会最初は小学生による合唱、ディズニーの主題歌で始まった。市長の式辞、小西副知事の祝辞、代議士、府会議員、最後に姉妹都市 台

北市関係者の祝辞。60周年なので 60人で台北から来た。祝辞を「おおきに」で締めくくった、ユーモアのある外人。 

村は来年、村政施行 60周年となる。過疎から廃村にならないように頑張ろう。 

 

2月 2日(月) 

10：00 

議会改革委員会 

子供・子育て支援事業、村障害者福祉計画、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の勉強会。 

今年は子育て支援、障害者支援事業、社会保険、介護保険の料金改革など、問題が多い。議会、理事者、共に理解を深める必要がある。 

従来、計画策定では委員会で検討し、決定となっていたが、過疎からの回帰に向けて理事者、事務方、議会、共に問題点を共有することに

した。特に今回は議会からの申し入れ、協力していい村造りに励もう。 

午後 

月初検討会 

平成 27年の村造り「超一流の村造り」 

目標人口 7000人、税収増 2億円。 

これが実現できると、村は過疎から平常に帰れる。国の支援を得ながら、我が国初めての過疎から脱出を試みたい。 

千早赤阪村を過疎地域自立特区にできないか、努力しよう。 
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2月 3日(火) 

下東阪区長、中津原区長 来庁 

昔の千早赤阪校区、(上東阪、下東阪、中津原、吉年、小吹)には、老人憩いの家が無い。千早赤阪小学校跡地に集会所機能、避難所機能 他 

総合的な機能を持った施設を作って欲しい。 

今、憩いの家は、水分、小吹台の旧幼稚園施設を利用した 2つがある。小吹台地区では耐震対策ができてないこともあり、耐震対策の出来

た施設をとの要望がある。千早地区には約 40年程前、私が区長の時、千早凍豆腐事業協同組合の施設を譲り受け、地区の皆さんの寄付で

出来た老人憩いの家がある。 

村は庁舎の新築問題もあり、公共建築物の廃止、新築を含め、総合的に考える時が来た。早く結論を出し、不要なものは解体も検討し、必

要なものは新設する。両区長には実現の可能性を、時期を示して要望に応える。 

 

2月 4日(水) 

朝 

診療所へ薬をもらいに行ったところ、健康福祉課の職員が数人、雑巾で床の水を拭いている。排水口が詰まり、下水が流れ出した。「業者

を呼んでいるので、午後には直ります」 

保健センターは新しいと思っていたが、既に 20年以上経過している。メンテナンスが必要になって来たらしい。くすのきホールも、雨水

の水漏れと地下水に悩まされている。時間の経過は資産の劣化を促し、修理や改造の必要性が増す。 

10時過ぎ 

大都市局長 来庁 

5月 17日に大阪都構想の住民投票がある。都構想が可となれば、平成 29年 4月 1日より大阪都がスタートする予定。 

大阪都構想には、公明党が住民投票には賛成、都構想には反対。ややこしい話だけが表に出ている。住民投票は大阪市民だけ、千早赤阪の

私たちは何も知らない間に、大阪市民の投票次第で府民から都民になる。 

私達は何もわからない状況で、住民にも説明出来ない。大阪都になると府はどうなるか？千早赤阪村は？ きっちり説明した後、大阪都に

なるよう要望した。 
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現在では細部までのシミュレーションが出来てない。大阪市以外に対する影響についてのアウトラインは、近い内に町村会での説明を約束

して帰って行った。 

午後 

大阪府後期高齢者医療議会 平成 27年度予算審議 

大阪府後期高齢者医療の医療費支払いは 1兆円を超えた。高齢化の進む今、どこまで医療費が伸びるか心配だ。 

 

2月 5日(木) 

9時 

役所発、大阪府都市計画審議会 

大阪府における都市計画の在り方の中間報告を受けた。府の都市計画は人口密集地の計画、村のような山村には全然配慮が無い。 

＊都市作りの基本目標 

1. 国際競争に打ち勝つ強い大阪の形成。 

2. 国際的なビジネス環境を備えた都市の形成。 

3. 国内外の人を呼び込む都市魅力の創造。 

＊安全安心で生き生きと暮らせる大阪の実現。 

1. 産業、暮らしを支える都市環境の整備。 

2. 安全安心を確保する都市作りの推進。 

＊地域資源を生かした魅力と風格のある大阪の創造。 

1. 既成市街地の再生と活性化。 

2. 都市絆を高め質の高い都市作りの推進。 

 

どのフレーズをとっても過疎の村には縁のないフレーズだ. 
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2月 8日(日) 

朝からかなり強い雨。天気予報では今日は曇りで、雨の予報は無かった。水仙の丘、雨の中開店準備。殆ど人が来ない。寒い。 

ドラム缶の中に薪を入れて焚き火をしたら、少し暖かくなった。焚き火はそばに行かなくても、火が見えるだけで温かい。 

開店後葬儀へ、開式 15分前に着いたが駐車場満杯。約 10分歩いて開式直前に到着、これからは少し早く来ればいいのか。 

帰り、議長宅の若嫁さんに送ってもらい助かった。 

午後から天気回復、水仙見物の客が多い。 

14時閉店の予定が 15時過ぎまで。雨がやむと人の流れが多い。 

 

2月 9日(月) 

自民党総務会長 二階俊博先生の話を聞く 

会場についてまず目に入ったのは、報道機関の多さだ。政権政党の総務会長、各クルーがカメラを構えて先生の到着を待っている。 

国土強靭化、毎年日本は全国的にどこかで大災害が起こっている。20年前の阪神淡路大震災、311の大津波、台風 19号の 2,000mmを超

す大雨による水害、昨年では広島の水害、御嶽山の火山噴火、まさの自然災害のデパートだ。 

国土強靭化が国土と共に国の経済を強くする。安全安心のために税金を使う、その金が国の経済を強くする。経済は金の循環によっていい

結果を出せるし、より強靭な国となる。 

国土強靭化で今一つ大事な事は、対策の必要なところは人口の少ない田舎に多い。事業を行ってもゼネコンに仕事を任せると、金、利益は

すべて東京へ持って行ってしまう。地元業者育成のためにも、可能な限り地元業者に担当させるべきだ。地元業者が無くなれば、災害時の

応急対策も出来ない。地方、中央がバランスよく強靭化を行う事により、国は強く元気になる。 

二階先生は自民党のドン、和歌山のドンとして有名。最近の事業としては、本年 4月開通の京奈和道路が目立つ。国際的にも大活躍、ソビ

エト連邦、中国、韓国、東南アジアは言うに及ばず、対ヨーロッパ、米国、正にオールラウンドの政治家。私より年上だが、先生の馬力に

脱帽。 
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2月 10日(火) 

大阪府町村会理事会 

今朝、千早を出る時は-4℃だったが、ここシティプラザホテルのサンルームは日向ぼっこに最適、じっと座っていると日焼けしそうな天気。

ここでは春が来たようだ。 

18日開催の大阪府町村長会定期総会提出案件審議。平成 26年度補正予算審議が 2件。平成 27年度町村長会一般会計予算 他、3案件を提

出することで終了。 

府より説明案件のレクを受ける。 

＊まち、ひと、しごと、創生に対する府の対応。 

1. 東京一極集中の是正。 

2. 若い世代の就労、結婚、子育て希望の実現。 

3. 地域の特性に応じた地域課題の解決。 

国と地方が 5カ年戦略を策定して実行。推進組織として産・学・官・金・労・住民代表からなる総合推進組織を作り実行して行く。 

＊大阪万博の誘致。 

＊土砂災害対策(区域指定と急傾斜地崩壊対策)の説明を受けた。 

今朝の朝日新聞で「人口減突破口」は金剛山 の記事が出た。地方創生のタイミングに伴い、村再生のラストチャンスとの位置付け。チャ

ンスを捕まえよう。 

 

2月 11日(水) 建国記念日 

14：00 

大阪府母子寡婦福祉大会 

今回は町村長会会長が挨拶の番。会場はでかい 1500 人ぐらいは入れそう。会場はほぼ満杯、挨拶は来賓で 2 人目、大阪府議会議長の次。 

竹本直一先生 他、多数の代議士が参列している。壇上に上がると前列に 8人の女性が着座している。すぐに分かったことだが、寡婦で高

齢者の表彰対象者、表彰式が終わった後、最前列に移動なさった。来賓あいさつが終わった後、来賓紹介。代議士先生がほぼ 3~5分ほど演
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説、やはり喋りのプロ、うまくしゃべるいい勉強になった。 

最後に母子家庭の代表、寡婦代表の経験発表、2人とも苦労はされたようだが、親子の信頼関係を確立してすばらしい人生を送っておいで

だ。歳のせいか、私の涙腺が緩んでいるらしい。 

 

2月 12日(木) 

南河内環境事業組合議会 

今回は大阪狭山市選出議員、河南町選出議員、太子町選出議員 3議員の移動があった。 

平成 27年度予算審議、環境組合の 27年度予算は 23億 9千 3百 8０万円、昨年度よりほぼ 6億円少ない。第 1所のリニューアルが終わっ

たからだ。千早赤阪の負担金は 2千 7百 40万円、ごみとし尿処理に一人当たり 4万 7千円かかる。しかしこれは処理費だけで、あと収集

費がかかる。私の子供の頃は、ごみはすべて自宅で処理していた。いい生活には経費がかかる。 

 

2月 13日(金) 

「日本は小さい国かもしれないが、国民みんなが心を 1つにして国力を盛んにするならば、世界で活躍する国になる事も決して困難ではな

い。」安倍首相の施政方針演説で引用された明治の元勲、岩倉具視の言葉だ。 

「千早赤阪村は小さい村かもしれないが、住民みんなが心を 1つにして村の力を盛り上げれば、大阪、いや日本でも指折りの元気な村にな

る事も決して困難ではない。」 

村は過疎になりましたが、おかげで国から援助を受けることが出来るようになりました。援助を十二分に活用させて頂くとともに、住民の

皆さんと共に力を合わせ元気な村を作ります。 

施政方針演説の中には 

＊改革断行 

日本は規制天国、何をやるにも規制に縛られ簡単にできません。村も過疎からの脱出には、調整区域の撤廃が必要です。 

＊経済再生と社会保障改革 

村にはまだ届きませんが、アベノミクスの影響は近くまで来ています。 
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＊誰にでもチャンスに満ち溢れた日本 

やる気のある人は、努力をすれば成功のチャンスがあります。 

＊地方創生 

日本の発展は地方が元気になる事、東京一極集中からの離脱。 

＊外交安全保障の立て直し 

国の範囲を確実に守るとともに、テロなどの脅しには毅然とした態度で臨む。 

大勝利した自民党の自信にあふれた施政方針だった。総理の施政方針通り日本が動くことを信じる。 

午後 

今年は少し遅くなったが、村長の日記２０１５年版を配布した。 

途中、東阪三日市線のサナダ精工前の楠が１本伐採され、小吹のバス停にわたって大規模な枝打ちが行われていた。伐採で空が見えて明る

くなった。 

 

２月１５日(日) 

二河原辺のお茶会に参加 

13 時開催だったが、約１時間遅れて参加。地区の集会所が小さく完全に満杯状態。メニューはケーキとコーヒー、紅茶が１００円。ぜん

ざい１００円。どこのパーティーも一緒だが、原価関係なし、小豆がタダだと思うほど小豆の溢れたぜんざいだ。桐山、水分の人達も参加

し、にぎやかなパーティーだ、私でも歳を感じなくていいほどのメンバー。普段人との接触が少ない村で、２０数人が集まると話が尽きな

い。皆さんは心から会話を楽しんでいるようだった。 
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２月１６日(月) 

全員協議会 

全議員参加の下、以下 3件の説明を行った。議会は公開だが、全員協議会は非公開となっている。 

1. 国民健康保険の方針説明 

国保は今まで村が保険者だったが、平成 30年より府が保険者になり、府下 1つの保険となる。全国的にも各都道府県が保険者となる。

村のように小さな保険者では、高額治療が発生したりすると保険会計に大きな影響を及ぼす。都道府県が保険者になると加入者が多い

ので、影響が少なく、安定した保険料決定が出来る。 

村の国保会計は、従来より高額治療等に備えて基金を蓄えてきたが、平成 30年統合により基金の必要が無くなった。したがって、27

年より国保料は府下最低にする。 

2. 村総合交通計画の説明 

村には定期公共交通として、金剛バス・南海バスの路線がある。小吹、中津原、吉年、桐山、二河流辺、川野辺ではバス停より 400m

以上離れたところが沢山ある。今年 9~10月頃より、公共交通の無い所へバスの試験運行をする。6月議会までに詳細を詰める予定。 

3. 村営水道と府水道企業団との統合は、今回、四条畷・太子・千早赤阪の 3市町村だが、1月 18日の 43市町村首長会で統合が承認され

た。住民に安心して飲める水を、安定して供給できる体制が整った。 

千早地区の呼称問題 

千早? 奥千早? 大字千早?。 

私は千早赤阪村大字千早だから「千早」が正確だと思うが、大字千早が正確との意見もあり、議会用語では大字千早か？。 

 

2月 17日(火) 

18：00 

周辺山系の自然歩道の拡充に関する意見交換会(シティプラザホテル) 

対象は大和川以南の和泉山脈添いの市町村。 

岸和田、貝塚、和泉佐野、河内長野、和泉、泉南、阪南、熊取、岬、太子、河南、千早赤阪の 12市町村の首長と副知事、南河内農と緑の
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総合事務所長、泉州農と緑の総合事務所長、15人が集まった。 

泉南にしろ、南河内にしろ、大阪では南の果て、東の果て、府の行政の手が届かない所。特に府県間道路の大阪側が悪い。また、この山脈

は和歌山にとっては北の果て、奈良にとっては西の果て。 

2011 年に奈良県香芝市から和歌山県橋本市まで、大阪府側は太子町から和泉市でダイヤモンドトレイル活性化委員会を作り、市町村、府

県の垣根を越えて PRに努めた結果、ダイトレを歩く人たちが増えてきた。 

今回は副知事の後押しもあり、大阪府側太子町から岬町まで集まって、分水嶺を活性化する合意を得た。出来れば和歌山側、和歌山市、岩

出町、紀ノ川市、かつらぎ町まで参加してもらい、紀泉山脈、金剛山脈が果てでなく中心になるように、3府県市町村が力を合わせれば必

ずできる。人口密集地の中心にある開発の進んでない山脈は、各市町村の宝だ、大事に育てれば中心になる。後は副知事を中心に和歌山県

にも呼び掛けることになった。 

 

２月１８日(水) 

平成２６年度 大阪府町村会定期総会 

いつも町村長会を行うビルが３月末まで工事中、シティプラザホテルで開催。 

１時間ほど早く着いたが、シティプラザホテルのコーヒーラウンジも改装中、時間つぶしが出来ない。 

大阪は海外からの観光客が急増中。アベノミクスの効果で、デパート、大型商業施設、日本橋の電気屋街の売り上げが増加し、元気が良く

なりつつある状況だが、千早赤阪村まで経済効果が回ってこない。地方創生の取り組みが始まり、地方が元気になるよう２７年度には１兆

円の予算が投入される。町村が国・府に対し、取り残されないように力を合わせ、働きかけるのが大切。 

総会の初めに、府下町村職員の２０年以上在職表彰で、田尻町山ノ井昭裕氏が、７０人の代表として表彰された。首長１０年以上在職で、

私と忠岡町 和田町長が表彰を受ける。町村長会会長の私から、松本昌親村長への表彰は少し変か。 

全国町村長会から河南町 武田町長が表彰を受けた。 

総会では 

* 道路構造物点検業務で、市長会と共同で府の支援を要望する事になり、武田町長に一任。 

* 府の総合戦略。現在、府の戦略は人口密集地のみ。大阪市以外は府でないようだ。府県境界にある周辺町村の意向も少し汲んでほしい。 
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* 国際博覧会(万博)大阪府誘致構想の説明。 

* 広島大規模土砂崩れの影響もあり、「土砂災害防止法による区域指定と、急傾斜地崩壊対策」の説明を受けた。 

あと、補正予算２件。 

２７年度一般会計 以下、関連予算３件を可決して総会を終了した。 

村の勤続２０年表彰受賞者は、男性３名、女性１名だ。 

 

２月１９日(木) 

今日は１日役所にいる。 

10：00 

庁舎の建設事業に対しアドバイスを頂く 

現在、庁舎問題は庁舎検討委員会に付託しており、庁舎の建設位置が１番の問題だ。２６年中は過疎地域自立促進計画を策定するので、４

月から１２月までの間、委員会を休止していた。今月より会を開催し、まず場所を決定していただき、庁舎問題を早く進めたい。委員会の

決定を頂き、議会に報告、同意を得た上で次の段階に進む。早く処理したいが、役所はなかなか前進できない。場所を決定してから周囲の

計画を作り設計に入りたい。中々時間がかかるが、皆さんのアドバスは十分にいただき、効率のいい、長く使える良い役所が出来れば。 

 

２月２０日(金) 

ダイヤモンドトレイル、竹之内街道・横大路(大道)、両活性化委員会合同のエコトラック学習会 

本日はモンベル辰野会長に参加いただき、同社が認定し運営している、境港、皆生、大山ルートのエコトラックを中心に講演をお願いした。 

エコトラックとは、日本各地の自然や文化を、カヤック、自転車、トレッキングなどのアクティビティを通じて楽しみながら旅をする、そ

んな旅のスタイルに適したルートの事。 

取り組みは 

* ルートの設定地域と協力し、一定の基準をもとに設定。公式ルートマップ、標識の設置により、安心して全国各地のルートを楽しむこ

とが可能。 
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* ガイドマップの作成 

全国共通のガイドマップを作成。距離、高低差、危険個所、景観、ステーション、立ち寄りスポット、店舗、協力店の情報、交通情報

などを掲載する。 

JETガイドマップを提示することでインセンティブを受けられるお店が協力店。トイレ、給水、コースガイド、カフェ、ランチ機能な

どを持ち、ツーリストの安全快適を約束する。 

* 情報発信予約受付 

ウェブサイトで全国ルートの検索と、各地のガイドマップをダウンロードでき、交通機関、宿泊施設、ガイド等への問い合わせ予約に

対応する。 

* 交通インフラとの連携により、スタート、中継点、ゴールでの快適な旅を演出する。 

* ツアー会社との連携 

エコトラックルートを楽しめるパック旅行を作り、個人旅行者だけでなく、ツアー旅行者も誘致する。 

* 標識整備 

ツーリストが迷わず、快適なルートを楽しめる案内標識を整備。 

モンベル辰野会長の壮大な構想に、ぜひダイトレ、竹之内街道ともに参加したい。 

 

2月 22日(日) 

天気予報では雨となっていた。朝、ほんの少し雨らしい降りはあったが、曇りの天気。 

9：00 

二河流辺集会所で蕎麦打ち大会 

今回初めてのそば打ち大会、蕎麦を打ってくれるのは今年蕎麦の店を開店する大西君。彼の師匠と修行中の仲間と 3人。閉店、撤退が当た

り前の村で開業してくれる。心より蕎麦店の繁栄を望む。 

西野区長以下、沢山の人が集まっている。蕎麦、蕎麦掻、蕎麦饅頭のセットで 300円、非常に安い。100%二河流辺で栽培した蕎麦。収穫

出来るまでかなり苦労したらしいが、やっと 3年ぶりで蕎麦打ちが出来るまでの収穫量があった。 
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各地で次から次へとこのようなイベントが出来れば、村も元気が出てくるのに。 

午後 

今日も葬儀１件、今年は多いような気がする。私より５年若い、気をつけよう。葬儀場へ行ったところ、１０数年前連日金剛山へ上ってい

た「ちょう」さん、元近鉄バスの運転手に会った。１３年間金剛山へ登ってないが、近い内に山へ行く、ぜひ１緒に飲もうと別れた。 

夕方より 

母の１周忌、もう１年経過した。 

 

２月２３日(月) 

11：30 

地方創生講習会(富田林市民会館) 

内閣府 地方創生参事官のもとに、富田林、河内長野、松原、河南、太子、千早赤阪、堺市の首長、自民党議員、事務方を集めて始まった。 

地方創生については、３回石破先生の話を聞いた。石破大臣の話では、規制改革を進め地方の元気ある創生案を取り上げ、地方の意見を尊

重して、人、まち、しごと、を作り上げる事により、元気ある地方が出来る。画一的ではなくバラエティに富む地方があり、全体として良

い日本が出来る。泥臭くてもいい地方が、地方のアイデアでいい村造りをしなさい。 

石破大臣の話は以上の通りと私は理解していた。しかし、今回の参事官の話はかなり違う。従来の枠を外すことは ほとんど無いような気

がする。地方創生の補正予算でも使い道がかなり制限されている。村でも使い道がダメとなり、先日補正予算を組み替えた。 

もちろん国の事務方は超優秀だし、議論で勝てることは無い。府の役人も同じだ。したがって安倍総理の改革も、事務方でかなり方向転換

されるのではないか。約 1時間 30分の話だったが、参事官の話はレールから外れることは無かった。 

午後 

自衛官入隊の挨拶 

一年ぶりに自衛官任官者が村から出る。航空自衛官。尖閣諸島、ミサイル、話題の多いとき、ぜひ国の守りをよろしくとお願いした。 

 

 

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  

 

２月２４日(火) 

月例監査 

今月の監査で、水道会計の収入が予算より少ないとの指摘を受けた。水道の場合はメーターをカウントして請求書を発送し、支払いいただ

くので、３か月ほど収入が遅れる。年度終了後、出納閉鎖までの間に完結する。しかし、転出と死亡者が多く、人口減により年々水道料収

入の減少傾向が続いている。 

村は水道企業団に加盟し、府域一水道で安定した給水をお願いした。財政規模の小さい村では、自己水で賄うことが徐々に苦しくなってき

た。企業団に期待しよう。 

今日も葬儀１件、今年は非常に多い。 

参列後、今日と明日休暇を取り、清荒神参拝後、孫の墓参に京都へ。 

清水さんの近くを歩いたが、若い諸君が多い。言葉はハングル、中国語、と思われる言葉が飛び交っている。今は春節で、中国の皆さんが

京都へ大挙して押し寄せている。言葉は解らないが非常に元気がいい。日本の若い衆も元気を出さなければ。 

 

２月２６日(木) 

午前中 

村長の日記、１月最終まで配布。 

昼休みにクリーニングを取りに行く。カタロさんが取り扱いをやめてから不便になった。オークワが出来、クリーニングをやっているが、

２年ほど続いているので替わる気がしない。夕食の買い出し、クリーニング、買い物、村内完結型の村にできないものか。地理的に見て旧

村地域と、小吹台、２極型になる。１番いいのは、すべての人が集まりたくなる中心を造ればいいのだが。 

午後 

消防協会理事会の説明に来庁 

今年は、三島、豊能、泉北の支部長が辞める。世代交代の時代らしい。 

 

携帯がつぶれた私の携帯は NTTドコモのガラケー、ドコモショップへ行ったら沢山の人がいる。多分スマートフォンを買いに来ているの
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だと思う。修理に出そうと思ったが時間がかりそうなのと、傷だらけなので買い替えることにした。しかし、確認、確認、サイン、サイン

とややこしい。携帯一つ買うのにこんなに時間が掛かるとは。携帯はスマホではなく、ほぼ同じ機種を選んだ。私にとっては携帯は電話だ

け、古いと言われそうだが、必要にして十分な機能以上の機能をガラケーでも持っている。 

 

2月 27日(金) 

毎年選挙のたびに候補者へ「祈る、勝利」を届けてきた。 

今回は大阪府内の市長、府議会議員、県議会議員、市議会議員、30 枚近い檄文が必要。私の檄文をお持ちすることで当選への一助になれ

ば、言うことは無い。選挙は檄文が多いほど元気が出る。 

去年の選挙から、私は檄文と共に千早神社で念入りに御祈祷いただいた祈祷米をお持ちすることにした。千早神社は千早城址にある。千早

城は楠正成が 800人の手勢で、110,000人の北条軍に対峙し 100日間持ちこたえ落城せず、鎌倉幕府の解体、建武の忠孝を果たした。 

「落ちない祈祷米」を前回の選挙で 20ケお届けした。届けた全員当選、やはり楠公さんの御威光はすごい。投票終了後、1分も経たない

のに当確の出た候補者もいた。今回も丁寧に祈祷していただき、持参しよう。必ずお届けした候補者は当選する。 

10 年近く村長をさせていただくと、政治関係の友人、先輩、お世話になる政治家の輪が出来る。皆さん良い国、良い地方、良い市、良い

町，良い村造りに励んでいる。選挙に勝っていい政治を。大楠公が 1番望んでいることだ。 

 

2月 28日(土) 

2月最終日、いい天気。明日は雨の予報。水仙の売店も明日で終わり、今年は少し売り上げがダウンしたようだが、水仙の丘にたくさん観

光客が来た。最近は特にカメラを持った人が多い。 

今日、明日の薪を用意した。水仙はまだかなり元気良く咲いている。明日の雨で少し元気をそがれそうだが、長い間咲いている花だ。 

1月の初めから 3月の初めまで、観賞に耐える時間の長い花。桜やこぶし、モクレンも、長い間咲いてほしいものだ。 
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3 月 1 日(日) 

朝から、かなりの雨。 

水仙の丘はまだ花が咲いているが、終わりが近づいてきた。 

本年最後の、売店開店のお手伝い。焚き火の火が燃えにくいほどの雨だが、苦労して燃やした。薪が少し少なそうなので、2~3 時間分届け

て帰宅、服を着かえて中之島へ。 

大阪緑のシンポジウム 

千早赤阪村都市計画審議会会長の増田先生がコーディネーターで始まる。 

本日のシンポジウムは、村林業の方向とはかなり違う。村は戦後復興需要に始まった木材価格の右肩上がり、山景気に支えられて山作りを

してきた。1 立米 杉は 5 万円、桧は古木で 50 万円＋。今の実勢価格から考えると夢のようだ。 

東阪三日市線の楠が成長しすぎて邪魔、富田林五條線の路上に張り出した枝の伐採が必要。戦後植林した杉・桧の間伐が出来ないなど、村

の財政力では自然の成長力に対抗できない。一方、都会ではビルの屋上緑化、マンション住民は鉢植えの草花が大切。金剛山の花を引き抜

いて持って帰るが、必ず枯れる。 

村では朝起きると草むしり、草刈り、樹木の枝打ち、緑を抑えることから始まる。都会人の多い維新の議員諸氏に、田舎を知ってもらうこ

とが出来るだろうか？ 

 

3 月 2 日(月) 

議会前の静けさ、今日は村政運営方針に対する質問の答弁調整。関口議員、清井議員の質問が出ている。 

関口議員 

1. 安倍内閣が進める「地方創生」は人口減少への危機感をあおり、社会保障と地方交付税を削減し、不足は民間投資と自助で賄えという

ものだ。人口 20 万以上の「地方中枢都市」に都市機能とサービスを集約しようとしている。「これで地方創生と言えるか」の批判があ

る。安倍内閣が進める地方創生につき、村長の所見をうかがう。 

2. 村長は「国内ではまだ例のない過疎からの脱却」を目指している、私も同じ思いだ。しかし自立促進計画を実行したとしても、その保

証は無い。定住人口増と税収増につながる施策が必要。農林漁業、田舎暮らしを求めて地方に移住する若者もあり、人口増につながっ
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ている地方もあるが、村はそうした地域ではない。都市圏にも近く通勤圏にあり子育て環境にもいい地域だ。定住人口を増やすための

思い切った施策が必要だ。 

3. 役所庁舎整備、ビジターセンター整備について。 

庁舎をくすのきホール周辺に建設とあるが、場所については住民が一番利用しやすい場所が望ましいと思う。住民の声を聴きべきだ。 

ビジターセンターについても、活性化と人口増に繋がる施設にふさわしい場所を選定すべきだ。 

4. プレミアム商品券について。 

26 年度補正で計画されているプレミアム商品券は、地域の消費喚起対策としては村内の事業所に限りがある。地域を拡大し工夫が必

要では？ 

清井議員 

1. 過疎自立計画に大阪府による事業の要望を。 

本村は昨年過疎地域の公示を受け、12 月の自立促進計画を策定し、いよいよ新年度から過疎債を利用した自立の村造りに着手した。

自立計画によると事業主体は全て村であり、大阪府の事業は掲載されてない。たとえば、村内府道の整備や新庁舎が計画されている く

すのきホール周辺を通過する国道 309 号線と、富田林五條線の連絡道路新設などを、府の過疎事業として要望してはどうか。 

2. 人口減少対策について。 

本村は恒常的に人口減少が進んでいる。これをくい止めるには、総合的に魅力ある「村造り」を進める以外ない。村はこれまで教育、

福祉など、各分野で村独特の事業を進めてきた。新年度からは L 浄化槽の普及を進める補助事業、「公共交通」の実証実験を開始する

など積極的な事業を予定している。 

今後の人口対策の在り方について村長の考えを聞く。 

この質問には議会初日に答える。 
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3 月 3 日(火) 

行政経営戦略会議 

1. 新庁舎建設基本計画 

2 月 22 日 第６回庁舎建設検討委員会により、庁舎建設用地は くすのきホール付近と決定し、パブリックコメントを実施することに

なった。 

本日の戦略会議で役所事務方に説明、パブリックコメント実施の了承を得た。簡単なタイムスケジュールは 

H27~28 年 基本設計、実施設計 

H28~29 年 調査確認申請 

H29~30 年 本体工事実施 

2. まち、ひと、しごと創生総合戦略 

村は 27 年度中に千早赤阪版総合戦略策定を求められている。6 月議会の了承を得て国の予算決定前、10 月末頃に決定する。 

メンバーは、住民、産業界、国、府、学識経験者、金融界、労働界、言論界、広くメンバーを集めて策定する。 

目標：超 1 流の村造り・人口 7000 人・税収 3 億円アップ。 

3. 村、組織見直しの事務分掌 

元気でスピードのある事務組織を作りたい。原案が出来上がっているので、3 月末までに人事の貼り付けも含めて決定する。 

『新庁舎』『まち、ひと、しごと、創生戦略』『組織、人事』 の 3 つがかみ合って、元気な村を作り上げる。 

 

3 月 4 日(水) 

明日から 3 月議会、27 年度予算審議が始まる。 

朝から村政運営方針への総括質問、答弁調整、冒頭挨拶次から次へと片付ける仕事がある。村が過疎から復帰するには、従来の村政運営で

は不可能、行政の枠を超えた改革が必要。今、大阪の経済界では会社の存亡をかけた改革を行っている。パナソニック、サンヨー、シャー

プ、20 年前は日本経済の牽引力だった。ついに行政にもイノベーションの嵐が来た。廃村の危機を乗り越えるには? 職員、私たち理事者、

議員、みなさんが意識改革を出来るかどうかに掛かっている。 
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3 月 5 日(木) 

議会 

三月議会初日、村が過疎指定を受けて初めての予算となります。昨年は過疎地域自立促進計画策定で、かなり時間がかかりました。新年度

からは、過疎地域自立計画実行中の村です。当村は増田レポートで廃村、滅亡するとされました。過疎指定といい、滅亡といい、人聞きの

悪いこと甚だしい。私は 10 年先、15 年先には、過疎から普通の村に、廃村から日本トップの元気村にする。元気になる要素は十二分にあ

ります。 

本年度は(仮称)ビジターセンター、役所庁舎建設のめどが立ちました。村の平成 27 年は、我が国で前例のない過疎からの脱出元年です。 

過疎からの脱出要件は、超 1 流の村造り、誰にとっても魅力あふれる村造り、目標は人口 7000 人、税収アップ 3 億円。 

合併で 2 度も隣街から振られた村が日本一の村になる、これほど楽しくやりがいがあり、面白いことは無い。 

7 人の議員、80 人弱の職員で日本一を目指します。議員の皆さん、職員の皆さんの意識改革と協力をお願いし、日本一村造りへの挨拶とし

ます。 

開会挨拶で私の思いを述べた。 

今年の予算(金額は 100万円単位で四捨五入)   

一般会計   29億 9300万円  前年対比   +4億 2500万円 

特別会計・介護保険   6億 7500万円                  +8700万円 

国民健康保険   10億 4700万円      +1億 3200万円 

直営診療所        1100万円             +0万円 

後期高齢者医療       9300万円           +300万円 

下水道    2億 5200万円          +1800万円 

金剛山観光        9600万円           +800万円 

水道事業会計・収益的支出 1億 5200万円          -1200万円 

資本的支出    3億 2200万円      +2億 3400万円 

今年の予算は一般会計で 15.6%アップ、特別会計すべて込みで 18.7%アップ(水道企業団加盟のための予算) 少し控えめの積極予算。 
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行革で積み上げた基金を、いい村造りに使いたい。 

 

3 月 6 日(金) 

議会初日が終わって、今日は一般質問締切日。 

午後 

少し暇が出来た。ダイヤモンドトレイル、槇尾山から岬までのうち、岸和田の和泉葛城山頂から貝塚あたりまでスカイライン道路が地図に

ある、1 度走ってみたいと思っていた。岸和田市の観光課に問い合わせたところ、市の施設がある いよやかの郷 から林道が葛城山の頂上

まで続いている。頂上は和歌山県だが、登れますよとの答え。さっそくカーナビに いよやかの郷 を入力、走り始める。 

外鐶を走り、岸和田に入ったところで左折れ。田舎道を 10 分ほど走ったところで いよやかの郷 に着いた。日帰り駐車場のガードマンに

葛城への道を聞くと、手前の道を左へ 8 キロ、道が細いから気を付けて登ってください。礼を言って登る。 

林道だから細いと覚悟したが、意外と整備された良い道がつづく。途中 1 台離合したが、その後対向車無し、20 分弱で頂上。 

和歌山県側は開けて景色がいい、完全に晴れていたらすばらしい景観だろう。ブナの木の南限、頂上はブナ林が保護されているが、金剛山

のブナの方がけた外れに太い。頂上の展望台へ上って周囲を見渡したが、大阪側がガスっていて見えない。ガイドによると関空、淡路、四

国の眺望が素晴らしい。天候の良い日にもう 1 度でも 2 度でも来てみようと思う。 

トイレに入って洋便器に腰掛けたところ、ヒーターが入っている。来客に親切にが観光のモットー、金剛山の方が気配りが足りない。 

約 5~6 キロ南に走ったところに売店があった。車を止めて入ったところ、オレンジをいただいた。旨そうなイチゴがあったので 1 カート

ン買ったが、非常にサービスがいい。泉州弁と少しイントネーションが違うので、よく聞くと紀州弁、和歌山側から毎日通ってくる。貝塚

へ降りと言ったら、道が細いし危ないから和歌山へ降りて帰ったらとアドバス、親切に道を教えてくれた。 

七曲りどころか、百曲りの道を降りて行くと、突然カフェ・パンの看板。立ち寄ると大きなパン屋、釜からパンを取り出すところ。頂上か

ら 20 分、人の気配が無い所に場違いなパン屋さん。原木のシイタケもやっているらしい、どうして客が来るのか不思議な店だ。 

店を出て 6~7 分は人家が無かった。キツネにつままれたような気分になって帰ってきた。 

山から出てきたところが貝塚のインター横、不思議な店だ、近いうちにまた行こう。 
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3 月 7 日(土) 

朝 10 時 

堺市議会議員候補者 高岡さんの事務所開き 

堺市と美原町が合併したときからは堺市議会議員となったが、4 年前わずか 20 票の差で敗れ、4 年間浪人していた。彼は生まれてこの方、

生粋の自民党員、維新の風に吹き飛ばされた。今回はリターンマッチ、美原区から自民党公認で堺市議会議員に出る。私とは平成元年、村

議会議員になってからのお付き合い。村長選挙に落選したときも、高岡さんは議員時代と同じくお付き合いしてくれた、数少ない友達の 1

人。ぜひ彼が堺市議会議員になって、美原を良くしてほしい。しかも村に 1 番近い堺市。昔、明治時代、千早赤阪村は堺県だった。 

10 時前、事務所に着いた。1 番初めに堺市長、竹山さんが目に入った。自民党公認だから、府連会長竹本先生、柳本先生が来た。北川イッ

セイ先生秘書大藪氏もいる。古川元府議の姿が見えないのは少し寂しい。村議会の先生も参会。ぜひ堺市議会議員なってほしい。 

多くの後援者が、かなり広い事務所一帯を埋め尽くしていた。4 月 12 日まで、悔いのない戦いをしてほしい。当選を確信した。 

 

3 月 8 日(日) 

14：00 

西野修平大阪府議会議員総決起大会(河内長野ラブリーホール) 

幕が上がっとき、彼の当確は出た。ラブリーホールの客席は満席、何回かラブリーホールのひな壇に上げてもらったが、これほど人が集ま

った会は西野修平先生の会以外ない。彼の人気は河内長野では絶対だ、後援会の大会には必ず参加するが、とにかく人気がすごい。 

西野先生は維新の会だが、今回も自民党の市議会議員の先生が応援に来ていることでもわかる。河内長野選出府議は政党にかかわらず、西

野修平にきまり。開演から終わりまで 2 時間 30 分、彼の話術と河内長野に対する熱い思いに圧倒された。 

 

3 月 9 日(月) 

10：00 

総務民政常任委員会 

関口委員長で開会。今日のメインは教育委員会の改革。数年以前より教育委員会の弱体化が全国的に話題となり、いじめ等の問題が首長の
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責任になるなど、責任の所在が話題となった。 

責任の所在を明確にするため教育長を首長が指名することになり、今の教育委員会は教育委員長の任期をもって新しい制度に代わる。 

現在の制度では教育委員の中から教育長、教育委員長を指名することになっている。 

住民の生活に関連する課題は。 

* 子供子育て支援として、保育料を国基準の 80%から 70%へ引き下げる。 

* 幼稚園利用者負担は 9,000 円/月、生活困窮所帯は減免あり。 

* 介護保険は高齢化の影響をもろに受けて 4,760 円/月から 6,232 円へ、1,472 円アップ。 

* 国民健康保険料は府下最低とする。 

村は保険加入者が少なく、超高額医療に対する基金を作り用意をしていたが、平成 30 年より国民健康保険者は大阪府になる。基金の必要

が無くなったので、27 年度より村の保険料は府下最低とする。 

 

3 月 10 日(火) 

総務民政常任委員会予算審議 

1. 平成 27 年度一般会計総務民政部門 

2. 国民健康保険特別会計(直営診療所会計) 

3. 介護保険特別会計 

4. 後期高齢者医療特別会計 

予算審議を 10 時から始めた。朗読説明の後、質問を受け、答弁を繰り返しながらほとんど休みなし。答弁者を部門ごとに変えながら続け

る。昨年までは答弁が出来なくて後程答弁することがあったが、今年は殆ど無い。職員のスキルが上がったらしい。 

 

3 月 11 日(水) 

朝から千早は吹雪。3 月中旬なのに真冬の寒さ。昨日の夕方、家に帰るときトンネルの入り口で-4℃だった。水道から水を出しておいてよ

かった。 
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今日は議会の予定なし。朝から村長の日記を配布する。 

14 部配布。1 時間 30 分ほどでと思うが、途中で話をしたりすると、どうしても時間がかかる。今日は 2 時間以内で終わった。 

午後 

楠公史跡保存会とミーティング 

発足以来活発に行動してもらっていたが、ここ数年会員数減少が続き、元気が無い。庁内的にも、今少し元気が出ればいいのではとの問題

が出てきた。会員が高齢化している、新しい会員が入会しない。あと 10 年もすると、と考えると、出来るだけ若い会員を補充して、村が

生んだ歴史上の人物、大楠公を全国に PR してほしい。 

夕方 

お通夜 1 件 

PM6 時から、やはりここ 2 日前あたりからの寒波の影響か、今日も家族葬の届けが 1 件あった。 

 

3 月 12 日(木) 

10：00 

文教建設常任委員会 

山形委員長、一般会計補正予算の審議。補正予算は 9000 万円を追加して 26 年度予算を 28 億 2400 万円とする。 

地区防犯灯整備補助      850 万円 

富田林高校分校跡地登記及び筆界特定測量委託料   140 万円 

まち、ひと、しごと地方創生総合戦略策定事業   830 万円 

千早赤阪魅力向上プロモーション事業   1290 万円 

空家関連予算       400 万円 

地域産品販売拡大支援事業     260 万円 

プレミアム商品券発行事業    4470 万円 

地域公共交通確保、維持、改善事業    430 万円 
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この補正予算は、地方創生交付金として国より 4340 万円補正で交付され、残りは一般会計より 1300 万円、繰越金 50 万円、諸収入 3330

万(四捨五入のため誤差あり) 

防犯灯については、27 年より 3 年間で各地域のすべてを LED に変更し、安くなった電気代を地区の経費に充ててもらう。 

委員会終了後、議長、清井議員、山形議員と議長室で雑談。あまりにも役所のスピードが遅いと注文を付けられた。 

 

3 月 13 日(金) 

中学校卒業式 

９時 30 分開式。 

卒業生入場には、ブラスバンドの演奏付。今年から、中学校の卒業式には村長の挨拶がある。去年までは村長挨拶が無かった。 

ブラスバンドの楽器新調、オーストラリアホームステイ短期留学を、中学校では行った。村の将来を託す子ども達には、出来るだけのこと

はやってあげたい。 

式が始まり、国歌斉唱、校歌斉唱。声は大きく、テンポもいい。感心するほどしっかり歌う。村の元気は中学校から！！ 

ただ、卒業生の数を教育長に聞いて愕然とした、４１人。村の人口を 7,000 人確保するには、平均寿命を 80 歳として 80~100 人は卒業生

が必要。若い人たちが、喜んで住んでくれる村を作る必要がある。この子たちは、なかなか村に住んでくれない。大学、就職でほとんど村

から出て行く。村で子育てをして、若い夫婦が生活、仕事がある村を作る必要がある。「まち、ひと、しごと地方創生」を実現できる村造

りは？ 厳しい課題だが、解決しないと村が大変。 

夜 

お通夜 

今年は季節が変だからと思うが、亡くなる人が多い、 

 

3 月 14 日(土) 

正に久しぶりの公務なし。1 日千早にいるが、残念ながら朝から雨、村に来る人が少ない。雨だろうが晴れだろうが、人にたくさん来てほ

しい。登山だけでなく、人を集めるにはグルメ、ホスピタリティ、歴史遺産、健康、アメニティ、総合的に人を惹きつけるものを。 
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5 月頃から大西君が蕎麦屋を始める。これでかなり人を惹きつけてくれそうだが、もっともっと魅力を作ろう。 

最近、河内長野から小深への 310 号線上にカフェ・お食事 三郎。大井と西恩寺の間にカフェ、小深手前のカフェ。次から次へとお店が出

来た。まだメジャーにはなっていないが、地方創生の元気が出てきたと思う。村でも、阪辻さん、井関さん、西園寺横のカフェ、みなさん

がメジャーに向かって元気を出す、いい傾向だ。 

 

3 月 15(日) 

日曜日、今日も雨の天気予報。 

昨日も雨、雨に弱い観光地。長男の店の売り上げは晴天の 1~2 割、職員は晴天と同じラインナップ。今年は休日に雨が多い。 

ただ、雨でもかなりの人が豆腐を買い求めに来ていただく、ありがたいことだ。しかし、雨の予想の日は豆腐を作る量は晴天予想の半分。

雨に強い店にしなくては。 

車時代の日本では、店はどこでも、駐車場があれば、後は店の努力次第。やはり日曜日がヒマなのは努力が足りないと思う。 

先ず私にできるのは、看板を道中に建てるくらい。後はスタッフの努力。 

12：30 

河内長野市長の母上の葬儀 

昨夜は村でお通夜があり、今日参列する。現職の市長、盛大な葬儀。昨年は私も経験したが大変だ。駐車場が満杯になると思って 1 時間前

に式場についたが、あと 14 台で終わりとガードマンが叫んでいる。早く着いて良かった。 

15：00 

二剛会理事会 

4 月 12 日、大阪府山岳連盟主催のダイヤモンドトレイルランがある。太子町から河内長野市 天見の駅まで、ほぼ 40 キロのトレイルラン。

二剛会が金剛山のチェックポイントを担当する。 

人員 20 数名を確保、選手に提供するバナナ 20 ケース、アクエリアスを 2ℓ×6 本のケースを 20 ケース、飲料水 18ℓ×20 を用意する。今

年は 2500 人は参加する。紙コップ 3000 個。みなさんが元気でダイヤモンドトレイルを走ってくれる。二剛会が全力でサポートしよう。 
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３月１６日(月) 

文教建設常任委員会 

 文教建設常任委員会の一般会計予算審議 

徳丸議員、関口議員 異議あり、一般会計予算案に反対。清井議員、井上議員 賛成。採決で２対２、山形委員長決済で可決。 

 千早赤阪下水道会計予算 全員異議なし。 

村域全体の下水道普及は、費用対効果の面からも地形的な面からも不可能。水質保全と水量維持の面から、合併槽の普及がベスト。 

 金剛山観光会計  全員異議なし。 

 水道事業会計  全員異議なし。 

大阪府水道企業団加盟が承認され、加盟の準備を全面的に行う。 

今日の委員会は、教育委員会、地域振興関係の予算審議、ほとんど問題なく、仮称ビジターセンター関係予算も確保。下水道関係予算では、

合併槽設置の補助率を上げるとともに、既設の合併槽については、維持費補助を下水道費とバランスの取れるところまで増額を検討。 

委員会が早く終わったので、少し早く退庁して冬用タイヤからノーマルタイヤに交換する。スタッドレスタイヤを１２月から３月まで４シ

ーズン使った。今年は結構スリップするなと思っていたが、タイヤを外してみると長い間の使用でかなりすり減っていた。スノータイヤも

使うと減る。 

 

３月１８日(火) 

9：30 

千早小吹台小学校卒業式 

千早小吹台小学校へは１年ぶり、昨年は赤阪小学校だった。私と副村長が、１年交代で出席する事になっている。 

今年の卒業生は、男子８人、女子６人の１４人、少ない。定時、１人欠席で開式。全員元気よく卒業証書を受け取り、『俺は卒業生』、『私

は卒業生』と、自信に満ちた表情で降壇してくる。また３年経過すると、『俺は私は中学校を卒業した』と、もっと迫力に満ちた子供にな

る。小学生、中学生の成長はすごい。 

卒業証書授与、来賓挨拶、花束、記念品セレモニーと式は進む。贈る言葉となると、子供達が集まって「おめでとうございます！」 
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一斉に声を上げると大きく響く。全員で歌を歌うと中学校の合唱には負けるが、テンポも良く声が大きく、上手だ。中学校の音楽レベルが

上がったので、必然的に小学校の音楽レベルも上がるのだ。 

校長の先導で式場の出口まで来たとき、今日欠席だった卒業生が来た。「皆さんこの子にも卒業証書を授与したいので、もう１度席につい

てください」。全員式場に戻り、いま来た子の卒業式を再開。壇上で卒業証書授与、在校生から彼専用の贈る言葉と歌があり、無事全員に

卒業証書が授与された。 

卒業式が２回行われたのは初めてだが、卒業生が１００人、２００人と大きな学校では不可能。小さい小学校だからできたこと。私は良い

気持ちで小学校を後にした。 

 

３月２０日(金) 

10：00 

こごせ幼稚園卒園式 

今年の卒園性は２１名、入場する子供たちは元気がいい。今年は保育園から２０名が小学校へ入ってくる。小学校入学生は４１名。もっと

子供が多かったらいいのに。 

約１時間の卒園式、２１名がおとなしく式をこなしていた。ここまで子供たちを成長させた先生も大変だと思う。 

式が終わって式場から出たところ、とたんに子供たちが走り出した。やはり１時間は子供にとって大変だったのだ。 

14：00 

大阪府医療の現状報告と将来計画を審議した。 

内容では、特に北高南低と言われている大阪府の医療体制、特に大和川以南の医療体制を充実して、府下全体でいい医療の提供をお願いす

る。 

千早赤阪村庁舎建設検討委員会 

今日は答申を頂く、19時から開会で最終調整。調整がつき次第、答申を行う。待っていると、19時 30分に呼び出しがあり、すぐ答申、 

磯崎会長より答申を頂く。 

答申の内容は 
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委員会は昨年の過疎指定を受けて、過疎地域自立促進計画を作るためにほぼ１０カ月休んでいたが、今年の１月から再開、やっと答申を得

た。５つに分かれている庁舎を１つにして防災の拠点とし、元気な村造りの拠点として、村の中心として、木造建築で村の元気拠点にしよ

う。 

 

３月２２日(日) 

昨日と同じく天候が安定している。 

今日は まつまさ で５０人前の”山家ステーキ”の予約がある。人手が足りないので肉切職人、フィレ肉を２００ｇにカットするのだが、す

べて２００ｇジャストとはいかない。２００ｇ~２１０ｇに収まるように慎重にカットするが、プロのようにほとんどジャストはまだ無理。

どの分野でもプロはすごい。 

孫も手伝いに駆り出し、久しぶりに忙しい１日。春本番に入ると観光地が元気付く。日本人は花が好き、水仙、梅、桜、ショウブ、チュー

リップ、桜草、ラベンダー、つつじ、皐月、花が一段落するまで、金剛山は人の流れが少なくなる。 

 

3月 23日(月) 

議会最終日 

本日の審議事項は 26議案、うち 24議案は既に委員会で審議済、本会議では賛否を問うだけ。 

平成 27年度一般会計予算は全会一致ではなかったが、無事通過。 

追加議案の 議案第 28号 千早赤阪村総合計画審議会設置条例、議案第 29号 千早赤阪村国民健康保険条例改正 を上程し、可決となった。 

一般質問(答弁は議会広報で) 

* 山形議員 

1. 農地バンク制度は？ 

平成 21 年 12 月の農地法の一部改正で農地の貸し借り制度が緩和されたが、農業従事者の高齢化、相続問題で管理不能の土地が増

え、耕作放棄地が多い。村の農地バンク制度導入は。 

2. 新しい公共交通のありかたは？ 
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村総合交通計画のパブリックコメントが先日行われ、ようやく地域公共交通の方向性が示される。 

計画では、既存バス路線と接続させる形での新たな交通網の構築が提起される。計画に示されている新しい公共交通が接続可能なシ

ステムとなるためには、計画について常に評価検証に取り組む必要があると思うが。利用者の受益者負担は？ 

* 清井議員 

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への村の対応は？ 

行政を効率化し、国民の理便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として平成 28年から実施されるマイナンバー制度へ

の、村の対応を聞く。 

1. 本年 10月から「通知カード」が順次発送される予定であるが、村は住民・村内業者に対して本制度の目的、法的制限、リスクを避

ける「カード管理」の重要性等について、周知・広報をどのようにすすめるか。 

2. 平成 28年 1月から「個人番号カード」の交付が始まるが、これについては無償化されることになっており、1~2月にかけて申請が

集中すると思われるが、その事務対応はどうするか。 

3. 「個人番号カード」の多目的利用として、印鑑登録証として、また住民登録・印鑑登録証明書の「コンビニ交付」等が挙げられるが、

村はどのような利活用を行う予定か。 

 都市計画法の柔軟な運用を 

平成 7年 3月に村は都市計画法を導入した。同法による指定地域は村全域であり、そのうち市街化区域は 130hrで村の面積のわず

か 3．5%であり、残りは市街化調整区域に指定された。 

市街化調整区域は開発が抑制されており、原則的に住宅等の建設が出来ないため、近年建築物件は殆ど無く、転入者や企業進出が進

んでない。 

さて、村は昨年過疎の公示を受け、12月に過疎地域自立促進計画を策定し、新年度から自立に向けた取り組みを進めることになる。 

村長が議会で表明された通り、過疎脱却を目指すには人口増加と税収の確保が不可欠である。そのため、調整区域でも住宅等が建て

られる都市計画法の柔軟な運用が求められる。 

現行の村の都市計画をどのように認識しているのか。 
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* 関口議員 

 子育て支援の充実を 

過疎地域に指定され、村長は「国内で例のない過疎からの脱却」を目指しておられる。若い世代の村外からの移住と、村に住む人の

出産を増やすため更なる子育て支援策が必要だ。 

1. 子供の医療費助成を高校卒業まで拡充する事。 

2. 村独自の奨学金制度を設ける事。 

を要望する。 

 保育料などの納付について 

国保料のコンビニ収納を検討されることになった。以前から要望していた保育園保育料の収納についても、勤務地からでも収納でき

るようにするため、これらもコンビニ収納できるように求める。 

* 浅野議員 

 地方創生戦略の推進について 

政府は 11月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」に基き、人口減少の展望を示した「長期ビジョン」と地方創生のための今後

5年間の「総合戦略」を昨年 12月 27日に閣議決定した。 

さらに都道府県や市町村には 2015年までに地域の実情を踏まえた「地方版総合戦略」の策定が努力義務として課せられており、本

村の平成 26年度一般会計補正予算にも計上された。 

「少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中の是正」が目的である。 

地方創生の鍵は、地方が自立につながるよう地域の資源を活かし、責任を持って戦略を推進できるか否かである。 

そこで以下 5点について伺う。 

1. 「まち、ひと、しごと」を創生する戦略を立てるための人材確保についてどのように考えているのか。 

2. 周辺市町との連携の在り方について。 

3. 地方移住の推進について。 

4. 出産・育児・教育環境の整備について。 
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5. 農林業の後継者不足や企業誘致への取り組みについて。 

 曇らないカーブミラーの設置を 

カーブミラーは見通しの悪い交差点やカーブになっている場所に設置されており、通行の安全性を確認するための補助施設として

設置されている。交差点では一旦停止して安全確認をするが、特に夜間の冷え込みが厳しい朝方ではカーブミラーが曇ったり、凍っ

たりして真っ白になり役立たない状況である。 

カーブ地点では徐行運転を心がけているが、ひやりとしたことがある、本村内の道路はカーブも多く、高齢者のドライバーも多い。 

安全性の確保からも、現在のカーブミラーを「曇らないカーブミラー」に取り換えてはどうか、また今後設置するカーブミラーは曇

らないものを使用すべきと考える。 

* 徳丸議員 

 イノシシ被害対策強化を 

1. 農作物への被害は深刻だ、被害の実態について問う。 

2. 狩猟免許取得に受験料などの費用が掛かる、負担軽減のための補助を。 

3. 免許を取得したとしても猟友会への加入金、保険料の負担もあり、利用しにくい。免許取得者への援助と指導を。 

4. 被害を防ぐための電柵、メッシュなど、資材購入への補助金の増額を。 

 空き家住宅の活用で人口増加を 

人口減少は引きつづき進んでいる、増加策は喫緊の課題となっている。村内の空き家は年々増えているが、その実態は把握できてい

るのか。 

1. 村内にある空き家戸数は。 

2. 情報発信だけでなく、村内へ転入する人への援助など、具体的な施策を。 

3. 必要であれば、要綱、条例も作るべきだ。 

* 田中議員 

 新庁舎建設について 

新庁舎整備については、現在千早赤阪村庁舎建設検討委員会に於いて検討されているところである。 
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委員会では、建設場所の候補地として、くすのきホール周辺が適しているとの結論に至っている。クスノキホールは老朽化等により

大改修が必要と聞いている。 

新庁舎建設と合わせて検討する必要があると思うが、今後の在り方について伺う。 

 がん検診等費用の無料化について。 

日本人のおおよそ２人に１人ががんになり、３人に１人ががんで命を落としていると言われている。 

現在は診断と治療の進捗により、早期発見、早期治療が可能になってきている。村で各種がん検診等の取組や受診率アップの方策等

について伺う。 

 村の財政状況について 

本年度村の予算は約５６億円となっており、昨年度より１８%の増加となっている。 

新庁舎建設や金剛山ビジターセンター建設を始め、大規模な建設事業が始まるなど、正に平成２７年度は「過疎対策元年」である。 

今後は、行政と村民一丸となって「魅力あるまちつくり」を行い、過疎脱却に向けた取り組みが求められる。 

そこで今後、村の財政運営をどのように進めてゆく覚悟なのかお伺いする。 

 

議会終了後の挨拶で 

村は近い将来過疎からの脱却を目標にしています。この件は、既に議員皆さんから賛同をいただいております。全国で７百数十ある過疎市

町村で、いまだ過疎から脱却した市町村はありません。 

村は隣町との合併が２度キャンセルとなりましたが、やっと基金もできましたが、人口減、税収減は従来の行政手法では改善できない。人

口 7,000人、税収増 3億円を実現するには、私はもちろん、議会の皆さん、職員の意識改革が必要です。皆さんの協力でいい村を作ろう。 

 

3月 24日(火) 

昨日議会が終わった。ホっとひと息つきたいところだが、過疎からの再生、ひと、まち、しごと、地方創生計画の年度内作成に向けた人事

異動ほか、忙しい仕事がある。早く仕上げて村を成長路線に乗せたい。 

村を元気にするには、職員の適材適所配置から始める必要がある。少ない人員の中から適材適所は、非常に難しい。足りないところは大阪
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府からの派遣を受け、出来るだけ理想に近い村造りを行いたい。 

午後 

行政経営戦略会議 

平成 27年度は実施事業として 

・(仮称)金剛山ビジターセンター    ・庁舎建設実施計画とクスノキホール周辺整備。 

村造り基本計画として 

・千早赤阪村、まち、ひと、しごと、創生総合計画 ・開発候補地測量、及び調整区域ガイドライン 

ほか、計画実行事業が盛り沢山だ。 

まち、ひと、しごと、過疎からの脱却事業は、今までの思考方法では不可能職員の衆知を集める。 

 

3月 25日(水） 

2日間役所を留守にする。年度末なので残っている決済を済ませ、藤井寺市役所へ。 

国下市長の当選を念じ、千早城のお守りを手渡して八尾市へ。 

カーナビで一般道を走ると、八尾市もなかなかややこしい。いつも高速で通過するだけ、市内を走ると大変だ。秘書課にお守り檄文を渡す。

今日は八尾市議会の最終日、勝利を信じて京都へ。 

京都では、4月 3日より大学の後輩が京都市議選 3度目の挑戦。前原誠治代議士の元秘書、勝利を祈る。 

2時過ぎの新幹線で東京へ。 

最近小説を読む機会が無い。乗る前に文庫本を 1冊買って乗車。今日は前泊で公務なし、ウイスキーを飲んでひと眠りか、小説を読むか。 

小説を読むことにした。面白い小説だが、50Ｐほど読んだところで結末への伏線らしいものがあり、たぶん結末はこうだと考えたが、本は

東京 2往復分のボリュームがある、結論は 2カ月先までお預け。120Ｐまで一気に読んで到着。 

明日訪問する代議士への土産を買って、町村会館へ。昨年腰を悪くしたリハビリで皇居 1周へ、無理だったらと思ってタクシー代持参で歩

き始める。桜田門、二重橋、乾門、半分は終わったが調子よし、1周まわって無事宿舎へ着いた。 
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３月２６日(木) 

全国町村会 

* 日本強靭化政策の説明の内、市町村での危機管理、災害時に首長の実施すべき事。 

 初動対応がカギ、最悪をイメージして先手を打て。 

 気象情報の注視、関係機関とのホットラインを活用。 

 危険個所の確認と、自治会、消防との連絡対応の確認。 

 要配慮者及び福祉施設などとの連絡確認。 

 首長不在時の判断責任者の明確化。 

 人命最優先で発令を躊躇するな。 

 毎日定時に記者会見を実施、隠さず発表。 

 住民の安心を最優先。 

 

* 地方創生への取り組み 

国は東京圏一極集中の排除に向けあらゆる方策をとる。 

 地域産業の競争力強化 

 戸別産業の体力強化。 

 地方への人材環流システム構築。 

政策の縦割りを排して幅広い各層の意見を取り入れるため、地域での「産、官、学、金、労、言」の意見を取り入れ各自治体で地

域創生総合戦略を作成。 

* 農地制度の在り方。 

農地制度(法)は変わってないが、農地転用許可権限は 1部町村へ移譲される、実務の実施に当たっての申し合わせ。 

1. 農地の総量確保について 

 町村は農業の継続的発展、農村振興、食料の安定確保を勘案し、国、都道府県間で共通点を見出す。 
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 目標面積について町村は、国、都道府県と共に責任を分担し農用地を有効に利用する。 

2. 農用地転用許可権限 

 今回の権限移譲は、現行法の規制緩和では無く、農用地除外転用に当たっては法の基準に従う。 

 権限の執行はスピーディに、真に守るべき農地を確保。 

3. 町村は「優良農地確保計画」を定めるなど、大臣が指定する「指定市町村」の指定を目指すこと。 

後、都市、農村共生社会創造シンポジウムの開催日程を決め閉会。 

 

３月２７日(金) 

朝 

人事異動の内示 

新年度から役所の組織を変え、地方創生に向けた体制にする。少ない人員で人事を行うのは難しい。 

 

彩都オープン記念式典 

北大阪の産業拠点と住宅開発の、大阪最後の大開発、彩都中部地区完成オープン記念式典が行われた。 

万博周回道路から、北へモノレールが新しく延伸され、西都の中心まで伸びている。 

地域は箕面市と茨木市にまたがる大きな地域だ。万博周回道路から北へのびるモノレールに沿って走って行くと、すぐに新しく開発された

地域に入る。右手に大阪大学医学部の新しく建設された大きなブロックが現れる。関西医学の中心、広い敷地の中にすばらしい施設が点在

する。ここへ来ると、全ての病気はすぐ完治しそうだ。 

北に延びる丘陵地帯は茨木市、開発が進み真新しいマンション群が現れる。モノレールの終点駅近くにはショッピッグセンターがあり、生

活が根ずきつつある様子が見える。 

箕面では、既に１万２千人が西都で生活を始めている。年々１００人規模で人口が減少している村とは、えらい違いだ。 

彩都中央は新産業拠点、既に２企業の進出が決定している。先端医療関係の企業が立地して、北大阪はますます元気になる。式典に参列し

ていた原田防衛政務官は、すこぶる元気がいい。 
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大和川の南、河内、泉州は、いつ頃から元気になるのだろうか?。 

 

３月２８日(土) 

クラブツーリズム 奥河内へみんなで行こうＩＮ金剛山 

金剛山千早赤阪クラブの皆さんの共同企画。豚汁のサービスを頼まれて、まつまさ では朝から野菜を切ったり、豚肉のカットで忙しい。 

バス２台、約７０人が金剛山へ、３コースに分かれて金剛山へ挑む。１番ハードなコースは、登山口 → タカハタ経由金剛山 → 山頂広場 

→→ 桐山道・坊領・猫路・上赤坂城跡桐山 → くすのきホール。１２キロ(コースタイム６時間)。 

あとは、初級の８キロ(４時間コース)、中級１０キロ(４時間３０分コース)、の３コース。 

地域の皆さんによる金剛山のＰＲ、近畿ではめずらしい、標高差 1000mの登山道を、もっと皆さんに広めてほしい。 

豚汁のサービスでわかったが、ハードなコースの人達は非常に食欲が旺盛だった、体力を消耗したのだろう。 

夜 

鈴木府議のタウンミーティングＩＮ富田林 

議長の指示により、バスに同乗してすばるホールへ。大阪都へ知事の熱い講演を聞いた。5月 17日に行われる大阪都住民投票は、千早赤

阪村には関係無し。都政を引き、区に分割される大阪市民だけが住民投票に参加できる。大阪都になれば、村も財政的に楽になれるだろう

か? 

 

3月 29日(日) 

きらめきコンサートＩＮ千早赤阪 

2時少し前、くすのきホールについた。車がたくさん止まっているのでホールは満員かと思ったが、100人程度の入り、少ない。 

２時、演奏が始まった。現役１６人、ＯＢ、助演の皆さんを入れてほぼ４０人近い皆さんの演奏はすごい。矢倉先生の指揮のもと、すばら

しいハーモニーと元気な音量を聞かせてくれた。私も何回か音楽会に行ったことはあるが、中学生＋の演奏がすばらしいので感激した。 

くすのきホールの客席がパラパラなのはもったいない。教育委員会は、もっとＰＲをするように。 
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3月 30日(月) 

２７日の人事異動内示で不満な職員がいるらしい、朝登庁したときの態度でわかる。私が決定したことだ、現在の状態では最良の人員配置

と思う。４月１日からこの状態で進む。今年は地方創生の年、国は民間の手法でスピードをもって地方創生を進めて行く。石破担当大臣に

話を聞くにつけ、取り残されないようについて行く必要がある。地方創生をリードして、元気な村を作ろう。 

大阪で初めての過疎指定を受けた村が再生できるかどうか、時間を掛けて取材を、の申し入れがあり、ぜひよろしくとお願いした。私とし

ては、メディアの皆さんの話を取り入れたい。今年の地方創生では、言論界メディアのメンバーを計画作成に参加させるようにとなってい

る。 

午後 

府の総務部長来庁 

３月一杯で退職、元気な能力のある若い皆さんが退職する。千早赤阪村に数々の配慮をいただいた部長だ、是非元気に第２の人生を歩いて

ほしい。 

 

3月 31日(火) 

平成 26年度最終日。1年を振り返ると、村長の出来の悪さばかりが気にかかる。パーフェクトは無理だろうが、行政の長はかくあるべき

を今一度考えて、ミスのない村長になりたい。 

退職辞令交付 

理事 1人、採用 2年目の職員 1人、府よりの派遣職員 1人の 3人。人が辞めるとその人の良さがわかる、もっと早くわかっていれば。 
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4月 1日(水) 

辞令交付 

先月 27日に内示した、人事異動の辞令交付。大阪府から応援の理事 2名、参事 1名、水道事業団からの理事 1名の辞令交付。本来はプロ

パーからも理事にすべきだが、諸般の理由により見送らざるを得なかった。 

過疎指定を受け、過疎地域自立促進計画が動き出す 27年、しかも昨年末に国で決定された地方創生計画策定が必要な年。スタートダッシ

ュをかける必要があり、やむを得ず、府、企業団の支援を仰ぎ、3理事を迎えることになった。皆さんが府へ帰る 2年後には、理事をすべ

てプロパーでそろえられるよう、スキルアップを望む。 

幹部職員に話した。 

大阪府から、企画調整担当理事、施設整備・危機管理担当理事、施設整備主査、3人の派遣、水道企業団から理事の派遣を受けた。 

2年間の任期だが、その間、府職員のスキルを自分の物にしてほしい。村造りの目標は「超 1流の村造り」。人口 7000人、税収アップ 3億

円を達成して、過疎から近い将来脱却する。 

村は今、(仮称)金剛山ビジターセンター、庁舎建設に走り出した。1日も早く完成させて、職員が 1か所に集まり、全員共同で村造りに励

む。 

職員への願い 

 時間感覚を持て。不可能な事業はコンサル、府の知恵を借りてでも時間を短縮しろ。 

 可能性の追求を。事業はすべて知恵を使い、能力のある人の助けを得れば可能性は見えてくる。初めから不可能はない。 

 人脈を作れ。人はそれぞれ特徴がある、会計のプロ、法律のプロ、設計のプロ、1人ですべての分野をカバーできない。周囲の協力を

得れば、ほとんどのことはできる。人脈を作れ。 

今までの人事は年数、経験を考慮してきた。行革にはベストの人事だった。今年から元気な村造りに向かう。村が動かないときは、いつで

も人事を触る。 

今年は地方創生以下、事業、計画が山積している。スピード感ある仕事をのぞむ。住民は会社(村)の株主・オーナーと思え。 
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3月 2日(木) 

辞令交付に参加できなかった参事への辞令交付 

恒例の人事異動時期。府の出先機関他、何組かの移動挨拶を受ける。 

議長室へ行ったところ、新任事務局長の歓迎パーティー。ケーキとデコポン＋コーヒー、簡単だがすばらしい、ゴチになった。 

午後 

市町村課の皆さん来庁 

市長会会長の摂津から回ってきた、移動した前課長と新任課長。1つしかない村をぜひよろしくお願いした。 

選挙の話になり、この日記の出る頃にはすべて終っているが、首長では富田林、大阪狭山は無風。藤井寺、八尾が大変。府議選では村選挙

区、河内長野選挙区は無風となっている。何回か選挙を経験していると、ぜひ現職に当選してほしいが、これは開票すればわかる。 

大阪都住民投票は私たちが当事者でないので、どちらになるのかは解らない。5 月 17 日、日本で初めて市政改革の評決が出る。ＮＨＫで

開票速報が出るかどうか。 

 

4月 3日(金) 

大阪府議会議員選挙、政令指定都市 堺市議会選挙が始まる 

統一選挙前半戦。後半戦は 19日より、市長選、市会議員選が始まる。府議選村選挙区は定員 2人、立候補は現職 2人、共産党 1人、9日

間の選挙戦。 

8：00 

役所出発 

鈴木候補事務所へ。8：30、ポスター順位 2番、事務所から各地へ指令が出る、少し選挙気分が盛り上がる。 

一般の出陣式らしきものが無く、候補者が出発の挨拶で街宣活動へ出発。太子町 浅野町長、河南町 武田町長 と私、3首長で見送った。こ

れからの選挙はこれでいいのだろう。次の土曜日までの 9日間、長い選挙戦だ。 

見送った後、お付き合いのある候補者の事務所へ激励に。どの候補も一斉に街へ飛び出して運動開始。どこの事務所へ行っても友達ばかり、

いつもお世話になっている議員には、当選し、村の活性化に努力してほしい。 
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堺市の府議会議員、市議会議員も今日から運動開始、ぜひ 12日に万歳してほしい。河内長野を回って役所へ帰庁。 

13：00 

大阪府へ年度初めの挨拶に 

府もかなり大幅な人事異動があり、関係部署へ挨拶。 

町村長会からスタート。副知事にバックアップをお願いし、本館、別館、新別館水道企業団を回り、咲洲庁舎へ。 

16：00 

咲洲庁舎 

高層ビルからの大阪湾、金剛山のすばらしい眺めを堪能し、帰庁。挨拶もかなり時間がかかる。 

 

4月 4日(土) 

今週も週末の天気が悪い。今年は 1月から、週末になると天候が悪化する。村に人が来ない。週末だけは良い天気になってほしい。 

夜 

キノコ会 

ほぼ 25年間続いている。50歳から始まって 75歳、メンバーの移動が少なく高齢化が目立つ。1番顕著に表れるのが酒の消費量、始めた

ころの 3分の 1くらいか。糖尿で酒はドクターストップなど、加齢か? 高齢か？ 昨年は 1人メンバ－が亡くなった。 

口は元気で益々よく回る。村が元気になれば、我々ももっと口が回るのだが。 

 

4月 5日(日) 

今日は葬儀が 2件、しかも同時間。体 1つで 2葬儀、課長に運転をお願いし両方参列。気候が悪いので人出が少なく、車が少ないので移動

は容易だった。 
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4月 6日(月) 

赤阪小学校の入学式 

卒業式は千早小吹台小学校だったので、入学式は副村長と逆。少ない生徒数だが、元気がいい。 

人口目標 7000人とすると、平均年齢 80 歳として新入生は 90人必要。赤阪小学校で 40~50 人必要だが、人口減と高齢化が顕著に表れて

いる。子育て中の人口増が必要だ。 

午後 

中学校入学式 

新入生 41人、やはり倍は必要、もっと多くなってほしい。この子たちが高校、大学と進学し、卒業就職で村を離れる。リタイヤするまで

は村へ帰ってこない。家はあっても仕事の場所が無い。今、ひと、まち、しごと、地方創生、地方創生計画策定が言われているが、市街化

調整区域が村域の９６％では手も足も出ない。企業誘致が必要だが、農用地指定解除から建築まで 5~6 年かかるとなれば、民間のスピー

ドに合わない。ひと、まち、しごとが実現できる環境が必要。 

 

4月 7日(火) 

こごせ幼稚園入園式 

今年の入園者数は 11名、4歳児 18名、5歳児 16名、合計 45名。 

式場へ入ると、3歳児 11名、5歳児 2名が、お母さんと一緒にならんでいる。子供がいると、やはり元気が出る。この子供たちが元気に育

って、喜んで住み、生活できる村を作りたい。 

今年は選挙の年。府会議員の皆さんが「元気な大阪を」「住みよい大阪を」「大阪の復権を」非常に耳触りのいい言葉が飛び交っている。先

生方の公約通りの大阪になるのだろうか？ 当選の後は良い大阪を作って欲しい。特に千早赤阪村、岬町、能勢町など、大阪の端の町村が

元気に！ インフラも、和歌山、奈良、兵庫に負けない大阪府に。 

私も公約を実行しているか？ と問われたら、100%検証してくださいとは言えない。 

11：00 

鈴木府議がカタロで街宣活動。議長が所用で参加できず、代理で副村長と参加、着いたときは既に始まっていた。“最後に村長ひと言”と
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指名され、“村の活性化を援助してもらうのは鈴木さんしかない”と話した。 

14：00 

消防協会事務局長来庁 

事務局長は 4月着任の挨拶。今年は支部長が 4人も辞める、世代交代の年になる。広域化の話も消えてない、良い消防団を育ててほしい。

特に村のように消防はあるものの、広い地域に集落が分散しているところでは、初期消防対応で消防団が必要。団員の高齢化と不足が府下

で進んでいるが、安全、安心のため健全な消防団を。 

 

4月 8日(水) 

朝起きると雪が降っている。 

予報では寒いと言っていたが、雪が降るとは。積もってはいないが、車が雪で真っ白だ。季節外れの寒波、桜が満開と雪はミスマッチ。 

天王寺年金事務所長来庁 

天王寺年金事務所は、市内から大和川以南、河内長野まで広い地域を管轄している。年金は我々高齢者にとって重要な、生活の必需品。高

齢化が進むにしたがって、受給人口が増え大変らしい。高齢者が安心して老後を過ごせるように、年金確保を。 

村民ゴルフ大会 

3時頃、そろそろ表彰式のＴＥＬがあり、グロアールへ。村民ゴルフ大会は 2９回目、よくこれだけ長く続いたもんだ、参加者はかなり多

い。普段合うことも無い若い人も、十数人参加している。30年近く続けられて、若い人と一緒にプレイできるスポーツはゴルフぐらいだ。

ほぼ毎年参加しているが、今年は賞品を展示してないと思ったら金券。3か月ほど先には、20%おまけつきの金券を村で発行できるのだが。 

商品も行き渡り、例年通りのチャリティ募金。皆さんのポケットマネーを集めてもらったところ 3万数千円、昨年より多額の募金をいただ

いた。アベノミクスも千早赤阪へ少し回ってきた、ありがとうございます。おかげで村の財政も少し余裕が出来た。 

 

4月 9日(木) 

今週は相変わらず天気が悪いし寒い。菜種梅雨ではなく菜種冬だ。やはり気候が悪いと葬儀が多い。今日も 1件、残念だが 1人住民が減っ

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  

 

14：00 

浪速学園へ 

元気が良く声の大きい理事長に合うと、力がわく。 

18：00 

金剛山錬成会理事会 

ほぼいつものメンバーが揃って、定時開始。 

会長は 83歳、髪の毛もふさふさ、元気モリモリ、大阪で商売を今も続けている商人、大阪の復権に努力している 1人。私は商人だといつ

もおっしゃる、グリーンホスピタルサプライの社長もいる。年間に数十回、香楠荘で出社員研修をやり、ものすごいスピードで成長してい

る東証 1部上場会社だ。 

5月 3日に表彰式を山頂で行う。1万回登山の方がまた今年も 1人出る。現在 1万回は男性 4人、女性 2人。 

毎日登ったとして 28年、年に 300回登ったとして 34年かかる。みなさんは金剛山でどのくらい汗をかいたのだろう。 

金剛山も高齢化の波が押し寄せてきて、錬成会は昨年 161人退会、新加盟が 161人、成長を続けるには、どげんかせんといかん。 

 

4月 10日(金) 

また朝から雨、今週は晴れの日が無い。 

4月の初めに配布する予定の“村長の日記”3月前半が今日にずれ込んだ。年度初めは忙しい上に、統一地方選。今 3月後半を整理してい

る最中、あと数日で出来上がる。早く配布したい。 

13：30 

副村長と喫茶吉年訪問 

この喫茶店は 2時開店、前に来たときは 1時に来たので、机の配置を手伝って帰った。今日は 1番目の客として。100円でホットコーヒー

とケーキ、非常に安い。2時前に区長登場、徐々にお客さんが来る。ほぼ満員近くなったので、失礼して帰庁。 

台湾の呂(女性)さん来庁 

ご主人と娘さんの 3人、名刺に名前が書いてあるがパソコンに活字が無い。娘は台湾新幹線勤務、台北→高雄 330キロを 1時間 30分で結
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ぶ。日本製の列車で事故が無く埋める必要のない、非常に安全な鉄道。 

呂さんは心斎橋で豆乳プリンの屋台を出すために来日。1日 40万円の売り上げがあると聞き、半信半疑で屋台を出したが、当然とても 40

万円も売れず、ダメだった。 

15 日には台湾に帰る、帰る前に金剛山へ登りたくて千早赤阪へ来た。今日は雨だが、ロープウエイもありますから楽に登れる。お帰りに

なったら、ぜひ金剛山のＰＲを。 

 

4月 11日(土) 

長期予報では晴れだったが、朝から雨、少し気温が上がってきたので過ごしやすい。 

朝から豆腐作りを手伝う。6 時すぎに大量お買い上げ、作る手に力が入る。天候が悪いのは今年の傾向、天候の悪さはどうにもできない、

早く天候に関係ない村造りを。 

 

4月 12日(日) 

大阪府議選投票日 

村の選挙区は定員 2人。選挙区に大阪狭山市が新しく加わって、定員 2人のまま。現在 鈴木候補、吉村候補、為候補の 3人。大阪狭山選

出の古川府議は、今回市長選挙に出馬する。 

投票締め切りで当選お祝いへ行くタイミングを計っていたところ、武田町長からＴＥＬあり。当選決定までの間お茶しませんか？ 星野コ

ーヒーで落ち合いティータイム。ところがこのお店は 10時クローズ、太子町長からＴＥＬあり鈴木事務所へ。 

事務所の中は人で一杯、椅子がセットされており 10時前なのにたくさんの人が座っている。河南町の結果は鈴木候補がトップ、千早赤阪

も同じ、しかし 2町村では結果不明。太子、富田林、大阪狭山の結果を見なければ大勢はわからない。 

10時過ぎ、鈴木候補の当確が出た。11時前になって、 

鈴木憲  28,263 当選 

吉村よしみ  25,355 当選 

為仁史  11,200     の結果が出た、万歳３唱。 
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今回の選挙は従来の選挙ではなく、非常に簡素な選挙との印象を受けた。若い人たちの選挙戦、これでいいのだろう。 

結果から維新の強さを改めて認識した選挙だった。大阪以外ではすべて自民がトップだったのに、大阪は圧倒的な維新の強さ。 

後は 5月 17日の大阪都構想住民投票の結果待ち。松井幹事長の話「丁寧に説明する」 

丁寧：注意深く心が行き届くこと。手厚く礼儀正しいこと。 

 

4月 13日(月) 

昨夜遅くなったので起床が遅い。7時過ぎ、起きてＴＶを見ると、昨夜の選挙結果をやっていた。 

この選挙には私の友達が立候補していた。府議では僅差で涙を飲む結果となり、堺市議選ではたった 10票差で及ばなかった。結果とはい

えおしい。 

山友達の長男が奈良県議会議員選で、2位候補にダブルスコアの差をつけてトップ当選。29歳、県議会議員からスタート、良い国つくりの

スタート。 

京都市議会議員選挙では、大学の後輩が民主党公認にもかかわらずトップ当選。少しは元気が出たが、選挙の怖さを身に染みて感じた。 

朝イチ 

昨夜お祝いに行けなかった河内長野市へ。対立候補に３．５倍の差をつけて当選した西野先生にお祝い。後、大阪狭山市市長候補、富田林

議会議員候補に為書を持参し、統一地方選後半戦の必勝を祈念した。 

 

4月 14日(火) 

腰の検診で奈良県立奈良医大へ 

整形外科に予約を入れてあったので診察を受ける。昨年の暮れ、玄米と格闘して腰を少し痛めたので診察を受ける。先生曰く「歳を取ると

腰、足、手は痛みを伴うことが多い。重い物を持ったり、急な動きを出来るだけ控えてください。骨に悪い所が出ても筋肉を衰えないよう

にすれば長持ちする、動いてください。」 

レントゲンは、まだ検査する必要が無い。長く使っているのだから痛みも出ます、痛み止めを処方します。 

先生の言葉で少し気分が楽になった。 
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4月 15日(水) 

7：20 

くすのきホール集合出発、バスは新大阪へ。天候は少し雨がぱらつく状態、早朝のためバスは混雑もなく、ほぼ 1時間で新大阪着。 

今日は遺族会の皆さんと、戦後 70年、靖国神社参拝。 

9時 40分発の新幹線まで 1時間待ち、新大阪駅でぶらぶら時間をつぶす。いつもは時間どおりなので新大阪を見る暇が無い。以外と広い

のが解った。 

ひかりで品川へ、のぞみは 2時間 30分、ひかりは 3時間、30分の差は非常に遅く感じる。品川でバスに乗り、靖国神社へ。神社では遺族

会代表の参議院議員秘書の挨拶、後、本殿参拝。すばらしい木を使った拝殿、太い桁、梁、柱を見ると、ぜひ木造の役所をと思う。今日は

暖かい 1日、拝殿は寒い日はきつそうだ。 

村の英霊 168柱の皆さんに玉ぐしをささげた。敗戦後 70年間、日本は平和の国つくり、経済成長に力を入れてきた。周囲を海に囲まれた

島国、地理的条件に支えられ、資源の無い国が世界的にも一流国になれたのは、平和のおかげだ。 

我が国の周辺では、中国の急激な軍事力増強、北朝鮮のミサイル開発と核武装、中東・アフリカではアルカイダに変わり、人の命をモノと

勘違いしているＩＳ台頭。軍事大国、戦争で発展した国は無い。平和でいい国つくりが私たちの願いだ。 
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4月 16日(木) 

朝 5時のモーニングコールで起床、ズボンとスニーカーでロビーへ。 

すでに 3人、ウォーキング姿でスタンバイ。 

5：30 

5人全員が揃ったところで、皇居 1周の散歩へ。 

九段会館の前を通り竹橋へ、北の丸公園、武道館、国立近代美術館を右手に見て竹橋の 3差路を左へ。左に毎日新聞本社、少し行くと東京

消防庁、右手に堀がつづく。パレスホテル前を右に回り込んで皇居前広場、やがて二重橋を過ぎると桜田門、井伊直弼の暗殺で有名、この

あたりで約半周 3．5キロくらい。これから登りにかかる。 

左手には総務省、国交省、文科省、経産省 他の省庁群、国施設の中枢、議事堂の前を通り、最高裁判所、国立劇場を過ぎると半蔵門。 

登りが終わり、英国大使館前の高台を歩く。日英同盟時代にできた大使館、大英帝国のすごさを今に残す。300m近い大使館前を過ぎたと

ころで右折れ、千鳥ヶ淵を左に見て南へ。乾門を過ぎ、竹橋で皇居 1周の終わり。 

ホテルからホテルまで 12,000歩、約 8キロ、2時間の散歩。かなりハード、ランニングをする外国の人たちが多い。 

8：30 

総務省 

遺族会のバス出発を見送り、総務省へ。 

昔、大阪府へ出向していた地域支援課長に合い、地域おこし協力隊の説明と徳島県の取り組みを聞く。地域創生のレクを受けた後、大阪都

構想の将来について話を聞いた。 

過疎対策室長に紹介いただき、村の過疎対策に強力な援助をお願いし、総務省を後にして 14 時 40 分、新横浜で遺族会と合流し帰ってき

た。 

 

4月 19日(日) 

富田林市 多田利喜市長、大阪狭山市 古川市長、藤井寺市 国下市長、八尾市 田中市長、五條市 太田市長、統一地方選後半戦開始。 

出陣式はすべて同じ時間なので、富田林市長の出陣式に参加。太子町長、河南町長も一緒。評判では無競争当選の噂がある、しかし事務所
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はきっちり用意されている。4回目の選挙、手馴れたものだ。簡単な出陣式の後街宣活動に、5時までに対立候補が出なければよいが。 

16：50 

多田事務所へ 

まだ対立候補なし、5時時報と共に万歳が始まる。 

市長当選決定、情報では大阪狭山市長も選挙なし。富田林市長に「おめでとう」を言って大阪狭山市長へお祝いに走る。 

18：00前 

古川事務所着、「おめでとう」。選挙戦と選挙なしでは、天と地ほど違う。当選と決まるとよく眠れるし、リラックスできる。やはり、早く

決まるのがいい。五條市の太田市長も無投票当選、しっかり仕事をこなした人は問題なし。しかし、仕事をきっちりこなしても、主義主張

の違い、党派の関係 他、種々の問題で選挙になる。 

藤井寺の国下市長、八尾の田中市長は強敵相手の選挙戦、勝利を祈る。 

 

4月 20日(月) 

大和川河川事務所長来庁 

国の行政に対する要望のヒアリング。 

 大阪府と隣接する府県境、大阪～和歌山、大阪～奈良、大阪～兵庫、間の道路整備状況。 

あまりにも大阪府側の整備が遅れている。309号線、水越トンネルを抜けると奈良県側は完全に整備されている。通行する車は大きく

なりトレーラートラックが多い、村内の 309号線は狭くカーブが多く歩くと危険を感じるほど狭い。 

河内長野~橋本間では、道路と山道ほど整備状況が違いすぎる。外鐶(170号線)はまだ未完成なのに、京奈和道はすぐに完成する。能勢

-兵庫間も同じ状況、大阪が地盤沈下するのが当たり前。 

 千早赤阪村都市計画法の現状 

村は昨年過疎指定を受けた（人口減と税収減の結果）。村は国から生活保護を受けることになる。 

村の面積 96%が市街化調整区域、農地法の農用地指定、自然公園法の指定、幾重にも網をかぶっており、開発が出来ない。 

隠居を建てるにも、農用地指定解除に始まって、調整区域の協議、建築確認に行き着くまで 4~5年かかる。子どもの結婚で始まって、
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家が出来るころに孫が小学生。結果として建売を買って村を出て行くケースが目立つ。村を出て行った家族は 2度と帰ってこない、残

るのは余生を過ごす年寄りだけ。土地利用の自由化をお願いした。 

 

4月 21日(火) 

朝 

登庁前、土地買収について不動産のプロにレクを受けた。これから仮称ビジターセンター、庁舎新築について、1 番大切なのは用地交渉。

村は“いきいきサロン”以来、用地交渉をしたことが無い。合理的な条件で用地交渉を行うには、どのようにすればばいいか疑問である。

職員のネゴシエーション能力を上げるか、府の用地担当に頼むか、業者に依頼するか、行政が何をするにも用地交渉が大切。買収するか、

定期借地権か、国の補助制度を考えながら、コンプライアンスに合った方法で土地利用することが大切。 

土地利用に対する考えは、と問題点を投げてみた。不動産業者としては「村が元気のない原因の半分は都市計画法にある。もう少しハード

ルを下げてくれないと、不動産業者が村内で業を行えない。ハードルの低い都市計画と言うより、村は都市ではない。過疎地域なのだから

開発を促進する田舎開発計画が必要だ。大阪都構想と同じく、住民投票で都市計画法の撤廃を考えたい。 

村域の 96%が市街化調整区域は、まさに村にとって死刑判決のようだ。 

午後 

久しぶりに休みをもらい、100名城巡礼の旅、最終回。東北１０城へ行く。 

15時 20分発の東海道新幹線で東京へ、嫁と嫁の友達 5人で上京。18時過ぎ東京着、夕食を済ましてホテルヘ。場所は東京駅近くだった

が、久しぶりゆっくり寝た。 

 

4月 22日(水) 

9時 16分発の東北新幹線で新白河駅へ。 

駅前でレンタカーを借り、白川小峰城へ。カーナビに入れて走り出したところ、すぐに白川小峰城着。ここは石垣だけが残っているが、石

組みを見ると、すばらしくデカい城だった事がわかる。 

次は白虎隊で有名な会津若松鶴ヶ城、それから二本松城を訪ねる予定。時間の余裕が無いのですぐ出発、100キロある会津鶴ヶ城へ。 
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東北道から磐越道へ走る事 1時間 20分、会津若松鶴ヶ城着。 

ここは昨年、柳津西山地熱発電所見学に来た時通過した道。車は少ないが良い道路だ。日本のインフラは北高南低、大阪府は後進地の縮図

だ。カーナビに従って鶴ヶ城着、あまり混雑もなく到着。城の入り口で聞いた所、100名城スタンプは城内めぐりの最後、売店にある。510

円の入城券を買って鶴ヶ城内へ、最近再建された新しい城、徒歩で 5Ｆまで登ってから 1Ｆまで降りてスタンプをもらう。スタンプを貰う

には、必ず 510円払う必要がある。上手いやり方だ。 

予定より 50分早いので、若松市内で蕎麦でも食べようと横道へ逃げたら逆方向への一方通行、また走ると逆方向への一方通行、せっかく

できた余裕が 0になった。城下町の道路は大変だ。少し急いで会津から郡山ジャンクションを経由、福島市の南、二本松市にある二本松城

へ。少し時間を取り戻し、20分ほど余裕が出来た。 

17時 35分福島発の、山形新幹線つばさ 145号で山形へ。無事山形着。 

 

4月 23日(木) 

朝 

山形城郷土資料館へ。9時会館、山形城は霞城と呼ばれ最上氏の居城。やはり米どころの城、平城ながら大きな城構えを持ち、堀を幾重に

もめぐらしている。 

8時 50分に開場してもらい、スタンプをもらう。今日は山形から仙台へ移動、まずは仙山線で仙台へ。 

青葉城、さすが伊達正宗の居城、でかい。時間があればゆっくりめぐってみたい城。駅へ戻り、仙台駅より東北本線普通電車に乗り、国府

多賀城駅へ、多賀城。すぐ仙台へ帰り、秋田新幹線で秋田駅へ。着後 20分の間に秋田佐竹氏の居城、久保城へ。 

今日の移動は新幹線を使ったから出来たことで、在来線を使っていたら 1泊 2日でも可能かどうか、新幹線のすごさが理解できた。 

東北へ来て 1番感じたことは、移動が非常に便利なことだ。日本海側の新潟、山形、秋田、太平洋側の福島、宮城、岩手、青森、すべて県

庁所在地に新幹線が入っている。 

雪解けの良い季節で好天に恵まれたせいもあろうが、各街が非常にリッチに見えた。それに比較して関西以西では、和歌山、奈良、三重、

福井、鳥取、島根、四国 4県、大分、宮崎に新幹線が無い。北海道へもすぐに新幹線が行く、大阪府や大阪市も北高南低と言われるが、日

本全体も、まさに北高南低だと感じた。 
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先月、石川県の金沢まで新幹線が伸びた。10 数年後には福井を経由して関西まで新幹線が伸びるだろうが、関西の経済圏だった金沢も東

京圏に入った。 

東京一極集中は新幹線、リニア、羽田、成田の利便性向上が進めば進むほど強くなる。そのうえ東京オリンピックがあり、最高裁判所の国

会議員定数判決もあり、国会議員は東京圏に集中する。地方創生で一極集中が止まると思う人は誰もいない。東北は東京の郊外だと感じた。 

 

4月 24日(金) 

9時 40分、秋田を出る秋田新幹線こまちで盛岡へ。1時間 30分で下車、盛岡城へ。盛岡は選挙中、選挙カーが走っている。盛岡市立文化

センターは山の上、タクシーを降りて走る。上りのランニングはきつい。文化センターの受付にスタンプがあった、職員の皆さんは非常に

親切、つい団子を買ってしまった。これで 100名城の 98名城が終わる。 

次は 99個目の根城、八戸にある。盛岡より東北新幹線で４0分、100キロを 40分で移動できるのは新幹線だからだ。車で秋田→盛岡→八

戸だと 6~7時間はかかる。八戸市博物館で 99個目のスタンプをいただく。 

100名城の最後は弘前城、八戸から東北新幹線はやぶさ 17号で新青森へ。新青森から奥羽本線に乗り換え、100個目のスタンプを頂きに

弘前城へ。昔は東京から青森へは奥羽本線で、青森から青函連絡船で北海道「♪ご覧あれが竜飛岬、北のはずれ…」の世界だった。 

新幹線が八戸回りになってから、奥羽本線はローカル線となった。新幹線の力はすごい。 

弘前駅に着き改札を出たところへ、9年前まで近大病院で婦長をしていた友達に迎えに来ていただいた。リタイヤして故郷の弘前で第 2の

人生を送っている。9年過ぎても若さを失わず元気。 

緊張した人生を送ってきた人は、良い余生を送っていただきたい。100名城の最後でいい出会いができた。また何度かは会いたい。 

 

4月 25日(土) 

朝から非常に良い天気、先週まで週末は雨ばかりだったのに。 

今日は楠公祭、10時前に役所へ。 

新聞で中学校の授業進行不足が記事になり、その対応策を聞いた。教育委員会がすぐ対応すべきだったようだが、ちょっと遅かった。小さ

い学校なので、素早くやれば問題にならない。 
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10：00 

楠公祭 

例年通り参加者は多いのだが、高齢化が目立つ。保存会創設時代、私が若い方だった。その私が今年から後期高齢者、しかも若い会員を補

充していないので、年々会員数を減少させるのみ。会員を村内に限定しているので、やがて解散せざるを得ない。 

今年も、田辺市より副市長が参会してくれた。5月 2日には、田辺市合併 10周年記念に私も参会する。約 700年前、中辺路の野長瀬一族

が大楠公を助けてくれた以来のお付き合い、大切にしなければ。昔の千早赤阪と中辺路は、今なら多分、田辺市が姉妹提携しているスペイ

ンのサンチャゴとの時間距離くらいか。 

(パリ発サンチャゴをゴールとした巡礼道約 1500キロと、熊野古道は姉妹提携している) 

 

４月 26日(日) 

千早村立中学校の同窓会 

少し遅れて参加、男性４人、女性１３人が参加。やはり同級生では女性が強い、後期高齢者軍団。 

皆さんと話をすると、まず腰が痛い、足、手、肩、に障害を持っていたり、脳梗塞から復帰したりで様々だが、年に１度会うことで話が尽

きない。孫の話から曾孫まで、私たちもその年齢に達したのだ。 

また、今日参加してない人の話になると、亡くなった人、施設に入っている人、入院中の同級生と、人生の終末が近づいた気分になる。 

ただ、亭主が亡くなってますます元気な女性がかなりいる。ぜひ皆さんの元気をいただいて、俺も元気に。 

今日は統一地方選、第二部の投票日。仲良しの市長ががんばっている。カラオケで一日過ごしたかったが、早く失礼した。 

夜 

藤井寺市へ。 

市長選でもＮＨＫは大きな市では出口調査を行い、当確を打つ。大阪では泉佐野の千代松君が当選、八尾の田中誠太くん、藤井寺の国下市

長が当選。みなさん安定した強さ、良い街づくりを行っている。 

富田林、大阪狭山は投票なし、「祈る勝利」を送ったところはすべて当選。夜中のビールはうまかった。 
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4月２７日(月) 

楠公さんの子孫と、楠公さんを研究している大学教授が来庁 

楠公さんのＰＲ、及び楠公精神について話を伺った。 

楠公さんをもっともっとＰＲして、南河内にこんな立派な武将がいたことを、皆さんに知ってもらうべき。現在のように人の考え方が非常

に乱れ、責任の転嫁、なすりあいの世の中を良くするには、自己責任と、自己犠牲の考え方で行けば世の中はもっとよくなる。 

水戸光圀、佐久間象山は、楠公の考え方、生き方を人の鏡とした。ＮＨＫ大河ドラマの中で昨日亡くなった吉田松陰も、楠公を尊敬してい

た。 

しかし歴史は皮肉なもので、人のため国のため犠牲になる事は崇高なことだ、立派なことだ、これぞ楠公精神とすり替え、神風特別攻撃隊、

人間魚雷で多くの若者が命を落とした。その特攻作戦のおかげか、日本の無条件降伏についてはドイツと比較すると条件が柔らかかった。 

楠公の子孫の方は楠公さんについて博識で、要望があるときは楠公さんについて講演してもらえるそうだ。 

 

4月 28日(火) 

遅れている村長の日記を配布。今日は途中話をしなかったので、1時間 10分で全部配布できた。いつも時間がかかる原因は、途中での話

が多すぎる、これからは口にチャックして回ろう。 

ほんの 2週間前 千早で雪が降ったのに、今日は暖かいを越して暑い。この気候が豆腐造りに問題、日によって温度が上下するので大豆を

漬ける調整が難しい。天気予報を注意するのだが、気温までわからない。温度が一定になるとうまく漬かるのだが。 

桜の花が散ったと思ったら、雑草が伸びてきた、しかも伸びるスピードが早い。最近の気温は非常に高く、北海道で 30℃を超えた。今年

は暑い夏を覚悟すべきだ。私は千早で育った関係で、寒さには強いが暑さには全然弱い。夏は暑いのが当たり前だが、早く涼しくなってほ

しいのが私の願い。今から涼しくは無いと思うが、いい気候の時期は短い。 

住民から くすのきホール の話を聞いた。くすのきホールはまだ新しい、住民にとって大切なホールだから潰したりするな。私にとって難

しい決断が必要な問題だ。 

完成以来 20 年経過し、大規模改装が必要になってきた。エアコンの耐用年数が限度。大ホールの利用が年間 20 日。ホールの運用には専

門業者が必要。大量の漏水。 
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次の 20年に対する費用対効果を考えて判断する。 

 

4月 29日(水) 昭和の日 

4月初旬まで、休日は必ず雨だった。今日は打って変わって最高の登山日和。 

朝 

豆腐造りを手伝って、朝飯を食べたころから沢山の車が入ってくる。家族連れ、子ども連れ、女性のグループが多い、しかも今日は暑くな

く寒くない、すばらしい気候。この皆さんは金剛山での滞留時間が長い。駐車場業者とすれば、滞留時間が短く回転の速い方がいい。 

5月 2日からの大連休、特に桜祭り５月 3日は殺人的に車が集中する。95%くらいの満車率で推移すればいいのだが。 

 

4月 30日(木) 

今日の気温はラジオの予想で大阪 26℃、まるで夏のようだ。明日からはクールビズ、もうスーツを着なくても問題が無い。 

4月の頭に千早で雪が降っていた。今年の夏の訪れは早い、千早でも朝起きたら 13℃もあった。昨年なら今頃まだストーブを燃やしていた

のに、暑い夏がすぐ来る。 

朝 

村営大運動場を作れとの話があった。老人の健康対策には非常に良いが 10~20 億円もかけて運動場を作るとなれば、非常に保守的な住民

の合意を得るのが大変だ。 

今朝から安倍首相の、日本の総理大臣初めての米国議会上下両院合同会議での演説。「痛切な反省」をＴＶ、新聞、ラジオで報道している。 

安倍首相演説のポイントは 

 先の大戦に対する痛切な反省を胸に刻む。 

 アジア諸国民に苦しみを与えた事実から目を背けてはならない。 

 日米同盟を強くする安保法制に取り組んでいる。必要な法案の成立を、この夏までに必ず実現する。 

 ＴＰＰは経済的利益を超えた長期的な安全保障上の大きな意義がある。日米のリーダーシップで一緒に成し遂げよう。 

英語で約 40分の演説、私も昨年オーストラリアで約 7分の演説原稿を読んだ。安倍総理がんばれ。 
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5月 1日(金) 

朝 

千早は少し寒いのでスーツ姿で役所へ来たところ、職員がほとんどシャツ姿、今日からクールビズ。 

役所にいるとクールビズ並みの温度だが、標高 600ｍ弱の千早では少し早い。 

府下で、四條畷、太子、千早赤阪 が加入して統合を求めた大阪府水道企業団の加盟作業も徐々に進んでおり、平成 29年度より企業団の一

員となる。ライフラインで 1番大切な水が、安定して供給される。数年後には、水は府下一円が企業団により安定供給となる。 

昼前 

整形外科の医院へ 

連休中のヘルニア用の痛み止めをもらいに行った。「胃腸に良くないから、あまり鎮痛剤を飲まないように、本当に痛いときだけ飲んでく

ださい。」3か月ほど飲んでいるが、飲むと効いたような気がする。あまり飲まないようにしよう。 

 

東京の晴海に 18ヘクタールの空き地があり、東京オリンピックの選手村となる。三井不動産ほか 13社連合で 2020年オリンピック以後、

6,000戸の住宅に作り替える。選手村に適した土地は不便なところにあり、都の資料では「交通基盤が脆弱」「高潮対策が不十分な堤外地」

となっており、最寄りの鉄道駅は地徒歩 20分の大江戸線勝鬨駅だ。 

村の状況は、まだ国道は工事中で年に 5mしか工事が進まない。1番近い鉄道駅は近鉄富田林駅、南海河内長野駅、徒歩 1時間 30分以上。

住宅用地は 500ヘクタール以上ある、ただし全域市街化調整区域。 

18ヘクタールは 54,000坪、6,000戸の住宅を作るのだから 1戸当たり 9坪、もちろん高層住宅だから用地は十分ある。 

村は 200戸住宅が出来れば過疎から脱却出来る。1戸当たり 1,000坪としても 200,000坪、70ヘクタールもあればいい。どうして東京だ

けと思うのは、私だけではない。 

オリンピックはなぜ 2 回も東京で？ 東京一極集中を止める気の無い日本。政治は東京、経済は名古屋、大阪、福岡、四国、北海道にも 1

セットの経済圏を作るべきだ。 
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5月 2日(土) 

田辺市合併 10周年記念式典 

6：00 

役所出発。本来は 2時間もあれば間に合う距離だが、今日は連休初日、阪和道吉備以遠の交通混雑を考えて早く出発。 

高速に乗ったところ、あまり車が多くないので時間調整に紀ノ川でストップ、モーニングサービス。まだ交通麻痺を心配し 8時出発、9時

に田辺に着いた。1時間早かった。 

市長は、元 中辺路町長(中辺路町は 2005年に田辺市と合併)、まだ 50歳、若いし元気、まだまだ市長をやれる。良い田辺市作りに励んで

欲しい。 

和歌山県 二坂知事の挨拶に次いで、自民党総務会長 二階先生の祝辞「私は和歌山県の市町村長の要望をすべて聞いてあげた。」 

私と議長は、大阪にここまで言える国会議員が欲しいと心から思った。 

村の選挙区の代議士先生も頑張って、まず国道 309号線を水越トンネルまで完成させてほしい。 

式典終了後、市長に教えてもらった「紀州の味処 銀ちろ」で食べるシラス丼、これが最高。議長とともにシラス丼を食べて帰路についた。 

 

5月 3日(日) 憲法記念日 

金剛山桜祭り 金剛山錬成会表彰式 

例年のことながら、早朝より車が多い、多すぎる。 

駐車場キャパシティの 2～3倍は車が来ている。長男とアルバイトの二人で駐車制限を、私は豆腐の販売をやる。 

9時前に駐車場は満杯、車列はずーと続いている。多くの車が駐車場に入れず、そのまま帰ってしまう車も多い。 

11時過ぎ、やっと頂上で配布された弁当を持った人が下りてきた。 

例年、弁当(祭り当日金剛山錬成会会員には無料配布)を持った人が下りてきてしばらくすると、やっと駐車場が空いてくる。 

12時過ぎ、駐車場が空いてきたので頂上へ。 

13時頂上着。既に表彰が始まっており、1,000回登山以上の表彰、1,000回以上の表彰者はおなじみの人が多い。 

元議員の中馬先生、西野修平府議も参加され、錬成会の総会はにぎやかだ。 
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5月７日(木) 

長い連休は終わった。5月４日は雨だったが、あとは素晴らしい天候に恵まれ、来村者は多かった。 

憲法記念式典 

朝８時過ぎ 

役所出発、大阪国際会議場へ。今日は憲法記念式典と知事表彰控室で知事と会う。「生みの苦しみの最中、しっかり取り組んでほしい」市

長会長の話。早く結果を出し、大阪府の末端の事も考えてほしい。 

知事の式辞で始まり表彰、約５０分で終わった。 

府庁へ回り、副知事室へ。「ダイヤモンドトレイルの振興と、金剛山のＰＲもっとやれ」と背を押される。ダイトレの中心として全体に人

の流れが回るように、職員ともども励みます。 

その後、モンベル阿倍野店で買い物。マグカップ他小物入れ、モンベルマーク入りティッシュを１０日の景品として買い、帰庁。 

府のダイトレサポータークラブ担当の鎌谷君 来庁 

ダイトレサポーター新メンバーの決定報告と、二剛会のサポーター認証書を持参してくれた。また３年、ダイトレのため頑張ろう。 

 

５月８日(金) 

連日良い天気がつづく。 

議会 

今日は議会の日、現議員は任期の半分、２年が終わった。あと残り２年、村は議長の任期が２年となっているので、今日は後期の議長選出

臨時議会。今回、千早赤阪村の議会議長は、大阪府町村議長会の会長になる(任期２年)。 

10：00 

議会開始。議長辞任許可、議長選出。副議長も同じ順序。次いで監査委員の選出。常任委員会委員の選出、委員長選出。 

過疎地域自立推進委員会委員選出、委員長選出。議会運営委員会委員選出、委員長選出。南河内環境施設事業組合議会議員選出。 

農業委員会委員の選出。都市計画審議会委員選出。学校給食センター運営委員会委員の推薦。議会広報編集委員会委員の選出で終わり。 

７人しか議員がいないので、各議員は多くの委員を兼任することになる。特に今年は、大阪府町村議長会会長が千早赤阪村の順番になって
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いる。町村長会の会長と、議長会の会長が同一自治体となる事はまずないことだ。議長と力を合わせいい村造りに励もう。 

終了後、５月の目標設定。 

村の事業はすべて土地確保に掛かっている。土地確保が出来ると９９％事業完成だ。ビジターセンターの用地確保、新庁舎の用地確保にさ

っそく動いてほしい。職員だけで不可能ならば、バックアップ軍団を組織して用地確保に入るべき。スピードアップを指示した。 

 

５月１０日(日) 

今日は昨日の雨天と違い、良い天気。 

今、葛城山のつつじが真っ盛り、例年通り、金剛山へは登山客が来ないことになっている。日本人だけではないだろうが、皆さん花が好き。

昔は「花より団子」、現代は「団子より花」、日本は衣食足りた国になった。今日の金剛山は暇だと思っていたが、いつもより少し遅くに登

山客がたくさん集まってきた。今年は葛城のつつじより、金剛山で体を鍛える方がいいのだろう。 

9：00 

府営駐車場へ。例年行事、ジャパンポスト南河内の皆さんが、ボランティア金剛山クリーン登山に５０人。綺麗な山を維持できるのは皆さ

んのおかげ、ありがとうございます。 

金剛山に郵便道と呼ばれる登山道があった。御所市高天から頂上へ上る道。大正時代から連日４～５時間かけて、郵便物を頂上へ運んでい

た道(金剛山頂上の住所は御所市高天)。ぜひ金剛山とジャパンポストの絆を、末永くお願いしたい。 

15：00 

二剛会総会 

二剛会も発足以来、三〇年を超えた。今年は 1,500回踏破の金城さんに、例年通り金のインゴット贈呈。二剛会が始まって以来インゴット

を何回も贈呈したが、最近金価格の上昇がすごい。グラムは少し少なくなったが、９９．９９％の純金、おめでとう。 

 

５月１１日(月) 

南河内環境施設組合理事者会 

今回の議題は、富田林市多田市長の任期切れに伴う理事者選任と、大阪狭山市市長交代に伴う副理事者の選任。 
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理事者は従来通り申し合わせにより、富田林市長。副理事者は、河内長野市長、大阪狭山市長、太子町長、河南町長、千早赤阪村長となっ

ており、問題なく決定。 

大阪狭山市古川市長は、当選してまだ１カ月も経過していないし初めての参加だが、皆さんと共にいい組合を作りたいと挨拶。今回メンバ

ーの中で特に彼の若さが目立った。ぜひ、いい市長になってほしい。 

 

５月１２日(火) 

役所へ通う車の調子が悪い。すでに７年目、１２万キロを超えている。少しくらいの不具合は当たり前だが、つぶれる前にディラーヘ持ち

込んだ。あと数万キロは使い続けたいので、点検を頼んだ。 

代車にディーゼルの新車を貸してくれた。私の常識ではディーゼルはうるさい、力が無い、走らない車のイメージがあった。借りた車は、

音は静か、パワーがあり、ディーゼル特有のトルクがあり加速がいい、しかもカタログでは燃費がいい。友達がマツダのディーゼルを買っ

た結果「加速が良い、燃費もいい、速い、これからはディーゼルや」。トヨタとマツダが提携関係に入った意味もこの辺にあるのだろう。 

13：30 

農と緑来庁 

農水省が農地中間管理機構を作り、農業に関心を示している企業に農地の運用を仲介することになり、大阪府でも高齢化と後継者不足によ

る放棄農地を斡旋し、耕作放棄地をなくしたい。村の状況を聞きたい。 

村の農地の特徴は 

・棚田が全てであり、単位面積が少ない。 

・棚田の特徴で、接道していない農地が多い。 

・農家の所有面積が小さく、所有者が多く、権利関係が複雑。 

・農地に対する執着が強く、貸借が難しい。 

村はすべての農地が有効利用されることを望むが、かなり困難な状況。現状を話した。 
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5月 13日(水) 

楠公史跡保存会ツアー(根来寺、淡島神社) 

今日は行楽には最高の天候。バスはくすのきホールより水越峠方面へ上って行く。五条北より京奈和道に乗り、根来寺へ。大型バスには水

越峠の 309号線は狭い。水越トンネルを出て奈良側に出ると、309号線は完全に整備されて出来上がった道になっている。 

五条で、大きな橋脚工事の横を走って京奈和道へ。いつもは自分で運転しているのであまり周囲の景色はわからないが、バスから見ると順

調に工事が進捗しているのがわかる。 

五條～橋本～高野口、京奈和道だけでなく取り付け道路も出来上がっており、大阪側よりみる紀泉山脈は深い森がほとんどだが、和歌山か

ら見ると尾根に向かって新しい道路が走り、しかも所々で果樹園を作っているところが見受けられる。改めて大阪の地盤沈下を実感した。

リニアも大事だが、まず 40年以上放置されていた大阪府内の道路網を隣の県並みにすることが、大阪発展のスタートだ。 

根来寺は初めてだが、楠公さんの時代から大きな勢力を持っていた。僧兵がたくさんおり、アルカイダやイスラム国どころではなく、非常

に大きな影響力を当時の国全体に及ぼしていたと思われる。歴史に出てくる根来衆の本拠。当時の絵図面を見ると、この地帯一帯が数百の

寺院群でおおわれていたのがわかる。500年ほど前に、豊臣秀吉に焼かれ現在の状態になったらしいが、宗教の力が計り知れないのは今も

昔も変わらない。秀吉が恐れたほどの力があった。 

和歌山市の北側を通過し、淡島神社へ。北側の紀泉山脈では和歌山国体に向かって京奈和道の工事がすごい勢いで進んでいるのがわかる。

あの橋脚 2～3本分で、村内の 309号線の工事ぐらいは出来るのに。 

 

５月１４日(木) 

今日は忙しい１日だった。 

早朝 

町村長会来庁 

府振興協会理事長に、市長会会長就任までの間、臨時に町村長会長が就任するのに実印と印鑑証明が必要となり、取りに来てもらった。 

10：00 

読売新聞来庁 
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府水道企業団に太子、四条畷、村が加盟したが、１７日投票の都構想住民投票結果による村の対応はどうか？ 

現在、村は企業団に加盟したのだから、結果がどちらになっても影響ない。 

11：00 

近畿財務局来庁 

アベノミクスが徐々に浸透し、すこし経済が上向きになって来たが、村の状況はどうか。 

金剛山登山客の動向をみると少し良くなりつつあるように見えるが、コンビニ１つ無い、高齢化率が４０％の村にとって、ほとんど変化ら

しい変化はない。林業が基幹産業であった村にとって、当分の間元気が出ないと思う。 

13：00 

富田林歯科医師会会長来庁 

新任の挨拶。歯科医師業界の若返り。 

村で数少ない林業で生計を立てている社長来庁 

すぐに７０歳となる、若手どころの騒ぎではない。 

土砂埋め立てをした土地が(10,000㎡)3,000坪ある、利用法は無いか。都市計画法の問題はあるが、オファーがあれば地区計画で申請でき

る。ぜひ事業者を探したい。 

16：00 

国保課長来庁 

明日、町村長会で平成 30年改正の候補の説明をする。今、保険は市町村だが、全国都道府県が保険者となる。小さな保険者だと高額医療

などが発生すると財政の安定を欠く。大きな保険者の方が安心で安全だ。 

町村長会 

明日の会議のシナリオを説明。 

総会なのでシャンシャンと行ってほしい。 
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5月 15日(金) 

大阪府町村長会 

14：00 

開会。今日の会合は役員選出、2年に 1回、会長、副会長、各種役員の改選。 

開会初めに、大阪府の総務部長、市町村課長が 4月 1日の人事異動で変わった、就任のあいさつ。 

市町村課長には、体力の弱い町村に大きな支援をお願いした。 

次に国民保険がＨ30 年度をめどに大きく変わる。現在は市町村が保険者となり、国・府の支援の中で運営しているが、最近のように高額

医療などで財政力が弱くなる町村の国民保険が出てきた。保険者を都道府県単位に集約し、体力のある保険とする法案が本国会で決定す

る。 

Ｈ30年まで、3年かけて国民保険を府下同一保健まで持って行く改革だ。 

国保は当村のように黒字の所もあるが、市町村国保は赤字の所が多く、一般会計より繰り入れしている自治体が多い。 

村は今年から国保料を府下最低まで下げた。出来るだけ長く府下最低の保険料を維持しよう。 

大阪府町村長会役員改選は、会長以下全員改選なしで終わった。 

 

５月１６日(土) 

朝から小雨。予報では雨、朝から人出が少ない。 

今日は公務なし、久しぶりにのんびりしようと思ったが、なかなか暇がない。村長の日記を書いたら、パソコンの前で１時間ほど眠ってし

まった。世の中にはいろいろな薬があるが、睡眠効果はパソコンが１番、よく眠れる。 

２時間ほどキーボードを叩いたが、あまり前には進まない。 

午後 

明日のフリーマーケットの準備をして、すこし読書をした。最近読書が出来るのは珍しい。 
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５月１７日(日) 

千早赤阪フリーマーケット 

11：30 

挨拶。今年はフリーマーケット開始４年目となる、始めはＢＧ横のキャンプセンターで行っていた。まつまさ と、トマトハウスは最初か

らの参加、少しずつ参加者の内容が充実してきた。出展者も来場者もフリマらしくなってきた。 

主催者の話 くすのきホール周辺で開催しても、駐車場が足りない。もっと駐車場があれば、私たちも車の誘導だけでなしに運営にも手を

入れられる。ぜひ駐車場の増設を と要望された。 

今年は打楽器のグループが演奏していた。中々バランスといい、調子の良いグループ、聞いていると踊りたくなる。多分ボランティアだと

思うが、腰をいわしてなければ踊りたいくらいだ。フリマのリーダーに聞くと村在住のグループらしい。ぜひ村のイベントに参加してほし

い。演奏を聴いていると、プロとして十分いける、売れるプロになってほしい。今日は非常に暑い１日だったが、トマトハウス も まつま

さ も予定の売り上げがあった。 

 

５月２０日(水) 

近畿元気塾 大阪支部(近畿地方建設局傘下の大阪国道事務所、浪速国道事務所 共催) 

元気塾の活動方針は 

・地域からの提案をもとに進める(地域が主役) 

・国と地方が連携し既存制度を使い切る(交付金等) 

・単発ものにしない(新規事業のスキーム化を目指す) 

・すぐにできることはすぐにやる(住民に成果を示す) 

先ず道路空間の再利用につき、泉南市長が取り組みを説明。 

市には約４キロの第２阪和国道が通っている。 

幅 40m、3ｍの中央分離帯、7.5mの中央 2車線×2、4.5mの緑地帯×2、副道 4m×2、歩道 2.5m×2。 

道路の走行方向については、もちろん車が通行するのだが、横方向の利用、地下の利用について、地域と一体となって利用する方法がいろ

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  

 

いろある。市では住民に利活用の提案を募集し、道路を街の発展に利用する方法を考えている。 

環境緑地帯の木が大きくなりすぎたので、間伐することで見通しを良くする。 

副道部分をオープンカフェに、縁日用地に、太陽光発電用地に。周辺の発展を助する利用法を、パリのシャンゼリゼ通りの様に多目的に利

用することで、道路空間が住民の福祉に資する。 

田尻町長のプレゼン 

非常に狭い町域を住民の健康造りの場として利用し、町道を利用して 5,000歩コース、8,000歩コース、10,000歩コースとして設定し、途

中で住民にマイ花壇を作ってもらうことにより、必ずその場所に来て手入れすることで健康を保たせるなど、新しい道路の利用法をプレゼ

ンした。 

 

5月 21日(木) 

金剛山新人研修 

13：00 

まつまさ出発。12 月に腰を痛めてから初めての金剛登山、ヘルニアと診断されて、まだ少し右足にしびれがある、登れるかどうか心配し

ながら登山開始。5カ月ぶりなのですぐに息がはずんできた。今年は女性ばかり 4人が採用になった、私が息も絶え絶えになっているのに、

若い諸君は話をしながら登って行く。すべて 20歳代、元気があって当たり前、年齢からすると私の 3分の 1。しごきのつもりの金剛山研

修だったが、若い皆さんにしごかれた。 

終わりに恒例の焼き肉パーティ。よく食べる、食欲だけは負けないと思っていたが、スリムな体ながらよく食う。若い皆さんに元気よく働

いていただいて、いい村を造って欲しい。 

 

5月 22日(金) 

朝イチ 

叙勲のお祝いに小吹台へ 

危険作業従事者の叙勲、71歳になると叙勲を受けられるらしい。些少だが村よりお祝いをお届けし、敬意を表した。 
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小吹台で生活すると、朝起きてから寝るまで暇でしょうがない。20～30 坪でもいいから畑でも借りて何か育てると時間管理もうまく行く

のだが、河内長野の貸農園では市民以外はダメと断られた。千早赤阪でも役所が仲介して貸農園が出来ないか、是非やってほしいとリクエ

ストがあった。耕作放棄地が沢山あるので、ぜひニーズのある人に繋ぎたい。 

15：00 

退庁。今年の 3月末に退職した府の高級官僚と、4月末リタイアした市長、友達 2人の 4人が金剛山香楠荘へ泊る。20年近い友達、第 2

の人生を皆さん踏み出している。みなさんの車をロープウエイ駅において香楠荘へ。 

市長 12年間の話、大阪都構想の話、いろいろ教えてもらい良い経験となった。 

食事の後、ミュージアムの先生の指導で望遠鏡を見せてもらった。関空の姿が金剛山から見える驚きと、金星の 4つの衛星、土星の輪を見

せてもらった。初めて見る宇宙の星、写真の通り。感激した。 

私は翌日豆腐造りを手伝うので 10時頃香楠荘を出て家に帰ったが、車に乗り込むとき非常に寒かった。 

 

5月 23日(土) 

14：00 

富田林警察署管内 春の地域安全大会(大阪大谷大学体育館) 

大橋署長の大会宣言、河南町長の挨拶で始まった。 

大会の冒頭を飾って、大谷大学バトントワリング部の模範演技、やはり学生の若さを感じた。次に大阪大谷大学の学生による防犯劇。確か

彼らの演技を見るのは 2回目だが非常に上手い。次に富田林警察署員による詐欺事件啓発劇。警官がまさにヤクザに見えるから、やはり日

頃のトレーニングのたまものだ。最後に警察音楽隊とカラーガード隊の演技、警察のバンドだけあって元気がいい。今回は映画音楽メドレ

ー聞きなれたメロディが続く。楽しいひと時だった。 

 

5月 24日(日) 

楠公祭 

今日は千早神社の楠公祭。本来は 5月 25日だったが、5月 25日に近い日曜日に開催となっている。 
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今年は中出が当番。千早地区には、上出、中出、下出、田中出、柳出、の５つの垣内(かいと)と呼ぶ組織がある。はるか昔、千早に住んで

いた人たちのとなり組のような組織。江戸時代から続いている。 

中出は餅まき用の餅を作る当番。神事と神社の清掃は、来年餅つきを担当する柳出の番と決まっている。5年に 1回まわってくる。 

神事の後の直来で、千早神社も森の成長が早く、木を伐採する必要を話し合った。本殿横の石組みが桧の成長で歪んできた。千早城址の石

塔もカラマツの成長でがたがたになった。社務所の眺望は周囲の木の成長で無くなった。木はやはり成長をコントロールする必要がある。

三の丸広場の紅葉の大木は、楠公山で運動会をしたとき(60 年ほど以前)に比べると大きく成長し、広場の 3 分の 1 を覆うほどになってい

る。枝を落とさないと風で倒れる。 

 

5月 25日(月) 

朝 

議長が村長室へ入ってきた。今年より２年間、大阪府町村議長会会長に就任した報告を頂く。 

千早赤阪村が町村長会会長と議長会会長をダブルで受けることは、多分２度と無い。議長と力を合わせ、大阪にも村がある、元気で自立を

目標に努力していることを、府下の国会議員、府議会議員、府の職員に認識してもらおう。 

瑞宝双光章のお祝いに堀さん宅へ 

私が初めて村議会議員の当選したとき、選挙管理委員会委員長で当選証書を頂いた人。桐山の頂上に家があり、四駆で登ってゆくにも下手

なドライバーでは大変なところ。今日は四駆で問題なく上った。桐山地区へ入ると、日本で軽自動車が売れる理由が理解できる。 

堀さん宅で些少だがお祝いを渡して話をした。 

昔、堀さんが結婚をしたころ水道が無かった。洗濯は山から下りて下の沢で洗って洗濯物を持ってあがって干した話。炊事用の水は毎朝１

日分を汲みに行く。風呂の水は雨水をためて使う。収穫したコメは１俵６０キロの俵を２つ、天秤棒でかついで家まで運ぶ。水道が出来て

楽になり、隣と土地を出し合って軽自動車の道を作りまた楽になった。昔は大変だった。 

村は小吹台、多聞・千早校区、赤阪校区に分けることが出来るが、小吹台を除いて細い道、傾斜の急な道がまだまだある。小吹でも東阪で

も、ブレーキを掛けると前にひっくりかえりそうな道がある。出来るだけ早く解決したいが、昔から条件の悪い所に家を建て、条件の良い

所は農地として利用してきたところ。何世代かの後、住居地が変わるまで無理だ。 
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5月 26日(火) 

全国森林環境税創設促進連盟理事会 

全本日 10時開催なので、町村会館へ前泊した。 

朝 6時より皇居 1周のリハビリに出発、反時計回りで靖国神社参拝 11,000歩、7時 30分に帰ってきた。シャワーを浴び 10時より理事会。 

林野庁林政部企画課長のレク、森林吸収源対策に関する財政確保。 

森林はＣＯ2固定の吸収源として必要であり、より有効に固定するには間伐をして木の成長を助け、吸収量を増す必要がある。 

現在まで吸収源対策として例年総額 2,320億円、森林整備費として 1,840億円(内間伐経費 1,110億円)、木材利用促進対策として 480億円

を投入してきた。これからも必ず確保するよう努力する。 

なお、都道府県の独自課税として、森林環境税などとして 35県が導入しており、森林整備、木材利用促進、里山整備、森林学習教育など

に利用されている。未導入は北海道、青森、埼玉、千葉、東京、新潟、福井、京都、大阪、徳島、香川、沖縄の 12都道府県。大阪も早く

導入して、森林整備に資金投入を願う。 

各都道府県の理事は、地区選出の国会議員に要請活動を行う事になった。 

 

5月 27日(水) 

12時 30分 

新幹線で広島へ。 

いつも読んでいる小説を読もうとページを開けて読み始めたところ、気がついたら福山、広島まで 20分弱。目が覚めて良かった、のんび

り寝ていたら次は小倉、今日の会議に間に合わない。20ページほど読んだところで広島着、なかなか元気そうな町。 

昨年 50数人が亡くなった広島市安佐南区の土石流現場を見せてもらった。 

ＴＶの報道ではものすごい土石流と思っていたが、地形といい、土石流の後といい、村の感覚で推し測ってはいけない事が良くわかった。 

岩がなかなか出てこない土の多い地層だが、土石流が発生したところは村と比較すると傾斜もゆるく、沢は山が浅いので短い沢だ。積算雨

量 200mm以上、時間雨量 70～80mm、村では多分問題のない降雨量だ。ただ、このあたりは県営住宅、集合住宅などが折り重なって建設

されており、山から大量の水、土石流、木材が流出し、被害を大きくしたと思われる。 

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  

 

村では 20年に 1度くらいはこの程度の土石流は発生するが、ほとんど家の無い所、一時的に道路が通行止めになる程度。人口密集地はセ

キュリティが大変だ。 

私の家は土砂災害危険区域に真中にある、しかも築 170年。私の中学時代、水が家の前に合った倉庫を押し流したが、居宅は無事だった。 

3年前の紀伊半島を襲った 2,000mmを超えるような豪雨が来たらきっと駄目だと思うが、170年間無事だったことを考えると、あまり心

配が無いと思う。あとは私の危機管理に対する判断だ。自分のセキュリティは当事者が考えることだ。 

 

5月 28日(木) 

8：00 

広島駅出発。今回経農委員会の研修をお願いした坂町を経由して、筆で有名な熊野町へ。 

関西では熊野といえば和歌山県の熊野古道や三重県熊野市だが、広島にも熊野町がある。広島湾の少し内陸に入った町。 

まず化粧用の筆工房に案内してもらった。晃祐堂筆工房、若い何代目？かの土屋社長に説明を受けた。地域に根づいた産業で、同社には筆

の伝統工芸士(国家資格)が数人いる。 

広島に筆の原毛調達・処理工場を持つ。製品を日本国内及び西欧諸国に販売するにあたって、原料処理を行う時に使用する薬品をすべて国

内法の範囲で行うためだ。 

筆にはいろいろあるが、私たちが訪れた晃祐堂さんは化粧筆専門。昔は書道用の筆をを作っていたが、現在は化粧用筆に特化、日本経済を

象徴している会社。イノベーション出来なければ会社はつぶれる、ニーズをつかみイノベーションを続けて行けば会社存続する。世界経済

は厳しい時代だ。 

次に熊野町立筆のミユージアム。町長のお出迎えを受けた。ショップでは、本日化粧用の筆を除きすべて 40％ＯＦＦ、ぜひこの機会にお

買いもとめを！ 

筆の価格を見ると、安価なもので 2千～5千円、普通品で 5千～2万円、特別品では 10万円以上。筆に使用する毛も違うし材質も良いも

のだ。私も筆をほしかったが、字を書くより恥をかく筆になりそうだったのでやめた。 

昼食は坂町のヨットハーバーで頂いた。パワーボートがメインで数千万円クラスのボートが多数陸置きしてあった。広島県経済の中心に近

く、リッチないい街の印象を受けた。 
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帰路、広島から 1度乗って見たかった新幹線“さくら”の切符を買おうと売り場に立ったが、直近の“さくら“は満席(人気が良い)30分遅

れの“さくら”に空きがあり、土産屋を冷かしてから乗った。ＪＲ東海のグリーンと同じ片側 2席で座席の幅が広いが、前後のスペースは

同じ。私の好みだが、友達と乗るときなどは良いが、1人旅の場合は横 2席 3席の 3人掛け通路側が良い。 

 

5月 29日(金) 

午前 

千早地区福祉委員会総会 

午後 

赤阪地区福祉委員会総会 

例年今頃総会が行われる。村は今大阪府で 1番高齢化が進んでいる。数年前までは岬町が 1番高齢化が進んだ町だったが、残念ながら千早

赤阪村がトップになった。 

高齢化率 40％、65歳以上の人口が 2,300人、昨年の出生数 13人、村はまさに少子高齢化のトップを走っている。村は福祉計画を作って

実行しているが、高齢化のスピードが早い。 

独居老人、老々家族が非常に多い。出生数が少ないことでもわかるが、若い人が少ない証拠だ。 

福祉委員会に行っても、やはり老々福祉の感じがする。村長も議会も老々だ。最近首長も若返りがトレンドだ、村に若い元気な諸君に住ん

でもらってと思う。規制緩和で開発が容易になり、家がすぐ建設できる村にしたい。 

 

5月 31日(日) 

13：30 

第 22回小吹台地区福祉委員会総会(小吹台いきいきサロン山百合) 

活動報告、会計報告まで聞いたが、小吹台地区の福祉委員会はなかなか密度の濃い福祉活動を行っている。小吹台地区は人口が多いから福

祉委員会のメンバーが多いこともあるが、整然として活動をおこなっているのが目立った。 

本日は午前中、地区一斉の草刈りを行ったとのことで、地区全体が綺麗になっていた。地区自治の兆しが出てきたことはありがたい。 
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16：00 

二剛会(富田林 明宝) 

のろし台 のバイオトイレ美化でお世話になったので、食事会を持った。 

毎日金剛登山をしているメンバーばかり、よく食う、またよく飲む。これでこそ毎日金剛登山が出来るのだ、改めて感じた。 

平均年齢は 70歳以上、飲みかつ食う様子はまさに 20歳代。今日集まったメンバー13人は、ピンピンころり間違いなし。 
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6 月 1日(月) 

6月に入った、すぐ入梅だろうが最近は天気が良い。村では田植えが始まってきた、まだ役所ではエアコンは運転してないが、冷房が必要

になる時は近い。 

朝 6時 30分 

役所出発加西市へ、9 時 30 分からの総儀に参列。宝塚西でいつも混雑するので時間の余裕を見て早く出発した。あまり混雑が無かったの

で赤松で時間調整、30分前に着いた。 

大阪府副知事、正副府議会議長、大阪市副市長、大阪府下市長多数参列の盛大な葬儀が終わり帰路につく。朝すこし停滞気味だった宝塚の

トンネル周辺も、停滞なく順調に帰れた。少し寄り道して 13時過ぎ帰庁。 

15：00 

治山治水協会 来庁 

千早赤阪村は当協会ではかなり重要なクラスにある、治山事業をたくさん抱えているからだ。会長は河内長野市、山林面積は村の５倍以上。

河内長野市は千早峠から、小深、石見川、紀見峠、岩湧山、滝畑、山林部分が非常に多い。滝畑ダムの受水部分だけでも 7,000ヘクタール、

村の山林部分の 2倍以上ある。 

15：30 

府振興協会 来庁 

宝くじの配分金、振興補助、府下市町村へ長期・短期の貸し付けをしている団体。最近の貸付利息は 1％以下、4 月の統一選挙の関係で、

6月 5日、理事長以下の役員選挙の説明。 

理事長は市長会会長、いま私は理事長代行、議長会会長の井上議長も理事なので、当日 2人が参加して新人事を決定する。 

 

6 月 2日(火) 

午前 

三星製作所田中会長 来庁 

普段元気な会長が杖をついている。家の玄関で孫と遊んでいるときに転んだらしい。会長は私より少し年上、昨年府立大学大学院を卒業し
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た秀才だ。 

タイ、ベトナムに工場を持ち、日本の自動車産業を支えている。村にも水分に工場があり、村の発展にはいろいろ支援をいただいている。 

村が過疎から脱却するには２００軒の住宅を作る必要があり、ＩＴ関係の若い起業家集団に定住してほしい。最近の住宅開発は４０～５０

坪単位の開発が多いが、村の開発では４００～５００坪で分割を認めない、家を建てて菜園を作り、２～３台車を置いて親子でキャッチボ

ールを安心してできる広さの開発が理想だと話したところ、人口減少時代にＦＩＴする開発、応援を確約いただいた。 

午後 

富田林東養蜂場 来庁 

彼は父の後をつぎ、養蜂家として大きく羽ばたきたい、村にも彼の様に元気な若者に出てきてほしい。 

村の畜産担当に可能なサポートを指示した。 

 

６月３日(水) 

午前 

平成２７年度自衛官募集相談員委嘱式(第２会議室) 

自衛隊の皆さんは早くから準備を進めている。私は相談員の東條さんへ委嘱状を渡すだけと思っていたが、きっちりとした式典。 

式の前に、本部長が私に表敬訪問をしていただいた。階級は陸将補、昔は少将か？ 自衛隊員らしく折り目正しい魅力的な人柄と感じた。 

式典では、村、大阪地方本部が揃っているところへ相談員着席。私、本部長着席。 

国歌斉唱、委嘱状交付、委嘱状は私と本部長が連名。 

私、本部長挨拶で閉式。記念撮影で終わり。 

最近特に重要性を増している自衛隊は、新しい隊員募集が大切、しかも防衛機材には最先端のテクノロジーが投入されている。体力、知力

の優れた隊員を多く入隊させてほしい。 

 

６月４日(木) 

浪速学院、久しぶりの訪問、地元産露地栽培の野菜を持参する。私の好きな、破竹(はっちく)を持ってぃったがうまく料理できたか。 
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近づくと新校舎が見える、何しろでかい、回りを威圧するような建物だ。昔の校舎からは考えられない規模と、すばらしい建物だ。 

多聞尚学館も完全にリフォームされ、すばらしい学び舎に変身した。校舎設備の改善と共に生徒の能力も向上している。 

日本は本来神の国、生徒たちは良い環境で学び、いい学校で学び、いい日本の中心になってほしい。 

16：00 

日本小水力発電(株)社長 来庁  

千早第１発電所跡地、千早第２発電所跡地について話を聞いた。第２発電所跡地では旧導水路を使わずに新しい導水路をパイプで作り発電

したら、今の水量で 180kw程度の発電が出来る。第１、第２で昔 210kw発電していたのだから、多分２つ合わせて 300kw プラスの発電

が可能だと思う。 

現在の買い取り価格は１kw 35 円、300kw 発電すると、１時間 10,500 円、1 日で 250,000 円、1年で 80,000,000 円、建設費次第では採

算性を検討できる。 

 

６月 5日(金) 

7：30 

楠公誕生地の石碑、周囲の楠が成長し、根が石碑の下に入って周囲の土と石碑を押し上げたので、約３トン近い重さのある石が傾いてきた。 

村の園芸組合の皆さんで石の傾斜を直すとともに、周りの木の成長を抑える工事をお願いした。重い石を動かすための安全祈願に出席し、

水分神社の神主さんのお祓いで安全祈願を行った後、クレーン車で石碑の移動を行った。 

周囲の石積を正常に修復した後、石碑を元に戻して完成。当分の間石碑は仮置きされる。 

午後 

大阪府振興協会理事会 

振興協会は府下市町村へ非常に低い金利で融資する業務がメイン。会議の前に、新たに選任された理事の紹介。 

３月２６日選任された、交野市議会議長 前波艶子さん(女性)、５月２８日府市長会で選任された、市長会会長 田中聖誠太さん、 

大阪府町村議長会会長、千早赤阪村議会議長 井上昭司さんを紹介。平成２６年度会計、事業報告を了承。 

最後に理事長選任、理事長は理事の中から選任、慣例として市長会会長が就任することになっている。異議なしで田中誠太理事長が誕生し
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た。 

19：30 

村が水道企業団へ加盟する住民説明会(くすのきホール) 

村の水道事業の現状 

・自己水の水源水量低下と、水質悪化の恐れ。   ・耐用年数を経過した老朽化施設の大幅増加。 

・給水人口の減少、更新費用の増加に伴う給水原価の上昇。 ・技術職員の確保が難しい状況であり、技術継承が困難。 

・厳しい経営環境の中住民サービス維持が困難。 

統合により 

・請来負担の低減。      ・業務の効率化 

・非常時対応の充実。      ・技術継承問題の解決。 

・サービス水準の維持向上。 

・水道施設の安定性向上。 

以上を説明、了解を得た。 

 

６月６日(土) 

13：00 

社会福祉協議会主催のカラオケ教室が今日から始まる。 

会長より挨拶をと頼まれ、いきいきサロンへ。ほぼ３０人の生徒が参集、若い人たちが来てＡＫＢ４８を歌ったらどうしようかと思ったが、

北島三郎の山、川、美空ひばりの世界が通じる生徒達だ。私はよくカラオケに行った(過去形)、田端義男、森進一 他、古い歌手の歌しか知

らない。しかし皆さんとは何とかついて行けそうだ。これからの長い人生、趣味を持って元気にやろう。 

講習が始まった。楽譜の読み方から始まった教室、みなさんも素晴らしい歌手になるだろう。３０分ほど経過したところで退席。 

次の仕事、村の水道が大阪府水道企業団に加盟する説明会。 

昨日 19時 30分から第１回、今日は 14時から第２回目、昨日より多くの人が集まった。皆さんは村が企業団に加盟するのは良いことだと
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思ってくれているようだ。近い将来、府下同一料金で安全で安心な水を安定して配水する企業団が完成する。 

 

６月７日(日) 

日本の棚田１００選に選ばれている”下赤阪の棚田”で今日、早乙女による田植えが行われる。 

狭い農地しかない当村でも、田植えはほとんど田植機で行われている。今年で３回目となる。初めて村長挨拶をと言われて原稿を渡された。

早乙女と書いてある。現場で挨拶をするとき「早乙女ねぇ、さぁどうかなぁ？」と思っていたが、みなさんに会って、スムーズに早乙女と

言える若い美人揃い。着物と足元の赤いスカート状の布が新鮮に見える。是非よろしくと心から言えた。 

今年のコメは岩手県大槌町の奇跡のコメと言われるコメの苗。富田林の吉村府議が大槌町から譲り受けてきた種もみ。早乙女の皆さんに植

えてもらってできたコメは大槌町へ送るとともに、１１月第２土曜に行う棚田夢明かりで、なんらかの方法で来場者に食べていただくこと

になるようだ。 

今回のイベントは大阪府、ＪＡ大阪南、棚田の会、早乙女の皆さんのコラボで出来た。カメラマンもたくさん集まってきて沢山の写真を撮

ってくれた。経済的には合理性のない棚田だが、皆さんの支えにより大事に栽培を続けてもらっている。 

村には自然を宝としてＰＲすることにより、世界遺産には少し届かないが棚田１００選の１つ、日本１００名城の１つがある。これを発信

し村を元気にしよう。 

 

６月８日(月) 

朝ＮＨＫラジオで、マレーシアボルネオ島キナバル山で地震による崖崩れで死者１６人、内日本人１人の報道があった。 

キナバル山は私が海外登山を始めて、２つ目に上った山。すばらしい山で、これまでに２回登った。ボルネオ島の中心都市、コタキナバル

(ボルネオ島北部東海岸の町、東海岸には映画で紹介されたサンダカンがある)空港へ着陸時左側にのこぎり状の大きな山塊が見える、キナ

バル山だ。 

コタキナバルから登山口までバスで２時間、登山口から頂上アタック用の小屋(ラバンラタ)まで徒歩５時間、高度差 1,500m、ロバの耳が

崩落とあったが、ロバの耳はラバンラタから頂上へ行く途中、あと 3分の 1の所に 200ｍの高さで 2つの岩頭がそびえていた。小屋から上

は土が無く花崗岩の 1枚岩、しかも右側にかなり傾斜している、岩頭が崩落してきたら逃げるところが無い。私たちが登山の最中に地震が
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無くて良かった。登山者の冥福を祈る。 

 

6 月 9日(火) 

6月議会初日 

開会冒頭挨拶 

今年、村は過疎指定 2年目になり、それなりに安定してきました。 

今年よりビジターセンター建設、新庁舎者建設にスタートを切りました。スタートを切った以上、出来るだけ早く完成に向け進みたいと思

います。 

村は長期にわたり用地確保(土地収用)の経験がありませんし、用地交渉のスキルがありません。中山間地域開発では地主の合意を得られず、

開発を断念せざるをを得ませんでした。 

農免道路事業でも用地買収が出来ず、途中で止まったまま。分校用地は数十年にわたってトラブルが続いており、解決できてません。 

本村の事業では、用地問題が解決すれば事業は解決したも同然です。行政の私たちも努力しますが、ぜひ議員の皆さんの協力をお願いしま

す。 

話が変わりますが、今年は地方創生の年です。私は当面村が達成するべき目標を、人口 1000人アップ、税収 3億円増とおいています。数

少ない成功例を参考にと考えましたが、徳島県上勝町の例でも理解できるとおり、すばらしいリーダー、熱意のある住民がセットとなって

います。職員の中からリーダーが出てくればいい、また住民の中から、議会の中から、すばらしいリーダーが出てくれば良いと思ってます。 

ぜひ村を元気にする提案をお願いします。行政の批判も大いに結構です。 

行政、議会、職員の英知を集めて、いい村を作りたいと思います。今ほど議会の皆さんのご支援が村にとって必要なことはありません。村

を良くするご提案、ご支援をお願いします。 

 

議会開催、議事録署名人指名から議会が開始。 

* 繰り越し費用の報告 

平成 27年度は 26年度より 8,660万円を繰り越した、 
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 地域防犯灯       850万円 

 まち、ひと、しごと創生総合戦略策定事業   830万円 

 千早赤阪村魅力創生総合戦略事業  1,290 万円 

 プレミアム付き商品券発行事業   4,470 万円 

 地域公共交通確保、維持、改善事業    430万円 

* 出納閉鎖に伴う各予算の最終補正 

 一般会計の補正、歳入歳出それぞれ、9,920 万円増額 29 億 2,310万円 

 国民健康保険特別会計、1,050 万円増額    9億 1,970万円 

 介護保険特別会計、1,950 万円減額    6億 4,010万円 

 後期高齢者医療特別会計、220万円減額        8,840万円 

 下水道特別会計、1,960万円減額     2億 1,590万円 

補正予算は終わり。 

* まち・ひと・しごと創生有識者会議条例制定(文教建設委員会付託) 

千早赤阪村人口ビジョン、総合戦略の策定並びに効果検証に当たり、外部有識者の参画による まち・ひと・しごと創生有識者会議を

設置する。 

* 一般職員の給与条例改正(総務民生委員会付託) 

府、企業団からの派遣職員給与を派遣元との均衡、村長が調整する。 

* 平成 27年度一般会計補正、(文教建設、総務民政委員会付託)3,350万円増額 30 億 2,660万円とする 

* 学校給食センター改修工事、請負契約  総額 6,990万円 千福建設 

* 村立小学校およびこごせ幼稚園空調設備設置工事 総額 5,530万円 柳生設備(株) 

* 小型水槽付消防ポンプ自動車取得   総額 3,870万円 小川ポンプ工業(株) 

* 村立小、中学校通学バス取得 マイクロバス 4台 総額 2,450万円 富田林自動車協同組合 
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6 月 11日(木) 

10：00 

総務民政常任委員会 

一般職員給与条例の改正 

村では、府、水道企業団より職員派遣を受けている。村職員給与は国家公務員に準じているが、各組織により給与表その他が微妙に違ってい

るし、勤務地により地域手当が違う。 

大阪府勤務の場合は、給与の 11％(＋)、千早赤阪村は現在 4％(＋)。府下でも地域手当は市町村で違っており、能勢町は０、富田林市は６％、

したがって給与月額 30万円の場合 

大阪府、300,000＋33,000円、合計 333,000 円 

富田林、300,000＋18,000円、合計 318,000 円 

村   300,000＋12,000円、合計 312,000 円 

能勢町           合計 300,000 円 

派遣職員は前勤務先の給与の見合うよう、村長が決定することになった。 

27 年度一般会計補正予算、歳入歳出それぞれ 3,350万円追加して、予算総額 30億 2,660 万円とする。この補正は 15日に開催する文教建設

常任委員会に付託された一般会計、文教建設常任委員会分と合算になっている。 

委員会が早く終わったので、少し遅れていた村長の日記を配布に回る、これでやっと 5 月末分まで配布できた。これからは余り遅れないよう

に配布したい。 

 

6 月 12日(金) 

10：00 

戦略会議 

新庁舎建設に当たり場所の検討が課題。やはり新しい庁舎となると、それに見合った面積が必要。人口が減少中だが、やがて減少が止まり

増加に転じると私は信じている。将来の人口増加に対応した庁舎が必要、現庁舎の様にばらばらになって事務を執るのはもってのほかだ。
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現在のくすのきホール一帯を庁舎として使用することにした。これからの時代、庁舎も大切だが付帯する駐車場確保も大切。十分な駐車場、

１ストップの役所機能、住民生活の利便性、来村者のアメニティが備わった、誰でも何回でも来たいと思う場所を作り上げたい。 

13：00 

関西電力羽曳野営業所所長 来庁 

原発が止まっている影響で電力確保の化石燃料の費用が増大し、やむをえず電力料金を上げるとともに、経費削減へ向け組織のスリム化の

挨拶。家庭電力料金を出来るだけ抑え、電力を多く使うところへ値上げ幅を大きくする。 

まず、今ある原発を十分安全確認の上動かして何年かの猶予期間を作り、その間に安く電力を供給できる体制を作る必要がある。 

風力、水力、バイオ、太陽光 etc、なかなか思いつかないが、日本人の英知で安く大量の電力を生み出す方法はないのだろうか。トヨタの

おかげでガソリンスタンドの売り上げが落ちた。エネルギーを安く大量に生み出すテクノロジーの開発、原発反対に対するエネルギーをエ

ネルギー開発へのエネルギーに変えられないか？。 

16：00 

部落解放同盟の皆さん来庁 

今年は同盟結成 50 周年、夏に記念大会を開催するのでぜひ参会をと要望された。私も参列する旨お伝えするとともに、町村長会の岬町田

代町長と共に、差別のない大阪を作る努力をしていることを話した。 

 

6 月 13日(土) 

山百合作業所総会 

国の方針により経営形態が変わるが、今の形になって 5年どうにか順調に運営されている。 

通所者が集まらないが、現在 9 人、国、府、村のバックアップで運営されている。通所者が増えると少しは運営が楽になるのだけれど、

色々な事情があり簡単に集まらない。あまり周囲の目を気にしなくてもいいのだが。決算内容を見てもなかなか自立は大変だと思うが、関

係皆さんの努力と善意、奉仕によって運営されている。少しでもいい作業所になってほしい。 

午後 

大学生の孫が、アルバイトが空いたのでと手伝いに来てくれた。昨年末からあまり重いものは持つなとドクターに言われていたので、力仕

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  

 

事を頼んだ。若いとはいいものだ、元気だし力がある。これからは力仕事をしてもらおう。 

 

6 月１4日(日) 

千早神社社務所周辺の樹木伐採 

千早神社の社務所は、名前は忘れたが有名な建築家の作品。すばらしい社務所座敷に座るとはるか大阪湾、今では右に明石大橋、淡路島、

左手に関空が見られる、天気の良い日には離着陸する飛行機が目の良い人には見える。 

先日、楠公祭 5月 24日の直会で、社務所の周囲は木が大きくなりすぎて眺望が何ひとつ利かなくなっていた。大阪湾側の木を伐採するこ

とにして、いつも手伝ってもらう 2人に来てもらった。仕事を始めたが傾斜が急、しかも 2万年前二上山噴火の時に積もったといわれる粘

土質の強い土、無茶苦茶滑る。700年以前に千早城を攻めた北条軍も困ったことだろう。約 2時間伐採して、小さくしては積上げる作業を

続け、昼飯。午後、年寄りはリタイヤ、2人に任せたおかげで社務所の眺望は回復した。自然の成長力は非常に強い、村の 3,000 ヘクター

ルに及ぶ森林も適度にコントロールしないと、植林山の杉桧はすべて鯉のぼりの竿になる。長いが細くて用材として使い物にならない。 

 

6 月 15日(月) 

10：00 

文教建設常任委員会 

まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例 

村は平成 7年 4月に、村域全体が都市計画区域に指定された。以前から計画されていたオレンジヒル以外の開発は、すべて止まった。 

何度かはかなり大きな開発の話があり希望を持ったが、調整区域では開発が出来ない。村はものすごいスピードで過疎化に向かった。 

バブルがはじけ、村経済の元気が無くなった平成初期でさえ、年間 50～60 件の居宅、倉庫、工場の建設があったが、現在では年間 10 件

を超えることが無い。 

まち・ひと・しごと創生有識者会議の前に、市街化調整区域を白紙にしなければ村はダメだ。 
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午後 

大阪いずみ市民生活協同組合との 高齢者地域見守り推進事業 協定締結式 

村は高齢化が進み、残念ながら老齢化率は府下 No.1となった。緊急通報装置の貸し付けや配食サービスなどを村で行っているが、旧村で

は家と家の間隔が離れていて見守りが大変だ。生協さんにお手伝いいただいて、完全に見守りが出来たらいい。千早地区では座、垣内、と

なり組などの組織があり、今まで何件かの発見があり、効果を上げているが孤独死もあった。とくに独居老人が多く、いつアクシデントが

起こっても不思議ではない。村内を何回も巡回している生協さんに見守りをお願いすることで、安心が増える。ぜひよろしくお願いする。 

 

6 月 16日(火) 

17日の早朝から全国町村長会の理事会があるので前泊。 

14時 16分の”ひかり”に乗る。”ひかり”は”のぞみ”より約 20分遅いが、「新しい電車だからお乗りになったら」と発券係にすすめられ乗る。 

“ひかり”は”のぞみ”の停車駅のほか、米原、岐阜羽島、小田原に止まる。やはり”のぞみ”の方が早くていい。 

数日前にいとこから電話があった。彼も 70歳、かなり彼も歳を取った。「人生のけりをつけるために母の遺産を整理したい、相談に乗れ。」 

彼は茨城県生まれ、母の遺産として茨城県に山林をかなり持っている。どうすればいいのか？ 

杉・桧の山、樹齢 80 年～120 年、手入れをしているが木材単価は吉野材と同じクラスの河内材に比較して安い。現在の山林価格ではほぼ

0に近い、30年～50年待てば木材も見直されてくるかもしれない。相続税の対象にもならないから、そのままおいて置けばいいだろう。 

18：00 

いとこが町村会館に来た、久しぶりに飯を食う。 

ゼネコンの社長をリタイアして 4年、ゴルフもたまにはやるが毎日はダメ。今は町内会の仕事を懸命にやっている。「意外と面白い」「子供

も 1 人立ちしてきた、嫁と共に地域に恩返しをしようと思う。」話を聞くと川越市は老人対策、地域振興対策として、いろいろなメニュー

を用意している。村ももっとメニューをと思うが、出来るだけ努力をしよう。 
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6 月 17日(水) 

午前 

全国町村会 平成 28年度政府予算編成及び施策要望 審議 

日本経済は元気を取り戻す途上だ、元気を全国に広げ、活気ある地方を作る対応が必要だ。町村を取り巻く環境は少子高齢化、人口減少、

弱い財政基盤、農林水産業の衰退など、厳しい状態だ。町村自らが地域の実情に応じ創意工夫を凝らし、自主性、独自性を重視して地方創

生の取り組みを進めよう。 

 大震災からの復興と全国的な防災・減災の強化を 

復興への万全の対策と措置      原子力災害対策の徹底 

全国的な防災、減災事業への十分な財政措置 

 地方創生の推進 

農山漁村の地域資源を掘りおこし有効活用への熱い支援を 

町村が自治体間の連携事業などに使える自由度の高い交付金の新設 

東京一極集中是正に政府機能の移転、本社移転など抜本的な対策を 

 町村自治の確立 

地方分権改革では可能な限り地方からの提案を反映すること。 

 地方財政 

地方交付税の総額確保      法人税引き下げに対応する代替財源を 

自動車取得税廃止に対する代替財源確保    償却資産への固定資産税確保 

ゴルフ場利用税の堅持      地球温暖化への地方財源確保 

 少子化対策 

乳幼児、子どもなぞへの医療助成は国の制度として無料化を実施 子供子育て支援制度充実 

 国民健康保険 

都道府県を保険者として、医療保険制度の 1本化を   新たな制度へのシステム改修、開発は地方との協議を 
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制度改修後、都道府県、市町村の役割分担の見直し検討 

 教育施策推進 

就学児童、生徒減少による機械的な教職員数減少、学校の統廃合促進の停止 

老朽化したスポーツ、文化施設の安全確保、リニューアルへの財政措置を 

 農林水産業の振興 

国益を損なわないＴＰＰ交渉を    

新たな食糧、農業、農村基本計画は関係省庁の連携のもと総合施策の展開を 

森林、林業基本計画は十分な財源確保の上実効性ある計画を  農林水産予算の所要額確保を 

 国土政策 

都市と農山漁村の共生を推進     防災、減災へ社会資本の老朽化対策の財政措置を 

過疎、離島などでは最適な生活交通ネットワークを 

以上が重点項目ダイジェスト。 

 

6 月 18日(木) 

全員協議会 

全員協議会は、議会行政一堂に会し、行政の方向性外を話し合う会。傍聴話、議事録も無し、本音で行う会だ。 

1. 千早赤阪村人口ビジョン総合戦略 

地方創生をテーマに村の方向性を決める会議。計画により将来人口を定め、人口目標へ村を持って行く。 

 

6 月 19日(金) 

あさいち 

6月議会一般質問の答弁調整 

議会の皆さんは今回もいろいろと質問がある。 
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私は千早赤阪村の村長、村政全般については職員皆さんの協力を得てどんな問題にも回答をするが、大阪府の問題、国の問題については答

弁できない。国の専管事項、都道府県の専管事項については答弁できない。私たちは国で出来た法律に則って、府議会で決まった条例に則

って村を運営するのが仕事。都市計画法とか、いろいろな制約の中で村を運営している。私たちの回答できる範囲の質問をしてほしい。 

朝から約 2時間 30分、議員皆さんの質問通告へ答弁を調整した。 

14：00 

大阪府消防協会来庁 

今年は大阪府消防協会、大阪府消防財団、役員改選の年。これから 3年間の役員人事、消防の事務方も大変だ。承諾書、誓約書 3 通を作っ

た。必ず運転免許書のコピーが必要、コピーが間違いないとの誓約書までいる。 

今日は中津原茶会の日だ、田中議員が「行こうよ」と誘ってくれたが、次から次へと来客が多く、今月は残念だが行けなかった。 

16：00 

少し暇が出来たので下市の山重木材へ、桧の板を受けとりに北浦君と行く。彼の父は村でただ 1人の製材業者、ぜひ現在営業中の製材所を

見たい。感想を聞いた所、木材不況のいま大変だと思うが、運営できるのは立派なことだ。 

 

6 月 20日(土) 

久しぶりに北の新地で食事。オーナーシェフで有名な神田川さんの店の近くで、前代議士の大谷さんの店や友達の店のある新地本通りより

1つ南側、新地上通りにある歴史ある店。 

竹本先生と食事をするのは何年振りだろう。村の庁舎建設について地方創生との関係、庁舎だけではなしに社会教育施設とともに建設する

には、色々なアドバイスをいただいた。309 号線の水越峠までの建設改良と、府道富田林五條線の早期完成をお願いした。 

昭和 30年代に決定した道路、既に五條市側はトンネルの入り口まで道路が完成している。大阪側は災害復旧工事は行ってもらっているが、

それ以外手つかず。五條市→新宮間の 168 号線はもうすぐ全線拡幅される、それまでに富田林五條線を完成させてほしい。大阪経済の地盤

沈下は道路インフラの決定的な不足が原因だ。 
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6 月 21日(日) 

ダイヤモンドトレイル草刈り 

7：00 

二剛会のメンバーが集まってきた。若手 20 歳代が 2人、30歳代 2人、60歳以上 13人、合計 17人が集合。まず金剛登山の後、 

9時 30分 水越峠へ集合。私は草刈り機９台、朝飯代わりの大にぎり１７個、１ℓのお茶１７本、鎌、ヘルメット、脚絆を持って水越峠へ。 

9時過ぎ 水越峠、メンバーが次々降りてくる。草刈り機の試運転、全員脚絆、ヘルメット着用でダイトレ草刈りに出発。15時 30 分頃 香

芝口へ迎えに来てと伝言を残して行った。 

17時、メンバー全員何事もなく帰ってきた。軽トラに道具１式、長男の車及びタクシー１台に分乗、水越から香芝まで約 10Km男性 16 

人、女性 1人で草刈り完了。いつものことだが、全員元気でなにより。 

 

６月２２日(月) 

朝 

奈良県立医科大学附属病院へ 

２か月前ヘルニアの診察をお願いした。予約が今日なので診察に、いつ来てもデカい病院、駐車場もたくさんありガードマンも大勢いる。 

約１時間待ちの後診察。「良くもならないが悪くもならない、どんなもんですか」と私。「この病気はこんなもん、次のときは MRI を撮っ

てみましょう」。２か月先の予約を取り、診察料 220円を払って帰る。 

薬は大量に前回もらった。体調にもよるが、１日２回飲むところを１回で済ましているので９月末あたりまであるだろう。８月末、MRIと

診察予約をして帰る。 

午後 

富田林警察署管内交通安全協会総会 

きょうの挨拶は、太子町長。富田林管内のイベントは、ほぼ市町村長の順番となっている。いつものことだが、式典第 1部、表彰式、来賓

あいさつが終わって退席となる。 

交通事故は少しずつ減少傾向にある。傾向としては事故の高齢化と自転車の事故が多い。自転車の飲酒運転も違反となり、酒はだんだん悪
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者化されて行く。酒に限らず、日本は規制、規制で縛られていく。規制と常識のはざまを、どの辺においたらいいのか。すべての面におい

て規制と常識の境目を規制側に振る日本的な方向に、私は少し疑問を感じる。 

 

6 月 23日(火) 

12：00 

富田林警察署管内防犯大会 

今日は私が挨拶当番の日。太子、河南にも防犯カメラが設置され、防犯体制が整えられつつある。私は防犯問題を考える時、犯罪の被害者

になるのは大変だが、犯人(犯罪者)になれば人生を棒に振ることになる。犯罪を犯さない、犯せない社会を作るのが大切。防犯を大切に行

う事により罪を犯す人をなくせば安全、安心な社会が出来る。防犯協会皆さんの協力により、犯罪の無い社会を実現しよう。 

 

6 月 24日(水) 

明日、6月議会最終日。 

議案は一般会計補正予算および介護保険特別会計補正予算、後は一般質問となる。今回は 6 月議会、一般質問を丁寧に答えて早く終わろ

う。弁当も議員と同じ物を注文してある。美味い弁当だといいが。 

夕刻 

組合との話し合い 

私たちの村はいろいろな事はあったが、今は給与、労働条件面で国家公務員と同じ条件になっている。村が地方交付税をもらっている間は、

給与は人事院勧告並み。もちろん労働条件も地方公務員法準拠が標準だ。 

組合と、私たちは少し考え方が違うが、これは立場の違い。お互いに協力していい村を作ろう。 
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６月２５日(木) 

10：00 

6月議会最終日 

6月議会初日、文教建設、総務民政、両委員会に付託した議案の審議。両委員長による委員会報告の後、採決。全員異議なく可決。 

Ｈ27年度、一般会計補正予算 110万円を追加  30 億 2,770万円とする。 

Ｈ27年度、介護保険特別会計補正予算 980 万円を追加  6億 8,500万円とする。 全員賛成で可決。 

村長の専決事項指定 

・村立学校給食センター改修工事   ・村立小学校、こごせ幼稚園、空調機器設置工事 

以上に 5％を超えない範囲で変更する事。 

徳丸議員より、議会運営委員会委員辞任要請があり、可決。関口議員を選任。 

一般質問、 

(議員の通告通り、答弁は議会広報で) 

 

関口議員 

・ 安全保障関連法案について 

国会で審議中の安全保障関連法案「国際平和支援法」「平和安全法整備法」は国際平和や安全などの名を借り、日本が海外で戦争でき

るようにするための「戦争法」そのものです。 

世論調査でも今国会で成立に反対が多数を占めています。衆議院審査会で憲法学者が「憲法違反」と指摘している法案は廃棄すべきと

考えます。 

村長の法案に対する見解を伺います。 

・ 役所庁舎建設について 

新庁舎建設基本計画が発表されました。候補地は「くすのきホール周辺」と決定されていますが、利便性やアクセス道路の建設を考え

ると費用面でも負担が増えるのではないか。また役所機能の分散化を集約することは、小吹台の連絡所も廃止されるのではないかと心
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配されている。 

・ マイナンバー制度の実施中止を 

マイナンバー制度は国民を番号で管理し、預貯金や医療データもリンクされ、民間による利用拡大も検討され、私どもはこの制度に反

対しています。年金の個人情報流出事件によって、ますますマイナンバー制度の危険が心配されるようになりました。10 月から実施

に向けシステム対応が完了している市町村は４％に過ぎないという報告もあり、制度実施を見送る世論も大きくなっている。 

村での実施の中止を求める。 

浅野議員 

・ プレミアム付き商品券の発行について 

政府与党が昨年補正予算で決定した地方創生の地域消費喚起・生活支援型の交付金を活用し、全国でプレミアム付き商品券の発行が検

討されている。村でも「プレミアム付き商品券発行事業」の予算として 4,473 万円が 27年度に繰越され、検討されることになった。 

そこで発行する商品券の額面、商品券の販売や購入可能金額、利用できる商店や利用期間について伺う。 

・ 役場新庁舎建設について 

役場新庁舎については、検討委員会での結果は「くすのきホール周辺」となっている。その後どのような検討がなされているのか。 

1. 新庁舎の規模と具体的な場所は 

2. 予算はいくらぐらいか 

3. 建設に向けたスケジュールは 

4. 進入路の確保は出来ているのか 

5. 駐車場の確保は                     など、伺う。 

・ 通学路の安全確保(道路の補修)について 

赤阪小学校区のオレンジヒルから毎朝児童が 40人以上、7班に分かれて、家の前を挨拶を交わしながら登校している。 

通学路の 1部で、道路のコンクリート破損や路肩がずれて危険な個所があるが、長期間放置されている。村道川西中道線と川西 3 号線

の間で、村道ではないが通学路であり、梅雨時の大雨で路肩が崩れる危険もあり、道路の破損個所では転倒事故も考えられる。 

村として、又教育委員会として、現場の安全対策についてどのように考えているのか伺う。 
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清井議員 

昨年 3月定例会で質問した標記について、その後の経過を聞く。 

1. 分校跡地 

① 隣接地権者との境界確定の民事調停が合意至らず、法務局による筆界特定の手続きを進めているとのことであるが、その進捗

状況は。 

② 接続道路(村道森屋桐山線)の幅員確保について、すべての関係地権者との合意はできたのか。 

2. 小吹台方転地 

「売却に対する具体的な提案はない、今後土地利用に等について検討する」とのことであったが、どのように検討されているのか。

売却・貸付または村が活用するのか。 

3. 旧千早小学校 

有効利用について「具体的検討に至ってない」とのことであったが「村造り経営計画の資産有効利用に上げている遊休地以外の土

地については、総合的に整理を進める」とのことであったが、整理は進んでいるのか。 

田中議員 

・ 大災害時の孤立化を防ぐヘリポートの新設を 

地震や異常気象による集中豪雨などにより、大規模な土砂災害が発生すると各集落が陸の孤島になる。道路交通網が遮断された地域の

救助、救援活動を速やかに行うため、ヘリコプターを利用することは有効な手段と考えるが、本村における災害時のヘリコプターの利

用やヘリポートの確保についての考えをお伺いする。 

・ 公立学校空調機設置後、夏季授業は出来ないか 

6 月議会初日に村立小学校および幼稚園に空調機設置工事を行う決議をした。赤阪小学校で 9 台、千早小吹台小学校で 10 台、幼稚園

で 2 台、合計 21 台もの空調機が各教室に新設され、快適な授業が行われ、教育環境の向上が一段と期待される。去る 4 月 21 日に実

施された全国学力、学習状況調査において、未履修問題が発覚、発生した。 

こうした事態を防止するためにも、空調機設置完了後の夏休みに各授業を取り入れられないかを伺う。 
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山形議員 

・ 木質バイオマス、再生エネルギー、林業活性化について 

再生エネルギーについての取り組みは、国のエネルギー政策に於いても多様な動きを見せて何時ところである。 

本村においても過疎地域自立促進計画の中で、再生エネルギーに関し、小水力や木質バイオマスに関する調査研究に取り組むことが盛

り込まれている。小水力に関しては(ＮＰＯ法人自然エネルギーを利用する会・千早赤阪)が村域内に所在していた旧千早第 2発電所跡

での発電事業について、民間投資を呼び込むような形で事業の推進を検討しているところであるが、一方で木質バイオマスに関しては、

議論が進んでないと思う。本村では村域全体の 80％超が森林であり、林業が重要な産業の 1 つであるが昨今の木材価格の低迷で、林

業の衰退は危機的状況に陥っていると申しても言い過ぎではないと感じている。又、中津原において森林組合南大阪リサイクルセンタ

ーで生産している木質チップは木質バイオマス発電の主燃料として有望であるが、現在村外で消費していると伺っている。木質バイオ

マスなどを含む再生エネルギー分野はますます成長が望めるものと考えられ、これを 1 つのきっかけとして、林業の振興につなげられ

ないかと考える次第である。そこで、木質バイオマスに関する村の認識と動静について伺う。 

6月議会最終の挨拶 

今年は比較的涼しく、暑い思いをしないで 6月議会は終わりました。 

村はビジターセンター、庁舎建設に向かって動き始めました、両事業に対し建設的なご提案をお願いします。 

事業進行に対しては、若い人たちの意見を取り入れて行きたいと思います。 

現在は変革のスピードが早く、銀行破綻、大阪の成長エンジンであったサンヨー、シャープ行き詰まり、松下のスピードダウン、ダイエー

の身売り、メガバンクの東京移転、薬品メーカーの大阪脱出、大阪の景気が悪くなりました。 

全ての物に、物理的な耐用年数とは別に、社会的な耐用年数は今の時代 30 年程度かなと思います。出来るだけ社会的な、長い耐用年数の

ある施設を皆さんの英知を集め作って行きたいと思います。 

議会のご支援、ご協力をお願いします。 
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6 月 26日(金) 

大阪府市町村課長来庁 

4月に就任した市町村課長来庁。彼には各市町村を訪問し、各行政が抱える問題を収集し、新しい大阪府作りの資料にしてほしい。 

私は、非常に遅れた村内の道路インフラ改良改善を要望した。 

・ 国道 309号線水越トンネルまでの拡幅(せめて奈良県並みの国道)を。 

・ 黒田了一知事時代に止まった富田林五條線の改良と、五條トンネルの完成。(Ｓ46年以来災害復旧工事以外の改良工事は無し) 

・ 村道、里道、農用水路の劣化改善。 

・ 村内の開発に対する許認可のスピードアップと、市街化調整区域の撤廃。 

・ 村職員に対する指導の強化。 

等について村内視察の途中に要望した。 

 

6 月 27日(土) 

富高同窓会準備会 

大ケ塚、顕証寺住職、田毎君の呼びかけで集まった。中学校時代の同窓会は女性が多く集まってくれるが、この会は男性が多い。女性 4人、

男性 12人。次回の同窓会は米寿 77歳の時の開くことにした。来年も 1年前の準備会を開催することになった。 

今の歳になると、ほとんどの皆さんがのんびり余生を過ごしている感じがする。しかし現役の会社の会長 他、私を含めて現役が数人、や

はり何か仕事があった方がよさそうだ。 

富高の時代はほぼ 60 年前、すこしずつだが記憶がよみがえってくる。共通の話題は先生の話、今はお亡くなりになって冥福を祈るのみだ

が、この歳になって話題に上る先生は、よっぽどすばらしい先生だった。 

メンバーに、河内ビエンナーレに出品している女流画家がいた。ぜひ彼女に村の絵をかいてほしいとお願いした。近い内完成する、庁舎に

飾りたい。 
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6 月 28日(日) 

楠公史跡保存会総会 

今年で保存会結成 44 年になる。私の記憶では最初の立ち上げの時、観光協会代表として立ち上げメンバーに加わっていた。私が 30 歳頃

の話。まつまさ有限会社が、千早しいたけセンター として産声を上げたころ。役所の扱いが観光協会と比較して各段に保存会に対して暖

かく、不満に思ったことを覚えている。 

私は現在の保存会に対し、会員数の減少に歯止めがかからない、高齢化が進む、危機感を感じている。 

44年の歴史の積み重ねと歴史の重さをバネに、再活性化が出来ないものか。 

 

6 月 29日(月) 

6月最終の月曜日。朝、余りの寒さに目が覚めた。ストーブのスイッチを押せば火が付くが、大げさすぎるので布団をかぶって寝た。6 月

末に寒さで眠れなかったことは記憶にない。 

9：00 

岡山県西粟倉村 村営発電所見学に村のＮＰＯメンバーが行くので、見送りに。発電能力 280kw/h、3億円の施設。 

15：30 

モンベル 

4月、モンベルの傍系会社へビジターセンターの基本計画を依頼した、その打ち合わせ。 

ビジターセンターはまず基本計画策定後、実施設計に入り、建設スタートとなる。 

全体構想はショップ(キーテナント・コンビニ・地元産品販売所)、カフェ、災害時住民避難所、イベントスペース、バスターミナル、盛り

沢山の機能を包含した要望だが、出来るだけこじんまり、しかも時代にマッチして永年陳腐化しないもの。すべてを満足できるものが出来

るだろうか？ これに近い物を作る必要がある。私の要望を伝えて帰ってきた。 

民間のスピードに比較すると遅い。私達ならば走りながら考えるのだが、行政のスピードは確実だろうが現代社会のスピードについて行け

るのだろうか。 

モンベルのノウハウをビジターセンターへぶち込んでもらって、村へビジターがあふれ、元気モリモリの村造りをお願いした。 
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6 月 30日(火) 

今日で 6 月も終わり。今年は暑さを全然感じなかった。冷害になるのではと少し心配な 6 月だが、7 月になり梅雨も晴れれば暖かくなり、

暑い夏になる。 

8：00 

役所出発、ベイタワーへ。 

10：00 

治山治水協会 理事会 総会 

府にもいろいろな協会がある。治山治水協会は村の負担金が府下 2番目。一見立派だが、村の治山治水工事量が府下 2番目、1番は河内長

野市。土砂災害の原因になる山を抱えているし、あまり自慢にならない。 

パンフレットには千早大橋の少し上、数年前の砂防工事が大きく出ている。10時より理事会、会長の河内長野市長司会で始まる。 

20分ですべて了承、閉会。 

11時より総会。 

府下 30市町村の担当者が一堂に会し始まる。すべての議案を 30分で全員了承。 

後、昨年の広島土砂災害の様子をスクリーンで。 

1か月前に現場を見てきたところ。説明と私の感覚に少し違和感があったが、小さな堰堤でも土砂災害をくい止める効果がる事は理解でき

るし、当村の様に村域約 3分の 1は土砂災害危険区域を包含しているところでは、砂防工事が特に大切なのは理解できる。又、村域の 3,000

ヘクタールに及ぶ山林は木材不況の影響をもろに受け、間伐も満足に行われていない。したがって、雨によりすぐに山崩れが起こる。1番

邪魔になるのが土砂とともに流れてくる木材だ。土砂対策も大事だが、まず崩れない山を作るのが大切だ。 

きっちり間伐をして林内に光が十分入るようにし、潅木も茂る山を作らなければ山は崩れる。十分な間伐を行う事により杉、桧の根も深く、

地中に入る灌木が茂る事により、山は崩れなくなる。山林不況は木材利用促進で解決するとともに、森林環境税を原資に間伐を徹底的に促

進し、崩れない山を作れば素晴らしい材木が出来るし、より一層、木材の利用が促進される。治山治水は山林の間伐から。 

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  

 

7月 1日(水) 

10：00 

社会を明るくする運動 

保護司の皆さん、更生保護女性会の皆さん大集合。 

例年はメッセージを法務大臣から頂いていたが、今年のメッセージは、安倍晋三総理の名前になっている。総理は国の運営に自信を持った

からだ。 

第 1部セレモニーが終わって、新大阪へ。昨日、車内で焼身自殺があった新幹線だが「今日は大丈夫ですか」、駅員に聞くと「大丈夫です」。 

14：30 

品川で下車、タクシーで都立産業貿易センターへ。モンベルの春夏商品展示会で会長に会った。ビジターセンターをよろしくお願いし、全

国町村会館へ 

16：00 

近畿府県町村長会議 

奈良県町村会会長、十津川村 更谷村長を全国町村長会副会長に選出。経済農林委員会副会長に和歌山県町村会会長、上富田町 小出町長を

選出、閉会。 

17：00 

懇親会 

兵庫県町村会会長、多可町 戸田町長が、県の地方創生研修会に石破大臣が出席するので欠席。滋賀、奈良、京都、大阪、和歌山の首長と

兵庫の局長が揃って開催。山林面積が村域の 94％、選挙で村内在所を回るときっちり 2 日掛かる広すぎる十津川村の状況を聞いた。公費

を徹底的に投入して山林対策を行っているがなかなか進まない、たった 3000ヘクタールの山林でも有効な手を打てない当村から見ても大

変だと思う。自然の成長に財政がついて行けないのが現状だ。 

 

7月 2日(木) 

朝、リハビリで皇居 1周。6時出発、桜田門を経て皇居前広場を終わったところで 30分、九段坂を上り靖国神社でちょうど 1時間、お参
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りをして内堀通りを町村会館へ、会館到着で 1時間 30分。11,450歩、約 8キロ。朝食後、時間があるので議員会館へ。ほぼ 30分お願い

をして会館へ、丁度局長が来てたので会議開始前に昼飯、自民党本部隣の鰻屋でうな丼、美味かった。 

12：45 

経済農林委員会の副委員長を選出 

数日で選出替えになるがとりあえず選出、経済農林委員会の後、全国町村長会開会。各都道府県会長紹介後、会長の選出、長野県川上村長 

藤原氏再選、藤原氏以外立候補者無し。 

新しい委員会構成をしてこれから 2 年、全国町村会を運営する。28 年の予算要望を全員で決議。会議終了後各省庁、議会議員へ要望活動

に入る。11月に全国町村長会を開催、28年の予算への反映を決議する。 

 

7月 3日(金) 

町村長会来庁 

大阪府振興協会理事就任の承諾書署名 

大阪府振興協会の理事就任に際し、印鑑と印鑑証明が必要。府下市町村への融資機関だから。 

10：00 

明治生命来庁 

後期高齢者の私に生命保険会社がどんな用か、既に私は保険会社の勧誘から外れている年齢、勧誘される理由が無い。 

私は団体保険に入っている。月数千円の小さな保険、死亡保険金がほんの少し、葬儀費用の半分ほどは出るだろう。昨年までは入院費用が

日額少しだがついていた、今年からは入院費用無し、掛け金は数百円ダウン、だが来年の 1月からは上がる。歳は取りたくないもんだ。 

14：00 

ＵＮ土地利用研究所来庁 

平成の 5～6年頃、フジキンの研究所が千早赤阪へ来る話があった。農免道路の南側、丘陵地帯に大規模研究所をとのオファーがあった。

府の賛同が得られず話は終わった。今、村は過疎地域になった。過疎から脱却するには 1000人の人口増、3億円の税収増が必要、職員の

皆さんに実現できる計画をと要望しているが、私は自分なりの計画がある。フジキン計画の跡地に 500平米～3,000平米区画の少し大きめ
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の住宅開発、約 200戸で 1,000人の人口増、3億円の税収増が出来る。ＵＮの彼はその道の専門家意見を求めたところ説明に来てくれた。

約 1時間、可能性のある話を聞いた。私はぜひ高級住宅地を、高級別荘地を開発したい。 

大阪の東の端、大阪の屋根、金剛山一帯に大阪のセレブ、東南アジアセレブの別荘が林立するとき、千早赤阪が世に出る時。楠木正成の村

は、大阪アジアのセレブの村、ミシュラン三ツ星が林立する村になってほしい。 

 

7月 4日(土) 

千早では高齢化の影響で、商店の閉鎖が相次いでいた。数十年ぶりに蕎麦屋が開店する、11時よりプレオープン。 

縁(えに)。去年秋から開店準備に入っていた。居宅の一部を改造、すばらしいお店が出来上がった。 

オーナーそば職人の大西君は、10年来蕎麦打ちの研修をを積み、その間何回もそばを頂いた。3～4年前からは素晴らしい出来のそばを頂

き、ほぼ名人の域に達していた。蕎麦屋を開店したらと勧めていたところ、ようやく開店にこぎつけた。70 歳近くからの開店、起業する

にはかなりの決心が必要だったと思うが、よくここまでこぎつけてくれたと思う。 

千早赤阪村は少子高齢化が進んでいる。特に千早は既に高齢化率 40％を超えている。平成の初めころまでは登山口周辺で売店が元気だっ

たが、オーナーが高齢化でやめる店が増え、さびしい状態になっていた。最近は豆腐の”まつまさ”と蒟蒻・鱒の“マス釣り場”、パートタイ

ムの茶屋があるだけ、さびしくなっていた。これで少しは地域に元気が出るだろう。 

プレオープンは前菜から始まった。野菜を中心にした優しい料理、糖尿気味の私には嬉しい。茄子の煮こごり、野菜のてんぷら、かき揚げ、

胡麻和え、貝柱の蒸し物、メインの蕎麦も、もちろんうまい。始めビールをいただいていたが、途中より酒を勧められた、酒にジャストフ

ィットの料理。蕎麦を中心の良いお店に成長してほしい。千早赤阪にも起業家が現れてうれしい。第 2 の(えに)、第 3 の(えに)が現れて元

気の良いグルメビレッジになってほしい。 

 

7月 5日(日) 

朝から雨の 1日、今日も人が少ない。 

10 時頃から金剛山へ、山主のご機嫌伺いと挨拶。私より 5 歳年上の山主はまだまだ元気、昨年奥さんが亡くなってから「1 人夜寝るのは

寂しい」金剛山の頂上で 1人寝るのが寂しいことは良くわかる。ただ、金剛山は夜 7時過ぎから人はいなくなるが、朝 4時頃には何人かは
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登ってくる。朝 6時頃には 50～60人は頂上にいる。人がいなくなるのは夜中数時間だけだ、元気でいてほしい。 

 

7月 6日(月) 

100歳、今日誕生日のおばあさんのお祝いに 

大正 4 年生まれ、第二次大戦時 24～25 歳、非常に苦労されたと思う。食料品は無い、砂糖他 輸入品は無く、もちろんスイーツもない。

今の日本と比較すると、まさに味気ない時代だったと思う。人生の中心である 25～40歳台はまさに戦中戦後、この時代を生き抜いてきた

人はすべての面で非常に強い、ぜひ長生きしてほしい。握手した手は非常に強かった。 

10：00 

月初検討会 

月に 1回の幹部会。地方創生のメイン事業をどうするか、私は常々考えている。人口 1,000人アップ、税収 3億円増の具体策を考えてほし

いと要望した。 

私はお屋敷 200戸が出来れば人口 1,000人増、税収 3億増は解決できる。家を建てて、菜園ではトマト、ナスビが成長している、車が 2～

3台駐車している、横で親子がキャッチボールが出来る広さのある住宅開発。地方創生の目玉として、過疎からの脱却のプランとして進め

たい。幹部の皆さんに検討を要請した。 

13：30 

ＪＡ大阪南 仲谷会長以下幹部の皆さん来庁 

ビジターセンターでの地元産品販売協力をお願いし、資金、経営、販売用商品集荷も協力いただくことになった。 

友達が町長だった青森県板柳町の話を例に出した、(日本 1のリンゴ市場の出荷、農家への支払いはすべて現金)お金を回す仕組みをぜひ作

って欲しい。 

村内の農家は数が少ないのに、なかなか一同に会しない、協力して食える農業を推進したいと思うが、なかなか 1つの団体にならない。 

ＪＡの指導で村の特産物を作り、農家全体が協力して、棚田でもやり方によっては食える農業が出来る状況を作って欲しい。 

 

 

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


村長の日記 

 

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

 

7月 7日(火) 

今日は蓮華祭りの日、なぜか早く目が覚めた。 

昨年の 11月に金剛山へ早朝登山をやったきりで、早朝登山をやってない。5月 20日に新人研修で 1回登ったが、それ以来だ。 

朝 5時 30分から登山開始、誰もいない登山道を上り始めて、足のパワーが非常に落ちているのが自覚できた。昨年は 5合目の狼煙台まで

一気に上って休憩、あと頂上まで一気に上れた、しかし今日は１０分に１回は休憩が必要、息が切れるとともに足が上がらない。いつも１

番つらい首塚の上まで、まさに死ぬ思い。やはりヘルニアはほんとにつらい、このリハビリをやり抜くと多分完治すると思う。しんどいが、

出来るだけインターバルを置かないで登山をしようと思って上へ上へ行くが、スピードが出ない。死の行進とはこのことかと思いながら頂

上まで、１時間３０分も掛かった。９合目あたりから雨が降り出したので、汗と雨でかなり濡れた、傘を借りて下る。くだりは楽かと思っ

たが、これもきつい。約５０分かかって下山、約２時間２０分の登山、早々にシャワーを浴びて役所へ。 

午前 

今月末にある府水道企業団総会の説明を受ける。 

既に企業団への統合については万全の準備が出来ており、後は府下市長・町長の了解を得るだけ。次に広報、庁舎特集の説明を受ける。 

新庁舎建設の概要 

予定地：くすのきホール、郷土資料館、いきいきサロンくすのき、道の駅千早赤阪の村有地。 

敷地面積：9,500㎡(国有地楠公誕生地)を除く 延べ床面積：3,500㎡を上限 

関連施設：駐車場、多目的広場、(防災広場など)  

* クスノキホールのあり方を整理、検証した結果 

費用対効果、維持管理経費、効果的で一体的な土地活用(代替機能)、現在の施設利用状況を勘案した結果、くすのきホール(資料館を含

む)を廃止し、新庁舎と一体的に建設する。 

 

７月８日(水) 

10：00 

大阪ビュースポット景観形成会議(関西外国語大学) 
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ビュースポット景観形成とは 

すばらしい景色景観にはいろいろある。村の景観は山、雪、棚田、樹木など自然の景観がほとんどの所もあるが、長い歴史を背負った古い

街道(竹之内街道など)、明治以後の日本の近代化を象徴する建築物、時代の先端を行く新しい建築物、土木工事の結果生まれた造形美、こ

れらすべてをビュースポットととらえ、これを美しく眺めることが出来る場所、見て美しいと感じる場所をビュースポットとする。 

綺麗な場所を探し、作り上げることも大切で、桜を植えたり、電柱を取り除いたり、景観力を上げる努力が大切。 

大阪府の役割 

ビュースポットに対しノウハウ、財政、人的支援で市、町、村を支える。ビュースポットを、他の市町村へ、国へ、外国へ情報提供をする。 

ビュースポットの目的は 

普段地元で見慣れた景観も、視点を変えるとベルビューポイントになる。府下にあるビュースポットを整理し発信することで、人の流れが

変わる。人が集まれば経済活動が生まれる。花も、自然も景観の１つ、ありとあらゆるものをビュースポットとして景観の良い大阪を発信

していこう。 

大阪の景観を情報発信していくことは大賛成だが、景観、建造物、樹木などがビュースポットに指定されたら法規制がかかる。規制が掛か

ると大変だと思うのは私だけだろうか。 

 

７月９日(木) 

７日の金剛登山の後遺症で、両足の筋肉痛がかなりひどい。歩くと痛い、特に階段を下りるとこたえる。 

これもあと２～３日すれば治るのだが、７カ月も登らなかったので結果が出た。普段怠けていると痛い結果が出るのは体だけではない、仕

事でも同じだ。 

朝から庁舎の件で訪問が１件あり、いろいろとご意見を頂く。早く庁舎を作りたいが、いろいろ事情があり、すこしずつしか前に進まない。

特に村では土地問題が１番のネック。この問題をバッサリ解決する方法は無いものか。 

今日の新聞を見ると、ギリシャ問題が大きく出ている。ＥＵ、ユーロはどうなるか、ギリシャ国民投票の結果とＥＵ・ギリシャの交渉はど

うなるか、どの記事にも決定的なことは書いてない。「援助するから徹底した行革で財政を立て直せ」がドイツ、フランスを代表する援助

国側の姿勢。国民投票では「行革はしないが援助してほしい」。個人対個人なら「緊縮生活をしないなら援助はもちろん金も貸さん、勝手
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にしろ」となるのだろうが、民族、宗教、政治が複雑に絡み合った地域ではどんな解決方法があるのか、私には解らない。決断と妥協が入

り混じった結論になり、何十年かの時間を掛けて少しずつ解決に向かって行くのだろう。 

 

７月１０日(金) 

12：00 

庁舎出発。今日は暑くなったせいか、阪神高速はガラガラ、思った通り早く着いた。アポまで少し時間があるので、プリムローズの喫茶店

へ。ホット、アイスコーヒーも２００円、場所もいいのになぜ安くするのか、経済合理性を外れると長続きしないのだが。 

ダイヤモンドトレイルをバックアップしていただいた副知事の１人が、２２日で任期。先日、和泉市の槇尾山から岬町までのトレイルロー

ドの活性化も決まった。一部ではエメラルドトレイルと命名してはとの話もあるらしい。ダイヤモンドトレイルと同じように大阪府でバッ

クアップをお願いするとともに、和歌山側への働きかけをお願いして副知事室を辞した。 

町村長会へ 

１１月１７日のマッセ２０周年記念シンポジウムの構成を、八尾市 田中市長と聞いた。田中市長とは会議で同席したことはあるが、話し

たことは殆ど無かった。２６歳から八尾市議会議員、大阪府議会議員、八尾市長、地方政治の生き字引みたいな人。私の様な途中参加組と

少し違う。真夏でも朝ネクタイを締めてピリットしないと１日が始まらない人。地方政治プロ政治家のムードが漂う。これから約２年間、

市長会長としてのお付き合いがある、彼に教えてもらっていい村長になりたい。 

18：00 

北川イッセイ君を励ます会(シェラトン都ホテル) 

いつものことだが、先生の会は人が集まる。政、財，医療、学、各界からの参加者が多い。また、女性が多いのも先生の魅力。来年には３

期目の参議院議員選挙がある。この勢いを１年続けてもらうと心配ない。 

来年、大阪府参議院選挙区で自民が２人の候補者を擁立する話がある。その力があるのならぜひ１１月の知事選に候補者を擁立し当選させ

てほしい。近隣県より信じられないほど遅れている道路インフラを充実させ、東西２極のうち１極を大阪に取り戻してほしい。 
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７月１３日(月) 

朝 

予定表を見ると本日何もなし、こんな日は少ない。 

登庁してすぐ“ふるさと納税”を考える。１０億円、１５億円を“ふるさと納税”で稼いでいる市町村がある、どうして稼いでいるのだろ

うか。副村長が、今の景品ではふるさと納税は伸びない、納税していただく人たちに、千早赤阪村へぜひ納税したいと思う景品・サービス

が必要だと意見を頂いた。今の千早赤阪のお礼では納税しようとの意欲がわかない、ぜひ意欲の湧く景品、サービスは無いか、全員で考え

て、ぜひふるさと納税で村の元気を生み出そう。 

村で今１番の弱点は土地交渉だ。山主は山の価格が昔のバブル時代と同じ感覚、いま府の査定価格は極端に低下している。土地利用に対し

私たちもできるだけ高額で応対したいが、今の時代は不可能だ。鑑定価格は私たちの予想をはるかに下回る。場所によっては５分の１くら

いまで低下している。どれもこれも市街化調整区域だからだ。土地所有者も行政も共有できる土地価格は無いのか、非常に難しい。 

夕方 

足のリハビリを兼ねて整骨院へ。まず電気を当てて、マッサージ、腰骨を伸ばし足の血行を増進して約５０分、少し足も良くなってきたよ

うな気がする。早く従来通りの足になってほしい。加齢とドクターはおっしゃるが、トレーニング、リハビリで回復できるとＮＨＫでも放

送していた。東條君も腰の引張と運動で治ったらしい、私は彼より少し年上だが多分できる。 

 

７月１４日(火) 

14：00 

町村長会 行財政部会 

部会長岬町田代町長、行政部会部会長河南町武田町長、両委員会で平成２８年度予算要望を審議。要望事項は多岐にわたるが重点要望は以

下１０点 

1. 行財政の充実強化 

2. 生活環境の整備促進 

3. 福祉、保健医療の促進強化 
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4. 介護保険の円滑な推進 

5. 国民健康保険制度改善 

6. 農林業の育成強化 

7. 道路交通網の整備促進 

8. 教育の整備充実強化 

9. 震災等、防火対策 

10. 人権施策の推進 

次ぐ要望事項２０項目、別添として道路交通網、河川整備等があり、各項目ごとに１０～２０に分かれており、莫大な要望をまとめ上げ町

村長会で決議を行い、松井知事に要望する。 

各部会終了後 総会 

Ｈ２８年度大阪府施策予算要望、Ｈ２８年度人権施策予算要望を議決、府からの説明を受ける。 

* 第４回８８０万人訓練の説明 

* 大阪町ひと仕事創生総合戦略策定 

* 大阪農業の活性化に向けた農地中間管理事業 

* 大阪の森林保全及び都市緑化推進 

* 大阪の犯罪情勢説明と防犯対策事業推進 

ワン大阪への提言 

田中市長会会長より提言あり、１１月知事選挙後、府下市町村長による会議を行い、ＯＮＥ大阪の推進について年に１～２回くらい話し合

う。 

 事務局より要望：サマージャンボはぜひ大阪で大量に買ってほしい。サマージャンボ、オータムジャンボの府下の売り上げにより、府

下市町村に交付金が配分される。 

 ８月２８日、能勢人形浄瑠璃、鹿角座公演、森ノ宮ピロティホール 

 ８月１１日、同和対策審議会答申５０周年記念集会 
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同和対策審議会答申とは 

日本政府が同和問題の解決を国策として取り組むことを初めて確認した歴史的文書。１９６５年８月１１日に出され、部落差別の解消

が(国民的課題)であり(国の責務)と明記した。 

 

７月１５日(水) 

ここ数日の猛暑には参る。６月は寒い日が多く冷害ではと思っていたが、やはり夏が来た。しかし今年の様に突然暑くなると体がついて行

かない。ＴＶの報道ではでかい台風が日本に接近しており、明日あたりから影響があり、明後日が本番らしい。今日中に避難所へ水、毛布

を配布し、土嚢を準備する。台風の経路を見ると、やはり四国あたりへ上陸か、スピードが遅いので長時間影響が出るらしい。３年前、紀

伊半島に大きな被害を出した台風によく似た台風らしい、村に影響なないことを祈る。 

14：00 

健康増進計画 

村は残念ながら少子高齢化をもろに受け、高齢化率は府下最高。３月末で 39.6％、多分今では 40％を超えている。福祉、医療、介護の費

用がますます増えている。ぜひ健康に老後を過ごしていただくために、元気に長生きを実践してほしい。 

挨拶後すぐに塩川先生の事務所へ 

政界を引退された後も影響力をお持ちの怪物元議員。大阪と東京を行ったり来たりで忙しい毎日を送っておいでだ。私の村長就任当時から

いろいろ指導を受け、危機も何度か救っていただいた。末永く元気でと事務所を辞した。 

私は最近の国際情勢で、イランの核開発交渉、ギリシャの財政破綻交渉をＴＶ、新聞等で注目していたが、政治の先進国ヨーロッパとアジ

アの交渉形態がかなり違う。我慢強く交渉を重ね、最終的にかろうじて解決点を見出す努力をこれでもかこれでもか重ねる、しかもかなり

ビジュアルな状態で、これが政治のプロのやり方だと思った。 

 

７月１６日(木) 

２～３日前から台風１１号上陸ニュースばかり、明日早朝、四国上陸が本命、登庁後明日の対策を。 

朝の状況ではまだ不明点が多く、夕方、情報を収集し明日の対策を練ることにした。 
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14：00 

区長会 

* 村民スポーツフェスティバルは１０月１１日 

* 千早赤阪プレミアム商品券発行、８月２８日から発売、発行枚数：3,000冊、額面：3,600万円 

１冊(500円券×24枚、12,000円分)を 10,000で発売、購入限度：1人 5冊、村外の人も購入可 

利用期間：８月２７日～１２月３１日 

利用可能店舗：村内事業所で、プレミアム商品券取扱いステッカーのある店 

村内盆踊り日程 

８日 南水分(喜楽会) 建水分神社   １０日 森屋青年団 赤阪小学校 

１３日 小吹 小吹老人憩いの家  １４日 千早  千早老人憩いの家 

１５日 下東阪 東阪駐在所前   ２２日 小吹台  千早小吹台小学校 

区長会後、旧千早小学校校区 区長５人と千早小学校跡地利用の意見交換会。 

現在千早小学校跡地は、体育館を選挙の投票所として利用しているだけ。有効な利用法を５地区の区長および住民の皆さんで考え、合意点

を見つけること。で今回の意見交換会は終わり。 

18：00 

台風 11 号は室戸岬南南東にあり、村の対応を検討した。暗くなってからでは遅いので、18 時からくすのきホールを避難所としてオープ

ン、心配な人に避難してもらうことにした。避難所開設が空振りに終わることを祈る。 

 

7月 17日(金) 

台風 11号、昨日 23時頃室戸岬付近に上陸、四国を縦断し朝 7時過ぎ倉敷に再上陸、14時、島根県境港沖にいる。時速 20キロメートル、

なかなか前に進んでくれない。十津川村を含む紀伊半島は降り始めから 700mm 越えの雨量。4 年前、紀伊半島を襲った台風 19 号は

2,000mm 超だったのでまだ少ないとは思うが、豪雨に間違いない。千早赤阪村は元来天災の少ない村だが、250mm を超えると必ず土砂

災害が発生する。朝 4時過ぎの千早地区積算雨量は 68mm、これを見たとき村は大丈夫の確信を得た。役所へ登庁すると、副村長、理事、
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課長数人が徹夜で台風監視をしてくれていたが、すべて何もなし。 

昨日 18時に開設したくすのきホール避難所は 3名避難だったが、5時 45分自宅へ帰った。避難所開設の意義があった。 

台風のスピードが遅いので、警報、注意報はなかなか解除されない。明日より始まる技業展に影響が無いように、早くスピードを上げて去

ってほしい。第 10回記念大会、モロに台風に当たらなくてよかった、ラッキー、必ず大繁盛だ。 

本日は 14時より、赤十字が催す献血大会が国際会議場で行われる予定だった。来賓は皇太子殿下。セキュリティがきつく、手荷物は持つ

な、パスポート・運転免許書で本人確認、駐車場は無いので車での来場はダメだった、が、警報が出ているので大会はキャンセルになった。

殿下の顔を見られると思っていたが残念だ。 

自民党の安倍政権はラッキーと言うか、ツキがある。昨日の安全保障法案採決は 11号台風で吹き飛ばされた。ツキのある人にはかなわな

い。せっかくのツキだ、日本国の為に使ってほしい。 

 

7月 18日(土) 

技業展 

千早地区の皆さんが中心となって、趣味、ライフワークとして木工品、手芸品、陶磁器、その他自慢の作品を出展して販売することにより、

少しでも地域を元気にしようと始めた。多聞尚学館の協力のもと今年で 10回目になる。最近はかなりいい商品が増えてきて、1品 10万円

を超えるものまで出てきた。まさにプロの会になって来た。 

永年の研鑚が実って、8月から蕎麦屋を始めるメンバーがいる。技業展も少しずつ地域の発展につながってきたようだ。 

10回続いたのだから次はどうなるか、ぜひ発展的に続けてほしい。次の 10年は、より元気の出るように皆さんの奮起をお願いしたい。 

 

7月 19日(日) 

職員の結婚式 

新大阪ガーデンでの結婚式。車で行くとウーロン茶で乾杯になるので、今日は電車で行くことにした。孫に河内長野まで送ってもらい、難

波、地下鉄で新大阪と思ったが、結婚式場が新大阪の近く。資料では新大阪からタクシーで 1メーターの距離、新大阪のタクシーは平均 2

時間の駅待ちらしい。2 時間待って 1 メーターでは気の毒なので、中津からタクシーに乗った、1300 円。式場に着き礼服に着替えてホー
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ルへ行くと、そろそろ式が始まる。普段怖い顔つきつきの新郎が、こぼれんばかりの笑顔、よっぽど嬉しいのだろう。世の中の幸せはすべ

て俺のものと言わんばかりだ。 

主賓の挨拶、「今日の笑顔をいつまでも。役所では笑顔ばかりの日がつづくわけはないが、出来るだけ笑顔でいい村造りに励んでほしい。」 

結婚式、披露宴が終わるまで、新郎は終始笑顔が続いた。 

 

7月 21日(火) 

3連休明けの日だが、2日間は台風でつぶれた。大雨警報が解除されたのは今朝 5時過ぎ、危機管理対応の皆さんは今朝まで徹夜。被害が

無なくてよかったが、最近特に危機対応が敏感に反応するようになって来たので、警報の解除が遅くなっている。 

昨年の広島市安佐南区の 70人を超す死者を出した土砂崩れでもわかるとおり、最近の災害はいつどこで起こるかわからない。しかし 4年

前の十津川村の災害(降雨量 2,000ｍｍ+)は 100 年に 1回の災害。災害のせいで北海道に新十津川村が出来た 100 年以上前にも、すごい災

害があったのだ。村にも 20年に 1回ぐらいは、土砂災害はある。従って安心はもってのほかだが、十分に注意しながら対処すれば、まず

村には大災害は起こらない、ただ危険な兆候はある。木材が価格がほぼ 0に近くなった関係で、山主は材木を切らない、しかも間伐をやら

ない。したがって、密植の杉桧が根を深く張らずに山の斜面を滑ってくる。これも土砂崩れだ。山は間伐をすることにより杉桧は根を深く

張り、山崩れが防げる。 

村が土砂災害に見舞われるのは、積算雨量 250mmがボーダーラインだ。千早地区にも金剛山の雨量計がある。雨が沢山降ると災害が起こ

るので、いつも見ることにしている。最近は 100mm以上降ったことが無い雨量計を見ながら、村の安全を判定しよう。 

今日のような日が、これからもたくさんありそうだ。今の行政のやり方では、雨が沢山降りそうなら必ず警報が出る。もちろん遅く警報を

出すと行政の責任を問われる。しかし早く出し過ぎるとオオカミ少年になる。今ほど危機管理の難しい時は無い。 

 

7月 22日(水) 

全国行政調査会(帝国ホテル 東京) 

増田寛也先生(「消滅する市町村 523」で有名、元岩手県知事 元総務大臣)、全国町村会 藤原会長(長野県川上村村長、農家の平均年収 2,500

万円で有名)、殿村美樹さん(ＴＭオフィス(逆転の発想、引き算のＰＲ)で有名)、3名のパネルディスカッション。 
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藤原さんの話 

地方創生には、資源、ひと、時流が大切。資源はどこにでもある。川上村は標高 1,300ｍ、高地の村、何もない村だったがレタスと出合い、

当地の農家平均年収 2,500万円を達成、色々な問題はあったが元気な村になる。標高 1,300ｍが資源だ。 

田舎の活性化には、風土、風習、風味の 3つの調和が大切。元気のもとは衣食住＋情と３こう、交通、交流、高齢化。 

まず衣食住、つまり収入の安定が大切。安定した収入を得る仕組みが出来ると余裕ができ、人としての情が出る。 

3こう、交通インフラが大切であり道路網の整備、交流を推進することで地域内の情報交流が次のビジネスの力となる。高齢化については、

元気な間は 90歳まで仕事に取り組める状況造り。これにより高齢者の健康を確保する事が出来る。 

殿村さんの話 

地方創生の特効薬、引き算のＰＲ。 

1. 新しく作るのではなく、探して、磨いて、ひかりを当てる。 

千早城址は、正成が 100 日間 足利勢を相手に千早城を守り抜いた。圧倒的な敵勢(楠勢 700 人、足利勢 11 万人)に対して 1 歩も引か

ず、建武の忠孝を達成した。千早城址にある千早神社は落ちない神社だ。選挙、受験、すべて千早神社に参拝することで大丈夫。 

2. ひとは自ら動く(太陽の戦略) 

地域は企業経営理論では動かない。人が自ら動く仕組みを作る事が大切。 

3. 持続的発展のため、思い込みや常識をずらす。城を見せるためには周囲の山林を見せることにより、トータルで見せるものをアップす

るとともに、長期にわたり歴史と文化を作り上げることにより、発展を持続させる。 

増田先生の話 

今地方に何が必要か？東京一極集中による全国的な人口減により、地方は弱く消滅に向かっている。 

いま大切なことは、昭和 60年代の様にバブル化した時代から減少消滅に向かっているのだから、国地方を含め、法制の大変換が必要だ。 

特に都市計画法は人口増大、都市化が進む時代の法制だから、現在の状況には当てはまらない。消滅に向かっている地方には人口流出を止

め、雇用の拡大、開発の推進を助ける法制が必要。 

我が国の法制度のスピードは遅すぎる。千早赤阪村の様に都市計画法により開発はストップ、人口流出が加速された村は、出来るだけ早く

開発促進法制の整備と共に、開発により元気な村を作るべきだ。 
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7月 23日(木) 

千早赤阪村の中心に府道富田林五条線が走っている。現在、富田林→金剛山ロープウエイで止まっている。 

昭和 30年代、富田林五条線は金剛山の下をトンネルで抜け、五条へ通ることになっていた。当時の記憶では、奈良県側でも早くトンネル

を作る機運があり、構想はかなり進んでいた。1971 年、黒田大阪府知事が誕生して以来、富田林→五条線に限らず、大阪から隣接の府県

に通じる道路は改良新設がすべてストップされ、大阪和歌山、大阪奈良、大阪兵庫の府県間道路は現在の状況となった。関空の利便性も大

阪の道路インフラ不足で利用が伸びない原因だし、大阪が、神奈川、愛知に負ける原因である。 

村が過疎指定を受けた原因の 1つは道路インフラ不足が大きい。国道 168号線 五条→新宮間の道路改修、拡幅、新トンネル掘削はすごい

勢いで進んでおり、間もなく五条→新宮は全線改修される。 

富田林五条線 富田林→五条も、既に奈良県側は金剛山トンネルの入り口まで 4 車線で開通しているが、大阪側は 1971 年以来災害復旧工

事のみでトンネルはおろかバスの離合もできない所が多い。ぜひ早く改良計画、トンネル掘削計画を作るとともに、実現を自民党の先生方

に、お願いに行った。 

11：00 

全国町村長会開催 

今月より 2年間、会長、副会長、監事、理事の決定と共に、次期政務調査委員会委員、行政委員会、財政委員会、経済農林委員会も決定し

た。 

藤原会長(今朝カザフスタン バイコヌール基地より宇宙へ飛び出した飛行士のふるさと、長野県川上村村長)の下、町村振興に努力するこ

とになった。 

 

7月 24日(金) 

近畿国道協議会(衆議院議員第 1議員会館 会議場) 

近畿地方建設局管内の 7府県が毎年開催し、国道の新設、改修、改良を国にお願いしている。今年の当番県は和歌山県。和歌山市尾花市長

が会長で始まった。 

兵庫、大阪、和歌山、奈良、京都、滋賀、福井の７府県がメンバー。府県の道路関係者、首長以下 150人が集まり、全員で決議文を決定。 
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道路は地方創生の鍵、引き続き新設、改良、メンテナンスを積極的に要望する。 

総会の後、総決起大会を開いて関係部署、国会議員に要望することになった。 

自民、公明、維新、民主、各党の議員が激励においで頂いたが、他の党の議員はおいでにならなかった。 

 

7月月 27日(月) 

先週はほとんど東京だったので、久しぶりの役所。3日間留守をしたので決済の書類がたくさん残っている。片付けようとしたところ、ビ

ジターセンター説明会のレク、とりあえず全体の説明をして地区の人々に理解を得たうえ、地主の皆さんと交渉することになる。出来るだ

け皆さんの了解を得て、良いビジターセンターを作りたい。 

次に 30日の大阪府水道企業団首長会の説明。議会議員を加盟する自治体に 1人ずつ割り当てる議案の説明、村は今回の首長会で承認を得

て企業団の 1員になる。問題なく終わればいいと思う。 

午後 

楠公史跡保存会の理事さん来庁 

保存会を辞める話、幾分慰留したが、本人の気持ちが強く近い内に辞めるらしい。徐々にメンバーが減少して行くのは切ない。 

 

7月 28日(火) 

朝から入札の金入れ。水道関係の事業があり、久しぶりに億単位の入札。何しろ村長就任以来、学校の耐震工事以外の高額の入札は無かっ

た。 

これからは少しずつ高額の事業が出てくる。出来るだけ村内の業者に落札してほしい。長い間掛かって職員の給与カット、地区補助金のカ

ットなど住民に迷惑をかけ、職員にも迷惑をかけて積み立ててきた基金、可能な限り村内に還流したい。村内に還流した金が村内を回るよ

うになれば村は少し元気になるのだが、村内の事業者が少なく、なかなか回らないのが現状だ。 

午後 

森林審議会で一緒だった設計会社を経営している女史来庁 

木造庁舎につき、いろいろな提言をうかがう。私は可能な限り木材を使った庁舎にしたい。千早赤坂村にある私たちの先祖が時間をかけて
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育てた山の木をふんだんに使った、暖かい木造の庁舎が理想だ。プロポーザル方式だから、ぜひいい提案(プロポーズ)を頂きたい。 

建物を作るとなると、私はどうしても木造に行き着く。法隆寺は 1,600年以前の建築物、現庁舎は 50年で耐震もダメ、既に耐用年数も過

ぎた感じ。いいプロポーズを望む。 

 

7月 29日(水) 

早朝、電話が入った。世界 100 名山を上ろうとヨーロッパ、アフリカ、アメリカを一緒に旅した仲間、最後は確かスペインのアネト山(ピ

レネーの最高峰)。ほぼ 5 年癌と闘病し、金剛登山をすると癌が小さくなったと、最近まで金剛山へ上っていた。不動産業界では有名人、

伝説的人物だ、すばらしい人がまた 1人亡くなった、冥福を祈るのみ。 

8：00 

出発 

大阪府都市計画審議会 

今後の都市計画の在り方の中で、村の現状を話した。 

 村は昨年過疎指定を受け、過疎自立促進計画を作り 1日も早く過疎からの脱却を図るため、人口 1,000人、税収 3億円の増加目標を作

り、さまざまな取り組みを行っている。 

 村は平成 7年、都市計画区域に編入、村域の 96％が市街化調整区域だ。 

 市街化区域は開発を誘導すべきだが、誘致する適地が無く、昨年の新築住宅件数は 2件(調整区域 1件、市街化区域 1件)。新生児は 15

人の現状です。隠居は建築可能ですが、農転、調整区域の協議、建築確認、建築開始まで 4～5年掛かるので、ほとんどが建売を買っ

て街へ出て行く。調整区域の集落では住民の転出、高齢化により耕作放棄地が増加、今後状況が悪化、過疎化が進む。 

 村は定住人口増加対策が必要であり、理想としては都市計画区域の除外であるが、法規制の問題もありすぐに進展する見込みがない。

長期にわたりこの状況がつづくと、さらに過疎化が進む。 

 市街化調整区域内の土地利用につき、地区計画要件に満たない小規模開発、転入者の住宅開発が可能となり、人口増と合わせ農地保全

が図れるような過疎対策と、良好な村造りが促進できる都市計画の在り方を今後検討願いたい。 

都市計画の委員からいろいろな質疑があったが、今回私の発言につき学識経験者の中からも発言があり、今後検討してもらえそうだ。 
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16：00 

富田林警察署連絡協議会 

大橋署長から、犯罪は減少しつつあるが、女性に対するセクハラ、強制わいせつ行為が相変わらず多い。特に薄着となる夏場は発生の可能

性が大きい。富田林署では対策強化しているが、各市町村でもお願いする。 

各種犯罪対策として防犯カメラが有効、ぜひ各市町村でも設置を検討、1つでも多く設置してほしい。 

夕刻 

昨日無くなった仲間のお通夜へ 

生前の活躍がわかるすごい参列者の数、ただ冥福を祈るのみ。 

 

7月 30日(木) 

大阪府水道事業団 第 1回首長会議 

今回 水道事業団初加盟の四条畷、太子、千早赤阪の承認をもらう会議。 

村にとっての影響は 

 平成 25年～平成 64年、40年間の事業費比較 

単独経営、48億 4300万円 / 統合 43億 1400万円 5億 2900万円の低減。 

 統合による将来の水道料金(単位・円／立米) 

現状 現在 191円 10年後 299円 40年後 614円 

統合    243円  471円 

以上でもわかるとおり、統合による方が住民負担は低減される。 

これからの統合に向かってのスケジュール 

Ｈ27年度 7月：統合案件を首長会議で審議 9月：村議会で統合議案を審議 12月：他構成団体で統合議案を審議 

Ｈ28年度 3月：大阪府議会で統合案可決 

Ｈ28年度 9月～Ｈ29年度 2月：統合準備(事業認可取得、給水条例策定) 

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  

 

Ｈ30年度 4月：事業団スタート。 

水道企業団へ加盟する市、町が徐々に増えてくる。近い将来、大阪府下一円で同一料金、同一サービス、いい水の安定提供、村の懸案が 1

つ解決できた。 

 

7月３１日(金) 

千早地区で仮称ビジターセンターの説明会 

昭和 50年代～60年代、金剛山登山口一帯は登山客でにぎわっていた。金剛バス、南海バス共に臨時便が多数増発され、これでもか、これ

でもかと登山客が来た時代が続いた。しかしマイカー時代となり、駐車場需要が多くなり、登山口、ロープウエイ周辺の府営駐車場と共に、

本道から上る人、ロープウウエイ周辺の登山道から上る人、登山のバリエーションが増え、金剛錬成会の回数登山の普及があってコンスタ

ントに 120万人～130万人の登山者数を数えることになった。 

回数のリピータが増えることにより、登山者の高齢化が進むと共に、登山口の近くで営業していた業者の皆さんも高齢化により少しずつ元

気が無くなってきた。 

金剛山登山口周辺で仮称ビジターセンターを作り、現在の山ガール、若い人たちへ金剛山の魅力を感じてもらい、新しい金剛登山の流れを

作れないか、地元説明会を開いた。 

来場者からもっと具体的な説明をと要望された。全体計画を早く仕上げて、地主の皆さん他に了解をいただけるようにしたい。 
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8月 1日(土) 

今年の夏は非常に暑い。台風 11号あたりまでは非常に涼しい夏だったのに、暑くなったら“まさにこれが夏だ”と言わんばかりの暑さ。

朝晩はかなり涼しいはずの千早でさえ、十分に暑い。ＴＶのニュ―スも日本列島全体が暑いニュースばかり。こまめに水分を取り、冷房を

使い、熱中症にならないように、私も注意しよう。 

 

8月 2日(日) 

11：00 

村立中学校 オーストラリア組出発 

くすのきホールに集合。あまりの暑さにホール内で集合、皆さんに「元気で帰って来い」と激励する。 

村を午前 11時に出ても、日本を出発するのは午後 8時 55分 成田発。伊丹→羽田、バスで羽田→成田、成田からブリスベン。これも大阪

地盤沈下のしるし。昨年は出発 4か月前に関空→ブリスベンが運休、シンガポール経由で 5時間乗り継ぎ時間があった。今年は羽田→成田

の移動はあるが、成田からブリスベンに直行だから少しは楽だ。元気で外国生活を経験してきてほしい。 

午後 

日独交流 初日 

ドイツから交流学生が 6人来た。皆さん「こんにちは」など、少しは日本語を使う。4日間奈良県でホームステイしていた、今日から 4日

間村で過ごす。緯度からすると北海道以北に当たるドイツから来た皆さんは、暑さに参っている。慣れているはずの我々でも参っているの

だから。大阪唯 1つの Dorf(村)も、暑いが良い所だ。 

 

8月 3日(月) 

南環境理事会(資源再生センター) 

今回の南環境理事会は 4月の統一選挙後の初理事会．今回選挙のあった富田林市長が南河内環境事業組合管理者就任、大阪狭山市長副管理

者の就任で始まり、後は 26年度の決算承認でおわり。 

帰り、最近有名になった桜カフェがある、どんなもんか入ってみた。驚いたことに非常に不便なところにある。近くに駅があるわけではな
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く、商店街でもない、ただ桜カフェがあるだけ。車が無いと行けない場所。時間は午後 3時過ぎ、時間待ちの紙に名前を書き、案内を待つ

状態、満席だ。値段設定も少し高め。コーヒーだけでなく、スイーツがメインの店。席について見回すと、女性、特に中年の方、リタイヤ

組が目立つ。ウエイトレスに「いつもこのくらい混雑しているの？」と聞くと、「今日は少ないほうです」。喫茶業界のこれからのトレンド

は、スタバのような少し安めの値段設定、大量販売の喫茶店と、桜カフェのような少し高級感を出した店の 2つに分かれるのか。この業界

もカタロのような個人商店が存在しにくくなり、チェーン店方式の店が中心になりそうだ。 

夜 

消防団の訓練見学 

7 月 22日に始まった訓練、8月 9日に河南町で行われる南河内消防訓練で、行進を行う練習。夜 8時から開始とはいえ、村民運動場はか

なり暑い。今日で 5回目、指揮者の号令で右に左に列が行進する。約 1時間とちょっとで 4回、良くまとまった行進が出来ている。今日は

うまくいったので、5日の訓練は取りやめ。7日に仕上げの練習をして、9日の本番に臨むことになった。 

 

８月４日(火) 

後期高齢者医療広域連合議会(プリムローズ３Ｆ) 

本年４月の統一選挙による副管理者の選出と補正予算の審議。副管理者には八尾市田中市長、豊中市浅利市長を選出して終わる。 

管理者の枚方市長は８月３０日選挙。「勝利」の檄文を持参してお渡しすることにして、村を出る時車に積んだ。一緒に千早神社の落ちな

いおまじない“楠木正成公の御兵糧米”をお渡しした。 

４月の統一選で２０数人にお渡ししたところ、皆さん党派に関係なく、すべて立派な成績で当選した。このいわれは、１３３３年千早城の

戦いの時、わずか７００人の手勢で１１万人の北条軍と対峙し、地形を利用したゲリラ戦で１００日間善戦し、その間に鎌倉幕府が倒れて

建武の忠孝が成就した故事による。このコメを食べると落ちない。 

なお、このおさがりは１１月頃から多くの人に要望される。進学試験のおまじないとして両親、おじいさんおばあさんが多くお求めになる。

お礼参りの方が多いのは霊験あらたかなのだろう。楠公さんのことだから、努力する人には特に霊験あらたかだ。 
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８月５日(水) 

合同慰霊祭 

終戦後 70年記念の大阪府合同慰霊祭。今日村の参列者は私、大阪府町村議長会会長の井上議長、中学校で作った千羽鶴を慰霊碑に捧げる

役目の中学生 高橋さんとで国際会議場へ。 

“来賓駐車場は用意できない、公共交通で来るように”と案内にあり、早めに出て会場へ。ロイヤルホテルを通り抜けて会場へ行くので涼

しい、コーヒーショップで時間をつぶす。 

11：00 

松井一郎知事の挨拶で開会。献花となり、自民党府連会長竹本先生から始まり、党派は関係なく、多くの国会議員先生、府議会議員の皆さ

ん、大阪市議会議員の皆さん献花がつづく。来賓皆さんの献花で第１部終わり。第２部、府下各市町村の首長と中学生がセットで千羽鶴を

祭壇へ捧げる。 

 

8月 6日(木) 

午前 

真銅さん来庁 

大阪府のＯＧで、自営で設計会社を経営している。木造が得意でぜひ庁舎をやりたいとのことだったが、会社の規模と経験が村の募集要項

に合わず、断念することになった。個人的には良いセンスをお持ち、出来ればと思っていたが、残念。 

午後 

鳥居さん来庁 

村のＰＲに協力したい。ぜひ安く効果的なＰＲをお願いしたい。 

夜 

ロータリークラブ例会 

大阪は今、1流から 3流に成り下がってきた。 

佐藤義詮知事の大阪万博時代、大阪は 1流だった。メガバンクの本店は 3つもあり、ナショナルを中心とする弱電、武田製薬を中心とする
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薬業界、ダイエーなど、大阪は元気モリモリだった。1971 年に誕生した黒田良一知事は、府立高校を大量に作ったが、道路インフラ整備

は行わなかった。大阪は近畿の中心、従って近隣府県との交流には十分な道路インフラが必要。特に 大阪-和歌山、大阪-奈良 の間には生

駒山系、葛城・金剛山系、紀泉山系があり、人・モノ・カネの流れを遮っている。関空の利用人数は伸びず、大阪が元気を無くす原因とな

った。 

東京圏は、千葉、茨城、埼玉、神奈川の間は交通インフラが良い。大阪も、和歌山、奈良、京都、兵庫 間をバリアフリー状態にする事が、

大阪再生の唯一の方法だと思う。 

 

８月７日(金) 

午前 

決算監査で副村長は監査室へ、決算監査が終わり次第モンベルへ行くことになっている。 

15：30 

役所を出発、モンベルへ。 

モンベル 

会長室のパソコンで営業のシミュレーションとマネージメントを検討した。今回のビジターセンターは公共負担の部分、収益事業の部分が

あり、ややこしい。出来るだけ早くモデルケースを作り上げることで同意し、次の“ふるさと納税制度”の取り組みに移る。 

モンベルの商品を“ふるさと納税”のお礼に使うには？ モンベルカードをふるさと納税のお礼に使うには？ 

色々な可能性を考えたがややこしい。しかしモンベルは今、アウトドアを愛する人たちにとってトップブランド、上手く仕掛けを作ること

で、ふるさと納税の制度をうまく運営できるのではないか。 

ビジターセンターの話題がふるさと納税にシフトした、しかもふるさと納税の方が盛り上がった。村は税収増３億円をめざしているが、た

とえ２％～３％でも、ふるさと納税で税収アップできたらありがたい。 

20：00 

消防団 南河内消防大会へ最後の訓練を参観 

副村長、議員多数参加で少し盛り上がる。何回となく練習を積んだのでシャキッとした出来上がり、まじめに練習に取り組んだ結果だ。暑
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い中、２日に１回の練習は大変だったと思う。あとは９日に成果を見せるだけ、長い間の訓練ご苦労さんでした。特に指揮者の日下さんは

大声を張り上げ大変でした。 

 

8月 9日(日) 

相変わらず暑い日が続く。 

8：00 

南河内郡消防大会 

役所出発で河南町グランドへ。今日は南河内郡消防大会、消防の大会は暑い日か寒い日かどちらかだ。 

現地へ着くと来賓席はテントがセットされており、直射日光は遮断されている。しかし消防団の皆さんが整列するところは、直射日光がさ

んさんと降り注いでいる。現地で村の消防団員の所へ行ったところ、5分ほど歩いただけだが汗が湧き出してきた。 

9：00 

開始。全員整列。私たちは視閲を行ったが、約 5分歩いただけで汗が噴き出してきた。炎天下で整列している消防の団員諸君は大変だ。 

河南町、太子町、千早赤阪村による模範演技の後、大阪狭山市の可搬式ポンプ操法。かなり練習を積んでいるようで、うまいし時間も早い。

河内長野市は自動車。両方とも訓練をかなり積んでいる。夏の暑い時期にご苦労さん。 

各消防団による一斉放水で演技は終わり、後は優良団員表彰、挨拶と続くが、今回は挨拶が３０分程度続いた。直射日光のもと整列してい

る消防団員がいるのだから、次の回は時間短縮を。 

 

８月１０日(月) 

お盆の月に入ったと思っていたら、すぐにお盆、先日水分の盆おどりが終わった。今朝、６時頃に住職さんがお盆のお参りに来てくれた。

一昨日から、「お坊さんが盆詣りに来るので玄関をきれいにしないと」と嫁が言うので手伝ったが、忙しいらしく、すぐ店にいってしまっ

た。 

暑い毎日は続くが、朝夕少し涼しくなってきた。千早はもともと寒い所、朝早く起きると非常に気持ちが良い。 

今日は、ある住民の居宅訪問。 
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広報に掲載した、くすのきホール解体の話だ。「まだ２２～２３年しか経過してないのに、しかもすばらしい建築物なのに、どうして解体

するのか。」その方は、もったいないことをすると言っている。「くすのきホールはそのままでおいておく方がいい、庁舎は今のところに立

て直したらいいのだ。」 

この件に関しては、役所内でも議論になった。役所をどこに建設するか、色々な意見が出た。現在の場所か、くすのきホールか、消防署の

近く、大森、ＢＧ、等々、約１０か所を検討した。新たに土地を買収するのは非常に困難、また、適地が無い。現在は強靭化の時代、国も

認める場所ははくすのきホールしかない。くすのきホールのリニューアルは４～５億円の経費が掛かる。構造を変える必要がある、ハンド

リングが大変。経費について説明したが、理解してもらえなかった。 

 

８月１１日(火) 

世間はお盆の休みのスタートか。14時より、中之島公会堂で部落解放同盟主催の“同和対策審議会答申５０周年記念集会”がある。 

昼前 

役所を出発。昼食を済まそうと、いつも寄るステーキハウスへ入った。いつもはかなり空きがある時間帯なのに、ホールに２０人以上の待

ちのお客さんがいる。これでは間に合わないと思ってカレー屋へ行ったところ、ここも周囲の駐車場が車で満杯。少し離れたうどん屋に入

ったところ、ここにも待ちがかなりある。「座敷で相席ならすぐに用意できます」やっと昼飯を食う事が出来た。 

待っている人たちを見ると、年配の方がほとんどで、座敷には座れない人が多そうだ。座敷に座って食事が出来るのはありがたい、遅れな

いで食事をすることが出来た。やはりお盆の影響、河内も外食文化が拡大してきた。 

13：45頃 

同和対策審議会答申５０周年記念集会 

会場入場。公会堂は大阪では明治の良き時代を代表する建物。歴史の重み、良き時代の大阪、大阪パワーを代表する建物。入り口のそばに

はちょっといいレストランがあり、かなり美味そうだ。昼飯はここでもよかった。 

さすが主催者がしっかりしていると参会者が多い。私も町村長会代表で挨拶となっており、ステージ上へ。町村長会のメンバーはもとより、

市長会のメンバーもほとんど参会。まず知事の挨拶では代理で副知事が挨拶。大阪市は副市長、堺市市長挨拶、八尾市田中市長が市長会代

表、最後に町村長会の私が挨拶して第１部終了。 
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２階席まで一杯、「２階は立ち見禁止ですから１階へ移動を」のアナウンスがあるほど、客席は満杯。トチらずに挨拶できた。 

夕方 

フリーマーケットの反省会 

かなり前に終わったが、意外とフリマでは売り上げがあった。これから棚田夢祭りがある、去年以上の売り上げを上げたい。山家ステーキ

を食べながら、売り上げ増の方法を考えた。 

 

８月１２日(水) 

ほぼ今日はお盆に入ったと思う。来庁者も少なくなった。 

昼過ぎ 

富田林警察へ 

昨日、村の事情で富田林警察の皆さんに出動してもらった。出動のお礼。また、先般から自動販売機が狙われ、道の駅の自販機が２つ壊さ

れた。早く防犯ＴＶをつけることを決めたので、署長に報告した。署長は、余裕が出来たら防犯ＴＶを増やしてほしいと要望をいただいた。 

 

８月１３日(木) 

朝 

中学生のオーストラリア組が１０時過ぎに帰ってくるので、出迎えにくすのきホールへ。 

10時過ぎ 

バスが着いた。眠そうだが元気な子供たちが、バスから出てきた。真新しいスーツケースを持っている。 

今朝５時羽田着、伊丹へ、バスで千早へ。眠そうだが元気だ、中学生は若い、大阪がもっと元気ならば直行便で関空へ着けるのだが。 

くすのきホールで「お帰りなさい」と挨拶のあと、出迎えに来ていた親と長い間あけた家に帰って行った。久しぶりに親の手料理に舌づつ

みを打ち、布団の上で寝る事だろう。異文化の風を少しでも中学校へ伝えてくれるといい。 
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昼 

香楠荘のプロポーザルで、グリーンホスピタルサプライ来庁 

現状では、現在ある施設で営業することになっている。今の施設は老朽化が進んでいる。バスタブは男女同じ広さにするべきだ、整理整頓

で見栄えは良く出来るが、全般にもっとグレードアップすべきだ、等の提案を頂いた。 

香楠荘はダイトレの真ん中にある。金剛山へ１人でも２人でも来訪者を増やしたい。いい施設で、いい営業を、その上、収益を得る事が出

来れば言うことは無い。 

８月１４日(金) 

昔から８月１４日は、まさにお盆の日。長男は朝から、今夜の盆踊りの準備に忙しい。千早は仕事の出来る年代の男性が少ないので、適当

な年齢(２０～７０歳)の男性はすべて駆り出される。適当な年代の女性も、団扇付け、粗品の袋入れ、最後のくじ作り、仕事が沢山ある。

今夜は何人踊ってくれるだろうか、盆踊りの輪が１０時３０分まで持つだろうか。 

午前 

少し遅いのだが、７月分の日記を配布、忙しいといつも遅れる。今日は診療所、山百合作業所、森屋の郵便局、カタロ、が休み。あとはす

べて配布した。 

13：00 

葬儀１件。 

午後 

補正予算のレク 

地方交付税が少しアップされているので、どうにか黒字を継続している。また年末に特別交付税が決定される、大きいと黒字がつづく。出

来るだけ黒字のままで行きたい。 

千早盆踊り 

千早の盆踊りは昔から狭い場所で行っていたので、人の集まりが少なくてもどうにか恰好がつく。しかも、今年は沢山の人達が最後まで踊

ってくれた、そのうえ福引もゲット。いい思い出が出来た。 

村の盆踊りは、明日の東阪、２２日の小吹台で終わり。盆踊りと共に暑さも収まればいいのだが。 

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  

 

８月１５日(土) 

東阪盆踊り 

午後８時頃に農免道路のＴ字路に着くと「消防署から上ってもらった方が、駐車場は会場に近い」と聞き、下から回る。５０ｍほどの所に

停められた。いつものことだが、東阪の盆踊りは参加者が多い。地域の皆さんが沢山参加しているのは当然だが、近隣地域の人達、踊り子

さん、老若男女、非常に多い。かなり歩く必要があるが、ほとんどの皆さんは歩きで来たのだろう、区長を中心にして盆踊りの組織が完全

に出来ている感じ。ビール、お酒を次々サービスされるが、車で来たので飲むわけにいかない。ウーロン茶を２本まで頂いたが、３本まで

は手が出なかった。盆踊りは東阪が原点だ。 

 

８月１６日(日) 

昨日から、今日は雨の予報。朝起きたら少し寒い、多分２０℃は切っていると思う、やっと秋の気配が来たのか。まだ何回かは暑い日が来

ると思うが、やっと暑い夏の峠は越えたらしい。 

今日でほぼお盆も終わり、朝から金剛山へ来る登山客が多い。連休の最後の日はいつも来村者が少ないのに、今日は朝から多い。昨日は殺

人的に多かった。お盆はいつもの連休と違うかと思ったが、１０時頃から人が少なくなった。駐車場は９時過ぎまで多かったが、平和な日

曜日になった。ただ、まつまさの売り上げを見てみると、豆腐だけが大量に売れて、かなり大量に作ったはずだが、すべて売り切れとなっ

た。千早に帰省していた人たちが、お土産に買っていただいたらしい。来年は皆さんに買っていただけるように、たくさん作ろう。 

 

８月１７日(月) 

報道で、ＧＤＰ(国内総生産)－1.6％と報じている。概算で約８兆円下振れしたことになる。主な原因は、中国経済の減速により、日本のお

得意である東南アジア諸国経済が大きな影響を受けていることによる。 

中国はすでに世界第２位の経済大国。昔アメリカが風邪をひいたら日本は肺炎になると言われた。まだ今の中国の状況では、中国が風邪を

ひいたら日本は”咳出る”、”寒気がする”程度だが、しっかりしないと高熱に悩ませられることになる。 

日本経済の活力を維持することにより、周囲の状況に左右されない元気な日本を作り上げる必要がある。大阪が元気になり、力を持つこと

で、日本が元気になる。２０～３０年以前には、ナショナル、シャープ、サンヨーが元気だった。都市銀行の住友、三和、大和が本店を大
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阪に置いていた。ダイエー、武田製薬、塩野義が元気だったように、次世代を代表する企業が生まれる必要がある。 

ぜひ大阪の政治家にお願いしたい。大阪だけではなしに、オールジャパンの中の大阪、ビジネスリーダーを輩出し続ける大阪を作って欲し

い。現状がつづくと、増田レポート通りの人口減で自治体消滅、大阪消滅となりかねない。 

地域のほとんどが山林、棚田の当村では、近隣の市が全て大阪、堺を向いており、大阪府も人口密集地にだけ目が向き、周辺地域を見てい

ただけない。大阪再生には、府県境を元気にすることで関西を一元化する必要がある。和歌山、奈良、京都、兵庫が１つにならなければ、

関西・大阪は時代のトップにならない。人、モノ、金が自由に関西を動くようにならないと、関西復権、大阪復権は無い。 

 

８月１８日(火) 

11：00 

町村長会来庁 

地方単独医療費助成制度を国で制度化要望。 

村ではすでに実施している、中学校卒業までの医療費無料化 他、種々の医療補助制度がある。小学校入学までの医療費無償化だけの市町

村が多い。内容は市町村によって違う。国で医療費助成を一元化し、各市町村での医療費負担を日本全国統一してほしい。 

 地方単独医療費助成制度の重要性や必要性にかんがみ、全国一律の施度として早期に国において制度化すること。 

 地方単独医療費助成制度の実施に伴う、国民健康保険、国庫負担金の減額措置を、直ちに廃止する事。 

以上２点を塩崎厚生労働大臣に要望する。９月１６日府町村長会で議決し、武田町長により国へ要望する。 

縁 

町村長会の２人と、８月８日に開店した「縁」(えに)へ。 

大西君が長年修行して開店した蕎麦屋。 

１１時４０分頃着いたが、満席。千早地区を案内したのち入店。セットメニューをオーダーしたが、既に売り切れ、天ざるを注文。野菜の

天ぷらとざるそば、旨い。町村会の２人は店のロケーションが気に入った、景色が良いと言う。私には毎日見慣れた山だが、町の人にはい

い景色らしい。確かに大阪は緑が少ない。千早は多すぎて弱っているのだが、涼しい、良い所だと言って帰って行った。 

この人たちを 2回～3回と千早へ来てもらう方策は？。 

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  

 

８月１９日(水) 

南河内環境事業組合議会定例会 

今年の４月、統一選挙で、富田林市多田市長、大阪狭山市古川市長の選出により、管理者、副管理者の移動があり、多田管理者、古川副管

理者、富田林市選出の組合議会議員５名、大阪狭山選出議員２人、千早赤阪村選出議員の移動で始まり。 

 一般職の給与条例改正 

 職員の退職条例改正 

 平成２６年南河内環境施設組合一般会計決算を承認 

 一般持ち込みごみ受付制度変更 

現行： 一般持ち込みごみは直接ごみを焼却場へ搬入できる制度で、市町村の担当者窓口で受け入れ基準を満たしているか検査を 

受け「ごみ持込み券」の発行後、南環境組合で計量を受け、ピットに廃棄物を投入する。 

変更後： ごみ搬入者は南環境のホームページでダウンロードするか、または市町村にある「一般廃棄物搬入持ち込み書」で南環境で 

受付後、不適切なもの以外ピットに投入する。 

変更時期  Ｈ２７年１０月１日 

搬入時間  ＡＭ９：３０～ＰＭ４：３０ 

手数料 Ｈ２８年４月１日より 

２０Ｋ未満        ３４０円 

２０Ｋ超   ２０Ｋ   ３４０円 

 

８月２０日(木) 

富田林土木事務所 富田林農と緑の総合事務所 意見交換会 

富田林土木事務所 

東阪三日市線の小吹部分で楠１本の除却と、約 300m高所までの枝打ちの結果、道路の通行状況が改善され住民から好評だ。今年も引きつ

づきお願いする。 

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


村長の日記 

 

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

 

富田林五條線上東阪地区では、約１キロ、土木事務所と地区住民が協力して沿道の枝打ちをしていただいた。通行しやすくなり感謝してい

る。 

富田林五條線は、自然の成長と我々の作業との競争です。せめてこの路線だけでも、上空をクリアーにしたい。 

* 村内主要道路、３０９号線の早期水越峠までの拡幅完成。 

* ７１年、黒田知事時代からクローズになった富田林五條線、早期トンネル開削をお願いした。奈良県側はトンネル入り口まで４車線道

路が完成している。 

 

農と緑の総合事務所 

環境税の早期実施。奈良県では、搬出間伐に１ヘクタール６０万円の補助金を出している。結果、間伐がかなり進んでいる。府も制度の設

置を。間伐を進めることで災害に強い山林作りを。 

村の農地はすべて棚田だ。条件の悪い所を良くする作目は無いだろうか。高齢化で増加している耕作放棄地の有効利用を。 

 

８月２１日(金) 

河南町千早赤阪村 国道３０９バイパス期成同会 総会(河南町総合保健福祉センター) 

河南町総合福祉センターは何回か行ったことがあるが、掃除が行き届いている、非常にきれい。施設の出来が良いとか立派とかにかかわら

ず、綺麗なのが１番。 

会議の部屋は使い方により、すぐアレンジの出来る仕立て。村も２００人～３００人入れる部屋でこの仕立てが良い。立派な観覧席より、

使う時のアレンジでいかようにも使える方が、人口が少ない村には適している。 

府議会議員の鈴木、吉村両先生が来賓。２９年に川野辺まで３０９号線開通、まだそれ以降は計画を考えている段階。３０９号線が、水越

峠の大阪側まで完成するのはいつになるのか。出来るだけ早い時期に全面開通を望んでいるが、開通まで私が元気だろうか心配だ。 

夕方 

機械がつぶれたので 町へ部品を買いに。 

今日は小吹台盆踊りの日。７時頃、覗きに行った。千早小吹台小学校のグランドは子供であふれている。警備の人に聞いた所、ほとんど帰
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省組。帰省といっても、近くの鉄道沿いに住んでいる人たちがほとんど。街へ出ずに村へ住んでほしいが、仕事が無い、アクセスが悪いと

言われると返す言葉が無い。元気な村造りに励みたい。 

 

８月２３日(日) 

枚方市長選挙出発式 

9：00 

枚方駅南口。枚方市長選は、大阪府後期高齢者医療広域連合会長で現職の竹内市長が３期目に挑む。 

朝７時役所出発、竹内氏の事務所へ。日曜日は高速道路がガラ空き、９時到着の予定が８時過ぎに着いた。この選挙は、現職の竹内氏、前

回大阪府知事選に出馬した倉田薫氏が押す難波氏、維新の前府議会議員伏見氏、女性消防団長の福川氏、４人出馬。竹内氏の出発式に参加

した。 

堺市竹山市長、豊中市浅利市長、八尾市田中市長、池田市小南市長、貝塚市藤原市長、岬町田代町長、忠岡市和田市長、の顔が見えた。竹

内氏の当選を祈る。 

 

８月２４日(月) 

発注者協議会(合同庁舎) 

バブル破綻以降、公共事業は行政の財政状況悪化と共に、発注量の減少と発注単価の低下により、土建業者を取り巻く状況は厳しい物にな

って来た。行政にとっても望ましい状況ではない。村の例では、最盛期２０数社あった土建業者も、現在では１０社を切る状況となって来

た。昨年の台風時には、重機を持った業者は府道の災害予防にとられ、村はお手上げの状況となった。年間の発注量も少なく、少ない業者

でも村の仕事量では営業を継続できる状況ではない。 

村の発注では、計画的な発注、予定価格の適正な設定、適切な工期、適切な設計変更、発注者の明確な責務が必要だ。 

村では定員管理による職員の減少(とくに技術職が少ない)、行政ニーズの多様化により、発注先の業務負担が多い。また発注数が少ないの

で、発注ノウハウが無い。村は発注事務の総合相談、専門職の派遣などの人的支援により、発注業務に対する村のノウハウを高めるととも

に、発注事務の共同処理化などを考えている。 
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福井県池田町の副町長の話によると、豪雪地帯にある池田町では冬季には除雪業務が必要との話を聞いた。村には池田町のような業務が無

い。したがって村道改修、橋梁改修を、定期的な仕事として提供する必要がある。 

村では小中学校の耐震工事を３回行った。１億円を超える工事だったが、２つを村外業者が落札した。行政が努力をして発注した仕事を村

外業者に落札された。 

村内業者の育成につながる良いプラン、方法が無い物か。 

 

８月２５日(火) 

9：00 

奈良医大付属病院のそばにあるMRIクリニックへ。 

MRI とは何か、私は今まで検査を受けたことが無い。ＣＴはレントゲン(放射線)、MRI は磁力線でからだの中を輪切りにし診察するらし

い。したがって、MRIは放射線の心配が無い。クリニックへ着くとすぐ、肌着の上に検査用のガウンを着て待つ。呼び出しで検査室へ行く

と、タンクローリーの後ろを切ったような円筒形の機械が横たわっている。その中へベッドが入って行き、検査をすることになるらしい。

先生が「かなりやかましいから耳栓を、３０分ほどかかるから寝ていただいて良いよ」 眠れるとはありがたい。先生の指示通りベッドに

横になり、顔の上に布をかぶせられ「それでは始めます」。すぐに土木工事のブレーカーのような音が、ガタガタ始まった。 

４～５分で機関銃のような音に変わり、次に大きなブザーの音、数種類の音が何分かずつ続く。とても眠るどころの話ではない。 

約３０分、ガーガー、ピーピー、ズーズー、？－？－、最後まで眠れず「終わりました」。静かなことはありがたい。 

データの入ったメモリーをもらい、奈良医大病院へ。「あまり悪い所はない。調子が悪くなったら来てください。」当分は安心だ。 

 

８月２６日(水) 

10：00 

役所出発、枚方、竹内市長事務所へ。夏の暑い選挙には冷奴が１番、千早赤阪白星豆腐は縁起がいい、食べると白星。必ず白星を取ってほ

しいので持参した。 

大阪府後期高齢者医療広域連合の管理者、竹内市長の任期が来る。新しい管理者が決まるまでの間、副管理者の中で１番の高齢者が代行す
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ることになっている、私が１番の高齢者らしい。次の管理者が決まるまで管理者をすることになった。 

14：00 

大阪府森林組合総会(国民会館) 

私も森林組合の理事、今日の総会に議長をやれと要請され、引き受けた。今回の総会はあまり問題が無いようだ。農林水産部長、能勢町長

は、挨拶後退席し、帰って行った。 

決算、事業報告、予算、事業予定がメイン。一昨年は決算、予算とも赤字で、かなり総会が紛糾した。しかし、今回は国の方針も山林より

となり、大阪府も森林組合に対し問題意識を持ってくれているようだ。また、森林組合もリストラを少し遅れたが実行中であり、バイオコ

ークスは設備のローコスト化が出来るまでストップ、森林観光、ウッドベース、素材市場、問題を抱えているが、どうにか黒字決算、黒字

予算。森林組合も少し元気になって来た。 

大阪府も森林環境税を導入する機運になって来た。この際、森林組合も府下にある森の間伐を進めて、“すばらしい森は大阪にあり”を示

してほしい。 

 

８月２９日(土) 

日本の経済・農業・林業、そして土地改良を語る講演会 

講師は 全国土地改良事業団体連合会会長 二階俊博先生。 

主催：大阪府土地改良事業団体連合会、一般社団法人大阪府木材連合会。 

会場はリーガロイヤルホテル。正面からホテルに入ろうと思ったところ、車の列が出来ていて入れない。隣の国際会議場駐車場へ入れて会

場へ。講師先生の人気がわかる。 

先生の話はいつもの通り、元気が良い。土地改良は森元総理、野中広務先生達からの、自民党本来の仕事。今、進めているリジリエンス(国

土強靭化)、住民の生命財産を守る政策と同一延長線上にある。 

自民党は本部と一体になって、日本の農業を世界の農業にする。出来ないことは言わない、言ったことはやる。 

歯切れの良い１時間３０分の講演。非常に短く感じた。 
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８月３０日(日) 

今年はお盆休みが無かったので、今日の午後から明日１日、休みをもらい那智さんへ。 

雨が降っていたので１時過ぎに千早を出る。１６８号線を新宮へ、五條へ行くと、１６８号線は十津川村内で通行止め。「新宮へ行くには 

１６９号線川上村回りか、高野山越えのルートが良い」ガソリンスタンドの兄ちゃんの話。高野越えを選んで橋本から高野へ、入り口でこ

こも通行止め。高野口から九度山、高野の本道を高野山へ。雨が降るのはあまり気にならないが、霧が濃くなってきた、慎重に上る。１６

９号線が良かったなと思ったりするが、今更帰れない。高野山 奥の院駐車場、やはり観光地、日曜日なので観光客が多い。 

時間が掛かりそうなので、休まず高野スカイラインへ。霧が濃い。さすがにスカイラインは車が少ないのが救い。良い道を護摩壇山へ。１

２００mの高地だが、走りやすい。かなり時間がかかりそうなので、止まらず龍神温泉→中辺路→近露、でトイレ休憩。本宮→新宮→那智

勝浦 

約２５０ｋｍ、１６８号線を使って行くと１７０キロ、かなり遠い約５時間。しかし和歌山県の道路整備は良い。ほとんど車が走らない所

でもいい道路が出来ている。千早赤阪村の道と比べると羨ましい。 

 

８月３１日(月) 

今日で８月も終わり。時間の過ぎるのは早い。 

朝、那智さんへお参りを済まし、今日は白浜回りで帰る。昨日開通した周参見→白浜間の高速道路(無料)を通って帰る。 

大阪では第２京阪が開通してからは、新しい高速の開通は無い。何年かしたら大和川線が開通するだろう、それまで私は元気だろうか？ 

新しい高速に乗る。トンネル、橋、トンネルの連続。５つ連続のトンネル、３つ連続トンネル、長いトンネル、短いトンネル、大変な工事

だったと想像できる。 

田辺からはいつもの高速(有料)で千早に帰ってきた。いつもなら３２０キロほどの距離だが、今回はジャストと５００キロ。通行止めの無

い時期に行こう。 
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９月１日(火) 

「停電や」嫁の声で目が覚めた、５時頃か、何も見えない闇には弱い。すぐに LEDの懐中電灯をつけたので明るくなったが、テレビはつ

かない。電気が来るまで待つしかなく、横になって考えた。いつも気楽に電気に頼っている生活、夜停電になると大変だ。住み慣れた自宅

でも懐中電灯が無いと動けない。ＴＶが無いと天気予報、ニュースが無い。いつも当たり前に見ているが、現在ではＴＶの無い生活は考え

られない。私の目ざまし時計は 100Vの電燈線用、トイレのウオッシュレットは使えない、電子レンジがダメ、トースターも、コーヒーメ

ーカーもダメ、冷蔵庫もダメ、パソコンも内蔵バッテリーが切れたら終わり、日曜大工に使っている電動のこぎり、プレーナー、ジグソー、

サンダー、ドライバー、ほとんど何もできない。 

冬になると、石油ストーブ、ガスストーブ、電気こたつ。夏の空調，扇風機、掃除機。数えると１００近い電気が無いと動かない機器があ

る。午前７時、電気が来た。約２～３時間、電気のありがたさが実感できた朝だった。 

10：00～ 

９月議会 

開会の挨拶。 

村はビジターセンター、庁舎、両方が動き始め、忙しくなってきました。どの事業も村の将来に大きな影響を及ぼす事業ばかりです、間違

いのない運営が必要です。 

村は私が就任して以来、用地問題でかなりの事業が挫折しました。中山間事業、農免道路、用地問題で暗礁に乗り上げています。職員も用

地問題のノウハウはありません。これから半年～１年は職員を総動員して、用地問題に取り組む年となります。不可能を可能にする努力が

必要です。 

村は過疎指定を受け、元気になるバックアップ体制が整いました。議員皆さんの支援で村は必ず良くなります。元気な村造りに力を貸して

ください。 

決算特別委員会、委員長 田中議員、副委員長 井上議員を決め、閉会。 
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９月２日(水) 

決算委員会(委員長 田中議員、委員は議員全員) 

２６年度決算を認定する委員会。この委員会を経て、９月１８日本会議で可決される。 

 一般会計   賛成：井上、清井、山形、浅野 反対：徳丸、関口 

歳入(収入) 31億 1,110万円、１人当たり 54万円 

村税  5億 3,320万円 

歳出(支出) 29億 6,950万円、１人当たり 52万円 

 国民健康保険特別会計 賛成：井上、清井、山形、浅井 反対：徳丸、関口 

収入  9億 9,540万円、１人当たり 50万円 

支出  9憶 9,170万円、１人当たり 46万円 

 介護保険特別会計  賛成：井上、清井、山形、浅野 反対：徳丸、関口 

収入  6憶 4,020万円、１人当たり 28万円 

支出  6億 3,050万円、１人当たり 28万円 

 後期高齢者医療特別会計 賛成：井上、清井、山形、浅野 反対：徳丸、関口 

収入      8,860万円 

支出      8,840万円 

 下水道事業特別会計 賛成：全員 

収入  2億 2,020万円 

支出  2億 2,020万円 

 金剛山観光事業  賛成：全員 

収入      9,250万円 

支出      7,240万円 

委員会終了後、４時２０分発の新幹線で東京へ。 

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  

 

９月３日(木) 

午前 

消防庁長官訪問 

総務省へ消防庁長官を訪問。１１月の全国町村長大会前日、大阪府町村長会の恒例になっているトップセミナーの講師を、事務局長と共に

お願いに行った。 

広島市安佐南区の土砂災害、御嶽山の火山爆発による死亡事故、思わぬところで想像を超える事故が多発している。自然災害、人的災害に

かかわらず、我々の心構え外を講演していただくようお願いし、快く受けていただいた。ちなみに消防庁長官は大阪府出身。 

全国町村長会理事会 

今日はこれから２年間の委員会メンバーを決定、私は経済農林委員会のメンバーに決定。メンバーの中には田園地帯の町村長が多い。 

はるかかなた山のふもとまで田圃、耕作規模１０～２０ヘクタール以上、年収２～３千万円コメ農家で十分経営が成り立っている米作地帯

から、農地転用で工場地帯を作りたいが、なかなか農地転用が自由に行かない地帯、村の様にほんの少しの農地しかなく、ほとんどが山林

の町村もある。したがって、農政も内容は地域によって違う、同じ農政では駄目だ。 

農地法でも、地域によりその地域にあった農政が必要であり、林業政策でも村のように１００％の人工林を伝統的に守っている村もあれ

ば、天然林主体の山もある(里山という良い言葉がある)。観光には里山が紅葉もするし、春夏秋冬、山の様子が変わるのでＰＲが楽だ。 

16：30 

国と町村の農林水産政策に関する懇話会 

村の山林は１００％杉・ヒノキの人工林。平成５年あたりからの林業不振をもろに受け、林業中心の村が完全に疲弊し、人口減少が原因で

過疎指定をＨ２５年に受けた。その上、全村域が都市計画区域になっており、村域の９６％が市街化調整区域に指定され、このままでは村

は廃村となる。都市計画は農水省の管轄ではないが、村の林業をいかにするか、少なくとも林業に従事すれば辛うじて生活が出来る程度ま

で木材価格を上げる事が出来ないか。村では生活が出来るような施策が出来ないか検討中だが、農水省でも木材単価上昇の具体的な施策を

お願いした。 
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９月４日(金) 

6：00 

起床、私は５時起床のつもりで時計をセットしておいたのに、６時に目が覚めた、多分目覚ましが聞こえなかったのだろう。 

６時３０分スタートで皇居１周。やはりまだ９月の初め、歩き始めるとかなり暑い、皇居前を歩いていくと汗が出てきた。九段坂を上るこ

ろにはかなりの汗が出る。 

靖国神社へお参りし内堀通りを歩く。英国大使館前は植え込みの中で日が当たらない、少し涼しい。 

８時前ホテル着。10,500歩、朝の運動はシャッキとする。シャワーをかぶり朝食、内閣府へ挨拶に回り東京駅へ。 

16：00 

町村長会でレクののち、都ホテルで西野修平府議の激励会がある。 

府議の激励開場へ着くと村の西野修平応援団に合い、コーヒーを飲んでいると議会の１行にも合う。村を挙げての西野修平応援団の様相

だ。いつものことながら、修平ファンが多い。参加者が多いという事は、河内長野で彼がいかに強いかの表れだ。早く河内の応援団長とし

て、河内を日本の河内にしてほしい。 

 

９月５日(土) 

やっと家、今日は公務が無いので豆腐造りを手伝う。昨日はよく売れたらしい。６時前に絹・木綿が出来て開店、すぐにいつもの客が来店、

まだ出来たてで冷えてないので、帰ったらすぐ冷やすように頼む。水に冷やして完全に芯まで冷えるには、1～2時間かかる。 

朝から嫁に頼まれて医者に行く。途中で道の駅へ寿司を届けて水越峠→五條、いつものことだが山を越えると道が良い。奈良県側の富田林

五條線を走り医院へ。 

歳を考えて食生活と運動を忘れずに元気で長生き。ドクターの言葉。 
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９月８日(火) 

11：00 

信太山駐屯地から、千早赤阪村、河内長野担当の師団長来庁 

迫撃砲師団長だ、戦闘服を着用。若い、しかし我々を守ってくれる力強い自衛隊のリーダーにエールを送った。 

13：30 

展望塔保存会 

展望塔保存会とは何か。この会は昭和３年に始まった、既に９０年続いている会だ。金剛山頂の国見城址と湧出岳の２か所に水銀灯をセッ

トし、国見城址は大阪側、湧出岳は奈良県側を照らしている。 

光の届く市町村がお金を出し合い、９０年間 山頂から平野部を照らしている会だ。 

現在は五條市、御所市、千早赤阪村が会長を輪番で務め、河南町、太子町、羽曳野市、富田林市、河内長野市が会員となっている。 

今回は村が会長、来年から五條市が会長となる。太田市長が参会、来年からの運営を引き受けてくれた。この会は平成５年に会費を決めて

から２７年までそのままだったので、電気代の上昇、機器の更新などに経費が掛かる。次の回から会費の値上げをすればとの意見集約を五

條市にお願いし、散会。 

16：00 

森林組合 

過日、総会の議長を依頼され議事進行をさせてもらった。一昨年はまだ行革が進まず、過渡期の状態。現在は経営改革の状態だが、やっと

利益が出ているのでスムーズに進行。「ここ１０年の間で１番早く終わりました」のコメントを頂いた。 

やはりどんな団体でも赤字欠損ではうまくいかないもんだ。お礼に頂いた水ナスの漬けもんはうまい。 

 

９月７日(月) 

総務民政常任委員会 

千早赤阪村個人情報保護条例の改正。 

本年１０月より行われるマイナンバー制に対し、国の年金問題のような個人情報漏れを無くするための条例改正。 
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９月９日(水) 

朝起きてＴＶを見ると、台風１８号のニュースばかり。午前中に静岡県に上陸、大雨、風、大阪も危ない。外へ出てみると、千早ではあま

り雨もない、風もない。今年はほとんどの台風は千早赤阪村を避けてくれている。過疎地に災害は気の毒と思ったのだろう、かなり荒れる

と思ったのだが ほとんど無風、村にとってこれほどありがたいことは無い。昼間も少し雨が降る程度で、たいしたことは無い。夜家に帰

ってＴＶを見ると、滋賀、静岡、栃木県宇都宮、かなり被害が出ている模様。本来、今頃の台風は偏西風に流されて日本列島に着いた頃か

ら東に流されて行くのだが、１８号は真直ぐ北上し、知多半島から北へ抜けた。秋雨前線と一緒になって、雨が、風が、関東地方を襲った。 

今９時頃だが、まだ関東は大変な状況だ。偏西風が日本列島に降りてこない、雨が集中して１か所に豪雨をもたらす地球温暖化の影響か？ 

太平洋岸にホオジロザメ泳ぐのと同じだろう。 

10：00 

文教建設常任委員会 

今日は徳丸委員が欠席、清井、井上、関口委員で開催。封建塔下の水仙培養地を、村で買収する案件を承認してもらって閉会。 

午後 

一般質問の答弁調整 

神経を使う作業だ。きつい質問もあり、半日ではとても終わらない。次の調整日を決めて終わる。 

富田林警察の大橋署長が移動に挨拶に来庁 

まだ１年、やっと仲良くなったのに。 

千早区長来庁 

千早地区が今年、宝くじの地域補助金を頂くことになった。１０数年前に新調した盆踊りのやぐらが太い木を使っており、村役の皆さん高

齢化で組み立てが困難になって来た。細い木を使って、年寄りでも簡単に組み立てられる櫓を作りたい。村内業者に作ってもらうことを相

談した。 
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９月１０日(木) 

15：00前 

金剛山系対策協議会から戻ったところ、社協の会長が「村長えらいことが起こっている、茨城県が大変だ」 

ＮＨＫのＴＶでは、鬼怒川が氾濫している状況がライブで写っている。電柱に人がしがみついている。茶色い水が轟々と堤防の破綻した場

所から住宅地に流れ込んでいる。屋根に上って救助を待っている人もいる。２階から救助を待っている人の姿が見える。自衛隊のヘリコプ

ターが救助に向かっている。ヘリからつり下ろしたロープの先に自衛隊員がぶら下がり、１人１人抱き上げて救助している。３１１の時と

いい、鬼怒川といい、自衛隊は良くやっている。３１１の時もＴＶで津波のライブを見た時、自然の力の大きさを知った。今日も水害のす

ごさを見た。洪水が始まって１時間ほどで自衛隊、警察、消防、あらゆる機関が救助に当たっていることに、日本の総合力の偉大さを見た。 

既にこの頃には、隣の つくばみらい市 (つくば市、常総市に隣接する、実在する茨城県の市)で避難所の準備が始まっている。それがライ

ブで報道される。又、メールやラインで救助要請や早期救助の意見が交差する。 

村でも、何があってもすぐ対策が出来ることが必要。 

 

９月１１日(金) 

19：00 

中学生の体験発表会(くすのきホール) 

今日は、８月オーストラリアへ行ってきた中学生の体験発表会。くすのきホールへ行くと視聴覚室へ案内された。中学生がリハーサルの最

中なので、視聴覚室でリハーサルの終るのを待つ。中学生がんばれ。 

待つこと１０分、発表会が始まる。生徒は６人、果たしてどんな発表が出るか待っていたところ、皆さんホストファミリーとの関係は、か

なりうまくいったみたいだ。おそらく、よその家に長期間泊るのが初めての子供ばかり、しかも宿泊先は英語しかしゃべれないオーストラ

リア人の家。多分子供たちも幾分の抵抗があったと思う。しかし、ちゃんと泊って自分の思いを伝えられてファミリと上手くやれたようだ。 

現地のセンテナリーハイスクールが、バディと称して各生徒に４人の世話役(センテナリーの生徒)をつけてくれた。中学生は彼らに守られ、

教えられ、会話をし、１２日間の学校生活をエンジョイした。 

中学校でホームステイの語学研修をやっている学校は少ない。昨年彼らと一緒にオーストラリアに行ったが、センテナリーハイスクールの
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校長、教頭、世話役の先生と会って、この学校は良いと思って帰ってきた。後で帰ってきた生徒が非常に元気だったのでうれしかった。 

今年の６人の話を聞いて、必ずこの経験はこの子たちにいい影響がある、多分外人が話をしてきたら、多少会話が不便でも話をするだろう

と思う。もともと日本人はシャイで横へ逃げる人が多い。これからは外人がたくさん日本に来る時代、この経験を活かして、少しでも英語

を学んで、外国へツアーで行くだけではなく、仕事を通じて将来グローバルに生きて行く子供が出たらいい。 

私の姪が今、タイで１人頑張って仕事をしている。正月に帰国して一緒に焼肉を食べたが、日本は寒いと言ってさっさとバンコクに帰って

しまった。クーリエジャポンの１０月号に彼女の活躍の記事があった。村には国連の事務次長だった先輩もいるし、緒方貞子国連難民高等

弁務官にあこがれて、国連の職員になった先輩女史もいる。グローバル時代１人でも２人でも、そんな子供が出たらいい。 

 

９月１２日(土) 

どうも最近は悪い週末が多い。 

朝６時すぎ、１本の電話が入った。約１０年ぐらい前のホームドクターで、現在ホームクターのお父さん。金剛山が縁で仲良くなった。 

飄々とした先生で、あまり元気が無い。奥さんが既に亡くなって元気がなかったと思うが、金剛山へ登山を始めてからは見違えるように元

気になった。非常に付き合いの良いドクターで、「モンブランへ登りませんか」「良いですよ」すぐ付き合ってもらった。ドクターなのに良

いのかと思うことが何回かあった。 

私がタバコを止めるきっかけを作っていただいたのも先生。確かキリマンジャロの山小屋だったと思う「5,000m位から息が出来ないのは

なぜですか？」「肺の機能が落ちていると思う、タバコをやめて２～３年したら登れるようになる」 

タバコをやめて３年後、キリマンジャロへいったら登れた。 

国内の山登りも何度となく行ったし、食事もお付き合いをした。私より１０歳上だが、いいお友達だった。次から次へと、いい友達が居な

くなる。残念だ。 

 

９月１３日(日) 

今日は晴れの予報が、朝から小雨。朝方雨に降られると、午前の金剛山の客がかなり減る。 

たくさん来る予定で豆腐を作ったが、朝から出足を止められた気がする。しかし予報ではすぐに回復の予定、たぶん大丈夫だろう。 
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11：30 

友達・主治医の葬儀(五條市営斎場) 

昔、吉野川の河原だったと思われる場所にある、広い大きな施設。施設も大きいが参列者も多い。県立五條病院が出来るまで、五條では医

療機関は先生の所と数件しかなかったことでもわかるが、町の名士。しかも医師会、ライオンズクラブ等、他の各種団体にも顔を出してい

いるらしく、沢山の車が止まっているすごい葬式。いくらたくさんの人に送られても、やっぱり生きている方がいい。 

 

今年は沢山の胡瓜と、旨いトマトが取れた菜園(トマト５本、胡瓜５本)をかたずけ、秋にとれる作目に変える。これからはセロリ５本、キ

ャベツ５本、白菜９本を植えた。百姓仕事は収穫するときは楽だが、少しとはいえ土を耕し、肥料をやり、畝を立てて苗を植えるのは、か

なりきつい。良い野菜が出来ると信じて水をやった。 

 

９月１４日(月) 

モンベルの辰野会長が千早へ来る。村で計画している(仮称)ビジターセンター用地の実態を見たいとの申し出。１０時ジャストに現れた。 

乗り物は軽四。会長が軽四に乗っているとは思わないので驚き、説明によると、ダイハツでモンベルのロゴを使った軽四を販売するのにち

なんで、モンベルのロゴつきの軽四を２台もらったそうだ。真新しい軽四、モンベルの社員も同じダイハツの軽四に乗ってきた。ロゴつき

の軽四が売れに売れて、拡販の材料になるとは羨ましい。さすがモンベルは ＪＡＰＡＮ ＢＬＡＮＤ 、早くビジターセンターを立ち上げ、

キーテナントで商売をしてほしい。金剛山が mont bell マークのアパレルであふれる事だろう。 

辰野氏と設計士さんが同道でやってきた。彼の話では、いいショップが出来ると現場を見て帰って行った。早く動き出してほしい。村が人

口減から、人口バランスへ、そして人口増へと動き出して行く起爆剤になればいい。 

 

９月１５日(火) 

大阪府町村長会定例会 

メインの話題は森林環境税。大阪府は９月議会で審議に入る、近畿ではすべての府県で実施済。森林面積の少ない大阪府で、やっと森林の

ことを考えてくれた。都市部の多い大阪では、なぜ山だけと思う首長がいる。「町域に山林が無いのになぜ環境税を負担するする必要があ
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るのか」「上流から流れてくる流木対策に例年処置費を負担している上、まだ住民１人当たり３００円も負担するのか」 

山には山の言い分がある。「住民が排出する二酸化炭素を固定して、酸素を作っている森の整備は、みんなでやるのが常識」 

特に近年の木材価格低下により山林労務者が居なくなり、山主は木材を売りたくても価格が無く、売れない状態が１０数年続いている。 

この状態がつづくと山は藪になり、二酸化炭素の吸収量が低下する。間伐をきっちりすることで木の成長力を保ち、二酸化炭素の固定量を

増やすのが大事。 

18：00 

維新感謝祭(リーガロイヤルホテル) 

始めの挨拶は浅田府議。「有料の感謝の会ながら、沢山の皆さんに参加していただきありがとうございます」 

知事の挨拶 

来る１１月２０日以降も、ぜひ大阪を１つにして、大阪を東京と並ぶ街(地域)にするので、ぜひ皆さんの協力を。維新の代表 橋下代表は当

分休むが、維新はワン大阪を目指して頑張る。 

私は事実上の知事選出馬表明と受け止めた。 

 

９月１６日(水) 

朝 

１００歳のお祝い訪問 

施設へお入りになっていたので、６月誕生日だったが村のミスで遅くなった。しかし、すばらしい施設にお入りになっている。私の母も羽

曳野市の１施設にお世話になっていた。約８年間、私と嫁、娘、息子 達も訪問するのに大変だった。家族の皆さんたちも大変だろうと思

う。 

14：00 

大阪府町村長会 

メインは、大阪の森林環境改善に府民の皆さんから年間３００円徴収して、荒れている山林を整備する税。 

海岸線、低地対策はほとんど国費で賄われ、充分ではないと思うが、堤防も府下の海岸線は完成されている。 
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しかし、山林については平成に入ってから、国の政策ミス？による木材不況により、ほとんど手が入らなくなり放置森林になっていた。 

放置森林になったら山はどうなるか。 

間伐が行われず、山は用材にならない細く背の高い木になる。木材は枝と枝が触れ合うと、隣の木が邪魔と感じ、根を伸ばして邪魔をしよ

うとする。したがって根が地中深くはいらないで横に横に伸びるので、雨が降ると山が材木とともに崩れる。間伐を完全やり、枝と枝が触

れ合わないようにすると、木は安心して根を地中深く伸ばす。したがって山は崩れなくなり、木は太く大きく育つ。 

 

９月１７日(金) 

今日は議会前の１日、予定もなし、明日の資料に目を通す。 

かなり量が多いので、精査するには時間がかかる。ゆっくり読んでいたが、ほぼ読み終わってラジオのスイッチを入れると、国の安全保障

法制の参議院特別委員会。鴻池委員長に対する不信任案賛成討論をやっていた。 

何を行っているのか、不明な点が多い。委員長は良くやっていた、委員長はきっちりやっていただいたのに、なんで今不信任案の採決か。 

特別委員会は衆議院で１００時間以上、参議院でも１００時間以上審議をしている。時々実況を聞いていたが、ホルムズ海峡、憲法問題、

邦人保護 他、各種の質問、提案があったが「尖閣への中国進出問題」「北朝鮮の拉致問題、ミサエル実験に対する具体的な方法」など、具

体的な質問は聞かなかった。 

国民に周知、開示、もっともっとＰＲすべきとの提案が多かったが、憲法９条問題や、ホルムズ海峡など、国民に関係のない話ではだれも

興味を示さない。国民の興味を取るには、もっともっと具体的な問題で議論すべきだった。 

野党の賛成討論を聞いてみたが、約４時間の賛成討論は政治によっぽど興味ある人しか聞かないだろう。野党もつまらんことをして、国民

の興味を失わせているようなことをしている。 

 

９月１８日(金) 

皆さんの協力により、平成２６年度の決算は認定いただきました。現在、村は２７年度の予算に則り、新しい村造りに取り組んでいます。

先ほど議会の中で、既に過去の話と私が理解しております合併について言及がございました。既に合併破綻以来、選挙も終わっており、私

は合併についての禊は終わっていると思っています。新しい村造りに励んでいるところです。 
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庁舎新設、ビジターセンターの設置は、元気な村への１里塚と思っております。今、地方創生で全国の市町村は、反一極集中、人口の地方

拡散へ向け、努力している最中です。村は人口減少をくい止め、人口増へ向かうには何が必要かを早く見極めなければなりません。従来の

方法・考え方では、新しい時代に対応できません。ドラスティックなイノベーションが必要と思います。徳島の上勝町、長野の川上村、成

功例が沢山出てきました。私は町長に面談したり資料を集めたりして、村に合うかを考えました。すべての成功例は、しっかりしたリーダ

ーのもと、地域全体がリーダーの示した方向へ一糸乱れぬ行動をとる。果たして村で可能か、答えはノーです。村には村に合った方法があ

ると思います。 

９月議会の一般質問 

 徳丸議員 

1. 持続的な森作りを目標に、集約化により一体的な森林経営が見込める地区を対象として、基盤整備等を実施するとしている対象は

村も入っているが、具体的方針を問う。 

2. 子供の医療費助成は中学卒業まで広がっており、村も実施してきた。府下では高校卒業まで実施している自治体もあり、本村も「子

育てしやすい村」造りの為にも高卒(１８歳)まで助成すべきと思うが考えを伺う。また、高卒まで実施した場合の経費は概略いく

らかを問う。 

 田中議員 

* 平成２５年５月に「行政手つづきにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法が成

立した。この制度は国民１人１人に１２ケタの番号を割り当て、氏名、住所、個人所得、納税実績、年金などの個人情報をその番

号で把握管理できるようにするものと聞いている。今年１０月に個人番号の通知、又、来年１月から希望者には顔写真入り個人番

号カードの交付が開始され、この制度の運用が開始される。 

しかし、このマイナンバー制度の運用が目前であるにもかかわらず、多くの村民の皆さんは、運用開始によりどのように変わるの

か広く伝わっていない所もある。そこで次の３点についてお伺いをする 

 制度概要と村民にとっての利便性は何かを伺う。 

 個人情報の保護、いわゆるセキュリティ対策はどうか。 

 制度開始に向けた体制制度と、今後のスケジュールを伺う。 
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* がん検診無料化に伴う受診状況等について 

平成２７年度からがん検診は無料となったが、無料化によって受診率の向上などに効果があったのか、伺う。 

 山形議員 

* 全国学力学習状況調査について 

全国学力状況調査が、小学６年と中学３年生を対象に実施されております。そして今年度の調査結果は８月２５日に公表され、新

聞紙面でも大阪府の公立小、中学校の平均点がほぼ全国平均に近づき、これまでのワースト３から脱却することが出来たと報じら

れています。そこでお聞きします。今まで永年低迷しておりました大阪府の子供たちの成績が、急に押し上げられた原因があると

お考えでしょうかお伺いします。 

* グリーンプランパートナーシップ事業の進捗について 

６月定例会において、木質バイオマスに関する村の認識を伺いながら、林業振興にしっかり取り組んでいただくよう要望したとこ

ろであるが、その際「グリーンプランパートナーシップ事業」の補助金公募の申請を行い、木質バイオマスボイラーの導入の可否

の検討に合わせ、林業振興の取り組みも検討するとの答弁であった。そこで「グリーンプランパートナーシップ事業」のその後の

進捗について伺う 

* 今後の上水道事業の施設整備について 

大阪水道企業団との統合後の施設整備について、６月議会の全員協議会において「千早赤阪村水道事業ビジョン」及び「水道事業

の大阪府広域水道企業団との統合」について住民説明会や意見募集を行い、反対などの意見は無かったと聞いている。「千早赤阪

水道ビジョン」では大阪広域水道事業団との施設整備について岩井谷浄水場を廃止し、企業団からの受水量を増やし、村内ループ

施設を整備することになっているが、今後の施設整備計画の内容を詳しく聞きたい。 

 関口議員 

* 国保の広域化について 

２０１８年より国保の運営が広域化され、保険者は都道府県と市町村が共同運営することになった。 

これにより国保運営がどう変わるのか、保険料や村が行っている保険事業はどうなるか伺う。 

* 旧千早小学校・富田林高校分校跡地の活用を。 
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旧千早小学校は村の倉庫として、体育館は投票所として利用されている。富田林分校跡地はこれといった活用はされていません。 

これまで提案してきたが、千早小学校を芸術家やギャラリーなどに貸し出して活用すべきではないか。富田林分校跡地についても

活用を検討すべきだ。 

 浅野議員 

* 高齢者の社会参加の推進について 

本村の高齢化率も３６．９％となり、１０人中４人が６５歳以上である。少子化に加え、団塊の世代が６５歳以上になったためで

あり、大阪府下でも高齢化率が最も高い。高齢者が安心して暮らせる地域社会を作り上げて行くことが重要である。元気な高齢者

には「生きがいつくり」や「社会参加の推進」などの施策が必要と考える。地域活動に積極的に参加してもらう施策を検討しては

どうか。 

* 防犯［監視］カメラの設置について 

先月、寝屋川で中学１年生の男女が殺害されるという痛ましい事件が発生した。犯人は検挙されたが、その時に威力を発揮したの

は防犯カメラである。プライバシーの問題があっても、防犯上また子供被害未然防止の意味からも、カメラ設置が必要である。そ

こで本村の［監視］カメラ設置について 

1. 防犯［監視］カメラの設置状況は 

2. 補助金を出してカメラを設置している自治体がある、本村はどうか、など伺う。 

 清井議員 

* 下水道事業の検討を 

下水道事業は整備開始以来２０年が経過する。平成２６年までの整備面積は計画面積 371haの 53.9％、普及率は 74.9％となって

おり、概ね住宅密集地の整備は出来たものと思われる。有収水量は平成１８年以降、村の人口減少に伴い年々減少している。 

一方、今後施設は老朽化し、維持管理費用が増加して行くものと思われる。財政面では、一般会計からの繰入金が１億円を超えて

おり、大きな負担となっている。本年度より合併浄化槽の設置・維持管理費への補助金の増額が行われていることも踏まえて、今

後、下水道整備の在り方について検討されたい。 
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９月１９日(土) 

今日からは５連休、世間ではシルバーウイークと呼ぶ。 

公務は２１日１４時からの交通安全大会、富田林の公民館である。今回は当番で挨拶をするので、休むわけにはいかない。 

今日１日暇なので、豆腐造りを手伝った。まつまさの店で朝食を終わったところ、長男からラジオで 塩川正十郎 さんが亡くなったニュー

スがあったと知らせてきた。今年もお盆に塩川事務所に訪問し、秘書の女史から今東京だが元気だと伺ったところ、２～３日後先生から手

紙をいただいた。９３歳らしいが、私にはいつまでも元気モリモリに見えた。 

富田林ＪＣのメンバーだった私達は、建設大臣になった先生から建設省へ来ないかとの招待を受け、６人で建設省へ行った。大臣室で河内

の建設大臣として写真を撮ったのを覚えている。 

村議会議員に立候補して以来、議員の仕事、考え方、いろいろ教えていただいた。村長に当選したときは、シビルミニマムに徹した村政運

営をやれと教えていただいた。政界卒業後も、常に私の相談に乗っていただいた。千早赤阪村は標高が高い、別荘地にするべきだ。谷川岳

のふもとに千早赤阪村とよく似たところがある、夏の避暑用にぜひ作れ。会うたびに早く実現をといわれた。 

私の政治の先生である塩川先生は、いつまでも私の記憶の中で生き続けるだろう。 

 

９月２０日(日) 

春の連休と違い、今年の連休と同じ連休は１０年先らしい。 

金剛登山客はやはり春と少し様子が違う。春の連休は例年のことだから、休暇費用の用意は出来ているが、秋の不定期の休みは勝手が違う

らしい。思ったより登山者が少ない。いつもの土、日とほとんど変わらない。明日からの三連休はどうだろう。 

 

９月２１日(月) 敬老の日 

10：45 

千早老人会 

役員から聞いた所、千早の老齢化率は５０％、まさに老人天国。確かに子供が少ないというより全然いない。私の家の近くにも、子供がい

る家は無い。今回の老人会で少し変わったのは、恒例の黙とうが無い。前回の老人会以来、今回までの間死亡者が無かった。めでたいこと
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だ。恒例通り、おおい大輔君のワンマンショー。彼は歌がうまいが、なかなか下積みが長い。メジャーデビューしても十分いけるはずだが、

私にできる応援はＣＤを１～２枚買うことぐらいだ。最近たまにＴＶで見かけることがあるが、早くメジャーになってほしい。 

 

連休３日目、今日は少し車が多い。いつも連休になると中日あたりに車の数が多くなる。 

シルバーウイーク、秋の連休はどうも勝手が違う。今回の連休は今日午後から交通安全大会。今日から月末までの間交通安全週間。かなり

死亡者も少なくなったが、より安全な交通社会を。大阪周辺の道路インフラを良くすると、もっと事故が減るのではないか？。 

帰ってくると、今日は沢山のお客さんが来たらしく、豆腐はじめほとんどのものが売り切れていた。連休中日あたりになると遠くに行けな

かった皆さんが、せめて金剛山でも、金剛山しか、千早赤阪の曼珠沙華でも、棚田でも、と来るのだろう。やはり「千早赤阪へ行きたい、

金剛山へ行きたい」とならなければ。 

 

９月２２日(火) 

昨日は来村客が多いので、準備怠りなくと言いたいところだが、なかなか準備できない。 

駐車場は繁忙期料金にしたので、少しお客さんが減って小康状態。やはり連休らしく、来客の時間帯がかなり前後に伸びている。 

今日は公務が無く１日息子の手伝いをやったが、ローストビーフを作れ、苦汁の調整を、包丁を砥げ、油缶を開けろ．．．最近始めた菜園の

手入れもなかなかできない。 

 

９月２３日(水) 

５連休も今日で終わり。たまに連休が来ると、「どうしていいのかわからなくなる」とこぼしている客が多い。私もかなり戸惑った。 

１０年先にまたあるらしいが、その時は戸惑わないように考えよう。 

今日で連休が終わるが、せっかくの連休、有効に利用することが大事。観光で生き残るためには、連休中、村は人であふれるようにしなけ

れば。１回来た来訪者は、２度３度、リピーターを作る工夫が大切。 
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９月２４日(木) 

塩川先生の葬儀 

１２に時開式、１１時１０分頃葬儀場へ着いた。 

既に駐車場は満杯、指定駐車場の地図を頂き駐車場へ。駐車場は服部緑地の駐車場車で１０分以上かかる。このあたりは豊中市の桃山台と

書いてあるので、御堂筋線の桃山台駅の近くなのだろう。服部緑地の駐車場へ車を止めて、サービスバスに乗る。これは私達が来た道をそ

のまま逆送する、やはり約１０分、１１時３０分過ぎに式場到着。 

受付に行くと、北川イッセイ先生の秘書 大藪君がいた。もう式場が一杯だからこちらへ、と案内されたのは３階の大広間、ほぼ５００人

は入る部屋、正面には大きなＴＶが３台置いてある。私たちの部屋がいっぱいになってから少しして開式。私たちは正面にあるＴＶを見な

がら式に参加する。 

小泉元総理の弔辞、１世代をかたち作った先生の葬儀にふさわしい弔辞。親族の焼香が終わると代表焼香。友人代表で小泉元総理の焼香で

始まり、前衆議院議長の伊吹文明氏の焼香で代表焼香は終わり。１５人は１度に焼香できる焼香台での進捗状況は、ＴＶでよく見える。２

０分は過ぎただろうか「御起立ください」「案内に従って焼香してください」。参列者が多い、やはり先生の遺徳だ。まだまだ焼香の列は続

いている。 

「駐車場への連絡バスが出ます」サービスバスで駐車場へ駐車場を出たのは１５時少し前だった。 

先生の葬儀で感じたのは、参列者が非常に多いのに誰一人ブーイングや文句を言わず、整然と焼香を待ち、式が進行している事だった。偉

大な人にはいい取り巻き、良い友人、良い応援者が沢山いることを感じた。塩川先生のご冥福を心から祈った。 

 

９月２５日(金) 

戦略会議 

庁舎建設について各課長に意見聴取。会議室が必要、談話室が必要、住民の避難に必要な部屋がいる、安全安心の中心、窓口の待合に必要

な場所が必要、コピー機を置く部屋、個人情報にかかわる部屋、色々な部屋が必要。ただ、部屋は使いようでどうにでもなる。出来るだけ

少ない方がいい。部屋は必要最小限度に抑えるようにお願いした。 

庁舎は１度作ると、３０～５０年は使う。少なくとも２０５０年頃には、まだいい庁舎だ言われるくらいのものにしたい。住民数７０００
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人をクリアできる庁舎が必要、それ以上の人口を想定しなくてもいいと思う。建設コストが安くつき、耐震が十分で、住民の皆さんが、い

つも立ち寄りたくなる、そんな庁舎は出来ないものか。 

午後 

時事通信の記者が来庁 

現在の村の状況について。 

昨年、村は過疎指定を受けた。原因は人口減だ。私の思いつく１番の理由は、都市計画法の村内全体への導入だ。村域の９６％が市街化調

整区域となった。村は条件の悪い所に家を建て、条件の良い所は農用地とした。しかし条件が良い所でもすべて棚田、大きな田圃は無い。

いい条件の田は富田林市か河南町。その棚田に家を建てようと思っても、まず農用地解除、市街化調整区域へ家を建てる協議、建築確認、

今までの状態では家を建てようと思って協議を始めてから、建築できるまで５～６年は掛かる。従って、村が過疎化すすのは当たり前。ほ

とんどの所へ少なくとも１年以内に家が建てられたら、村は近い内に過疎から脱却できる。 

合併を考えますか。 

合併破綻後、村は夕張状態になりたくない思いから、職員数を４０％減少した。議員数を３０％減らした。もちろん私の給料もほぼ４０％

減らした。おかげで毎年２～３億円の余剰金を生み出すことが出来た、したがって財政的にはかなり良くなった。今は合併を考えてない。 

これから村の進む方向は。 

新しい住宅開発をやりたい。近い内にその方法を発表するので少し待ってほしい。 

ほぼ２時間話をして別れた。うまく書いてください、とお願いした。 

 

９月２６日(土) 

朝イチ 

南河内高速道路期成会発足会(すばるホール) 

金剛山脈・紀泉山脈の奈良県側・和歌山県側を走る京奈和道路はほぼ全線開通した。 

１７０号線と山脈の間、太子インターから葛城山・金剛山・紀泉山脈の大阪側山麓に高速道路を作って、京奈和道路と新高速の間にフルサ

イズ道路が数本出来ると、関空の利便性が飛躍的によくなると共に大阪南部が浮揚する。大阪南部が良くなると大阪はまた元気になって、
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東京都と両輪となる。ぜひ早く作ってもらうように運動しよう。 

11：00 

千早小吹台小学校 

すぐに千早小吹台小学校へ移動、１１時着。午前最後の種目、１年生から３年生まで全員が出るダンスを見た。少ない生徒だが、みんな元

気に飛び跳ねていた。 

13：00 

シーツ―サミットの開会式(河内長野市 くろまろの里) 

明日本番。モンベルの辰野会長、大阪府竹内副知事、河内長野市柴田市長、皆さん非常に元気。奥河内でもこんなイベントが出来る。千早

赤阪村も負けないように頑張ろう。 

 

９月２７日(日) 

ＴＶの予報では、いい天気のはずだった。朝から雨は降らないが、霧が出ていい天気とは言えない。 

二剛会の皆さんの草刈り例会。８時前全員が金剛登山、９時に水越峠へ、草刈り機、おにぎり、ウーロン茶、ガソリン、を軽四に積んで運

搬。待つこともなく、ジャスト間に合った。１１人、草刈り機８台をもって葛城山へ。そのまま二上山まで一気に草刈りする。今日は元気

なメンバーがそろっているので、３時過ぎには終わるだろう。 

赤阪小学校の運動会へ 

ここでは、父兄の皆さんも元気に運動会を盛り上げている。ぜひ元気な父兄と元気な子供で村を盛り上げてほしい。 

午後 

葬儀１件 

最近日曜日の葬儀が多い。 

 

９月２８日(月) 

久しぶりの休みを取り海外へ、１１時１５分 姫路発のフェリーで小豆島へ。 
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土日の天候がいまいちで金剛山の登山者が少なかった、しかし今日の天候はベスト。 

フェリーの前方には家島群島が見える。１時間４０分の船旅、まず家島群島をクリアするのに１時間、家島が終わった途端に小豆島が見え

てきた。高い山を中心にかなりの急傾斜で海に落ちている、瀬戸内海で２番目に大きい島。岡田港接岸前にフェリーは１８０度方向転換を

して接岸、私の車が１番早くフェリーに乗ったので、１番早く下りることが出来た。今回の船旅で思ったのは、小豆島のシーズンは多分夏、

大きな船の割に、乗船客、車の数が少ない。小豆島は私たちが着いた福田港のほか、坂手港(神戸)、草壁港(高松)、池田港(高松)、土庄港(岡

山、高松、豊島)、大部港(日生)各港にフェリーが着き１日何便もあるから、これで普通かもしれない。 

今回の目的は寒霞渓、日本で有名な景勝地だ。岡田港到着後、時計回りで島を回る。まず寒霞渓。４０分ほど走ると街に出た、至る所に醤

油屋の看板。昔から周囲を海に囲まれ塩が取れた関係で、小豆島は醤油の醸造が盛んだったらしい。また、醤油を使った佃煮産業が盛んだ。

島では食べ物屋をほとんど見かけないが、やっとあった食堂らしい店で昼食。島名物のホットソーメンと佃煮入りのおにぎりを食べた。食

堂から見えるところに、まつまさ で使っている佃煮の工場がある。大きな工場、かなり大量に作っているのだろう。 

寒霞渓へ。ロープウエイがあるはずなのに見えない。車で一気に頂上へ。頂上に上ってやっとわかった、寒霞渓のロープウエイは山と山の

割れ目に設置されており、頂上から見ると両側が高いがけ。崖と崖の間の谷間を走っており、周囲からは見えない。谷の中の景観美、春の

新緑、夏の緑、秋本番の紅葉、冬景色を堪能するようにできている。 

その後、２４の瞳の分教場、世界一狭いギネス認定の土渕海峡を見学して、ホテルヘ。ホテルは施設が良い、料理が良い。夜９時前より熟

睡した。 

 

９月２９日(火) 

朝 

ホテルの横にある、天使の散歩道(エンジェルロード)を散歩しようと思ったが満ち潮になり、ホテルの人が「潮の流れが速いから行かない

方がいい、干潮になるまで帰れない」と言われ、歩くのはやめ。 

９時に出発したが、小さい島で観光スポットがあまりない。ガイドブックにパワースポット”重ね石”とあったので、石を見学に行く。普通

車で車幅いっぱいのつづら折れの道を上る、切り返しを辛うじてしないで済む道、朝で気分がシャキッとしているので登れる。 

車道が終わったところから石の所まで、約６００段の石段。嫁の体力では無理なので、下から拝んで下山、土庄の港へ。 
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小豆島は家島と同じ、いたる所に石切り場がある。今、墓石はほとんど輸入品、国産の墓石はコストで輸入品と競合できない。稼働してい

ない石切り場がいたる所にある。大阪城の石を切り出した歴史のある石切り場も、国際競争には耐えられないらしい。 

土庄の港は小豆島イチの繁華街、大阪と比べると非常に小さいが、皆さん町おこしに努力しているのが感じられる。しかし、島を１周した

所、そこら中にバブルの遺物がある。別荘地、クローズしているホテル、人けのない馬鹿でかいエレベーターのある観音像、人けのないマ

ンション、既に遺跡となっている。何か利用法はと考えたが、私ではいいアイデアが出ない。時々ＴＶに出てくる中国のマンション群とは

ボリュウムでは比較の対象ではないが、規模は違えど同じに見える。 

開発は２０～３０年先に栄えるような開発が必要だ、将来に陳腐化しない開発とは、考えると大変だ。 

帰路、フェリーは家島群島の岸べたを走る。砂利、石の採掘がおこなわれており、かなり高い山でもベンチカットで頂上まで掘削の手が伸

びている。しかし、まだ１００年くらいは採掘できるだろう。 

小豆島を旅して思った。地方創生は中途半端な思いでは出来ない、平成の遺跡は作ってはダメだ。 

 

９月３０日(水) 

今日で９月は終わる。明日より１０月、秋本番。 

今朝は特に寒い。羽根布団をかぶっていたが、朝の寒さで目が覚めた。パソコンを始動させたが、寒いのでコタツに電気を入れた。 

午前 

大阪管区気象台一行来庁 

特別警報の説明を受けた。特別警報とは、これまでにない危険が迫っていることを知らせる警報。 

特別警報が発表されたら 

・尋常でない大雨や土砂災害が予想される。  ・重大な災害が起こる可能性が非常に高まっている。 

・ただちに身を守るために最善を尽くしてください。 

特別警報までの流れ。 

大雨になる恐れのある雨が降り出す 

雨が強くなると：注意報  大雨が降りつづくと：警報 さらに激しい雨が降りつづくと：特別警報 
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特別警報が出ると、すぐに命を守る行動をとる。 

特別警報は１市町村で出すことは少ない、エリアで出すことが本来だ。 

午後 

府民文化部長来庁 

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産へ登録を。 

４～５世紀ごろ仁徳天皇稜をはじめ、多くの御陵が河内平野に作られた。全て大和川の南にある。大阪で１番遅れている地域を世界文化遺

産に。 

世界文化遺産に登録するには、まず国内で登録枠を取る必要がある。 

世界１の広さを誇る仁徳天皇稜を始め、数多くの御陵がある。もちろん日本の文化遺産であるが、世界遺産に登録することで、次の世代は

もとより永遠に日本の遺産として、世界遺産として後世に伝えよう。 
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１０月１日(木) 

あと３か月で今年も終わる。平成２７年度も前半は終わった。 

朝 

中途採用の土木職辞令交付 

中途採用だが村の住民、今まで建設業の現場で実績を積んだ人。村の遅れたインフラを世間並みまで回復するとともに、世間並み以上のイ

ンフラを作り上げてほしい。 

本年採用の職員４人の本採用辞令交付 

今日から本採用、役に立つ職員になって来た。これからは先輩に負けない、良い職員になるだろう。 

１０月月初検討会 

庁舎のプロポーザルで基本設計業者が決まった。ビジターセンターの業者も既に決まっている。早く基本設計を上げて全体像を決めた後、

実施設計に入るとともに用地交渉に入る必要がある。すべて急ぐように指示した。 

並行して、補助金、過疎債等 村が使えるツールをすべて使って、村の基金をあまり使わないように。いい物をを作る努力が必要、事務方

の力が試される時、皆さんの力を信じている。 

18：00 

金剛山錬成会総会 

２６年度決算の後、２～３問題点を審議した。 

今、錬成会の会員ナンバーが１００００番に近くなってきた、２８年当初には１００００番に達する。９９９９番がほしい、１００００番

がほしいと、多くの人がリクエストしている。捺印所の皆さんにお任せすることになった。 

錬成会の年会費値上げ、回数カードの値上げが議題となった。錬成会は、今問題になっている高齢化の真っただ中にある。高齢化で新しい

若い会員が増えず高齢会員ばかりとなり、自然減と年金受給者で大変な状態にある。年会費未納者も多く、会も財政的にきつい状態となっ

ている。 

解決策は？ 麓にいる私たちも、高齢化はかなり以前より感じている。村では（仮称）ビジターセンターを作って登山者の若年化に努めた

いと思っているし、最近バイク（自転車）で村へ上ってくる人が多い。この人たちを金剛山へ誘導できないか。 
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運営費を増やすのは、年会費を上げるか、会員数を増やすか２つに１つ。会員を２倍にすれば収入も２倍になる。 

この問題は錬成会だけの問題ではない。麓の村にとっても一大事、有効な方法を考え、高尾山に負けない、若い登山者のたくさん登る金剛

山にしたい。 

 

１０月２日(金) 

９月２７日、ダイヤモンドトレイルの草刈りを二剛会メンバーで行った。草刈り機は完全整備した８台を使ったが、草刈りディスクは旧式

の十文字刃、非常に切れが悪い。いま一般に使われているチップソーならばもっと能率が上がるのに、ダイトレサポーターとしてせめてチ

ップソーの刃を１０枚欲しいと、大阪府 南河内農と緑の総合事務所にお願いした。「今年は予算が無い」。二剛会がやった草刈りを行政が

やると、２０万円～３０万円は掛かる、チップソーぐらいは対応して貰いたい。ボランティアに草刈りを継続させる為に、少しは支援をし

て欲しいものだ。チップソーは村の経費で賄うことにした。この草刈りは千早峠から金剛山まで年２回の草刈りも含まれる。 

昨年、金剛登山道本道のろし台の崩落対策の時も、府がどうにかするとのことだったのに二剛会の皆さんが行った応急措置で終わり。二剛

会の要求した資材をくれたらまともな本復旧が出来たのに。大阪府は、千早赤阪村はどうでもいいと思っているようだ。 

午後 

千早赤阪村と太子町、四條畷が加盟する水道企業団への村職員派遣のレクを受ける 

期間は三年。村を退職して企業団へ三年、その後、村に帰ってきて復職となる。地域手当の関係で給料は少し良くなる。 

社会福祉協議会構造改革で会長来庁 

彼は会長になってから、ずっと社協の改革に取り組んでいる。今は地方創生の時代、村の行政はもちろんだが、社協、楠公史跡保存会、老

人会、遺族会、農業委員会、国は徹底的に改革に取り組んでいる。国のスピードに遅れると確実に遅れてしまう。元気を出して動いてほし

い、村だけが置いてけぼりを食わないように。 
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１０月３日(土) 

9：30 

自治労総会(シティプラザホテル) 

7：30役所出発。さすが土曜日高速の混雑はなく、8：30ホテル着、コーヒーラウンジに座る。コーヒーは大中小がある、小サイズを頼む。

出てきた小サイズもデカい、普通の２倍以上コーヒーが入っている。朝飯にお茶をたくさん飲んだせいか、お腹がいっぱい。 

９時登録開始、村の委員長も来て世話を焼いてくれる。シティプラザの１番デカい宴会場が１杯になるほどの出席、市長会、町村長会会長

の挨拶もある。いつも思うのだが、八尾の田中市長の後の挨拶は嫌だ。彼の挨拶はうますぎる。嫌と言う前に、もっとトレーニングする必

要がある。田中市長は、被選挙権を得ると同時に議員、市長となった人、見習うところが多い市長だ。 

来賓の挨拶が終わって退席、すぐ車は千早赤阪へ。今日は中学校の運動会、ブラスバンドのマーティングバンドがある。 

中学校運動会 

いつもながら、マーティングバンドは素晴らしい。次から次へと村の中学校生徒の演技がつづく、非常に立派。やはり、今年 中３の全国

学習テストが良かったのは、運動会の生徒の動きを見たらわかる。この子たちが成長したら村は良くなる。しかし、今の時代、世界へ羽ば

たいてほしいとも思う。村に住みたいと思う条件、子育て、老人福祉、道路インフラ、産業育成、住宅建設、木材不況の解決、住宅開発、

まず若い人が住みたくなる条件、住み続けたくなる条件、最後は地方創生に行き着く。 

夜 

キノコ会 

私が村議会議員に出たときから続いている、月１回の会。最近はスマホの話題が多い。うまく動かないが、孫に渡したらすぐに動き出した。

ガラケーでも大変なのにスマホは大変、字が小さい。高齢者には高齢者向けのツールがあるのだが、基本は訓練、練習で慣れるしかない。 

 

１０月４日(日) 

朝１０時過ぎ 

幼稚園運動会(Ｂ＆Ｇ体育館) 

議長がいる、議員の皆さんがほとんどいる、それより子供がこのくらい集まっていることは幼稚園の運動会しかない。小さい子供が懸命に
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動くのを見ていると、元気が出る。出生数がせめて５０人くらい欲しい。 

帰りに直売所へ寄ったが、商品が少ない。もっと商品を、種類とボリュームを増やすしかない。道の駅にも寄ったが、こちらも羽境で野菜

が少ない。農業振興は従事者の高齢化もあり、営農意欲がどの辺にあるのかもわからない。きっちり方向性のある農業政策が出来ないか？ 

13：30 

創価学会の村おこし大会（中津原） 

ＳＧＩフランスでの布教活動のビデオ、前村会議員 森本さんの体験報告、盛り沢山の会合。私は次の予定がありここで失礼したが、皆さ

んの熱意が伝わる会だった。 

夜 

孫の誕生会 

天満にある中華料理の店、娘の亭主が案内してくれた。天満の駅近く、かなり有名な店、料理の種類が１００以上、メニューを見ても何を

頼んでいいかわからないほど多い。なじみのある名前をオーダーすると、すぐに出てくる、しかも美味い。最後に支払金額を聞いたが、理

屈に合った値段。何回か来て、メニューをすべて食べてみたい。 

１０月は日曜日の行事が多い、多分今月は休みなしだ。 

 

１０月５日(月) 

朝 

目を覚まし着替えをしようとして、余りの寒さに驚いた。寒いのでストーブのスイッチを押した、我が家のストーブは５カ月ぶりに暖かい

風を吹きだした。5～6分してへやが温まったので着替えをして外へ出てみたところ、千早に本格的な秋が来たことが理解できた。 

10：00 

１００歳のお祝いに中津原へ 

大正生まれの土井さんのおばあちゃん。今日が１００歳なのでお祝いに。家の前に着くと、ご当主、親戚の方々多数にお出迎え頂いた。お

ばあちゃんは座敷で車いすに乗って、待っていてくれた。 

「１００歳のお祝いに来たよ」と言ったら号泣してくれた。お祝いを渡しておめでとうを言ったら、ニコニコわらって「お祝 千早赤阪村」
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って書いてある、何のお祝いや。と色々な言葉で喜んでくれた。 

このおばあちゃんは、１０年前に１００歳のお祝いに行った尾崎さんのおじいちゃんの妹さん。兄妹揃って１００歳を超える長生きの DNA

を持っている、うらやましい兄妹だ。 

午後 

越井林業前社長の訃報が入った。大阪府の森林審議会で、長い間山作りについて教えていただいた。これからの林業はヨーロッパの林業を

見習え、大径木を作らないとだめだ。越井さんは木材の流通から木材の撫育まですべてに詳しく、大阪林業の生き字引のような人だった。 

 

夕刊に TPP交渉合意の記事が出た。太平洋を中心に、全世界の GDPの４０％を占める経済圏が出来る。EUよりもでかい経済力を持つ。

日本はこの経済圏と協力して、強い経済力をつけるべきだ。 

 

１０月６日(火) 

今朝の新聞は おめでたい話が第１面を飾る。１つは TPP大筋合意、そして大村智氏のノーベル賞受賞、すばらしいニュースだ。 

TPP 

TPP合意により、世界最大の自由貿易圏(域内の国内総生産３１００兆円)が生まれる。 

域内人口８．１億人、世界の国内総生産の４０％を占める。ちなみに EU(ヨーロッパ共同体)人口５億人、国内総生産は世界の２４％だ。 

私たちにどんな利益があるのか、牛肉、乳製品、輸入食料品が安くなる。左党にはワインが、魚ではカツオ、紅サケ、もちろん農産物が安

くなる。もちろんコメも安くなるが、果たして日本人が外米を喜ぶか。最近こしひかりが東南アジアで有名になり、輸出が増えている。村

で生産されるコメはほとんど村内で消費される。TPP 域内で生産されるコメはほとんど加工用で、日本のご飯にはなじまない。老齢化の

進んだ村にとって TPPは影響が少ない。 

TPPの効果は日本にとって３～６兆円と言われており、この合意のより株価も上がった。 

日本の GDP目標は６００兆円、これで５～６兆円は確保できた。あとは９０兆円、元気の良い日本を作って欲しい。 

大村先生のノーベル賞受賞 

先生は「いつも２つのことを同時に取り組んできた」。子供のころは勉学の傍ら農作業、農業はいつどんな作業をすべきか、計画的に取り
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組む必要がある、「時機を逸することはできない」。高校の夜間部で教えていたとき、昼は仕事、夜は勉学の生徒の姿を見て「自分は怠けて

いた」と大学院に入学。昼は大学院生、夜は高校教師。この経験から研究を経営するセンスを掴んで、北里研究所の再建を果たした。 

又、先生は「自分より高いレベルの人達と競うことの大切さを知った」。この人生観により、ゴルフ場の土から「イベルメクチン」アフリ

カの風土病特効薬を発見。メルク社の協力により年間３億人以上の人達に投与され、風土病を駆逐することが出来た。 

 

10月７日(水) 

またノーベル賞受賞者が日本から出た、非常にめでたい。TPPといい、ノーベル賞といい、日本がこれから元気になるいい傾向だ。 

梶田隆章さん、東京大学宇宙線研究所の所長、教授。埼玉大理学部を卒業後、東京大学大学院卒業、ニュートリノに質量がある事を証明し

た功績。原子や、分子を細分化して行き、これ以上小さくできない究極の粒子が素粒子。今までは素粒子は重さが無いと言われていたが、

先生は質量（おもさ）がある事を証明した。 

素粒子に重さがあったらどうなんだ、はっきりわからないが、宇宙誕生に迫る事が出来るらしい。ノ－ベル賞を貰うくらいだからすごいこ

となんだ。 

昼 

越井氏の葬儀 

大阪木材協会のボスだった越井氏の葬儀。たくさんの皆さんが、越井氏の冥福を祈って焼香に集まった。すばらしい葬儀式だったが、木材

市況が回復したところだったら何よりだったのにと思った。 

りそな銀行へ公務部長を訪問(りそな銀行本店) 

公務部長に、地方創生事業をいろいろ相談していたところを聞きに行った。いま日本中、地方創生でいろいろな事業が始まりつつある。し

かし行政がやると、なにをやっても非常に遅い。民間が完成しているころにやっとスタートのケースが多い。行政の常識でやるのなら、い

かにすばらしいことでもおやめになった方がいい、これからは民間のスピードを上回る速さが必要だ。 

午後 

安倍内閣の内閣改造があった。ほとんどの重要なポストは留任。経済の立て直しが重要課題、GDP 600 兆円に向けてのスタート。ぜひ日

本の経済を元気に立て直してほしい。 
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ノーベル賞も 2人がもらった、TPPが動き出す、安倍内閣も出来上がった、千早赤阪村も元気になったと言えるようにしたい。 

 

10月 8日(木) 

朝 

中津原、市川君の作業場へ 

珍しいステンレス専門の加工をしている。まつまさの小さい仕事を１つお願いして役所へ。 

 

関西電力（株）に原子力発電所を見せてほしいとお願いしたところ、ぜひおいでくださいとなって、10月 14日 福井県 大飯原子力発電所

を見せていただくことになった。今朝わざわざ役所へ資料を届けていただいた。原子力発電所は危険だと、マスコミ報道等いろいろあるが、

それだけでは信用できない。ぜひ 1度実物を見たいと思っていた。ぜひ 1度実物を見て、私なりに判断したい。 

11：00 

下浦画伯より TELあり 

彼は、ヒマラヤの絵画を描かせれば日本で 1～2の現役画伯、私の部屋にも K2の絵がある。K2は、ヒマラヤでも登るのには最も困難だと

言われている山の 1つ。絵を見ると、とても登れるとは考えられないほど険しい山。 

彼は画家であるとともに、カブトムシの収集家としても全国的に有名な人。カブトムシ収集の一部を、確か大台町で展示していると聞いた。

まだ少しカブトムシがある、金剛山で展示してはどうか。今ビジターセンターの設計をお願いしている最中、設計者と相談して返事する。

と答えた。 

最近運動をしていないので少し運動を始めようと思い、役所を早めに出る。私は 1万歩あるくと、ほぼ 1時間 20～30分かかる。11時 30

分に役所出ると、1万歩あるいて 1時帰着の予定。いきいきサロンを経由、音滝橋から水分、川野辺、芹谷を経由してオークワヘ、ちょう

ど 5000歩。帰りは大森森屋北を経由してカタロ、役所で 3000歩。合計８千歩だが、アップダウンが少なく体の負担にはならない。運動

効果のあるコースを考えよう。途中川野辺で道路に水があふれていた。近くの人に聞くと、水路があふれているらしい。役所に帰り担当に

見に行くように頼んだ。 
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新聞を見ると、安倍内閣の改造内閣には大阪選出の代議士が１人もいない。大阪の自民党にも大臣になる代議士がほしい。千早赤阪村の道

路インフラは非常に悪い。３０９号線、富田林五條線、ぜひ早く改修してほしい。いまの調子では道路改修が出来るまで、私の命が持たな

い。 

 

１０月９日(金) 

10：00 

大阪府 南河内農と緑の総合事務所 長谷川所長以下来庁 

ダイヤモンドトレイルの報告を頂く。 

ダイヤモンドトレイルは２０１１年、橋下知事を金剛山頂に招いてダイヤモンド活性化委員会を発足させ、活動してきた。ダイヤモンドト

レイルサミットは現在まで５回行い、行者杉の視界拡大を橋本市、五條市、河内長野市で実行していただき、コースへの紅葉、桜の植栽、

木材ベンチの設置等、ダイトレサポーターの協力で実施してきた。また、長距離トレイルのため、槇尾山、紀見峠、忍海峠、金剛山、穴虫

峠 へ公衆トイレの設置、府県にわたる新たな登山１０コースを設定し、関係市町村のホームページで PRしている。また５山３峠めぐり、

二上山、大和葛城山、金剛山、岩湧山、槇尾山、平石峠、紀見峠、水越峠の各ポイントで取った自撮写真を申込書を添えて事務局へ提出し、

事務局から踏破認定書とバッジをもらう。 

２６年８月２５日～２７年８月３１日まで行いましたが、４６５名に認定書とバッジを送りました。予想では１００人も来れば成功と思っ

ていましたが、多くの参加を得て喜んでいます。今年は山、峠だけではなく山麓に点在する歴史資産も組み込み、ダイヤモンドトレイル自

然歴史めぐりと称して行います。多くの人達が山だけでなく名所をも廻ってほしい。 

またダイヤモンドトレイルは、新日本歩く道紀行「森の道 100選」(No.40)にも選ばれた。ぜひ多くの人に歩いてほしい。 

http://michi100sen.jp/ 

続いて、長谷川所長と村の間で、金剛山第２府営駐車場を千早地区災害時緊急輸送用ヘリポートとして利用する申し合わせを交わした。 

 

１０月１０日(土) 

１０月も３分の１過ぎた。今日は公務なし、１０月にしては珍しい日。 
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孫が手伝いに来てくれた。“まつまさ１００％国産大豆”の看板をつけることにして、２人で始めた。かなり重いが、２人なら大丈夫とや

りかけたところ、重い。１人助っ人を頼み、ほぼ所定の位置にセット、柱に釘で留めた。１段落着いたので脚立から降りようとしたところ、

あるべき所に足場が無く、ひっくり返った。孫に助けてもらって立ち上がった。体は打ち所が良かったらしく、痛いとこらは無い。しかし

「頭から血が出ているで」 娘に薬をつけてもらい１件落着、いつも嫁には「こけるな、歳を取るとこけたら取り返しが出来ないことにな

る」と言っていたが、自分で落ちるとは。これからは気をつけよう。 

 

１０月１１日(日) 

千早赤阪村スポーツフェスティバル 

今日は連休の中日。村の体育協会主催で千早赤阪村スポーツフェスティバルが行われた。 

午前中はグランドゴルフ地区対抗大会、２５チームの出場で選手権大会が行われた。朝早く雨が降っていたので、今日は休みかなと思って

いたが、６時頃から雨が止み、スポーツをやるのに１番いい状況になって来た。雨が降らず、直射日光が無く、涼しい天候。今のシーズン

はこの天気が１番いい。 

9：00 

開会式 

まず会長挨拶、村長挨拶、議長挨拶の後、注意があり、９時３０分競開始。４コースで開始された、さすが体協のの行う競技、各チームに

スコアラーをつけ選手は競技に熱中できる。次の週は下地区の地車が出る秋祭り、時期を選んだら若い衆も出られたかもしれない。しかし、

選手の皆さんは熱中して楽しそうにボールを追っている。普段あまり運動をしない皆さんには、この運動が良い。 

１１時４０分過ぎ 

表彰式が始まった。個人優勝、２位、３位の表彰の後、地区優勝の発表、水分が１位、２位、千早が３位、４位同率。本来は同じスコアの

場合ホールインワンの多い方が上位だが、ホールインワンの数も同じ。くじ引きで順位を決め、千早が３位、４位となった。午前のグラン

ドゴルフはこれで終わり、午後は１時より玉入れがある。千早の消防団は玉入れに臨んだ、結果は３位。これで今年のスポーツフェスティ

バルは終わった。 
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１０月１２日(月) 体育の日 休日 

16：00 

自民党大阪府支部連合会大会(大阪会館) 

16時少し前会場着。入り口に竹本先生がいる、挨拶をして会場へ。 

16時開会、国歌斉唱、自民党党歌(われら)斉唱。 

府連会長竹本代議士の挨拶以下、一連の挨拶が済んで、１１月２２日の知事選候補 栗原女史の挨拶。同じく大阪市長候補 柳本氏の挨拶が

あった。対維新ダブル選挙、ひな壇の議員先生にも気合が入っているようだ。しかし大阪維新の強いのはご存知の通り、あと２カ月弱、頑

張ってほしい。 

終わりに、池田市長は小南氏を自民は応援する。町村長会のメンバー、現熊取町長 中西さんの名前が無い。私的には困った選択だ。やは

り大阪は選挙が難しい。 

自民党大阪府連は、会長に中山氏を選んだ。先の選挙で党勢を少し取り戻した大阪自民党だが、ぜひもっと元気になってほしい。 

私は自民党とのお付き合いは、塩川先生から始まった。まず初めは JC、次は南河内政治研究会、私の自民党とのお付き合いの大部分は塩

川先生、政治とは何かを教えてもらったのも塩川先生だった。次は竹本先生、私が村長選挙を始めたころから竹本先生となった。ぜひ自民

党は元気になってほしい。 

 

１０月１３日(火) 

３連休の初日に頭に切り傷が出来たので、自宅治療で薬を塗っておいたのだが、診療所の先生に診察してもらったところ順調で、塗薬をも

らった。また今日は非常に寒いのでインフルエンザワクチンをリクエストして、近いうちに打ってもらうことにした。私は年寄りなので１

０００円、若い人たちは３５００円、少し悪い気がする。 

２００８年、後期高齢者医療制度が始まった当初は批判も多く、村議会でも何回か反対のアピールがあったが、現在では制度の認識も進み、

制度として定着している。 

日本の平均寿命は女性８６歳、男性８０歳、となっている。健康寿命は女性７４歳、男性７１歳、したがって不健康期は、女性１２年、男

性は９年となる。 
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私の父は病を得てから１１年の闘病生活だった。母は１０年間施設にお世話になった。ほぼ先ほどの不健康期間通りとなっている。私はい

つも人間、ピンピンころりが理想だと思っている。いかにして不健康期間を短くするかが大切。 

金剛山はその解決方法の１つ。金剛山は毎日登る人、年間３００日以上登る人が２０００人はいる。彼、彼女たちは、街を歩いている人た

ちの１００人に１人くらいの身体能力を持っている。急に金剛山へ来なくなった人の消息を友達に聞くと「１週間前に葬儀が終わりまし

た」「亡くなってまだ半月です」などの答えが多い。「施設に入った」と聞いたことが無い。 

フィンランドでは「高齢者が自宅で暮らしつつ社会とのつながりを保ち、孤独感を抱かないようにする」のが不健康時期を短くする１番の

方法。金剛山は仲間同士のつながりがあり、健康寿命を延ばしているのだ。村も有効な健康寿命伸長策が必要だ。 

 

１０月１４日(水) 

関西電力 大飯原発 

大飯原発のビジターセンターに着く前に、大きなディーゼルエンジンの付いたポンプを積んだ１０トン車が６～７台駐車している。車も積

荷も新品。関電の担当者に聞くと、原発にアクシデントが起こった時の予備のポンプだそうだ。車と共で数千万円か。 

忠岡町和田町長と２人、町村長会有志で大飯原発の現状を見学に来た。ビジターセンターで概要の説明を受けた。 

発電出力１１７万 kw２台、１１８万 kw２台、合計４７１万 kw。関電の今年の冬季電力想定の２５００万 kwの５分の１を発電する。発

電所へ入るには、免許証またはパスポート等、本人確認を出来る書類が必要。免許証を提示、入場証をもらい、発電所へ関電差し回しのバ

スで入る。メインゲートでバスの内部確認、発電所を出るまでに約１０回ほどの検査を受けた。テロ対策もあるだろうが非常に神経質。内

部に入ると、多くの作業員が至る所で働いている。ほぼ３千数百人が連日働いている。ダンプ他作業車両が出入りするので、メインゲート

は私たちが入る時も出る時も混雑していた。トラックの荷台はすべて内部も観察している、セキュリティがきつい。バスで内部を回る途中

に、トレーラートラックに緊急用の発電機を積んだのが、これも１０数台。発電所の発電能力が失われても、発電所内の必要電力は緊急発

電機で賄えるそうで、すごい予備電力だ。 

バスは入り口から順に見学場所を移動してくれる。関電の担当者が現在位置を大きな地図で示してくれる。見学場所は原子炉建屋を除き、

まず燃料貯蔵プールへ。大飯では建屋と同じ平面にある(福島では高い所にプールがあり水を掛けて冷やすのが難しかった)。したがって燃

料貯蔵プールへ水を注入し、冷やすのは簡単だ。 
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次は発電室へ、１基１２０万 kwhの発電機、高圧タービン、低圧タービン２基、発電機と１本のシャフトで連結されている。１分間に１

５００回転、大きな発電設備だ。原子炉から機材まで同じ色で塗装されており、４号機はピンク、３号機はブルーだった。 

発電所内の最後は中央制御室、説明ではこの大きな原子炉発電設備を６人でコントロールしているらしい。原子炉一つで黒部の５倍の発電

能力があると考えると、技術の進歩はすごい。 

今、大飯発電所では連日３５００人以上の人達が原発再開に働いている。原発が安全に運転できる時が、早く来ればよい。 

 

１０月１５日(木) 

まだ１０月の真ん中、クールビズの最中なのに、クールビズどころか寒くなってきた。 

肌着は長袖、ズボン下も必要になって来た。今年は冬が早く来そうだ。 

昨日は大飯原発を見学したが、村へ帰るとお金のボリュームが違う。すべて村の１０００倍単位で動いている。私たちの１番必要なエネル

ギー、電力の重要さをしみじみ感じた。安くて安全、安定した電力を、必要なだけ買えることの素晴らしさを実感した。 

 

少し午前中暇だったので、遅くなったが村長の日記９月分を配布した。 

今、役所ではビジターセンター、庁舎のプロジェクトが進行中。役所的にはかなり速いスピードらしいが、よりスピードアップを。 

 

１７日、１８日が村の祭り。森屋、水分、桐山、二河流辺、川野辺、の地車が村の中を動き回る。各地の地車は高額な修理を行ったり、維

持管理に多額の費用がかかるが、どこの地区も常に地車に金を掛けている。明日は試験引きで静かに村の中を練る。十七日は宮入、比叡の

前に千早赤阪、河南町、富田林の一部の地車が集まる。村方も青年団も、大人も、子供も祭り１色の２日間が始まる。 
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１０月１６日(金) 

１０月も後半に入った。 

村の祭りは１７日(土)、１８日(日)が本番。水分神社の秋祭りは、神社の裏手にある水越川より水を取っている 千早赤阪、河南、富田林の

一部まで、各地区のダンジリが比叡の前（へのまえ）に集まってくる。１７日、比叡の前の御旅所へ神輿で水分神社の神様がおいでになる。

各ダンジリは にわかを奉納したり、忙しい宮入を行う。宮入後、ダンジリは各地へ曳行され、１８日は各地を回り、秋祭りは終わる。 

千早でも昔、住民の平均年齢が若かった頃、千早神社で神事の後、城址で運動会が行われていた。今では神社役員が集まって神事の後、直

会で終わる。吉年でも同じだが、上東阪 下東阪、中津原は２５日に子供会の行事として子供ダンジリが出る。 

今日は森屋の職員が祭りの用意で休んでいる。住民の皆さんは明日の祭りの用意で役所へ来ない。役場は祭りになると非常に静かになる。 

午後 

中津原のティパーティへ 

１時３０分頃行ったが，かなり盛会，暇のある人が多いのだ。２０～３０年前には山に行って間伐をし、何本かの木を山から出して来たら

日当くらいにはなったので、山へ行く人もいたし、伐採業者のもとで山仕事をすれば１人前の給料になった。木材価格が高かったので、山

主、伐採業者も元気だった。 

今は山主がダメ、伐採業者ダメ、したがって山から木材が出てこない。製材所から住宅までの川下部分はビジネスになるのだが。 

山主から伐採業者まで、十分食えるように早くなってほしい。 

 

１０月１７日(土) 

千早神社の秋祭り 

祭りにはいい天気、秋晴れ。直会の料理を数人で手分けして神社へ上る。今まであんまり苦労しなかった山登りも、かなりこたえる。私だ

けではなしに、役員が同じように歳を取ってきているので、皆さんの息も上がっている。 

しかし、各垣内で２～３人は若い役員も選出されてきて、若い諸君が上ってきた。ただ、千早に住んでいない、祭りの時だけ千早に来て参

加してくれる。早く帰ってきてほしい。 

社務所の前に千早神社の石碑が立っている。石碑から１ｍ程離れてカラマツの木が立っている。「この木は１５０年ほどたっていますか?」
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と質問が来た。戦後、カラマツの植林を推奨された時期があった。「多分６０年生ぐらいや」 木の直径は７０～８０cm 毎年ぐんぐん育つ。

千早神社の施設も、来るたびに傾いているような気がする。マンションが傾いてきたニュースがあったが、楠公さんでは石塔が傾いてきた。

原因は、横にあるカラ松の根が石塔の下から持ち上げている。大木になる木を近くへ植えたのが原因。多分、植えた人はカラ松がこんなに

成長するとは思ってなかった。役員全員で切ることを了解、神社会計が自然の成長に追いつかないが、早く処置しないと台風などで倒れた

ときには社務所が危ない。 

神社役員、来賓、ともに千早神社で地区の安泰と無事を祈って、祭りの本番は終わり。毎年当番の女性が直会のお世話に上ってきてくれる。

今年も２人お世話してくれた、ご苦労さん。新年のお祭りもたくさんお参りしてほしい。千早神社は落ちない神様なんだから。 

 

１０月１８日(日) 

10：00 

岬町町政６０周年記念式典(岬町立中学校) 

朝８時、道路事情が分からないので、早めに議長と共に役所出発。混雑もなく、１時間と少しで現地到着。近隣の首長、副知事も到着、 

１０時ジャストに式典開始。村とほとんど同じ時期に、昭和の合併で岬町が出来た。岬町は大阪の端、千早赤阪村も大阪の端。多奈川第二

火力発電所休止、淡路島とのフェリー廃止など歳入が減少、苦労しているところも村と同じ。しかし、田代町長は国とともに街の発展に努

力している。私も町長の元気を見習いたい。 

 

１０月１９日(月) 

王子グリーンエナジー日南(株)日南発電所見学 

今までバイオマス発電所を何度か見学したが、最高 30,000kwh、常用 25,400kwhの発電所は初めて。 

王子製紙は日本一土地持ちの会社(大山主)。王子製紙の子会社で、王子製紙日南工場内にある。移動にバスを使うほど工場は広い。パンフ

レットには、王子グリーンエナジー日南は資源環境型社会の実現をめざし、森林育成、地域活性に貢献する とある。 

当発電所は、これまで山林に放置されていた間伐材、低質材、未利用材 等を燃料として発電を行うもので、木質燃料使用量は年間２０万

トン。発電規模は 1億 5千万 kwh/年。 一般家庭約 40,000戸分の電気を供給する。山林未利用材の活用が可能となる当発電所の稼働は、
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地域林業の活性化に繋がり、国土保全、水源涵養、CO2吸収など、さまざまな機能を持つ。森林整備促進、チップ加工工場等の関連産業振

興に貢献する。 

岡山県真庭町では 3,000kwhの発電所で燃料木材集めに苦労している。８倍量の木材をどうして確保しているのか？宮崎から都城までの山

また山と、製紙会社の木材収集ノウハウで可能なのだろう。 

 

１０月２０日(火) 

都城クリーンセンター 

市街地から少し離れた場所で、近くに非常に広いパットパットゴルフ場、子供の遊び場 他、スポーツ施設がある一堂ヶ丘公園がある。１

０００台ぐらいは停まれる駐車場の広さから考えると、かなりデカい施設。近くにサッカーグラウンドもある。高千穂の峰が遥か彼方に見

える。広い平坦な場所は村には無い。 

クリーンセンターは、山を削り取った広い造成地にあった。埋め立て地の１部に駐車場と広い造成地がある。 

このクリーンセンターは市街地から３０分ほどの所にあるが、途中の道路は非常に良い。宮崎県、鹿児島県 間の県境山越へ道路も通過し

たが、カーブもゆるく傾斜もゆるい、走りやすい道路。 

このクリーンセンターの売りは 4,990kwhの発電施設。 

建設費は 83億 8,000万円、維持管理費は 50億 6,000万円(20年間)、合計 134億 4,000万円。PFI制度を使って建設された。 

南河内環境事業組合の施設と同じくらいの焼却能力の施設、運転は地元業者に委託、7億 900万円(５年１か月)が契約のほとんどだ。 

PFIだから、経費は２０年掛かって支払うことになる。維持管理費施設補機類の耐用年数により、年度ごとに支払額が違う。しかし、支払

いが１度に出るのではなく２０年にわたるので、イニシャルコストは安い。ボクシングのボディブローと一緒で、ゆっくり利いてくる。 

最初に１度に支払うか、PFIでゆっくり支払うかは、悩ましい決断を要する。今のように安い金利の時代の契約だと、先で金利が上がるよ

うなことがあっても有利だ。 

 

１０月２１日(水) 

稲刈りもほとんど終わり、秋祭りのダンジリも倉に入り、静かな村が帰ってきた。 
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だが、あのダンジリの熱気が村に長く続いたらいいと思った。少子高齢化の村も祭りの元気があるのだから、高齢の皆さんも、連日元気を

出していただきたい。 

今日、区長会の中で若いファミリーが村へ帰ってくる話を聞いた。集会所にあるブランコが使用禁止になっている、つぶれたブランコぐら

い早く治してほしい要望があった。人が増えるのだから早く直したい。 

 １２月６日、人権を考える村民の集い 

知的障害者の自立支援グループホーム「ひまわり荘」の物語 

竹中直人主演「くちずけ」 

を上映する。ぜひ多くの皆さんの参加を。 

 金剛山の里棚田夢明かり＆収穫祭２０１５PR 

１１月７日、PM１４～１９時 

 一般コミュニティ助成の地区順を決めた 

コミュニティ助成は５０万円以上～２５０万円１０万円刻み。 

平成２５年：桐山  平成２６年：小吹台自治会  平成２７年：川野辺地区  平成２８年：千早地区 

以上は既に完成あるいは完成途中。 

以下は順位を決めて、国の事業がつづく限り申請する。 

平成２９年：森屋  平成３０年：二河流辺  平成３１年：小吹台北  平成３２年：小吹  平成３３年：水分  平成３４年：中津原 

平成３５年：吉年  平成３６年：上東阪    平成３６年：下東阪 

また、平成３６年以降は抽選により順番を決めることになった。 

 Jアラートの訓練 

１１月２５日１１時、Jアラート全国一斉伝達訓練 

 地域防災組織育成補助 

基礎工事を行わない簡単な倉庫、収納庫、物置等 ３０万円～２００万円。 

最後に恒例の地区補助金の説明で終わり。区長さんには今年も 棚田夢明かり から 年末夜警 まで、いろいろと御苦労を掛ける。 

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  

 

区長会後、農道、村道新設のミーティングを行った。農道、村道とも新設にはかなりハードルが高いが、地域、村、双方ともに可能性を見

つける努力が必要だ。 

 

１０月２２日(木) 

中部ブロック府県町村会 

内閣府官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 末宗氏の講演。 

末宗氏の資料は非常に親切、本日出席の各首長の町村データを提示してあった。千早赤阪村のデータを見てがっくり、村は悪いというより、

非常に悪い。 

過疎指定を受けて当たり前のデータ、改めて村の悪さを認識したが、出来るだけ努力して少しでも良くしたい。 

総人口の推移  2010年  2040年 

三重県大紀町  9,846人  5,078人  -48% 

福井県池田町  3,046人  1,588人  -48% 

千早赤阪村    6,015人  3,319人  -45% 

奈良県十津川村 4,107人  2,320人  -44% 

20~39歳女性人口将来推計 

大紀町           702人    290人  -59% 

池田町           228人        95人  -58% 

十津川村         220人       128人  -42% 

千早赤阪村       585人       213人  -64% 
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合計特殊出生率 

          H20~24  H15~19 

全国         1.38  1.31 

大紀町       1.48  1.41 

池田町        1.61      1.51 

十津川村      1.49  1.47 

千早赤阪村    1.17      1.00 

*H25年転出数超過数  (転出数―転入数) 

      転出超過数 転出超過率 

大紀町         67       0.68 

池田町         45       1.47 

十津川村       56       1.48 

千早赤阪      109       1.84 

まず人口推移をみると、村は２０４０年には３，３００人、４５％の人口が無くなる。今でも少ないのにほぼ現在の半分。地方創生の時代、

市街化調整区域が９６％の村のままでは、村はもっと早く廃村になりそうな気がする。道路インフラの整備と企業誘致、住宅誘致で人口減

を克服しよう。 

出産年齢の女性が少ない。特殊出生率でもわかる通り、子供が生まれない。若い女性が住みやすい村とは？ 若い人たちの仕事を作らない

とますます村は落ち込む。安心して地元で仕事をし、良い環境の中で生活をしてもらう事が出来たら、村からの転出もなくなる。まずコン

ビニが出来ることがスタートだと思う。 

人口減で弱っているのは村だけではない。中山間地域の村、町はすべて困っている。各市町村が生き残りを掛けて地方創生に取り組んでい

る。負けたら終わりだ。 
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１０月２３日(金) 

9：30 

TPPの説明 

国内で心配された“食の安全”は国内法で対処することになり、従来と同じ。 

村に１番関係あるのは林業だ、TPPで国内林業はどうなるか。説明では、既にほぼ完全に自由化されているので、現在より悪くならない。 

日本は国土面積の７０％は山林だが、国に林業対策は無い。ただ平成の初めあたりから木材単価がダウンし、山林所有者はお金持ちから貧

乏人に成り下がった。 

現在、バイオマス発電など林業対策が動き出したが、国内の山林のほぼすべてが戦後造林、６０～７０年生の山が多い。しかし木材単価が

安いので山林所有者は山の間伐を行えない。伐採を業としていた人たちは伐採費用が出ないので、収入を求めてほかの仕事に付いている。 

このままでは山はすべて藪になる。５月に使う鯉のぼりの竿しかできない。建築用材となるには一定の太さが必要、山は十分に間伐をする

ことにより太くなり、根が深く地中に入るようになる。したがって山林崩壊が無くなる。木の成長力が大きくなり CO2の固定量が増える

し、１００年生ぐらいになると杉は単価が上がってくる。桧は１５０年生ぐらいになると、現在でもかなりの価格になる。 

TPP を契機にして、３０年～５０年先を見越した日本全体の山林経営計画を今一度見直して、２２世紀には東南アジア、世界の木材の供

給国として日本林業を育てよう。 

 

１０月２４日(土) 

9：15 

仮称「南河内高速道路」期成会 

竹本先生の力で、国土交通省近畿地方整備局道路部長、大阪府交通道路部長、竹本先生、河内長野市長、富田林市長、大阪狭山市長、河南

町長、千早赤阪村長、太子副町長、松原市副市長、堺市道路部長 が出席で始まった。 

８年前、観心寺前住職の高島さんが会長で始まったこの会は、今回改めて河内長野市長が会長となり、アベノミクスの成長戦略と国土強靭

化をスローガンにして、出来るだけ早く太子インターから貝塚あたりで阪和道に合流し、完成半ばで止まっている１７０号線の混雑緩和

と、関西国際空港へのアクセス道路として、ぜひ早く作って欲しい。まだ２回目の会合だからルートは決まってないが、大阪の南河内は交
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通不毛地帯で鉄道は無い、高速道路は無い、３０９号線も整備不良。交通の便が悪いと住民はどんどん出て行く、転出超過数は２％近い。 

ぜひ道路インフラの充実で、少しでもいい村にならないものだろうか。道路が出来ると地価も上がる、若い人たちも村を見捨てないだろう。 

１２月にはこの会議をもう１度行い、規約を作り、高速道路期成会を PRして、早く河内は良い所だと多くの人に住んでほしい。 

 

１０月２５日(日) 

高野街道まつり／高野街道宿場市 

まつまさ では三日市で高野街道宿場市が始まって以来、連続で参加している。 

出店するので、今日はいつもよりたくさんの豆腐を作る。かなり朝はやくから手伝う。 

宿場市はスタートが早い、お客さんは開店と同時に殺到する。９時スタートだが、早く出店準備をする必要があると朝８時に出来たての豆

腐を満載して、長男、長女、孫の１団が出発していった。 

豆腐造りの後始末をして朝食が終わったところで、豆乳、豆腐、おから、をあるだけ持って来いと孫が商品を取りに来た。本日店で売る最

少量を置いて、すべて宿場市に。 

11：00 

ふれあいコンサート(くすのきホール) 

皆さん全力で出展している。超一流とは言わないが、いい線まで行っている。少子高齢化と転出過剰で人口が減少しつつある村にとって、

若い年代が定着してもらう村にはどうすればいいのか。 

やはり一流の村造り。千早赤阪村は良いと住民の皆さんが自慢できる村。若い人たちがぜひ住みたくなる、子育てにいい村造りが大切だ。 

今、村の中学校ブラスバンド部は近畿で一流だ。コンサートのトリだったが、よくここまでと感激した。 

 

１０月２６日(月) 

朝 

体育協会会長来庁 

１０月１０日、体育協会主催の村民健康フェスティバルのお礼。過日、区長会で体協の村民健康フェスティバル日程問題が浮上した。下地
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区は秋祭りの山車、上地区は氏神様の神事が１０月に集中している。昔は村民運動会が体育の日にあったが休止してから久しく、１０月に

新しく村民健康フェスティバルを行うには日程が混みすぎている。又、日程を変えるに当っては、老人会のグランドゴルフ大会とバッティ

ングしないようにお願いした。 

 

府庁に要件があり済ました後、南河内環境事業組合理事会へ 

南河内環境事業組合理事会(河内長野第二清掃工場) 

本日は１１月６日の組合会議(臨時会)の案件審議。主な問題点は無し。 

・職員の退職手当に関する条例の一部改正の専決処分承認  ・議長選挙 

・副議長選挙       ・南河内事業組合監査委員の選任 

・一般持ち込みごみのごみ搬入監視装置導入の件   ・第二清掃工場基幹的設備改良事業の地域計画説明 

以上 

 

１０月２８日(水) 

大阪府知事、大阪市長の選挙が迫ってきた。 

知事選挙の告示は１１月５日、市長選挙の告示は１１月８日の日曜日だ。前回の府知事選挙では、松井、倉田の一騎打ちとなり、私も市町

村長連合一員となり戦ったが負けた。議会からも、なぜ一方へ偏ったか追及を受けた。今回は、松井候補と栗原候補の一騎打ちとなる。 

村にとってどちらの候補が良いのか、十分考える必要があるとともに、どちらが当選するのか、応援しても落選ではどうにもならない。 

先日維新の大会に参加した。浅田府議、松井知事、橋下市長らの方向は、大阪都構想を今一度推進する。大阪の力を集中するには、府と市

を合わせ二重投資を止め、東京のように元気のある大阪を作る。 

村の状況を見ると、道路インフラが未整備。３０９号線は第２期工事が川野辺まではH２９年中にできる、しかし、川野辺から青崩まで８

キロのルートは、まだコースも未定。この状況では、大阪と東京で日本の両輪とは言えない。川野辺から水越峠まで、まず完成させてほし

い。それと共に１９７０年から４５年棚上げにされていた「富田林五條線」について、大阪側では話にも上がっていない、棚上げのまま。

奈良県側では金剛山のトンネルの入り口まで４車線道路が出来上がっている。私はこの２路線に言及してくれる候補者を応援したい。 

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


村長の日記 

 

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

 

南河内高速道路は村にとって大歓迎だが、その前に３０９号線、府道富田林五條線の完成が村の活性化に必要だ。 

 

１０月２９日(木) 

大阪府農業委員会大会(大阪国際交流センター大ホール) 

JA大阪南の仲谷会長が大阪農業会議会長。大会に参加した。 

会場に到着すると、副知事、農林水産部長、他 農林関係の府幹部が参会。ぜひ千早赤阪の山を見てほしいと要望。近い内にぜひ行きたい

との答えを得た。 

慣れていない人が山へ入るのは、草が枯れたときで涼しいとき、動物が余り歩かないときが良いので、春までにとお願いした。 

今年は農業關係で多くの法改正があった。農協法が変わり、農業協同組合中央会の廃止。同じく都道府県中央会も廃止。全国組織ではなく

なり、地域により密着した組織となるように変わった。また、JAの経営管理委員会は認定農家が過半数以上必要となり、JAバンクから、

より農業寄り、つまり、金融機関・保険会社から、より農業色の強い組織に変わるように改正された。 

農業委員会法も改正され、農地が従来の固定した状態から、流動性を持たせた方向に変わった。農業委員会の委員は公選制だったが任命制

に変わった。種々の改正があったので大変らしいと思って参加した。 

大阪では TPPがほとんど影響がないと聞いていたが、会場を見たら一杯の参加者で埋め尽くされて、農業はほとんど壊滅状態と聞いたの

だが、今日の状態を見るとまだまだ大阪でも農業は産業の１つと納得した。 

今日頂いたナニワ農業のパンフレットで、 

第２回浪速農業優秀賞、奥田宗豊さん(葡萄、果樹) 

第３回浪速農業優秀賞、矢倉龍男(現教育長)(花き、切り花) 

の２人が授章されている。 

今年は１５回目の農業賞だが、来年１６回目は誰か村から受章者が出てほしい。 

 

１０月３０日(金) 

今日で１０月の仕事が終わる。 
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昨日家に帰る時、千早トンネルの横の温度計は９℃を指していた。秋本番、千早城址の山肌も赤く黄色く染め始め、もうすぐ紅葉本番。 

朝 

町村長会事務局長来庁 

市長会と共に、ワン大阪をテーマに府に対する要望をまとめる。 

まず初めは広域的な観光推進事業。まちひとしごと創生基本構想では、従来の各市町村の枠組みではなく、近隣市町村、広域的な広がりを持

って観光業を発展させ、地域一帯で観光客を複合的な観光資源を連携させることにより、多くの観光客を引き寄せる必要がある。 

出来る事なら大阪一帯で、関空から吐き出される観光客をと言いたいところだが、奈良、京都、和歌山、兵庫も巻き込み、オール関西で歓迎

する取り組みが大事。 

目玉として 

・百舌鳥、古市古墳群の世界遺産登録  ・東大阪でも開催される２０１９年のラグビーワールドカップ 

・関西ワールドマスターズゲーム２０２１ 

関西へインバウンドを誘導しよう。 

* 自転車の安全で適正な利用促進 

自転車は子供から高齢者まで利用できる移動手段だが、事故等で莫大な賠償判決が出るなど、歩行者と自転車の事故が増加傾向にある。

自転車保険の義務化及び保険制度の創設が必要となって来た。自転車の安全で適正な利用促進をのための制度を要望する。 

 

１０月３１日(土) 

9：00 

旧千早小学校校区の安全訓練大会。 

近年、広島の土砂崩落事故、先月茨城県で発生した洪水は言うまでもなく、どこで大雨となるからわからない。千早校区は川の氾濫可能性

は少ないが、土砂災害危険区域は沢山ある。消防署、消防団の指示があったらまず避難し、自分の命を大切にしてほしい。千早赤阪村は災

害の少ない村だが、いつ災害にさらされるかわからない、まず安全なところ、逃げやすい所をいつも準備しておこう。 

AEDの使い方講習、消火器の使い方訓練、煙のトンネル通過、最後に消防団による可搬式ポンプの放水訓練を行った。 

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  

 

１１月１日(日) 

田尻町 原町長の選挙事務所開き 

役所に着くと、秘書課の諸君が全員そろっている。今日は来年度の採用試験日、３人採用予定なのに応募者が６７人。ぜひ、いい人に来て

ほしい。 

８時３０分役所出発、９時３０分選挙事務所着。太子町浅野町長が先着、高石市長、岬、熊取、能勢町長、近隣市長、副市長、田尻町議会

の副議長以下議員、国会議員秘書、府議会議員、多数の来賓のもと、事務所開きが始まった。町村長会会長で挨拶。 

大阪で１番小さい村、人口が１番小さい村だが田尻町とは縁があり、２年前まで副町長を務めていたのが千早赤阪村の出身の府の職員、村

では秀才の１人だった。いつも彼は「原さんはしっかりしている、村長ももっとしっかりしろ」と言われていた。 

栃木県町村長会会長、茂木町古口町長は先日「村長、大阪の女性町長 原さんは、女性として、町長として、立派な政治家だ。大阪の為に

も必ず当選させてほしい。」 

日本の町村長の中でも有名な女性町長、千早城の落ちないお守りを持って行った。 

 

１１月２日(月) 

村立中学校文化発表会 

仕事の都合で少し遅れて会場へ。各クラス対抗の合唱コンクール仕立てになっている。 

私が会場へ入った時は 1 年 B 組が舞台で歌っていた。生徒数は１６人、課題曲は BELIEVE、伴奏は生徒が行っている。伴奏も合唱も元

気がある。中学生が元気が無くては始まらない。 

学年によって課題曲が違うらしく、次に歌いだした２年生は”つばさをください”。生徒数が多いので声が大きい、数えると２７名いる。 

人数が多いので声が大きく、うまく聞こえる。カラオケに通じるところがある。しかし、２年生は１クラス生徒数が少ないのだ。 

３年生の課題曲は ＴＯＭＯＲＲＯＷ、Ｂ組が２２人、Ａ組は２１人、もっと多くていいのだが。 

クラス対抗合唱大会が終わって、次はブラスバンドの演奏。少ない人数だが、楽器、リズムがうまくマッチしてバランスよくうまい。ここ

まで生徒たちを指導するのは大変だっただろう。先生の努力に感謝と共に、先生の指導について行く生徒達も大変だったと思う。村の子供

たちは素直で純真なんだろう。 
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あと、全員の合唱があったのだが、次の時間が迫ってきたので残念ながら中学校を後にした。 

中学校にもう少し生徒が居ればと思うが、なかなか村を出て行く若い子育て中の家族が多い。昔のように２世代、３世代が一緒に住めない

時代なのだろうか。核家族化は良いのだが、ますます老齢化に拍車がかかる。増田レポートのような廃村にならない方法はない物か。 

 

１１月３日（火） 文化の日 

文化から何を想像するか。私の若いころは文化包丁、文化住宅比較的安くて便利なものが多かった。しかし、文化とは地域、地方、国、で

違う。現在では比較的レベルの高い物、文化の香りがする少々ハイクラスなものを指すようになって来た。東アジアでは、日本が１番文化

的な先進国と言える。まず綺麗なことが文化の程度を表す、清潔なことが文化の高さを表す、行列を乱さないことも文化の指標だ、治安が

良いのも文化レベルの高さだ、収入格差が少ないのも文化の原点だろう。いま世界で１番文化の普及した国が日本だ。この国を大事にしよ

う。 

千早赤阪村は高齢者が多い。グランドゴルフ大会を行うと、多くのお年寄りが集まる。もちろん元気な人が集まるのだが、かなり平均年齢

が高い。ボールを追って多くの人達が和気あいあいとプレイに熱中、何１つ心配しないで時間を過ごせる。千早赤阪の文化の程度は高い。 

体を動かし健康年齢を伸ばす、これも年寄りには最高の文化だ。 

 

１１月４日（水） 

那智さんへ月参りを終えて、高速道路へ。勝浦から串本方面へ、道がまた伸びている。前回来た時は無かったが、約１～２か月の間に道が

伸びた。さっそく走ってみる。新宮から１６８号線へ入るはずだったが、今日は白浜回りに変更。良い道路、海が見えない、トンネルが多

い。トンネルを抜けると、トンネルだった。又トンネルを抜けるとトンネルだった。紀伊半島のリアス式海岸地帯を直線で結ぶと、トンネ

ル、谷、トンネル、谷、となる。約１０数キロ走ると高速が終わって、４２号線に戻る。海岸線をを素直にトレースして走る道路が登りに

なると、半島をショートカットしている時だ。また下ると、海岸線に沿ってカーブしながら走る。 

近い内に、紀伊半島は高速道路だけで走る事が出来そうだ。国道がいつできるかわからない村のことを考えると憂鬱になる。いい天気の中、

海岸線を走るのは楽しく気分が良い。大島を左に見て串本を抜け、周参見まで来ると高速が出来ている。海岸線から１～２キロ内陸を走っ

ている。高速に入ってすぐからトンネル、谷、トンネルの連続、白浜までの間１～２度、ちらっと海が見えた。海岸線を走るのに比べて超

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  

 

早い。海岸線では４０～５０分かかるところを２０分程度で着いてしまう。インターのあるところは繁栄するが、無い所は街造りが大変だ。

紀伊半島１周道路が出来た時、紀伊半島はどう変わるか、ぜひその変化を見たい。 

和歌山を過ぎて紀泉山脈へかかると、京奈和道路と阪和道のジャンクション工事現場を見た。すごい工事だ。紀ノ川沿いの皆さんは紀泉山

脈を越えるより、京奈和から阪和道路へ出て大阪へ入った方が便利になる。ここでも、大阪道路政策の無策を見た。 

 

１０月５日（木） 

朝 

庁舎に来ると、７日の棚田夢明かり＆収穫祭の準備が始まっている。あと２日だから、追い込みの日程だ。“棚田夢明かり”は今年で７回

目、第１回目は、ちょうど橋下知事の就任の年で、棚田夢明かりに参加してもらった。すごい人気の知事で、また知事自身もサービス精神

の旺盛な人。知事の歩くところは人の山が動くような状態だった。特に村の女性にはすごい人気、橋下知事のおかげで棚田夢明かりが定着

した。 

今日は知事選告知日、大阪府知事選は、現職の松井知事と府議会議員だった栗原女史との一騎討ちが始まった。 

松井知事は維新、栗原知事は自民、民主、共産がバックアップ。公明は中立、不思議な選挙戦だ。近隣の県では自公民 対 共産 が普通だ

が、大阪だけは違う。 

私達の村では何を１番大阪府に望むか、国道３０９号線の改修拡幅と府道富田林五條線のトンネル掘削。完成を約束してくれたら必ず応援

する。 

 

１１月７日（土） 

金剛山の里 棚田夢明かり＆収穫祭 ２０１５ 

今年で７回目になる“棚田夢明かり”。会場へ商品を運ぶ手伝いをして登る。まだ開会に１時間以上あるにもかかわらず、皆さん開店準備

ほゞスタンバイ。普段しとやかな皆さんが、いつでもいらっしゃいと意気込みがすごい。 

商品を下ろし、役所へ車を置いて中学校へ。ほとんどの出店が準備完了、いつでもＯＫ。棚田の皆さんは２キロ１０００円で棚田米を売っ

ている。棚田で機械を使わずに、全て手作りの米。棚田米こそ、全て手作りの見本のような商品。田んぼの幅が１ｍ前後、トラクターが入
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らない、田植え機もコンバインも入らない。 

村の田んぼはすべて棚田と言っていい過ぎでない。大きな田圃で２０～３０アール程度。昔、千早赤阪のコメは大阪でブランド米。「桐山

米」は江戸末期から大阪で珍重された。理由は単純、金剛山の伏流水がおいしいコメを育てる。人里を通過しない水はきれい、少々深い流

れでも必ずクリーンに底が見えるいい水は、良いコメを育てる。いい水と完全に手作りのコメは、高くても十分に値打ちがある。棚田米ほ

どうまいコメは無い。 

挨拶で米の売り込みをした。今年はアトラクションとして、中学校のブラスバンドと浪速学園の雅楽をお願いした。 

夕暮れの棚田でブラスバンドのスイングと、静かな雅楽の調べは素晴らしい。雅楽の響きと共に輝きを増すローソクの光が、暗闇に田圃の

輪郭を浮かびだす。参会の皆さんも、少し満足してくれたと思う。 

 

１１月８日（日） 

昨日の棚田夢明かりで少し疲れたらしく、朝起きるのが遅かった。いつもは、早く目が覚めるとともに起き上がるのだが、また寝てしまっ

たらしく、７時前まで寝てしまった。 

朝雨が降っている。金剛山の雨は人が来ない。ぜひ、雨でも来たくなる観光地にしたい。 

朝飯を食ってから、いつもお世話になっている皆さんに柿を送ろうと、橋本のやっちょん広場へ。すごい車の数。大収容力のある駐車場が

あるのに空きが無い。やっと停めて中に入ったが、人がいっぱい。今、柿のシーズン。すばらしい柿がいっぱい展示してある。３Ｌで１０

個入りが１５００円、４Ｌになると、いい柿は２５００円、５Ｌクラスでは３０００～４０００円。８個～９個入り、３Ｌ～４Ｌのセット

を車に積み込んで帰る。まつまさでクロネコの取り扱いをしているので、箱の蓋とバンドかけだけをしてもらえばいいのだが、みなさんは

宅配の手続きをやってもらっているので時間がかかる。３０～４０分待ってバンドかけをしてもらい、帰る。 

五條、橋本あたりは柿が有名ブランドになっている。柿だけではないが、かなりの客は柿が目当てのようだ。時間はかかるが、何か棚田で

栽培可能で、１級の単価で売れるフルーツは無い物かと考えながら帰ってきた。 

 

１１月９日（月） 

明日から週末まで老人会の旅行だが、全国町村会経済農業委員会のＴＰＰ対策要望決議もあって、１１日１４時に東京、町村会館へも行か
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ねばならない。老人会旅行に参加するが、途中、白浜空港から羽田へ飛んで会議へと向かう日程。 

11：00 

後期高齢者医療議会のレク 

１１月１８日開催。今回は補正予算と決算、給付が１兆円の手前、来年は必ず 1兆円を超える。大阪も少子高齢化で、どうしても老人関係

の給付が増える。 

13：00 

大阪府予算要望 

１３時～１４時 

公明党予算要望 

１４時～１５時 

自民党予算要望 

 村は過疎地域になった。人口の流出が止まらない。村が現在の都市計画法の中で開発は不可能。特に村の様に住居地は条件の悪く、条

件の良い所に農地がある地域では、長男、次男の家を建てるにも農地法、都計法の制限があり、家の建築が出来ない。これが過疎の１

番の原因。ぜひ開発の簡便化を。 

 村の道路網はあまりにも悪い。３０９号線の開発停止が解けて、２９年度には川野辺まで出来る。しかし、第３期川野辺～水越峠まで

はまだ予定が無い。既に奈良県側は完成して久しい。早く国道３０９号線を完成させてほしい 

 府道の改修を早く。村の動脈、富田林五條線は、昭和４５年黒田知事の就任以来、止まったまま。奈良県側は既にトンネル入り口まで

４車線の取り付け道路が出来ている。大阪側のルートを決定し、完成させてほしい。 

東阪三日市線の街路樹の除却をはじめ、富田林五條線の沿線に茂る樹木の除却をお願いしたい。 

特に遅れている村内の交通アクセスを改良してほしい。 

自民党府議団にも、同じ要望をお願いした。市町村課長以下、府の職員も同席、ぜひ過疎からの脱出援助をお願いした。 
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１１月１０日（火） 

7：00 

老人会旅行 

老人会差し回しのバスに乗車。区長は風邪で欠席、井本会長と２人乗車、すぐ片井会長を拾い、上東阪下東阪と拾い、森屋役所前、カタロ

前、西楽寺、道の駅かなん で３台のバス集合、８時過ぎ出発。少し遅すぎる。 

伊賀上野ドライブインでトイレ休憩後、伊勢まで直行。通い慣れた道。 

１１時、内宮着。電車で行くよりはるかに早く、すべて良い道で快適。13時過ぎ、内宮を出発、勝浦まで。紀伊半島１周道路がどの程出来

ているか、興味がある。片側１車線の道路ながら、走れど走れど高速道路がつづく。三重県の町村長会会長、谷口さんの大紀町を通るので、

どんな町か車窓から見ようと思ったが、ほとんどトンネル。トンネルを出ると、また目の前にトンネル。町の様子は、山と山に挟まれた細

い谷間、左側には少しの間、海がはるかかなたに見えるが、又トンネルの闇に入る。リアス式海岸の宿命だろうが、この道路を有効に使う

のは大変だ、町長の腕の見せ所、尾鷲の街の手前まで高速が続いた。 

漁業と木材の街、尾鷲は、メイン道路が４車線、元気な活気あふれる街。火力発電所があるのも活気の原因、街を抜けるとすぐ高速、熊野

市の手前まで続く。熊野市を抜けると花の窟神社、高い岩の上からしめ縄が張ってある。 

神社の周囲はうばめ樫などのジャングル、境内だけはきっちり草を刈り取ってあり良い所。何回か大台経由で来たことがあるが、花の窟神

社にとまったのは初めて。世界遺産になると人が集まる。 

16時 30分、勝浦のホテル着、風呂へ。やはり風呂は温泉、しかも大きな湯船は良い。日本人に生まれてよかった。 

18 時 30 分、食事・宴会。宴席はすべて椅子席、アルコールが入ると皆さん元気が良い。最後は小吹の皆さんの河内音頭で締め、楽しい。 

バスにたくさん乗った１日だった。 

 

１１月１１日（水） 

今日は１４時より、東京で経済農林委員会がある。 

朝７時、勝浦発の“くろしお”(ＪＲの特急)で白浜へ。勝浦～白浜のＪＲは初めて、次の駅は太地、那智黒の工場そば。道路よりはカーブ

が少なくトンネルが多い。しかし、鉄道としてはカーブが多いしきついので、スピードが出せない。 
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１時間２０分かかって白浜着、車よりは４０分～１時間は早い。すぐ空港へ、空港リムジンを探したがない、タクシーで空港へ。見晴しの

良い空港。高台にあり、航空母艦の飛行甲板に似ている。搭乗手続きが終わった時、呼ばれて振り返ると田辺市長の真砂さん、「こんなと

ころで会うのは珍しい」とコーヒーをごちそうになった。コーヒーショップから出てくると、上富田町の小出町長。みなさん同じ飛行機で

東京へ。小出さんはＴＰＰ関係で同じ会議。 

ＪＡＬのエンブラエル(ブラジル製)は軽々と離陸、和歌山の海岸線は綺麗だ。 

７時に勝浦を出て、この飛行機は１０時３０分に羽田に着く。“くろしお”終着新大阪へ着くのは 11時の予定。 

14：00 

ＴＰＰ対策要望案の決議 

村に関係ある木材では、製材品(関税４．８％)。 

ＴＰＰ関係国のカナダ： １６年で関税０＋セーフガード。 

その他の国：  １１年で関税０＋セーフガード。 

輸入量：６００万立方メートル、(うちＴＰＰ関係国１８０万立方メートル)。 

ほぼ現在の競合関係が続く。 

対策 

 木材の生産性向上等の体質強化策が必要 

 地域木材利用拡大に向け、国内業者に対し、設備投資費用の補助が必要 

 合板、製材品のコスト削減に向けた、高効率木材加工施設の整備 

 木材の流通コスト安定、安定供給の実現へ、間伐や林道網の整備 

 

１１月１２（木） 

朝 

靖国神社まで散歩。６時２０分発、７時３０分ホテル帰着、１万歩の散歩。ゆっくりシャワーをかぶり、日経をほぼ全面読んで、朝飯。 

なかなか、朝こんなにのんびりすることは無い。 
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會舘を出て内閣府へ。１５時３０分のアポなので、銀座で手帳でも買おうと思って、有名な紙屋へ。現物を持ってレジへ「少しお待ちくだ

さい」。５分待っても１０分待っても来ないので、買わずに出る。銀座で物を買うのは我慢がいる。私は気の長い方と思っていたが、とて

も銀座では付き合いできない。 

築地で手土産を買い、軽い昼飯をと東京駅へ。 

時間は１２時少し前。どこの店も行列が出来ている。蕎麦屋、てんぷら屋、ラーメン屋、すし屋、牛タンの店、どこも人の行列。これでは

飯を食うこともできない。 

13：30 

内閣府 

村の状況を話し、大阪の選挙状況を説明。村へのバックアップをお願いして、快諾を得た。 

町村会館への帰り道、内閣府の前、議事堂裏、議員会館の前、自民党本部前は、デモ隊が「戦争法制廃止」「原発反対」「憲法９条を守れ」。

整然とデモっているのは、やはり日本は文化国家。警察の指導によりデモが出来るのは、日本だけだろう。 

 

１１月１３日（金） 

11：30 

全国過疎地域自立促進連盟 第４６回定期総会（浜松町メルパルクホール） 

昨年、千早赤阪村が過疎地域に編入されて、初めての定期総会。千早赤阪村が過疎地域に入る前、大阪府は全国でただ１つ過疎地域が無い

都道府県だった。残念ながら当村は過疎地域に編入されて、過疎地域の無い都道府県は無くなった。全国の理事名簿を見ると、大阪府だけ

知事、府議会議長の名前が無い。東京都は、知事 舛添要一、都議会議長 川井しげお、青ヶ島村長 菊池利光、桧原村議会議長 森田ちずよ、

とある。 

大阪府は、千早赤阪村村長 松本昌親、千早村議会議長 井上昭司、だけだ。大阪府だけが過疎連盟に入ってない。 

総会に入り、 

会長：島根県 溝口知事。 

副会長：知事一人、都道府県議会議長一人、市長一人、市議会議長一人、町村長一人、町村議会議長一人の計六人。 
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監事：知事一人、都道府県議会議長一人、町村長一人、町村議会議長一人の計四人を選んだ。 

平成二八年度過疎対策関係政府予算・施策に関する決議 

一、地方創生と人口減少の克服を図ること。  二、地方創生のための交付金の拡充を図ること。 

三、地方交付税による財源保障機能の充実強化を図る事。 四、過疎対策事業債の必要額を確保する事。 

五、住民が安心・安全に暮らせる生活基盤を確立する事。 六、高度情報通信等社会の恩恵を享受できるインフラの整備を図る事。 

七、地域資源を活用した産業振興を支援し、新たな雇用を創出する事。 

八、集落対策と地域社会の活性化に対する支援を強化する事。 

以上八点を決議し、国に要望することを決定した。 

１５時の新幹線で帰阪。 

20：00 

自民党 栗原知事候補の集会 

エールを送り四日ぶり家に帰った。 

今日は塩川先生の東大阪市民葬があった。私は参列し送りたかったが、公務の都合で副村長に参列してもらった。 

 

１１月１５日（日） 

富田林市商工祭（富田林市民会館） 

駐車場が無いので、軽自動車で議長と共に行く。今日は早かったと思っていたが、武田町長、浅野町長はすでに到着、まだ開会まで３０分

ほどはあるのに。浅野氏は次に大阪市内で会合がある。武田氏は次に～今日は３つ会合があるらしい。やはり秋は忙しいのだ。 

今日の会場は準備の時にスプリンクラーが作動し、開会式会場は変更。大変だったらしい。 

金谷会長の挨拶後、開会。やはり富田林、多くの人達で賑わっている。太子町の力餅を買って、議長と会場を後にする。 

帰りに、富田林市商工会のイベントともなると会場は狭い、駐車台数が足りない、会場から出るにも１０分以上かかった。狭い取り付け道

路は会場へ来る皆さんでいっぱい、やはり河川敷でないと無理だと思う。 

明日７時出発で、議会の皆さんは高知県の馬路村へ研修に行く。高知空港から３～４時間は掛かるらしい。見送れないが、気を付けて。 
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１１月１６日（月） 

午前 

１００歳訪問 上東阪 谷さん宅 

訪問したところ、非常に元気なおばあさん。車いすに乗っているが元気が良い。今年は既に３人の１００歳のお祝いに行ったが、皆さん非

常に元気が良い。訪問したところ、おばあさんの長男以下、すべての御兄弟が揃って迎えていただいた。これだけ揃って祝っていただくお

ばあちゃんは、うらやましい。 

 

１１月１７日（火） 

8：00 

田尻町、原町長の出陣式 

投票日は大阪府知事、大阪市長と同じ、２２日。あと５日間の選挙戦、力いっぱいの選挙戦で当選してほしい。彼女は１期目、４年間の内、

２年間は村出身の副町長が、府より派遣されていた。原町長は、特に神経の細かい、しかも積極的な町長だ。村とも縁が強いとともに、全

国の町村長会のメンバーにも人気のある、評判の女性町長。当選を祈って、街宣車の出発を見送った。 

関空から東京へ 

今日は竹山市長以下、関空協のメンバー市長、選挙中の原町長を除く、忠岡、熊取、岬町長も同じ便で羽田へ。 

14：30 

全国町村長会理事会 

明日１８日の、全国町村長大会の事前打ち合わせ。 

平成２８年度政府予算対策 他を審議。すべてＯＫ。明日の全国町村長会の進行は、規定通り承認された。 

16：00 

大阪府町村長会安全安心セミナー 

講師は消防庁長官 佐々木氏、大阪府出身。 

長官が総務省に入省して１番に感じたのは、東京は地震が多いこと。阪神淡路大震災後、すぐ神戸市に派遣され、震災直後の復興に当たっ
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た。「天災は忘れたころにやってくる」が長官の信条だ。 

ありは、巣をつぶされるとまた同じ巣を作り始める、正に人間と同じ。何十年～何百年経過したころに、同じような天災がやってくる。 

町村長が１番対処すべきことは、災難は首長が役所にいる時にやってくるとは限らない、不在の時にやってくることが多い。不在だと、必

ず首長に対する非難が起こる。その対策が重要。 

今は安全安心に対し、徐々に予知対策が進行しつつある。特に気象については、気象庁の努力により正確な予報が行われつつある。火山、

地震についても予報可能と言われるが、まだ確実な予報は無理。出来るだけ早く確実な予報が出来るように努力中。 

首長は可能な限り独自の責任において、避難準備情報、避難勧告を出すのが必要。空振りでもいい。大切なことは、住民に情報を確実に伝

える事。災害時の首長の心構えを講演いただいた。 

 

１１月１８日（水） 

12：00 

全国町村長大会(NHKホール) 

いつもの事だが、非常に元気な町長、村長の集まり。 

藤原会長挨拶のあと、来賓挨拶となり、いつもは総理の挨拶があるのだが、今回は東南アジア出張中のため代理。少し迫力が無い、 

石破地方創生大臣の挨拶。人口減少が予想される我が国の現状を述べ、人口減少を１億人で抑えるには地方、特に町村が元気を出し、地方

が元気になれば必ず国は必ず元気になる。町長、村長諸君の奮起を。 

多くの来賓議員紹介の後、議事に入り 

町村の多くは農山漁村地域にあり、文化・伝統の継承はもとより、食料の供給、水源涵養、自然環境の保全等、国民生活にとって極めて大

きな役割を果たしてきた。 

このように国民共有のかけがえのない財産であり、日本人の「こころのふるさと」である農山漁村を次世代に引き継いで行くことが、我々

の責務である。 

しかし、町村を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や人口減少、基幹産業であるの農林水産業の衰退など、極めて厳しく、また、中山間地

域や離島など、条件不利地を多く抱える町村においては、総じて税源に乏しく、厳しい財政運営を余儀なくされている。 
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加えて、東日本大震災の被災地における復興を始め、地方創生・人口減少克服のためには、国と地方が総力を挙げて取り組んでゆかなけれ

ばならない。 

我々町村長は、相互の連携を強固にするとともに、直面する困難な課題に積極果敢に取り組み、地域特性や資源を利用した施策を展開しな

がら、豊かな住民生活と個性あふれる多様な地域つくりに邁進する。 

町村が自主的・自立的にさまざまな施策を展開し得るよう、改革の実現を強く求める。 

一、 東日本大震災からの復興の加速化を図るとともに、全国的な防災・減災を強力に推進すること。 

一、 地方創生を強力に推進すること。 

一、 地方分権改革を強力に推進すること。 

一、 道州制は導入しないこと。 

一、 「まち・ひと・しごと創生事業費」を拡充するとともに、歳出特別枠及び特別加算を堅持し、地方交付税等の一般財源の総額を 

確保すること。 

一、 償却資産のかかる固定資産税及びゴルフ場利用税を堅持するとともに、車体課税の見直しは代替財源の確保を前提にする事。 

一、 田園回帰の環境を充実させるとともに、農山漁村の振興を図る事。 

一、 都市と農山漁村の共生社会を実現する事。 

一、 領土・外交問題に毅然とした姿勢で臨む事。 

以上を全員一致で可決し町村長大会を終わった。 

 

１１月１９日（木） 

大阪府市長会 町村長会 正副会長部会長会議 

市長会： 会長１人、副会長４人、部会長５人、計１０人 

町村長会：会長１人、副会長２人、部会長２人、計５人 

大阪府に対する広域的課題の要望 

 広域的観光推進事業 
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大阪で経済的波及効果が期待できる観光分野で、急増する訪日需要を一過性に終わらせることなく、更なる需要増に向け、競争力ある

観光地域作りが必要であり、国の施策通り観光振興を戦略的に推進する組織が必要。 

この度、府内市町村と市町村観光協会、大阪観光局を中心とした大阪版(ＤＭＯ)を創設、戦略的な観光事業の推進体制の構築を。 

 自転車の安全で適正な利用促進(自転車保険の義務化、及び保険制度の創設) 

以上２点提言案を審議した 

 観光には道路が大きな課題。関空より大阪、奈良、京都、高野、和歌山、等へ至るアクセス道路を整備することが大切。奈良県、和歌

山県まで行けば問題は無いが、府県間道路の大阪府下の道路が未整備だ。早く隣県と同じ状態まで整備する必要がある。 

 関空は現在、通関に約３～４時間かかる事が多い。観光のゲートウエイでつまずくことは、客離れを起こす。 

などの意見があり、観光振興には皆さん前向きだ。 

13：00 

マッセ大阪開設２０周年記念事業 

テーマは、地方創生(人口減少に立ち向かう)  同志社大学 総合政策科学研究科 新川達郎教授の基調講演 

・地域社会の持続可能性。    ・なぜ市町村の地方創生にビジョンが求められるか。 

・地方創生総合戦略は縮小社会問題を克服できるか。 ・批判を乗り越える地方創生総合戦略は。 

・地方創生、総合戦略を活かす市町村の方向性。 

等について、８０分の基調講演をいただいた。 

１０分休憩の後、パネルディスカッション。 

八尾市 田中市長、大阪府市町村課 土屋課長、寝屋川市 荒木総合調整官・市長室長、地域開発研究所 牧瀬上席主任研究員、大阪市町村職

員研修研究センター 斉藤所長・大阪学院大学経済学部教授がパネラーで行われ、 

結論として、 

・行政全体のシステムを変える時が来た。行政は全て民間の人達とコラボしてゆく時代となった。 

・創意工夫の時代となった。成長時代はイケイケどんどんで良かった。安定時代には知恵が必要、どれだけ知恵を出せる職員がいるかが大

切イノベーションが必要。 
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・ネットワーキングの時代。住民、企業、市町村、府、国をネットで連携することにより、２～３倍の力を生み出せる。 

・イマジネーションの想像力。未来のビジョンを想像し、２０～３０年先を見据えたオリジナリティのある行政が大切。 

 

１１月２２日（日） 

今日は大阪府知事、大阪市市長の選挙の日 

9：00 

選管委員長と共に投票所周り 

くすのきホール、千早小吹台小学校、旧千早小学校、千早老人憩いの家、の順で巡回。くすのきホールでは、かなりの人が次から次へやっ

てくる。小吹台小学校でも、かなり来場者は多い。旧千早小学校へ行くと、次の人との間が空く。千早老人憩いの家へ行くと、もっともっ

と間が空く。住んでいる人口によって間が空いて当たり前、前回の統一選挙とほぼ同じような出足らしい。出来るだけ良い投票率だといい

が、選管の皆さん、担当の職員にお願いし、一順した。 

最近、日曜といえば雨ばかりだったのが、今日はいい天気、金剛山に来る人が多い。千早へ帰ると各駐車場はほぼ満杯、金剛山は晴れが大

事。雨でも人が来るようにする方法はないものか。今日はかなりの人が来た、金曜のＮＨＫテレビの放映が利いたようだ。ＮＨＫには、ぜ

ひ村のＰＲをお願いしたい。 

18：00 

お通夜に出発。祭壇がすばらしい、かなりかかったろう。宗派は私と同じ大念仏宗、お念仏を聞くとかなり大変なのがわかる。 

19時 20分頃、焼香を経て役所へ帰る。今日は 20時投票締め切り。終わり次第田尻町へ原さんの選挙、田尻町は知事と同じダブル選挙。 

村長室で皆さんを待っていると、20時ちょうど、ＮＨＫテレビで維新両方とも大勝とテロップが流れた。今投票が終わったところなのに、

少し早すぎないか。 

８時３０分より田尻町へ。原町長へ応援というより万歳のつもり。忠岡町長が 21時 30分に原さんの事務所で待っているとの伝言があり、

急ぐ。夜の日曜日、道がかなり空いているので早い。途中で副村長を拾い 21時 30分丁度に事務所へ着いた。泉南地域の市長、町長がかな

り集まっている。21時 40分頃原さん、ご主人、後援会長が出現、ありがとうございましたの挨拶、残念ながら落選。大阪で唯一の女性町

長はいなくなった。 
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１１月２３日（月）勤労感謝の日 

久しぶりに公務の無い日。 

１３時より葬儀、１２時嫁と二人で“あんらく”へ、２０分前の到着。水分の区長はじめ、お歴々が居並ぶ。５年以上の入院、大変だった

と思う。私も、父１１年、母１０年、殆ど人任せの看護だったが、それでもかなりまいった。入院中毎日病院へご主人は通った。看病を、

しかも公共交通機関で通ったのだから、大変を絵に描いたようだ。出来るだけ元気で長生きがしたい、歳を取るほど健康が大事な事がわか

る。 

 

Ⅰ１月２４日（火） 

朝 

産業廃棄物大手の役員来庁 

木材バイオマス発電の話を聞く。産業廃棄物の木材では売電価格が安い。間伐材、枝葉などの発電は売電価格が高い。山のある市町村の間

伐材を集めたい。 

村でも来年から、ヘクタールあたり６０万円の補助金を用意して間伐を奨励するとともに、地域おこし協力隊を創生して間伐事業が採算に

乗るようなビジネスモデルを作り、山仕事が雇用を生むようにしたいので協力をお願いした。 

１０時３０分 

羽曳野市、四天王寺大学の先生が来庁 

３月５日に行うパネディスカッションに出ませんか。金剛山の話、歴史、登山記録システム、山の状況、地域の特徴、ダイトレの状況、大

楠公の話、を１時間程度しゃべりませんか？ 

話したい内容を要約するので、審査してくださいと願いした。 

小南選挙事務所 

今月２９日に告示の、池田市長選挙の小南選挙事務所へ檄文を持参。池田市役所の近くに事務所はあった。30～40ｍ離れて、対立候補の倉

田事務所。後は住民の意思表示だ。 
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１６時より 

連合中部地区総会 

東大阪市 野田市長、八尾市 田中市長、私、が現職の首長。来年に選挙を控えるのは河内長野、羽曳野、千早赤阪村の３人、よろしくとお

願いした。栗原さん、柳本さんの完敗はかなり組織としてショックだったようだ。 

 

１１月２５日（水） 

新聞で小西副知事の退職を知った。 

「新聞には維新の急進的な手法に疲れた」。小西さんは私が村長に就任させていただいたときの市町村課長。 

富田林市との合併破綻の修復、河内長野市との合併交渉開始、村の行革、いろいろな面で村の運営に陰日向なく助けていただいた村の大恩

人だ。橋下改革プロジェクトチームリーダーとして行革に取り組むとともに、総務部長として職員の相対評価制度を盛り込んだ“職員基本

条例”の導入実施など、すばらしい行政マンだ。 

東大法学部出身、サッカー大好き人間、美原と堺市合併当時、キックで足を骨折、松葉杖をついていた。大阪府、ガンバ大阪サポーターク

ラブ会長でもあった。 

18：00 

職員組合の総会(くすのきホール) 

委員長挨拶、大阪府自治労委員長挨拶、ともに栗原氏の敗北の話から始まった。やはり栗原氏の敗北はショックだったらしい。 

私達と組合は対立関係にない。組合と我々が力を合わせ、村を良くして行くのが私たちの仕事。確かに仕事がきついのか、仕事が合わない

のか、精神的に参っている職員もいるようだが、村は順調に推移している。必要な職員は補充した。足りない職員は府から援助してもらっ

ている。みんなで一斉に仕事が出来る庁舎を早く作り上げ、力を合わせ、いい村を作りたい。 
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１１月２６日（木） 

13：00 

大阪府福祉大会(国際交流センター大ホール) 

少し早く行ったので、大阪府社会福祉協議会会長で前副知事の綛山さんと会った。非常に元気。村の社協はかなり良くやっている、このま

までいい と、ほめてもらった。社協の会長に伝えよう。 

町村長会 

１２月２日に行われる市長会 町村長会 合同会議、並びに、オール大阪の観光振興、自転車安全対策に付、知事要望をすることになってい

る。合同会議と知事要望につき、レクを受ける。 

16：00過ぎ 

金剛錬成会の臨時総会（ホテル一栄） 

公用車を帰し、難波のホテル一栄へ。 

18時開会、会長の網干さんが現れない。公私ともに無茶苦茶忙しい人だから、忘れたのかもしれない。 

副会長が 1つ空席になっているので、選任の後、議事に入る。１１月２日の強風で回数看板の復旧工事、約４００万円。既に寄付が半分以

上集まっている。来年春、氷りがなくなったら復旧することで議事は終わり。食事をとりながら、錬成会の若返りについて話した。若返り

が出来なければ、じり貧になる。 

 

１１月２７日（金） 

10：00 

全員協議会 

千早赤阪村、まち、ひと、しごと創生総合戦略の説明。 

総合戦略は平成５２年、人口を６０００人とする目標で作成した。 

＊国が示す政策５原則 

１、自立性、地方公共団体、民間事業者、個人の自立につながること。 
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２、将来性、将来も止まりなく進歩する施策。 

３、地域性、地域の実態にあった施策。 

４、直接性、地方公共団体、産業界、大学、金融機関、労働団体、金融機関、マスコミの連携により政策効果を高めること。 

５、結果重視、短期、長期の目標を定め、客観的評価により必要な改善をする。 

＊国が示す４つの基本目標。 

１、安定した雇用の創出、村内企業の競争力強化と、住民の生活できる収入源確保。 

２、村への新しい人の流れを作る、収入源となる企業を集め人を呼び込む。 

３、若い世代の結婚、出産、子育てのサポート、ヤングジェネレーションの経済的安定、子供子育て支援の充実。 

４、時代に会った地域つくり。中山間地域の「小さな拠点」形成と既存ストックの有効利用。 

国の方向性に則り、総合戦略を作り、議員の皆さんに説明した。 

現在、パブリックコメント受付け中。 

 

１１月２８日（土） 

十津川村林業立村シンポジウム(林業・木材産業による地方創生を目指して) 

～森林資源を基礎とした自治体経営を考える～ 

１４時開催なので、予備時間を見て１０時３０分に村を出発、ドライバーは北浦君。五條を過ぎて天辻峠を越え、猿谷ダムを過ぎるころか

らすごい道路工事が続いていることに感心している。3年前 2,000ｍｍを超える豪雨があった十津川村。山の深さが違う、流れる水の量が

違う。道路工事のスケールは、村とは規模といい、工法といい、金の掛け方が違う。感心しながら途中食事を済ませて、十津川役所 13時

着。途中の食事処も木材をふんだんに使ったところ。食事も旨い。 

会場は十津川中学校。木造の校舎、体育館。町役場から深い河を渡って対岸。川を渡ってみると、対岸の建物が切り立った川の崖の途中か

ら、長い支柱を立てて建築されている。役所の駐車場は川の上に３層になっている。 

中学校は木造。内装、外装とも木材を使っている。体育館の内部、壁材料はすべて杉の板、天井もしかり、非常に落ち着いた造り。香りも

いい。こんなところにいると、きっといい学習が出来るだろう。 
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十津川村は 

昭和３８年：人口１１，７８１人、林業従事者１，８１３人、素材生産量２５０，０００立米。 

平成２２年：人口  ４，１１２人、林業従事者      ９２人、素材生産量    ２，６６５立米 

小さくなった林業だが、村域の９７％が山の村、林業を６次産業化して行く以外、存在する事は出来ない。村の中を走る国道１６８号線は

改良が進み、五條へ出るにも、新宮へ出るにも、アクセスは格段によくなった。 

村長はこのアクセスを使って林業の６次産業化を実現し、山林業が金になる事業にする努力を続けている。日本１広い村。千早赤阪村の 

何１０倍もある山林を使い、今一度木材立村を、材木で豊かな村造りを目指している。ぜひ十津川村が木材で発展するように、十津川が元

気になれば千早赤阪村も必ず元気になれる。村長の思いが実現することを祈念して帰った。 

 

１１月２９日（日）～３０日（月） 

キノコ会研修旅行 

例年、キノコ会は香住にカニ料理旅行を行っているのだが、今年は隣の奈良県、和歌山県の道路事情と温泉を見学する研修旅行。 

コースは、国道３０９号線で御所に出て、五條市から１６８号線で新宮へ、紀伊半島１周道路を和歌山へ、京奈和道路を橋本、千早赤阪。 

水越峠から奈良県へ、水越トンネルを出ると国道３０９号線フルサイズの道路が出来上がっている。五條を出て約１時間、猿谷ダムの手前

から約５キロ、急峻な山麓にトンネル～桟橋状の道路～壮大なやじろべえ橋。少し行くと橋～トンネル～橋１．５キロはあると思う。まだ

所々狭い所は残っているが、高規格道路が次から次へ造られている。１番すごいのは和歌山県に入り、本宮手前の急な斜面に作られた空中

道路～トンネル～長い橋～トンネル～橋～トンネル、迂回している道路を直線にカットした道路などを感心しながら勝浦へ、１６５キロ。

工事中が沢山あるので、行くたびに時間距離は短くなる。 

帰りは、周参見から白浜までの無料高速道路、白浜～和歌山の高速、和歌山～橋本の京奈和道路。和歌山国体のおかげだとの話もあるが、

現在もいたるところで大規模な工事中。河内で大規模道路工事中は無い。今の時代、道路は地域発展のシンボルだ。河内、泉州に道路網を、

大阪の発展には先ず道路整備から。 

大阪国体はあったが、道路工事は無かった。 
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１２月１日（火） 

今年もあと１カ月、平成 27年も秒読みに入った。 

今年は私にとって、非常に忙しい１年だった。しかし、有意義な１年だった。つい２～３日前に金剛山で初冠雪があったが、今年は非常

に暖かい。９月から育てている白菜は虫の巣、レースの白菜になった。店で売っている白菜が綺麗なのは、どういったわけだろう。 

朝 

富田林警察署歳末警備隊の発隊式 

富田林署には、若い警察官から定年前までの警察官がいる。しかし号令一下、きびきびとした動きと隊列がきっちりと整うのは、さすが

だ。普段の訓練がきっちりと出来ている。おかげで、府の犯罪発生率は格段に少なくなった。しかし、犯罪が少なくなったのは大阪だけ

でなく、全日本で少なくなったので、発生率Ｎｏ1は大阪。ぜひ、来年もいい新年を迎えたい。白バイを先頭にスクーター部隊、パトカ

ー部隊が出発して、発隊式は終わり。信頼できる素晴らしい組織だ。 

役所へ帰り、３日から始まる１２月議会の準備に追われて 1日は終わった。 

 

１２月２日（水） 

大阪府市長会 町村長会 合同会議 

市長会、町村長会合同で会議を開くことは、私の就任以来あまりなかった。今年からオール大阪で解決すべき問題が多くあり、合同で会議

を開くことになった。市長会は３３人、町村長会は１０人、合わせて４３人、数人が公務で調整がつかず３８人が集まり、後は代理出席。 

田中市長会会長の議長で開会。 

始めに、東大阪市 野田市長、 

今年イギリスであったラグビーワールドカップが、２年後、東大阪 花園ラグビー場で始まる。ぜひオール大阪でバックアップをお願いす

る。全員ＯＫ、ラグビーワールドカップを盛り上げる。 

 平成２８年犯罪抑止総合対策 

２７年はかなり犯罪が減ってきたが、全日本ベースで考えるとまだまだ大阪が日本１犯罪が多い。２８年はせめて、犯罪発生率日本１

０位以下になるように、できれば日本１犯罪発生率の小さい府にする必要がある。犯罪抑止戦略本部長の説明を受けた。 
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 個人住民税の特別徴収義務者一斉指定の説明。 

 大阪府強靭化地域計画。 

 百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録を、オール大阪で応援する。 

終わりに 

～活力があり、誰もが安心して過ごせる大阪を目指して～ 「広域的観光推進事業、」「自転車の安全で適正な利用促進」を、 

大阪府に市長会、町村会で提言することになった。 

会議終了後、副知事に田中市長会会長とともに提言を行った。 

 

１２月３日（木） 

１２月議会冒頭挨拶 

最近国の町村に対するガバナンスが変わってきた。 

 やる気のある町村には徹底的に支援するが、やる気のないとこはそれなりに。 

役所が積極的に種々の事業に取り組み、新しい行政の形を作ってゆくところ、自治体消滅を防ぐ努力をやっているところに対しては、

サポートする。 

 独創性のある事業には応援するが、他の自治体の物まねでは駄目。 

 必ず数値目標を掲げＰＤＣＡを取り入れ、事業の推進、廃止を明確にする。 

ぜひ皆さんのすばらしい提案や支援をいただきながら、村を過疎から脱出させたい。 

議事開始 

 選挙監理委員会の委員選出。 

大橋委員長退任により 

選挙管理委員  矢田幸男・東阪、井元斎・吉年、川邉収・川野辺，藤井恵津子・小吹台 

選挙管理委員会委員補充員 酒見昌男・千早、服部憲明・小吹台、矢倉勉・東阪、山本道子 

 固定資産評価審査委員会委員として、仲谷依之氏を選任。 
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 教育委員会委員として、矢野章氏を選任。 

 議案第６９号~74号はマイナンバー制度移行に伴う条例改正で、総務民政常任委員会に付託。 

 議案第７５号、一般会計補正予算。 

歳入歳出それぞれ６２０万円を減額、予算総額３１億９４０万円とする。 

 第７６号議案国民健康保険特別会計補正 

歳入歳出それぞれ３，７１０万円を追加、予算総額を１０億８，４３０万円とする。 

 第７７号議案、介護保険特別会計補正 

歳入歳出それぞれ４０万円減額、予算総額６億８，４６０万円とする。 

 第７９号議案下水道特別会計補正 

歳入歳出それぞれ１００万円増額、予算総額を２億４，７９０万円とする 

 報告第７号 

千早小吹台小学 及び こごせ幼稚園 空調機器設置工事の専決処分報告。設置台数が増加１３０万円を追加し５，６６０万円とした。 

以上で本会議は終わり。 

 

１２月４日（金） 

予算要望 大阪維新の会 

維新の議員は、鈴木憲府議、元橋下知事の特別秘書 川崎府議。 

要望 

 これからの都市計画の在り方 

村域の９６％が市街化調整区域、しかも土地の状況が良い所はすべて棚田。長男以下、家を建てるとなると、農用地指定解除→調整期

域の協議→建築確認、旨く協議が出来てもおおむね５～６年かかる。したがって、村内の住宅建設をやめて、富田林市、河内長野市あ

たりの建売を買って村から出て行く。ぜひ都市計画の在り方を検討してほしい。 

 財政的・人的支援の充実を 
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過疎自立促進計画の財源である過疎債の全額措置。 

 道路整備 

1. ３０９号線の早期整備 

第２期区間、川野辺まではH２９年供用開始となっているが、水越トンネルまでの見通しは無い。奈良県側はすでに整備済み。全

線改良を早く。 

2. 府道の線形改良と維持管理 

東阪三日市線 小吹台→観心寺 間の急カーブ改良と、富田林→東阪 間の楠除去を要望。 

3. 富田林五條線は昭和４５年以降、災害復旧工事以外の改良がおこなわれていない。府県間トンネル掘削を。また、サイクリングで

千早を訪れる客が多くなり、危険だ。線形改良と、道路上に張り出している樹木の伐採を要望する。 

4. 村は地形の関係上土砂災害が多い。土砂災害防止への予算配分と、土砂災害発生時に孤立地域が発生する道路の防災対策を。 

 

１２月７日（月） 

総務民政常任委員会 

議案第６９号～７３号は、マイナンバー制度が平成２８年度１月から動き始めることに対する条例改正。マイナンバーが動き出すことによ

り、窓口業務 他、すべての業務が個人の番号で処理される。約１～２年の間、住民の皆さんが慣れるまではもちろん、役所の職員も慣れ

るのに時間がかかる。高齢化の村でも、マイナンバーを早くマスターして村造りに生かそう。 

 議案第７５号、平成２７年度一般会計補正予算。 

 議案第７６号、国民健康保険特別会計補正予算。 

 議案第７７号、介護保険特別会計。 

 議案第７８号、後期高齢者医療特別会計。 

以上は１２月３日提案の通り、全員賛成。１８日の本会議で可決することになった。 
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１２月８日（火） 

本年４月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正があり、総合教育会議の設置が地方自治体に義務付けられ、村長と教育委

員会が教育について協議調整を行う事になり、村と教育委員会が１つになり、村の教育を効果的に進めて行くことになった。また総合教育

会議は公開で行うことになっている。 

法律に則り 

 千早赤阪村総合教育会議運営要領 

 千早赤阪村教育大綱 

を承認、協議事項に入る。 

 平成２８年度以降の小中学校、学期及び休日。 

村では、幼稚園、小学校、中学校の耐震、空調機の設置、給食センターのリニューアル 等、南河内地域ではトップクラスのハード整

備を行ってきた。既に教育委員会で協議いただいた通り、平成２８年度以降、第１学期及び夏季休暇を８月２６日、第２学期を８月２

７日とする事、現在休日としている各学校の創立記念日は開校日とする。 

 中学校海外派遣事業。 

第１回目は２０人の参加、今年は６名の参加でした。教育委員会でも既に議論をいただいている、村の先駆的取り組み事業。平成２８

年度予算編成に向け、事業スキームを作る。健闘を望む。 

 今後の教育環境の在り方。 

村の若年人口の減少により、出生数が減少している。村では まち、ひと、しごと、人口創生ビジョンを作り、若い世代を呼び込むべ

く事業展開を検討中。この取り組みと整合性を取りながら、具体的な教育環境のあり方につき、結論を出すべき時期がすぐ来る。教育

委員会、私たち村と意見交換しながら、方向性を決める必要がある。 

 

１２月９日（水） 

10：00 

文教建設常任委員会 
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本日の出席議員：井上、清井、浅野、関口 欠席：徳丸 

浅野委員長の議長で始まる、今日の委員会は審議案件が少ない。 

 一般会計補正予算 

 下水道特別会計 

２件とも全員賛成、３０分で終了。 

16：30 

区長会 

 公共交通試験運行の報告。 

９月～１０月、２カ月で行った公共交通試験運行の結果、１番乗車数が多かったのはオークワヘのルートだった。 

路線バスとの連絡方法など、住民の足確保に向けて、次の段階への方向性を考えよう。 

 Ｈ２８年度は村政施行６０周年記念、９月１日が記念日。 

南河内では太子、河南、千早赤阪が同じ日に周年を向かえる。各町村が同じ日にセレモニーを行うと、関係機関の調整が大変。３町村

で調整する必要がある。 

村ではセレモニーを盛り上げる目的で、だんじりを出す話もある。早く方針を決めて、６０周年を村再生のスタートとしよう。 

 歳末夜警の説明 

 １２月１日～２０日まで歳末助け合い運動中 

 社協では各地区の申し込みにより、世代間交流事業の費用補助などを行う。 

 教育委員会より、村民スポーツフェスティバルを１１月２０日に行う話。 

区長会終了。 

18：30 

区長会懇親会 

来年も、皆さん元気で働いてくれそう。 
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１２月１０日（木） 

朝 

役所へ行くと新しい消防車があり、庁舎前広場にシートを敷き、たくさんの消防機材が置いてある、かなりなボリュウム。横に置いてある

消防車に乗せる機材だそうだ。２トントラックに満載以上の量がある。この消防車はタンクつきの消防車だが、その上にこれだけの機材を

積むのだ。どうなるのかと思いながら事務所へ。 

10：00 

消防車配備式 

 

12月 13日（日） 

南河内高速道路実行委員会 

富田林市会館で始まった。松原、柏原、藤井寺、羽曳野、太子、河南、千早赤阪、河内長野、大阪狭山、和泉、岸和田、の首長が集まった。 

来賓としては、近畿地方建設局の道路部長、大阪府の道路室長、竹本議員。竹本議員は、大阪南部にも高速道路をとの皆さんの熱い思いを

実現するように最大限努力する。 

会長を河内長野市柴田市長、副会長を富田林市多田市長、河南町武田町長と決まり、監事には大阪狭山市古川市長、千早赤阪村松本村長と

決まった。 

出来るだけ早く南河内高速道路促進連盟を立ち上げ、促進運動を始めることにした。村としては「南高道」を早く作ってもらうのはありが

たいが、同じく富田林五條線の金剛トンネル早期掘削をお願いした。 

 

12月 14日（月） 

10：00 

府庁会議室 

河南町・千早赤阪 国道３０９号線バイパス整備促進期成会 要望 

鈴木府会議員同席で行った。要望の趣旨は以下の通り。 
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大阪市平野区から奈良県を経由し、三重県熊野に至る国道 309号線は、広域的で円滑な物流の促進、災害時の緊急交通路として重要な役割

を担うとともに、南河内全体の地域振興に大きく寄与するものです。平成 24年に国道 309号(河南赤阪バイパス)の事業が再開され、事業

の進捗と共に河南町域では大型スーパーが開店し、千早赤阪村域でも大型店舗立地に向け、地権者と進出意向のある業者の協議が進むな

ど、地域の活性化への効果が表れています。両町村の住民、行政とも、今後の更なる事業進捗、波及効果に期待しています。 

河南町と千早赤阪村を通る府道柏原駒ヶ谷千早赤阪線は急なカーブが多く、歩道が無い上、大型車両の通行が多く、大変危険な状態です。

さらに、奈良県側では京奈和自動車道路の整備が進められ、平成 28年度には御所市→五條市が供用開始となります。 

開通により、奈良県橿原市→和歌山市の間が１本の道路で繋がることから、国道 309 号線を利用して大阪→奈良を利用する車両の増加が

予想されます。柏駒線の交通環改善には、３０９号線バイパスの開通が必要です。 

近い将来、高い確率で発生が予想される東南海地震、南海地震、大型台風、ゲリラ豪雨など大規模な災害に備え、広域的で機能的な危機管

理体制の確保が求められており、両町村の「命の道」広域幹線道路整備への思いは非常に強くなっています。 

国道３０９号線は、地域の活性化、住民の生活環境の向上、災害への備えなどに必要な重要路線です。 

国道３０９号線整備推進には、河南・千早赤阪国道バイパス整備促進期成会、および、地元町村はあらゆる協力を惜しみません。さらに事

業推進に取り組み、早期開通を強く要望いたします。 

 

１２月１５日（火） 

10：30 

３月５日 羽曳野市、四天王寺大学 共催のシンポジウム 打ち合わせ 

全員で協議の上、テーマは「金剛連山に魅せられて」となった。 

初めに約一時間、連山の中心にある金剛山の話をすることになった。 

二上山→岩橋山→葛城山→金剛山、大学から見ると二上山より徐々に高くなり、金剛山に至る。この連山の西側には河内平野が開け、東側

には奈良盆地が開け、はるか古代より日本の文化発祥地、日本の 古代→近世 への流れの一部始終を見てきた証人の山々だ。 

二月初旬に全体の流れを確定し、あまり恥をかかないようにトークのトレイニングが必要。私は雑談は得意だが、少し人に聞いていただけ

る話を作り上げたい。 
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村の学芸員、歴史のプロがいるので、若い彼らの力を借りながら千早赤阪だけではなく、南河内、特に今話題にいなっている古墳群と山の

関係にも触れながら、ストーリーが出来たらいいと思う。 

四天王寺学園の中に入ったのは初めてだが、非常に素晴らしい施設。敷地も広くとってあり、すばらしい教授陣がいる。この環境で学んで

いる学生たちは、きっといい大人になるだろう。 

 

 

12月１８日（金） 

１２月３日、議会初日に総務民政、文教建設両委員会に付託した案件は、すべて委員長説明通り可決。一般質問に入る。 

註：一般質問は議員の質問通り、答弁は議会広報を参照。 

一般質問 

山形議員 

 村の教育の特色を生かし、若い世代の呼び込みを 

村の教育活動の特色の一つである「中学生海外派遣事業」継続のため、より充実した方策の検討が必要ではないか。今、千早赤阪村が

直面している多くの課題の根拠にあるのは「人口減少」問題であると考えます。10年前の 2005年に約 6,500人であった人口が、現在

で約 5,600人まで減少しており、この 10年間で約 1,000人の減少、つまり 1年間で約 100人ずつの減少がみられるわけです。特に生

産人口の減少がはげしく、それにともない年少人口もゆるやかでありますが、減少傾向にあります。人口問題の解決は決してたやすい

ものではありませんが、その取り組み無しで村の将来はありません。日頃村長が言っておられる「過疎からの脱却」の実現のためにも、

この問題を避けて通ることはできません。そこで若い世代の方々を村に呼び込んでいくためにも、村の環境の充実を計り、その特色を

強く発信していく必要があると考えます。その一例として「中学生海外派遣事業」があり、昨年と今年で 2回実施されましたが、今後

のこの事業の継続についての考えを伺う。 

 村の空き家対策の状況は 

村では村の創生を目指すため「千早赤阪村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に取り込まれています。村の創生に掛かる取組事

業の一つとして、今年度から空き家を利用して定住促進事業の一環で空き家情報バンクを開始していますが、現在どのような状況であ
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るのか伺います。 

田中議員 

 松本村長のこれまでの実績と次期村長選挙について 

松本村長はこの 11年間、行政のトップとして、行政財政改革をはじめ諸問題に取り組まれて、財政調整基金は 13億円まで積み立て、

財政安定基盤を確立された。また、国の地方創生の動きを受け「ひと・まち・しごと総合戦略」を初め、新庁舎の建設、ビジターセン

ター建設等に取り組むなど「魅力あるむらづくり」に現在、挑戦中であります。こうした中、来年の 7月に任期を迎える松本村長にと

って、まだまだやり残されたことが、山積しているのではないかと私は思う。そこでこの 3期 11年間を振り返るとともに、次期村長

選挙に向けた思いについて、松本村長のお考えを伺う 

 ふるさと納税について 

人口増加策はなかなか進まない中で、税収を直ちに増やすことは難しく、多くの市町村では、様々な工夫をこらし「ふるさと納税」を

促進する取り組みが行われている。大阪府内を見ると、泉佐野市は魅力ある返礼品を開発するなどにより、寄付金が 10倍増え、実に

4億円を超える寄付が寄せられ、全国でもトップクラスになったと聞いている。本村においても、このような「ふるさと納税」による

応援寄付金を集め、税収アップをさせる取り組みを積極的に進めていくことも必要ではないかと思う。そこでまず、本村の「ふるさと

納税」いわゆる「千早赤阪村応援寄付金」の寄付金の状況及び特典の現状について伺う。 

 空調機設置に伴う夏期授業の検討状況について 

本年の 6月議会において「公立学校空調機設置後、夏期授業はできないのか」という質問を行い「来年度以降の夏休みの授業のあり方

について各学校と協議し検討していく」という答弁をいただいた。その後の検討状況について伺う。 

浅野議員 

 選挙権年齢の引き下げについて 

日本が少子高齢化社会となり、社会保障の経費が膨らむだけでなく、若者の政治に関する意識も低く、「政治離れ」が問題となってい

る。本年 6月に「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、公布された。今回の公職選挙権等の改正は、年齢が満 18歳以上、満

20 歳未満の者が選挙に参加できるようにすることを目的として行われたものである。来年の参議院議員の通常選挙から実施されるこ

ととなっており、本村に於いても、任期満了に伴う村長選挙の年でもある。新たに有権者となられる 18 歳から 19 歳の方が、現在村
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内に何人おられるか。また、村としての周知方法や意識向上のためにどのように考えているのか伺う。 

 小型無人機（ドローン）の規制と有効活用について 

近年、小型無人機（ドローン）が簡単に手に入ることから、悪用され、総理官邸の屋上に墜落していたことや、操縦の不慣れにより国

の重要文化財である姫路城の壁を破損したことが、ニュースで取り上げられていた。11月 17日、国土交通省は小型無人機（ドローン）

の飛行規制の細則を定めた省令を公布した。人や建物との距離を 30m以上とすることや、人口の集中地域や高度 150m以上の飛行を

禁じるものである。 

11 月 7 日の「棚田夢明かり＆収穫祭」にも「千早赤阪魅力向上プロモーション事業」の一環として、中学校本館屋上からドローンに

よる空中撮影が行われた。ドローンの使用に関しても目的や操縦者の経験が重要であり、未経験者による操縦は大きな事故を引き起こ

すことになる。 

本村に於いて安全面からの規制と、事故や災害時の捜索活動で大きな威力を発揮することから早急に対策を講じるべきと考える。 

今回の省令は 9月に成立した「改正航空法」と共に、12月 10日から施行となっていたるので、行政側の見解を伺う 

関口議員 

 学校給食の無料化を 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、村でも「千早赤阪村まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」案が提案された。人

口減少に歯止めをかけるための子育て事業も多く挙げられている。しかし全国の自治体でこうした内容が実施されることになり、他自

治体との差別化が必要ではないか？村独自の事業実施で村をアピールしてはどうか。この際思い切って学校給食の無料化を提案する。 

 庁舎建設について 

1. 新庁舎建設は住民にとって利便性の向上になるのか、また庁舎へのアクセスははどうなるのかなど、疑問がいっぱいだ。 

疑問の多い庁舎建設は再検討を。 

2. 住民説明会の開催を。 

清井議員 

 市街化調整区域の利活用への取り組みは。 

今回策定された、「まち・人・仕事創生人口ビジョン」によると、本村の２０４０年目標人口を６，０００人とすると示されている。 
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一方、転入、転出に関する分析では、若い世代が近隣の富田林や河内長野市などへ転出していることが窺える。その理由の１つとして、

村域の９６％が市街化調整区域であり、若者世代にとって村内に自由に住宅建設が出来る用地が確保できない事が考えられる。これは

村へ移住を希望する人たちにとっても、同様の障害になってる。 

「総合戦略」の中では、村内の土地利用について調整区域の土地利用が不可欠であると記載されているが、都市計画決定を白紙化する

ことは難しい。そこで、村としてこの調整区域の利活用をどのようにして進めてゆこうとしているのか、現在の村の取り組みについて

聞く。 

 

一般質問が終わって、本年最終議会終了。 

平成２８年７月１５日が、私の村長の任期です。村の財政状況は危機を脱しました。残念ながら人口減が止まらず、昨年４月より過疎指

定を受けました。手を差し伸べるから早く元気になれ との、国の制度です。 

私達は過疎からの脱却をめざし、人口１０００人プラス、税収増３億円を目指しています。村の開発を完全にブロックしているのは、都

市計画法です。平成２５年には居宅が２件しか新築されませんでした。村域の９６％を占める市街化調整区域で、村は完全に死んだ状態

です。スーパーの進出協議もありましたが、うまく行っても OKが出るまで５～６年、工場進出の話がかなりありましたが、調整区域で

ダメ、したがって、村域の地価は調整区域ではほぼ０となりました。 

今、大阪府と都市計画の扱いにつき協議中。近い内に弾力的な扱いが出来るかもと期待しています。 

今年の村長の日記はこれで終わります。年明けから再開いたします。 

来年も村政運営のご協力をお願いします。 

 

皆さんにとって、村にとって、来年は良い年でありますように。 
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