
○議長（山口 一成君）   日程第１、一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 １３番、山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   おはようございます。 

 まず冒頭に、今月１２月１日、これまで私ども議会の生き字引として、また、議会のリー

ダーとして、１２期４５年の長きにわたりご活躍をいただきました故山田眞澄議員の御霊に

対し、心よりの哀悼の意を表したいと思います。どうぞ、これからの私ども議会の、そして

町政の発展をお見守りいただきたい、このように思っております。 

 そして最初に申し上げたい。私ども議会は、議会の品位と品格を大事にしよう、そんな

思いでこの一般質問を迎えております。そんな中でどうぞ執行部、特に町長におかれまし

ては、冷静な、そして意のあるご答弁をお願いしたいということを強く申し上げておきま

す。 

 まず最初に行財政改革ということで質問をいたしますが、私のこの１年間のテーマは、

あくまで行財政改革ということで一貫をしてきております。それはなぜか。合併しなかった

東員町にとって、これから単独で生きていくために一番大事なことは、行財政改革を推進

してやっていくことが、まず一番重要なことである、このように思うからであります。 

 そこで、町長にお尋ねをいたします。 

 町の財政運営ということで、町政基金をはじめ各種基金、預金等がありますね。ここに

資料の提出を求めたところ、資料をいただきました。町の基金、あらゆる基金があります

けれども、これらについては約３０億１，８００万円、定期が１０億１，８５０万円ですか、合

計で約４０億３６０万円ほどあるということであります。 

 そして先ほど申し上げたこれらの運用について、定期はわかります。幾つかの銀行にお

預けをいただいている、これが約１０億円ちょっとですね。そしてほかの基金の運用につ

いて、これは決済性預金ということを聞いておりますけれども、決済性預金というのはどう

いったものなのか。聞くところによると１円の利息もつかない、そんな預金であるというふう

に聞いておりますけれども、それが正しいのかどうか、それをお答えいただきたい。 

 そして、それに合わせて起債があります。一般会計での起債が約５１億２，０００万円で

すか。そして、下水道整備をしてきた東員町は、１００パーセントに近い整備率ということで



ありますけれども、これが約５４億９，０００万円ぐらいですね。これらの起債がありますけ

れども、起債を受けるには当然利息がついて回っておりますね。東員町の預金について

は、決済性預金ということで１円の利息もつかない。そして、財務省の資金運用部とか金

融公庫とか、起債をお引き受けいただく、それらについては、当然利息は払わなければい

けない。高いもので６．３％、安いところで１．５％ぐらいですか、これらの利息をお支払い

をしていく。どうも納得ができない。なぜそのような仕組みになっておるのか。まず、町長

の方からお答えをいただきたいと思います。 

 そして、あわせて行財政改革の一環としてお尋ねをしたい。懸案となっておりますバンブ

ーキッズの用地造成ですね、これについて５２９万円、今度上程されておりますけれども、

この件についてお尋ねをしたい。 

 私どもはこの件については空き教室の利用をしようよと、西小学校に隣接する土地であ

りますので、空き教室を利用しようと前にも申し上げました。西小学校というのは、最盛期

には約１，０００人の児童が学んでみえた、そういう経緯があります。今は１７８名かな、そ

ういうふうに記憶をしておりますけれども、その児童数だということです。激減をしておりま

す。５分の１ですね。 

 そんな中で、当然空き教室の利用を図らなければいけない、このように申し上げたところ、

なかなか学校当局、教育委員会の許可が下りないということで、これが難しいというお話

であります。 

 そうであるなら、同じ笹尾西地区にあります笹尾第一保育園、これが今閉園となっており

ますので、これを利用すべきである、このように申し上げてきました。笹尾第一保育園、宅

地面積が３，０２７平米（９１７坪）ですね。建物面積が８４６．９７平米（２５６．６坪）、これだ

けの広大な敷地で大きな建物が、そのままに使われずにおります。これをなぜ使わない

のか。それをお尋ねをしますと、老朽化が進んでいるという話ですね。 

 老朽化の意味はいろいろあるんだろうけれども、私の家も２階建てで３０年ぐらいたって

おります。それでも使わなければいけない。新しく建てる余裕がないということであります。

現在、耐震の検査をしていただいておりますけれども、多分いろいろと不都合なところが

出てくると思います。 

 公共の建物で、ここも３０年ぐらいたってますかね。第一保育園、平屋で老朽化している。

であるなら耐震補強をきちっとすれば、すぐ明日からでも使用が可能であるはずです。私

も現地へ４回ほど見にいってきました。かぎを開けていただいて、つぶさに見てきました。



ここにはもうみんな施設が整っている。調理室やトイレも全部そろっている。和室もある。

ほかにもありますよ。なぜこういった空き施設を利用しないのか、できないのか。 

 前回の委員会でそれをお尋ねしたところ、ぼやっとした話ですがということで、いろいろ

な案をお聞かせをいただきました。例えば町長のお考えの中で、老人施設をお考えになっ

ている、そんなお話もお聞きしました。老人施設に最もふさわしい場所、第一保育園、そ

のまま使っていただいて何ら支障がない、そのように思いますけれども、その辺のところ

のご見解ですね。 

 私ども、同僚議員からいろいろな意見が出されました。民主党政権への移行によって事

業仕分けが進んでますよと。いの一番にこれはやらなければいけない。事業仕分けの筆

頭に当てられる、そのように思いますけれども、いかがですか。 

 そして、これは厚生労働省の所管の事業に載っているんだと思うんですけれども、文部

省の方でも同じような事業がありますね。その中にはこのようにあります。 

 放課後児童対策事業というのは、その児童たちと地域の皆さんとのふれあいの場として、

空き教室を利用してやるんですよということが言われている。それらのことと全然相反する

のではないですか。私はそのように思いますけれども、町長のお考えをお聞かせいただき

たい。 

 この２問について、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

 きょうもよろしくお願いをしたいと思います。 

 山本議員の、行財政改革についてのご質問にお答えをします。 

 ご質問いただきました基金及び町債の状況につきましては、決算書及び予算書におい

て報告をさせていただいているところでございますが、提出をいたしました資料をご覧いた

だきまして、町財政調整基金をはじめ、１９種目の基金がございまして、その中には利息

を果実運用する基金、貸付を目的とした基金などがあります。その総額は３２億５，３５１

万円余りであります。 

 その運用方法は毎年「東員町資金管理運用方針」に基づきまして、安全で確実かつ効

率的に運用することを基本に、その事務を行っております。 



 現在ではペイオフの関係で最も安全な方法として、起債償還残高に相当する金額を、定

期預金として９億１，８５３万円余り預けております。残りの２３億３，４９７万円余りは、元

金の保証された決済用預金として管理を行っています。 

 また、町債では、一般会計の普通債、災害復旧債及びその他といたしまして、平成２０

年度末で５０億４，９１０万５，０００円の現在高、また、下水道事業特別会計では、同じく平

成２０年度末で５６億９，５９９万４，０００円、水道事業会計では５億３，０９６万円となって

おり、返済方法といたしましては、借入時の借入利率によりまして定められました償還金

を、公債費として、元金及び利子分を支払っているところでございます。 

 決済用預金ということにつきましては、担当の方から、きちっと説明をさせていただきま

す。 

 それから起債の関係、借金の関係でございますけど、確かに高い利息がございます。安

いといいますか、低い利息では０．５６％、高いところにいきますと７．５０％でございます。 

 国の大蔵省とか前のゆうちょというんですか、郵政の関係等は、東員町の場合は、高い

ところを返して安いところに乗りかえとか、高い部分を、貯金もあるので、その貯金から返

そうと思っても認めてもらえない。銀行の方からの融資とかというのは、以前に返しました。

ところが国の関与しておる部分は、東員町の場合は、これもいろいろあるんですけど、財

政が安定しているというのですか、というようなことから認めない。非常に財政で厳しいと

ころは、返す許可をくれるんですけど、東員町のような財政の安定しているところについて

は許可をもらえない。 

 国もそらそうですわ。どんと金が返ってきても、それである程度もうけているというんです

か、それが借りた時の約束ですので、だからなかなか東員町の場合は許可がもらえない。

私はずっと前から、高いところは返せという指導はさせていただくんですけど、それは許可

がもらえないということで、大分減ってきましたけど、もう４～５年で、多分どんどんと高い

ものは終わっていくと思いますけど、その辺はひとつご了承いただきたいと思います。 

 続きまして２つ目の、バンブーキッズ学童保育所用地造成と施設建設についてのご質問

でございますけど、まず、笹尾西バンブーキッズの学童保育所の現状といたしましては、

現在、学童保育所が町内に６カ所ございます。笹尾地区につきましては、笹尾西バンブー

キッズ、笹尾東バンブーキッズの２つの学童保育所が、笹尾東地区にあります旧笹尾第

二保育園舎を西と東に分けて利用しております。 

 このため、笹尾西小学校の学童保育に通っている児童は、学校が終わってから、笹尾

東地区まで歩いて通っているのが現状であります。町内６カ所の学童保育所の中でも、こ



れほど離れた場所にある学童保育所は、笹尾西の学童保育所だけでございます。父母

会からも道中の危険が心配ということで、ぜひ笹尾西小学校の敷地内に学童保育所を構

えてほしいという要望を昨年もいただきました。今年もいただきました。 

 ということで、小学校校庭の南の緑地内に整備することとし、９月議会に承認していただ

きました敷地の測量と造成の設計が終わりましたので、約６４０平方メートルの造成工事

費を、この１２月議会に補正計上させていただいております。 

 また、建屋の計画面積、約１００平方メートルにつきましては、国の補助対象となります

ので、現在、国の補助申請事務を進めているところでございまして、来年度以降になりま

すが、補助採択されましたら建設に取りかかりたいと考えておりますので、どうぞご理解を

いただきたいと思います。 

 先ほど、第一保育園の旧の保育園をというようなご指摘もいただきました。私どもも、い

ろいろと検討はさせてもらいました。保育園をどのような形で使ったらよいかということも、

検討はさせてもらいました。 

 そんな中で、全体を残して全体を使うということは非常に危険もある。当然、むだも出てく

る。要る部分だけを、ということにしていくということであると、改修とか、いろいろのことも

重なってまいります。新しい保育所を建てておりますので、基本的には壊すということでご

ざいます。 

 そんな中でほかに転用ということから、学童保育所を使ったらどうかとか、老人の皆さん

のサロン的な利用にしたらどうかということは、もう検討はさせていただいたところでござ

います。 

 保育園でございますので、皆さんも見ていただいたように、非常に使い勝手が大人は不

便、トイレも子どもばっかりのトイレです。職員のトイレは一部ございますけど、小さいトイ

レです。そういうことになってまいりますと、その辺も全部改修をしていかないとだめとか、

耐震補強もせんならんとか、やはりいろいろなところで大人がということになりますと、少し

低い部分がございます。そんなことから私どもとしては、保育園についてはきちっと壊させ

ていただいて、その後、新しい施設をということで、今いろいろと勉強させていただいてお

るところでございますので、どうぞご理解をよろしくお願い申し上げまして、答弁にかえさせ

ていただきます。 

以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   松下忠会計管理者。 



○会計管理者（松下 忠君）   決済用預金について、少し答弁をさせていただきます。 

 決済用預金とは、議員ご承知のとおり、利子のつかない預金でございます。これにつき

ましては、決済性預金に対して、銀行が保険に入りまして、元金を保証するという性格の

ものでございまして、利子がつかない預金として元金が保証される、こういうものでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   決済性預金に置いておく理由は元本保証だというふうに

受けとめておりますけれども、今どき、元本保証できないような大きな大手銀行はありま

すか。まさか、この日本が未曾有の災害、あるいは戦争等によって消滅すれば別ですけ

れども、今の日本の銀行システムからいって、そんなことはあり得ない。元本は保証でき

る、私はそのように思います。 

 けさの日経新聞を見てきました。国債、１０年もので１．２８５％の利息ということでござい

ます。先ほど町長がおっしゃられましたね。決済性預金が２３億円でしたか、私のいただい

た資料とちょっと違うようですが、２３億円を例えば１．２８５％にすると、どれぐらいの利息

がつくんだろう、そのような素朴な思いがするんですが、松下会計管理者、すぐ計算でき

ますか、お答えください。 

○議長（山口 一成君）   松下忠会計管理者。 

○会計管理者（松下 忠君）   ３，０００万円ほどになります。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長、お聞きをいただいたと思います。３，０００万円という

利息があるということですね。その３，０００万円があれば相当のことができますよね。子

育て応援もできる。できませんか。少しはできるでしょう。 

 近隣の市町村は別ですよ。どのような運用をなさっているかわかりませんけれども、東

員町として、やはりそれだけの財産がある。その運用について、それだけのものが得られ

る。それをなぜそういうことになさらないのか、不思議でしょうがないのですね、私は。 

そして、先ほど町長がお話しされました起債の返還については、いろいろ難しい制約が

あるということなんですね。ですが、民主党の新政権になったわけですね。随分考え方も

変わってきていると思いますよ。その辺のところは、きちっと調べる必要があるのではない



ですか。自分から、みずから足を運んで、こういう実情ですと。町長がこのごろいつもおっ

しゃる。これから厳しい時代になる。財政も厳しくなる。そういう話であるなら、それを訴え

て、ぜひ、こんなべらぼうな金利のものについては返させてくださいと、きちっと交渉すべ

きであるというふうに思いますが、今の３，０００万円の運用益が出るということなんですけ

ども、それと踏まえてご答弁をいただきたい。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 山本議員もご承知だと思いますけど、１，０００万円以上のペイオフの関係、国はつぶれ

ないと思いますけど、銀行はつぶれる場合がございますね。預けておる銀行が破綻した

場合は、だれがそしたら責任を持つかということになるんです。だから、現在ではどこの市

町も、定期預金で１，０００万円以上のお金を縛るということは、やっておりません。 

ただ、私はいつも言っておるのは、決済用預金ではなしに国債とか、また、全国の県と

か市町村が発行しておりますものを検討しろということは言ってます。ただ、国債でも５年

で縛った場合は、５年以内に取り崩すというんですか、何かの都合で解約した場合は、元

金保証ではないのです。５年と決めたものを５年以上置けば、必ず元金は戻ってまいりま

す。ただし、何かの都合で、途中で解約というようになった場合は、その時点では国債でも

元本割れする場合もあるのです。だから、そのようになったときには、やはり私の責任で

ございますので、絶対に元本は割らないという方法を我々はとっておるということを、ご理

解をいただきたいと思います。 

 それもペイオフという関係でございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長、おっしゃる意味はわかるんですよ。万が一があった

ら私の責任だからというのはわかります。ですが、まさか国債を買って、元本が飛んじゃう

という話にはならんだろうと思いますよ。 

 株をやれとか、外国債を買えとか、そういう話ではないのですね。日本の国の中で、ゼロ

ではなくて、少しでも安心で安全なものがあるはずなんですよ。それをぜひ研究していた

だきたい。いや、研究すべきだと思います。そのように申し上げておきたいと思います。 

 そして、バンブーキッズの用地の問題ですね。いろいろ取りざたされているのですね。小

学校の駐車場自体が少なくて困っているよというお話が一つ、そして笹尾西地区の集会



所が道路に面していて非常に使いづらい。私たちも、あそこを通るたびに思ってます、感じ

てます。これは大変だなと。何かリサイクルの作業をやるにつけても、これは危険である、

このように思って見ておりますけれども、それとこれとは話が別なんですね。これはあくま

でバンブーキッズの用地の造成ということなんですね。そうであるなら、要望があったから

それをやるのではなくて、要望があったときに、いや、こういう場所が空いているんですよ、

こういう遊んでいる遊休施設があります、とりあえずここでご辛抱いただきたい、そういう

話があってしかるべきだと思うんですね。町長の話によると、トイレを子ども用につくってい

る。大人用にかえればいいんじゃないですか。２，０００万円も３，０００万円もかからない

でしょう。今度新しく建てようとすれば、４，０００万円近くかかるんでしょう。 

 今、自然ですよね。笹尾西小学校の隣地ですから。木が生い茂って非常に環境がいい。

学校の情操教育のために必要なんですよという場所だと思うんですよね。それをわざわざ

壊してまで、なぜあそこにやらなければいけないのか。なぜ、第一保育園を、百歩譲って、

老朽化して使えないというのなら、あそこの施設を壊して、そこへ建てればいいんでしょう。

いけませんか。約１，０００坪あるのです。もし自治会からの要望があれば、そこの施設も

ご一緒に入っていただいて、やろうとする。そういう決断がなされないのですか。その辺が

非常に私にとっては腑に落ちないところなんですね。 

バンブーキッズの放課後児童対策事業、やってはいけないとは言ってない。やらなけれ

ばいけない。これは法律で定められているわけですから、その辺のところは百も承知でお

話を申し上げている。 

 くどいようですが、もう一度だけ聞いておきます。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほどご答弁させていただきましたように、笹尾西小学校から近いところへと、父母会、

親さんが願ってみえるんですね。第一保育園までまたということになりますと、学校が上が

ってから、そちらの方へ行かんならん。その間の交通事故等が危険だからということで、

父母は願ってみえるということと、現在の新しいところ、私どもがそこでというところは、自

然はできるだけ残したい。残させてもらいます。木等はできるだけ切らないように、それか

ら現状は少し下がっておりますので、余り利用されていない。高台は遊具がございますの

で、利用はしてみえると思いますけど、余り利用されていない土地と私どもは認識して、こ

こであればというところで、今いろいろと検討をさせていただいております場所でございま



すので、できるだけ経費のかからないように、そして子どもたちの学童の願いを聞いてや

りたい、そんな思いでおりますので、どうぞご理解をいただきたく思います。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   この問題の最後に申し上げておきます。 

 今、さまざまなことをご答弁をいただきましたけれども、自然は使われないから有効でな

いわけではないのですね。自然は使われなくても有効なんですよ。そうですね。鳩山首相

は世界に約束しているんでしょう。大幅にＣＯ２の削減をしようということで。 

そんな中で、日本の国土のうち、ほとんどが使われていない山林なんですよ。そこを要

望があるからといって、すぐさまそれを聞き入れるというのはいかがなものかということを

申し上げておきたいし、そして学校から遠いとおっしゃる。どうしても近くなければいけませ

んか。学校から第一保育園まで何分かかりますか。歩いてこられた事はありますか。せい

ぜい子どもの足でも５～６分くらいですよ。かかっても１０分。至近距離じゃないですか。そ

んなものは遠いとは言えない。ぜひ再考を求めたいと思います。 

 次に、あれからどうなったということで、前回の議会で質問をさせていただきました。２０２

０年に、先ほど申し上げたように、日本の国として２５％のＣＯ２の排出を削減しますという

国際公約をしている。そんな中で私ども東員町だけが、それに乗りおくれるわけにはいか

ないと思います。 

それで、その時にご提案をさせていただきましたスクールニューディールということを、

少しお話をさせていただきましたね。 

 もともとこの話は、小中学校にエアコンを設置しようという時に、私たちは考えました。同

じ暖房施設、冷房施設をつくるなら、太陽光発電を利用した形のものにしてはどうですか

というお話をさせていただいた。その時のご答弁は、耐震補強をしたんだけれども、太陽

光発電の施設を載せるには荷重が支え切れない、そういうお話であったと思うんですが、

その後、まず学校施設、そこで本当に荷重に耐えられないのか、それを検査されましたか。

そしてその時、町長がこういう答弁をされましたね。安価で国の補助があるわけですから、

９７．５％の補助があるということですから、そういった中でそういう事業があれば、ぜひそ

ういうことも検討したいというお話をされたと思います。 



 そしてその後どのような形で、この問題についてご検討されたのか。これは当然先ほど

申し上げた、載らなければいけないわけですからね、小中学校。重過ぎて校舎がつぶれ

たというわけにはいけませんので、その検査をされたのか。その両方について、お尋ねを

いたしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山本議員の、太陽光発電の設備導入についてのご質問にお答

えをいたします。 

 先回、９月議会におきまして、地球温暖化防止の観点から、スクールニューディール構

想にあります学校施設への太陽光発電設備設置に関しまして、設備の軽量化や補助制

度について、ご提言いただきましたところでございますけども、その後も学校施設への設

備設置が可能であるかや補助制度など、あらゆる視点から調査・検討するよう指示を行

い、今現在、第４次総合計画の事業計画の見直しと、第５次総合計画への反映を前提と

した事業計画の検討を行っております。 

なお、補助対象は２０キロワット以上となっておりますので、太陽光発電設備を仮に２０

キロワットで設置した場合ですと、各校２，０００万円の事業費が補助対象となります。附

帯工事を合わせますと、１校当たりの事業費の試算では約３，９００万円となりますが、最

善の方策で設置できるよう検討させていただいております。 

しかしながら山本議員もご存じのとおり、政権が交代してから、「行政刷新会議」の事業

仕分けでは、「公立学校施設整備事業」の項目で検討がなされまして、「人命にかかわる

校舎の耐震に重点化すべきである」、「太陽光発電施設事業は財政上見送るべきである」

と、評価コメントが公表されておりますことから、平成２２年度、国の予算においては大変

厳しい状況であると考えます。 

また、鳩山総理は、今回の事業仕分けの結果を重く受けながらも、政治的判断を行うこ

とも示唆しておりますので、そのことも考慮してまいりたいと考えております。 

環境に配慮したまちづくりを進めるためにも、積極的に取り組んでまいりたい事業と考

えておりますが、今後の補助制度の動向を注視する必要がありますので、どうぞご理解

賜りますようお願いを申し上げます。 

ということで、文部科学省の補助が５０％、自民党の時より上乗せということで、スクー

ルニューディールで９５～９７％と出たんですけど、それが非常に不安定になってきており

ますので、その辺もこれから注視をしていきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 



それから、校舎がそういう重たい物を載せて耐えられるかということの検査とか、そうい

うことにつきましては担当の方から説明をさせます。 

以上です。 

○議長（山口 一成君）   近藤洋教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（近藤 洋君）   耐震関係、そのところにつきましては、東員町

の小学校・中学校全部終わっておるということでございます。その時点では０．７という一

つの目標値というんですか、基準値ということでなされております。 

そうした中で、こういった太陽光発電が当初よりは相当軽くなっておるということも聞い

ておりますけれど、やはり公共施設ということでございますので、その重さに耐えられるか

というところは、やはり行う必要があるということで、今、見積もり等をとって検討を進めて

おるところでございます。それをいつ予算化させていただくかというところにつきましては、

先ほど町長の答弁にもございましたけど、政権交代というところもございますので、慎重に

時期を見きわめて対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   町長、ちょっと調べたところによりますと、今、小学校６校、

中学校２校のエアコンの使用料が１，６００万円払っているのですね。そして電気代が６８

０万円かな、これほどあると思います。そうしますと都合、年間２，２００万円なんですね。

そうすると１０年間で２億２，０００万円なんですよ。そうすると２億２，０００万円をかければ、

太陽光発電の工事ができるのではないかというふうに思うんですね。過重の問題はあり

ますよ。それもあるんだけども、先ほど町長ご答弁をいただいたように、ぜひ東員町から、

環境先進町としてご発信をいただくために努力をしていただきたいと思います。 

 そして今回の議会の一般質問の答弁の中で、町長、まれに見る前向きな答弁をされて

おります、ふれあいフェスティバルについては、中止・廃止を含めて検討していきたいとい

う、そんなお話をされました。ぜひ必要なものは必要なものとして断固やる、必要でないも

のは、きちっと見直していく。そういう姿勢でこれからも臨んでいただきたい、このように要

望をしておきます。 

 私の好きな歌のレパートリーの中に「寒い朝」というのがあります。「北風吹き抜く寒い朝

も心一つで温かくなる」こんな歌詞なんですね。これからこの大自然は、そして私どもの生



活環境は大変厳しい冬を迎えようとしております。いや、もう迎えているかもしれませんけ

れども、住民の皆さんとともに、心一つにして支え合いながら、やがて来る暖かい春に向

かって議会活動をしていきたい、このようにお誓いを申し上げて、私の一般質問を終わり

ます。 


