
❷実質公債比率

❹財政調整基金

県下ワースト4

大幅減少

〒299-2862
千葉県鴨川市太海200
TEL: 04-7092-0926
FAX: 04-7092-4105

ご意見・
ご要望は へ

12月号
【発行元】 〒299-2862 千葉県鴨川市太海200
　　　　  TEL: 04-7092-0926　FAX: 04-7092-4105

2020年

緊急課題に対する
具体的施策
緊急課題に対する
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Interview

台風・新型コロナにより
疲弊したまちの産業の支援を
どう強化していきますか。
　
　台風とコロナ禍で鴨川の産業は大きな打撃を被りました。現在、関係者の
皆様は、国・県・市の支援を受けてご努力されていますが、今後もそれぞれの
産業にあった継続的な支援が必要だと思います。コロナ禍で社会や生活様
式が大きく変化し、観光や消費などの行動様式も変わりつつあります。鴨川
には豊かな漁場や農地、魅力あふれる観光資源があります。これを最大限に
活用し、農・漁・商工・観光がそれぞれの連携する中で、市が先頭に立ってブ
ランド力を高め、これらの産品の販売や観光客誘致に結びつけることが大
切です。そのための支援に市が先頭に立つことが必要です。
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本市の厳しい財政状況を
どう改善していきますか。
　右図は、令和2年3月議会で答弁の中で明らかになったことです。財政調整
基金は、その後、国からの地方創生臨時交付金により増加しましたが、これは
コロナ対策に使われるもので、実質的な増加にはなりません。市は市役所職
員の給与カット、特別会計の切り崩し、ふるさと納税の拡充を図ってきまし
たが、財政状況は悪化しています。
　この厳しい状況を打破するためには、市民の暮らしを守りながらあらゆ
る手段で歳入の確保、歳出の削減を実現していかなくてはなりません。しか
し、これまでの事業を削減しても新たな事業により支出を増やしたのでは
悪化するばかりです。真に市民の利益になる新規事業は実施する必要があ
りますが、精査が必要です。
　また、多くの市民の皆様が望んでいる文化施設（市民会館・市民ギャラ
リー）等の事業については、すぐに実現できなくとも将来の道筋を示したい
と思っています。
　私は、厳しい財政の健全化という大事業をするためには「隗より始めよ」
（まず身近から始めよ）ということわざがあるように、市長の月額給与を
30％削減したいと思っております。
　さらに、国や県とのパイプによる新たな財源の確保、学校跡地などの公共
用地の有効利用による収入増、維持負担費の軽減にも早急に取り組んでい
かなくてはなりません。
　一方、鴨川には草刈りなどの美化、観光振興、教育支援、福祉等でボラン
ティア活動をしてくださっている方が多くいらっしゃいます。財政負担を
軽減し、豊かな市民生活を保障するにはこの力をお借りすることが望まれ
ます。市はその活動を正当に評価し、保険の加入や資材の貸与や提供など安
心して活動できる仕組みを整えることが必要です。
　鴨川の活性化を図りながら、財政の健全化を目指すことはきわめて難し
いことですが、これに正面切って取り組まないと本市は財政破綻してしま
います。
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鴨川の資源を生かした産業の活性化

施策を熱く語る長谷川さん

鴨川市の財政状況

安全で安心して暮らせるまちづくり
●「安全･安心なまち」づくり
新型コロナウィルスや自然災害から
市民の命を守る「危機管理体制」の構築

●「地方創生総合戦略」の検証と推進
●「しごと」づくり
所得向上を目指し、安定した雇用の創出
都会から地方へ「働き方改革」への支援
●「ひと・もの」の流れ
ひとの流れを鴨川に向ける挑戦！
広域幹線道路の整備促進
鴨川版CCRC（元気な高齢者を含め
若者の移住促進）を実現し、人口増加へ！

暮らし

●近隣市町との広域連携強化
県南エリア全体の課題を
共同で解決

●「鴨川版スポーツコミッション」の強化
学生・社会人・プロスポーツの合宿誘致

●「結婚・出産・子育て」支援
切れ目のないトータルサポートの実施により、
出生数増加へ！　第三子出産祝い金

●「地域」づくり
自治組織の強化へ向け、支援及び助言

●新・国保病院の役割の明確化と経営の安定化

　いよいよ本年も残すところあとわずかとなりました。
　今までに、市民の皆様から長谷川たかおさんに、様々なご意見や応援メッセージをいただきました。本当にありがとうございます。
中でも鴨川市政の改革を願う声、長谷川たかおさんに期待する声等が数多く届いており、身の引き締まる思いです。１２月号では、

長谷川たかおさんが「次代をひらく18のビジョン」の具体的な取り組み並びに、鴨川市の緊急課題を解決する具
体的施策を明示致しました。必ずや市民の皆様のご期待に応えることが出来ると確信しております。
　混迷している市政を、改革するためには、地元を良く理解し、市長の経験と確かなビジョンがある長谷川たか
おさんの実行力がどうしても必要です。市民の皆様、どうぞご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　慌ただしい年の暮れ、健康にはくれぐれもご留意ください。本年も大変お世話になりました。心から感謝申し
上げます。皆様、どうぞ良いお正月をお迎えください。

長谷川さんの鴨川への思いが
ＳＮＳで発信されています。

www.thasegawa.net
ホームページ フェイス
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18の実行ビジョン

長谷川たかおが次代をひらく。長谷川たかおが次代をひらく。暮らしを
「しっかり」守る
近隣市町との広域連携により、
県南エリアの課題に対応。
危機管理体制を拡充。

みんなの思いを
「じっくり」聞く
市役所は最大のサービス機関。
市役所全体の意識を向上。

鴨川の未来を
「はっきり」示す
将来を見据えた
健全な行財政運営に転換。

将来の人材を
「がっちり」育てる
すべての地域、産業での
次世代後継者づくりに全力。

鴨
川
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4つの基本方針

学び・文化 確かな学びと文化が
薫るまちづくり

●郷土を愛し、たくましく生きる
　子どもたちの育成
学びの環境、ICT機器の活用（インターネット・タブレット）

●幼小中一貫教育、高校大学連携教育の発展
●多目的施設づくり
市民会館・体育館建設への道筋をつける

●鴨川の歴史文化を体感できる施設の充実
新市民ギャラリーの整備（学校跡地等の活用）

行財政 効率的な行財政運営で
最大の市民サービスを実現

●厳しい財政状況からの脱却
●費用対効果の検証
　あらゆる手段で歳入確保・歳出削減を実現
●国や県とのパイプによる、新たな財源の確保

●公共施設老朽化対策と未利用施設活用
学校跡地等に新型コロナ対応企業の誘致・雇用創出

●ふるさと納税の積極的推進

産 業 活力ある産業のまちづくり
●農・漁・商工・観光の融合・強化
●都市と農漁業の交流事業推進
●鴨川産鮮魚のブランド化事業の支援
●有害鳥獣対策の強化
●攻めの農業への転進
 （ほ場整備事業・営農環境の強化）

●地域と旅行客をつなぐ観光の総合窓口
　「観光プラットフォーム」機能強化
●観光予算の拡充

●海辺の魅力づくりの推進
前原横渚海岸を核に周辺市街地を活性化

●台風・新型コロナにより疲弊した
　産業への支援強化

鴨川が変わります!!

とどけ!民意の会は次の意見を発表しました。 討議資料

長谷川たかおさんは、４つの基本方針と18のビジョンを打ち出しました。
どの内容も鴨川市にとって重要なことですが、今回は鴨川市が当面する緊急の課題について伺いました。
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市民が主役のまちづくりを
どのように進めていきますか。
また、進めるに当たってどのようなことに
配慮していきますか。
  市行政は市民のために行うもの。市民の皆様のそれぞれの思いにじっくり耳を傾けることが大
事です。そのために、誰もが気軽に直接市の執行部と対話できる日を月1回設定する。また、地区の
現状や地区民の願いをよく把握されている区長等との意見交換会を小学校区ごと年1回実施す
る。ＳＮＳ等を利用して若者の意見を積極的に取り入れる。こうした取り組みによりポストコロナ
時代への有効な新しい対応策が生まれてくるものと思っています。
　市執行部の説明責任も信頼される市行政には必要です。市政を担う立場にある人は都合のよい
ことだけを一方的に伝えるのではなく、市民の皆様の疑問に正面から説明する。今後の市政を考え
る情報を提供する。それらの義務があります。
　また、災害被害が甚大な時や今回のコロナ禍のような重大事態が発生した場合は、トップが先頭
に立って対応するとともに、その状況について積極的に説明することが市民ファーストの行政に
求められます。

長谷川
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城西国際大学観光学部のキャンパス移転について
どう対応しますか。
　城西国際大学観光学部の誘致は、太海地区を活性化させたいという地元の強い願い、鴨川を発展させ
たいという多くの方々の思いが込められた「学園のまちづくり」事業でした。その思いは観光学部創設
後も市当局をはじめ協力会、学生アパートオーナー会等に引き継がれ、大学と本市がともに利益を共有
できるように大学との意思疎通がなされてきました。私もその一員として奮励努力してきました。
　大学当局も施設の無償利用、観光振興への支援、各種イベント等への学生ボランティアの派遣等で
大きな貢献をしてくださり、経済効果も計り知れないものがありました。
　それだけに、今回のキャンパス移転は断腸の思いです。太海多目的用地は市民の貴重な財産です。
市民が利益を享受できるために、私が教育長、市長時代に知己を得た大学で要職にある方々とお会い
し、移転の再考を促し未来に向けての共存共栄を図りたいと考えています。
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鴨川市の出生数や婚姻数はグラフのように
減少傾向に歯止めがかかりません。
「結婚・出産・子育て」支援を
どのように考えていますか。
 
 将来の鴨川を担う子どもたちの減少は深刻な問題です。子どもは地域の宝で
す。市として、結婚・出産・子育てに対し切れ目のないサポート、第三子出産祝い
金制度の導入など、子どもを産み、育てる環境を整えていくことが大事です。
　なお、市がサポートするにはそれぞれの家庭のニーズに応じたきめ細かな支
援が必要です。ファミリーサポートによる一時預かり、トワイライトスティなど
の子育て短期支援、養育支援が必要なご家庭への訪問、学童保育など、どの家庭
でも働きながら子育てができる支援を拡充していかなくてはなりません。
　また、不妊治療への支援の強化や保育・教育内容の充実も重要です。こうした
施策の充実は、子育て世帯の鴨川への移住促進にもつながるものと考えます。

長谷川
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　去る10月19日に、長谷川たかお後援会事務所開きが新型コロナウィルス感染拡
大防止のため、関係者のみの限られた人数で密を避け、厳かに行われました。私たち
民意の会も会長・幹事長が出席しました。
　長谷川たかおさんから「鴨川市民の誰もが豊かさを実感でき、明るい未来が輝く
鴨川をつくるため、再度挑戦することといたしました」と力強い挨拶があり、私たち
民意の会は確かなビジョンと熱意で臨む長谷川たかおさんに大いに期待するとと
もに、全力で支えていく決意をあらたにしました。
　現在、長谷川たかおさんの事務所は、日曜日を除いて午前9時から午後4時まで開
設しています。「お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください」とのことです。

本市池田地区の山林に計画されている
メガソーラーについてどう考えますか。
　この事業に対し、山林及びその周辺、そして土砂が流れ込む海岸付近の環境汚染等について、
市民から不安や反対の声が上がっていることは承知しています。この声に真摯に向き合うため
には、市が交わした協定書について事業者がどの程度検討されているのか、現在のどの程度事業
が進捗しているのかの説明を求めることが必要です。また、市は開発許可する立場ではありませ
んが、市民が不安に思っていることを事業者に伝えなければなりません。そして、そこから得ら
れた情報は、市民の皆様に伝えることが大切であると思います。
　事業者が誠実な態度を示さない場合は、事業の撤退を事業者に働きかけることも視野に入れて
おく必要があります。

長谷川
A
Q

城西国際大学観光学部

地域の方と語り合う長谷川さん

鴨川市の出生数と婚姻数
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将来を決める
大切な選挙

長谷川たかお後援会事務所開設

　来年３月に行われる鴨川市長選挙に現職の亀田郁夫氏、前職の
長谷川孝夫氏、そして１１月１２日に吉田行伸氏が立候補を表明し、
三つどもえの戦いかと思われていました。ところが、突如として現
職の亀田氏が１２月議会での一般質問の答弁で出馬しないことを表
明しました。新聞報道によると今後は吉田氏を支援する意向です。
鴨川リセットを打ち出し数々の事業を進め、２期目に向け早々に動
きを見せていただけに市民の皆様も驚きを隠せない様子です。
　これにより、一騎打ちの公算が強くなる訳ですが、現在、鴨川市は
「厳しい財政状況」「新型コロナウイルス感染拡大による消費の落ち
込み」「城西国際大学観光学部の移転問題」「（株）鴨川マリン開発を
めぐる鴨川市と船艇保有者・鴨川漁業協同組合とのトラブル」など
多くの問題を抱えています。
　市長は当然、選挙で選ばれます。その人の政策だけでなく、人柄、
資質、能力、住民の期待の大きさが投票に影響します。市長は地方
自治体のリーダーとして市民をしっかり守り、市政の健全な発展に
努める重要な役目を担っています。そのためには市民の声に、しっ
かりと耳を傾け公平かつ冷静に物事を判断すること、そして何よりも
問題解決能力、豊富な知識や経験が求められます。
　これらの自治体のリーダーの条件に適う候補者は、地元に住み、
確かな政策と鴨川市の課題解決の道筋を明示できる人、「長谷川たかお
さん」です。民意の会はしっかりと応援していきます。


