
うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー7【12 月 1 日】 

12 月 1 日（木曜日）、地域担当職員の「指名式」を行いました。 私から職員一人ひとりに指名状

を交付しました。 地域担当職員は下表のとおりです。 

地域担当職員一覧 

  氏名 所属 担当地区 

1 
大日野 満則 
（オオヒノ ミツノリ） 

出納室係長 歌垣地区 

2 
福井 哲史 
（フクイ サトシ） 

学校教育課 学校指導係 歌垣地区 

3 
木村 晃二 
（キムラ コウジ） 

地域整備課 土木建築係 歌垣地区 

4 
百々 孝之 
（ドド タカユキ） 

まちづくり活性課 財政係長 田尻地区 

5 
小濱 孝之 
（コハマ タカユキ） 

まちづくり活性課 財政係 田尻地区 

6 
寺田 高敏 
（テラダ タカトシ） 

健康増進課 保険医療係 田尻地区 

7 
吉村 哲哉 
（ヨシムラ テツヤ） 

地域振興課 産業振興係長 久佐々地区 

8 
大澤 翔太 
（オオサワ ショウタ） 

学校教育課 学校指導係 久佐々地区 

9 
井上 良介 
（イノウエ リョウスケ） 

地域振興課 産業振興係 久佐々地区 

10 
西谷 匠平 
（ニシタニ ショウヘイ） 

住民課 税務係 久佐々地区 



地域担当職員一覧 

  氏名 所属 担当地区 

11 
大植 信洋 
（オオウエ ノブヒロ） 

福祉課 福祉係長 岐尼・天王地区 

12 
上森 洋祐 
（ウエモリ ヨウスケ） 

地域振興課 美化衛生係 岐尼・天王地区 

13 
榮枝 高志 
（サカエダ タカシ） 

生涯教育課 生涯教育係 岐尼・天王地区 

14 
藤原 詩穂美 
（フジワラ シホミ） 

福祉課 岐尼・天王地区 

15 
和田 政弘 
（ワダ マサヒロ） 

総務課 人権総務係長 東郷地区 

16 
三村 朋美 
（ミムラ トモミ） 

健康増進課 健康管理係 東郷地区 

17 
池田 雄太 
（イケダ ユウタ） 

住民課 税務係 東郷地区 

行政は住民に近いところにあるべきである。 地域と行政が課題を共有する。 そのような目的で

制度を立ち上げました。この制度は地域の皆様とともに作り上げていきたいと考えていますので

多くのご意見を頂きますようお願いいたします。 若い職員が地域にお世話になりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー8【12 月 2 日】 

12 月 2 日（金曜日） 

12月 2日（金曜日）、区長会を開催しました。 

全体区長会は年 2回（6月、12月）開催されます。 

6月では当該年度の事業予定や依頼事項などを説明し、12月では事業進捗や新たな依頼などを行

います。 

2日は各部の事業状況の説明・年末年始の事業予定と併せて過日開催したダイオキシン問題調査報

告についても報告いたしました。 

今回から 3役及び部長の出席に加えて各課課長と地域担当職員も出席します。 

区長会終了後、早速に地域担当職員が区長様と名刺交換をしていました。新しい制度です。よろ

しくお願いします。 

 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー9【12 月 4 日】 

12 月 4 日（日曜日） 

12月 4日（日曜日）、第 23回能勢町人権と平和のつどいを開催しました。 

つどいでは、小ホールでの展示。 

ホール内での 

・能勢町障がい者施設等連絡会による能勢町にある障がい施設の紹介 

・能勢小学校 4年生による「ごみ処理と利用について」の発表 

・桂 福点さんによる「大笑いゼーションでノーマライゼーション」の講演。 

いずれもとても素晴らしかったです。 

桂福点さん講演の中の障がい者理解の 4つのポイントは 

1.自分の障害を理解する 

2.人との出会い 

3.自分を活かせる場所がある 

4.障害でなくその人を理解する 

ということだと教えていただきました。 

障がいを理解するためには、そして共に生きていくためには、多様な個性、多様な能力、多様な

価値観をお互いに認め合うことが大切ですね。 

講演の中で、三恵園ワンツースリー楽団とのコラボで、会場みんなで歌った「上を向いて歩こ

う」のように、上を向いて、明日に向かって歩いて行きましょう。 

 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー10【12 月 7 日】 

12月 7日（水曜日）は、北摂ブロック保護司会会長会議が開催されました。 

会議は北摂地区の保護司会会長、副会長の皆様による会議で、豊能地区（能勢町、豊能町）の保

護司の皆様 12人を含めて総勢約 60人の皆様に保健福祉センターにお集まりいただきました。 

私も冒頭に来賓のあいさつをさせて頂きました。 

保護司とは、それぞれの地区において社会奉仕の精神をもって犯罪を犯した人や非行に走った

人々の改善更生の援助とともに、犯罪等の予防に関する助言や指導など、公共の福祉に関するこ

とを使命とされています。 

近年の犯罪は複雑化し、目に見えない犯罪が増えてきています。犯罪を未然に防ぐことに併せて

再犯を防止するための活動にあらためて敬意を表し、今後のますますのご活躍を大いに期待いた

します。 

そして、能勢町の 9人の保護司の皆様、本当に日々ご苦労さまでございます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー11【12 月 12 日】 

12月 12日、本日より平成 28年度能勢町議会 12月定例会議が始まります。 

提出する議案は条例 6件、予算 7件、その他の案件 1件の合計 14議案です。 

（一般会計補正予算においては、公約としてお約束した子ども医療費助成の対象者を 18歳まで拡

充するための必要経費を計上しています。「来年 4月から実施する予定です」） 

議会の日程は、本日 12日と明日の 13日が一般質問です。9人の議員が質問されます。 

14日、15日が 14議案の審議です。いずれも委員会に付託せずに本会議で採決いたします。 

また、16日には環境教育常任委員会も開催されます。 

私が就任して初めての定例会議です。気を引き締めてしっかりと議員各位と議論をしていきたい

と思っています。 

是非、傍聴にお越し頂き、いろいろなご意見をお聞かせください。 

 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー12【12 月 14 日】 

12月 12,13日。一般質問がありました。 

9人の議員から 2日間にわたり質問を受けました。 

今回は、私の公約についての質問が多くあり、現時点での私の考えをお答えいたしました。 

その他ダイオキシン問題や介護、医療などの質問もありました。 

多くの議員からご質問やご提言を頂くことで、私自身も気付かされることが多くあり、大変勉強

になりました。 

私たちの町能勢町には多くの課題がありますが、「能勢町の持つポテンシャルを育んでいく」、

そんな町政にしなければならないと思いました。 

住民の皆様にお約束した施策の実現に向けてスピード感を持って取り組んでまいりますのでよろ

しくお願いいたします。 

住民の皆様もいろいろなご意見やお考えを遠慮なくお聞かせください。 

 

 

 

 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー13【12 月 16 日】 

12月 12日からの 12月定例会議が終わり、本日は環境教育常任委員会が開催されました。 

本日の委員会では「ささゆり学園」全般について議論されました。 

とりわけ通学バスの便数や通学路の安全対策、いじめや不登校、アフタースクールなどについて

種々議論されました。 

開校 1年目ですので多くの課題がありますが、子どもたちの学力を向上させることに真摯に取り

組み、子どもたちの健やかな成長を願い、誇れる学校づくりのために、改善すべきは改善して行

かなければならないと考えています。 

本日の委員会をもって、今年の議会との会議は終了です。 

議会議員の皆様、1年間お疲れ様でした。 

来年も住民の皆様の負託に応えられるよう、議員の皆様と是々非々の議論を深めていきたいと思

っています。 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー14【12 月 17 日】 

12月 17日は山田区の餅つき大会に参加しました。 

山田区では今年から消防団や老人クラブ、地区福祉委員が中心となって区民総出の餅つき大会が

初めて開催されました。 

私は山田区民と町長の両方の立場で出席し、あいさつをさせていただきました。 

朝は少し寒かったですが、天候に恵まれて、まさに餅つき日和となりました。 

みんなでお餅をついて、きなこもち、あんこもち、豚汁を頂きました。 

その後「百笑座」の皆さんの公演と消防署からの防火指導をしていただきました。 

私は、午後 2時から淨るりシアターで「立川談春」さんの落語公演がありましたので、「百笑

座」公演を中座し、淨るりシアターに向かい、「談春」さんに主催者として挨拶をいたしまし

た。 

「立川談春」さんの落語公演は満員御礼、とても素晴らしい公演でした。（ありがとうございま

した） 

やはり生で見るのはいいですね。芸術や文化というものは本物を見ることに意味があることを実

感しました。 

これからもいろいろな企画を考えていきますので、淨るりシアターをよろしくお願いいたしま

す。 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー15【12 月 20 日】 

12月 20日、平成 28年度能勢町子ども・子育て会議（第 2回）が開催されました。 

子ども・子育て会議は、能勢町の子ども・子育て支援事業計画をはじめ、子育て全般についてご

議論いただく会議です。 

今回は「子どもの生活に関する実態調査について」と「調査を受けての今後の施策展開につい

て」の案件でご議論いただきました。 

私は冒頭あいさつをさせて頂きました。 

今、日本が直面している最大の課題は、人口減少と高齢化であると思います。 

まさに能勢町が直面している課題も、そうであると思います。 

活発な議論を展開していただき、共に「子どもが創る明るい未来」を築いていきたいと思いま

す。 

「出来るところ」から、「出来る人」から始めましょう。 

 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー16【12 月 24 日】 

12月 24日、鹿誕祭（人形浄瑠璃鹿角座の誕生日パーティー）に出席しました。 

文楽座から桐竹勘十郎師匠、吉田簑二郎師匠、吉田簑一郎師匠にご出席いただきました。 

子ども浄瑠璃の皆も出席してくれました。鹿角座の公演は現在、「6月淨るり月間公演」だけでな

く、あちらこちらで出演依頼を受けています。 

これからも頑張っていただきたいと思っています。 

子ども浄瑠璃の皆も頑張ってくださいね。 

今現在、文楽座が大阪府内の小学校で人形浄瑠璃を指導しているのは、大阪市の高津小学校と能

勢小学校だけだそうです。 

伝統芸能を引き継いで行くのは大変ですが、とても大切なことだと思っています。 

能勢の浄瑠璃をもっともっと元気にしたいですね。 

大阪文楽座の座員は 82名。 

能勢鹿角座の座員は 60名。町全体で 200名余りの語り手。 

 

能勢の浄瑠璃、なかなか頑張っています。 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー17【12 月 28 日】 

12月 28日。本日で平成 28年仕事納めです。 

私も町長として初めての仕事納めです。今年 1年間お世話になりありがとうございました。 

さて、今年は熊本地震、鳥取地震、福島沖地震、阿蘇山の噴火、統計史上初の台風の東北上陸、

記憶に新しいところでは糸魚川の大火など、多くの災害に見舞われた 1年でありました。 

お陰様をもちまして本町では大きな災害もなく 1年を過ごさせていただき、無事に仕事納めを迎

えることができました。ありがたいことだと思っています。 

しかし、いまだ災害からの復旧の途上にある人も多くおられます。お

見舞いを申し上げ、1日も早い復興をご祈念申し上げます。 

私は「行政は住民の皆様の近いところにあるべき」という基本姿勢の

もとに、能勢町に住むすべての住民の皆様が、継続してこの町で幸せ

に暮らしていけるように、今年 1年の反省の上に立って、これからの

行政のかじ取りをしてまいりたいと決意するところでございます。 

来る平成 29年が、住民の皆様お一人おひとりにとりまして良き 1年に

なります事を衷心よりご祈念申し上げます。 

 


