
うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー30【2 月 2 日】 

2月 2日 雪 

また雪が降りましたが今回の雪はうっすらと積もる程度の雪

でした。 

地域整備課の職員は融雪剤の散布に出動しています。 

昨日の庁議（特別職と部長、議会事務局長、会計管理者の会

議）で平成 29年度の当初予算の最終調整を行いました。 

2月の上旬に公表できるように今準備を進めています。 

平成 29年度予算は、投資的事業の関係から 28年度よりも減

額になる見込みですが、町長に就任して初めての当初予算で

すので、子育てにかかる予算など、公約をできる限り反映さ

せたいと只今鋭意奮闘しているところです。 

出来るだけ早く公表できるよう頑張ります。 

 

 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー31【2 月 6 日】 

2月 4日（土曜日）能勢高校の SGH研究発表会に参加しました。 

コスタリカでの留学体験報告。高校生のビジネスプランコンテストエントリー作品のプレゼンテ

ーション。モンゴル・シャーマンでの養蜂課題研究プレゼンテーションなど盛り沢山の研究発表

会でした。 

生徒の皆さん本当におつかれさまでした。 

ご指導いただいた先生方ありがとうございました。 

今回の発表を通じて皆さんが経験したことは、必ず皆さんのこれからの人生の大きな糧になると

思います。 

そして、それと同時にこれからの皆さんの人生においては、もっともっと多くの経験をしていた

だき、俯瞰的に物事を見さだめて、豊かな人生を歩んでくださいね。 

 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー32【2 月 9 日】 

2月 9日 昨日は西能勢財産区議会初議会が開催され、私も管理者として出席いたしました。 

西能勢財産区議会は 22人の議員で構成されています。議長、副議長の選挙が行われ、議長に東正

明氏、副議長に植村衛氏が就任されました。4年間よろしくお願いいたします。 

西能勢財産区は、447ヘクタールの山林を有しており、今後山林資源の有効活用について議員の皆

さんと議論を深めていきたいと思っています。 

山林の持つ価値が近年見直されてきています。能勢町の面積の約 8割を占める山林です。是非と

も有効活用して行きましょう。 

能勢町西能勢財産区議会議席表 

議席番号 氏名 

1 眞下 敏美 

2 片瀬 薫 

3 乾 重美 

4 小塩 武雄 

5 藤井 保 

6 今中 徳行 

7 植松 正信 

8 池田 和幸 

9 石中 源次 

10 井上 賢太郎 

11 堀口 豊 

12 植村 衛 

13 乾 栄次 

14 福田 明 

15 野木 茂隆 

16 福井 康文 

17 大西 良男 

18 勝田 義弘 

19 野田 宏幸 

20 眞下 増夫 

21 東 正明 

22 池田 秀幸 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー33【2 月 10 日】 

2月 10日 本日議員懇談会が開催されました。 

平成 29年度当初予算（案）について議会議員の皆様に説明させていただきました。 

平成 29年度一般会計予算（案） 45億 5800万円 

平成 29年度特別会計予算（案） 46億 9233万 7千円（水道事業会計含む） 

合計 92億 5033万 7千円（対前年度 4.4％減 4億 2159万 2千円）となりました。 

詳細はホームページにアップしていますのでご覧ください。 

私の公約の 4つのアクションについては下記のとおりに予算化いたしました。引き続き公約の実

現に努めてまいりますので、ご支援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34【2 月 12 日・13 日】 

2月 12日 見張り番ニュースを拝見いたしました。 

この裁判は、ダイオキシン汚染物を神戸市から持ち帰った費用の返還を求めるものであります。 

しかし、持ち帰る費用については、神戸市と

の合意に基づいて行われたものであり、財務

会計行為上、違法という判断は不適切である

と考えています。 

ただし、その原因となった判断については、

行政トップの判断としては間違いであったと

認識しています。 

現在、原因の究明を能勢町、豊能町、施設組

合 100条委員会でそれぞれ行っています。 

今後、調査の結果に基づき、法に準拠し賠償

を求めるなど、適切に対応してまいりますの

でよろしくお願いいたします。 

 



2月 13日 昨日自民党能勢町支部の互礼会に出席し、挨拶をさ

せて頂きました。 

原田憲治衆議院議員、中山泰秀衆議院議員、原田りょう府議会

議員はじめ約 70名の出席者で大盛況でした。 

皆さまそれぞれの地域・立場で町の事を真剣に考えておられる

ことも再確認いたしました。 

いろいろなお話を伺い大変勉強になりましたし、元気もいただ

きました。 

町においては、平成 29年度当初予算案もまとまりました。 

能勢町を明日につなげていくために是非とも皆様のご支援よろ

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35【2 月 14 日】 

2月 14日 マスコミ報道もあり、皆様もすでにご存じの事と思いますが、昨日、町内で交通事故

が発生しました。 

本日、朝一番から臨時庁議を開催して、事故の詳細について情報共有をいたしました。 

登下校時の一層の安全指導を徹底するよう指示するとともに、スクールカウンセラーを急遽派遣

してもらい、児童・生徒のメンタルケアについても対応をしています。 

負傷された小学生の 1日も早い回復をお祈り申し上げます。 

 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー36【2 月 15 日】 

2月 15日 歌垣財産区議会初議会が開催されました。 

私も管理者として出席し、ご挨拶をいたしました。 

歌垣財産区は 12名で構成されています。 

議長に田中一義氏、副議長に中井實氏が選出されました。 

役選の後、平成 28年度補正予算（第 4号）と平成 29年度当初予算を上程し、いずれも可決いた

だきました。 

4年間お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

平成 29 年度能勢町歌垣財産区議会議員名簿 

議席番号 氏名 備考 

1 矢立 勝巳 議運（総務常任副委員長） 

2 中島 長治   

3 新谷 源正 議運(総務常任委員長） 

4 中澤 吉治 議運（経営生産常任委員長） 

5 小林 和夫   

6 泉 定憲   



平成 29 年度能勢町歌垣財産区議会議員名簿 

議席番号 氏名 備考 

7 中 俊夫 議運（経営生産常任副委員長） 

8 中井 實 副議長 

9 命尾 佳男   

10 柏原 正美   

11 奥 恒夫   

12 田中 一義 議長 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー37【2 月 16 日】 

2月 16日 高齢者訪問に伺いました。 

能勢町宿野にお住いの植浦マツエ様 95歳です。 

植浦マツエ様は「押し花アート」がご趣味で、現在も月 2回の教室を自宅で開催されており、教

室日以外でも 日々「押し花アート」作りを楽しん

でおられます。 

植浦様はとてもお元気で日常の生活も介助なしで生

活をされておられます。 

私がお伺いした時も、『体はどこも悪くなくて、悪

いのは頭と顔だけ』と冗談をおっしゃっていまし

た。 

いつまでもお元気で過ごされますことをご祈念申し

上げます。 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー38【2 月 18 日・19 日】 

2月 18日 平成 29年度豊能地区郵便局長会でご挨拶をさせて頂きま

した。 

郵便局では平成 29年度から地域の見守り活動を新規事業として実施さ

れるようです。 

能勢町においては、しあわせ守り隊とタイアップした取り組みをすで

に行っていただいています。 

今後さらに、子どもから高齢者まで地域で見守る仕組みの構築を地域

に根ざした役場と郵便局の連携で進めていきたいものです。 

 

2月 19日 第 39代竹本文太夫こと長尾義和様の浄るり門人稽古上げ

に出席いたしました。 

昨年の 3月から約 1年をかけて 2名の新弟子を育成され、めでたく稽古上げとなりました。 

稽古上げをされたのは、竹本文道こと長尾道明さん。竹本文直こと小塩直人さんです。 

本当にお疲れ様でした、今後のご活躍をお祈りいたします。 



尚、3月 4日には早速お二人が淨るりシアターに出演されますので（3月 4日能勢浄るりの会）是

非とも聞きにお越しください。 

長尾義和様には議会議長の公務多忙な中での弟子育成本当にお疲れ様でした。 

今後とも能勢浄るりの振興並びに議会運営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39【2 月 21 日】 

2月 21日 総務民生常任委員会が開催されました。 

「介護保険・総合事業への移行について」が議論されました。 

総合事業への移行は、従来の介護保険の要支援 1及び 2の認定を受けておられる方について、介

護予防給付のうち訪問介護と通所介護が制度改正され総合事業に移行されるものです。 

それらの総合事業の全体について活発な議論がなされました。 

高齢化率の高い本町にとっては大きな行政課題でありますので、しっかりと取り組んでまいりま

す。 

 

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー40【2 月 22 日】 

2月 22日 昨日地黄財産区議会が開催され、管理者として挨拶をさせて頂きました。 

平成 29年度当初予算をお認めいただき、その後、役選が行われ議長に鈴木義廣氏、副議長に大藪

誠氏が就任されました。 

1年間よろしくお願いいたします。 

平成 29 年度能勢町地黄財産区議会議員名簿 

議席番号 氏名 備考 

1 鈴木 義廣 議長 

2 阪本 佳彦   

3 木村 明伸   

4 大藪 誠 副議長 

5 佐久 憲司   

6 谷林 弘康   



平成 29 年度能勢町地黄財産区議会議員名簿 

議席番号 氏名 備考 

7 大塚 千代治   

8 前田 信一   

 

うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー41【2 月 23 日】 

2月 23日 豊能地区更生保護女性会 50周年記念式典に出席いたしました。 

50年の永きにわたり更生保護活動にご尽力いただいております。 

まさに縁の下の力持ち、目に見えない処での活動に深甚なる敬意を表します。 

地域における人と人とのつながりが希薄になりつつある時代でありますが、女性の目線で犯罪の

防止や青少年の健全育成に今後とも努めていただきますようお願いいたします。 

 
 

2月 23日 青少年町長表彰を行いました。 

表彰しましたのは太田陸三さんです。 

太田さんは能勢町立能勢中学校 3年生。 

JOCジュニアオリンピックカップ第 30回全国都道府県対抗中学バレーボール大会に大阪府代表と

して大阪北チームのメンバーに選出され出場されました。 

今春からは大阪産業大学付属高等学校進学され、バレーボールを続けるそうです。 

新しいフィールドで大いに羽ばたいて、青春を謳歌してくださいね。高校での活躍を期待してい

ます。 

 

 

 

 



うえもり’s MIND（町長の活動日記）ナンバー42【2 月 24 日】 

2月 24日 能勢町消防団班長会に出席しました。 

年度最後の班長会で新年度の予定等について協議いただきました。 

消防団では現在、田和団長を中心に消防団の再編について協議いただいています。 

消防団は住民の皆様の安全と安心を守るのに欠かすことのできない組織であります。 

能勢町の実情に合った消防団の再編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43【2 月 27 日】 

2月 27日 議会全員協議会が開催されました。 

協議事項 4件、その他案件 5件（別添参照）について

協議しました。 

定例会前には全員協議会において重要事項について協

議します。本会議の議論を深めるためのものです。 

いよいよ来週から 3月会議が始まります。 

平成 29年度の当初予算などが審議され、常任委員会も

開催されます。私の町政運営方針もご提示いたしま

す。是非とも傍聴にお越しください。 

 

 

 

 

 


