
前回の後援会報に多数質問・
意見がありましたので順次
お答えします。

最近の水道局の通知です。
口径13㎜、2カ月で40㎥使
用の時の料金が6,160円です。
今まで4,000円でした。
町営の時は無かった起債の
繰入年間約7,000万円。一人
当り約1,300円負担で合計で
7,460円の支払いになってい
ます。3,460円の値上りです、
2回滞納した時には給水停止
となり。水が使えない状態。
5年毎に料金改正なので現状
の様な大規模工事をやれば
料金も高くなり続けると云
う事です。

埼玉県教育委員会保健体育
課・スポーツ庁・会計検査
院と話をした結果、大阪森
友学園同様の補助金詐欺状
態。開けるには森町長が判
断している以上、町長が代
わり再交渉しなければ無理。
国・県共に憂慮しています。

熊谷地裁で被災者住民と企

業が係争しているが、裁判
所は「造成管理者の県環境
部と太陽光の設置許可者の
小鹿野町の管理責任が無い
とは言えない」との心証が
ある。森町長が就任後12月
議会で「企業側に責任があ
る」と明言し、検証もせず
議会答弁した事で、調停で
なく、本裁判になりました。
事態が複雑化して弁護士費
用が双方数百万になってい
ると云う。熊谷地裁で争点
整理していけば、県・町の
費用負担が出る可能性もあ
る。県ではこの裁判の成行
きに注目している。能天気
に考えているのは森町長だ
けである。「森町長の言動
が招いた人災である」

公表は控えます。
理由1.確かに税金から活動
費の一部を貰っている以上
町長と同罪です。採用され
た人物評価とは無関係で社
会的影響を考慮します。
理由2.当事者・関係者が反
省ない場合は、公序良俗に
鑑み躊躇なく公表します。
理由3.匿名で連絡頂いた方
には個人情報保護法に鑑み
関係者以外は控えているか
らです。

今まで住民の方が文句一つ
言わないから「住民イジメ
の森執行部」になったので
はないでしょうか？イジメ
は放置すると激化します。

昨年、職員が10名退職・休
職した。私の見る限り長谷
川副町長が大声上げて庁舎
を歩き回っていた。住民が
苦情で大声上げるならまだ
しも、指導・説諭する立場
の管理職が偉そうに振舞っ
ている姿に違和感を抱き、
事情を聞き取りし音声デー
タに記録した。ハラスメン
ト法が成立したので、辞め
た職員の逸失利益請求訴訟
されかれない事態です。

３月議会で両神ボルダリン
グ施設を令和7年に譲渡対象
建物にする答弁があった、
当初の設備費1億3千万、毎
年1千万円の赤字、7年で7
千万円、合計2億円税金投入
後譲渡予定では、当初の懸
念通り2億円ドブに捨てるこ
とになる。

森町長ご推奨の山岳登山。
環境整備・注意喚起もせず
に登山誘導した結果、重軽
傷者23人・死者6人計29人
と遭難者が急増している。
一般常識として1件事故が発
生したら即注意喚起の看板
を掲示し再発防止に務める。
その位の配慮が無ければ重
軽傷者・死亡者から逸失利
益請求の訴訟を起こされる
可能性があると考えていま
す。このような無責任な役
場は前代未聞です。

落葉松峠倉尾～三田川間の
道路工事が止まっている。
県土事務所管内の工事はほ
ぼ終了しているに、倉尾地
区は放置されている。この
道路は倉尾村と小鹿野町が
合併する条件として位置づ
けられているそうだ。地元
住民の怒りは最高潮である。
郵便事業・陸送事業者も遠
回りして倉尾地区に陸送し
なければならず経費がかさ
むと嘆いていた。経済的損
失を考えない森執行部は無
責任行政の極みである。

両神坂戸の町有残土捨て場
川沿い斜面、町の購入金額
が急傾斜地の割には高額で
ある。既存の土砂捨て場が
満杯になったので、急遽、
土地取得したと云う。台風
１９号災害残土埋却処理中
にダンプが転落した。当局
から連絡があり現場に行く
と、落差40ｍ有る崖に車止
めが無いことに気づく。検
査担当は県からの出向技官、
事情を聞けば、検査ミスを
認めた、役場の配慮不足に
よる過失である。業務上過
失障害に問われる様な事故
であったが、森町長は隠蔽
し無視し続けている。軽佻
浮薄な行動は慎むべき。
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町長・副町長
パワハラはいけません

孤立する倉尾地区
落葉松峠不通から２年

ボルダリング事業もう譲渡

問い合わせにお答えします

水道料金の意味が分かりません

中学校の柵は永遠に開かないのですか

長留川災害何が問題なの

不正採用に関係した議員を公表すべき

町長の文句ばかり云うな

ボルダリングから
登山誘導事故多発

両神坂戸残土捨て場
ダンプ転落事故隠蔽



令和3年5月20日臨時議会を
傍聴しました。

主な内容は「小鹿野庁舎の

解体工事を早急に進めるべ

く議会で承認して欲しい」

反対意見は出浦議員「コロ

ナ感染者が2倍に増加してい
る現状で延期すべき」

岩田議員「旧庁舎は構造も

珍しく建物遺構になるので、

保存して倉庫として再利用

すべき」

賛成意見は加藤議員「コロ

ナの悪化は町民の安心安全

とは関係ない、新庁舎を早

急に建築し職員の安全確保

が優先と考える」と発言し

た。発言内容を精査すると

「官尊民卑」加藤発言は間

違いで住民を愚弄した議員

の資質を欠く発言です。

1.すべて国民は健康で文化
的な最低限度の生活を営む

権利を有する

2.国はすべての生活面につ
いて社会福祉・社会保障及

び公衆衛生の向上及び増進

に務めなければならない。

議員でありながら憲法も理

解していない。元議長経験

者とは考えられない言動で

ある。以前、無駄に2か所も
武道場建築推進した張本人

が反省も無し。今回の発言

は住民の失望感が増すだけ。

住民無視・密室政治が小鹿

野町衰退の原因です。

小鹿野町内の非課税世帯数

は1412世帯１世帯当たりの

世帯人員は2.44なので非課

税人数は3445人です。人口

の1/3が貧困のなかで櫛風沐
雨「さまざまな苦労するこ

と」それでも懸命にこの町

で生活している住人に対し

て、森執行部・議員は最高

の敬意を払い、最大限の配

慮をしなければならない。

憲法２５条の条文の通りで

ある。現在の森町長と森友

議員の態度は住民に対して

無礼である。そのような認

識しか持ち合わせていない

とすれば浦和県庁・霞が関

官庁には通用しない。

コロナ禍で政治・経済が乱

れると治安が悪くなる。生

活が苦しくなり、先の見え

ない生活環境がストレスに

なるからです。お互いの余

裕が無くなった時点で係争

になります。

「仲裁は時の氏神」公明・

公正・公平な第三者が本来

は役場であるべきです。両

神地区における住民と職員

との問題。森町長と執行部

の無責任対応がマスコミ沙

汰になりそうだ。

し尿処理場の説明会が４月

２３日文化センターであり

ました。

内容は水道事業同様、小鹿

野町民には不利な条件を提

案してきたので「水道事業

で嘘八百を説明して苦しめ

て小鹿野町民をバカにする

な、秩父市の植民地ではな

い、いい加減反省しろ、５

月就任する北堀市長に話を

してから出直せ」と注文を

つけておきました。

5月6日から北堀秩父市長の
仕事が始まりました。公約

の一つ水道事業見直しに向

けて現場視察予定との話を

聞きました。今まで続いて

きた慣れ合い・縺れ合いを

排して、公明・公正な検証

ができるよう、私の立場で

協力します。

広域事業全般について住民

に嘘をついて隠蔽する事な

く、まず説明責任を果たす

よう働きかけます。広域各

部署からの情報により工事

関連について、水面下で行

われてきた醜い実態が暴露

されています。水道料金値

上は切実な問題です。

良くは知りませんが前回道

路使用届を提出して役場に

来た団体は黒い車の２人で

秩父警察２名、小鹿野警察

１名同行していました。

「許認可の件で同和会の人

に利益誘導した」とか残土

違法埋却について「秩父の

市議会議員と共同正犯」だ

とか云っていました。森町

長が謝罪する迄庁舎に来る

ような事を言ってました。

以前相模原市・八王子市で

起きた暴力団の抗争事件

「八王子戦争」状態になっ

たら森町長に責任を取って

頂きたいと思ってます。

住民から相談があり特定人

物に利益誘導しているとの

電話がありましたので調べ

ました。

確かに特定人物に利益誘導

する為、条例要綱を変更し

た可能性は高い。状況証拠

から判断すれば「口利き」

斡旋利得罪・職権濫用罪・

背任罪・収賄罪になる可能

性があります。本件は証明

責任が不可欠です。基本的

に森執行部は「逮捕されな

ければ合法」と考える隠蔽

体質があります。立証・挙

証責任として関係者の音声

データは必要です。

大阪森友事件が赤木ファイ

ルの存在で改めて検証され

ている。籠池氏の学園建設

補助金詐欺・安倍夫人を利

用した土地取得の利益誘導・

財務省の忖度による虚偽公

文書作成・職場内のパワハ

ラの結果赤木氏の自殺にな

る。小鹿野森友の件は友人

知人・元広域理事に対して

利益誘導・中学校武道場に

ついて補助金詐欺・役場内

では職員へのパワハラで退

職者・休職者急増。一方で

職員不正採用など、大阪森

友事件より以上に悪質・陰

湿なように思える。

基本的に国民が許せないの

が佐川理財局長が己の保身

の為に部下の赤木氏に責任

転嫁した事だと思います。

森町長・長谷川副町長も使

用者責任があるにもかかわ

らず部下に責任転嫁し退職

に追い込む態度が許せませ

ん。公務員になってから秩

父谷の狭い職場経験で培っ

た背徳没倫の思考らしい。

一般社会では社員の育成こ

そが企業成長になると信じ

人材育成に尽力し社会貢献

してきた。森執行部のよう

な魑魅魍魎が跳梁跋扈して

いる役場は伏魔殿に思える。

融通無碍の町政を望みます

ある経済人が森町長がやっ

ている事は「内職行政」と

揶揄した、「稼ぐ努力もせ

ず、漫然と交付金が降りて

来るのを待ち、その中でや

りくりしているだけ」

税金・物価が値上がりし手

取り収入が２割減る事は分

かっているのだから、「公

務員は必至に働けよ。町長

は町長室に引き篭って他人

任せのPFIに頼るな、他の市
町村長は必至にやってる」

正論です。小鹿野町の経済

実態は好景気時代の優先

（プライオリティ）ではな

く不景気緊急事態のトリアー

ジ状態で有る事を理解すべ

き。県内世帯所得最下位市

町村なのだから。
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来庁した右翼団体
はどの様な人ですか

自 己 紹 介
新井 富士男

憲法第２５条

浅学寡聞・町議会

非課税世帯数
１４１２世帯３４４５人

告発の連鎖
苦情・相談もり沢山

広 域 組 合
し尿処理場計画

北堀秩父市長
広域小鹿野地区視察

森町長職権濫用では？
森友の優先の条例改正

ある経済人の一言
内職行政はダメ

大阪森友事件と
小鹿野森友の類似点


