
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。

水道負担金の訂正です。口
径13㎜、2ｹ月で40㎥仕様の
時の料金が6,160円です。小
鹿野町は今まで4,000円でし
た。
町営の時は無かった負担・
起債の合計2億1268万円。
一世帯当り約7,666円負担で
合計で13,826円の支払いに
なります。9,826円の値上り
です、2.5倍の負担。広域水
道への加入時の説明と大き
な相違があり、森町長の議
会での説明は虚偽説明であ
り悪意の詐欺と考えます。

秩父の選挙活動していたの
で調べました。小鹿野町で
は県議会議員選挙関連で、
候補者の素人支援者間で違
反があったそうです。秩父
市長・市議選は選管、警察
の警告２回、３回は当たり
前で無法地帯の様でした。
勝って奢らず、負けて腐
らず。一番の確信犯はこれ
だ！イメージポスターの推
薦人はいけません。

森町長就任後の記者会見で1
0億円規模の庁舎立替を考え
いるとの説明だったが、い
つの間にか13億円になって
いる。「町民の税金は俺の
もの、俺のものは俺のもの」
発想が豪華町長室＋副町長
室、折角だからあれもこれ
も豪華仕様。議会・住民に
秘密裏に完成か？住民が気
づいた時には「完成したモ
ノは仕方が無いじゃないか。
増加分の建設費は補正予算
を組んで払うしか無いじゃ
ないか」前秩父市長の60億
円の市庁舎計画が最終的に6
8億円になった同じ筋書き。
森町長の行動パターンは前
秩父市長に酷似している。
だから新庁舎の完成を急い
でいるが、建設の契約はし
ていないのだからまだ見直
し、中止、工事延期は可能
である。森町長及び賛同議
員は個人の利権を優先する
詐欺的行為は止めるべき。
「自分の金で勝手に建てて
町に寄付してください」先
進事例と嘘を言って同じ間
違いを繰り返してはいけま
せん。税金の無駄遣いして
いる森町長も悪いが、森町
長に賛同している議員も悪
い。通称森友の言い分「住
民が悪いから選挙で選ばれ
町長・議員になっているん
だよ」そのような屁理屈は
ありません。河合夫妻の選
挙違反の言い訳「住民が票
を売りたいと言うから買っ
てやっているのだから住民
が悪い」そんなバカな話は
ありません。政治家・役場
が自ら模範を示さなければ
行政指導はありえません。
強盗殺人犯が住民に「窃盗
は良くない」と説教する様
なものである。「信なくば
立たず」

6月14日汚水処理場準備室
を訪ね方向性について聞い
てみました。方向性は変わ
らないという。今の状況で
は秩父清流園の建替え案が
有力。汚水処理場の下流に
は別所浄水場。そこで汲み
上げて小鹿野町民約9000人
の飲用水となる。渇水時に
は異臭するのは当たり前、
消毒液も多量消費で水道料
値上げ？小鹿野町民イジメ
もいい加減にして欲しい。
久喜前市長当時ちちぶ定住
自立圏と称して秩父谷で公
共施設の共有化が進められ
てきたが実態としては小鹿
野町の植民地化になってい
る。秩父市中心の考え方で
今まで余計な料金を秩父市
に上納してきた。前広域組
合事務長の森氏が町長になっ
てから小鹿野町民不利益誘
導・虐待的行為が激化して
いる。公共料金は全部値上
がりしている。小鹿野町民
の生活実態を無視した行政
の蛮行（いじめ）である。
コロナで痛めた住民の心の
傷に塩を塗る行為

6月2日旧倉尾小学校存続推
進委員会代表加藤悠樹氏
（両神在住）が出浦議員を
紹介者として森町長に要望
書を提出したとの連絡があ
りました。倉尾地区再生拠
点として活用できる事を期
待します。倉尾地区と町内1
242名の皆様のご協力に感
謝します。
6月22日町から回答があり
ました。
再利用し存続するだけの将
来性が無い、新耐震基準以
前の建物であり、管理する
には不安がある。以上の理
由で解体予定建物指定にす
るそうです。
ありがとうございました

6月14日～16日の秩父市議
会一般質問を傍聴しました
北堀市長の運営方針に対す
る清流会議員（久喜派）の
質問が多くありました。内
容は秩父谷は秩父市最優先
で広域組合を含め12年考え
てやってきた。西関東道路
については秩父市への誘客・
利益誘導されるべき。小鹿
野町に配慮の必要はない旨
の発言があった。この質問
が森町長誕生秘話・小鹿野
町植民地化の全ての筋書き
を裏付ける。侫悪醜穢です

秩父市議会に於いて清流会
（久喜派）の既得権と我田
引水を優先すべき旨の質問
が多い。北堀市長は各町特
色を生かし共存共栄すべく、
給料90％カット覚悟で13公
約は実現したいとの意志堅
固ぶりを披露。小鹿野町住
民の問題の種として水道料
金見直し再検証、汚水処理
場の慎重計画、西関東道路
の小鹿野配慮型新計画提案、
の３点について小鹿野町に
配慮する答弁をした。

6月議会での森町長の答弁で
はその場限りの逃げ口上が
連発し思考停止しているよ
うな印象である。
1.質問・落葉松峠工事遅延
の理由説明なし。倉尾住民
怒り心頭です謝罪しては？
答弁・コロナ対応が忙しく
時間がなかった。災害は私
には関係ないと住民に説明
するが謝罪なし。
2.質問・ワクチン接種予約
とれず秩父広域方式は意味
がない、町独自で受付すべ
きでは？
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問い合わせにお答えします

水道料金の訂正

選挙違反はあったの？

小鹿野庁舎建設
１０億円から１３億円？

広域汚水処理場計画
無視される小鹿野町民の声

旧倉尾小学校存続署名
１２４２筆要望書提出

秩父市議会傍聴
秩父主流会派の思惑

北堀新秩父市長
見直しと秩父谷共存

森町長発言の自己矛盾
住民の安心安全は他人事



答弁・久喜前市長が提案し

た事なので秩父主導でやっ

ている。九州のコールセン

ターに一任している

3.質問・西関東道路計画案
が秩父市優先の久喜前市長

案に町長が快諾した行為は

小鹿野町に不利益をもたら

す行為ではありませんか？

答弁・県から費用対効果の

説明があったので町長の判

断で承諾した。北堀新市長

にも秩父市優先案が小鹿野

総意である旨話をした。

4.テレビ放送難視聴地域が

あるが国の過疎債70％町負

担30％なので早急に予算化
すべきでは？

答弁・担当が変わったばか

りでよく分からない。これ

から検討したいと思う

5.質問・クライミングの町

おこしも良いが二子山で6月
7日に滑落死亡事故がありま

した。森町長以来事故件数3
0件中7件滑落死亡では他人
事では済まされないのでは？

答弁・承知はしているが滑

落の原因は登山者の不注意・

自己責任であり、無関係。

今後の成行きを見守りたい。

6.質問・町長自ら浦和県庁・
霞が関官庁へ出向き陳情し

たら町政改善するのでは？

答弁・それは県議・代議士

の仕事、一度話している。

これからも声掛けしていく

6月議会での森町長の答弁を
解説します。

1.落葉松工事遅延について
小鹿野町道で建設課の能力

不足で遅延しているのだか

ら責任は町長にある。災害

はコロナの1年前。言い訳無

用の行政の不作為である

2.ワクチン接種予約混乱つ
いて秩父市議会でも同様の

質問があり、各市町で丁寧

に高齢者に手続き補助も必

要と認め手厚い対応するそ

うだ。森町長の指示不足・

住民苦情に対応しない森町

長の不作為となる。

3.西関東自動車道について
北堀市長就任後に久喜派の

森町長が秩父市優先の路線

計画を要望したそうだが、

北堀市長は小鹿野住民に配

慮した新計画を県道路整備

事務所に要請しました。森

町長の水道・汚水処理場・

庁舎立替計画等住民不利益

誘導・森友利益誘導は万死

に値するほどの大罪です

4.TV難視聴地域について
小鹿野町は歴史と観光で町

おこしとなれば過疎地域は

自然豊かな観光地となる。

空き家を宿泊先・テレワー

ク住宅として滞留時間を増

やす事ができる。それには

通信網整備は必要不可欠。

故に国の補助金が付く訳だ

からゲストエリアとして躊

躇なく整備すべき

5.クライミングについて
事故を伴うクライミングを

推奨するのであれば誘客す

る行政として、安全対策を

するのは当たり前。７人の

死者が出ているのに放置す

ることは行政の不作為です

6.町長の対外営業について
市町村長の仕事は県・国な

ど上位行政機関への営業活

動で予算を取って来るかが

使命。役場に引きこもって

他人任せはダメ。訪問して

本気度・熱意を伝えなけれ

ば良い結果は出ない。椅子

を温めていると、座して町

の死を待つことになる

森町長は秩父市で35年公務
員生活の関係で先進事例と

称して久喜前秩父市長のマ

ネばかりしている。小鹿野

町の生活実態に合わない的

外れな執行をして税金の無

駄使いをしてきました。世

界規模のコロナ禍ではリー

マンショック以上の経済的

ダメージがあり、秩父谷は

その壊滅的影響がこれから

訪れる事は学者でなくとも

分かる筈。既にガソリン・

材木等急激に値上がりして

いる。デフレからスタグフ

レーション（デフレ不況の

中で物価が上がる）になる

と想像できる中では同じ生

活をしていても手取り4割減
となる。非課税世帯３割、

年収500万円以下の世帯７割

7700人の住民を抱えた小鹿
野町においては秩父市と同

様の政策は禁じ手であり現

に慎むべき行政自死行為で

ある。市町村の存在価値は

憲法25条に明記する 低限
の生活の権利、生活全般に

おける福祉・保障・公衆衛

生の向上・増進であり。住

民サービスを満足してから

庁舎立替に基金を使うべき

町民の税金を貰って生活し

ている町長・副町長・職員・

議員について法律的・同義

的告発が多数寄せられてい

ます。内容も証拠資料付き

なので刑事。民事の判断が

し易くなってきた。一発逮

捕案件から、男女関係まで

事細かな内容である。

先行きの見えない生活の不

安と森執行部への不満と怒

りが住民の方々に秘密警察

的な行為に走らせるのだろ

うと感じます。森執行部の

無為無策に激怒している町

民の方々には丁寧な説明責

任が果たされれば簡単に解

決する様な印象がある。森

町長が責任転嫁して逃げる

姿勢は人間失格であり無責

任の極み。改過自新。秩父

市公務員時代の勤務評価に

ついてはマスコミに直接告

発して欲しい。自然豊かな

秩父谷で破廉恥な話は聞き

たくない事実です。

森町長の施策が住民無視の

施策を連発し再発するのか

総括してみました。

1.官尊民卑思考が根強く、
自分を聖人君主だと考えて

いる。

2.自分の施策を正当化する
為だけの情報収集（小鹿野

町の生活実態を無視）をし

て議員・住民に虚偽説明を

する。

3.議員が疑義を持ち出すと
前秩父市長・県・国・県会

議員・国会議員の名前を勝

手に使って正当化しその場

しのぎで賛同を得る（三文

芝居、調査したら嘘）

4.嘘がバレると無視して職
員に責任転嫁。口止めを強

要し休職・退職に追い込む。

5.町長職は選挙で選ばれた
のだから失策の責任は取ら

なくて良い。（昨年免責条

例を決議）だから町民の税

金は俺のモノ。町長の利権

は俺のモノと錯覚している。

結論として森町長の行政運

営は秩父市優先小鹿野町の

植民地化を推進する為の久

喜前秩父市長の傀儡政権

（あやつり人形）であった

と考えます。

4月選挙で北堀新市長になり
小鹿野町との関係見直しが

されて、小鹿野町の独自性

が必要とされます。

1.中学校武道場門扉を早急
に開錠＆学力アップ施策

2.個人的利害関係を絶ち公
平な行政運営教本策定

3.困窮住民に対する徹底し
た救済政策・生きる保証

4.地元企業商店に持続可能
な仕事支援（町内還流金制

度）の確立

5.農林産業の持続可能な仕
事支援（地域通貨）制度の

確立

6.町長の不条理施策防止の
為町長の免責条例廃止

7.高齢化先進町として住民

サービス全分野でPDCA計画。
実行・評価・改善教本の策

定し、議会での検証に役立

てる

8.県庁・官庁・大使館へトッ
プ営業 人・モノ・金を呼

び込む

9.上野村・神流町・藤岡市
と文化観光圏として観光客

の人流を推進する

10.住民各自に５万円を返す
役場は金が無いと言ってい

るが財源はどこにあるか？

３５億もある。合併債もあ

る。霞が関に有る、識る人

は知る。庁舎立替前に財政

調整基金を住民に返金しな

ければ森執行部に勝手に使

われて返す現金が無くなる。

以上の条件が満たされた時、

好きですこの町この暮らし、

住んで良かった小鹿野町に

なります

昭和34年12月28日

倉尾小・中・学校・小鹿野高校卒・

上智大学イスパニアセンター ・

慶応大学中退・労働金庫・上場建

設会社・証券会社・不動産会社

家族：男（同居）女（財務省）

住所：秩父郡小鹿野町藤倉2090
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止まぬ告発の連鎖
個人情報丸出し

自 己 紹 介
新井 富士男

自己矛盾・自家撞着発言
森町長答弁意味不明

森町長の秩父市型
行政運営の誤り

森執行部の4年間
間違いの精神構造

小鹿野町再生
見直しは不可欠


