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○２００９年（平成２１年）６月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

（１）曽我村長の選挙公約と今後の村政への取り組みについて 

（２）新型インフルエンザ対策について 

 

◆藤川 稔 

まず、質問に先立ちまして、本定例議会は私が議員となりまして初めての定例会であり、また一問

一答方式を取り入れて、その第１号となりました。加えて、本会議一般質問のトップバッターという

ことで、非常に不慣れな点が多々ありますけれどもよろしくお願いをいたします。 

それでは、通告に基づき一般質問をさせていただきます。 

はじめに、曽我村長に置かれましては、先の村長選挙において、多くの村民の支持を得られ当選さ

れましたこと、心からお喜びとお祝いを申し上げます。おめでとうございました。中川村のさらなる

発展のため、ご活躍くださいますようご期待申し上げますとともに、２期目のスタートにあたり、村

長の公約と政治姿勢について伺いたいと存じます。 

さて、現在の社会情勢は、深刻度を増す世界金融危機と戦後最大の世界同時不況の中で、100 年に

一度という未曽有の経済危機に直面し、経済の収縮による悪影響が一部の中小企業、地域経済や非正

規労働者等の社会的弱者にしわ寄せされる形で表れています。 

伊那職業安定所における４月の月間有効求人倍率は 0.31 倍で、前月を 0.06 ポイント、昨年同月比

0.91 ポイント低下し、統計を開始した昭和 48 年以降最低となっております。新規求人数は、704 人

で、対前年円同月比 41.4％減少し、産業別では製造業、建設業、卸、小売業等で、前年同月を下回

っております。求人数に対し、新規求職者数は 1,430 人で、対前年同月比 39.6％増加しております。

村内にあっても、大変厳しい状況の中で、皆さん頑張っておられることと推察いたします。非常に頭

が下がる思い出ございます。このような厳しい状況下、現行の過疎地域自立促進特措法が来年３月末

をもって失効いたします。なお、今後における新過疎法の指定基準は不透明でございます。また、少

子高齢化の進行など、重要にして喫緊の課題が山積する中で、これからの４年間は自立の継続性と安

心・安全・安定な村づくりなどを行うために、極めて重要な期間であり、村民も注視しているところ

でございます。そうした中、多くの公約を掲げられ再選したわけでありますが、これらの公約は村民

にとって夢と希望を与えてくれるものと期待しているところでございます。しかし、公約によっては、

その内容に具体性を欠き、村民にとって分かりづらいものも見受けられます。 

まず、１問目の曽我村長の選挙公約と今後の村政の取り組みについて、その中の選挙公約の実現に向

けて、村長はどのような施策を考えておられるかという点について、私の考えを織り交ぜながら、随

時お伺いしてまいりますので、できる限り具体的に説明をいただきたく、中川村ホームページに掲載

されました「2009 年村長選挙公約」の項目の中身をベースにお尋ねいたします。 

なお、同様の通告が私のほか４名の議員各位から出されておりますので、私がお聞きしたい部分につ
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いてのみといたします。よろしくお願いいたします。 

先ほど申し上げたとおり、現在の不況は、一部指標で改善は見られるものの、長期化の様相も日的

できません。おそらく村長も公約の中で、最重要課題として捉えておられるものと拝察いたします。 

この中で、村長は、子どもたちにつらい思いをさせない配慮として、要保護、準要保護児童家庭への

給食費の補助を無料になるまで増額するという具体策に踏み込んだ公約を掲げられております。先ほ

ど、この定例会の中で補正予算を組んでこの部分は実行するという提案がなされまして、最終的に可

決をいたしました。スピード感をもって対応していただき、私は高く評価をしたいと思います。 

逆に、本来、私の今日のこの質問の趣旨は、逆にこの場でそういった議案が上程されなければ、実効

性が高く予算の裏付けもあり、できるものでないとすれば、逆にどうして出さないのですかというよ

うな質問をする予定だったのですけれども、先ほどの結果で確定されましたので、そういったスピー

ド感をもって対応していただいたことについて、評価をいたし、今後のさらなる取組に期待をいたし

ます。先の長野日報の新聞、５月 15 日付の新聞を見ますと、こういった就学援助費を含めて、伊那

市の教育委員会でも景気悪化が影響で、昨年の秋以降に申請が急増をしておるというような記事も載

っておりました。今後、いろいろな面で小中学生の就学援助とできるものがあれば取り組んでいただ

きたいと思います。 

次に、商工業の振興資金についてでありますが、この中で活用しやすくするための提言について求

められております。待ったなしの不況対策として、今までに商工業関係者とのワークショップなど行

ってきた経過があるのか、この点についてお伺いをいたします。 

 

◆村長 

商工業者の皆さんとのワークショップという形ではないですが、日頃、いろいろと商工会の皆さん

との会話の機会はございますし、それからまた振興課の方にこういう制度資金の申請等が最近やっぱ

り増えているなというふうなことは思っておりますので、それでその全体の枠を昨年度増やしたわけ

ですけれども、それがまた皆さんにご利用いただいて、枠が残りがわずかになってくるのか、あるい

はまたさらにそのほかのこういうふうな形での使い方ができたらいいのにな、こういうことがあって、

ちょっとなかなか申請したけれどもできにくい部分があるなというふうな、そういう点のご意見があ

れば、どんどんお出しいただいて、改良できることであれば改良してというふうなことを考えている

次第です。今のところ、枠については、昨年度のときに段々利用が増えてきて、ゆとりが少なくなっ

てくるかもしれないねというふうな、そういうようなご意見は商工会からもありましたけれども、そ

の貸し出しの仕方について、ちょっとこれがあるからネックになっているのだというふうな、そうい

うふうな具体的なお話は大きなものは最近ではいただいていないかなというふうに思っております。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

今、村長に言われたように、確かにご提言をくださいという、ちょっと受身な姿勢のように思われ
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てなりません。農業もそうですけれども、商工業を取り巻くいろいろな課題は、多くのものがその背

景にございます。是非、そういった受身のスタンスでなくて、関係者同士がそういった課題を投げか

ける中でいろいろな議論をし、できるものからやっていくというような、そういったワークショップ

などの場を設けて、早期の対応をしていくことが肝要のように私は思いますが、再度、その点につい

てお伺いいたします。 

 

◆村長 

私としましては、４年前のときからですね、村にはたくさんの魅力的な可能性があるのに、それが

活かされていないと、でそれをみんなで活かしていって、内発的な発展をしていこうよというような、

それが一番村にとっていい方法だなというふうに考えているところです。そして、実際、そういうふ

うな形でいろんな取り組みをされる村民の方も数は段々と増えてきておって、頼もしいことだなとい

うふうに感じておりますけれども、まだまだそれは少ないのかな、でもいろいろそんなことを新しい

取り組みをするのにやりやすい環境整備というふうなことを行政の役割としてやっていかなくては

いけないというふうに思っているわけですけれども、だから逆にそのどちらかというと、行政の主体

性というよりも、今、ふと４年前の公約を思い出しましたけれども、やる気のある村民の皆さんが活

躍できるようなというふうなことを言ったかと思いますけれども、村民の皆さんからもっともっとい

ろんな、こんなこともしたら面白いと思う、こういうこともして、こういうことができないかなみた

いな、そういうような問いかけなり、取り組みなりがたくさん出てくると嬉しいな、別にこちらから

何も申し上げないというわけではないし、いろいろといろんなご意見を個別に伺っておったりもする

し、これからもお話を聞いていくつもりですけれども、逆に言うと、そのこっちから言わないと何も

返ってこないというのは、大変さびしいなというふうな思いがしてるところでございます。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

ワークショップのほかに、そういった関係者とのディスカッションする場がおありになるというこ

とでありますので、それはそれでいいんですけれども、是非、こういった厳しい状況の中であります

ので、是非、村としてもそういった商工関係の方々にも、村として一生懸命取り組んでやっているん

だぞというような心意気と前向きな姿勢を含める意味でも、非常にそういった村の姿勢を感じれば、

やる気も当然出てくると思いますし、また是非、そういった場を含めて関係者とディスカッションし

ながら、より良い施策に反映させていっていただければと思います。 

農業を取り巻く環境については、今さら申し上げるまでもなく、農業従事者の高齢化や後継者不足、

米価の下落や輸入拡大による農産物の価格低迷による農業所得の減少、耕作放棄地の増加、加えて鳥

獣被害など、深刻な状況をていしております。これらの環境下、農業の発展及び維持管理に悲観的に

捉える方々も多くおいでになると思います。これらのことから、今後の村、農業の維持発展のために

は、農業生産基盤の整備促進はもとより、地域における合意形成を基本としながら、従来の農業生産
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構造を地域の意欲のある農業者、または農業生産組織が効率的かつ安定的に農業経営を行うことが可

能となる構造へと変革していくことが必要であると考えます。村内にあっては、農業地利用改善組合

など、そうした課題に取り組む組織も発足いたしました。村長は、この中で村の魅力を売り出しやす

くする手段として、農作物を最大の魅力として捉えており、課題の広告には後継者の確保が不可欠だ

とお考えになっておられます。確かに病院も医師が不足すれば医療の確保は難しく、農業も後継者担

い手がおらなければ成り立ちません。そこで、村長は、農業のマンパワーの確保について、具体的に

どのような施策を考えておられるかをお伺いいたします。 

 

◆村長 

 中川村の農業を持続的なものにするための一つの手段としてというよりも、後継者が残るというの

は、もう少しゴールに近いところに設定をしておりまして、ホームページ上に書きました公約にも、

そういうふうな形で書いてあるんですけれど、後継者が残ってくれるために、どんなことをすればい

いのかということで、いろんなことを書いておるわけでございます。 

農業の付加価値、すみません、原議員の原稿を見ながら書いていて、ちょっと答ざるを得なくなって

いて、大変申し訳ないところもあるんですけれど、農業も元気なものにしていくためには、２つのこ

とが必要だと思っていて、１つは、今の農地、荒廃農地にならないように守っていくというふうなこ

とが必要だと思っていますし、もう１つは、農業を儲かるようなものにしていくというふうなことが

必要で、それらのことから後継者の人が、たまたま、たまたまと言ったらおかしいかもしれませんが、

今、経済的な状況も非常に難しい状況になっているので、都会で暮らしていくのも行き詰っていると

いうふうな方もいらっしゃるかもしれないし、そういうふうに言えば農業がもう少し儲かるような形

にしていくことによって、後継者の方が後継者なり、新規の方が入ってこられるような、きやすい、

そういうふうになりやすい状況にあるかなというふうに思っています。 

ですので、後継者の方、後継者なり、その農業を担っていく新しい人材を育てるためには、儲かるよ

うにしていくことが大事なことかなというふうに思っておりまして、そのためにはいろんな方法があ

るというふうに考えております。付加価値の付け方、選挙中も申し上げたのは、中川の農家の皆さん、

生産に関しては非常に優れているけれども、販売というところについては、もうちょっと工夫をする

余地があるんじゃないかなというふうなことで、例えば加工によって付加価値を高くして、採れた農

作物を全部上手に活用する、そして季節を問わずに出荷していくというふうなこともできるかもしれ

ない、そのためには今、つくっチャオをどんなふうな形にすればいいか、建て替えに向けて今、みん

なで検討しておるというふうなところですけれども、それからあと観光と結びつけて体験型の農業で

すとか、農家レストランとか、農家民宿みたいなこともだいぶ増えてきましたけれども、もっともっ

と増やして、望岳荘なんかでも地元産をもっともっと扱うような形でやっていきたいなというふうに

思います。 

加工とか、それから全然新しいルート開発みたいなことも、その農家によっては可能、適切な農家と

してはそういうことも可能でしょうし、それから日本で最も美しい村連合というものをうまくブラン
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ド価値として差別化をするために活用していただく農家の方々も、日本で美しい村連合の準会員とい

う形になってくださっている方が増えておりますので、そういう方がそういうものをマークと名前を

うまく使って、例えば、そのマークを入れるのにパッケージに 5 円お金がいったとしても、20 円高

く売れればそれで大儲けなわけですし、そういうようなこともやっていただけると思いますし、先ほ

どのことで言えば望岳荘のことで言えば、望岳荘でも地元野菜なんかを扱っていますけれども、もっ

とその中川の農家の皆さんがですね、「おらの作ったこれをちょっと使ってくれんかね」みたいな形

で望岳荘に持ち込むというふうな方ももっといらしてもいいと思うんだけれども、そういうことも実

はあまりないというふうなことがあるので、先ほどのお話じゃないですけれども、もうちょっと儲け

ようというか、上手に売ろうよというふうなことをですね、意識的にもみんながもっと持って、いろ

んな試みをして、必ずしも持ち込まれたもの全部買えるとは限らないし、逆にこの作物はこうこうだ

からちょっと買えないねというふうな話も出るかもしれないし、それはそれで改善点として活かして

もらえばいいし、何かそういうふうな形でともかく儲かる農業に取り組んでいくための環境づくりを

しておって、それで少しずつでも儲けになるような形をつくって、都会から村を出た人とかは帰って

きてくれて、それでまた新しい発想で新しい売り方みたいなこともやっていただいてというふうなこ

とを、それができる残りわずかな期間かなというふうに思っておるというようなことでございます。 

 

◆藤川 稔 

ただいま、いろいろと村長のお考えをお聞きしましたが、いずれにしても何をやるにしても、やは

り人でありまして、先月、長野日報の社会面に「上伊那発農の明日、上伊那の現状を追う」という記

事がありました。これは６回にわたって連載されましたが、その２回目にＩターンから営農を始めて

５年目の片桐の男性の記事が掲載されておりました。この方は周囲が応援してくれる若い人たちで頑

張って農業を盛り上げたいと意気込んでおられるそうです。非常に夢と希望を与えてくれる記事であ

りました。先ほど申し上げた担い手不足の中、この方のような若年層の就農者または貴重な存在であ

り、やる気と能力のある農業者を育成確保していくことは、農業の持続的な発展のために極めて重要

なことであります。そうした意味で、後継者担い手育成相談窓口を行政に設け、発信していくいこと

も必要ではないかと考えます。また、このような農業者を村や関係機関だけでなくて、集落などの地

域ぐるみで応援することで地域農業の荒廃地を防ぐ効果も期待されると考えます。同時に、会社など

定年を迎えた方々にも農業振興に一役かってもらえるような、そんな仕組みも考える必要もあるよう

に思います。いずれにしましても、村、ＪＡ及び関係機関、そして先ほどのような方々と連携を取り

合いながら農業の発展にご尽力いただきたいと思います。 

さて、公約についての質問は最後といたしますが、第３点目の、子どものいる世帯の経済的負担を

軽減し、子育てを支援する狙いから、村長は医療費無料の対象を小学校卒業から中学校卒業まで引き

上げるということですが、これも先ほどの給食費同様、本定例会に議案として上程をされまして、可

決を見ました。これも早速のご対応、高く評価をしたいと思います。そのほか、子育て支援の施策と

して、村もいろいろと取り組んでこられていますが、広域サービス等の充実、地域社会における子育
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て支援体制の整備、ゆとりのある教育の推進、生活環境の整備、経済的負担の軽減等について、引き

続きお取り組みをいただければと思います。 

次に、この子育て支援に関連する少子化対策や人口増については、公約として触れておられません

が、この点について村長のお考えをお伺いいたします。 

 

◆村長 

少子化対策、先ほど農業の若手の方々というふうなお話もあって、ちょっと関連するところがある

かなと思うんですけれども、村役場の方には、ちっちゃい子どもさんを連れた若いご夫婦、結構よそ

からお見えになって、農業をやりたいとか、あるいは農業とは限らないんですけれども、いろんな形

で村に住んで、村に貢献しながら生活したいんだけれども、どこか住める場所ありませんかね、とい

うふうなそういうような方々がお見えになっておると、でお名前を書いていかれて、空き民家はたく

さんあるんだけれど、なかなか貸していいよというのがなくてというふうなことで、村としましても、

空き民家の活用についての補助の制度をつくっておるわけですけれども、なかなか制度が悪いのか、

どういうところかわからないんですけれど、なかなか空き民家の利用が進まないというところが大変

残念だなというふうに思っています。 

そして、結婚とか、子どもさんとかをつくるとかいうふうなことについては、何と言うのか、その結

婚相談員とかの活躍というふうな具体的なこともあるんですけれども、もう少し広いバックグランド

的なこととして、また村が暮らしやすかったり、いろんな活動がしやすかったり、明るかったり、楽

しかったり、若い人が活発に動き回ったりとか、そういうような風土みたいな若い人の暮らしやすい、

楽しい元気のいい村だというような、そういう風土を大事にしていくことが大事かなと思います。 

今、現に中川村いろんなお祭りやら、いろんな活動されている方々がたくさんあって、元気な人たち

がいろんなことをされていて、それが委縮せずに伸び伸びと活躍できるような、そういうふうな環境

づくりということは、気持ちの上で大事にしていきたいなというふうに思っています。 

先ほどの農家のお話でも、おっしゃっていた方も含めてですね、若手農業者の会がございまして、定

期的に集まって、それはそれぞれ施設農家だったり、有機農業だったり、何かまた違う花をやってい

たりとか、いろんな形の跡継ぎの方もいらっしゃるし、いろんな形の観光農園の民宿に興味を持って

いる方もいらっしゃるし、いろいろ方向性の違う農業を考えている若い農業者のグループとうのがあ

って、いろんな活動をしていて、それでもって振興課でその辺は一緒に動いたりしておるわけですけ

れども、そういう皆さんも活躍しやすいような、いろいろ新しい取り組みのしやすいようなそういう

ような村にしていかなくてはいけないなと思っています。 

例えば、加工の話なんかでも、こんなふうな加工をしたいねとか、しようよとかいうふうな話が、つ

くっチャオの絡みでもあると思うんですけれども、いろいろ聞こえてきていることもあって、先ほど

申し上げた村民になってからの積極的な動きというのが、増えてきているような、そういうのが勢い

を増しているような感じがして、大変うれしい、ありがたいと思いますし、もっともっとそれを発展

させていきたいなというふうに思っています。 
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いろんな話が飛んだりしますが、スポーツだとか、文化とか、活動が活発になるような形で、結婚を

したり、その中で恋が芽生えたり、子どももつくって中川で育てたいよねと思っていただけるような、

そういう村づくりをしていかなくてはいけないというふうに思っております。 

 

◆藤川 稔 

まさに、今、村長が言われましたように、子育て支援の前提となる結婚、出産については同感でご

ざいます。子どもと家族を応援する村となって、そういった施策を展開していくことも肝要かと思い

ます。 

先の中川村第５次総合計画策定に向けて、村民から捉えましたアンケートの中で、これからも住み

続けたいかという問いに、住み続けたいが全体で 61％、若い世代のほどどちらとも言えないが多く

なっておりました。ここで生まれ育った若者がそのまま停留できるような環境づくり、また村外から

も村の魅力に惹かれ、先ほども申し上げたように、Ｉターン、あるいはＵターンしていただけるよう

な施策も必要と考えます。一つの案として、中川村若者定住対策事業実施要綱なるものを策定し、Ｉ

ターン、Ｕターン及び新規学卒者の方で村内に定住した方には、奨励金を交付するなど、そういった

施策も一つ考えてみる必要があるんじゃないかと、そんなふうに思います。将来の中川村を担う若者

の定住を促進するため、そうした助成措置も定めることによって、地域の活性化を図っていくことも

大事と考えます。 

以上、何点かについて質問してまいりましたが、近年、自ら掲げたマニフェストの進捗状況を定期

的に公表したり、そのための検証の場を設置する首長も現れてきております。しかし、首長選でロー

カルマニフェストを作成することは、困難な点も多く、これが万能というわけでは決してございませ

ん。例えば、掲げた目標はすぐに達成してしまうものばかりなのか、あるいはチャレンジングなもの

なのか、財源はどこまで起債できるのかといったマニフェストでは、短期の成果のみを求める傾向に

なりがちではないかなど、課題はたくさんありますが、私も、公約を検証しつつ、今後の公約実現の

ための取組に期待を申し上げたいと思います。 

以上、公約の実現に向けて村長はどのような施策を考えておられるかという点についての質問は終

了いたします。 

次に、１期目の反省点と経験を活かした村政を今後どのように進めていくかという点についてお伺

いいたします。 

村長も、自ら言っておられるように、村の歴史に浅く、行政経験がない中、１期４年間務めてこら

れました。そんな中、なかなか結果を出すということは、大変であったと思いますし、評価や批判が

交差する中、いろいろと経験されてきたと思います。もちろん、周りの方々に助けられた場面も多々

あったかと推察いたします。そこで、反省点というと語幣があるかもしれませんけれども、村長は１

期目について、村民の皆様に選挙公約として、お約束した中でどのくらい実現、あるいは達成できた

とお思いになっているのでしょうか。総括的で結構でございますので、自己評価と併せて端的にお答

をいただきたいと思います。 
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◆村長 

通告書で言うと１と２と一緒でいいんですよね。そういうことですよね。反省点１つ、村長給与を

30％にしたこと。達成度はそれも一つの達成なんですけれども、正直申し上げて、合併せずに自立

ということでスタートしたわけなんですけれども、そのときは村の財政破綻してしまうのではないか

というふうなことがありましたので、そうならなかったというふうなことが、そのことが最大のテー

マ、課題としてスタートしましたので、そうならなかったというだけで私としては及第点、前にも申

し上げましたけれど、そんなふうな感じを持っております。それから、通告書をいただいて、４年前

の公約をいろいろ振り返ったわけですけれども、望岳荘とチャオ周辺を強化するというふうなこと申

し上げてきたわけなんですけれども、望岳荘は当時赤字だったものを単年度黒字というふうな記帳と

いうふうな形でやっていくことができました。これは、望岳荘のスタッフとか、いろんな方のご協力

をいただいて、いい形にできてきているのではないかなと思います。これから不況の中でどうなって

いくのかわからないんですけれども、望岳荘の経営については、随分改善できたかなというふうに思

います。それから、先ほど申し上げたように、もっともっと望岳荘単体ではなくて、村の農業等々、

観光等々にいい影響を及ぼす牽引役としての役割ということについては、まだちょっと不十分かな、

これからもっと頑張っていかなくてはいけないかなと思っています。 

それから、もう１つのチャオ周辺につきましては、いろいろとバンビーニから始まって、天の中川

河川公園、今やりかけのいろんなこともありますけれども、全部終わっているわけではありませんけ

れども、何となく、その賑わいと言いますか、少しいいような雰囲気も生まれつつあるのではないか

なというふうに思います。残りの部分、早く完成させてチャオ周辺の賑わいをもっともっともたらせ

てですね、チャオ周辺が中川村全体を引っ張っていく、その窓口、ハブとして中川村の全体にいい影

響を及ぼすような形をつくっていかなくてはいけないなというふうに考えております。 

それから、頑張る人を応援して、外からお金の入る村というふうなことを、先ほどちょっと触れま

したように、申し上げたんですけれども、そういう環境づくりについては、いろいろと幾つかやって

きたというふうに思っていますけれども、もっともっと村民それぞれのいろんな立場の人々がそれぞ

れの立場ごとに、自分の強味を活かして、弱味を克服して頑張れるような、頑張ろうというふうな、

そんな気運がもっともっと盛り上がるようにしていきたいなというふうに思っています。 

それから、もう１つは、子どもの医療費の無料化拡大、小学校３年生までというふうに４年前申し

上げたわけなんですけれども、その後、すぐに３年生までと言って、その後すぐ小学校６年生までと

いうことで、また２段階でその福祉医療費の枠を拡大して、また今日、お認めをいただいて、中学校

卒業までということにできたわけなんですけれども、そのこと自体もですし、当時上伊那が全部小学

校に入るまでというふうなことだったんですけれども、中川村が最初に小学校３年生までというふう

なことを宣伝を付けて、その結果かどうかは定かなことはわかりませんけれども、それ以降、上伊那

も医療費の無料化の枠がですね、各町村の拡大をどんどんしていくというふうな形になったのではな

いかなと思って、その点はすごくうれしいなというふうに思っています。そういうような印象という

か、感じを持っております。 
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以上です。 

 

◆藤川 稔 

次に、今回の村長選において、他の候補のマニフェストにも村政に反映できれば有益なものも見受

けられます。具体的には、申しませんが、村長がそういったマニフェストに共感でき、取り上げてみ

たいと思うものがあれば、検討する余地がおありになるかどうか、この点についてお伺いいたします

ので、簡単で結構でございますので、お答いただきたいと思います。 

 

◆村長 

言葉の表現は違うけれども、考え方というのは、結構共通している部分が多いなというふうな感じ

を持っております。ですから、そんなに全然違うことばっかりだというふうなことは思っておりませ

んし、もともと同じ、例えば農業の付加価値を上げようとか、所得を上げようというのか、もうかる

農業にするとか、いろんないい方があるけれども、結局狙っている考え方としては一緒だと思います

し、みんなその中川の伝統とか、文化とか大事にしたいというふうなことなんかも共通しておったし、

共通している部分がすごく多いなというふうに感じておりまして、そういう意味では、その方向とい

うのは大事に取り組んでいかなくてはいけないというふうに考えております。 

 

◆藤川 稔 

ただいま、ご答弁をいただきまして、前向きな姿勢に期待を申し上げたいと思います。 

以上をもちまして、１問目の質問を終了いたします。 

次に、２問目の中川村における新型インフルエンザ対策について、お伺いをいたします。 

最近は、新聞やテレビで新型インフルエンザのニュースを見ない日がないほど新型インフルエンザは

国民の一大関心事となっております。世界保健機構ＷＨＯは、新型インフルエンザの警戒水準、いわ

ゆるフェーズを４月 27 日に３から４に上げ、新型インフルエンザの発生を認定、同 29 日には、さ

らに５に引き上げ、ついに６月 12 日に最高の６に引き上げました。同時に世界的大流行ファンデミ

ックを制限したところであります。インフルエンザの世界的大流行は、約 100 万人の死亡者を出し

た 1968 年の香港風邪以来、実に 40 年ぶりだそうです。人が地球規模で移動する現代は、ウイルス

もたやすく国境を超えるようになり、新型の豚インフルエンザの発生が認定されてから、わずか１ヶ

月半で感染者は 2 万 7,000 人を突破いたしました。国内では、感染が確認されてから、間もなくひ

と月になりますが、感染は 20 都道府県を超えております。人数にして 580 人超になっております。

集団感染も相次ぎ、終息の気配は見えません。そうした中、一昨日はついに飯田で新型インフルエン

ザが確認され、検査で感染が判明いたしました。県によると、患者は今月１日から９日まで、旅行で

ハワイに滞在、10 日夜に飯田市の自宅に帰宅後、11 日、午後７時ころ 39.2°の発熱を発症、13 日、

県飯田保健福祉事務所に電話相談し、市内の診療所を経て感染指定病院であります飯田市立病院の発

熱外来を受診いたしました。簡易検査でＡ型ウイルスの陽性反応が出たため、検体を県の環境保全研
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究所に送り、同日の午後 10 時半、感染を確認したということであります。現在、患者は飯田市立病

院において、一般の患者とは隔離した場所で治療をしていて、容態は安定しているということであり

ます。今回、県内での確認は初めてであり、私も遠からず県内で発生するであろうと思っておりまし

たが、こうした身近な市町村からの発生に改めて感染症の恐ろしさを再認識したところでございます。

中川村において、決して対外のはずでは済まされません。対応に万全の体制をとることが肝要であり

ます。ただ、今回の新型インフルエンザは、重症化する可能性は冬に流行する季節性のインフルエン

ザと同様程度とされ、治療薬のタミフルやジエンゾも有効とされております。したがって、不要なパ

ニックや偏見を生まないためにも、行政は感染拡大や混乱防止に向け、正確な情報を収集し、住民に

速やかに伝えることが重要であり、電話相談を受ける保健福祉事務所と医療機関の連携も一層求めら

れております。 

ただ、今回の新型インフルエンザは、弱毒性で、病原性が低いことから、住民の冷静な行動が欠か

せないことは言うまでもございません。また、上伊那における感染指定病院は伊那中央病院でありま

すが、感染指定協力病院であります昭和伊南総合病院においては、発熱外来の設置と隔離病床の確保

は出来上がっている状況のようであります。 

昭和伊南総合病院における発熱外来開設の訓練は、去る５月１日に行われたようであり、隔離病床に

ついては、簡易感染隔離ユニットを購入し、現在は約 10 人の収容能力を確保しているとのことであ

ります。 

いずれにしましても、新型インフルエンザは、多数の住民の健康生命に関わり、また社会経済活動

に甚大な影響を及ぼすことから、自治体のみならず学校企業等の住民各層において、総合的に対策を

講ずるとともに、今回の経験を活かした万全の備えが急がれるところであります。 

さて、中川村の新型インフルエンザ対策については、先般、５月 20 日の全員協議会で現況の報告を

受けておりますが、村内においても発生の現実味が増してきておりますので、改めて取り組みなどを

お伺いいたします。 

まず、現在に至るまでの取り組みについてお伺いをいたします。 

 

◆保健福祉課長   

それでは、私の方からまず藤川議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 

現在に至るまでに村の方で行ってきた取り組みについて、簡単に申し述べたいと思います。 

経過を申し上げるまでに、実は４月 28 日に、上伊那に、患者が国内発生したということを受けまし

て、午前中に県に対策本部ができ、午後には上伊那地方本部が設立をされました。これは、県の行動

計画に基づくものであります。で、その席の中で、市町村は何と言いますか、オブザーバーという形

でそこに参加をしまして、その中で要請を幾つかされたところであります。６点あるわけですけれど、

それに基づいて村の方では具体的な対策を講じてきました。改めて申し上げます。この中では、防護

服等を確保すること、それから窓口を設置すること、これは保健福祉課に設置をいたしました。それ

から、要援護者の状況の把握と支援体制を確立すること。これにつきましても、保健福祉課にありま
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す台帳等で対応するということでございます。それから、庁内連絡網を整備すること、これは当日提

案をし、当日と言いますか、４月 30 日の対策本部を確立したところに段階で連絡網を整備をしてお

ります。それから行政で行う業務を整理しておくということでございますが、これについてはちょっ

と実は一番重要になりますのは、各課で行う行動マニュアルというやつです。これは、事業を行政事

務をどうしても継続して行わなければならない優先順につくるというものでありまして、これがまだ

できておりません。これから入りますけれども。それから食糧を住民の皆さんに２週間程度確保して

いただくということでありますけれども、これは情報等で流してきたということであります。そうい

うことをやりまして、実はその前に 12 月の段階で、昨年の 12 月ですけれども、議会の中で実は、

この段階では鳥由来のＨ５Ｎ１型のインフルエンザがいつ流行るかもしれないというようなことで

したので、緊急にではありますけれども、できるところで備蓄品を議会の同意を得て整備をさせてい

ただきました。でも、これはまだ完全ではございません。で、そうこうしているうちに、実は 13 日

に 22 時 30 分に飯田市内で患者が発生した報道がありまして、翌日県知事のメッセージという形で

対策本部から対策本部長名で指示が来ております。今朝、その会議を議会の始まる前に対策本部会議

を開きまして、当面村として、どのような行動をとるのかということについては、確認をして別れた

ということでございます。端的に申し上げますと、とりあえずのところでは、先ほどおっしゃられた

ように、情報に左右されることはなく、むやみにパニックとうか、そういうことになることなく、そ

れぞれの個人的な予防を今までお願いしてきたことをやっていただくこと、それから保育園ですとか、

学校等の休校、休園については、当面ところやらないというようなことで、それを確認してきたとこ

ろでございます。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

ただいまご答弁をいただきました。５月 20 日の全協時点で警戒水準がフェーズ４、以降、瞬く間

に最高のフェーズ６となり、その感染スピードは相当なものがあります。ただいま、現在に至るまで

の取り組みについて、ご答弁いただきましたが、全体的には、県の上伊那地方本部からの指示と言い

ますか、そういったものによって進めていっているかなと、そういうような感じを受けたわけでござ

います。中川村としても、もう少しスピード感を持って、独自に情報収集や他市町村の対応の動向等

を踏まえて、早急に行動計画を策定する必要があるように思いますが、その点についていかがでしょ

うか。 

 

◆保健福祉課長   

今、ご指摘のありました行動計画、これにつきましては、各市町村が整備するものでございまして、

長野県の行動計画に基づいて、それと当然のことながら整合を図るということが一番の前提です。そ

れと併せまして、中川村は上伊那圏域の一部でございますので、伊南行政組合等と、あるいは広域連

合との連携、もっと言っていきますと、上伊那医師会との連携ということが、これから蔓延が起こる
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という段階では、非常に重要になってきますので、それらと整合を図るということが必要になります。 

今、現在のところを申し上げますと、行動計画につきましては、実は原案という段階でできておりま

す。これは、県の方から最低こういうことはつくっていただきたいということに基づいたものでござ

いまして、これについては議会の中では、全員の議員の皆さんにまだ原案ということで申し訳ないの

で、お示しをしてありませんけれども、こんなところでお示しをするまでもなく、流行してしまった

ということがございますので、一応、厚生文教委員の皆さんにはこういうようなものに基づいて今進

めておりますということで、示させていただいております。細かいことについては、ここでは割愛を

させていただきますけれども、簡単に申し上げますと、インフルエンザ対策の目的ですとか、その中

で村がどういう役割を果たすのか、それから一番重要になりますのは、インフルエンザの発生段階、

今お話がありましたとおり、ＷＨＯの段階では６ということになっておりますが、国内ではまだ第２

段階であります。それと、それぞれこれが広がっていったときの具体的な対処方針、それからインフ

ルエンザの病原程度の差による流行の規模と中川村の被害予測、被害予測に基づいてそれぞれの各課

が何をするか、どういうふうにしていくか、上伊那とどういう連携を取るかということがこの中で述

べられるというか、決まってくるということになっております。これについては、何度も申し上げま

すけれども、発生しながらということですので、これを原案の段階から対策本部の中で元のこれを実

は村の行動計画として、早急に確認をし、次の段階としては今申し上げたとおり、計画づくり、具体

的なマニュアル、過去の行動マニュアルにつなげていきたいというふうに考えております。 

それから、上伊那の連携と言いますか、そういった段階では、ちょっとなかなか住民の皆さんに情報

が見えないし、具体的に何をしているのか、ちょっとわからないというような条項があるかと思いま

すけれども、先ほど、おっしゃっていただきましたとおり、県レベルでは、もっと言いますと、上伊

那のレベルでは、被害予測をつくりながら、今現在は第２段階ですので、感染症指定病院の、これは

伊那中央病院なんですけれども、ここでの発熱外来診療を中心にして、最大で今の段階では４床程度

の入院を確保するということになっております。これが、次の第３段階と言いまして、拡大、それか

ら蔓延期、それから終息に向かっていく第３段階に向かうんですけれども、その段階での被害予測に

基づきますと、ここの病院だけではとても対応できません。できませんので、先ほどお話が出てきま

したとおり、ここについて、伊南地域につきましては、昭和伊南総合病院の中での発熱外来と病床最

大 40 床程度を受け入れるような体制づくりを今進めていただいておるところであります。 

あと、協力病院ということで、ほかに３病院、伊那中央と合わせますと５病院の体制でもってやって

いくというような原案で今、話を進めておるところでございます。ただし、具体的な公表がまだでき

る段階ではないということでありますので、それぞれのところで進めていただいておるということを

申し上げておきます。それからもう１つ、医師会との協力ということが必要になるわけでありますが、

これについての必要性ということも飯田の方で発生してきた、これから蔓延ずるぞという話になって

きました段階では、より具体性が帯びてまいります。これにつきましては、上伊那医師会とこれから

広域連合中心にしまして、各市町村の協力体制、先生方のお願いの仕方、これらを詰めていくという

段階でありますので、まだ住民の皆さんには、ちょっと発表できる段階ではないということで、ご了
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解願いたいと思っております。 

 

◆藤川 稔 

その前に申し訳ございません。残り時間が見ずらいので議会事務局長、恐れ入りますがあと何分で

すか。 

 

◆事務局長 

７分 53 秒です。 

 

◆藤川 稔 

わかりました。 

今、保健福祉課長からご答弁をいただきました。世界ではフェーズ６、国内ではフェーズ２ぐらい

かなというようなご答弁でありましたけれども、先ほども申し上げたように、国内においても、20

都道府県以上、それぞれ発生しておりまして、残りの都道府県にも飛び火するのは時間の問題かと思

います。やっぱり、高いレベルでの危機感、そんなことも必要ではないかと思います。一つ、駒ヶ根

市の例で申し上げますと、新型インフルエンザ対策行動計画を策定しまして、５月 21 日に昭和伊南

総合病院など、関係機関とともにその内容について協議を行っております。協議事項の中身は市の対

策本部の設置及び対策行動計画について、また昭和伊南総合病院、駒ヶ根市、教育委員会、社会福祉

施設等、それぞれの施設での独自の新型インフルエンザ対策についてなど、今後の取り組みを含めて

の内容となっております。私は、駒ヶ根市の協議内容に加え、企業にも啓発していくことが大事かと

思います。企業は自ら対策を講ずるべきところでありますが、行政と企業とが連携をとって、情報の

共有を図ることも村としての責務の一つかと考える次第でございます。 

先ほども述べましたとおり、社会経済活動に甚大な影響を及ぼすことから、地方自治体のみならず、

学校、企業等、総合的に対策を講じる施策が急がれるところであります。今後の取り組みを期待する

ところであります。それと、最後の質問になりますけれども、この新型インフルエンザについて、安

心安全の角度から住民に対して、どのような情報をどんな手段で発信してきたか、お伺いしたいと思

いますが、先の全協で示されました資料で見ますと、ＣＡＴＶ、広報により随時連絡ということであ

ります。私は、村のホームページを拝見して、もちろんトップページ以外には新型インフルエンザの

情報が発信されておるかなと思いましたが、非常に悲しいことでございますけれども、発信されてお

りませんでした。上伊那の７市町村を見ますと、発信されておらなかったのは、当村と箕輪町、他の

市町村におきましては、トップページに出て、随時更新をしながら発信をされておりました。そうい

った状況でございます。いろいろと総合しますと、先ほどの行動計画策定の遅れを含めて、ちょっと

あまりに危機管理に希薄と言わざるを得ません。この点について、ご見解をお伺いいたします。 
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◆保健福祉課長 

今回のインフルエンザにつきましては、これはホームページの掲載をしていくという準備がないま

まに、実は対策本部を立ち上げ、それからいろいろ情報を収集しておったところが、飯田市で発生と、

こういうふうになってしまったわけでありますが、一応、まずＣＡＴＶの文字放送等でまずお知らせ

するという手段が一番早いかなということで、それを選択したところであります。 

今回のインフルエンザは、幸い感染性はかなり強いわけでありますけれども、毒性は通常のインフル

エンザ程度であるというようなことが、まだ救いかなとは思っておりますけれど、そういうような判

断からホームページに記載しないままＣＡＴＶや広報誌による情報の伝達で事足りるのではないか

というふうに判断をしたところであります。ただし、鳥インフルエンザを想定した計画というのがこ

れからでありますし、これから今南半球でも流行っているということは、ＷＨＯがはやりフェーズ６

だということを制限したということですから、いずれはもう５ヶ月もすれば北半球と、こういう話に

なりますので、こういうことも考えていきまして、これから具体化していきたいと思っております。

情報提供の手段としては、ホームページによる広報、こういったこともですね、考えていくように想

定をして検討したいと思っております。 

 

◆藤川 稔 

今回の新型インフルエンザは、弱毒性で先ほども申し上げたように、病原性は低い豚インフルエン

ザでありましたが、強毒性が高く、死亡率の高いと言われる鳥インフルエンザであれば、それは大変

なことになることが推測されるわけでございます。 

今回の新型インフルエンザは、近い将来、発生するであろう強毒性の新型インフルエンザへの警鐘を

鳴らす機会でもあったように思います。早急にそうした取り組みをされることを期待いたしまして、

私の全ての質問を終結いたします。 


