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○２００９年（平成２１年）９月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

（１）過疎対策における定住促進策について 

 

◆藤川 稔 

ただいま議長から発言のお許しをいただきましたので、通告により質問をさせていただきます。 

まず、事前にご了解をいただきたいと思いますが、この質問の付属資料として長側にこれからの人

口推移のデータを配付させていただいておりますのでよろしくお願いします。 

初めに、さきの衆議院議員選挙において民主党が 308 議席を獲得し、圧勝、政権交代が現実のも

のとなりました。この新政権の下で、現行の過疎地域自立促進特別措置法が来年３月をもって失効を

いたします。過疎法は、昭和 45 年以来、その名称を変えつつ 10 年ごと４次にわたり過疎対策立法

を制定し、時代に対応した諸般の過疎対策をこれまで展開してきたところでございます。 

当村においても、まさにこの法律を基軸に、生活基盤、また産業基盤などにおける生活水準、生産機

能の維持を図ってきたと言っても過言ではないと思っております。この議員立法は、発足以来、自由

民主党過疎対策特別委員会が中心となり、政府間での調整を行い、国会の議決を得て執行されてきま

した。去る７月８日に木曽町で行われました全国過疎問題シンポジウム 2009ＩＮ長野では、時代に

対応した新たな過疎対策のあり方等について行政及び議会関係者を初め広く住民や地域づくりの関

係者等を交え幅広く議論を深めるとともに、参加者相互の情報交換や交流が図られました。その中で、

自由民主党過疎対策特別委員会の役員が出席され、22 年度以降の新過疎法についても今まで以上の

内容を盛り込む中で引き続き立法化していく決意を述べられたところでございます。 

しかしながら、新政権下で新たな過疎法の制定に向けた動きがどのように変化していくのか、今後の

行方が不透明となり、危惧しているところであります。私は、そうした状況の中、自立を選択した中

川村が、10 年後 20 年後 30 年後、どのような姿になっているのかを考えたとき、尐子高齢の中で、

存続を含め、その前途を危惧している一人であります。特に自治体そのものを存続させるには人口対

策を真剣に考えていくことが肝要であろうと思います。お手元に配付させていただきましたデータを

見ても、このままでは明らかに尐子高齢化が進行していくことがおわかりかと思います。このデータ、

資料を、ちょっとお目通しいただきたいと思いますけれども、両面刷りでございまして、まず、上の

タイトルにもございます中川村の将来推計、人口及び指数というグラフでございます。上の２本の折

れ線グラフにつきましては、一番上の青い部分が人口の総数、その赤い部分が指数でございます。下

の棒グラフにつきましては、黄緑の部分が年尐人口、紫の部分が生産年齢人口、青い部分が老齢老年

人口と、このようになっております。これのデータの出どころは、国立社会保障の人口問題研究所、

これは、平成 20 年 12 月の推計値でございます。したがって、多尐、当村の指数、あるいはデータ

と異の部分もございますが、その点についてはご了承をお願いをいたします。下の棒グラフで見ます

と、特に中川村の活力を生み出す生産年齢人口につきましては、2000 年ベースで 3,201 人、これが
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30年後の2030年ベースで2,461人、対2000年度で見ますと大体23.1％の減尐率となっております。 

また、黄緑の部分、特に、これから村を背負って立つ年尐人口につきましては、2000 年ベースで 886

人、30 年後には 530 人、この数値につきましては、約 360 人ほど減尐、また、対 2000 年度で 40.1％

という非常に減尐著しい数値が出ております。 

こうしたデータを見ても、これからの先行き、本当に心配するわけでございます。次に、裏面につき

ましては、上伊那の市町村の人口指数でございます。これは、伊那市におきましては、高遠町、長谷

村の合併前の位置づけで、先ほどの出どころのデータをもとにグラフ化したものでございまして、特

に著しい長谷村、高遠、次いで３番目には中川村というような、これからの減尐著しい市町村がピッ

クアップされているところでございます。以上のようなデータを見ても行き先が非常に心配されると

ころでございます。前段が長くなりましたが、こうした状況を踏まえ、村が人口対策についてどのよ

うに考え、どのような対策を展開していくのか、過疎対策としての定住促進について、いろいろな角

度から、そのお考え、また取り組みなどについて、私の提案を含め質問をいたします。 

まず、最初に人口増加策についてであります。2005 年、我が国の人口がピークに達し、総人口が

減尐に転ずる人口減尐社会が到来し、出生数は 106 万人、合計特殊出生率 1.25、これは一人の女性

が一生に産む子供の数を示したものでございます。それぞれ、ともに過去最低を記録いたしました。 

そこで、国においては、尐子化対策担当大臣をつくるなど、危機感があるものの、具体的な施策が見

出せていない状況ではないかと思います。当村においても、先ほどのデータのとおり減尐傾向にあり

ますが、人口減尐は地域内の消費の減尐による産業の衰退や自治体の財政状況の悪化を招き、地域経

済全体の衰退につながっていくことは明らかでございます。人口増加策は、速やかに手を打たなけれ

ばならない緊急課題ではなかろうかと思います。人口増加策の一つに定住促進に係る住宅政策が上げ

られると思います。 

まず、現在の村における住宅政策の取り組みをお伺いいたします。 

 

◆村長 

まず、最初に過疎法についての問題提起がありましたんで、その点を若干、考えるところを述べさ

せていただきたいなと思いますけども、今お話のとおり、過疎法は、10 年ごとに更新、更新という

ふうな形でやってきたというようなことでございまして、今回、政権交代ということになったわけで

すけども、それまでの段階では、過疎法そのものは今後も持続するであろうと、ただ、中川村が引き

続き過疎としての指定を受けるかどうかが、ちょっと微妙なところだということが我々の危惧でござ

いました。過疎法は続いても、中川村はその適用を受けなくなるんではないかなというのが心配をし

ておったところでございます。今度、政権交代があってどうなるかっていうことは全くわからないと

ことなんですけども、基本的に、都市と地方の格差という問題については、非常にいびつになってい

て、何とかしなくてはいけないという考えは、恐らく共通のものとしてあるかと思いますので、何ら

かの形で、過疎法という名前かどうかわかりませんが、その都市と地方の格差を是正していくという

ふうな考え方というのはあるのかなというふうに思います。これまでの過疎債の使い道というのが、
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わりとハード寄りで、建物だとか、よく箱物なんていうことを言われたりしましたけども、どっちか

というと、そういうハード寄りのものが多かったので、今後は村おこしのための、もう尐し、何てい

うか、ソフト寄りといいますか、人材育成だとか、いろんな、そんなふうなことにも使えるような、

新たな、過疎法という名前になるかどうかわかりませんが、そういったような地域を元気にしていく

ような制度っていうのができることを、今の時点では期待としか言いようがないですけども、そうい

うことをぜひ考えていただきたいなというふうに思います。それから、そういう意味で、国全体がど

うしても人口減ということがあるんですけども、もし、その都市と地方の格差という問題がですね、

解決されてくればですね、逆に国全体のならしたときの人口減があったとしても、もし、今の都市の

生活というものが、決して幸せな快適な生活を都市部でしているというふうには思えないし、今、地

方のほうに移住したいというふうな方々もすごく増えているっていうことがあって、地方での暮らし

方というふうなことが見直されている、その生き方というか人生観みたいなものが変わってきている

のかなというふうに思いますので、そこに、うまくですね、中川村で暮らすことのすばらしさみたい

なことを訴えることができて、その受け皿をつくれたら、中川村の若者たちも年寄りも、こちらで暮

らすことのほうがいいだろうっていうふうな意識も持ってくれるでしょうし、また新たな移住者って

いうふうなことも出てくるんではないかなと、そして、既にその動きは、わずかながら見えつつある

のではないかなというふうに思います。それで、最後の、最後っていいますか、１回目の質問の締め

くくりのところが住宅地というふうなことだったかと思いますが、ご存知のとおり、中川村では、南

原と八幡平に分譲地をつくって、南原と八幡平は非常に順調な売れ行きをしておりますが、中田島が

ちょっと売りあぐんでおるというふうな、そういうような状況があります。それからまた、若者専用

住宅というものを中組と沖町と、それから、今申し上げた中田島の中につくって、こちらのほうは、

それから村営住宅なんかもありますが、若住なり村営住宅なり、賃貸で出している分に関しては、空

きが出るとすぐに申し込みがあって埋まるというふうなことでございます。そのほかには、空き家の

取り組みなんかもしておるところですし、有効利用の取り組みもしておりますし、また、今度は、チ

ャオのところに、ちょっと今までとは違う高齢者の方と一般の方、若い方が一緒に住むような集合住

宅、そして、そこにコミュニティーができるような集合住宅というふうな取り組みもしております。 

そうなんですけど、もっと大規模な分譲地というものを考えたことも、実はあります。あるんですが、

そのとき、県の方々と話をしたときにはですね、ほかに分譲地がなくて、中川村に住みたいという声

が非常に多くて、それにこたえるためというふうなことであればともかく、現状に中田島が、分譲地

がまだまだある中で、それが動いていない状況の中で、農地をつぶして分譲地をつくることについて

は、「なかなか、それでは通らないですね。」っていうふうなお話があって、中川村の場合、どうして

も、ほとんどの場所がですね、住宅地としても適当だというふうな感じのところのほとんどが農地の

指定、農振地域というふうな形になっているので、大規模な形でそれを除外して外していくというふ

うなことについては、そういうような、今、特に自給率という問題が非常に重くなっている中でです

ね、手続、本当に、こういうきっちりとした計画をつくって、きっちりとした理論武装をして、本腰

を入れてやれば、ひょっとするとそういうこともできるかもしれませんが、また、日本全体の人口減
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尐がある中で、その辺も論破するような理屈を見つけ出してっていうふうなことがあれば可能かもし

れませんが、大規模なものは難しいのかなというふうに思っています。余り言っちゃうとあれだし、

小出しにしましょうか。また次の質問をいただいてから、また、よろしくお願いします。 

 

◆藤川 稔 

今、村長からお答えをいただきまして、公営住宅として、牧ヶ原の南、あるいは牧ヶ原北、中組の

３団地、また、村営の若者向け専用住宅として中組、沖町、中田島と、それで、住宅団地の分譲とし

て南原、中田島、八幡平の３地区というようなお答えでございました。それで、今お話のありました

住宅の政策につきまして、定住促進住宅の性質を持ったものであると解釈をしておりますが、もう一

歩踏み込んだ政策が必要であろうと思います。今、村長、ご答弁の中で大規模な分譲もお考えになっ

たこともおありになると、また、いろいろと農地の問題含め、いろいろの諸問題、課題があったとい

うような中でも、なかなかそこら辺の部分が進みづらいというようなお答えでございました。今まで

にお答えいただいた若者住宅を含めた住宅政策につきましては、下水の引き込みでありますとか、交

通事情、あるいは公共施設との距離感など、その利便性のある立地条件下での対策であったように思

います。加えて、これからは、中川村特有の河岸段丘を生かした住宅政策、とりわけ眺めのよさを売

りにした宅地分譲、定住促進住宅の建設をしてみるのも一つの手かと考えます。今のお答えいただい

た課題も含め、場所の選定はなかなか難しいかもしれませんけれども、お金にかえられない環境が手

に入る魅力もございますので、そういった魅力を放っておく手はないと思います。ぜひ、さらにご検

討をお願いする次第でございます。 

若者が中川村に住んでもらえる対策として、住宅に係る補助制度を設け、支援できればと考えてお

ります。金額はともかく、住宅の新設、増改築、あるいは既存住宅の取得など、その費用の一部を助

成する制度についてお考えがおありになるかお伺いをいたします。 

 

◆村長 

まず、２つ、帳簿のことも若干、考えるところを述べたいなと思いますが、若い方々、中川村に、

特にカップルですね、役場に大勢お越しになって、中川村に住むところ、どこかありませんでしょう

かっていう、去年は 16 組、ちっちゃい子供を連れて見える方もたくさんいらっしゃって、なかなか、

でも、空き民家はあっても貸していいという物件がないというのが現状で、その辺のお話をすると、

非常に残念がってお帰りになるので、こちらも残念なんですけども、そういう意味で、村には、先ほ

ども申したように、賃貸、村のやっている賃貸といいますか、村営住宅なんかは空き家が出てもすぐ

埋まるというふうな状況なので、住みたい人を何とか連れて来なくてはいけないという状況じゃなく

て、受け皿があれば来ていただけるのかなというふうな感じ、需給のことで言えば、物件があれば住

んでくださる方はいらっしゃるんではないかなというふうな気がしてます。それで、ご自分で家を建

てる方は、眺望のいい所に建てたいというふうなことで、どうしてもそういうふうなことがあると思

うんですけども、若い方々については、それよりも、余り、なかなかお金がない状況、まだ若いので
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貯金もないというふうな形で、村の中で農的な生活をしたいとか、いろんな夢みたいなものを持って

いらっしゃるわけなんですけども、いろいろ、今、地区懇談会でも思いついて、ここで言うといかん

のかもしれませんけども、どうしても戦力が失われつつある、ちょっと元気のちょっと失われつつあ

る地区というふうな所があって、そういうところなんかに若い方が入ってもらう、そのためには空き

民家の利用というふうなことでやってたんですけど、なかなかそれが動いていかないっていうところ

があるので、それだったら、そういう山に近い所とか、そういう所に若住みたいなものをつくって、

そこで住みたいという人に入ってもらって、草刈りだとか、道普請だとか、お祭りだとか、一緒にや

ってもらうっていうふうな形をつくっていくというのも一つの手かなというふうなことは思ってお

って、それが、その先ほど申し上げた、その人生観というか、何を人生の楽しみとするかというふう

なところの、ちょっと世の中の状況が変わっている中で、そういう新しいものにもこたえることがで

きて地域の戦力になる人も入ってくるようなことができるんではないかな、また、実際、いろんな、

お金の面とか、いろんな、例えば地区のほうで、そういう受け入れてもいいよというような意向があ

るのか、ないのかとか、その辺のところは全く検証してなくて、地区懇談会の中で話しているだけで、

ちょっと役場の中でも、まだ話をちゃんとしてないので、そんな、議会で言ったらいかんというふう

な感じを持っている職員もいるかもしれませんけども、そんなこともちょっと検討は、あくまで検討

で、やるというかどうかはちょっとわかりませんけども、そんな形で、特にそれぞれの地区の状況の

中で、それの活力となるようなこと、中川村全体の人口云々ということもですけども、それぞれの地

区の状況に合わせた形でやっていけたらいいかなというふうなことを感じております。 

 

◆藤川 稔 

いずれにしても、確かに制度のことでございますので、庁内において検討する時間も必要であると

思いますし、ここでは恐らく回答もなかなか得難いと、そんなふうに思います。ただ、村が、とりわ

け若者の定住について非常に歓迎しているんだというような意味も込めて、また、そういった住宅支

援策を今後もいろいろとお考えをいただいていけばいいかなと、そんなふうに思います。次に、村内

における空き家状況についてお伺いいたします。現在どのような状況になっておられるかお願いをい

たします。 

 

◆村長 

すみません。先ほど、ちょっと答弁漏れがありました。住宅の補助をしたらどうかというご提案が

あって、それについては余りちゃんとお答えしないままだったんですけども、若い方が住む住宅とい

うことで、どちらにせよ個人資産という形になるかというふうに思いますし、また、それが、若い方

が住むつもりだったけども、転勤でとか、住めなくなってとか、いろんなことが起こってくるのかな

というふうなことを思うので、ちょっと、その家を建てる人に対して、すぐにそれに対して、こう、

何か補助というのは、今のところちょっと考えて、ちょっと、まだ研究しないと、いろんな矛盾が出

てくるのかなというふうなことで、今、この時点で積極的に「いいアイディアをいただいたので取り
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組みたい。」というふうには、ちょっと申し上げにくいなというふうに思ってます。ただ、先ほど申

し上げた空き民家の活用に関しては、２分の１補助で 50 万円が上限というふうなことで、空き民家

の補修だとか荷物をどこかに移すような費用だとか、その辺についての補助という制度はございます

ので、残念ながら、まだ、利用が確か１件もなかったと思うんですけども、また、そういうことも活

用していただきたいなというふうに思います。それで、空き家の状況なんですけども、現在、村には

ですね、空家の数でいうと 80前後があるというふうに把握をしております。先ほどから言っている、

その貸してもいいよとか売ってもいいよというふうな形で紹介してもいいというふうな形でお聞き

しているのは６軒あって、ただ、その６軒のうちでですね、尐し手を入れたら住めるようになるかな

というのは２軒でございます。ほかは、ちょっと、なかなか、ちょっと大規模にやらないと難しいの

かなというふうな状況でございます。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

引き続いて、今の空き家状況、お伺いをしたところでございますが、村では、その空き家の有効利

用について何かお考えがおありになるか。先ほどは空き家の家の補助といいますか、２分の１等々、

そういったものはあるということでお伺いしましたが、紹介してもよいという６軒、あるいは尐し手

を加えれば使えるというのが２件、それ等も含めまして、村の有効活用の方策といいますか、何か尐

しでも考えがおありになれば、加えて若干お伺いをいたします。 

 

◆村長 

総代さんにお願いをしながら、空き家の状況なんか、お話を聞いておるというふうなところで、そ

ういう形で空き家の状況を把握しながらですね、貸してもいいよとかいう物件については振興課のほ

うでそれを把握してですね、なおかつ、その中川村に住みたいという方も振興課のほうに来て、その

中で名前を書いていかれたりして、マッチングといいますか、物件が尐ないので、非常に尐ないんで

すけども、そういう試みをしております。先ほどは空き家のほうの数を申し上げたんですけども、移

住の希望者について申し上げますと、平成 18 年度以降で累計で言いますと、69 件の移住の希望者が

あって、昨年度は、ごめんなさい、15 件ですかね、15 件の方々が来られてお名前とかを残していか

れて、今年は、今、４件あって、１件、ちょっといろいろやっている最中っていうのがございますの

で、４プラス 1 というふうな形で新たな方々がお見えになっています。その中で成立したものつい

て言いますと、賃貸が１件と空き家購入が１件と土地購入が２件というふうな形で、紹介をした物件

の数というのは、そんなぐらいしか、まだございません。先ほど言いました空き民家の利用促進のた

めの補助金というのも、残念ながら利用実績がないというふうなことでございます。よく、よそから

入ってくると、村の事情とは全然理解せずに、村の地区にも加入せずにトラブルが随分起っちゃうん

だというようなお話が、そういう心配があるかと思うんですけども、村のほうでは、その貸す人と借

りる人と、それから村役場と、それから地区の代表、総代さんになるかと思いますけども、入ってい
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ただいて、地区のお祭りだとか道普請だとか地区費だとか、いろんな決めごとなんかもお話をして、

地区も歓迎していろんな指導もするし、参加、入る人も地区のためにいろんな形でともに一緒に支え

ていくというふうな、そういう覚書みたいなものも用意しておりまして、ひな型がございまして、そ

れを４者で、先ほど申し上げた４者で顔を見合せてサインをするというふうな、そういう手続もしな

がら入っていただくようにしています。実際、来られる方々、私も全員にお会いしてはおりませんけ

ども、何人かの方々とお会いしている中ではですね、非常に、その地域で一緒に暮らすということに

ついての考えをちゃんと持っている若い人が多いというふうに思いますので、また、そういう人たち

であるかどうかを実際に確かめていただいて受け入れていただくというふうな仕組みができますの

で、ぜひ、もし、いい物件があって、そんな話があったときには、地区の方々も受け入れて、いい戦

力として地区で育てていただくと、地区の新しい戦力として育てていただければいいのかなというふ

うに思います。 

 

◆藤川 稔 

私も、この空き家を活用して、物件所有者と入居希望者とのつなぎ合わせる空き家バンクなどのサ

ービスを展開するのも一つ手かなと、そんなふうに考えておりました。空き家バンクとまではいきま

せんが、今、村長のご答弁の中でも、そういった紹介については、やっておるというようなご回答で

ございました。具体的といいますか、この情報発信、いわゆる物件所有者と入居希望者をつなぎ合わ

せる、そういった情報発信だとか、それを振興課でやっておられるということなんで、その振興課で

どのような担当の中でどのようにそれをつなぎ合わせていくのか、ちょっと概要で結構でございます

ので、その点をお伺いいたします。 

 

◆振興課長 

空き家の、何ていうかな、空き家バンクという言葉は使っておりませんけども、空き家情報を扱っ

ている担当の振興課ということでご答弁をさせていただきたいと思います。今、空き家の関係の業務

につきましては、商工観光の係のほうで担当をしております。先ほど村長が申しましたように、空き

家はないかというお問い合わせ、問い合わせが、役場へ直接見えたり電話であったりということがあ

ります。それで、役場へ直接見えて、住所等、お聞きをして、連絡先等がわかる方が、先ほど申した

ように、昨年度中では 15 件、今年度に入って４件ほどあります。そういった対応をすると、先ほど

申した村で抱えておる空き家の物件をご紹介をしておるというような、そういう状況であります。 

それから、あと、村のホームページのほうに空き家の、何ていうか、物件を載せておりますけれども、

現在、即、入居可能なのが２件ほどということで、ちょっと、今のホームページは、１件が成立した

ものが、もう既に載っておりまして、ちょっと更新が遅れておりますけれども、そんなことで、ホー

ムページでも一応紹介をしておるという、そんな状況であります。 

以上であります。 
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◆藤川 稔 

そういったシステムといいますか、サービスを、今後さらに充実をしていって、やっていただきた

いと、そんなふうに思います。次に、定住を促進するためには雇用の場も必要になってまいります。

そこで、企業誘致についてお伺いをいたします。村民にとって、まだまだ村内には事業所が尐なく、

村外での就業率も高い位置にございます。行政における企業誘致政策も希薄であるように思いますし、

また、産業基盤の確保がなかなか出てきていないのが現状ではなかろうかと感じております。 

そこで、企業誘致政策について今までの取り組みをお聞かせいただきたいと思います。 

 

◆振興課長 

現在までの取り組み状況でありますけども、中川村につきましては、水の問題だとか電力の問題、

あるいは用地の問題等で、今までについては、工場団地ということで造成を行ったり、そういった場

所というような取り組みはしてきておりませんけども、各、個々の企業ごとに工場が希望する工場に

ついての、村内に来たいという方については、それぞれの個々の対応をしてきておるという、そんな

状況であります。あと、小規模の、そういった小規模というか、何ていうの、誘致につきましては、

県の誘致情報等々に対応をしておるというような、そんな状況でありまして、もう１個、上伊那の地

域活性化協議会というのにも加入をしながら、情報等についても把握をしながら、しておるという、

そんな状況であります。 

以上であります。 

 

◆藤川 稔 

今、水を含めた環境問題もお話がございました。状況は理解できないわけでもないわけですけれど

も、これについても、村の取り組み、何か寂しいような気がしてなりません。ただ、企業の種類につ

いては、千差万別、いろいろな職種がございます。現在、どの企業でも、地域との共存の中で、そう

いった水を含めて、環境には十分配慮しておりますし、村長が以前勤められておりました会社も非常

に環境に優しい企業であったかと思います。これも真剣に考えていけば活路が見出せるのではないか

と思います。ぜひ、土地の問題、いろいろ高いハードルの課題がおありになると思いますけれども、

そういった環境、あるいは土台ができた上で、トップセールスを含めて、ぜひ、これからの村内での

雇用対策、あるいは、これからの活力を生み出す経済対策、そういった企業誘致を含める中で、そう

いった政策も展開をしていっていただきたいと希望するものであります。ぜひご尽力いただきたいと

思います。 

次に、子育て支援から定住促進を考えてみたいと思います。 

私は、子供を産んで育てやすい環境をつくる尐子化対策、次に、その子供が魅力を感じて住んでみ

たくなる環境をつくる定住促進策が必要であろうと考えます。当村においてもいろいろと子育て支援

を行っておりますが、前述のとおり、中川村で生まれ育ち、将来、住み続けていただく政策、また、

村外からも当村の子育て支援に魅力を感じて移り住んでもらえるような支援策を展開する必要があ
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ると思います。そこで、現在、子育て中のお父さん、あるいはお母さん方が、現在の子育て支援をど

うとらえ、また、具現化できていない部分でどのような要望やお考えを持っておられるか、一度、そ

うした子育て真最中のお父さんお母さん方とひざを交えて懇談する場を設けて、そういった、これか

らの子育て支援の施策、あるいは、これからの村の将来像の構築等々に生かしていただくような、そ

んな懇談の場を設けたらどうかと考えておりますが、現在のところ、そのお考えについてお伺いをい

たします。 

 

◆村長 

先に、ちょっと若干、企業誘致のことについて補足をいたしますと、実績、実績になっていなくて

恐縮なんですけども、平川製作所とか飯田鉄建とか、小和田のパチンコ屋さんの跡地なんかについて

は、いろいろと紹介等々もしてきたんですけども、なかなか、経済情勢とか条件に合わなかったとか

ですね、実現をしてこなかったのが状況です。 

今、振興課長から説明あったとおり、なかなか村としては、まとまった平地がないとか工業用水を潤

沢に供給できないとか、団地を造成してこなかったとかいうふうな過去の経緯といいますか、自然条

件的なところもあるわけなんですけども、そういうふうに過去の経緯から申し上げますと、中川の場

合は、住環境を整備をして、住みやすい、快適な環境で住めて子育てもしやすくて、農業と居住とが

いい形でマッチした場所としてやっていこうというような大きな方針というものがあって、近隣で勤

めるところはありつつというふうな、そういうような大きな戦略があったのではないかなというふう

に思います。もちろん、条件に合うような形で、そういう村のよい環境、住みやすさみたいなところ

に溶け込んだ形のいい企業が出てくれば、本当にありがたいことだし、歓迎をしたいし、そういう企

業の誘致をお願いしたいというふうに思っています。ただ、雇用といった場合に、雇用というのは、

もう雇われるということなんですけども、それだけが人間の糧の得方ではないかなというふうに思っ

ておりまして、中川村の、先ほどの美しい村の、その中川の持っているよさを生かしていくためには、

中川村のよさを生かした形の、小規模でも自分の手の届く範囲での、いわゆる創業ですか、創業とか

起業とかですね、そういうふうな形で、自分たちで自分たちのよさを売り出していって、ビジネスベ

ースに乗せて、何とか後継者も入れるような形をつくっていくっていうふうな形、それが村のよさを

生かしていって持続的な村となっていくためには一番いいのではないかなと、よその企業なりよその、

よくね、スーパーとかが進出してきたけども、何かで急に撤退してビルだけが残ったみたいなお話も

ありますけども、なかなかそれ一つでばっと広がるというふうな大規模の話はないと思いますけども、

村の、それが観光なのか加工なのか、いろんな方法があると思いますけど、できれば農業と結びつけ

た形で創業、起業みたいなことがあって、雇用も生みだされっていうふうなのが、今、既に、もう幾

つか、そういうのはされてますけども、それが発展して伸びていくというが村の持続的なあり方とし

ては一番、それは内発的というふうに言っていますけども、それが中川村には一番いいのではないか

なというふうに思っています。それから、ごめんなさい。子育て支援懇談会を開催したらどうかとい

うご提案でございますけども、前にテーマ別懇談会、地区懇談会、今、やってますけども、前に、４
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年前にも地区懇談会をやって、そのとき、どうしても来て参加していただける方が一つの一定の層に

偏りがちだなというふうなことがあって、なかなか来ていただけない若い方だとか若いお母さんだと

か女性の方とか、そういう方のご意見も聞きたいなというふうなことで、いつだったかな、2006 年

の 10 月にテーマ別懇談会を開いてまして、そのときには、その子育てについてのご意見、ご要望を

聞くというふうな、そういう会もやったんですけども、残念ながら、そのときは余り出席をしていた

だけなかったというようなことがございます。ただ、中川村のお母さん方が子育てに対する意識が低

いのかっていうと、決してそうではなくて、例えば松川の赤十字病院でお産の扱いができなくなると

いうふうなときには、もう非常に大きな運動があって、中川村のお母さんが、この地域、その上下伊

那のお母さん方を引っ張って運動をしたというふうな印象があるぐらい大変活発な動きがありまし

たし、それから、今までに、バンビーニができるときにもですね、その村でいるお母さん方が、その

子供、子育てについて本当に悩んで煮詰まっていって、非常に苦しくて、ひょっとしたら虐待なんか

も起こしてしまいかねないような、そんな実情があるんだよというふうな話を非常に強く訴えをいた

だいて、その結果、バンビーニができたわけなんですけども、ですから、お母さん方っていうのは、

テーマがあるときには本当に強く強烈にいろいろ声を上げていただけるというふうに思っておりま

すし、また、日常ではですね、保育園で保護者懇談会というのを毎回やっておりますし、先ほどのバ

ンビーニのほうでも、お世話係の皆さんが常日ごろお母さん方と接する中でですね、何か問題があっ

たときには、大きな問題があったときには本題提起を、そこを通じてしてくれるというふうに思って

いますし、また、保健センター等々ですね、いろんな形で、もちろん教育委員会は、小学校へ上がっ

てからは教育委員会のほうで見ていただいているというふうなことがありまして、行政サイドから、

こっちから定期的に何か子育て懇談会というふうなことを催しても、何となく過去の事例からして余

りたくさん来ていただけないのか、お声が聞けないのかな、逆にお母さん方のほうから必要と思われ

たときには、お母さんだけじゃないですね、お母さんお父さんから必要と思われたときには強い声が

すぐに上がってくるというふうに思っておって、そういう意味で、懇談会というものを、何か、こう、

こちらサイドから開いていくというのは、そんなにしなくてもいいんじゃないのかなというふうに思

っております。 

 

◆藤川 稔 

テーマも、いろいろとテーマ別にした場合、あるいは絞り込んでテーマで出すと、呼びかけをした

りする場合も、また参加者の、また動きも変わってくるかなと思います。いろんな場面で、そういっ

た子育て中のお父さんお母さんの声を吸い上げる場面もおありになるということでありますので、さ

らに、そういった、あるいは、また今後、ワンポイントで、そういった新作の懇談の場が、ともする

とできるような場合には、そういった、ぜひ懇談を開催していただいて、子育て支援をさらにサポー

トをしていただくように切望するわけでございます。また、この子育て支援策の一環としまして、昨

日も８番議員の一般質問の中でも出ましたこども課、あるいは子育て支援課など、特化した課の創設

も、私も８番議員同様、考えてみる必要があろうと思います。これは私の一方的な考えでありますけ
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れども、教育委員会や保健福祉課などの体制を見直す中で、乳児から中学生まで一貫した子育て支援

に関する行政支援を一本化する施策も、また一度お考えになってはいかがかと、そんなふうに思いま

す。いろいろと、今、行政を取り巻く課題は、本当、喫緊にして重要な課題、しかもハードルが高い

課題が多々あります。そういった課題を一つ一つ克服するにも、大胆な庁内の組織改革も必要ではな

かろうかと、そんなふうに常々感じておるところでございますので、また参考に、よろしくお願いを

いたします。 

次に就農者の確保であります。これも定住促進とのリンクと考えておりますけれども、特に定年を

迎えた都会の団塊世代の方を中心に遊休農地を貸し出し、また、村内にありますたじまファームなど

の、ああいった農作物を販売する組織、仕組みを何とか都会に向けて発信できないかと思っておりま

す。定住促進と就農者の確保をダブルで実現できればと思いますが、理想の質問ではございますけれ

ども、この点についてお伺いをいたします。 

 

◆村長 

先にちょっと、こども課につきましては、お話のとおり、母子の健康のところから、保育園へ入る

前のところから保育園から小学校、中学校までというふうなことに中川村ではなるかと思って、そう

なってくると、多分、教育委員会の中にそういうものを移すというふうな形になるのかなというふう

に思っておるところなんですけども、それも、そういうふうになさっている、現にね、近隣、駒ヶ根

なんかそうじゃないかと思いますけど、なさっているっていう、それも一つの大きな成果を上げてい

らっしゃるというふうにお聞きしておるところなんですけども、そういう制度も頭の中にはありなが

ら、まだちょっと様子を見ておるというのが現状で、なかなか、村長部局と教育委員会とはやっぱり

違うので、教育委員会に入っちゃうと、行政のほうからは、やっぱり、そこは、もうアンタッチャブ

ル、アンタッチャブルじゃないな、そこをお任せしないといけない世界というふうな形になるかと思

うので、その辺の、私の考えとしては、その教育問題については行政が踏み込んではいけないという

ふうに思っておるので、教育委員会については余り口出ししてはいけないというふうに思ってるとこ

ろなんですけども、ですので、ちっちゃい子供さんのこととか、そういうことについて余りお任せに

しっ放しになるというのはどうかなっていうところが、ちょっと、私、個人的には、まだ、ちょっと

そこまで踏み切れていないところがあって、まだ判断つきかねたまま来ておるというのが現状でござ

います。それから、就農者の確保ということなんですけども、団塊の世代、どこの世代をねらうかと

いうふうなことで、今、現に、先ほど申し上げたように、今後も末永く戦力となってくれそうな方々

が来ておるというふうなことがあるので、どちらを重点的にねらうかというと、そういう若い方をね

らう、どっちかというと、そっちをねらいたいなというふうな気持ちがあります。それで、団塊の世

代の方々っていうのは、結構、定年とかでお金もあったりして、自分のお金で、それこそ気に入った

場所で、その区画だけを、自分のうちを建てる区画だけを農振除外なんかしてお家を建てられたりと

いうようなことをされておるので、その辺が、一部、スプロール化といいますか、虫食い的に開発さ

れているのを上手に導いていくというふうな必要は考えておりますけども、その団塊の世代を迎え入



- 12 - 

 

れるために、いろいろお金をつぎ込んでというよりも、もしお金を使うんだったら、その若い人のほ

うが入ってきやすい状況をつくるほうに、そういうニーズもあると思いますし、村にとってもそちら

のほうが効果が高いのかなというふうに思います。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

ちょっと失礼ですが、先ほどのこども課の話に尐しリターンするんですが、今、お話を聞くと、や

はり、村長、気持ちの中では、なかなか、幾らか、そういったお考えというか、こども課の設置につ

いては心の隅にあるかなというような、ちょっと感じたわけですけれども、組織上、教育委員会との

兼ね合いがありますけれども、そこら辺は、十分、村内での組織でございますので、尐しでも前向き

に、そこら辺の子育て支援にかかわる政策の一端がおありになれば、また、いろいろとご検討を、こ

ども課、あるいはこども支援課を含めて組織改革も研究をしていただければと思います。それで、今

の就農者のことですが、これは、農業政策、あるいは定住促進策、特に農業政策は非常に難しい問題

が、遊休地、荒廃地等、あるいは後継者含めて、非常に高いハードルの問題がありますので、なかな

か、この就農者の確保、それを定住促進につなげていくっていうことも、なかなか難しい課題ではあ

りますけれども、ここら辺のリンクを、ぜひ、またご検討いただく中で、また前向きに進めていただ

ければと、そんなふうに思います。 

最後になりますが、わかる範囲で結構でございます。通告をいたしました過去５年間のＵターン、

Ｊターン、Ｉターン、そういった状況、特に 18 歳から 40 歳までの若年層の定住状況がおわかりに

なれば、ちょっと状況をお聞かせいただきたいと思います。皆さん既にご存じのように、中川村とし

てとらえると、Ｕターンは中川村出身者が再び中川村に移り住んでくることであります。Ｊターンっ

ていうのは、地方出身者が出身地に戻らず、この中川村に移り住むことでありまして、Ｉターンは都

市で生まれ育った方が中川村に移り住むというような定義でございます。おわかりになるかと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

◆住民税務課長   

ご質問でございました過去５年間のＵ・Ｊ・Ｉターン、また、若年層、18～40 歳の定住状況につ

いての２点のご質問でございましたけれども、住民税務課の窓口におきましては、転入・転出の手続

が行われております。その中で転入・転出全体の数字というものはデータとして持っておりますが、

ご質問にございましたようなＵ・Ｉ・Ｊターンだとか定住状況のデータというものはございませんの

で、ご了解をいただきたいと思います。 

なお、ご質問の用紙とはちょっと若干違うかもしれませんけれども、平成 16 年から 20 年までの

５年間でございますけれども、全体では転入が 682 名、転出が 801 名ということで、年平均にしま

すと転入が 136 名、転出が 160 名となっております。また、先ほど村長のほうの答弁のほうにもご

ざいましたけれども、村内３カ所の若者専用住宅の中で見ますと、18 歳から 40 歳までの方が全体の
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39 名、そのうち村外から転入された方が 24 名というような形になっております。 

以上でございます。 

 

◆藤川 稔 

わかりました。いずれにしても、そういったデータが出れば、村のどのくらい魅力を感じて入って

きていただいておるかとか、そういったような状況分析ができるだろうかと、そんな思いでお聞きし

たわけであります。また、データ等の整備が、しかるときにできましたら、またお聞かせいただけれ

ばと、そんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上、自立を選択した中川村にとっ

ての定住促進について質問してまいりました。それぞれが大変難しい問題ですが、難しいからといっ

て手をこまねいていても何も変わりません。国や県の施策を待って他市町村と足並みをそろえて歩い

ていては、人口の減尐に歯止めはできないと考えております。早急に行政と村民が一緒になって人口

増加策を考え、他市町村よりも早く手を打つことが大事ではないかと思います。そして、他市町村に

ない当村の魅力を創出することにより地域間競争に勝ち残ることができ、人口流入も見込まれてきま

す。先ほども申し上げましたけれども、ぜひ、この河岸段丘、景観のよさを生かした住宅政策を推し

進めていただきたいと思います。今後の政策に期待をいたしまして、以上をもちまして私の質問を終

了いたします。 


