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○２００９年（平成２１年）１２月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

(１) 新年度行財政運営について 

(２) スポーツイベントと地域活性化について 

 

◆藤川 稔 

それでは、ただいまお許しをいただきましたので、通告いたしました「新年度の行財政運営につい

て」と、「スポーツイベントと地域活性化について」、この２問につきまして一般質問をさせていただ

きます。最初は、新年度の行財政運営でございます。とりわけ、新年度予算を主体に質問をいたしま

す。新年度予算については、先ほど２番議員から質問がありましたので、重複があろうかと思います

が、広く村民への広報ということを含め、お伺いをいたしたいと思います。 

さて、政権交代により、地方交付税の見通しが立てにくい中、新年度予算編成にどう取り組み、そ

して重点施策は何か。非常に厳しい社会経済の状況下にあって、村長は行政と財政運営についてどの

ような舵取りをしていくお考えなのか、お尋ねをいたします。 

まず、１点目は、平成 22 年度の予算編成策定に当たっての基本方針のポイントでございます。先

ほど２番議員の質問に対し答弁した中で、その一端をお聞かせいただきました。第５次総合計画につ

きましては、実施計画に基づき進めていく。村長公約の不況期間中の村民生活の防衛については、基

金の取り崩しも視野に入れて対応していく。あるいは「日本で最も美しい村連合」につきましては、

意欲ある村民を支援する方策。また、「つくっチャオ」の活用については、村民が所得を伸ばせる状

況の確保というようなことをお伺いいたしました。私は、加えて中川村版の「事業仕分け」ではあり

ませんが、今までの慣例的な作業の見直し、あるいは少しお金がかかっても村民が必要とするサービ

スへの取り組みの、こういった総合的な見直しが必要であると思います。その点につきまして村長の

お考えをお伺いいたします。 

 

◆村長 

最初に、通告にいただいている基本方針のポイントというところですけれども、もう一度ちょっと

そこだけ申し上げておきたいなというふうに思います。村民の皆さんが意欲を持っていただける、意

欲を持つ村民の方が一人でも二人でも増えていって、その皆さんがそれぞれの夢とか計画とかに向け

て邁進していけるような、そういう有利な状況をつくっていくというのは、特に今年考えたいことか

なというふうに思います。それで、必要なサービスというふうにおっしゃったことに関しましては、

こういう不況の状況の中において、何か今までの制度では足りないところがあって、新たにしなくて

はいけないことがあるのかというふうなこと、それといま申し上げた自分の夢や計画を推進していた

だけるための施策というふうなことを積上げていきたいなというふうに思っています。事業仕分けと

いうふうなことにつきましては、毎年ですね、各部からこういう事業をやりたい、こういう事業をや
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ってきたというのがですね、全部上がってまいって、それを副村長、それから私というふうな形で、

みんなでいろいろと「これについてはこういうふうにやればもっと無駄が減らせるのではないか」と

かですね、「これについてはちょっとこっちの方と２つだぶっているから、どちらかをやめた方がい

いのではないか」とかいうふうな、そういうふうなことは毎回予算の策定に当たってやっていること

ですので、今年も例年に増してですね、先ほど原議員に申し上げたとおり、いろいろな意味で厳しい

予算づくりを来年度に向けてしていかなくてはいけないと思っていますので、例年以上にしっかりと

その辺をやっていきたいなというふうに思います。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

次に、財源の確保についてでありますけれども、歳入の約４割を占める地方交付税は、基準財政需

要額では交付税の算入される公債費等の減少によって恐らく減額見通しとなると思われますし、先ほ

どの村長答弁でもありました自主財源の減少、とりわけ村税、固定資産税、法人税など、こういった

状況下の中で財源不足の対応として、財源確保についてどのような努力をされていくお考えなのか、

お伺いいたします。 

 

◆村長 

当然、まずはやらなくてはいけないこと、やるべきことというふうな、先ほどのヒヤリング等々を

通じてそれに向けてやっていったときにですね、やらなくてはいけないことを足し算すると、どれだ

けの事業になるというふうなことが出てくるかと思います。それをきっちりとやっていくというのが、

まず第一の点ですよね。それによって、では歳入の見通しはどのぐらい立つのか、なかなか予算編成

の時点でしっかりとした見通しが立てられる状況になっているかどうかわかりませんけれども、その

中で固めの数字を見ながらですね、もしそこのところでどうしてもそこに差があって、歳入の方で見

込みが立たなかった場合には、やらなくてはいけない事業がたくさんあるわけですから、その場合に

は基金の取り崩しというふうなことも考えざるを得ないというふうな状況も考えられるのではない

かなというふうに思います。併せて、事業仕分けというのは今までやってきたことの必然性というか、

必要性、あるいは不必要性を判定していることだと思うんですけれども、そういう今までのやつばか

りでなくて、今度この状況にあって何をすべきかというふうなことも、恐らくどういうタイミングで

出てくるかわかりませんけれども、いろいろあるかと思いますので、既存のことも含めてですね、使

える制度をうまく取り込んでいって、やるべきことにうまく使えるものを上手に活用しながら予算を

つくっていくというふうなことをやっていく。毎年やっていることなんですけれども、例年以上にそ

の努力をやらなくてはいけないのかなと。情報収集も一生懸命やらなくてはいけないのかなというふ

うなことは考えておるところでございます。 
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◆藤川 稔 

私がもう少しお聞きしたかったのは、いわゆる財源不足の対応でございますので、私は９月の定例

会のときにも質問いたしました、20 年度決算の中で非常に村税を含めた税収が落ち込んでいると。

いわゆるリーマンショック、あるいは追い打ちをかけるドバイショック等、この社会経済の中で、な

かなかそれぞれの家庭で、それでは家を建てる、その返済がある、なかなか税金を納めるところまで

回らないというような状況をお聞かせいただいた経過がございます。先ほどの村長答弁の中で、21

年度についてもさらに 20 年度に増して税収のそういった個人税・法人税等々落ち込みがあるという

ようなお話でございました。したがって、９月のときにもお話ししましたように、さらにこの未収金

等の滞納整理の強化、あるいは先ほども出ました公共料金の適正化といいますか、受益者負担の適正

化、あるいは１つの方策といたしましては、広報あるいはホームページに少しでも広告掲載をして広

告料を取っていくというような、そういった方法といいますか、施策も考えていく必要があるんじゃ

ないかと思っておりますので、さらにその点を含めましてご努力をいただきたいと思います。 

次に、政府の行政刷新会議における「事業仕分け」の影響が、本村の新年度予算にもどの程度の影

響が及ぶかということについてお尋ねをいたします。国の平成 22 年度予算編成方針は、本年９月の

政権交代によって大幅な見直しが行われ、民主党を中心とする新政権は、国民生活が第一という考え

の下で、これまでの概算要求基準を撤廃して、子育て、教育、年金、医療、地域主権、雇用、経済に

集中的に財源を振り向けることとし、この 10 月 15 日までに各省庁から財務省へ提出された概算要

求総額は、過去最大の 95 兆円に上っております。その一方で、政府内に新たに設けられました行政

刷新会議は、この 95 兆円に膨らんだ平成 22 年度の概算要求の中から、不要不急な事業や、過大な

予算要求を洗い出す事業仕分けを行い、延べ９日間の作業で厳しい判定を連発いたしました。ゼロ査

定だけでも 140 事業、予算圧縮は 7,500 億円、しかし、年末の予算編成ではどの程度この判定結果

が反映されるのか紆余曲折が予想されます。全く不透明で先が読みにくい状況であります。そこで、

この判定結果がそのまま反映されたと仮定して、本村の継続事業、あるいは新規事業など、予算的・

事業的にどの程度の影響が出るのかお伺いをしたいと思いますけれども、なかなか細かい積上げも大

変不透明な中、大変だろうと思いますので、ざっくりでも結構でございますので、その辺の状況をお

伺いをしたいと思います。 

 

◆村長 

今回の質問の前に、先ほどの問いのところで未収金とか、受益者負担をとか、広告とかいうふうな

ことがありましたので、先にそちらの方について申し上げますと、未収金につきましては、来年度す

ぐではないんですけれども、県の方もいろいろそういう、どこもそういうのがだんだん未収金が増え

ておるというふうなことで、その体制をやっていかなくてはいけないということで、村としてもやら

なくちゃいけないですけれども、県の方でも市町村と協力してですね、一緒に未収について回収をで

きるような組織づくりをしようというふうなことでありまして、その辺、連携して動いていく体制づ

くりをしていこうかなというふうな状況でございます。それから、受益者負担といいますか、そうい
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うような、先ほど原議員の方からお話がありましたけれども、現時点では、その例えば上下水道です

とか、保育園ですとか、村の施設の使用料等々についてですね、上げなければやっていけないという

ふうなところまでの積上げはできておりませんので、いまのところそういうものについて改定をしよ

うという考えは持っていません。多分そんなにそこのところを上げても収入的にですね、そんなに改

善があるんではなく、非常に精神論的な、村民の方に痛みをわかってもらうみたいな、そんなふうな

効果はあるのかもしれませんけれども、それによって村民の皆さんの前向きな雰囲気が失われるのも

あまりいいことではないだろうと思うし、そこら辺にはあまり手をつけたいとは思っていないと。こ

れから委員会等々でお諮りをいただいて、決めていくことではありますけれども、現時点ではそんな

ふうなことを思っています。それから、また広告というのもいろいろありますが、封筒に付けたりと

か、広報に入れたりとかとあります。広報についても広告スペースは一応は用意しておりますけれど

も、そこは広告を載せることによって広告料金を儲けようというよりもですね、広報で直接お知らせ

しにくいような、商売ネタみたいなことを何とかいい方法で伝えたいというような、そういうような

業者の方がいらっしゃったら、お金を取ることによって理由づけをしながら使ってもらえるのかなと

いうのが趣旨でございまして、お金を取るためではなくて、お知らせの場を提供するというのが広報

の中の広告スペースの位置づけでございます。あまりいろいろなところにですね、広告スペースをつ

くるとですね、あまり美しくないというか、品が悪くなるというかですね、そういうような傾向があ

るかと思いますので、そこのところもあまりそれをどんどん広げていくというような気は持っており

ません。それから、１番の事業仕分けの影響ということなんですけれども、例えばまちづくり交付金

ですとかですね、農業関係とか、いろいろそんな話が出ておるわけなんですけれども、何というか、

それによって計算をできるところまでの話がないと。まだまだ見えてきていないというふうなところ

なので、ちょっとそこら辺は数字で申し上げるのは、ざくっとした感じでも難しいかなというふうに

思っております。また、事業仕分けとは別にですね、いろいろと民主党のマニフェストでは、子ども

手当のことですとか、農家の戸別保障制度とかですね、いろいろそういうものがあったりします。道

路特定財源の暫定税率についてはどうなるのかとかですね、いろいろなことが言われておってですね、

その辺のところも含めて村の歳入歳出にですね、どういうふうな影響が出てくるのかというふうなと

ころは、なかなかちょっと本当にまだ全然読めないというようなところがございます。ですので、現

段階ではですね、歳入歳出ともに現行制度を基にとりあえずつくっていくというふうなことしかない

のかなというふうに思っています。例年ですと、国の予算編成は 12月の下旪ぐらいに固まってきて、

１月の下旪には予算案が確定してくるということなんですけれども、今年もそういうふうな形で見通

しができてくるのか、恐らくはというか、ひょっとするとというか、さらに時間がかかるのではない

かなというふうなことも考えております。先ほど申し上げたとおり、事業仕分けというのはいま既存

の事業についてのどうするかというふうな判断ですし、既存の事業だけではなく、また今後の事業と

いうこともあるでしょうし、なかなか村が活用できていなかった既存の事業というのもあるかもしれ

ません。そういったものをですね、うまく活用していくというふうなことも考えていかなくてはいけ

ないのかなと。そういうふうにしていかないと、この状況の中でいい予算をつくって、何とかこの状
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況の中で前向きに進んでいくためには、そういう努力が必要かなというふうなことを思っております。 

 

◆藤川 稔 

今の答弁の中で、公告掲載についてですが、これはやみくもに公告を掲載するということでなくて、

広報、あるいはホームページ、全体的な体裁もありますし、構成もあると思いますので、そこら辺を

崩さない程度のスペースを確保して、ある程度の枠を決めて載せていくというようなことも必要じゃ

ないかと思いますので、お願いいたします。 

次に、これも２番議員からもお話がありました、過疎法のことでございます。 

22 年度以降の過疎指定については、過疎特措法の３年程度の延長が政府方針として出されており

まして、これも非常に流動的であります。予算編成に当たっては、先ほどのご答弁の中で基本的には

指定継続を想定して策定を考えているようでありますが、現時点のですね、本村における指定外、そ

こら辺の判断となります、いわゆる人口要件、あるいは財政力要件など、中川村においてどのような

状況なのか、おわかりになる範囲で結構でございますので、少しお聞かせをいただきたいと思います。 

 

◆副村長 

ただいまの過疎の要件等についてというご質問でございますけれど、新しい過疎法についてまだ具

体的なことが示されておりませんので、過去のものに沿って見てみますと、ご承知とおり、現在は第

４次の過疎地域自立促進特別措置法という法律に基づいて実施をされておりますが、その目的は大き

くて５つございます。「過疎地域の自立促進」、「住民福祉の向上」、「雇用の増大」、「地域格差の是正」、

「美しく風格ある国土の形成」という目的でございます。要件でありますけれど、人口要件と財政力

要件等がございます。第４次のときに中川村が過疎指定になったものに、幾つかの要件のうちの若年

者比率というのがございます。これにつきましては、昭和 35 年から平成７年までの 35 年間の中で、

人口減少率、若者のでございますけれども、そこの比率が 15％以下ということで要件がなっており

まして、当時、中川村では若年者比率が 14.67％ということで、辛うじてこの枠の中に入りまして、

過疎指定になったということであります。村の要件を今後のものに仮にということで置き換えてみま

すと、前回のものの人口要件でありますと、若年者比率は 14％程度でありますので、残れるかなと

思いますけれど、１次、２次、３次という過疎法の指定の経過の中では、それぞれ人口要件等が引き

下げられてきておりますので、それらが示されたときには若干その要件に当てはまらないのかなとい

うことが想定をされるというところであります。いずれにしましても、新しい過疎法につきましての

取扱いについて現在まだしっかり出ておりませんので、現在の状況を申し上げまして、お答えとさせ

ていただきたいと思います。 

 

◆藤川 稔 

次に、本村の財政指標であります平成 20 年度決算に基づく健全化比率につきましては、前にもご

説明、お示しいただいたとおり、いずれも適正な水準にありました。平成 20 年度一般会計決算にお
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ける経常収支比率は 87.6％となっており、平成 19 年度の 89.6％に引き続き高い結果となっておりま

す。つまり、財政構造は硬直化し、独自の施策が打てない状況ということでございます。財源の確保

が非常に期待できない状況下で、まさに「入りを量りて出ずるを制す」の精神で予算編成に取り組ま

なくてはならないと思います。今度は歳出の抑制に対する視点と対応ということでお伺いをいたしま

す。 

 

◆村長 

歳出抑制に対する視点と対応ということでご質問をいただきました。村では行政運営の効率化のた

めに、「第３次行政改革の大綱集中改革プラン」というものに沿ってですね、行財政改革の効率化と

いうようなことの努力をしておるところでございます。特にですね、人件費に連動する定員管理につ

きましては、現在その集中改革プランのですね、減員の目標、何年には何人、何人というふうなこと

があるんですけれども、いいことか悪いことかわかりませんが、それを上回って職員の数は減ってお

るというような状況がございます。「入りを量りて出ずるを制す」べきなのかどうなのかというよう

なところがあれなんですけれども、無駄はもちろんなくしていかなくてはいけないんですけれども、

歳出をもう本当に、そのことを財政の健全化というか、技術化というか、そのことが第一優先ではな

くて、やっぱり必要なことはやっていかなくてはいけないのかなというふうなことを思っております

ので、村民が必要とする事業に取り組むというふうな中でですね、もし財源の不足が生じたときはど

うするかというようなことを次に考えるのかなというふうに思っています。 

それから、歳出抑制ということではですね、しばしばシーリングというというふうなことで、前年度

予算に一律何パーセントカットみたいなことで予算づくりをしていくというようなことを行う場合

があるわけですけれども、来年度予算に関しましてはそういうシーリングは行わずに、一律カットと

いうところからではなくて、先ほど申し上げたような１つ１つの事業をですね、精査していく中で、

無駄を省いていくというふうなことをやっていきたいなというふうに思っています。効果と費用、そ

れから将来負担みたいなことも含めて１つ１つ検討をしていって、考えていきたいなというふうに思

っておるところでございます。 

 

◆藤川 稔 

それでは、１問目の最後になりますけれども、財政運営も非常に厳しいものがありますけれども、

新年度の行政運営について村長がどのようなスタンスで行政運営を執行されていくのか、この財政運

営と行政運営とのバランスをどうとっていかれるのか、その点についてお伺いをいたします。 

 

◆村長 

繰り返しになりますけれども、本当に必要な事業はどういうことなのか、それを無駄なく効率よく

やっていくためには、最低限でもどれだけ必要なのかというふうなところを、無駄を省きながら積上

げていって、それをやるためにどうすればいいのかというふうなことを考えていくというようなこと
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だと思います。この４年間ですね、基金については 1 億 3,400 万円の増額ができて、いまいろいろ

な基金がありますけれども、11 億 5,200 万円の基金になっています。公債費の残高については 10 億

700 万円の削減ができて、いま 37 億 3,800 万円というふうな額になっております。そういう形で健

全化が進んでおりますので、だから何というんですか、気を緩めるというわけではないんですけれど

も、いまこういう状況ですので、一番は村の財政よりも村民の皆さんの必要というふうなことを、何

が必要なのかというようなところを考えてやっていくというふうなことが必要かなというふうに思

っています。ちょっと、ついでながら最近ちょくちょく思っていることはですね、最初の開会のごあ

いさつでも申し上げたように、世界中が非常に時代の変わり目といいますか、今までの仕組みがうま

くいかなくなっているようなところで、みんながどうしているのかというようなことを一生懸命考え

ているというようなことなんですけれども、最近いろいろなところでちょくちょく申し上げています

けれども、なかなか実現させるのは非常にハードルが高いんですけれども、地域通貨というのがあっ

て、第２次世界大戦の前、世界恐慌の頃ですね、オーストリア等々で地域通貨というものをうまく使

っていくことによって、その地域がその大不況の中で経済的にもうまく回っていったというような実

例がございますので、そんなこともですね、それは来年度予算のお話ではないんですけれども、可能

性はどうなのかというようなところ、商工会の皆さんとか、労働組合の皆さんとかの意見も聞きなが

ら可能性を探って、もしご理解がいただけるようでしたら実現に向けていろいろやってみたいなと。

そういうふうなことがもしできればちょっと今までとは違うような形で地域の経済に新しい何か活

性化する道具みたいなものが手に入るのかなというようなことも考えているところですけれども、ち

ょっと半分夢物語みたいなところもありますが、そんなふうなことも考えながら、何とかいろいろな

方策をしながら村民の皆さんが自分の夢や希望やらに取り組んでいける前向きな、元気のいい村にし

ていきたいなというふうに思っております。 

 

◆藤川 稔 

それでは、２点目の質問に入ります。 

２点目は、スポーツイベントと地域活性化についてであります。今回は、特に「信州なかがわハー

フマラソン」について、お考えを伺いたいと思います。 

はじめに、第１回目の信州なかがわハーフマラソンは、平成 20 年の中川村発足 50 周年記念事業

の一環として中川ウォークマラソンを受け継ぎ、開催されました。２回目も盛況のうちに終わり、来

年開催で第３回目を数えます。この信州なかがわハーフマラソンは、中川ランナーズクラブが運営主

体となって実行委員会を組織し、多くのボランティアの方々の協力で支えられています。この大会に

は、村外からも多くの参加者が集います。その多くの参加者は実行委員会やボランティア、そのほか

関係者や沿道の応援など、「おもてなしの心」に触れ、参加者の感想として「喜びと感動を与えてく

れた、また来年も楽しみにして来ます」と言っておられます。参加者数は第１回が 797 名、第２回

目は約２倍の 1,545 名となりました。来年の第３回大会では、2,400 人以上の参加者を見込んでいる

そうでございます。また一方で、村外から多くの方々が来村したことによって、「日本で最も美しい
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村」をアピールができ、地域にとっても活性化に寄与したものと思われます。今後の取り組みによっ

ては経済的波及効果も期待でき、まさに日本で最も美しい村を担う大会として発展していくものと信

じております。そうした意味では、関係者に敬意と感謝を申し上げたいと思います。また、本年 10

月 15 日には伊那市の「いなっせ」で開催された地域づくりフォーラムで、第１回信州なかがわハー

フマラソンの運営主体となった中川ランナーズクラブが、地域住民を広く巻き込んだ取り組みと、地

域に及ぼす効果が最も高かったとして評価されまして、長野県知事賞を受賞したことは記憶に新しい

ところでございます。しかし、この大会も実行委員会の方々の努力と、多くのボランティアに支えら

れ、成り立っていると言っても、規模が大きくなるほどその取り組みには限界があることも事実であ

ると思います。そうした意味では、来年開催の第３回大会では、村の協力を必要とする居面を迎えて

いるのではないかと思います。現在においては、村内関係で村、教育委員会、あるいは商工会の各機

関に後援してご協力をいただいておる現状でありますが、村として後援から共催へと、さらに協力態

勢をもう少し強いものにできないか、村長、また教育長のお考えをお伺いいたしたいと思います。 

 

◆村長 

信州なかがわハーフマラソンにつきましては、主催が中川ランナーズクラブ、中川村スポーツ団体

連絡協議会、共催につきましては中日新聞社、後援が中川村、中川村教育委員会、中川村商工会、伊

那教育事務所、安協中川支会と。そして、主管は信州なかがわハーフマラソン実効委員会というふう

な態勢での運営となっています。村としましては、様々な活動とか、ビジネスとか、事業ですとか、

いろいろなイベント、文化的スポーツイベント、それから、あるいは助け合いの運動とかですね、い

ろいろそういうような活動がどんどん村の中で活発になっていくことは本当にありがたいし、そうな

っていくことを望んでおるところでございます。ただ、それはですね、村が主体となって村が実施す

るというのではなくて、そういう活動は村民の中でたくさん行われていくというふうなことに意味が

あるのではないかなというふうに思っています。ですから、村は村民の皆さんがそういう、いろいろ

なビジネス、自分の商売もそうですし、そういうスポーツ活動ですとか、いろいろな運動ですとか、

そういうものが楽しんでやっていける、新しいことをやろうというふうなことが取り組んでいただき

やすいような、主体として担っていただきやすいような、そういうことをしていきたいなというふう

に思っています。だから、そういう制度も整えていくので、それをうまく活用していただきたいなと

いうふうに思っています。村の役割は、村民が活躍できる舞台づくりであって、村が何というか、プ

レーヤーとなって何かをするというふうなことは、これからの取り組みとしてちょっと、もっとバッ

クアップの方をして、いろいろな方々が多様な活動ができるようなことをしていきたいなというふう

に思っています。信州なかがわハーフマラソンについては、そもそもランナーズクラブの皆さんから

そういうふうなハーフマラソンというふうな形にちょっとワンランクアップをしたいんだというふ

うな、そういうご相談を受けたときからですね、ランナーズクラブとしてやっていただくのではあれ

ば、それはもう本当にありがたい、素晴らしいことだと。だけれども、村としても広報のことですと

か、あるいは警察とのいろいろな折衝とかですね、そういったところでの何というか、協力というふ
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うなことはどんどんするけれども、村として特別に費用を出したりとかですね、あるいは職員を村の

命令で仕事に就かせたりというふうなことはできませんというふうなことは当初から申し上げてき

た経緯がございます。１回目の第１回は、お話にあったとおり、50 周年記念事業になったというふ

うなことがあって、県の元気づくり支援金で 267 万円余のご支援をいただくことができました。そ

して、支援金を活用した優秀な事例として、お話にあったとおり県から表彰を受けておられます。第

２回のウォークマラソンにつきましては、その前のウォークマラソンのときよりも本当に若干ですけ

れども、増額をして 20 万円の補助というふうな形でやっております。事業の立上げについてはです

ね、いろいろやっぱり費用的にも順調に軌道に乗ったとき以上に必要な部分があるかと思いますけれ

ども、参加費用等々も増やしたりとか、いろいろな形ですね、帳尻が合うような形というのを、なる

べく早くそういうふうな形になればうれしいなというふうに思っています。共催というふうな形にな

ると、村としても村の官費を投入することになるでしょうし、職員も公務として多数勤務させること

になるかなというふうに思います。村民の自主事業ではなくて、村の事業というふうな形になってき

てしまうわけで、また共催となれば議会の皆さん方の承認なんかも必要かなと。予算も出てくるとい

うことになればそういうことも必要かなというふうに思いますので、現状の後援という形でどんなこ

とができるのか、そういう検討をしていくというふうなことが適切ではないかなというふうに思って

おります。 

 

◆藤川 稔 

ただいま村長のお考えをお伺いいたしましたが、教育長のお考えもひとつよろしくお願いをいたし

ます。 

 

◆教育長 

私からは特に付け加えることはございません。村長答弁と同じであります。 

 

◆藤川 稔 

ただいまお二人の考えをお伺いいたしました。私は、この大会につきましては、村としても非常に

有益な部分がある大会であると思っております。第２回大会の参加者は 1,545 人中、県外から実に半

数の 838 人、率にして 54.2％になるわけですけれども、それで長野県内における村外からの参加者

は 628 人、率にして 44.1％、実に 98.3％もの参加者が村外から集ってくるということでございます。

この中では、先ほども申し上げたとおり、「日本で最も美しい村」、この中川村のピーアール、また特

産物のピーアール、村民の一体感、また全国的なマラソンイベントの評価でも上位にランクされてお

る状況でございます。村としてもこうした状況を一度考察をしていただき、先ほどの答弁でもありま

したけれども、村として何ができるのか。具体的にはいろいろなことがあるかと思います。１つには、

共催でなくても村長さんが大会長になっていただくとか、あるいは公用のバスもお借りして、駅ある

いは駐車場へのシャトルバスとしての使用ができないか、あるいはマラソンコースの整備、また望岳
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荘とタイアップした中での宿泊者の確保、宿泊者の会場への送迎、あるいは駐車場の確保と管理協力

等々について、いろいろとバックアップしていただく項目も出てくるかと思います。そうした意味で

は、一度この実行委員会と、また村の主管課とのいろいろな意見交換、そういったことも含めまして

ぜひ前向きに取り組んでいただければと思います。今回の中川村の第５次総合計画の中身にもありま

す基本構想の中で、中川村の将来像として「一人ひとりの元気が生きる美しい村なかがわ」、この基

本理念の文言の中で、「農業を初めとする産業や家族との時間、スポーツ、文化活動など、それぞれ

が大切にしたい事柄で一人ひとりが元気に活躍できれば、結果的にそれが村の一番の魅力になります。

また、村全体の元気につながります」と、このようにうわれております。まさにいろいろなイベント

は多々ありますけれども、この信州なかがわハーフマラソンにおきましては、規模的・内容的にもそ

ういった意味で非常に村が一体感となって元気が出るイベントではないかと、そんなふうに思ってお

るところでございます。最後に、頑張る中川村の一翼を担う団体や個人、またイベントへのご支援・

ご協力を村としてもぜひとも前向きに考えていただきたい。行政と村民が一体となってこの中川村を

盛り上げていくような、そんな中川村であることを強く願いながら、今回の私の質問を終わらせてい

ただきます。 


