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○２０１０年（平成２２年）３月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

(１)村長の政治姿勢について 

 

◆藤川 稔 

先月、バンクーバーで開催されました 2010 年冬季オリンピックも無事閉会となりました。今回の

冬季オリンピックは、地球温暖化の影響と思われる雪不足、また大会中にあっては雤降り等、今後開

催される冬季大会に少なからず不安を残しております。また、一方で小平奈緒選手をはじめ、県内出

身者、あるいは県内企業の所属の選手が活躍したことは我々県民としても大変誇りに思うところでご

ざいます。 

さて、ただいまお許しをいただきましたので、通告に基づき村長の政治姿勢について一般質問をさ

せていただきます。 

最初は、村のホームページにおける村長のメッセージの取扱いについてであります。この中で、特

に本年１月 29 日に村長から発信された、地域に軍隊を入れないことで住民を守ろうとする「無防備

地区宣言」を村がしてはどうかということを投げかけた問題でございます。この投げかけにいろいろ

と反響があったことはご承知のことと思います。私は、無防備地区宣言そのものの内容についてここ

でとやかく言うつもりはありませんが、村長自らこうした挑発的、刺激性のある事柄を村の公式ホー

ムページを使って発信することに疑問を感じております。つまり、責任ある立場の公人として、こう

した行為はいかがなものかと思いますが、村長の見解をお伺いいたします。 

 

◆村長 

地方自治体の仕事、よく我々安心・安全をいかに確保するのかというようなことを言うわけですけ

れども、戦争というのはですね、もう安心・安全どころか、それがもう蹂躙されてぐちゃぐちゃにさ

れてしまうというようなことでございまして、そういうことについてどういうふうに考えていくのか

というようなことをみんなで一緒に考えるというふうなことは、地方自治は民主主義の学校だという

ようなことも言いますけれども、大変重要なことではないかなと。そのことについて考えないでいる

というふうなことについては、非常に危険なこともあるのではないかなというふうに思います。いろ

いろな問題を我々有権者というか、主権者の側でですね、ディスカッションをする。私の考えを、私

の問題提起に対して違う立場の方からもご意見をいただいて、いろいろなご意見があって、その中で

深まっていく。そして、みんなの考えが深まっていくというふうなことは、本当に民主主義にとって

非常に重要なことであろうし、そのテーマも戦争をなくそうというふうなことについてどう思うのか、

どういう形で平和がつくれるのかというふうなことについてみんなで考えるというのは、大変有意義

なことではないかなというふうに考える次第です。 
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◆藤川 稔 

私がこうした行為はいかがなものかと申し上げたのは、本来この件は地方自治法第 74条において、

有権者の 50分の１以上の連署をもって普通公共団体の長に対して条例の制定を請求できる規定とな

っているものであります。つまり、有権者である村民が直接請求する行為であって、秩序から言って

も、村長自ら、しかも公式ホームページを使って提起する問題ではないというふうに私は考えます。

加えて、これに関連して２月９日付の村長からのメッセージでは、こうも言っておられます。「やや

挑発的な文書をここに掲載したのに、何ひとつメールをいただけない」と、自ら挑発したことについ

て認めておりますが、この意図は何なのかお聞かせをいただきたいと思います。 

 

◆村長 

この平和の問題について、しばしばですね、いろいろな式典等々で平和を守るということを誓うと

いうふうな言葉がですね、挨拶で述べられるわけですけれども、そういう非常にその場に応じた空気

にふさわしい形で言われるわけですよね。例えば最近で言えば、いま核の密約問題がありますけれど

も、密約がずっと行われてきたにもかかわらず、原爆の慰霊式のときでは「平和を守り、非核三原則

を厳守し」みたいなことの挨拶がずっと行われている。それが、そういう表面的なきれいな形で終わ

っているというふうなところじゃなくて、もっといろいろみんなで深く考える必要があるのではない

か、そういうふうなことを考えましょうよという、そういう意味で、みんなで考えましょうよという

ふうな意味で、何といいますか、ご意見をくださいという、そういう意味でございます。 

 

◆藤川 稔 

国民誰もが争いのない平和を希求する精神は持っていると思っていますし、またそうでなければな

らないと思っております。 

 当村においては 1984 年、昭和 59 年になりますけれども、12 月 25 日の議会において「非核・平

和都市宣言」を決議しております。 

また、日本非核宣言自治体協議会にも当村は加入しております。これは、県下でも６市町村、松本

市、伊那市、坂城町、小海町、原村、中川村と、これしかございません。これは、村にとって核のな

い平和な世界を希求する強い現れであると思います。また、中川村を出発点として、核廃絶を訴える   

平和行進も行われております。こうした状況を踏まえれば、戦争のない平和な世界への取り組みは、

現実的に見ても村とって十分ではないかなと私は考えますが、村長はその点いかがでしょうか。 

 

◆村長 

先ほど申し上げましたように、平和という言葉はですね、誰しもみんなが肯定する言葉で、非核平

和協議会に中川村が加盟したときにもですね、格別どこからも何の反応もなく、すうっと「ああ、そ

んなふうなものに加盟したの」という方も多分大勢いらっしゃるぐらいに、何のそんな手ごたえとい

うかですね、そういうこともなく流れていく。あちこちで事あるごとにみんなで口では平和を言って
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いるわけですけれども、また場面が変わるとですね、いろいろな、やっぱり危険だとか、軍備が必要

だとかですね、ちょくちょく核兵器を持つ必要があるのではないかというような議論さえなされてお

って、怖い怖いと言いながら、それに備えが必要だと。それで、みんながお互いにそんなことをして

ですね、それによって怖いものを引き寄せる、戦争を引き寄せていっているというのがこれまでの人

間、人類の歴史だと思います。自分たちだけは戻りたいからあれをするんだというふうなことで、お

互いに疑心暗鬼で、そしてそれに備えをどんどんエスカレートしていくことで、恐れていた戦争とい

うのを自らが引き寄せている、そういう愚かなことを繰り返してきたのが人間だと思います。だから、

平和を望みますということはですね、しばしばそのために軍備をするんだというふうな理屈にもなっ

てくるし、平和のためにあいつらをやっつけなければいけないというふうな話にもしばしばなってい

るわけでございまして、平和という言葉というのは、すごくえてして浅い話にもなりかねない。表面

的で終わってしまって、みんながパチパチと手を叩いて終わっていくかもしれない。その中で、今回

ホームページにこういう考え方もあるが、どう思うかというふうな、どう思われますかというふうな

問いかけをしたらですね、たちどころに非常にたくさんのご意見をいただいて、そして活発な議論が

行われたと。まさしく平和という言葉だけでは民主主義に必要な議論というものが深まっていかない。

みんな「うん、うん」と頷いて手を叩き合って、「さあ、さようなら」ということで解散をするとい

うふうなものがですね、今回議論としていろいろな意見が出てきた。そして、それを相互に「ああ、

こういう考え方もあるんだ」、「こうじゃないのか」というふうな形の議論ができる。議論ということ

こそは民主主義の一番重要なことだと思うので、大変私は今回のことというのは、いいことではない

かなというふうに思っております。 

 

◆藤川 稔 

これまでいろいろといまの村長の見解を聞いてまいりましたが、この私の一般質問に対する私の論

点は、首長として、また公人として秩序ある村長のメッセージであってほしいという、その一言でご

ざいます。村長が発信されたメッセージをつぶさに読んでみても、公人としてではなく、何か私人と

して取り扱っているように思えてなりません。公人の立場なら、例えば村において喫緊の課題である

農業問題、雇用問題、子育て支援、あるいは高齢者福祉等々の現状において、村民が安心して暮らし

のできる情報の発信、また今後における計画・構想など、村政の方針に関する情報の発信、村長が公

務で感じた諸々のこと、こういった村民の目線に立ったメッセージであってほしいと願うものでござ

いますが、その点、村長いかがでしょうか。 

 

◆村長 

村の中のテーマだけに限定してはどうか、あるいはすべきだというようなご意見かと思いますけれ

ども、村は村だけでやっているわけではなくて、いろいろな物事の影響を受けるわけですよね。経済

にしてもしかりだし、そういう戦争とか、そういうふうなことについてもそうだと思います。この周

辺、近隣で言いますとですね、例えば満蒙開拓団というふうなことが国策として行われて、近隣の地
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域ではですね、中川も含めてかもしれません、当時中川でなかったかもしれませんけれども、それに

従って大勢の方々を送り出したと。国策に従って、自治体の方もそれに何というか、バックアップと

いうか、お手伝いをしてというふうなこと、そういうことがあって、非常に大変辛い思いをされたわ

けですよね。だから、やっぱりいろいろなこと、自分たちの村をどうするかということも大変なこと、

重要なことですけれども、それ以外のことについてもやっぱりみんなで語り合う、意見をぶつけ合う

というふうなことは大変大事なことではないかなというふうに思います。そして、また村長というも

のがですね、どんなふうなことを考えているのかというふうなことを皆さんに知っていただくという

のは、いいことじゃないかと。選挙のときの選択肢として、どんなふうなことを考えているのかとい

うふうなことを知っていただくのはいいことではないかと。４年に一度そういう選択の機会が必ずあ

るわけですから、その中で村内のことはとにかく、あんなことを言っておるのはけしからんというよ

うなものもですね、当然あるだろうし、ああいうふうな考え方というのはいいよというようなことも

あるだろうし、そういうことも含めてですね、さらす、見ていただくというふうなことは、選択の材

料を提供するという意味で控えるべきこととは、あまり私は感じません。以上です。 

 

◆藤川 稔 

私はすべて村内に対しての、村内に係わるもののメッセージということでなく、対外的な部分も否

定しているわけではございません。ただ、いまの社会情勢を見ますと、非常に村民のみならず、世界

の方々、あるいは日本の国民の方々、非常に厳しい社会情勢の中で非常にご苦労されて生活をしてお

ります。そういった目線に立って、ぜひメッセージを発信していただければいいかなと、そんな思い

で申し上げたところでございます。こうしたことについて、公式ホームページを使っての情報発信で

すので、やはりそこには責任も生じます。そういったことで、発信する際に村長と言えども、やはり

副村長、あるいは総務課長等々に「こんなことを私は発信したいがどうだ」と、お伺いを立てるよう

な仕組みができているのか。そういった庁内の調整機能が働いているのかどうかということも疑問に

感じておるところでございます。そこで、そういった庁内の調整機能、そういったものがどのように

果たされておるのか、その点につきましては副村長にお伺いをいたしますので、よろしくお願いしま

す。 

 

◆副村長 

庁内の調整機能ということのお話でありますけれど、ご承知のとおり、村のホームページの６ペー

ジを見ていただきますと、村からのお知らせを中心としました生活情報ですとか、中川村の紹介、観

光、イベント、田舎暮らしなど、行政として住民の方々にお知らせする内容というふうになっており

ます。掲載方法でありますけれど、関係各課から出されました内容を総務課の広報情報係が一括して

掲載をしておるということであります。広報の補完的なものでありまして、これに準じた内容という

ことであります。ですので、基本的に載せるものについては行政として必要なものということで、広

報を中心とした内容ということで、それについては広報の内容検討というところで調整をしておると
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いうところであります。 

村長からのメッセージの内容につきましては、ただいま村長答弁の趣旨にありましたとおりであり

ますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

◆村長 

副村長にはですね、正直なところ最初のやつは見せていますけれども、その後のやり取りについて

は見せているものもあり、ご意見を求めないままやっているのもあるというのが実情です。以上です。 

 

◆藤川 稔 

私は、中川村公式ホームページの作成基準でありますとか、あるいは取扱要綱を策定して、管理責

任者が公序に反するもの、また電子広報に掲載する内容としてふさわしくないと判断したものは速や

かに関係者に諮るなど、体制を確立されたらどうかと思いますが、その点、担当課長である総務課長

のお考え、見解をお伺いいたします。 

 

◆村長 

ふさわしいか、ふさわしくないかというのは、やっぱり有権者、主権者が決めることだと思うので、

先ほど申し上げましたように、さらすといいますか、見ていただく、その中でいろいろな意見がくる、

それもまた見ていただく。そうしたディスカッションの中でですね、自然とこれは間違っているんじ

ゃないかとか、私もそこで学んでいきたいと思いますし、いろいろなご意見がくる中で、「ああ、な

るほどそうか」というふうなことで、考えが変わっていくというようなことは、今回も徐々に変わっ

ているところがありますし、私自身も勉強になるし、その中でこれはおかしいんじゃないかというよ

うなこととかは、ディスカッションの中で自然に自ずからみんなの中で決まってくるのではないか。

そういうふうな、特にこのことについては議論を深めたいというふうな考えがございますので、議論

を深める前にですね、ふさわしいか、ふさわしくないかというふうなことで遮断するというふうなこ

とは、なかなかこういう問題について考え方が違う人が話す機会というのはない状況がございますの

で、せめてここぐらいはそういうようなことの行われる余地といいますか、そういうものとして持っ

ておきたいなというふうに考えるところです。 

 

◆総務課長 

総務課長という先ほどのご質問でございます。理事者の考えはいま村長の方から申し上げたところ

でございますが、職員のホームページへ載せるというのは、総務課の広報情報係を通じて掲載をして

いるところでございまして、ただ、その載せる、載せないのマニュアル等を作成をしてございません

ので、その辺につきましては他の市町村の状況も調査をしながら、その辺については今後対応をして

まいりたい、そんなふうに考えております。よろしくお願いします。 
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◆藤川 稔 

ちょっと私、先に総務課長にお伺いを立てたものですから、そんなふうに村長がお考えを言ったも

のですから、総務課長の答弁はいただけないかなと思いまして、再度いまスイッチを入れたところで

ございます。いずれにいたしましても、今回の村長の行い、また卑しくも村の代表者である村長に対

して罵倒するものも多く見受けられ、こうした状況を村民も職員も憂えていることと思います。村長

はこうした状況にも十分配慮され、今後の取扱いに支障を来たさないよう、ご配慮をいただきたいと

思います。と同時に、村長の一言一行の影響は大きいと改めて感じた次第でございます。そうした意

味でも今回の公式ホームページを使ったメッセージ、あるいは第三者とのやりとりの内容は、本当に

読んでいても村の代表者である村長として、また人の上に立つ者としてすべきことではないというふ

う強く感じたところであります。ぜひ庁内でも検証していただくことを切望いたしまして、この質問

を終わりとさせていただきます。 

引き続き、第２点目の質問に入りたいと思います。 

第２点目は、企業立地・企業誘致であります。企業立地と企業誘致は、地域活性化のカギを握る雇

用と所得を生み出す原動力であることは言うまでもございません。この課題についての一般質問は、

各議員により再三取り上げられてまいりました。しかし、他市町村に比べ中川村の立地条件、農業振

興地域との調整や、工業用水の確保などから、なかなか思うように取り組みができないと聞いており

ます。上伊那における他市町村においては、着々と誘致が成立した状況が新聞等で報道されておるの

をよく見受けます。本当に中川村ではこういったことが不可能なのか。不可能を可能にする真剣な取

り組みを期待いたしますが、その点、いかがかお伺いをいたします。 

 

◆村長 

最初に、すみません。しつこいようですけれども、罵倒とかもご意見なので、全然構わないと思う

ので、いろいろな意見をいただいたらうれしいなと。それをまたみんなで比較・研究することでいろ

いろ見えてくるものがあると思います。何かすべきでないとおっしゃった、どういう実害があるのか

なというのが私は見えていないので、こういうことがあって村民に不利益が発生するというふうなと

ころをですね、教えていただけたらありがたいかなと。もし、この議会の中でというのは、時間のこ

となんかもいろいろ制約がございますので、それこそまたメールとかでいただけると、皆さんの見て

いるところで議論ができたらいいのかなというふうなことを思います。 

それから、２番目の企業誘致というふうなことについてのご質問ですけれども、企業誘致というの

は、確かにおっしゃるとおり雇用と所得を生むものだというふうに思っています。ただ、それだけが

その方法のすべてではないというふうに思っています。いろいろ取り組むべきことはある中でですね、

また中川村に何が向いていて、どの方法が不向きなのかというふうなことを考えていかなくてはいけ

ないなというふうに思うんですけれども、おっしゃったとおり、中川村の場合は地形的なこと、それ

から工業用水等々について、なかなか大規模な工場誘致、企業誘致をするには不向きである。平地が

少ないというふうなこともありますし、インターチェンジからの距離も近隣にもっと近いところにい
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ろいろ用意しているところもある中で、少し距離があるのかなというふうなことも思います。それか

ら、中川村は工業団地の造成というのをずっとやってこなかったというふうなことがあり、各企業は

進出するに当たってはですね、やっぱりこの状況、スピード感がすごく大事、事業の立上げというふ

うなことがすぐにできる環境というふうなことが、恐らく求めておられるのではないかなというふう

に思います。中川村の場合は、そういう企業立地をするのに適したところというのが大抵は農業振興

地域というふうなことになっていて、農振の除外をしていくというふうな手続等々も必要ですし、当

然造成等々の時間というふうなこともかかってくるというふうなことで、なかなかそういった高いハ

ードルが、農振除外というのが一番難しいかと思いますけれども、自給率を上げなければいけないと

いう、こういう状況の中でそういうハードルがあって、大変難しい部分があるというふうに思います。 

では、また逆にすぐに受け入れられるように工業団地を造成しておこうよというような発想もあるか

とは思いますが、近隣を見ていてもなかなか工業団地を用意しても、塩漬けの資産というふうなこと

になって、なかなかそれがまた負担になってくるというようなことも日本各地に大変よく見られてお

ることでございます。お話があったように、幾つか誘致というふうなことが近隣で言っておりますけ

れども、なかなかそういうこれまで造成したところを利用していただくのに大変苦労をし、またいろ

いろ企業サイドの方にですね、メリットなんかも準備しながらやっていくというようなことで、端か

らといいますか、外から見ているほどうま味がすごく大きいということでもないのかなというふうに

思っています。だから、大規模な形でですね、すぐ村に誘致をするというのは、いろいろ難しい点は

あるのかなというふうに思います。 

ただ、誤解のないように申し上げなくてはいけないのは、そういったいま申し上げたような大規模な

形で企業誘致をしていくというのは大変難しいけれども、企業誘致について、だからやりませんよと

いうふうに申し上げているわけではございません。先月になりますけれども、東京の明治大学の方で

長野県上伊那地域企業立地セミナーというものがございました。これは、上伊那地域のいろいろな東

京からの距離とか、名古屋からの距離とか、人口だとか、労働者はこうですよというような、いろい

ろなお話をして、「立地をしてください」、「進出してください」というふうな、そういうためのセミ

ナーなんですけれども、そこでですね、前段、五光カメラの後藤忠会長の講演があってですね、ご自

身の経営に対する考え方にあわせてですね、いまいろいろ今までいろいろな事業を立ち上げて、それ

で技術革新によってまた新しいことを模索しなくちゃいけないということを繰り返しやってこられ

て、その中でいま中川村の「ＧＯＫＯトマト」の事業をやっておられるんだというふうな、そういう

ような講演がございました。そのときに中川村の五光さんの建物、設備施設が西山を背景にしてです

ね、大変美しい写真をスライドで紹介されて、その中でこういう素晴らしい環境の中で事業をやって

おるというふうな、そういうようなお話をしていただいたというようなことで、大変ありがたく、嬉

しく感じた次第でございます。 

 村内にはそういう工業団地はないわけなんですけれども、撤退した跡地と、空いている場所という

のは幾つもありますし、そこを何とか有効活用もしていきたいなというようなことは課題として持っ

ておりまして、振興課の方でそれについては取り組んでいるところでございます。そういうような努
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力をいろいろしながら、また同時にですね、先ほど申し上げた、村としてどういう形で所得やら雇用

とかいうのをつくっていくのかということについては、もう今まで何回も申し上げている、中川村ら

しさを生かして、我々の力で内側から何か興していこうよというような内発的な発展というふうなこ

とを目指し、それによって後継者の残れるような、所得が何とかできるようなことを研究をしていき

たいなというふうに感じているところです。 

 それには、いろいろといま先ほどもお話に出た天の中川加工組合「つくっチャオ」に期待するとこ

ろもありますし、農家民宿とか、農家レストランなんかも、手応えを感じ始めているところがちょく

ちょく出始めているというふうに感じております。また、この辺が広がっていって、雇用なんかも厚

みを増してくるというふうなことを思っております。農家の皆さんの中でもいろいろなグループが立

ち上がって、研究をしたりされているというふうなことで、何とかその辺も支援をしてですね、いき

たいなというふうに思っているところでございます。農業とか観光だけではなくて、チャオ周辺で申

し上げますと、前沢川と国道と、それから滝戸川と、囲まれたあの周辺ですよね。あの辺は準工業地

帯というふうなことで、農振除外の手続がいらないというふうなことなので、何とかチャオはだんだ

ん賑わいが増してきたなと思いますけれども、あのチャオの賑わいがだんだんさらに広がっていって、

それを目当てにといいますかですかね、商店、お店の進出なんかがもっと出てきてですね、あの周辺

の賑わいがさらに増えて、そして集客力も増していってですね、上伊那・下伊那からいろいろな環境

も含めて、公園も含めて、いい場所がある、おいしい野菜がある、おいしい加工品がある、そして、

何かまた進出してきた会社がいろいろないいサービスがあり、商品があるというふうなことで、村外

からも休日なんかには遊びがてら家族で来ていただけたりというふうな、そんなふうな形になってい

くといいなというふうに感じておるところで、いろいろそういう村の良さを生かした、ただ「ここに

何平米の場所がありますよ、来ませんか」というふうなだけじゃなくて、村の良さ、景観だとか、農

作物だとか、人々の気持ちだとか、村民の気持ちだとか、いろいろなそういう村の持っている良さを

売りながら、村の発展を目指していくというような、その結果、外からも企業とか、店とかが入って

くるというふうな、そんなふうになれば本当に理想的かなというふうに思っているところです。以上

です。 

 

◆藤川 稔 

ただいまの村長の答弁の内容については、私も同感な部分がございます。先の策定されました中川

村第５次総合計画においても、産業の振興における企業誘致について、大規模な工業団地の設定は難

しい現状にあるということもうたわれております。大方の方は企業立地や企業誘致というと、大規模

な工業用地を確保して団地化して、そこへ企業を集約するということだと考えておられるんじゃない

かと思います。このことは理想でありますけれども、当村においてはなかなか難しい。むしろ、私は

そういうことばかりが企業立地や企業誘致の指標とは考えておりません。先ほどの第５次総合計画の

中にも、いま村長の答弁にもありましたとおり、村内の空き工業用地を活用しながら企業誘致を図っ

ていくということ、加えて、私は遊休農地や荒廃地の活用によって、企業が村内に分散していてもで
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きるところから誘致をしていけばいいと、そんなふうに考えております。また、大きな会社でなくて

も、小さな会社でも来ていただける会社があればアプローチをしていただいて、企業誘致に邁進して

いただきたいとも思っております。製造会社の他にも、ソフト会社を含めたＩＴ産業の会社もアプロ

ーチしていけばいいんじゃないかと思います。あとは企業立地と誘致活動をするかしないか、アクシ

ョンを起こしていくかのかいかないか、その点につきましてお聞きをしたいと思います。 

 

◆村長 

いろいろ機会を見つけて、そしてまたツテといいますか、縁故とかもいただきながらですね、美し

い村であり、そしてまた村の良さにつながっていくような、そして、特に何か若い人が見えてくださ

るような研究だとか、開発だとか、そういうようなものとかで来ていただけたら本当にありがたいな

というふうな気持ちはあって、そういう努力をですね、ぜひしていきたいというふうに思いますし、

いろいろな方々のご提案とか、ご縁とかですね、ご推薦とか、そういうふうなこともいただきながら

やっていきたい、取り組んでいきたいなというふうに思います。 

 

◆藤川 稔 

ちょっといま私のアクションをというところで、言葉足らずのところはありましたが、全国におい

ては「企業立地に頑張る市町村 20 選」というものがありまして、各市町村共通する点は市町村長の

リーダーシップとトップセールス、それに加えて職員が一丸となって取り組んでいることであります。

交通・インフラなどのハンディキャップがあるにもかかわらず、トップセールスで年間 100 社以上

行うなど、努力をされている市町村、首長もございます。自立を選択した中川村としては、先のアン

ケートでも雇用の確保に関し、高い比率で村民の期待も大きいところがございました。いま一度真剣

にこうした産業施策を考えてはいかがかと思いますので、ぜひ今後においてお取り組みをお願いをす

るところでございます。 

今回、村長の政治姿勢について２問質問させていただきました。曽我村政も２期目に入り、ぼつぼ

つ村長、自分らしさを村民の目線に立った政策に結び付けていってはいかがかと思います。今後の活

躍を期待しておるとろでございます。 

以上をもちまして、私の一般質問を終わりといたします。 


