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○２０１０年（平成２２年）６月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

(１) 主要地方道伊那生田飯田線（竜東線）の整備と竜東振興について 

 

◆藤川 稔 

それでは、午後のトップということで、よろしくお願いいたします。 

 さて、私にとりまして、初議会は昨年の６月定例議会でありました。早いもので１年が経過したわ

けであります。 

 その間、国政においては自民・公明の連立政権から、民主・社民・国民新党の連立政権へと、政権

交代が現実のものとなりました。政権交代という大きなうねりの中で、国民もその政治に大いに期待

を抱いたものでした。しかし、政権樹立わずか８カ月余、政治とカネ問題、米軍普天間飛行場の移設

問題をめぐる社民党の連立離脱など、政権運営の混乱の責任を取り、鳩山首相は辞職し、同じく政治

とカネ問題で引導を渡された小沢民主党幹事長も辞任に追い込まれました。昨日、新たに菅連立内閣

が発足しましたが、難局に立ち向かう難しい舵取りをどうこなしていくのか、注目されるところでご

ざいます。 

 また、７月の参議院選挙を控え、国政は再び激動の様相を呈してきております。内外ともに多くの

懸案を残しての新内閣発足だけに、その政治手腕に注目するとともに、国民に目を向けた政治がなさ

れるよう願うものであります。 

 それでは、議長よりお許しをいただきましたので、通告に基づきまして一般質問をさせていただき

ます。 

 今回は、主要地方道伊那生田飯田線の整備と竜東振興についてであります。以下、主要地方道伊那

生田飯田線は竜東線と言い換えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、４月 22 日に発生した坂戸橋北 100ｍにおける国道 153 号線土砂崩落事故は、全面通行止め

から片側通行へと移行しましたが、現在も完全復旧の目途が立たず、通行者に不便を来たしておりま

す。 

 国道 153 号線は、信州伊那谷を南北に貫く基幹道路であり、村内外から多くの車両が通行する最

重要道路でございます。また、救急搬送や火災等、有事の際の対応としても一刻も早い復旧を望むも

のであります。そこで、改めてこの崩落事故を契機に、竜東線整備のあり方について、村の考え方な

どをただしてまいりたいと思います。 

 まず、竜東線は一貫して天竜の東を走るルートが基本でありますが、平成 20 年３月に吉瀬田切大

橋が竣工し、一たん天竜川を渡り、西側に出るという路線変更がありました。また、まだ私が議員に

なる前の平成 19 年２月に開かれた中川村議会全員協議会において、当時の伊那建設事務所の説明で

は、吉瀬田切大橋を渡り、飯島町田切の中平から日曽利 2.9 ㎞はルートが決まっているが、その先線

の日曽利～中川村大草４㎞はルートも未発表であるということが当時の新聞に載っておりました。 
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 そこで、お聞きいたしますが、この未発表であります天竜川の東を走る現行の日曽利～大草間にお

けるルートの改良の考え方を、村としてもきちんと整理しておく必要があろうと思いますが、その点

についていかがでしょうか、お伺いをいたします。 

 

◆建設水道課長   

藤川議員からのご質問でございますが、竜東線の整備促進、改良整備についてということで、この

質問通告書の中にはちょっとありませんけれども、吉瀬～大草の間の整備について、どういう考え方

を持っているかということ、どういうふうなことかということでご質問がありました。 

 まず、昨年の９月の議会、それから本年３月の議会でもあったかと思いますけれども、何人かの議

員さんからご質問がありまして、その中で９月議会の折に竜東線の基本的な考え方に触れて答弁をさ

せていただいている部分がございます。いま申されましたとおり、一たん竜東線が西地区に渡り、中

平地区へ出てそれからどうなるかということで、国道の伊南バイパスにあわせながら、多分それが使

われてくるであろうというようなことで、それを再び吉瀬へ戻すということはかなり困難が伴うとい

うようなことで、大筋のところは一たん西へ戻ってしまったら、そこから先線をどこで戻すかという

ことで、いま大きく改良の方法を検討しようということかと思います。その中では、一たん西へ渡っ

たものについては、それをまた中平地区から日曽利へ戻すというのはかなり戻る、事業的にも位置的

にも戻ってくるのかなと、こんなふうに思っているところであります。やはり、中平から伊南バイパ

スにいまルートが変わってぶつかったところを、真っ直ぐ本郷の方へ来た方が時間的には早いですし、

ルートも安定をしていると、こんなふうに思っているところでありますが、いま言ったように吉瀬か

ら大草間、それからもしくは本郷から大草へどうやって戻すか、その選択の中で竜東線のあり方を考

えていかなければならないと、こんなふうに考えているところでございます。 

 

◆藤川 稔 

 私は、日曽利～大草間は非常に幅員も狭く、落石あるいは土砂崩落など、その危険性を踏まえれば

改良も困難だと私なりに認識をしております。それと、相当な財政投資も必要になろうかと思ってお

りまして、この日曽利、中川村の現在のこのルートについては非常に難しいものがあろうと思ってお

るところでございます。村としても一度、日曽利がございますので、飯島町との調整もあろうかと思

いますが、そこら辺の考え方も一度きちんと整理をしておいた方がいいのではないかと、そんなふう

に思っております。 

 

 次に、昨年の９月定例議会におきまして、９番議員がただしました、竜東線、飯沼～北組間のあり

方について、村長は本郷からどのように天竜川を渡り、どのように飯沼地区を抜けて北組地区へつな

げていくのか、県との詰めを行わなければならないと答弁をされております。先ほどの東側を走る日

曽利～大草間の改良が難しいとなれば、村長答弁のとおり、国道 153 号線から飯島町道、飯沼線経

由でどのように飯沼へつなげるのか、確かに詰めは必要だと思います。伊南バイパスや国道及び飯島



- 3 - 

 

町道を併用する形で、村として北の玄関口をどう調整するのか、重要な課題でございます。 

 そこで、９月定例議会の村長答弁から早９カ月が経ったわけでございますが、現在に至るその間、

飯沼～北組間の竜東線整備促進について、村はどのような取り組みを行ってきたか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 

◆建設水道課長 

９月以降の取り組みということで、実務的なことでございますので、私の方からお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、昨年の 12 月に、これは村の中の問題でございますが、第５次の総合計画が策定をされまし

た。この中に、竜東線の整備について道路整備の方法、方針についてまず掲げながら、12 月に皆さ

ん方にこれを決議をいただいたというような内容になっております。大きくはそれに従って促進がで

きるように活動をしてきたというつもりでございます。具体的には個々の事例はございますが、例え

ば 10 月の 27 日でございますが、これは中川村ばかりではありませんけれども、各市町村が建設事

務所といろいろ要望事項の調整をする場がございます。ここでの要望事項として、他の線、路線の改

良等々に含めて竜東線についてもいまの生活路線の改良、それから新しい竜東線となる道の促進、こ

れらについて要望をしてきたところでございます。 

 また、11 月の２日でございますが、これらの要望行動をそれぞれ期成同盟会等と一緒にやってお

るわけでありますが、期成同盟会の要望活動として長野県庁の方を訪ねまして、建設部長の部屋で要

望活動を行っております。これはいま言いましたとおり、1.5 車線も含め、それから日曽利間の防災

対策も含め、要望をしてきているものでございます。 

 そして、次に 12 月には中川橋の開通をしたわけでありますけれども、こういうときに建設部長さ

んにおいでをいただきました。こういう機会をとらえつつ、中川村の状況についてもご理解をいただ

く中で、だんだんとこの地域の現状を見ていただいた上での道路の必要性というものを認識をいただ

くように、そんな活動を進めてきているところでございます。 

 それから、２月に入りまして、飯沼地区の総代さんと、飯沼地区の皆さんの合意を得た文書を携え

ながら建設事務所を訪問をして、所長さん、それから整備の担当の係長さん等々を含め要望といいま

すか、話し合い、協議を進めてきたところでございます。さらに、竜東線の先線の計画を尐しでも早

めていくために、どういう方法をとったらいいかという協議を実務的にも建設事務所の方とそれぞれ

機会をとらえて話を進めてきているところでございます。 

 こうした中で、５月でありますけれども、県の 23 年度の新たな、23 年度から始まります過疎計画

の事業箇所の決定に中川村の飯沼橋を過疎代行事業で取り上げられないかということで要望を出し

ております。３月のときに要望を出して、５月にヒヤリングがあったわけでありますけれども、本来

飯沼橋は中川村の村道に架かる橋でありますが、それを先に過疎代行で付け替えることによって、そ

こへ誘導ができないかというようなことも含めながらかつ要望をしてきたところでございます。この

要望は、最初の要望と、それからもう１回県庁の方でヒヤリングかあったわけでありますけれども、
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４月に出しておいて５月の 13 日、この間に国道が小平地籍で崩落をしたわけでありますが、２回目

の県のヒヤリングの折には、すぐに崩落現場の写真に要請書・要望書の中身の写真を取り替えて、こ

ういう状況であるので、何とかここが入らないかというようなことを含めて要望をしてきたところで

ございます。さらに、５月の 26 日でありますけれども、北山向飯沼線の代行の要望をした現場へ、

県の道路管理課の方から職員に来ていただきまして、現状の確認をしていただいております。 

 この間、それぞれ大きく目立って竜東線の整備だけにこういうふうな活動をした、こういうふうな

動き方をしたということはございませんが、私は常日頃、仕事の仕方で思っておりますけれども、１

つの仕事で物を言っていくばかりでなくて、あらゆる機会をとらえながら行った時に、ここも見てい

ただく、ここも話をしながら理解をしていただく、そういう１つ１つの積上げが結果的に早く仕事に

つながっていくのかなと、こんなふうに思っておるために、今日竜東線のためにここへ行ってこうい

う話をしたということもありますが、それ以上に毎回毎回会う度に「ここはどうなっている」とか、

「ここはどういうふうになっていますか、何とかなりませんか」という話を、県の職員を含めてして

きているつもりでございまして、そんな活動を今まで進めてきたということでございます。 

 

◆藤川 稔 

ただいま建設水道課長からこの９カ月間の取り組みといいますか、地道な１つ１つの努力の積み重

ねで動いていただいているということでお伺いをいたしました。 

 村内における竜東線未整備区間として取り残されております飯沼～北組間において、とりわけ飯沼

地区の皆さんは長年首を長くして地元における早期の竜東線整備に期待をしてきたわけであります。

その飯沼地区では、平成 20 年 10 月に飯沼地区竜東線改良促進対策委員会を立上げ、いろいろと協

議され、議会あてにも竜東線、飯沼～北組間バイパス化早期実現を求める陳情も提出し、あわせて新

たなルートも検討し、加えて用地買収への協力も進んでいると聞いております。こうした地元の思い

と動きを行政は真摯に受け止め、さらに地元との協議を初め、路線の考え方、特に飯沼の南から北組、

養命酒の入口までの曲がりくねった道路をどうするのか等々、問題点の把握と改善策に努めていくべ

きではないかと思っております。また、中川村主要地方道改良促進対策委員会条例に基づく委員会が

指定されているわけでありますから、委員会を活用し、しかるべく促進対策をとるべきではないでし

ょうか。この点についてお伺いをいたします。 

 

◆建設水道課長   

藤川議員から幾つか事実に基づくご指摘をいただきながら、質問をいただきました。 

 村では、先ほどもお話がございましたが、本郷からどうやってこの天竜を渡り、飯沼を抜けて北組

につなぐかということを村長の方で前回お答えをさせていただいたとおり、それに向けてどうやって

進めるかというのをいま現在やっているところであります。 

 こうした中で、本郷と飯沼間の接続につきましては、「飯沼橋の架け替えなど、飯島町や地区の住

民の協力が欠かせないことを認識しながら、あらゆる機会をとらえて同盟会等々を通じながら、また
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地元と協力しながら要望を進めていきますよ」と、こんなお答えをさせていただいてきたところでご

ざいます。先ほど議員さんからもお話がありましたとおり、飯沼地区では県の計画の有無にかかわら

ず、独自で地区の用地を含めた地域合意をもって県にアピールするなどの力強い対策を取られており

ます。村はそのことを重々承知しておる中で、先ほどもお話をさせていただきましたが、２月の 24

日の日でございますけれども、寺平総代さんとその文書等々を持ちながら、建設事務所を訪問しなが

ら要望をしてきたところでございます。 

 村では、先ほども申しましたけれども、第５次の総合計画の前期の基本計画の中で整備の幹線の道

路としてこの竜東線を位置付けておりまして、飯島から北組までの区間の改良事業化に向けて地域住

民と共に働きかけを行っていくと、こういうふうに明記をしてございます。 

 これは整備方針でございますけれども、村内ではいま申されましたとおり、主要地方道の改良対策

委員会という組織がございます。現在は休止状態にございますが、この委員会につきましては渡場工

区、それから大草工区の中で非常にルートを含めて検討をいただき、また促進の力となった組織でご

ざいます。 

 飯島町との協議をする中でも、また県との調整をする中でも、こういった対策委員会の中で地元の

意見を反映することは地域のその地区だけでなくて、大きな力となるものと思っておりますので、村

としてもできれば６月のうちに立上げをしながら意向のまとめ、それから意見の吸い上げをして、そ

れぞれ竜東線の期成同盟会等々の組織の決議へぶつけていけたらいいなと、こんなふうに考えている

ところでございます。 

 

◆藤川 稔 

前回の９月の定例議会の折にも建設水道課長より答弁がございまして、この委員会は北組から渡場

までの間の工事が終わるまで会合を持ちながら進めてきたと聞いていると。なぜ委員は北組間での流

れの中で、この委員会の活動が止まってしまったのか、ちょっとその辺が分かりましたらお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

◆建設水道課長   

委員会の休止の経過について、ちょっと定かに記録がございませんので、私の想定の域を出ません

けれども、一応北組、それから渡場工区までは中川村の中の竜東線についてはすべて改良ができたと。

残されるのは日曽利～北組間であると。こうした中で日曽利～北組間の改良の困難さというものが１

つはあろうかと思います。これは地形的な困難さ、それから予算的な困難さ、含めながら、県の方の

改良の予定等々を見ながら、改良委員会だけではちょっと解決がつかないというようなところで一度

止まっているのかなと、こんなふうに思っているところであります。あくまでもこれは想定の域を出

ませんけれども、活動の必要がこれ以上なかったというのがとりあえずの原因かなと、そんなふうに

推定をしております。 
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◆藤川 稔 

尐し地元の方にお話を聞きますと、北組のところまで、つまり養命酒のところまできた折には、次

はいよいよ飯沼～北組間だよと、そういうようなお話が当時あったようで、非常にそういった期待感

も高かったようでございます。現在に至ってしまったわけでありますけれども、そんな思いが地元に

もございますので、これからの取り組み、さらに強化をしていただきたいと、そんなふうに思ってお

ります。 

 次に、先ほど冒頭に述べました、今回の坂戸橋における土砂崩落事故に伴う迂回路対策としても、

竜東線の位置づけは重要であります。迂回路対策としての竜東線の整備も念頭に置き、きちんと取り

組んでいただきたいと思います。 

 さて、次に、飯沼～北組間の２車線化についてお伺いをいたします。 

 私が議員となる前の平成 19 年２月 15 日の議会全協において、先ほどの伊那建設事務所の説明の

中で、この竜東線、飯沼～北組間の整備について 1.5 車線計画を提案しております。この中で建設事

務所はとりあえず地域の人々が早く安全に通行できるように、見通しの悪い場所や急カーブなど、危

険箇所を改修し、退避場所を設けるなど、地域住民の意見を聞きながら 1.5 車線による整備計画を進

めたいと説明をしております。この説明間中で、「とりあえず」と言っていますので、今回対応され

た 1.5 車線化は暫定的なものととらえていいのでしょうか。そうであれば、新たなバイパスルートの

枠組みの中で２車線化も可能なのか。私は、竜東線が国道に代わる主要道であれば２車線化を県にお

願いすべきと考えますが、村の考え方をお伺いいたします。 

 

◆建設水道課長   

答弁の中で、いろいろ言葉で使い分けをしながらさせていただいておるんですが、竜東線の改良に

つきましてはいま言われていますように、生活路線としての改良は 1.5 車線で実施をしております。

規格改良というのは、いま言われましたように、いま議員さんの想定されているのは２車線というよ

うなことだそうでありますが、本当の規格改良で大型車がすれ違っても行かれるような改良のことを

指しておりますけれども、竜東線の、いわゆるわかりやすく言えば、いまの路線と違ったバイパス的

な路線がどこか飯沼の地区の中にできないかということで言われているかと思いますが、飯沼の先ほ

ど地域の合意を得ながらの、用地を出しながらの誘致の要望というものも、全くいまの 1.5 車線の生

活道路の改良とはちょっと区分けをして考えられておるというふうに村としても理解をしておりま

す。したがって、規格改良については、いまの 1.5 車線化とはちょっとまた別の話としてとらえてい

ると。村につきましても、竜東線の最終的な整備については、そこを目指して規格改良の促進を図っ

ていきたいということで考えております。議員さんの考え方と同じだと思っていただいて結構だと思

います。 

 

◆藤川 稔 

次に、竜東線との関連で通告しました坂戸橋と飯沼橋のあり方について質問をいたします。 
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 まず、坂戸橋は竜東線と国道 153 号線を結ぶ県道 217 号大草坂戸線の中にあって、村民の生活道

路橋としてその役目を果たし、春には見事な桜のトンネルを通る人の目を楽しませてくれます。 

 また、先般は国の登録有形文化財に登録され、景勝地としてのその存在感が増しているところであ

ります。しかし、築 77 年が経ち、いつまでこの坂戸橋が生活道路橋としてその役目を果たせるか心

配もあるわけでありまして、将来を見据えて建替えを含めた村の考え方をお伺いいたします。 

 

◆建設水道課長   

冒頭の質問の前にも議員さんの方からお話がありましたが、国道 153 号迂回路線としても、この

竜東線の大切さというもののお話がございました。私どもでも、県の方へこの過疎代行の話を持って

いくときにも、要望書の中に４月 22 日の国道の土砂崩落について、またその前には平成 21 年の 11

月、もう尐し南の方で、国道の栗生沢のちょっと南でありますが、クラックが入って片側通行止めを

しながら保全をしてきた。そういう国道の危険なところの指摘をしながら、竜東線の整備、それには

中川村の北側から竜東へ渡れるような橋の大切さというものを訴えながらきたつもりでございます。 

 いま３つ目の質問として、坂戸橋と飯沼橋のあり方というこの、ちょっと何とも抽象的なとらえ方

のご質問をいただいたわけでございますけれども、坂戸橋につきましてはもう皆さんご承知のとおり、

今年の１月の 15 日に文化財の登録が原本に登録をされまして、３月の 26 日にこの報告会をさせて

いただいたとおり、登録有形文化財という文化財になりました。いまの具体的な坂戸橋の荷重はちょ

っと私も把握をしておりませんが、当時の一番最初につくったときは８トン荷重という荷重でありま

した。幅員もあのとおりでございますので、大型が行き交えるような橋ではありません。また、お話

がありましたとおり、築 70 年余を経過している中で、いつまでもつかということはございますけれ

ども、いま県ではいろいろな橋ばかりでなくて道路、それから用水等の施設も含めて、よくお聞きに

なるかと思いますが、ストップマネージメントという言葉、既設のものの管理という、延命方策です

ね、そういうものが大きく主流はそちらに動きながら、できるだけそれを使いながら生かしていこう

と、こういう働き、こういう改良の前にそういう保全をしていくということが進められております。

坂戸橋につきましてはこの登録のときにもお話がありましたが、意匠的ないい部分だけでなくて、坂

戸橋には昔から役目があったというようなお話もその報告の中では出されていたところであります

けれども、これらを含めて良さを保全をしていきながら、生活道路、生活橋しとして保全をしながら

使っていくんだよと、こんなことで登録有形文化財の申請がされたところであります。したがって、

これについてはすぐさま架け替えるというふうではなくて、保全をしながら、いまある橋を大切に使

いながらいくという目的を１つは持っているかと思います。 

 もう一方、飯沼の橋でございますが、飯沼の橋はつくられたのがもっと後でございますが、これは

荷重でいきますと 14 トン荷重という、当時の国交省の技術基準で定められておりますが、幅員が残

念かな 3.5m という幅員で、やはりこれも大型車が行き交うには幅員の狭い橋でございます。こうし

た中で、先ほどの国道の迂回路としてなっていくためには、やはり北側で飯島橋、もう１つ中川の一

番南側の天竜橋と同じような隣接する町村への往来の橋というような役割を飯沼橋は担っていると。
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そういうためには新たにいまの規格改良がされた道路、橋梁として生まれ変わる必要があるというふ

うに思っております。それに加えて、坂戸橋は他の先にできました天の中川橋ですとか、それから合

併後の中川村を１つにまとめてきた牧ケ原橋等と一緒に村のシンボル的な役割、それから桜のアーチ

等々に見られるように、観光的な役割を担いながら村の顔としての役割を担っていくのかなと、こん

なふうに思っているところで、その辺についてはすぐさま規格改良できないのかなと、こんなふうに

思っております。したがって、坂戸橋についてはそういう観光面も含めながら、周辺の整備をできる

だけこれに沿った形でできるような、そんな進め方をしてまいりたいし、飯沼橋については早く国道

の迂回路として役に立つような橋梁の整備、それからそれに続く竜東線の規格改良整備を進めてまい

りたいと。それぞれそこを結ぶ橋として両方の橋は役割を担っているのかなと、こんなふうに思って

いるところでございます。 

 

◆藤川 稔 

中川村は天竜川を挟んで竜東地区、竜西地区、それぞれ北の飯沼橋から南の渡場の天竜橋まで、５

つの橋が架かっておりまして、もう橋なくしてはそれぞれの交流、生活は成り立たないというほど橋

の存在は重要なものであると思っております。天の中川橋は整備されてきちんとしたものになりまし

た。坂戸橋、飯沼は村の北に位置するものでありまして、坂戸橋が当然そういった登録文化財という

ような形の中で存在していくとすれば、できる限り竜東線との絡みで飯沼橋の改良整備、これを当然

誰もが考えるところでありまして、先ほどの建設水道課長の話にもありました、県の過疎代行を含め

て飯沼橋も俎上に上がったかというような話でありましたが、県の取り組みも約 14 億円ほどかかる

費用の中では、総体の 32 億円という予算の枠組みの中では大方のものがそれで占めてしまうという

ことで、非常に難色を示されておると聞いております。そういったことで、さらに飯沼橋の改良等々

がなかなか難しい局面にきておるんじゃないかなと思っております。そういった意味でも、竜東線と

の絡みでぜひ村としても地元の協力を得ながら、また飯島町との調整を得ながら、県へ上げていって

いただきたいと、そんなふうに思っておるところであります。飯沼橋は荷重はともかく、幅員が 3.5

ｍということで、私はこの坂戸橋の崩落事故のあったときに飯沼を迂回して本郷に出たわけでありま

すが、たまたま飯沼橋に差し掛かったときに、本郷からも１台、普通乗用車が来ました。ちょうど橋

の真ん中でお互いすれ違いましたが、やはり私の車のタイヤも歩道の法のところへすってしまったよ

うな、それほど幅員の狭い橋でありまして、何とか早い時期に改良が望まれるところだと思っており

ます。 

 それでは、最後に竜東地区における振興策についてお聞きをいたします。 

 今まで村が進めてきましたチャオ周辺整備事業も一段落し、村の中心となるエリアの環境も整った

ところでございます。村の発展は竜東と竜西のバランス的発展が望ましく、今後は人口対策を加味し

た竜東の振興策も考えていくことが重要であると考えております。そうした意味でも竜東における農

作物の流通や、望岳荘あるいは陣馬形への観光客の誘致、また飯島町本郷地区との防災上の連携など、

竜東線の完全整備を踏まえて、竜東地区の振興について村はどのようにお考えなのか、お伺いをいた
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します。 

 

◆村長 

竜東線につきましては、前のときにも再三お話をしているかと思いますけれども、吉瀬田切大橋の

方から伊南バイパスに１回乗って、一緒に伊南バイパスを下ってきて、それで本郷からどういうふう

に中川へ帰ってくるかというふうなお話で、その辺のところをいろいろと水面下でといいますか、い

ろいろお話をしてきておるところでございます。そのためにはですね、いまおっしゃるとおり飯沼橋

の架け替えというふうなことも必要になってくるというふうなことで、それを過疎代行でやってもら

うのか、どういう方法があるのかというふうなことで、いろいろそのためにいろいろ呼び水的な根回

しをしておるというふうな状況で、飯沼の方もですね、対岸は飯島町になるわけですから、そちらの

方の協力も得なくてはいけないという状況はありますけれども、飯島町の町長さんも具体的な話を、

ここでこう曲げてとか、そんな話をするような状況には当然まだ全くなっておりませんけれども、大

筋では竜東線がきれいな形でつながっていくということについては、恐らく協力をしていただけるよ

うなお話なんかは、非公式なところなんかでは「よろしくお願いします」というふうなことは言って

おりまして、県の方もどういう形で竜東線をつないでいくのかというふうなことについてはもう大き

な方針としてあるけれども、どういう形で、どういうタイミングでというふうなことについて、これ

から県の中でもいろいろ形をつくっていく時間がもう尐し必要なのかなというふうなことで、その中

で飯沼の地元の方々も、「こういうルートだったら私らも協力するぞ」というふうなことで、力強く

言っていただいているというようなことで、我々の方も「こういうのはどうですか、こういうふうに

したい」というふうなところをお話しながら、やっておるというふうな状況でございます。 

 それで、竜東線がつながってきたというときには、地元の東の地区の振興のために非常にいい効果

を生むのではないかというようなお話なんですけれども、確かにつながってきて便利になるとですね、

いいかもしれないし、ひょっとすると何というんですが、通り抜けるのに便利なだけで、スピードア

ップをした、通勤で飛ばしていく車がですね、通り抜けていくだけ、交通も危ないしというふうなこ

とだけに終わるというふうなことになっていけないなというふうに思っております。 

 先ほど辺地計画のところで幾つか路線のお話が出てきたかと思いますけれども、そういうふうな形

ですね、単に竜東線だけではなくて、そこからまた美里の方やら、もっと葛島の方でもですね、竜東

の中の方にまで入っていただける利便性を上げていく、生活道路としては利便性だけではなくて、そ

ういうよそから来たお客様にとってもいい形をやっていく必要があるのかなというふうに思ってい

ます。 

 県営の農免農道ができて、渡場から大草城址まで非常に気持ちよく風景を見ながら走れる、農業も

さることながら、そういう意味でも価値のある道ができましたけれども、あそこにも何軒かお店がで

きている。渡場の方にも農家民宿やら、農家レストランやらがある。そして、大草城址公園という非

常に観光の目玉があって、それから望岳荘があって、そこにも農家レストランができて、それから今

錦があって、アンフォルメルがあって、それから美里の桜もあり、陣馬形にも行け、そしてまた飯沼
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の方にも抜けていけるというふうな形ですね、竜東の中を観光していただきやすい、じっくりとゆっ

くり景色を見ながら回っていただけるような状況をつくっていくことが必要、それは村の仕事として

やっていかなくてはいけないと思っていますけれども、同時に、魅力を発信していただくような活動

を村民の皆さんの中からたくさん出てくると嬉しいなというふうに思っています。美里の方でも農家

民宿ができておりますし、いろいろな形で地元の魅力というようなものを発信して、あそこに寄って

みたいと。こういうふうに行ってああ行けばいいんだなというふうな形で、ストレスなくその現場ま

で行っていただけて、楽しんでいただいて、「ああ、よかったな」と言ってもらえるというふうな、

そういうような形でいろいろと自慢のことですね、村民の皆さんがいろいろな自慢でもってそれを発

揮していただいて、村の魅力を出していただける、そういうところにアクセスしやすくしていくとい

うふうなことを考えていきたいなというふうに思っております。 

 

◆藤川 稔 

これは、先ほど北山方飯沼線の辺地債の事業の話がございましたが、その絡みもありますが、先の

総務経済委員会でも建設水道課より示されました、先ほどの飯沼橋の県の過疎代行、それとあわせて

１級村道北山方飯沼線の全線整備の話もそのときにお聞きしたわけでございます。これは、飯沼橋か

ら竜東線に出る箇所から、美里集会所までの間を整備する事業であると聞いておりますが、つまり、

１つには飯沼線の改良とこの村道が整備されれば、北の玄関口として陣馬形へのアクセス、いわゆる

観光も促進されるものと期待できると私は考えております。陣馬形山頂から伊那谷を一望できる絶景

を多くの人に知っていただくためにも、陣馬形へのアクセスとして道路整備は必要であると考えます。

加えて、保養施設であります望岳荘の宿泊者などへ、翌日の午前中の時間を使って陣馬形観光を取り

入れるサービスもどうかと、そのような考えを私なりに持っておるところでございます。 

 いずれにしましても、坂戸橋においては今回の土砂崩落に加え、国道下の天竜川右岸の崖における

侵食も目立ち始めております。この侵食が進みますと、この道路そのものが崩れ落ちる危険性すらあ

るわけでありまして、全くないとは言えない状況であると思っております。国道 153 号線と並行し

た竜東線の整備は、行政における最重要課題として位置づけ、早期に県の中期計画にのせていただけ

るよう、さらなる働きかけと熱心な取り組みを切望するものであります。 

 今後、上部団体における動きとして、先ほど建設水道課長よりご答弁いただきました大草整備促進

期成同盟会や、竜東線整備促進期成同盟会の総会が予定されているということでございました。こう

いった場でも働きかけを強化していただき、加えて竜東地区の振興についてもさらに真剣に取り組ま

れるよう、あわせてお願いするものであります。 

 それでは、以上をもちまして、私の一般質問を終わりといたします。 


