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○２０１０年（平成２２年）９月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

（１）中川村人口増加対策について 

（２）少子化とスポーツクラブの存続について 

 

◆藤川 稔 

先の村会議員一般選挙につきましては、結果として無投票となりまた。村民の皆さんにとって合同

立会演説会など、各候補者の本村へのビジョンや、将来についての政策を聞く機会を失ったことは、

誠に残念ではなかったかと推察する次第でございます。今後は村の発展のため、日常活動や、議会を

通じてビジョンや政策を村民の皆さんに示していくことが大事かと思います。私も微力ではあります

けれども、安心安全で、住みやすい村づくりに尽力をしてまいりまたいと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 それでは、議長よりお許しをいただきましたので、通告に基づき一般質問をさせていただきます。

今回は、人口増加対策についてと、尐子化とスポーツクラブの存続についての、２点について質問を

いたします。 

 まず、人口増加対策についてでありますが、過去にも関連した質問が出されてきたわけであります

が、今回はもう尐し踏み込んで質問をしたいと思います。 

 最初に、本村の尐子高齢化と将来の我が村の姿について、村長はどのような認識を持っておられる

か、お聞きをしたいと思います。 

 

◆村長 

村の人口の将来の見込み、それから村の姿というふうなことでご質問をいただきました。 

 第５次総合計画の中に記載されておる内容そのままでございますけれども、それを申し上げますと、

第５次総合計画将来人口につきましては、公報と要因報というものと国立社会保障人口問題研究所と

いうようなところの資料をですね、基に推計を、まず基本的な人口の見込みとしてそれを基本に予測

を立てております。 

 それによるとですね、2010 年に総人口は 5,086 だったものが、これは国勢調査の人口で、住民票

の人数というわけではございませんけれども、国勢調査人口で 5,086 だったものがですね、2014 年

には 4,791、2019 年には 4,716 になるというふうな答えが計算上出てくると。ちなみにそのときの

ですね、15 歳未満の人口というものが、申し上げますと、2010 年は 655 人、12.9％だったものが、

2014 年には 537 人、11.2％、2019 年は 466 人で、9.9％まで下がるというような見込みが出ておる

と。逆に 65 歳以上の人口ということでいきますと、2010 年は 1,448 で、いわゆる高齢化率ですよ

ね、28.4％であったものが、2014 年には 1,586 人で、33.1％、2019 年には 1,738 人で 36.8％にな

るというような計算結果が出ておるということでございます。ただ、これはある意味そういう計算式
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に基づいたものではじき出される数字というふうなことでございまして、第５次総合計画ではですね、

それをいろいろなことをすることによって、2019 年の人口で何とか 5,000 人という人口を維持する。

5,000 人までの減にとどめたいと。減っても 5,000 人にしたいというふうなことで考えておるところ

でございます。 

 ちなみに、昨年度はですね、この間も、前回の議会でしたか、申し上げたかもしれませんけれども、

転入人口、引っ越して中川村の方に入ってこられる方は昨年度は 155 人おられました。転出で、村

外に出て行った方々が 123 人、これは４月１日から３月 31 日ということなんですけれども、転入の

方が 32人多かったというふうなことがあって、これは大変嬉しいことだというふうに思っています。

ただし、今年度についてはいまのところ逆に転出者の方が４月から８月までの間の集計を取ってみる

と、逆に転出者の方が多くなっていますので、どっちに振れるか、ときによって違うというふうなこ

となんでございますけれども、なかなか自然増、自然減、生まれる赤ちゃん、亡くなる方というふう

なこととトータルに合わせていくと、どうしてもやっぱり日本全国もそうですけれども、中川村の人

口も減っていくというのは仕方がないのかなと思っているわけですけれども、何とか若い人たちが地

元に残って、地域なり、農業なりを支えていけるような状況をつくらなくてはいけないだろうし、ま

た転入を希望される方は大変多いんですけれども、家がなかなかないと。転入されてくる方は、定年

の方なんかはそのお金があって、家を建ててこられますけれども、若い方々の転入希望というのもか

なりいらっしゃるんですが、なかなかそういう方は自分で家を建てるようなお金がないので、空き民

家の紹介を求められるんですけれども、なかなか空き民家はあるけれども、貸してもいいよとか、売

ってもいいよというお話がなくて、そのうちにだんだん朽ち果てていくというふうな状況が生まれて

います。何かそういうようなことの中でですね、何とか村の若い人も残り、あるいは村に一緒に入っ

て地域を支えて、ここで子どもも育てて農業もしたい、あるいは何か自分の夢を叶えたいというふう

な転入希望者なんかも受け入れられて、いろいろな形でいろいろな人生がここで歩んでいくことがで

きるというようなこと、そういうことのしやすい村にして、何とか 2019 年に 5,000 人というふうな

形にしていきたいなというふうなことを考えております。 

 

◆藤川 稔 

ただいま村長からご答弁をいただいたとおり、確かに第５次総合計画の中では何とか 5,000 人をキ

ープしたいと、そういうような記述がございます。いま各データといいますか、数値を村長からご答

弁いただきまして、その中では国立社会保障人口問題研究所の平成 20 年 12 月の推計を私もちょっ

とグラフ化をしてみましたけれども、かなりの激減の推移ということで、グラフを見て大変驚いてお

ります。このままでは人口増加対策、なかなか厳しい、全国的にも厳しい問題、中川村にとっても非

常に厳しい問題ではありますが、手をこまねいていては、なかなかこの対策、人口増加ができていか

ないということであります。将来村の存続にもかかわる重要な問題でありますが、そうしたデータ、

あるいはこれからの中川村の進め方等々で、将来本当に人口が減って、本当に村が存続できるのかど

うか、非常に危機感を私は持っております。その点について、危機感を含めて村長にお考え、あるい
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は認識等お聞きしたいと思います。 

 

◆村長 

若い人が残れて、それからまた転入してくる人が住めてというふうなことを申し上げたわけなんで

すけれども、具体的なことで申し上げますと、中田島の住宅団地がまだいま 14 区画が残っておると

いうようなことでございます。いま８区画が売れたかなというふうに、売れたというか、５区画が村

の若者住宅になっておって、３区画が売れたんですね、というような状況で、まだ 14 区画が残って

おるというふうなことで、いま経済情勢もこういう情勢でございますから、なかなか物件が動かない

というような状況がございまして、今年度についてはその 14 区画をですね、村で購入をしまして、

それで、今後若者専用住宅になるのか、どういうふうな形になるかわかりませんけれども、村の方で

住宅を建てて移住者、あるいは村から外に人が出て行くのを食い止めるような形のことをしていかな

くてはいけないなというふうに、これから計画を立てていくというふうなことでございます。いろい

ろと住宅地みたいなものをつくるというふうなことも、県の方とも相談したんですけれども、なかな

か中田島のところに住宅団地がある中で、手を広げていくのはいかがなものかというようなお話があ

って、なかなか中田島というものが、住宅団地がそのまま残っているというふうな状況では、次の展

開がしにくいなというふうな状況がございます。いろいろ転用とかしていくのに、なかなか許可をこ

の状況では取りにくいというふうなこともあって、まず１つは中島のところの住宅団地に元気な声が

響くようなことを考えていきたいなというふうに思っています。 

 それから先ですけれども、第５次総合計画を立てるためにいろいろな地区で地区懇談会をしていっ

た中でですね、やっぱり各地区の中から草刈りだとか、道普請だとか、水路の泥上げだとか、そうい

うものがもうちょっとしんどいよと。お祭りもなかなかしんどいというふうな、そういうような声が

幾つかの地区で聞かれたというふうなことで、それは声が出なかったところでも同じ問題は抱えてい

るかなというふうに思っています。ですので、そういうどっちかと言うと、今まではまとめて暮らし

やすいというか、便利なところに建てておった、村営住宅というのを用意しておったというふうなこ

とだと思うんですけれども、ちょっとこれから研究してみないと本当にそんなニーズがあるのかどう

かわからないし、地域の皆さんのお気持ちを考えると整合性をとらなくちゃいけないんですけれども、

ちょっとそういう道普請やら草刈りやら、そういうふうなことで戦力が欲しい、新たに地域の担い手

となって一緒に汗をかいてくれるような人がほしいなというようなところにですね、ぶっちゃけて言

うと、ちょっと不便なところに、そういうところに住宅を建てて、そこでその地域の中に一緒に溶け

込んでお祭りもし、集会所でも一緒に飲んでですね、草刈りもして、汗をかいてというふうな、それ

ぞれ自分の夢をそこで実現しよう、地域の人もこういう集落から一緒に応援してやろうというような

形でお互いに気持ちが通じるような、面接なんかもしたりして、やってもらうということはできない

かなというふうなことで、ちょっといろいろとまだまだ思いつきの段階なので、どういうふうな予算

が、補助があるのとかですね、そういうニーズが本当にあるのかとか、いろいろなことをこれから調

べていかなくてはいけないんですけれども、いまなかなか経済情勢がこういう情勢なので、新たに雇
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用、「雇用、雇用、雇用」という声がありますけれども、働き口を村内だけじゃなくて、上下伊那で

探すと言っても、なかなかそれを見つけて引っ越してくるというのは難しい状況だというふうに思っ

ていますので、何とか村の予算を生かす、それは農業に付加価値をつけるということかもしれないし、

あるいは手に覚えのある、いま村の中にいろいろ本当に何というんですか、アーティストというか、

職人的に素晴らしい作品をつくったりする方もだんだん増えてきていますけれども、他にもいろいろ

インターネットで何ができるとか、いろいろな形の新しい、都会じゃなくてもやっていけるような、

いろいろな職業の方がいらっしゃるかと思うので、そういうふうな方も含めてですね、何とかそうい

う人材が地域の力として入ってくれること、そういうふうな中で、いろいろ刺激の中で村の若い人た

ちもここでバレーボールをしたりしながら一緒に何とか将来ここで結婚して子どもを育てて、あまり

贅沢はできないかもしれないけれども、生まれ育ったところで友達と一緒にワイワイ言って楽しく元

気に明るく過ごせるなというふうな状況みたいなものを何とかつくれないのかなというふうなこと

を思っております。 

 

◆藤川 稔 

いま私が質問した中で、１つ危機感を持つということが重要かと思います。行政、議会、また住民

の方々、それぞれにこれからの人口動態、あるいは村の存続を考えたときに、それぞれがそうした危

機感を共有するということは、非常に大事なことだと思っております。 

 いまの質問の中で、私もちょっと村長から、そういった相当な危機感は持っておられると思います

けれども、その危機感について再度お伺いをいたします。 

 

◆村長 

危機感というか、特に、今年、去年あたり思うんですけれども、ちょうどいま稲刈りのシーズンが

近づいてきておる。私が中川に移り住んだ頃はですね、もうどこのお家も、どこの田んぼのですね、

畦も草刈りもしてあるし、雑草なんか全然生えていないというようなところが多かったわけなんです

けれども、唯一家の田んぼだけが雑草が生えていたり、病気が出ていたりというような状況でござい

ました。それが、最近中川だけではなくて、上下伊那なんかでも、車で移動していてもですね、「あ

あ、雑草が結構生えているな」という田んぼをよく見かけるようになりました。それはやっぱりだん

だんと端的に高齢化というふうなことが進んできて、田植えをして何とか米作りをやっているけれど

も、昔のようなまめにですね、世話をするということがだんだんできなくなってきているんだろうな

というふうに、そのことは本当にそう思います。鳥獣害のこともそうですし、いろいろな形で実際果

樹がですね、切られてしまっているところも多くなっておりますし、本当に何というか、ナイヤガラ

の滝に、筏に乗ってどんどん滝に向かって流れ下っているような感じがして、本当に時間が刻々と過

ぎる、経っているな、危険の度合いがどんどん上がっているというふうに思っておりまして、何かこ

う早い時点で農業でも加工だとか、民宿だとか、あるいは何か食事の提供だとかですね、観光農園だ

とか、いろいろな形でやっていても楽しい、手ごたえがあって、お金的にも手ごたえがあるというふ



- 5 - 

 

うなことを、もっと広がっていくようなことができればいいなというふうに思っていますけれども、

特に農業、農地の保全というふうなところで見ていると、もう本当に刻々と危険が迫ってきているな

というふうに感じております。 

 

◆藤川 稔 

それでは、次に人口増加対策の中でも最重要課題でもあります、尐子人口対策についてであります。 

 住民に最も近い行政機関である市町村は、そこに住む人々が穏やかに、そして安心して暮らせる住

環境を目指して日々まちづくりを進めているわけでありますが、それは同時に、将来への夢や希望が

持てるまちづくりにつながっていかなければならないと思います。そして、その取り組みが村民に十

分理解され、協力を得ることが村の活気につながり、魅力となっていくものだと思います。村の魅力

や将来性を考えるときに、最も大きなバロメーターとなるのは人口動態だと思います。 

 先ほど村長からも国勢調査のデータでありますとか、いろいろの今後の推移をお聞きしたわけであ

りますが、私も若干調べてみた内容を申し上げたいと思います。合併して中川村となった最初の国勢

調査は昭和 35 年で、この時点の人口は 7,751 人でありました。その後、昭和 36 年の未曾有の自然

災害によりお亡くなりになられた方、また移住を余儀なくされた方々の影響で、三六災害後の昭和

40 年の国勢調査では 6,727 人、この５年間で見ても約 1,000 人減尐をしております。さらに、５年

後の昭和 45 年の調査では 5,816 人となりまして、やはり 1,000 人近く減尐しておりますが、その後

は大きな減尐もなく現在に至るまで、ほぼ 5,000 の半ばで推移をしております。 

 しかし、この中で特筆すべきことは、15 歳未満の年尐人口の減尐が急激に進んでいる状況であり

ます。本年、平成 22 年は５年に一度の国勢調査の年でありますが、５年前の平成 17 年の国勢調査

における年尐人口は 763 人、本年９月１日現在で村からインターネットを通じて出されております

人口で見ますと 651 人、率にして 14.7％の減尐率であります。この直近５年間において、全体で 112

人、10 人のうち 1.5 人が減尐した計算となります。さらに、平成 27 年には推定値で 523 人、平成

17 年と比較しての減尐率は 31.4％、実に 10 年間で 240 人の減尐、10 人に対し３人減尐する見込み

であります。これを小中学校の児童生徒に絞ってみますと、平成 16 年の合計の数が 578 人、これは

小中学校の合計の数でございます。昨年、平成 21 年の５月１日現在で見ますと 436 人、この６年間

で 142 人、率にして 24.6％、10 人に対し 2.5 人減尐しています。これは強烈な数字であります。加

えて、青年層にも同じことが言えるわけで、こうした子どもたちや青年層の減尐は、地域の活力、産

業振興の面への影響ばかりでなく、次の世代の減尐につながる大きな不安要素でもあります。人口推

計は総合計画の基礎データとなっているわけでありますから、このまま減尐が続くと、財政ばかりで

なく、村の総合計画そのものも見直しが必要になる可能性が出てくるのではないかと思います。人口

の増加には基本的に出生数が確保され、転出より転入が多くなければなりません。そして、ここに住

んでもらえるための政策が必要であります。 

 そこで、村長は特に尐子人口の増加策として、基本的にどのような対策をお考えなのか、お伺いを

いたします。 
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◆村長 

人口を増やしていくのは単に家を用意するとかというふうなことだけでなくて、本当に総合的に暮

らしやすい村をつくっていくというふうなことが大事なことかなというふうに思っています。部分的

に家の問題だけとかとらえると、すごく失敗をするのかなというふうに思っています。 

 そういうふうに言うと、もっと大きな目で見るといま若い人たちが将来の夢というか、こんなふう

な形、こういうことをしたいとか、そういう思いをなかなか持てないような雰囲気になっていて、そ

れはどうしてかなというふうなことで、なかなかちょっとその辺のことも、本当を言うと若い人たち

があれをしたい、これをしたい、世界に行って何をしたいとか、自分の好きなこういうことを突き詰

めていきたいとかって思って、夢を持って上を向いて歩けるような状況にしなくちゃいかんのだろう

なと思いますが、なかなかそういう状況にないというようなのが１つの大きなことかなというふうに

思っています。村の段階でそれを実現するのはなかなか難しいことだというふうに思いますけれども、

いろいろな細かなことを積上げていかなくてはいけないのかなというふうに思います。 

 先ほど申したとおり、まず住むところというのもそんな大量にはできないかもしれませんけれども、

尐しずつ増やしていきたい。そして、また、そういう人たちがいろいろな農業とか、農業プラスアル

ファというふうな形で暮らしを立てていくというふうなことがしやすいような、いろいろ自分でいろ

いろな事業をしたり、雇用で就職するということがなかなか難しいから、その分逆にこの中川村の良

さを生かして、自分の腕を生かして、何か魅力を発信しながら工夫していただきたいというふうに思

いますけれども、そういうようなことをじゃあチャレンジしようというときに、チャレンジしやすい

ような支援というふうなことも必要になってくると思います。それからちょくちょく聞かれるのは、

医療で尐し改善されてきましたけれども、なかなか赤ちゃんを産むことが難しいようなところには、

若い人は来ないよというふうなことも言われていましたし、そういうようなことも改善していかくな

くてはいけないでしょうし、いろいろなことを思います。 

 ただ、中川村のいいところというのは、例えばこの間の真夏のバレー祭なんかでもですね、本当に

若い人たちが何か活気があるというかね、そのときは本当にすごいパワーがあって、楽しくみんなで

和気あいあいと戦って、後はいいお酒を飲んだだろうなと思うんですけれども、どんちゃん祭りなん

かでも、すごくそういう意味でやっぱりどんちゃん祭りの時には帰ってくるよというふうな人が多い

というふうなことがあるから、そういう心理的な意味、気持ちの上の元気さで、気持ちの上で人を集

めてくる力みたいなものが中川村にはあるかと思うので、それがすごく中川村の魅力だというふうに

思います。 

 ごめんなさい、何かいろいろ言いましたけれども、家を用意することも必要だろうし、医療で心配

のないことも必要だろうし、それからいろいろと生活の糧を得ていく上でもいろいろな工夫ができる

ような支援も必要だと思いますし、それからみんなが仲良く汗をかいて、仲良く酒を飲んでというふ

うなこともできるような雰囲気ということも今後も大事にしていかなければいけないと思いますし、

そういうことを本当に積上げていくということが大事かなというふうに、１つだけ何かやれば解決す

るというわけではないだろうなというふうに思います。以上です。 
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◆藤川 稔 

ただいま村長からご答弁いただきましたが、ちょっと私の期待した具体的な内容が得られませんで

したので、また後の質問でまた私の方からも対策を提案をしたいと思います。 

 このほど策定されました、先ほど村長の答弁の中にもありましたが、中川村第５次総合計画の中で、

将来人口についての記述があります。ここでは、若者定住や尐子化対策等の施策を講じることで、目

標年次の平成 31 年における人口を 5,000 人と想定をしますという記述でございます。つまり、推計

によると、計画目標年次の平成 31 年には 4,700 人ほどの数値になると思いますが、施策を講じて何

とか 5,000 人をキープしたいという計画であるということだと思います。 

 しかしながら、この計画の中では踏み込んだ施策の内容まではうたわれておりません。先ほども申

し上げましたとおり、人口の減尐は村民生活の活力の低下を招くばかりでなく、地場産業や地域経済

にも大きな影響を及ぼし、地域の存立基盤にかかわる深刻な問題になっております。 

 そのような状況の中、人口の減尐や流出に歯止めをかけ、多くの子どもが生まれ育つ環境を整える

こととあわせて、村内外住民から選ばれる自治体となるよう、魅力ある豊かな暮らしを創出できる施

策の展開が必要であろうと思っております。これにより、定住化を促進し、人口増加を図ることが重

要であります。 

 そこで、人口増加対策に特化したプランを策定する考えはないか、その点についてお伺いをいたし

ます。 

 

◆村長 

最初の方で申し上げましたように、例えばその中田島住宅団地について活用を、分譲地としての販

売ということが動かないので、村としてはもっと活用を図っていくというふうなことが具体的なこと

と、直近のこととしてはあるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、単に家をつくるとい

うことだけでは済まないので、本当にトータルなところでの住みやすい、暮らしやすい、子供を育て

やすい村づくりをしていくということが重要なことだというふうに思っています。そういうふうに言

うと、中川村第５次総合計画なんかもその趣旨で進めて、一貫してつくられておるというふうに考え

ておりますので、また子どもたちというか、人口が増えて子どもたちの声が元気な村をつくっていこ

うというふうなことで、いろいろなことを総合的に考えていったら、この第５時総合計画と同じもの

ができるというふうに思っています。 

 ということでございまして、ここまでるる申し上げたいろいろなトータルなことをですね、いろい

ろな努力を積み重ねていくというふうなことが大事かなというふうに思っていまして、人口増のため

の計画というものも、もし真剣に多面的に考えていけば、既存のものと同じものになるんではないか

なというふうに感じますので、それ用のものを新たにまた再度つくるというふうなことは現状考えて

おりません。 
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◆藤川 稔 

さらに答弁をいただきましたが、なかなか具体性が見えてこないわけでありまして、私の方からち

ょっと具体的にお話をしますと、まず年尐人口の増加の仕組みとしては、まずは結婚の促進も１つス

タートラインとして必要であろうと思います。その中で出産環境の整備、また生まれた子どもさんの

子育て支援、あるいは教育環境の整備、こういったサイクルをひとつ構築して、このサイクルが潤滑

に運営できるにはどうしたらいいか、そういった具体的な取り組みを検討する必要もあろうかと思い

ます。 

 また、生産年齢人口の増加の仕組みとしては、産業の振興、これは先ほども村長からもお話のあり

ましたとおり、農林業の振興でありますとか、あるいは就業の確保の立場から申し上げますと、企業

誘致あるいは既存の企業の支援、それと定住促進につきましては、住環境の整備、交流人口、滞在人

口、移住人口を図っていくこと。また、こうした中で、Ｕターン・Ｉターン・Ｊターン者の受け入れ

も進めていく必要があろうかと思います。 

 また、来て定住をしていただくには、村の魅力の創出も必要になってくるだろうと思います。これ

らはそれぞれの分野ですでに取り組んでいるものもありますし、これから説明をいただく中川村過疎

地域自立促進計画の案の中でもうたわれておるわけでありますけれども、私はいま申し上げた内容等

を総合的かつ有機的にもう尐し踏み込んで、特化した政策プランの策定で事業を進める必要があると

考えます。 

 例えば結婚・出生率向上プラン、この中では出会いの場の確保でありますとか、子育て支援、ある

いは転入増進プラン、これは住環境などの整備、逆に転出軽減プラン、これは若者を支援をして村外

に出ていかないように、何とか生まれ育ったこの村内で、将来に向かって活躍をしていただく、そん

な支援。あるいは、中川村の良い素材の発信をするための中川村広報プラン、いま思い当たるところ

は以上でございますけれども、あわせてこうした事業を細分化し、推進するためには、行政改革にお

いて専門の課や係を構築して組織の仕組みを変え、この組織と各課の担当との連携の中で活動する必

要もあろうかと、そんなふうに考えておりますけれども、課の名称はともかく、人口対策課とか、そ

ういったものが考えられるわけですけれども、これは私が考える範囲ではございませんけれども、ち

ょっと話の中でお話ししたというとらえ方でしていただければ結構です。 

 こういったもう尐し踏み込んだ施策、政策、こういったものを真剣にやはり今後取り組んでいかな

くてはならない。この時期が後手後手にならないように、ぜひそんな対策を検討していただければと

思いますが、この点について村長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 

◆村長 

いまご提案をいただきましたけれども、それは多分全部この中に入っているというふうに思います。 

 例えば農業、就業のチャンスを増やすとか、農業を付加価値をつけていくというふうなことだと、

例えば加工場をつくって、そこでいろいろな加工に取り組んでもらう方が出て来て、そこから自分の

名物をつくって独立をしていっていただくというふうな、そういう願いを込めて加工場をつくったわ
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けですし、それから農家民宿みたいなものもいま５軒に増えてきたというふうなことで、農業につい

てもいろいろ無農薬とか有機というようなことにこだわってやっていらっしゃる若いグループも幾

つかありますし、それから観光農園というふうな形で新たな取り組みも広がってきているというふう

に思っています。 

 それから、住宅というふうなことで言えば、若者住宅もありますし、それから今度はいろいろな形

で中田島の分譲地の活用、それからその次のそれぞれの地域の中でいろいろな新しい人が住んで、違

う価値観、違う物の見方というもので、中川村の元々持っている良さと、他の何か見方みたいなもの

がこうスパークをして、新しい売り方、新しい商品みたいなものができてくるというようなことも、

そんな中から生まれてくるんではないかなというふうに思っています。 

 地域医療についても、それはもう非常大きなテーマなので、それについてもやっておるというふう

なことで、それぞれの担当がですね、人口増のために組織を新たにつくるということよりも、いまの

組織の中でそれぞれの担当がですね、それぞれの仕事の中でそれに貢献することをやっておるという

ふうに、それだけに全部の予算をですね、投入するという形にはいかない。そのさじ加減といいます

か、バランスということが必要ではありますけれども、とは言え、ご提案のあったことについては前々

からそれなりに取り組んできたというふうに考えておるところでございます。 

 

◆藤川 稔 

第５次総合計画の中の、箇所箇所には確かにうたわれておりますけれども、非常にその内容は薄い

ような気がいたします。そういった箇所箇所でうたわれておるものを、もう尐し集約をした中での特

化した人口増加対策プラン、私はそういったものの策定をする中で、もう尐し踏み込んだ事業展開が

できればいいかなと、そういうようなことで質問をさせていただいたわけであります。時間の関係で

この質問は以上といたしますけれども、ぜひ人口増加対策など、真剣にご検討を願えればと思います。 

 それでは、２点目の質問に移ります。２点目は尐子化とスポーツクラブの存続についてであります。 

 スポーツクラブの活動は、子どもたちが生涯にわたって親しむことのできる、自分に合ったスポー

ツを見出す絶好の機会であるとともに、体力向上や健康の増進にも効果的な活動であります。また、

部員相互の協力や連帯などから、望ましい人間関係や社会性を育んだり、運動の特性やルールなどか

ら相手を尊重し、礼節を重んじるなど、大きな教育効果が期待できる活動でもあります。 

 ところが、最近部員が確保できないなどで活動自体が停滞していく状況にもあります。皆さんもご

存知のように、先月８月に開催されましたファミマカップ全日本バレーボール小学生大会において、

我が村の男子チーム「なかがわ」が常連の強豪チームを倒し、見事全国３位に輝きました。これは

30 回大会を記念した夢・希望枠で出場したものですが、なかがわはこの枠で唯一決勝トーナメント

に進出いたしました。このように、過疎の村単独でチームを編成し、素晴らしい活躍をしたことは、

村にとっても誇り高い快挙であります。このチームのメンバーは７人、メンバーの大半が２～３年前

から主力として試合を経験、昨年の大会は６年生が１人のチームであったわけでありますけれども、

健闘をし、長野県で３位に入り、北信越に出場をしています。しかしながら、現在の男子チームの選
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手構成は、６年生が４人、５年生が１人、４年生が２人の、わずか７人となっています。つまり、６

年生が抜けると今後のチームが成り立たない厳しい状況にございます。こうした素晴らしいチームの

存続及び育成は必要と考えますが、この点について村のお考えと、存続に向けた方策は何かないか、

お伺いをいたします。 

 

◆教育長 

ただいま藤川議員さんのおっしゃられましたように、男子のジュニアバレーの成績は大変立派なも

のでありまして、村としても誇りに思っております。まさに快挙であるというふうに思います。ご指

摘いただきましたように、いまのままでいきますと確かに６年生が卒業しますとチーム編成が大変苦

しくなるということはそのとおりでありますけれども、クラブの皆さん方が積極的に加入をしており

まして、まだはっきりとはわからないけれども、何とかなるかもしれない、あるいはまだわからない

という、そんなような状態のようでありますけれども、何とかクラブ員が確保されて、チーム編成が

できて、来年またいろいろな大会に出られるということを期待しておるところであります。 

 村といたしましても、何とかそういったところを援助していきたいというふうに考えておるところ

であります。村の社会体育の担当の方からは、毎年小中学校の全児童生徒に尐年スポーツクラブ、い

ろいろあるわけですけれども、その入会の案内のチラシを配布しております。そして、申し込みを受

け付けて、そして３月の末にはその代表者会を開き、その運営に協力をしているところであります。

若干ではありますけれども、活動費の補助、そしてまた指導者の補助も出しているところであります。

そういった、いま 10 クラブほどの尐年クラブとして入っているわけですけれども、特定のクラブの

み、その次のメンバーを意図的に勧誘してということは、村あるいは教育委員会としては大変難しい

なあというふうに思っております。全体の募集をかけていく中で、そういったこともピーアールしな

がら、ぜひ素晴らしい成績を残したクラブを続けていく、そういった希望のある子どもたちに集まっ

てもらえればありがたいというふうに思っております。チャオの情報コーナーにもそのときの写真の

掲示をしてありますし、あるいはいろいろなバレーの大会、トリムバレーとか、村の中にもいろいろ

ありますので、そういったところで「ぜひ、ちょっとジュニアバレーに入ってみたらどうか」という

ような声をたくさん上げていただければ、大変ありがたいというふうに思っています。以上でありま

す。 

 

◆藤川 稔 

ただいま非常にご答弁をいただきまして、何とかクラブが確保される見通しもあるやに伺ったわけ

でありまして、結果的にそうなれば大変喜ばしいことでございます。 

 私は、これから質問することが幾つかありましたが、非常にいま教育長の的確なるご答弁をいただ

きまして、ちょっと私のこれからの質問のシナリオが狂ってきてしまったところがございますけれど

も、いずれにしましても、こうした状況はバレーボールのみならず、すべてのスポーツクラブに共通

する課題と考えます。こうしたところもやはり尐子化が一因となっていると考えられるわけでござい
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ます。チームの存続はやはり選手の確保で成り立っていきます。スポーツクラブの活動は、子どもた

ちに強制を強いるものではありません。一番大事なことは、やってみたい、あるいはやりたいという

思いであると私も考えます。しかし、男子の小学生バレーボールのチームにとって、来年の活動も現

時点では確実な保証はないわけでありますけれども、残された児童の思いを考えると切ない気もする

のは事実でございます。現在の児童スポーツクラブはジュニアバレーが 22 人ということですが、こ

れは大方が女子ということで、先ほど申し上げたように男子は７人、あるいは尐年野球が東西１チー

ムずつの２チームで 46 人、これが一番、尐年野球は大所帯となっておるわけであります。あるいは

柔道が３人、剣道が 10 人といったような登録状況とお伺いをしております。 

 いまの教育長のご答弁の中にも、そういった投げかけも行政としての支援として、していっていた

だける内容も触れていただきましたので、ぜひ何とか１つ１つのクラブが存続でき、またこうしたそ

の中でも素晴らしい活躍をされているチームがまたさらに来年も活躍し、また再来年も活躍し、それ

ぞれの子どもたちが大きく健全に成長していくことを私も願っておるものの一人でございます。何と

かいまのご答弁のとおり絶大な御支援をいただき、何とか村内の子どもたちが生き生きとクラブ活動

を通じて成長していくというようなご支援をいただければと、こんなふうに思います。 

 いずれにしましても、関係者の存続の熱意といいますか、願いはかなり大きなものがございます。

行政、学校、家庭などが連携をとって、部活動などの確保に努めることが必要と考えます。これはジ

ュニアのスポーツクラブのみならず、中学の部活動においても同じことが言えるわけでありまして、

なかなか尐子化で生徒数の尐ない規模の中学校でございますので、なかなかクラブの数も確保できな

い。そうした中ではやりたいクラブがなかなか中学校にないということで、すでに何人かは村外の中

学に通学をしている実態もございます。なかなか尐子化の中ではクラブの数を増やすということは至

難の業ではありますけれども、でき得る支援、できる体制の中でそうした部活動の確保に努めていく

ことが必要と考えております。 

 それでは、以上をもちまして、私の一般質問を終わりとさせていただきます。 


