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○２０１１年（平成２３年）９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 

（２）自然景観の保全によるまちづくり政策について 

 

◆藤川 稔 

それでは、本日の一般質問のラストであります。 

先ほど山崎議員も冒頭で話がありましたが、私も一言申し上げ、一般質問に入りたいと思います。 

さきの民主党代表選挙の結果に伴い、衆参両院において首班指名を受け、野田佳彦内閣が発足をいた

しました。東日本大震災による被災は、今もまだ続いています。まさに非常時の中のトップ交代であ

りました。成熟した民主国家の政治とは言い難い現実を一番冷ややかに眺めているのは、津波や東京

電力福島第一原発事故の被災者ではないでしょうか。そして、新内閣の船出に希望を託しているのも、

また、同じ被災者であるに違いないと思います。新内閣発足で慌ただしい永田町から遠く離れた被災

地では、仕事を失い、ふるさとを離れ、生活の目途が立たないまま途方に暮れている多くの人たちが

います。野田内閣は、何より政治の力を必要としている被災者の現実を胸に刻み、その視線と向き合

うことから始めなければならないと思います。 

しかしながら、野田新政権にとって政府の原子力災害対策の重責を担う鉢呂義男経済産業省が不用

意な発言で辞任に追い込まれたことは、大きな打撃であり、復興政策への影響も避けられない状況は、

まことに残念でなりません。 

とはいえ、野党もまた、政治空白の解消に大きな責任があると思います。被災者の暮らしより自分

たちのメンツ優先の政治に国民はうんざりしています。 

野田内閣の足を引っ張ることだけを考えるのでなく、今こそ与野党が一体となって復興に全力を挙

げていただきたい、また、政府与野党は、早急に被災地を救い、日本を復興、再生させるため、政治

のすべての力を結集するという決意であってほしいと願っているところであります。 

それでは、通告に従いまして一般質問をいたします。 

今回は、曽我村長の政治姿勢についてと自然景観の保全によるまちづくり政策についての２点につ

いて質問してまいりたいと思います。 

初めに、２期目の後半に当たり村長の政治姿勢についてお伺いいたします。 

村長は、２期目の村政運営を志すに当たり、１つ、不況期間中の村民生活の防衛、２つ、農業を初

めとする産業の高付加価値化、内発的発展、３として子育て支援の拡充、４として高齢者世帯の生活

支援の拡充、５として日本で最も美しい村連合加盟にふさわしい景観や伝統文化等の保全、６として

長期的視点による近隣市町村との良好な関係の構築、最後、７として情報公開と村民の自由、活発な

意見表明の７つを公約として掲げられました。 

そこで、これらの公約の達成度など、前半２年間を振り返り、どのように総括をされているかお伺
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いをいたします。 

 

◆村長 

今、列挙していただきましたとおり、７つのマニフェストということで、ホームページのほうにも、

その当時、記載したものが今も見ていただけるような状態になっています。 

１つ目の不況期間中の村民生活の防衛ということにつきましては、そのときは、要保護、準要保護

児童、生徒の給食費、全額相当に支援を拡大をしていくんだというふうなことを申し上げましたが、

それにつきましては、議会のご理解もいただいて実現をいたしております。 

あとは、商工業の振興資金預託金というものも、皆さんの利用が増えておりましたので、預託金を増

額して貸し出しの枠を大きくしたということがございました。 

それから、保育料、保育園の保育料につきましても、階層別に所得に応じた形になっていますけど

も、その当たりの改定の際にもですね、経済情勢を意識した設定をということで答申をいただき、そ

のような形にさせていただいたというふうに思っています。 

それから、２番目の農業等の高付加価値化、内発的発展ということにつきましては、まず、農地、

農業を持続可能なものにしていくためには、農地を、まず、防ぐということが１つ、それからまた、

それを、いかにもうかるものにしていくかという２段階が、２つのことが必要かなと思っています。

農地の荒廃に関しましては、地元の皆さん方のご努力もありまして、鳥獣害の防止さくという物の建

設が進んでおります。竜東につきましては、ほぼ一直線に――一直線っていうか、１本につながって

くるというふうなめどがついたところでございまして、獣害防止には、完成の暁には、かなりの効果

が期待できるのではないかと思っています。 

あと、つくっチャオが完成して、加工組合が立ち上がりまして、中川村の名物という物の模索が、

今、組合の皆さんの中で続いているところでございます。 

遠くのほうからも、この辺に売っているらしいぞというふうなことで訪ねてきていただいて、買い求

めに来てもらえるような、そういうブランドの商品が生まれて、先ほどのあれじゃないですけど、お

話ではないですけども、若い方の雇用も広がっていくような、そういうような発展が生まれてくれば、

大変うれしいなというふうに思っています。 

それと、チャオの周辺の活性化の事業っていうのが完了して、それなりのにぎわいができたかなと思

っています。 

村の情報コーナーというものもできて、いろんな形の利用というのもしていただけているのかなと、

もっともっと、さらに情報発信、それから、いろんな活用というのをお願いをしていかなくてはいけ

ないかと思っています。 

不十分なところとしましては、日本で最も美しい村連合、それを高付加価値化のブランドとして生か

していただくというようなことについては、まだまだ、もっと上手な利用をですね、していかなくて

はいけない、していただかなくてはいけない、また、しなくてはいけないし、村民の皆さんにしてい

ただくようにしていかなくちゃいけないのかなと思っています。 
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それから、中川観光開発で始めました地域資源のコーディネート事業というものも、やっぱり、か

なり難しい事業というふうなことで、残念ながら、余り実績を上げられていないのかなというふうに

思っています。 

それから、もう１つは、天の中川村というブランドを立ち上げようといたしましたけれども、商標

登録の段階で議会のご理解を得られなかったということについては、ちょっと残念だったかなという

ふうに思っているところでございます。 

３つ目の子育て支援の充実ということに関しましては、選挙中に申し上げておりました乳幼児の福

祉医療費の拡大、中学校卒業まで拡大するというふうに申し上げたところですけども、それから、も

う１段階、さらに高校卒業まで、それを拡充することができて、よかったなと思っています。 

さきに申し上げました要保護、準要保護児童、生徒への支援、あるいは保育料の料金改定につきまし

ても、子育て支援の一面もあるかなというふうに考えておるところでございます。 

高齢者世帯の生活支援ということに関しまして、４番目でございますけども、これにつきましては、

ごみステーションを増やしてほしいというふうな声があって、そういうことができるようにして、ま

た、新設のごみステーションにも補助を出すようにしたんですけども、実際には２地区だけですね。

複数のごみステーションを持つようになったのは２地区のみでした。 

あと、パークハウス滝戸にひとり暮らし、２人暮らしの高齢者住居というものを５戸設けて、診療

所も近い、買い物にも便利というふうな所につくったわけなんですけども、当初、利用、尐なかった

んですけども、現在は、５戸のうち４戸が入居をいただいておって、利用していただいておるという

ようなことで、何かあったときに、どなたか急に入りたいという方もいらっしゃるでしょうから、１

戸空いているくらいがちょうどいいのかなというふうな感じで思っております。 

それから、介護予防拠点施設福祉空間づくりというような趣旨でもって地区の集会所の建てかえ、

あるいは改築をいたしまして、バリアフリー化によって高齢者の方にも使いやすく、いろんな活動が

していただけるようになったんではないかと思っています。 

５番目の日本で最も美しい村連合にふさわしい景観、伝統文化の保全ということにつき増しては、景

観条例、あるいは景観住民協定みたいな、そういうような取り決めみたいなことについて前にも一般

質問いただいているところですけども、そのときのも、今任期中には、そういうものが成立している

ようにしたいというふうに答えましたけども、なるように考えているところでございます。 

それから、日本で最も美しい村連合を、さっきも申し上げたように、もっと、さらに生かしていく

ためにというふうなことで、村内のいろんな組織の方々、それから、準会員の方々等々入っていただ

いて、どのような活動をしていけばいいのかというふうなことを考えていくような、そういう組織づ

くりも近々やっていこうというふうに思っています。 

あと、坂戸橋の有形文化財の登録、それからまた、理兵衛堤防が、ああいう形で移設、保存されたと

いうふうなことも、大変喜ばしいことだというふうに感じております。 

あとは、お祭りとか伝統芸の等々をＤＶＤに記録、保存をするというふうなことも行いました。 

６番目に中長期的視点での近隣市町村との友好関係ということにつきましては、当然、前々からやっ
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ております上伊那広域連合、伊南行政組合で、ごみ処理問題、医療問題、消防等々、さまざまな課題

に連携して対処をしてきたところでございます。 

特に昭和伊南病院につきましては、最初のあいさつでも申し上げましたとおり、坂井事業管理者、長

崎院長先生、ほか先生方、職員の皆さんの努力によって改善計画を上回るペースで改善が進んでいる

ということは、大変喜ばしく思っております。 

それからまた、議会の主導をしていただきまして、中部伊那のおつき合いということが行われてお

ります。これも、郡境の村として大変ありがたく、感謝をしておるところでございます。 

あと、小渋ダムの堰堤改良期成同盟会、宮ヶ瀬橋の架けかえの期成同盟会等々でも下伊那の市町村と

新たな輪が広がっておりまして、うれしいなというふうに思っています。 

三遠南信地域連携ビジョン推進会議にも、全体会合があるときには来て見ていてほしいというような

ことでお声がけをしていただいて、感謝をしておるところでございます。 

そういうことで、上伊那についても下伊那についても、両方をしっかりと見据えて、伊那谷の中央

にある村として将来を考えていきたいなというふうに思っております。 

７番目の情報公開と村民の自由、活発な意見表明ということにつきましては、プライバシーに関す

るものなんかを除いて、情報公開は、いろんな数字も含めてやってきておるというふうに思っており

ます。 

ホームページ等々でも情報公開、進んでいるというふうに思っております。 

また、こちらから出すだけではなくて、村民の皆さんからも、もっと気軽に、手紙等々もいただい

ておるところですけども、ご意見、ご質問等々を、さらに積極的に、気軽にいただけたらうれしいな

というふうに感じております。 

以上が、マニフェストについて、現在、感じておるところでございます。 

 

◆藤川 稔 

ただいま、達成状況やら取り組み状況、項目ごとにご答弁をいただいたところでありますが、私も、

この村長の公約の達成については、まあ、まずまず順調に推移しているものと認識をしております。 

この中で、特に中学生までの、卒業までの医療費の無料化、あるいは要保護世帯の給食費の支援等々、

財政措置ができて、あとは村長の決断、公約が伴うものについては、早急な実現をしていただいてお

るところで、ございます。 

特に村長の今の答弁の中にもお話がございましたけれども、特に農業を初めとする産業の高付加価

値化、いわゆる内発的発展でございますけれども、これについては、いろいろなプロセスを経過して

いく、そして実現に持っていくという非常にご苦労が伴う項目でございます。情報コーナーの設置、

あるいは農産物加工施設の建てかえ、中川観光開発株式会社のコーディネーターの配置、そして、先

ほどの予算、決算、補正の中でも振興課長のほうから話がありましたけれども、緊急雇用による商品

開発に携わる人員の配置など、農業の内発的発展への素材は整えられたかなと、そんなふうに思って

おります。これから、これらの素材をどう生かし、そう成果に結びつけるか、ここが肝要だと思いま
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す。 

特に、農産物加工施設とコーディネーターや田島ファーム等々の連携による農産物加工商品の開発、

販路の開拓などについては、村としても、有機的な構造になるよう、もう尐しかかわりを持つ必要が

あると感じております。こうしたことにより、公約にもあります農業、農産加工、観光、商業など、

それぞれに高付加価値化と連携が進み、後継者が生まれ、持続的に事業の発展をしていく村になるの

ではないでしょうか。 

また、今もお話もありました。以前、村長から提案のありました村のブランド名として商標登録を

再検討されるお考えがあるのかどうか、今後、農産物加工施設を有効に利用して地元農産物を活用し

た加工品の開発やブランド化等を進めていくことが期待されますけれども、この点について村長の見

解をお伺いいたします。 

 

◆村長 

中川村産品のブランドというふうなことにつきましては、１つには、美しい村連合の加盟の村だよ

というふうなことをマークとともに利用していただくっていうふうなことが１つあるかと思います。 

それからまた、中川村というふうなことについても、シメジ等々でおいしい中川村のシメジというふ

うな大きなパッケージを使っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、中川村という名前そのものを

ブランドにしていくことも可能かなというふうに思いますし、それからまた、何より、それぞれの取

り組んでおられる方々自身が自分のブランドを育てていくというふうなこともあるのかなというふ

うに思っています。 

つくっチャオの加工組合についても、つくっチャオという名前がブランドとしていいかどうかって

いうふうなことも含めて、いろいろ考えていかれることになるのではないかなというふうなことも思

っていますし、大事なことだというふうに思っておる次第でございます。 

天の中川村というものについては、ちょっと、もう無理かなというふうに思っているところでござい

ます。 

 

◆藤川 稔 

今の商標登録、ブランド名なんですが、天の中川村ということでは、断念といいますか、引き続い

て検討する余地はないということでありますけれども、天の中川村にこだわらなくて、ほかのブラン

ドも広く村民の募集を含めて、さらに検討するということも含めて、特段、この問題については、こ

れから、また、検討する、話題といいますか、そういった提案をする意思は、もう全くないという、

そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

◆村長 

ブランドとかネーミングに関しましては、本当のことを言う、本心でいいますと、なかなか、村民

みんなで相談してとかいうような形では、なかなか、その受け手側のねらっているターゲットってい
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うのは、多分、村内の人ではなくて、もっと遠くの方々だというふうに思うんですけども、そのあた

りの方々に、どういう、ピンポイントでいけば、一番のつぼのところにぱしっと刺さるかっていうふ

うなことについては、ちょっと、結構、本当言うとプロの方々のセンスなり経験なりっていうものが

必要かなというふうに思っておりまして、本当に頼もうと思うと結構お金が要るのかなっていうふう

なこともあります。つくるのは、つくれると思うんですよ、公募にしても何にしても、だけども、そ

れで本当に、そのブランド価値を高めていく、私が思っている中川村のよさっていうのは、先ほど言

ったように、都会の人なんかが車で訪ねてきてくださって、もう、探して、ナビに入れて探しても買

いに行きたいというふうな、そういうような、それを持って帰って友達にあげたら「ああ、これ、知

っている。知っている。食べてみたかったの。」とかいうふうに言ってもらえるぐらいの、ちょっと、

こう、かなりレベルの高いものができたらいいなというふうに思っておって、だから、余り、それは、

いろんな考え方があると思うんですけども、そういう意味でいくと、公募とか、みんなで相談してつ

くったような形のもので、そういうレベルのものになっていくのは、ちょっとしんどいのかなという

ふうに思っているところなんです。まあ、そういう意味で、もし、そういうようなことをやるってい

うのはおもしろいことだと思うんですけど、なかなか、それが幾らでできるかわかりませんが、まあ、

何 10 万円ということでは足りないから、もう１けたぐらい要るかもしれないし、なかなか、バブル

が崩壊したとはいえ、そうそうお手軽ではないと思うので、また、それだけの費用をつぎ込むことが

いいことなのかどうなのか、村民の皆さんの理解を得られるのかどうなのかっていうふうなことにつ

いては、ちょっと私もよくわからないところがあって、まあ、もう１回、もう一度、ブランドについ

て立ち上げようというふうには、今のところあまり考えていない、もし、そういう声があれば考えま

すけども、自分で火をつけていきたいなというふうには、ちょっと今は思っておりません。 

 

◆藤川 稔 

わかりました。 

それでは、村民、とりわけ生産者やなんかの中で、内発的にですね、そういった話題といいますか、

商標登録についてのニーズといいますか、そういったものが、個人的、あるいは組織的に出てきた場

合には、そのときには、行政としても、やはりかかわりを持っていかれるのか、あるいは、そういっ

た生産者の方々を中心に考えてもらえばやぶさかでないのか、そこら辺を、ちょっと端的にお願いし

ます。 

 

◆村長 

まず、ご相談をいただいて、そのつくられたブランドなりが、その何人かの人たちが集まって、そ

の方々だけが使うものであれば、あるのか、あるいは、もっと幅広く中川村にいる人、あるいは、い

る企業であれば使っていいよとかいうようなものなのかとか、どういうようなものとしてその方々が

考えていられるのか、ブランドの価値を高めるために、選ばれた我々だけで大事に育てていくんだと

いうふうなお考えのこともあるだろうし、もう尐し幅広く考えていくっていうふうなケースもあるで
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しょうし、その辺の考え方によって、その村費を入れるっていうことについて、ふさわしいとか、ふ

さわしくないとかいうふうな判断はあるかと思いますんで、ご相談をしていただけたらいいのかなと、

で、こういうふうな方法もあるんじゃないか、いろいろと、いろんな使える補助もあるかもしれませ

んし、何といいますか、人脈というふうなものもあるかもしれませんし、ご相談いただけたらいいと

思いますし、もし、村としても、これは、ぜひ、その内発的発展のために有効だというふうなことで

あれば、積極的に参加といいますか、一緒にやっていくことにもなるかと思います。 

 

◆藤川 稔 

もう１つ、この農業の関係の中で、先ほども申し上げましたように、農産物の加工施設つくっチャ

オ、それと中川観光開発に特に販売路の開拓でコーディネーターを採用されている、それと、もう１

つはＪＡの関係で田島ファームがございます。今のところ、それぞれがそれぞれの機能の中で活動、

営業をされておると思うんですが、先ほど申し上げた有機的な構造をですね、これを何とか連携をと

って、村として一本化する中で、新しい商品の開発、あるいは販売路の開拓、総合的に取り組むとい

う、そういうお考えは、今後においておありになるか、村長にお伺いをいたします。 

 

◆村長 

そんなに大きな村ではないので、いろんな方がいろんなことをなさっておるといく中で、望岳荘で

も生産農家の方から無農薬の物を届けていただいて、中川村でできた無農薬のものですというような

形で幾つかの商品を出しておったりっていうふうなこともやっておりますけども、そういう、一本化

で、もう、がんじがらめに一本化じゃなくて、提携できるところはしていくというふうなことがあれ

ばいいんじゃないかなというふうに思います。例えば、つくっチャオでつくった何かを望岳荘で売っ

てもらうとか、望岳荘の何かのチケットを、チケットなり何かを、こう、お土産で出すとかですね、

いろんなことが、お互いにこんなことをしてくれたらメリットがあるじゃないのっていうふうなこと

が広がっていけばいいなというふうに思いますので、今、ちょっと、一本化というふうなことでおっ

しゃっているのがどういうことなのかわかりませんけども、例えば情報交換会みたいなものを立ち上

げるっていうこと、というふうなことであれば、できることだと思いますし、美しい村連合に向けて

のもの、その関係、村内、いろんな団体が入ってもらって、どうしていこうかっていうふうなことを

考えるっていうふうなことも考えております。そういうものが、そういうものになっていくのかもし

れないし、最初から１つの事業に一本化していくっていうふうなことではなくて、情報交換の場をつ

くるっていうふうなことでは、ぜひ、やっていきたいなというふうに思っています。 

 

◆藤川 稔 

今、村長のご答弁いただいたように、連携をとっていくという意味では、合体するということでな

くて、それぞれのいろいろなビジョンもあるでしょうし、そういったものの意見交換をしながら、よ

りよい成果が出るように持っていていただきたいと、そういうようなことでございます。そうした課
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題が地についた、地に足のついた成果となるよう、さらなるご尽力をお願いするところでございます。 

次に、現在の社会情勢、とりわけ国内にあっては、東日本大震災、あるいは原発事故の影響、ある

いは円高、また、国外にあっては、リーマンショック以来、アメリカ国債の格付けダウン、あるいは

ユーロ圏の財政危機等、非常に厳しい社会情勢が、現在、あるわけでありますけれども、後半の約１

年半でございますけれども、それに向けた村長の村政運営について、今後、重要な政策をどのように

展開されていくのか、その見通しと所見についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 

◆村長 

はしょりながら、ちょっと、結構、先が長いかなというふうに思いますので、はしょりながら行き

ますが、マニフェストのことで言いますと、不況期間中の村民生活防衛につきましては、もう、今、

おっしゃったとおり、不況というか恐慌に近いような状況になってきて、それが日本だけではなくて

世界中に――世界中の構造的なものになってきているというふうに思います。長期化、深刻化という

のは免れないのかなというふうに思っています。 

特に、今、人件費を抑えるために正規雇用というのをどんどんなくしておるというようなことで、

若い人たちの暮らしというものが、貧困の問題というふうなことがあって、大変苦しいのかな、それ

があって将来展望が持てない、結婚もなかなか、そんな気になれないというふうなことがあるかなと

いうふうに思っています。ここで言うのもなんですけれども、本当を言うと、何か、前々から思って

いるベーシックインカム的なものが、何か村でも試みられたらいいのかなというふうに思うところな

んですけども、なかなか、それは難しいかというふうに思っています。ちょっと、まだ、何をするっ

ていうふうなことは言えませんけども、若者の皆さん方の生活支援というふうなことが、ちょっと気

にかかっておるところでございます。 

それから、農業については、先ほどもちょっと申し上げましたとおり、何とか工夫をして、生産だ

けではなくて、どういうふうに売っていくのか、販売の面、だれに、どんなふうな理由づけをして喜

んでもらえるのか、その販売ルートも含めて、そういう販売のところの工夫をしてもうけようという、

そういう欲をですね、村民の皆さん方に出してもらうというふうなことが課題だというふうに思って

います。 

子育て支援については、先日も、ちょっと、ちっちゃなお子さんのいるお母さん方との懇談会があ

ったんですけども、いろんなニーズが出てきました。おっしゃっているとおりのような形で、社会状

況が変わっているので、お母さん方のニーズというのも多様化している――多様化っていうか、また

深まっているっていうふうに思いますので、その辺の対応についても、もう尐し研究をしていきたい

というふうに思っています。 

高齢世帯につきましては、なかなか声を上げる方が尐ないというのが現状かなというふうに思って

います。ぜひ、民生委員の皆さん方からも聞いていますけども、議員の皆さん方からも、いろんな課

題提起をつないでいただけたらというふうに思います。 

美しい村連合につきましては、先ほどの景観条例、あるいは住民協定的なものっていうのをやらなく
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てはいけないというふうに思っておりますし、先ほどちょっと触れました日本で最も美しい村連合推

進協議会、仮の名前ですけども、そういったものもつくっていって、どういうふうに村に連合を生か

せるのかというようなことを考え、一緒に考えていただきたいというふうに思っています。 

何か、その辺が課題かなというふうに思っているところです。 

 

◆藤川 稔 

わかりました。 

いずれにしても、そういった経済の後退が尐なからず、これから、村にとっても影響が及んでくる

時期が来るだろうと思うように思います。 

次、また、後半についても、前半同様、ご尽力をいただきたいと思います。 

次に、職員のやる気、元気、本気の出る職場づくりについて村長の見解をお伺いをいたします。 

常日ごろ、職員の方々についても村づくりのためにご尽力いただいております。当然、やる気もあり

ますし、元気もあると思います。 

言うまでもなく、村政推進には職員の人心掌握とやる気の喚起が重要であり、村長と職員の協働し

た力の結集が村政推進のかなめであります。職員の生きがいを醸成する人事管理や職場及び職員から

の政策提案などを活用するなど、職員の、さらなるやる気、元気、本気の出る職場づくりが非常に重

要であると思います。そうしたことにより、よりよい行政サービスが村民に提供できるものと思いま

す。 

村長は、そうした職員の働きがい、いわゆるやる気でありますとか元気、本気を引き出す職場づく

り、環境づくりをどのように常日ごろ考え、実践されておられるのか、そこら辺の所見についてお伺

いをいたします。 

 

◆村長 

毎年、春に人事異動ということが発生します。それからまた、いろいろ緊急な――緊急っていいま

すか、新しい事態が生じて、それに対応するための人事異動っていうふうなこともあるわけなんです

けども、なかなか、正直なところ、職員のやる気が出るようなことを第一優先にして、それだけで人

事をするっていうのはなかなか難し状況があります。やっぱり、いろんな経験だとか、今後の、過去

の経験、今後のためにどういうふうな、今のうちにこういうこともやっておいてもらわなくちゃいか

んだろうとか、こうじゃないとここは回っていかないだろうとか、そういうところで人事をしている、

せざるを得ないというふうな状況がございますので、なかなか、職員の皆さん方にとっては、何てい

うのかな、何でやろうっていうふうに、何で今回の人事はっていうふうな形で、な方もいらっしゃる

かもしれませんけども、それぞれ、まあ、プロの行政マンとして、自分のすべきこと、何を期待され

ているのかっていうふうなところで動いていただきたいなというふうに思います。 

職員の皆さんには、今、おっしゃったとおり、激動の社会情勢の中で、何もしなければ村がどうなっ

ていくのか、あるいは、それをどんなふうに変えたいのか、そのためには何をすればいいのか、本当
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にそれで変わるのか、あるいは逆に弊害も出てくるかもしれないとか、いろんな想像力を持って考え

ていただきたい、――いただいて取り組んでいただきたいなというふうな思いと、それから、もう一

つは、何ていうかな、素早い目の、スピード感のある対応をしていただきたいなというふうなことを

思っておるところでございます。 

そんなふうな期待もしながら、まあ、とはいえ、全体的には、よくやってくれているんではないか

なというふうに私的には考えておるというところでございますので、さらに、また主体的に頑張って

もらえたらうれしいなというふうに思います。 

 

◆藤川 稔 

社会経済状況が大きく変化をしておりますし、非常に行政課題も、なかなか難しいものが出てまい

っております。地方分権改革が進展する中で、職員一人一人が多くの課題に直面しても的確に能力を

発揮することも必要であろうと思います。また、そうした職員の能力を組織力として結集して、効率

的、効果的に発揮することで問題の解決に向けて取り組む必要があろうかと思います。職員一人一人

が公共サービスの責任主体であるとの意識をしっかり持ち、日々の業務を通して村民からのニーズに

適切にこたえることができるよう、人材育成の取り組みも必要であろうと思います。 

例えば、先ほども村田議員の一般質問の中でも尐し触れましたけれども、防災一つとってみても、

その防災コーディネーターといいますか、そういった防災に関係するスペシャリストの職員の養成で

ありますとか、そのほかの専門分野が的確に行政サービスができるように、そういった、一つは専門

職の職員も育成していくということが、ひいては住民サービスの向上につながると思っております。    

職員の中からは、課題達成前の人事異動による不完全燃焼でありますとか、政策提案に予算づけが

なかなか伴わないなどの声を若干聞いております。そうしたことが職員のモチベーションの低下につ

ながるとしたら、非常に残念に思うところでございます。職員の声を吸い上げるためにも、上司と部

下との密接なコミュニケーションを通じて政策ビジョンや課題の共有化を図り、政策目標と個人の業

務目標を関連づけることで、管理職から若手まで、庁内組織が一体となった効率的、効果的な促進す

る必要を私も感じております。そうした点について、引き続き村長の見解をお伺いいたします。 

 

◆村長 

大変、そのとおりだというふうに思います。なかなか、現実の中で、職員が頑張ってくれる中で、

いろいろ、こう、いろんな条件がある中でやっていかなくてはいけないというようなことがあって大

変難しいところはございますけれども、みんなが気持ちよく目標を共有して頑張れるような役場にし

ていかなくてはいけないなというふうに思います。 

 

◆藤川 稔 

それでは、また、職員のモチベーションが高まるように、また、いろいろと村長からもご指導、教

育をお願いをしたいと思います。 
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それでは、２点目の自然景観の保全によるまちづくり政策についてお伺いをいたします。 

中川村は、すばらしい眺望、景観に恵まれ、四季折々の豊かな自然に接することができます。そのも

とで、河岸段丘にゆったりと広がる水田、畑、果樹園で働く人々の営みや住まいが、その地域の景観

をつくり出しています。 

日本で最も美しい村づくりをさらに推進するため、中川村の美しい自然景観を保全していくことは

重要な施策の一つであります。 

中川村第５次総合計画の中でも、景観の保全と住民協定の推進を施策の体系として掲げています。 

また、先ほどの村長公約の中でも日本で最も美しい村連合加盟にふさわしい景観の保全の推進を約束

されております。 

今後、どのようにして中川村の恵まれた自然環境、自然資源を生かし、景観づくりに努めていくの

か、幾つかお伺いをしていきたいと思います。 

まず、村の景観保全の取り組みについて現状をお聞かせいただきたいと思います。 

 

◆村長 

まず、日本で最も美しい村連合というものにつきましては、何回か申し上げましたけども、景観だ

けではなくて、景観の上に、さらに食べ物とか歴史だとか文化だとか暮らしぶりだとか、そういった

魅力を盛りつけていくというか、そういうような、そのことによって後継者が残れて、よさが受け継

がれるようにしていく、持続可能な地域につくるというふうなことでございます。ただ、当然のこと

ながら、その土台となる景観が美しくなければ魅力も活用できないということになりますので、景観、

ごみをなくそうという美化運動のレベルから、景観を大事にしようというところというのが土台とし

て大事かなというふうに思っています。 

中川村は、今、おっしゃったとおり、西山、中央アルプス、それから南アルプス、天竜川、天の中

川、それからまた、そこに、こう、人々の暮らしがちょうどいい形で溶け合っているっていうふうな

ところが、本当に心が安らぐ、雄大であり、かつ心が安らぐ景観があるなというふうなところが魅力

だというふうに思っています。 

最近とはいえ、そこに、ちょうど山が見えるところに急にアンテナ工事が始まったりというふうな

こともあったりっていうふうなこともあって、その辺のところを、まあ、それぞれ人によって気にし

ているところは違うと思うんですけども、私にとっては、そういう、特にアンテナ的なものがすてき

な景観の中に急に立ち上がってくるっていうふうなこと、今は、届けはあるんですけども、ちょっと

配慮してよっていうお願いはできますけども、それ以上のことは、なかなかできないというふうな状

況もあるので、何か、もう尐し景観、ちょっと、尐し、このところからは、ちょっと２ｍ外れてほし

いとかっていうふうなことがお願いできるような――お願いというか、きちっと言えるようなことも

必要かもしれないし、あとは、ガードレールとか電線なんかも景観ポイントについては気になってい

るところです。 

それからまた、看板類についても、ちょっと無秩序になっているのかなっていうふうなことを思っ
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ております。 

ほかの方は、それぞれ違うところについて、いかがなものかと思っていらっしゃる点はあるかと思

いますので、これにつきましても、何ていいますか、そういうことについて審議をしていただいて、

意見をお聞きして、そしてまた、地域の住民の方々のご理解もいただけるような形で、特に看板につ

いてなんかだと、商工会の皆さん方のご意見もあるでしょうし、そういったことも聞きながら、何ら

かの形で、条例まで行くのか、協定というふうな、もう尐しソフトなものになるのかわかりませんが、

やっていきたいなというふうに思っています。 

村全体をカバーするような約束事と、それから、ある特定の所だけ、それが景観ポイント的な場所

になるのか、もう尐し広い地区になるのかわかりませんけども、そういう二重の、全体と部分という

ふうなことで考えることも必要かもしれないし、無理がなくて、かつ実効性があってというふうな、

それで合意が得られるよ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っております。 

 

◆藤川 稔 

今、ご答弁いただいた中に看板の話が出てまいりました。屋外広告物としての看板などの設置状況、

例えば、景観を損ねている看板、具体的には、表示が消えているとか、傾いているとか、あるいは看

板そのものがさびているとか、あるいは景観をさえぎっているような看板があるのか、そういった看

板について、いろいろのケースが源にあると思いますけれども、そういった看板の実態調査っていう

ようなものをされた経過があるのかどうか、ちょっと、その点について、簡単で結構でございますの

でご答弁をお願いします。 

 

◆村長 

設置状況につきましては、今、現状ではですね、特にまとめて、どこにどういう看板があるかとい

うふうなことを一元的な把握をするということはできておりません。 

 

◆藤川 稔 

不要な看板と思われるようなものがあるのかどうか、看板は、ここに本当に必要かどうかというこ

とも含めて、一度、実態調査をされてみてはいかがかと思います。 

いずれにしても、先ほどでました、この屋外広告物、看板等の設置基準を見ますと、まだ村にはで

きていないように思っております。規制をかけるとしたら、こういった基準をもとに全体としてつく

らないと、なかなか規制していくには難しいと思いますけれども、調査については、特に設置基準な

くてもできることであろうかと思いますので、一度、状況等について把握をしていただければと思い

ます。 

長野県においては、屋外広告物条例により、色彩とか表示面積、そうしたものが規制されておりま

すし、飯島町においては、中央アルプス花の道における国外広告物等設置基準などが設けられ、規制

をされております。内容としては、位置でありますとか高さ、面積、色彩、そういったものを盛り込
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んでおられる市町村が多々ございます。 

こうした屋外広告物などの規制は、村としても早急に関与する必要があると思いますので、ぜひ、

そこら辺の進め方等を庁内でご検討いただき、ぜひ、規制に向けて進んでいただきたいと、そんなふ

うに思います。 

また、看板の持つ機能も非常に重大なものがありますので、また、そういった機能を生かすという

視点からも取り組んでいただければと思います。 

いずれにしましても設置基準の策定が前提になりますけれども、屋外広告物の統一化というのは、設

置者の意向もあって難しいものもあると思いますけれども、粘り強く、あるいは意見を十分聞きなが

ら、適切な方式、方策をとっていくことが大事であるように思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

続きまして、農地の荒廃対策でございます。 

先ほどのご答弁の中にも農地の荒廃の話が出ましたけれども、豊かな農地に囲まれた景観を維持して

いくためには、農地を荒廃させないようにすることも景観の保全に欠かすことのできない努めであり

ます。とはいえ、農業問題との絡みはありますので、これは難題であろうと認識をしております。 

しかしながら、この問題解決なくして景観の保全は達成できません。 

実際、農家の高齢化、後継者、担い手不足などにより、田畑の休耕や荒廃は進んでいます。実際、私

の近くで、そうした光景もあり、周りの方々も見るに見かねているのが現状でございます。 

特に、今後、優良農地がそのような状況に進んでいくとすれば、死活問題となります。 

また、農業ができない農家から米づくりなどを請け負っている方も、高齢化により請け負えない状況

が見られてきております。ますます担い手不足は深刻化をしております。 

また、中川村過疎地域自立促進計画の中でも本村の豊かな自然環境を保全する農業を推進するため、

病害虫の発生の原因になり、景観上、支障のある遊休荒廃地対策を進めますとうたわれていますが、

具体的に農地の荒廃対策を、今後どのように展開されていくのか、お考えがあれば、もう尐しお聞か

せいただきたいと思います。 

加えて、農地の遊休荒廃地が農地全体の何割くらいあるのか、あるいは増加傾向にあるのか、わか

る範囲内で結構でございますのでお答えをいただきたいと思います。 

 

◆村長 

今、お話があったとおりの状況があると思います。前にも申し上げたかもしれませんけども、私が

中川村に来た当初、本当に雑草――田んぼの中に雑草が全然ないし、あぜもきれいに刈られている、

どこに行ってもそういう状況でしたけども、自分だが恥ずかしい思いをしていたんですけど、だんだ

ん、ちょっと、そういうところも増えてきているなっていうふうな気がしておって、それは、とりも

なおさず、高齢化とか担い手不足ということのあらわれだというふうに思っています。 

平成 22 年の農業委員会調査によりますと、遊休荒廃農地は、割と簡単に復旧できるものも含めて

という数字ですけども、田んぼと畑と合計して 30haという、約 30haということになっています。ち
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ょっと何割かは、また、改めまして。 

その理由としましては、水田の生産調整、高齢化、担い手不足、鳥獣被害、用水路とかあぜとかの

荒廃等々の理由が考えられるということでございます。 

その対策といたしましては、現状、行っていることは、南向と片桐、両地区の利用改善組合というも

のを設けて、手のちょっと余る、手の入らない農地について、組合の中で、ほかの、あっせんをした

り、一元化をしたりというふうなことを取り組んでいただいておるというようなことでございます。 

鳥獣害につきましては、先ほど申し上げたとおり防止さくの設置が、地元の皆さん、頑張っていただ

いて、一本につながってくるかなというふうな状況でございます。 

猟友会の防除班の方々にも大変ご協力をいただいており、感謝をしておるところです。 

あとは、振興作物の奨励ですとかをやっておりますし、ＪＡさんのほうでも天の中川丸ごと農業公園

構想ということで、梅等々の作付振興、それからまた、観光と連携した形での観光農園づくりという

ふうなことにも積極的に村内に声をかけていただいておると、農業委員会でも遊休農地の活用に取り

組んでいただいておりますし、クリエイティブさんのほうでは、ご存じのとおり針ヶ平にクラインガ

ルデンを、あれも遊休荒廃地の活用というような一環かというふうに思っております。 

そういうようなことで、さまざまな取り組みがさまざまな方のご努力によってなされているというふ

うなとことがございます。 

ただ、とは言っても、根本的な原因は、やっぱり担い手不足、高齢化ということかなというふうに

思っておりますので、何とか、加工だけじゃなくて、いろんな形で、観光とかも入れたり、農家民宿、

農家レストランみたいなことも含めて、さまざまな形で農業の魅力をどういうふうにしていくのかっ

ていうふうなことも考えなくちゃいけない、農協、ＪＡさんの系統出荷っていうことも頑張っていた

だきたいし、また、それになかなか乗れない方についても別の方策があるというふうなことを工夫を

していきたいというふうなことを思っています。 

とはいえ、若手農業者の皆さん方を初めとして、本当にいろんな新たな取り組みが行われている、

将来を期待できるような動きっていうのも結構あるなというふうに考えています。一部には、その新

たな新規就農者が頑張れるようなことを応援しながら事業を回していこうなんていうふうな企画書

なんかも、この間、拝見したりもしておりますので、何とか、そういう芽をですね、伸ばしていって、

だんだんとそういうようなものが増えていくようなことを考えていかなくてはいけないなというふ

うに思っているところでございます。 

 

◆藤川 稔 

今、ご答弁をいただきました。なかなか難題でありますが、景観保全に対する住民の意識の高まり

が図れるよう、行政としても一段の取り組みを期待を申し上げます。 

なお、先ほどの農地に対する有効荒廃地の割合については、また、大会中、お分かりになりました

ら教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、最後の質問になりますが、景観形成住民協定の取り組みについてであります。 
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先ほども申し上げましたとおり、中川村第５次総合計画の中でも景観の保全と住民協定の推進の施策

の体系として掲げております。 

ご存じのように、景観の形成や育成は、住民がどのようなまちにしたいのか、みずから考え、目標

を定め、努力していくことにあります。 

長野県景観条例では、このような取り組みを支援するために景観育成住民協定の認定制度を設けてお

ります。 

今後、村として景観の保全と住民協定の推進をどのように展開されるのか、また、住民のそうした

自主的な取り組みへの支援をどのように行っていくのかお伺いをいたします。 

 

◆村長 

住民の皆さん方の自主的な取り組みっていうふうなことにつきましては、本当にありがたい、大変

心強いことだというふうに思っています。 

現に、何ていうんでしょうか、道路を守る取り組みですとか、花を植えていただいたりっていうふ

うなことをやっていただいておりますし、そういったことにも、いろんな感謝と協力をしていかなく

ちゃいけないと思いますけれども、特に、先ほどから話題に、出ておる看板類については、例えば、

本当を言うと、商工会の中とかで、その景観みたいなことを守ることによって、逆に、その中川村の

魅力みたいなものが高まって、人が来てくれるようになって、商売にも、多分、長期的にはプラスに

なるんではないかっていうふうな、そういうお考えというものが、もし、広がったりするとありがた

いのかなというふうなことを思いますし、そんなふうな意味も込めて相談を出せていただきたいとい

うふうに思います。 

ともかく、住民の皆さん方のご協力はありがたいし、また、その中で、こんなことできるのかねみ

たいなことがあったら、ぜひ、聞かせていただきたいなというふうに思うところでございます。 

 

◆藤川 稔 

景観保全政策は、住みよいまちづくりのためにも、また、現在の景観を悪化させないためにも、早

目の取り組みが必要かと思います。 

以上をもちまして、これで私の質問は終わります。 


