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○２０１１年（平成２３年）１２月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

（１）産業施策について 

（２）平成 24年度予算編成について 

 

◆藤川 稔 

それでは、さきに通告いたしました産業政策についてと平成 24 年度予算編成についての２項目に

わたり、一部、私見を交えて質問をいたします。 

質問内容につきましては、先ほどの５番議員とダブる部分もあるかと思いますけれども、よろしく

お願いしたいと思います。 

まず、最初に我が中川村にとっても極めて重要な課題であります産業振興について伺います。 

村の第５次総合計画では、村の魅力を生かした産業の育成で、若者が夢を持てる村づくりを進める

ための産業振興について記述されています。これは、中川村過疎地域自立促進計画にも生かされてい

るところでございます。 

この産業振興計画は、村にとっても極めて重要な位置づけにあり、まさしく、現在、そして未来へ

と中川村をしょって立つ若者が夢を持って生活や産業活動ができる基盤づくりの指針であります。 

言うまでもなく、産業は経済活動の根幹であり、産業が衰退することは許されません。また、村政に

大きな影響を及ぼすこととなります。 

とりわけ第１次産業であります農業の衰退、いわゆる農家の減尐でありますとか就農者の減尐など

は非常に懸念をしているところでございます。 

去る 10月 25日、基幹集落センターにおいて中川村美しい村づくり協議会の設立総会が行われまし

た。設立総会には、行政初め、村内の農業、商業、教育関係など、約 40 団体や個人が出席をし、美

しい村づくりについての意見交換や提案など、非常に活発な議論が行われたと聞いているところでご

ざいます。 

この組織の設立目的の１つに地域資源を生かしながら地域の活性化と産業振興を図ることが掲げ

られております。 

そこで、農林業、商工業、観光、それぞれの振興策について、行政としてどのように考え、また、

どのようなビジョン、つまり方向性を持って産業の振興を進めていくのか、まず、その取り組みにつ

いてお伺いをいたします。 

 

◆村長 

美しい村連合とかもそうですし、いろいろ申し上げていることは、いつも、そういう気持ちを持っ

ているんですけども、決して産業そのものが、その産業そのものとして目的ではないというふうに思

っております。やっぱり、この村の暮らし、お祭りをしたりとか、みんなでスポーツをしたりとか、



- 2 - 

 

地域活動をしたりしながら支えていく、そして、子供も育て、お互いに思いやりながら暮らしが送ら

れていくという、そういうものが持続していくためには、当然、産業が必要だろうというふうに思っ

ています。 

ですので、例えば、農業、兼業農家だから悪いとか、全然思わないです。兼業農家でも、おじいち

ゃん、おばあちゃんがお仕事、主体となって農業をやって、若い衆が働きながら、休みの日にはそれ

を手伝ってというふうなことで、それが、また、定年にその人がなったら、じゃあ本格的におれがや

ろうというふうな形で、引き続き、受け渡しが続けていかれる、暮らしが続いていくというふうな形

になれば、それもいいのかなというふうに思うところです。 

逆に、今、例えば、ＴＰＰあるからっていって、農業の競争力だっていう話になって、株式会社の

参入を許すんだと、そしてまた、無理やりでも大規模化を図るんだというふうなことになっていって

ですね、タイムカードを押して、言われるがままの農作業をするような形の農業で生産量が増えたと

しても、それが本当に地域のよさを持続することになるのかなというと、違うのかなというふうに思

っているところでございます。 

そういう意味で、中川村のこのよさが受け継がれていくような、そのためには、全然、その生活も

成り立たんでは困りますし、かといっても、もうかっても、よさが破壊されては困るしというような

ことを思っております。 

それぞれについての考えやビジョンっていうことなんですけども、１つだけ、それぞればらばらに

っていう話ではないので、先ほど申し上げたように飲食のほうで、こんな形の飲食をっていうふうな、

もう完全予約制でやっていくんだっていうふうな方もいらっしゃれば、もっと気軽に来てもらったら

いいよっていうふうな形で、私は田舎料理よとか、私は手塩にかけた高級な物よっていうふうな人も

いるだろうし、ちょっとケーキを主体にやっているんだっていうふうな方もあらわれましたし、いろ

んな方がいらっしゃる、農業のほうもいろいろだっていう形で、その辺のことが、中川村に行けば、

本当にいろいろな魅力が、おもしろいこと、楽しいこと、おいしいことがあって飽きないよねってい

うふうな所になっていくっていうふうなことがいいのかな、その中には、先ほど申し上げたように兼

業農家でお勤めになっている方がいらっしゃっても、それは全然構わないし、魅力がだんだん増えて

いって、大発展というよりも、続いて行く、もうちょっと子供の数は増えたほうがいいと思いますけ

ども、地域の中でも子ども会がもう尐し盛んになる程度の形にできれば、本当に理想かなというふう

に思っているところでございます。 

 

◆藤川 稔 

ちょっと私がお聞きしたいという核になる部分と、ちょっと、答弁、物足りない部分が感じました

けれども、第５次総合計画の 104ページに、この産業振興についての施策の体系ということで、とり

わけ農業についてのことがうたわれております。生産性、効率性を重視した農業の推進、あるいは担

い手の育成、そして確保、遊休荒廃農地の拡大防止、都市住民との交流、拡大を目指す農業推進、環

境保全農業の推進等々あるわけです。 
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産業振興といっても非常に幅広い分野でございますので、一概になかなか方向づけでありますとか

ビジョンというのは、なかなか言い難い、そういう部分があると思うんですけれども、それにしても、

基本的な理念でありますとか、あるいは方針っていうものは、やっぱり一つ、行政としても首長とし

ても、やっぱり持っているべきではないかと、そんなふうに思います。そんなところですね、ぜひ、

私は聞きたかったわけでありますけれども、なかなか、ちょっと、答弁をお聞きしますと、何か物足

りない、そんな感じを受けました。 

そこで、村の産業が今後とも持続的な発展を遂げ、村民一人一人が働きがいと豊かさを実感できる

ような地域経済を実現していくためには、時代に変化に対応しながら村の特性を生かした地域産業の

振興策を迅速かつ着実に進めていくことが大変重要なことで、求められていると思います。 

いずれにしましても、農業振興策の政策実行は待ったなしであり、早急に実行計画の策定を進めるこ

とが重要と考えておりますけれども、この点につきましてお伺いをいたします。 

 

◆村長 

ちょっと、今、ページが 104ページとおっしゃったかと思うんですが、111ですかね？ 

 

◆藤川 稔 

私のほうの、あれですかね、私、インターネットのほうからとりましたので、紙ベースになると、

ちょっと数字、ページが違っておりますか。 

 

◆村長 

産業の振興の農業のところ。 

 

◆藤川 稔 

そうです。産業の振興のところです。 

 

◆村長 

なかなか答弁が、何とおっしゃいましたっけ、物足りない、答弁になっていない、ちょっとわから

ないですけど、多分、聞きたい答えが得られないというふうなことではないかと、私としては、この

村の農業の目指す方向、さまざまな多様な人々が自分のやりたい農業をしつつ、かつ持続可能なぐら

いの利益が上がる状況をつくっていく、そのさまざまな取り組みが、それぞれが魅力を発信して、ち

らしずしというふうに言っていますけども、宝石のほうでもいいんですけども、いろんなちっちゃな

きらきらした魅力がたくさんあって、飽きないなというふうな、そういう地域に中川村がなっていく、

その中には、それが一つの大きな要素としては農業があるだろうし、それ以外の産業も同じく、別に

農業以外でやったらいかんっていうわけではありませんから、飲食なんかも商業のほうに入ってくる

のかもしれないし、そういうふうなものがたくさんあって、魅力があるというふうなところを目指し
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たいというふうなことでございます。そのためには、手ごたえを感じられて、一定の所得があって、

持続可能になるというふうなことが、私の考えている中川村の、この環境なり条件に適した将来のあ

り方、そしてまた、その村外の方々にも喜ばれる、価値のある行き方ではないかなというふうに思っ

ているところでございます。 

ちょっと振興課長から補足があるかと思いますんで、よろしくお願いします。 

 

◆振興課長 

中川村の今、緊急課題、農業の取り巻く情勢の中での緊急課題としましては、まず、１つは、その

生産基盤である農地の遊休荒廃化、これが非常に進んでおります。現在、これも昨年の村で行った調

査では、村内で 58haの耕作放棄地がある。そのうち 28haは、もう原野や山林などになってしまって

おり、そのままでは復旧が困難と、残り 30haは、農業の再開は可能というふうに判断しております。

これだけの、１つは遊休荒廃地がある。 

それから、もう１点、先ほども販売農家数が 143 戸減尐しているという、10 年間で、お話をしま

したけれども、こういう販売農家の減尐とともに、農業従事者の年齢も上がってきている。農業従事

者の高齢化が進んでいるということが、１つ言えます。 

そんな中で、中川の景観、あるいは一生懸命農業をやっている方々のためにも、そういった遊休農地

の解消っていうのは、病害虫の巣にもなりますので、解消をしていきたい。ですので、農業の、まず、

１点は、農業の担い手を確保していかなければいけない。 

これにつきましては、１つは新規就農者の確保、これがございますけれども、具体的には、Ｉターン

によって新規に就農しようとされる方、あるいはサラリーマンからの転職、こういったものもあるか

と思います。 

また、これは、これから１つの重要なことだなあと自分は考えておりますけれども、兼業農家でサ

ラリーマンをされていた方、この方が定年退職された後、担い手としてやっていっていたがけないか、

あるいは、その方に、今までサラリーマンで余り面積はできなかったけれども、尐し規模拡大をして

いただく、こういた方法もあると思います。 

それと、現在、当然、兼業農家の方についても、実際は減ってくているんですけれども、なるべく

兼業でもやっていけるような支援をしていく、こういったことも大事だと思います。 

それから、以前と変わりまして、最近では、農業生産法人とか、あるいは法人で農業をやっておられ

る方、そういたものがあります。こういった方に規模拡大や、あるいは既存の農家にも、場合によっ

ては法人化をしていただいて規模拡大をしていただく。 

こういった取り組みを、具体的なところまでは申しませんけれども、こういった、まず、１つは担い

手の確保をしていく。 

それから、遊休農地の対応としましては、平成 23年度に設立した農業再生協議会の活動で、現在、

水田の自己保全管理など、今まで作付されていなかった水田へソバとか大豆等の作付を推進し、なる

べく耕作していただく、そんなことを考えているとともに、山間地の傾斜等につきましては、管理が
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比較的楽な作物の導入、こういったものも営農センターで研究していかなければいけないのかなと。 

過去には、ちょうど営農センター発足当時、私も農政を担当していたんですけれども、ナンテンに着

目しまして、ナンテンを植えたらどうかということで、一時期、村内各所にナンテンが導入をされた

経過もございますし、現在も、農協の丸ごと農業公園構想の中でも、一部、ナンテンの導入も使われ

ているところです。 

それから、今、言いました丸ごと農業公園構想、こういったものについても、農家の新たな挑戦と

しては、当然、支援していく対象になるというふうに考えております。 

若干、具体的に言うと、こんなことを先に取り組みながら担い手をつくっていく、遊休荒廃地をつく

っていく、そして、さらに、その上の対応をしていく、そういう考えを持っております。 

 

◆藤川 稔 

今、振興課長からご答弁をいただきました。 

私も、そのような優先順位等を含めた取り組みについてお聞かせいただきましたので、それはそれ

で結構であります。 

この施策の体系の中にも、今、振興課長が答弁いたしました遊休荒廃地の拡大防止でありますとか、

担い手の育成、確保といったような項目がうたわれておりますので、産業振興策の政策実行について

は、ぜひ、スピード感を持ってやっていただきたいと、そんなふうに思います。 

私は、とりわけ農業の施策の体系の中で、できることから始めるという基本姿勢を持つことが大事か

と思いますし、今の答弁の中の優先順位もございますので、まず、できることから始めるというスタ

ンスが大事かと思います。 

この体系の中に都市住民との交流拡大を目指す農業の推進の項目がございます。そして、その具体

的項目の１つに都市住民との交流、観光農業の推進が挙げられております。 

次は、この項目に当てはまる事例があり、先ほどの村長のあいさつの中でも触れられましたＪＡの取

り組みについてであります。 

去る 11月 24日に議会活性化の一環として議会とＪＡ中川支所との懇談会の場を持ちました。この

席で、ＪＡ中川支所では、天の中川村地域丸ごと農業公園構想を打ち出し、村内にある地域資源、あ

るいは観光資源の掘り起こしを行うとともに、既に農業観光への実践を始めたということでございま

した。 

その内容をお聞きしますと、観光客へのおもてなしの心を基本に、名鉄観光とタイアップしてバス

観光農業ツアーを組み、キノコの収穫体験を既に実施して 440人ほどが参加をしたということであり

ました。 

また、今後の計画として、シクラメンの買い付けツアーを組んだところ、もう既に 5,080人ほど申

し込みがあるようであります。 

また、蜂蜜やトマト、イチゴなど生産加工企業と連携して観光農業を推進をしていく予定とのこと

でございました。 
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そこで出た課題といたしまして、観光客の受け入れや大型バスの乗り入れを確保するための道路の

拡幅改良、あるいは駐車場の造成、トイレの設置など、インフラ整備が必要であり、そこは行政のか

かわりを期待するとした意見をいただきました。 

また、観光協会などとの連携も当然必要でしょう。 

特に道路改良は、地元の要望などの絡みがあると思いますし、生活道路と観光道路との位置づけなど、

十分な協議と段取りが必要と思います。 

しかしながら、できることから始めようとする、こうしたＪＡの取り組みは十分に評価できるところ

でございます。 

私も、このような事業を進める上では、行政やＪＡ、営農センター、観光協会、関係団体との連携

協力は、農業観光の発展の起爆剤として、村の活性化、あるいは交流人口などによる付加価値の創出

に大いに貢献をする事業だと痛感を常々しております。 

先ほどの５番議員の答弁では、これは村長の答弁でございますけれども、ＪＡはビジネスとしての利

益を追求するだけの戦略だけで、村のイメージアップを考えていないような趣旨に私は聞こえました。

まことに残念に思いました。 

村の活性化を推進する上では、目的の達成のために、それぞれ相互に意思や考え方、多尐違いはある

と思いますけれども、余り大きなかい離があってはならないと思います。まさに、総合計画の実現の

ためにも、こうした事業に行政としても公益を考え、インフラ整備を含めて積極的に参画する必要が

あると思いますが、この点についていかがかお伺いをいたします。 

 

◆村長 

ただいまの私の発言についての要約は、大変事実をねじ曲げたものであるというふうに感じており

ますので、できれば訂正をしていただきたいなというふうに思います。 

ＪＡさんは、私が申し上げたのは、ボランティアとして地域貢献だけのためにやっておられるのでは

ない、そして、中川村の中の農家に、もちろん利益が出るような仕組みをつくり、そして、ＪＡとし

ても利益が上がるウィンウィンの関係を目指して、その中での戦略があるというふうなことでござい

ます。ですので、ＪＡさんの、せっかくお立てになって、せっかく、その観光会社とも関係をつくっ

て、構築なさってきたもの、それに対して、あれはこうすべきだ、あれはこうしたほうがいいんじゃ

ないかというふうなことを余り言うべきではないんではないかと、そこはＪＡさんの主体的な戦略、

取り組み、その主体性を、リーダーシップというものを尊重して、そして、ＪＡさんからいろんな協

力の要請とかも、実際、来ておりますし、その中で、できるものについては、やっていくというふう

なことかなと思います。そしてまた、我々のほうから、こんなことはできんかねというふうな提案も

あるでしょうし、その辺は、ＪＡさんとしても乗れる話だったら乗ってくれるだろうし、それは乗れ

んわと、ちょっと、それは無理な話だというふうなことであれば、お断りになるでしょうし、そこら

辺は、何でもかんでも、みんなが集まって、わいわい言って、和気あいあいとやっていけばいいとい

うもんではなくて、それぞれの立場の中でのはっきりとした戦略、ねらい等々がある中で、組めるも
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のはしっかりとタッグを組んで取り組んでいく、そういう取り組みがたくさん芽吹いてきたときに、

それがお互いにつながり合って、よじれ合って、ねじれ合って、太い綱のように強くなっていくとい

うものだというふうに思います。みんなが行って、わいわいってやっていくというふうな、今までの

ような、はっきり、その責任とかのないような形ではなくて、きちんとビジネスとしてもリターンも

考えた形の中で、それがなければ続かない話ですので、そして、パートナー、ｋビジネスパートナー

にも利益があるようなことを考えて、そして、村全体にも利益があるようなことも考えながら、ＪＡ

さんはなさっているというふうに思っているところでございまして、そういう意味で、よい意味での

欲を出した取り組みをなさっているということでございまして、逆に、単に村のためを思ってやって

いるということよりも、もっともっと高い評価を、私としては、ＪＡさんの取り組みにしているとこ

ろです。 

ただし、だからといって、何でもかんでもＪＡさんの申し出に対して、こちらも協力するというわけ

ではないし、うちとしても、筋の通る支援はするし、筋の通らないものはできないというわけですけ

ども、そういう形で、しっかりとしたタッグを組む、いわゆる大人の関係でやっていきたいなという

ふうに考えているところでございます。 

 

◆藤川 稔 

先ほどの５番議員の村長の答弁につきましては、私の耳に入ってきた聞こえといいますか、そうい

ったものについては、そのようにとらえましたので、そう申し上げたところでございますが、私の解

釈に誤りがあるとすれば、申しわけなく思うところでございます。 

今のご答弁の中にも、ＪＡのほうからも村に対していろいろと要望も来ているということでありま

して、できるものはできる、できないものはできないという中でのバックアップといいような内容か

と思います。 

ただ、しっかり、そうした関係団体と協議をする上では、可能なものは可能で、これは、しっかり

バックアップをしてやっていただきたいと思いますし、仮に不可能なものであっても、どうしたら可

能に近づけられるかというような協議もしていくことも大変目的達成ためには大事なことでありま

すので、そういったことが政治であり、また、行政運営の基本であると思っておりますので、お互い、

よりよい目的達成のために、また、村の活性化、あるいは、それぞれの相互の利益のためにお取り組

みをいただければと、そんなふうに思います。 

この観光農業といいますか、観光資源を非常に有効に利用したネットワーク化っていうことも非常

に大事なことかと思います。チャオなどへの観光客の誘導も含めて、観光資源の活用を図られること

も考えられると思います。観光資源のネットワーク化や観光機能の充実、強化を図ることによって、

広く観光資源を発掘し、また、観光ルートなどの基盤整備行い、多様化する観光客のニーズに対応で

きる魅力的観光地の創出を考えていくことも大変必要ではなかろうかと思います。 

例えば、農業観光に加えて、村の歴史、自然、その他、観光資源をめぐるお勧めの周遊ルートを設定

することによって、中川村の魅力を伝えることができますし、あわせて、よく村長が公約といいます
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か、お考えの中でも言っております村にお金を落としてもらえる、そうした効果があるんじゃないか

と思います。 

村の歴史、いわゆる理兵衛堤防でありますとか、養命酒の発祥地でありますとか、南向発電所、あ

るいは坂戸橋、そういった近代遺産もございます。 

また、自然に関しては、陣馬形のすばらしい景観も、ひとつ、この観光の中に取り込むということも

大事ではなかろうかというようなことを考えます。 

いずれにしましても、広い視野で観光政策を進めていただきたいと思います。 

次に、農業６次産業化の推進について伺います。 

地域の中にある農業、あるいは活力ある農業、農村を目指していくための 6次産業が注目をされて

おります。６次産業とは、ご存じのように、農業、林業、漁業など、山村、漁村が１次産業だけであ

る生産だけでなく、２次産業である食品加工、あるいは３次産業である流通、販売にも主体的、総合

的にかかわり合うことで高付加価値化を図って活性化につなげていこうという考え方であります。こ

れは、東京大学名誉教授の今村氏が提唱したものでありまして、１次産業、２次産業、３次産業の１、

２、３を掛けてもいいですし、足してもいい、それで６になるということで６次産業と呼ぼうとした

ものであります。 

国においても、地域資源を活用した農林漁業者等による新規事業の創出、または地域農林水産物の

利用促進に関する法律、いわゆる６次産業化法というものを平成 22年 12月３日に公布をして取り組

んでおります。 

また、民主党におきましても、農山漁村６次産業化ビジョンというものを掲げ、骨子として、農山

漁村特有の資源を活用した付加価値のある地域ブランドの確立でありますとか、新たな生産販売サイ

クルの確立、また、バイオマスを基軸とした新たな産業の振興、あるいは農山漁村集落の定住人口、

交流人口の拡大等々、骨子の中にうたわれております。 

つまり、６次産業化とは、農業が農産物を生産するだけでなく、それを加工し、販売するところまで

視野に入れた事業展開をすることによって、農業者が多くの利益にかかわれる仕組みをつくるという、

つくろうという考え方でございます。 

村としても、農産物加工施設つくっチャオの建設や、廃案となってしまいましたが、天の中川村の

ブランド化、また、さきに事業継続を断念いたしました地域資源活用コーディネート事業など、何と

か農業の活性化を目指すという行政の取り組みは、それなりにわかりますが、有機的なシステムづく

りや組織づくり、それぞれが相互に連携をとるという、そういった有機的なシステムづくりや組織づ

くりでございますけれども、なかなか進んでいないように思いますし、加えて、そうした成果が、な

かなか、まだ見えてこない現状にあるように感じます。 

総合計画では、特に６次産業についての言及は見当たりませんけれども、村内における農業活性化

策としての６次産業について、行政としてどのように考え、どのような方向性を持って、こういった

６次産業化に向けての取り組みのお考えがあるのか、その点についてお伺いをいたします。 
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◆振興課長 

それでは、私のほうから答弁をさせていただきますけれども、今、藤川議員のおっしゃられたとお

り、村の産業は農業、商工業、観光、こういったものから成り立っておりまして、従来は、それぞれ

に対して進行を図ってきたところですが、近年は、企業規模や業種、地域によって景況に格差があり

ます。地域において元気を取り戻し、活力ある経済社会を構築するためには、産業の中核をなす農業

者や中小企業者の活性化を図ることが重要と考えております。そのためには、農業や中小企業が１次

２次３時の産業の壁を超えて有機的に連携し、お互いに有するノウハウや技術等を活用することで両

者の有する強みを発揮した新商品の開発や販路の開拓等を促進する必要があると思います。 

これを踏まえまして、従来の農業及び商工業、観光の個々の振興を図るとともに、農業者と中小企

業者のつながりを応援し、それぞれの持ち味を十二分に発揮した事業活動を促進するための支援を行

っていく必要があるということで、農・商・工連携につきまして取り組みを始めたところであります。 

まだ、さほど情報交換等に終わっている部分が、まだ多いわけですけれども、今までの活動としま

しては、異業種交流会の開催、あるいは観光資源の掘り起こし、現地調査、それから、現在、ちょっ

と地域丸ごと農業公園構想の中で、来年度、陣馬形へのトレッキングのツアーを企画したいというお

話がございまして、飲食店や加工組合も交えた行楽弁当の検討、こういったことも商工業者と一緒に

検討をしてきております。 

また、村内には農産物の加工も手がけている企業も、実際にはあります。今後、これらの企業と農

業が一層関係が深まり、互いに連携していくことができるようになればという期待をもしております。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

いよいよ農・商・工の連携のもとで一歩進んだということのご答弁をいただきまして、今後の取り

組みについて期待をしておりますので、ぜひ、ご努力されんことを期待をいたします。 

この６次産業化の中にですね、いわゆる６次産業化プランナー制度というものがございます。 

このプランナー制度は、各都道府県ごとの６次産業化サポートセンターに配置された６次産業化プ

ランナー、いわゆる、そういった人材がいるわけでありますが、農業者などの皆さんの６次産業化の

取り組みにつながる案件の発掘や新商品開発、販路拡大のアドバイス、６次産業化法の認定申請から

認定後のフォローアップまでを一貫してサポートする制度でございます。 

こうした制度の活用を図っていくことも、また、ひとつ農業の活性化に向けた一歩となるように思い

ます。 

こういった制度を活用する中でも、いろいろな方策について検討を、先ほどの農・商・工の連携と

もども、また、こういったことを検討されていくこともよろしいのではないかということで、参考ま

でに話をさせていただきました。 

さて、次に農産物加工施設つくっチャオの今後の取り組みと行政支援について伺います。 

昨年５月にオープンしました農産物加工施設つくっチャオも１年半が過ぎました。 
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そこで、新規開業から１年半が過ぎたつくっチャオの現状と今後の課題について伺いたいと思いま

す。 

 

◆振興課長 

農産物加工施設は、農産物の加工処理を行い、地域の活性化及び地場産業の振興を図るため、村が

設置したもので、現在は、業務委託としまして加工組合が当たっておりますけれども、その加工組合

の設立に際しても、村は協力してきたところであります。 

行政支援としましては、平成 22年、23年度において、それぞれ臨時職員１名を村が配置をしていま

す。 

また、委託料として年 145万円を交付するとともに、水道光熱費等の経費は村が負担しております。 

新商品の開発や販路開拓、加工のための技術研修につきましては、本年度、村が配置している臨時職

員を県により年６回開催されたアグリビジネス講座、それから、信州大学が６月～12 月に開催しま

した信州直売所学校、そういったものの受講をしております。また、他市町村の加工施設の見学や食

品加工技術を身につけておられる方の指導を仰ぐなど、こういった研修を行ってきております。 

先ほど述べましたとおり、現在は業務委託となっておりますけれども、平成 25 年度からは指定管理

に移行を予定しております。 

加工組合の現状は、農業者からの加工委託収入が中心です。 

将来の法人化を目指していることから、経営の安定化を図るとともに、必要な人件費を確保するた

めにも、新商品の開発や販路開拓は重要な課題となっております。 

そのため、平成 24年度においても委託料の交付や水道光熱費等の経費負担は村が負担することを、

現在、検討しておりますけれども、農業者みずから生産物を利用した加工品開発にチャレンジされて

いる方もおられます。今後、このような方が、さらに増加することが望ましいというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

現状のつくっチャオの課題、あるいは今後の流れといいますか、そういうものについてご答弁をい

ただきました。 

過去、ＪＡに委託していたときの農産物加工施設における収益につきましては、果物のジュース加

工で、何とか最後、帳尻が合ったと聞いております。 

現在、果樹農家は、つくっチャオ以外の村外における加工施設においてジュース加工をお願いしてい

るところもあると聞いております。 

せっかく村内にできた加工施設で、行政支援を受けている以上、できればつくっチャオを十分に活

用し、生産性を向上できればと考えますが、こうした現状といいますか、そこの点について、ちょっ

とお伺いをいたします。 
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◆振興課長 

現在の体制になったのが 22 年からということで、まだ、技術的な面が、ひとつは確立されており

ません。 

それと、農業者が望むジュース、中川のこの加工施設でできるものと、他の加工施設でできるもの

と、違いがございます。どうしても、農家それぞれのお考えもありますので、なかなか、村内の物す

べて、つくっチャオ利用というわけにはいきませんけれども、今後、現在のところは、このリンゴジ

ュースの加工収入というものが、確かに経営の上では大きく占めておりまして、これによって何とか

運営ができているというのは実態でありますけれども、ますます技術面でも高めていただいて、なる

べく多くの村内利用をお願いするとともに、これも一つの事業施設でありますので、将来的には雇用

の拡大、そういったものへもつながるような生産活動ができるように、いうなればヒット商品、こう

いった物が幾つかできれば、そういった雇用の場としても生かされてくるのかなというふうに考えて

おります。 

 

◆藤川 稔 

今、振興課長の言われたとおり、何かヒット商品、新しい商品の開発、そういったことができれば、

非常に魅力的な施設になり、また、雇用も生まれると思います。 

今、お話のありました加工技術の問題、そういたところが、まだまだ、新規事業、始まったばかり

で、なかなか追いつけない部分があるとすれば、そういった加工技術の研修でありますとか、あるい

は機器の取り扱いの習得、そういったことに、今後、ぜひ、力を注いでいただき、よりよい施設と、

よりよい商品の開発が進むことを望んでいるところでございます。 

せっかく農産業の中核施設としての整備をしたものですので、十分に機能が果たせるような方策を

行政と現場とで連携を組むとともに、先ほどの６次産業化プランナー制度の活用や、それに類似した

人材の登用もつくっチャオに組み込み、施設一体となった事業展開を図ることも、ひとつ考えられな

いかと思います。 

次に、先ほども再三お話の出ました地域資源活用コーディネート事業の継続断念に伴う今後の取り

組みについてということでお伺いをいたします。 

先ほども補正予算の質疑の中にも村長の答弁がございました。 

また、５番議員への答弁といたしまして、中川村の魅力を売り出し、後継者の育成を進める上でも、

今後、いろいろな意見を聞き、よい制度があれば、再度、活用し、チャレンジをしていきたいという

前向きな答弁でございました。 

一応、この事業の今後の取り組みについては、先ほどの、そういったご答弁をいただきましたので、

ご答弁のほうは割愛いただいて結構でございます。 

私は、この地域資源活用コーディネート事業については、何となく補助金ありきで、産業振興政策

としての位置づけが不足していたように思いますが、私の思い違いでしょうか。 

今回のコーディネート事業で雇用した人材は、先ほどの６次産業化プランナーのような位置づけの



- 12 - 

 

活用をして、つくっチャオ、あるいは生産者、次には販売施設としての田島ファームなどとの有機的

な連携を図っていれば、もう尐し何とかなったのではないかと推測しますが、まことに残念に思って

おります。 

いずれにしましても、それはそれとして、くどいようですが、地域の食材、人材、技術等の資源を

有効に結びつけて、新たな製品、新たな販路、新たな地域ブランドを創出する、そうした立場の人材

の活用や育成、制度の活用を含めて、私は必要なポジションだと思っております。 

ぜひ、村の産業発展のためにも、今までの時間を無駄にしないよう、今後、こうした事業の活用を積

極的に行っていただきたいと思います。 

次に、再三、質問のテーブルに上がっております企業誘致でございます。 

地形とか水の問題とか、企業誘致にネガティブな部分しか見えてきませんが、第５次総合計画の中

で優良企業の誘致と題して情報の収集や工場立地に適した土地の研究などがうたわれています。 

産業振興策としては、企業誘致にかかる研究をすることは必要に思います。 

そこで、つくっチャオとの競合をしないような農産物加工会社の誘致などを図って、農業生産者と連

携した物づくりができないかと考えております。 

また、雇用の確保、税収の確保、村内産業の発展など、その効果に期待するところですが、こうし

た農産物加工会社と生産者がタイアップし、また、生産者は、その生産するものの喜び、加工ででき

た商品の喜び、そういったものを感じるような、企業とのタイアップ、連携、そういったものができ

れば、大変理想ではないかと思っております。 

この企業誘致について、農産物加工会社の誘致、あるいは、特に水だとか、そういったものは問題

ないと思いますが、ＴＩ企業など、そういった企業を含めて、簡単でございますので、もう一度、企

業誘致についての取り組み、お考えについてお伺いをいたします。 

 

◆振興課長 

まず、ご提案のありました農産物の加工の企業誘致に関しまして最初にお答えいたしますけれども、

例えば、藤川議員の質問の中にも出てきましたけれども、村内には農産物加工施設つくっチャオがご

ざいます。このつくっチャオは、みそ以外なら、村内で生産する生産物を加工することができる施設

です。現在の施設規模から、稼働率は、まだまだ、相当、余裕がございます。今後、地元産の農産物

を活用した新商品の開発に期待するところです。 

また、先ほども述べましたけれども、その稼働率が高まることによって施設の雇用が生まれ、雇用対

策につながることも期待しているところです。 

それと、これも先ほど、ちょっと述べましたけれども、村内には農産物の加工を手がけている企業も

あります。これらの企業と農家が、一層関係が深まることを期待しているところであります。 

藤川議員さんの質問の中に、水の心配はないというふうにおっしゃられましたけれども、農産物加工

には大量の水が必要となります。これは、かつて、そういった企業が中川村に来たいという話があっ

た時期が過去にあるんですけれども、やはり水の問題で、最終的には水の問題だけではありませんで
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したけれども、１つは水の問題もあって断念をしたという経過もございますが、いずれにせよ、村の

農産物を活用し、村の農業の発展に貢献されるような企業の進出希望があれば、その時点で検討はし

ていきたいと思います。 

他市町村では、工業団地をつくって、土地を整備しておいて、さあ、おいでくださいという企業誘

致をやっておられるところがありますけれども、非常にリスクが大きいのが現状です。他市町村の土

地開発公社等では、これが不良資産となり、経営が苦しくなっているという状況もあります。そんな

点もあって、村では、工業団地の造成はしておりません。 

以上です。 

 

◆藤川 稔 

村内に農産物加工会社、ＧＯＫＯトマトさんでありますとか、そういったものがありますが、今、

答弁では、つくっチャオを最大限活用して発展させたいということでございましたので、わかりまし

た。 

水については、確かに農産物等の加工については要りますが、私の言ったのは、特にＩＴ企業です

ね、そういったもの、特に、水は相当要るとかいう企業でもないように思いますので、そういった企

業の、また、企業誘致等についても、総合計画との絡みで、また、検討、協議、研究を進めていって

いただきたいと思います。 

最後になりますけれども、平成 24 年度予算編成方針について、先ほど５番議員も、この点につい

て質問をし、答弁において、私も内容をお聞きいたしました。 

また、質問時間の関係上、多くは質問いたしませんが、１つだけお聞きしたいと思います。 

平成 27 年度までの６年間延長されました過疎法に基づき、中川村過疎地域自立促進計画が策定をさ

れております。 

来年度、平成 24 年度の予算編成において、この計画に基づき過疎債を活用した事業はどのような

ものを予定されているのか、いないのか、そこの点について、最後、お聞きをしたいと思います。 

 

◆総務課長 

平成 24 年度の予算編成の中で過疎債を活用した事業のことについてというご質問でございますけ

れども、新規事業につきましては、第５次の総合計画に基づいて、このほどというか、しばらく前に

実施計画のヒアリングを行ったところであります。 

その結果ですけれど、発行の見込額は、大分、見込みっていうか、事業の実施に伴いまして、かな

り大きなものになっておりまして、23年度を上回る起債総額になる見込み、今のところであります。

ただし、これは予算編成の過程で、当然、収支を合わせていくということがございますので、24 年

度から後年度に送るということが十分あり得るということでございまして、現在のところ、新規事業

の主なものを、ちょっとお示しできる段階にはないということについてでありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 
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したがいまして、継続している事業を、まず完了させるということを優先に考えているところでご

ざいます。 

それから、22 年の決算でもお示ししたとおり、予算といいますか、村の財政状況は、かなり好転

をしておりますけれども、この起債が有利だからといって前倒して実施いたしますと、当然、何とい

いますか、実質公債費比率というのが、やはり一番大きくなってきまして、後年度で、今でも、しば

らく後には、２年３年後には、措置が、また上がるということが十分考えられておりますので、それ

との見比べしながら編成をしなければならないということでございますので、その点を考慮しながら

対象事業を実施していくというのが基本的な考えでございます。 

 

◆藤川 稔 

それでは、以上をもちまして私の質問を終わります。 


