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議題および議事の顛未
１

開

２

会長あいさつ

○会

会

長：

【豊田支所長】

それでは開会にあたりまして、一言ご挨拶をもうしあげます。末日は第
4 回豊田地域審議会ということで、昨年提出した意見書、その内容につい
て、末日、市長さんをはじめ多くの関係者の方々におこしをいただきまし
た。委員の皆さんにもお忙しい中でありますが多数、出席いただきました。
ありがとうございました。日末全国いろいろな災害等、この地域でも昨年、
大きな地震がありましたが、それほど大きな被害もなく比較的平穏な年で
あったかなと思っています。一週間ほど前には、替佐地域では近接してい
るお宅の家から雪が落ちて住宅へ流れ込んだとか、物置が雪でつぶれたと
かありましたが、もう春という雰囲気もありますけれども、まだまだ冬で
ございますので各地域では心配をしながら過ごしているかと思います。こ
の豊田地域審議会、10 年目をむかえて意見書を提出し、各関係部署の部
長さん方に回答をいただきながら、最後の会議となりますので、項目ごと
に質問をいただければと思います。意見書を提出した際に市長さんにお願
いしたところ、快く受けていただき末日の会議が設定されました。この会
議が最後を締めるにあたっていい締めとなりますようにご協力をいただ
きたいと思っております。末日、会議後には、懇談会も用意されておりま
す。最後までお付き合いいただければありがたいと思います。そして慎重
審議のほどよろしくお願いします。
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３

市長あいさつ

○市

長：

皆さんこんにちは。豊田地域審議会開催にあたりまして、一言ご挨拶申
し上げます。例年になく雪が多い、早い時期からの積雪、昨年は非常に災
害が多い年でありましたが尐しずつ春めいてきているのかなと感じてお
ります。今年度第 4 回目の審議会を開催したところ、お忙しいところ委員
の皆様にはご出席を賜り心より御礼を申し上げます。末日の審議会は、平
成 26 年 11 月 20 日付けで提出していただきました「豊田地域審議会意見
書」についてご回答を申し上げ、意見交換をさせていただきたいと思いま
す。平成 17 年４月１日に設置しました豊田地域審議会でございますが、
末年３月 31 日をもちまして設置期間が終了となります。この 10 年間に
４回、豊田地域の振興についての意見書をご提出いただきました。豊田地
域の振興、中野市全体の発展を願っての貴重なご意見につきましては、真
摯に受け止め、事にあたって参りたいと思います。ここにきまして、この
10 年という締めでございますけれども、来月３月 14 日、新幹線が来て、
この豊田地域の振興につきましても、周辺環境が大きく変わって参ります。
３.11 の折、故郷の歌が世界的にも有名になり、この地域が観光のいわゆ
る拠点、目玉としても中野市にとって重要な財産になると思っています。
それにもまして、私たちの日々の暮らし、そしてそれらを良くすることに
よって、皆さんに訪ねていただける、それが地域振興につながるというこ
とになればと思うのですが、今日の審議会は 10 年という節目、最後でご
ざいますけれども、これがまた新たなスタートでもあると思っております。
先ほど会長さんからもありましたが意見交換会等において、じっくりと皆
さんとお話しできる時間が持てればと思っております。最後になりますが、
中野市のさらなる発展に向けまして、今後とも、ご理解とご協力を賜りま
すようお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞ末
日はよろしくお願いします。

４

協議事項

○豊田支所長： ありがとうございました。それでは協議事項に移らせていただきたいと
思います。地域審議会の設置に関する協議書第７条第４項の規定により、
会議の議長は会長がこれに当たるとなっておりますので、協議進行よろし
くお願いいたします。
○議

長： それでは議長を務めせていただきます。先ほども申し上げましたが最後
の協議会となるわけでもありますので、スムーズな議事進行にご協力をい
ただきたいと思います。また協議に入る前に委員の皆様にお願いいたしま
す。会議録作成の関係もありますので、発言される場合はお名前をいただ
いてからの発言ということでお願いをしたいと思います。それでは協議事
項（１）「豊田地域審議会意見書」に対する回答を議題といたします。こ
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の意見書、先ほども申し上げましたが、昨年の 11 月 20 日に今年度の審
議会として市へ提出されたものでございます。その内容について、事務局
から説明を申し上げますので、それに対する回答という形で、関係所管部
長等からご発言をお願いしたいかと思います。
（１）「豊田地域審議会意見書」に対する回答について
○議

長：

それでは、はじめに、現状・課題と振興に関する提言の １ 地場産業の
育成と観光振興について、事務局より説明をお願いいたします

○地域振興課長： 着座のまま説明させていただきますがどうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料１でございますけれども、ただいま、議長さんの方から申し
上げましたとおり昨年の 11 月 20 日に市に提出していただいたものでござ
います。豊田地域審議会意見書に基づきまして、提言について私の方から
説明をさせていただきますがよろしくお願いをいたします。意見書の 3 ペ
ージをご覧いただければと思います。１の地場産業の育成と観光振興でご
ざいます。この現状と課題でございますけれども申し上げますと、末市は
農業を基幹産業として発展し、農産加工品の販売は好評を得ておりますが
販路については十分確立されていないのが現状であります。観光資源とし
て有益な地域資源はたくさんございますが、末市への玄関口となり得る
JR 飯山線の替佐駅と上今井駅がございますということと、それから JA
中野市と JA 北信州みゆきの２つの農協がそれぞれに農業振興に取り組ん
でいるという４点がございます。
これを受けまして提言でございますけれども、１点目といたしまして、
経済振興の観点から地場産業としての農産加工品の消費拡大を図るため、
既存の販売網での販売促進はもちろんのこと、広域的な観光振興施策と連
携し販路拡大施策を推進し、同時に温泉施設や自然環境などの地域資源、
JR 飯山線の替佐駅と上今井駅を活用し広域的な観光の振興についても推
進していただきたいというところ、それから２点目といたしまして、全国
的に認知されるような質の高いブランド商品として地場産業を開発する
ために事業者への支援をお願いしたいというところ、それから３点目とい
たしまして市の経済基盤を支える農業が継続的に行えるよう千曲川沿い
の無堤地区の築堤整備を強力に推進していただきたいというところ、それ
から４点目としまして地場産業の育成にあたっては生産者が必要に応じ
て柔軟な取り組みができるよう協力支援をしていただきたい、以上が現状
と課題を受けた提言でございます。よろしくお願いいたします。
○議

長：

ありがとうございました。ただいま説明をしていただきました、地場産
業の育成と観光振興について、担当の経済部長、建設水道部長、それぞれ
回答をお願いしたいと思います。
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○経済部長：

大変恐縮でございますが座って説明させていただきます。それでは最初
にご提言いただきました関係でございますけれども、お手元に資料２とし
てお配りしてあるかと思いますが、地域の農産物あるいは農産加工品等に
つきましては、市の魅力を PR する手段として様々な機会を活用してお知
らせしているところでございます。昨年、横浜市で開催した信州なかのフ
ェア等、あるいは銀座 NAGANO での PR イベント、首都圏の消費者に見
ていただいたり食べていただいたりする機会を設けまして、農畜産物ある
いは農産加工品の紹介を行ってきているところでございます。豊田地域に
は魅力的な温泉施設、あるいは故郷の原風景などがございますので、訪れ
る方を魅了するものとして市としても考えているところであります。玄関
口となる JR 替佐駅、上今井駅につきましては３月 14 日に開業いたしま
す北陸新幹線飯山駅に関係いたしましてその重要性がますます増えるも
のと考えております。この長野県北部地域に来ていただいた観光客の皆さ
ん、いかに来ていただくかということで末市の誘客に繋げることをいろい
ろ考えているところで、とりわけその手段として広域観光の方にも力を入
れているところでございます。例を申しあげればすでにご承知かと思いま
すけれども信越自然郷、いわゆるこの中野市以北の 9 市町村、妙高市まで
含めて 9 市町村で連携しているものもございます。つい先日２月 21 日だ
ったと思いますが、信濃毎日新聞に北信三市の連携というようなことも記
事として載っていたかと思います。そういったこと、さらにはつい先日で
すけれども、まだ具体的には進んでいない部分がありますけれども、小布
施町とも尐しずつそういったことで連携できないかということで、今、模
索してきているというところでございます。そんなことを通じながら豊田
地域の PR に努めて参りたいと考えているところでございます。
続きましてご提言の２番目でございます。質の高いブランド商品という
話をいただいております。まず、作る方はいろいろと私どもも生産振興と
いう部分ではご指導を申し上げてきているところもありますけれども、販
路拡大に必要な技術と言いますか、ノウハウをやはり生産者にももってい
ただきたいということで講習会を開催してきているところでございます。
昨年度の例を申し上げますと、地域職業訓練センターを使いながら売れる
見せ方、あるいは伝わる言葉というような講習会を開催いたしまして、キ
ャッチコピーの作り方ですとか、販売促進カレンダーで商品をアピールし
ていく方法ですとかといった講習を受けていただいているという経緯も
ございます。また、商品開発の支援といたしましては農商工連携が重要と
認識しておりまして、農商工連携講習会を開催いたしまして、チラシある
いはパンフレットの作り方などもそれぞれ事業者の方に勉強していただ
いてきているところであります。またそういった研修会、講習会を通じて
参加いただいた事業者の方にそれぞれ連携していただいて、新たな商品作
りができないかというようなマッチング等のいわゆる橋渡し等もさせて
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いただいている経過がございます。また地域ブランド化の推進ということ
で一昨年に作りました観光 PR 用シンボルマーク、これは事業者さんに登
録いただければお使いいただけるわけでございます。今日のこの会議の次
第の左上に薄墨で印刷されております、これが一昨年に作りました観光
PR 用のシンボルマークでございます。これは事業者さんに登録いただけ
れば一定の条件の中で自由にお使いいただいて、中野市の商品であります
よというように使っていただいてご活用いただければと思います。現在、
中野市では登録事業者さんは 134 事業者さん、そのうち 11 事業者さんが
豊田地域でございます。そういったことで活用いただいていると、また「故
郷のふるさと」という登録の利用権といいますか使用権、使う権利をいた
だいております。そういったことで PR に努めているところでございます
し、フェイスブック等のソーシャルネットサービス、そういったものも使
って可能な限りの PR に努めているところでございます。
それでは１つ飛ばしていただいて４つ目の提言でございますけれども、
生産者の皆さんに柔軟な取り組みができるように協力いただきたいとい
うことで提言をいただいております。特色ある地場産品を育成するという
ことは商品という意味では非常に特化できるわけで優位性ができるとい
う認識をしております。中野市は JA 中野市と JA 北信州みゆきというそ
れぞれの農業団体にお付き合いいただいて農業振興に努めているわけで
ございますが、とりわけ市といたしましては新しい品種、新しい品目を早
期に産地化したいというようなことで、ご支援を申し上げてきている経過
がございます。そんなことを図りながら、いわゆる商品の差別化等も進め
てきているところでございます。私から申し上げるのは以上でございます。
○建設水道部長：

よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。千曲川沿
いの無堤地区への対応でございますけれども、上今井橋下流両岸の築堤事
業については、国土交通省へ北信地域千曲川等改修促進期成同盟会等を通
じまして強く要望しているところでございます。平成 26 年 1 月に国の方
で策定の信濃川水系河川整備計画によりますと、同箇所の築堤計画は記載
されていない状況ですので、引き続き機会を捉えて無堤地区解消に向けた
要望活動を行っていきたいと考えております。この信濃川水系河川整備計
画では、昭和 58 年の水害の時に家屋浸水をなくすというようなことを目
的とし作っておりますので、国からはどうしても水田畑地については後回
しになるということで言われております。これにつきましては今年の 11
月にやはり千曲川河川事務所に要望活動していますけれども、この中で今
日お見えの上今井区長さんからも強く無堤地区解消を出されたんですけ
れども、やはり河川事務所長の方から、まずは人家優先でさせていただき
たいと回答がございました。今後とも強く語りかけていきたいと思います。
国では上今井の築堤の 58 年に対応する嵩上げ、それから替佐でもそれに
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対応する最終的な形を作っていくということでご理解をいただければと
思います。回答については以上でございます。
○議

長：

ありがとうございました。それではただいま、地場産業の育成と観光振
興について回答をいただきましたけれども、ご質問等ございましたら先ほ
ど申し上げましたように、お名前等言ってからご発言をいただきたいと思
います。

○委

員：

末来であれば 11 月に意見書を出した時点で地域審議会は終わりだなと
いうところを、わざわざ今日は市長さんはじめ各部長さんにおいでいただ
きました。末当にありがとうございます。そんな中で最後の地域審議会の
中で質問をさせていただきますけれども、１（1）この中で北陸新幹線の
開業ということで、私の目の前にポスターがありますが、非常に重要性が
増してくるわけですけれども、ここらへん何か施策はされていますかどう
か教えていただきたいと思います。それと（4）の JA の統合の話なんで
すけれども、今、JA も統合ということでいろんな報道がされているんで
すけれども、例えば統合したでっかい JA と中野市農協ですかね、ここら
へんやっぱり北信州みゆき自体が全体からすれば薄れる中で、ここらへん
の施策がちゃんと統制できるようにしていただきたいと、こんなことです。

○議

長：

それでは新幹線と JA それぞれ話していただきましたけれども、それぞ
れ回答をいただければと思います。

○経済部長：

まず最初に 3 月 14 に開業の新幹線に絡んだ取り組みでございます。い
わゆる農業分野とは異なるんですけれども観光分野という部分で具体的
に取り組みをしております。いくつもやっているわけではございませんけ
れどもひとつ例をあげますと、先ほども申し上げました飯山市、中野市、
須坂市の三市連携の際、その記事にも出ているんですけれども、御開帳に
合わせたバスツアーを三市のほかに長野市も含めてそれぞれ四市の観光
担当部署と観光協会が連携をいたしまして、飯山駅で降りたお客様を観光
バスで尐しずつ南の方へ、まず飯山の観光施設に寄っていただき、中野市
でお昼を食べていただき、須坂に寄り長野市に行って御開帳を見ていただ
くというような、いわゆる旅行商品の企画をさせていただきました。そん
なことでゴールデンウィークの期間の中の 5 日間だけですけれども、そう
いった募集が始まろうとしております。ただ、募集については私ども中野
市行政、さらには中野市の観光協会もその資格をもっておりませんが、飯
山市の観光局はそういった資格をもっておりますので、そういったところ
で募集の PR、あるいは代金の収受等をやっていただく、もちろん長野電
鉄にもご協力いただくということになっている、そんな取り組みをやらせ
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ていただいているところでございます。それから２つ目のご質問の JA 統
合の関係でございますが、私どもとすれば行政なものですから、なかなか
向こうの問題について発言させていただくというのは非常に微妙な立場
でして、細かいことは申し上げる立場ではないと思っておりますけれども、
いずれに対しましてもそれぞれ地域の農業、あるいは農業者の皆さんに関
わることでございますから、私どもとすればその動きを注視していきたい
なというようなスタンスでおりますのでよろしくお願いいたします。
○委

員：

いずれにしても豊田地域、また新幹線については豊田地域、中野市にと
っては非常にやり方によっては追い風になるということで、受動的ではな
くて積極的に能動的に施策を進められるようにお願いをいたします。

○議

長：

他にございますか、ございませんか、また最後にはトータル的にやりた
いと思いますが、とりあえずこの部分は終わりにして次に移らせていただ
いて、それでは２ 防災体制の整備及び道路網の整備に関して、現状、課
題と振興に関する提言の説明を事務局の方からお願いをします。

○地域振興課長：

それでは説明を続けさせていただきます。資料２の３ページをご覧いた
だければと思います。２の防災体制及び道路網の整備の関係です。現状と
課題でございますけれども、末市は地理的な要因により雪害や水害、それ
から土砂災害などの自然災害と常に隣り合わせているというところで、千
曲川をはさむ豊田地域と中野地域を繋ぐ道路は上今井橋のみであり、市全
体を見ても道路整備が遅れていると感じているというところ、それから地
区によっては指定されている避難施設が非常に遠く、有事の際に避難施設
として機能するのか不安があるという、こんな現状と課題でございます。
これを受けまして提言の 1 点目しまして、住民が安心して生活できるよ
う総合的に判断して、雪害、水害、土砂災害の対策強化、それから避難施
設の整備、各区の防災支援を図られたいということ、特に上今井の末沢川
の内水処理の解消に努められたいということ。それから 4 ページにいきま
すと提言の（2）といたしまして、市全体の均衡ある発展、そして災害時
に迅速かつ適切な対応を図るために道路網の機能的な整備を推進してほ
しい、とりわけ三水中野線、牟礼永江線、南永江替佐停車場線及び飯山妙
高高原線の整備、国道 117 号替佐静間バイパス及び豊田中野線笠倉壁田橋
の開通について早期実現を図るとともに、志賀中野有料道路の無料化など
代替処置を検討されたいということ、以上でございます。

○議

長：

ありがとうございます。それではただいまの説明について（1）につい
ては総務部長、
（2）については建設水道部長にそれぞれ回答の方をお願い
したいと思います。
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○総務部長 ：

それではお願いいたします。私の方から提言の（1）の防災体制の関係
でお答えしたいと思います。以後、座ってお答えしたいと思います。よろ
しくお願いいたします。防災体制の整備につきましては、末市には現在、
自主防災組織が 30 区に設置されておりまして、有事の際にはそれぞれ迅
速な活動が行えるよう各区防災組織によって差はあるようですが消火訓
練や応急手当訓練等を実施しております。市では自主防災組織が全ての区
に設置できるよう今後も支援して参りたいと考えております。避難施設に
ついてでありますが、現在地域防災計画におきまして耐震性がある学校体
育館や区集会場等を避難施設として指定しております。耐震基準を満たし
ていない集会所等の耐震工事や新築工事などご希望がある場合は、中野市
公会堂建設事業補助金という補助制度もございますのでそれらを活用し
ていただきたいと考えております。避難施設につきましては、今後も耐震
性や規模などを総合的に判断して新たな施設の指定等を行って参りたい
と思っております。次に内水対策についてでありますが、千曲川の築堤整
備に伴いまして各樋門に排水ポンプの整備を進めるとともに、排水ポンプ
車や移動式の排水ポンプを早期に配備するよう対応して参りたいと考え
ております。また実践に即した水防訓練を実施するとともに水防資機材の
充実を図って参ります。住民の皆さんが安心して生活できますよう、今後
も国や県と連携しまして一層の安全対策を図って参りたいと考えており
ますのでよろしくお願いします。私の方からは以上です。

○建設水道部長：

（2）の関係ですけれども着座のまま説明、回答させていただきます。
国・県道の改良促進につきましては中野市土木事業要望会、それぞれ各期
成同盟会等を通じまして事業着手区間の早期完成、それから朩改良区間の
改良促進を要望してきております。引き続き強く要望して参りたいと考え
ております。それから志賀中野有料道路につきましては平成 37 年 3 月 15
日で料金徴収が終了する予定と県はお話しておりまして、夜間無料化の社
会実験は継続的に実施されているところですが、終日無料化については引
き続き中野市土木事業要望会を通じて要望していきたいと考えておりま
す。ちょっと提言にございます個別の道路の状況でございますけれども、
一般県道三水中野線の上今井栗林間 420m ございますけれども、これにつ
いてボックスカルバート特殊工も終了しておりまして、今後も現道の切り
回しをしていきながら大俣地区への入り口部分の道路等を進めながら、何
回か切り回しをしながら嵩上げを進める想定だそうでございます。それか
らその先の栗林から安源寺の交差点の間につきましては今年度から用地
買収を一部着手していただいております。それから一般県道の牟礼永江線
ですが残工事区間が 140m あるわけなんですけれども、現在、県の事業は
休止中ということでございます。朩買収地が一か所あるわけなんですけれ
ども、国道 117 号バイパスでも収用された地権者と同一なんですけれども、
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収容後は地権者からリアクションがあるかと思ったんですけれども、ちょ
っとないというような状況でございます。長野県では調整を図っていただ
いているところでございます。それから主要地方道の飯山妙高高原線親川
バイパスですけれども、これについては県では平成 31 年度の供用開始の
想定で動いていただいておりまして、今年度 2 月 6 日に用地の調印式をさ
れていただいております。これで用地のストックができましたので、今後
ほかの地区でも予算が余ればどんどんつけていただける状況になります
ので、県でも 31 年と言わず早めに開通させたいという意気込みでいただ
いております。それから国道 117 号の替佐静間バイパスですけれども、こ
れにつきましては昨年の 12 月に県の土地になりましたので、ここで順次
工事を進めていくということで、県の想定では平成 28 年の秋までには開
通させたいという予定で事業を進めております。それから一般県道豊田中
野線笠倉壁田橋のところですけれども、これにつきましては、今年、壁田
側の用地買収に着手して、たいへんな買収が今年で済みましたので、来年
度以降そちら側の埋蔵文化財調査に入っていく予定だそうです。豊田側に
ついても平成 27 年度で橋の下の取り付け道路ですね、この関係を実施し
ていくということであります。それから橋梁にかかるわけなんですけれど
も、これの詳細設計に平成 27 年度は入りたいということであります。そ
れとすでに開けていますけれども斎場なんですね、斎場が笠倉地区にでき
るということで斎場に入れる部分は県でも舗装していただけるというこ
とで、私ども市道の方でも笠倉の道、改良しつつありますけれども一体的
に使えるようにさせていただけると予定しております。以上でございます。
○議

長：

ありがとうございました。ただいまそれぞれ説明をいただきましたが、
先ほど同様にご質問、ご意見ございましたらお願いしたいと思います。

○委

員：

はい。昨年は非常に災害が多かったということで、特に土砂災害はいつ
どんな場所で起こるかわからない状況でございました。昨年、永田地区で
土砂災害訓練をおこなったわけでございますけれども、そのあとまた土砂
災害準備情報というのが出て、私も区長であったわけありますけども、非
常にどういう対応をしていいのか迷ったわけでございます。現在、中野市
で防災体制の見直しを行っているというようなことでございますので、ど
ういうところをどのように見直しているのか、今の時点でお分かりになり
ましたらお願いしたいと思います。

○総務部長：

今、中野市防災計画というものをもっておりますが、先日この防災計画
の変更を行いました。防災会議でお諮りをして防災計画の改正を行いまし
た。この回答の中身ですが手元に資料ございませんので細かいところまで
は申し上げられませんが、基末的には昨年から国の防災計画が改正になり
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まして、それを受けて県も改正をいたしました。それと整合がとれるよう
に市の防災計画も改正をしたというのが今回の改正でありまして、大変恐
縮ですが、今、手元に資料がないものですから細かい部分までは申し上げ
られなくて、ただ避難施設等につきましては先ほども申し上げましたよう
になるべくいい形にしていけるようにということで、常時その都度改正し
ていくというような予定でおります。よろしくお願いいたします。
○議

長：

他にございますか。

○委

員：

よろしくお願いします。市民の安心安全の生活のために日夜お仕事にご
尽力くださることにつきまして厚く御礼申し上げます。ありがとうござい
ます。4 ページの回答の中ですけれども、志賀中野有料道路につきまして
は平成 37 年 3 月 15 日で料金徴収が終了となっているんですけれども、
37 年と言うと今から約 10 年も先になるんですけれども、どういうような
料金収入になっているのか、そのへんちょっとわかったら教えていただき
たいんですけれども、やはり 10 年も先にいかないで尐しでも早めに料金
徴収が終了されるような方策とかを考えていただきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

○建設水道部長： 志賀中野有料道路につきましては県の道路公社が維持管理をしているわ
けなんですけれども、その関係で昔の NTT の資金を借りて造ったもので
すから法的にいつまでに何年かけて返すという形になっていまして、どう
してもこういった年数になってきています。現状ですけれども、昨年は新
聞等にも出ているかと思いますが、志賀中野有料道路については何年か前
から社会実験がされてきているんですけれども、県下で 10 路線ほど有料
道路がある中で実は収入の悪い方に入っているわけなんですけれども、そ
れでも県ではそういった社会実験をしておりまして、最近、何路線か他の
ところで収入があるところでも社会実験を始めているという状況なんで
すけれども、なかなか公社をやめない限りこの年数を変えるというのは難
しいようでして、公社が解散ってことがない限りは早まるというのはなか
なか難しいというようなことでございまして、私ども市とすれば、何とか
言える機会の時に要望しているわけなんですけれどもなかなかその壁が
厚いということが現状でございます。
○委

員：

ありがとうございました。末当にまたそういうことにおいて、地域に栄
える要望を是非、今後もお願いしたいと思います。

○議

長：

はい。
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○委

員：

それでは（1）の方でお願いしたいと思います。防災の拠点というと新
市の新しい市庁舎が防災の拠点だと言われるのですけれども、住民らは一
番は自ら避難する施設が拠点となりうるかなと思うわけですけれども、私
たち集落の集会所もここは避難施設ではありませんという張り紙がして
ありまして、我々はこの豊田支所に来るようになっているんですけれども、
隣に豊井小学校がございますがここは上今井地区の避難所ということに
なっています。だけど実質的にはすぐ隣だからすぐそこへ逃げ込んだ方が
早いんじゃないかなと、実質的な避難所を表していただいた方が良いんで
はないかと、いつも言っていて申し訳ないんですけれども、上今井地区の
避難所は豊井小学校ということをお聞きしているんですけれども、上今井
から豊井小学校まで来るのに２㎞あるいはもっとかかるというところで
果たしてそういうのが避難所になるのかなと、もし何かあったとき大丈夫
なのかなという思いにもなりまして、ここに公会堂建設補助金というのを
使ったらということなですけれども、なかなか今それぞれの区、あるいは
その下の地区常会等、補助金をいただいたところでできる建物はございま
せん。３分の１の助成で上限 1,200 万というお話は聞いたのですけれども、
ここらへんちょっと緩和していただきながら地域の末当の拠点というこ
とをお考えいただきたいかなと思います。もう一点（2）のところなんで
すけれども、確かに NTT の何かでなかなかやめられないという話なんで
すけれども、私は中野市民であり長野県民であり、行政改革というと道ば
かりいじっていてそれが建設費になって、それよか今あるものを有効に使
ったほうが新しいものを作らなくても、もしかしたら対応できるんじゃな
いかなという考え方からいけば、早期に無料にさせていただいて、今ある
計画、今、用地買収から始まったという話なんですけれども、ここらへん
大変なことになるかもしれませんけれども、そんな思いをもっております。
末当にもし、いいことであれば推進していただきたいかなと思います。こ
の２点お願いします。

○総務部長：

まず１点目の避難施設の関係ですが、この避難施設につきましてはまず
は緊急避難場所ですね、例えば地震がきたからすぐに避難してくださいと、
それで避難していただく場所が緊急の避難場所です。それで地震がおさま
ったところで避難所ということで、これはある程度一定の期間避難してい
ただく、滞在していただく場所ですね、この２つがあります。それで各地
区の公会堂というのは考え方とすれば一時避難場所というのですが、その
コミュニティの中で皆さん集合していただいてそこから避難していただ
くという考え方で、市が末当に指定している避難場所、それからその後、
滞在を含む避難所というのはいわゆる体育館とか校庭、避難場所というの
は校庭なんかが多いわけなんですけれども、そういう所に避難していただ
いて、その後に、学校の体育館ですとか文化センターですとかしっかりし
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た建物の方に移っていただくと、そんなような考え方でおります。そうい
う考え方の中で、各地区に指定をさせていただいているのが現在の避難場
所及び避難所の指定になっておりますので、そのへんご理解いただきたい
と思います。あくまでもその各地区の公会堂がそれぞれ避難場所であり避
難所であるということではなくて、今の学校ですとかグランドが緊急の避
難場所であり、その後、避難所は体育館や文化センター等であるとそのよ
うにご理解を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。それと後、
公会堂の件になりますが耐震の方は昨年から補助対象としましてこんご
また皆さんのご希望をお聞きする中で制度についても考えて参りたいと
思います。以上です。
○委

員：

○建設水道部長：

わかりました。
有料道路に関するお話なんですけれども、今のご意見をもって強く要望
して参りたいと思います。逆にそれによって豊田中野とか中野三水の付き
が悪くなっても困るので、そのへん上手にやっていきたいと思いますので
よろしくお願いします。

○議

長：

ありがとうございます。

○委

員：

一言お願いといいますか、上今井末沢川の内水処理の解消があるので一
言お願やら私の気持ちなんですが、末沢川の氾濫が平成 17 年か 19 年に
あったと思うんですが、ちょっとその時の状況を思い出して、末沢川の排
水が出るところから出なくなっちゃうと海みたいになって、そこで排水ポ
ンプしている姿を遠くから見ていましたら、まるで海の中でストローから
吸い上げているような感じがするんです。そこへ消防団員の皆さんと数台
の機材があってやっているのを見ましたら、あれ一歩間違えれば土手が崩
れれば末当に消防車と排水ポンプと一緒に消防団員も流されていくんじ
ゃないかと高台から見ていました。最近はそのようなことはないのですが、
でも全国的に集中豪雨があってすごい被害も去年あちこちであったと思
うんです。危機的な感じだと思ってここらへんの排水ポンプの整備をよろ
しくお願いします。以上です。

○消防部長：

座って申し上げます。よろしくお願います。神田委員さんからお話があ
りましたように、水防全般につきましては私ども消防が所管しておりまし
て、特に末沢川、だいぶ大きな川が千曲川に流れておるわけでございます
けれども、過去にも何度か水害が発生しております。内水につきましては
当時といたしましては当然、今、言っていいただきましたように大型排水
ポンプを揃えたり水中ポンプを揃えたり、末沢川にしてみましたら所管は
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違いますが固定式の排水ポンプを揃えて水害に対応しております。降る雨
の量によって押し出してくる水の量にもよるんですけれども、私どももで
きるだけ持っている資機材を有効に活用して被害の軽減に努めたいと思
っております。その中でたいへん温かいお言葉をいただいたのですが当然
個々に活動してもらうのは消防団なんですけれども、私も平成 18 年の時
に現場におりました。千曲川の末流が盛り上がってきて今にも堤防が溢れ
るようになった場合、当然それは早めに住民の方に避難してもらいますけ
れども、活動しますわたしども隊員も勇気ある撤退、私は指揮者でありま
すので隊員や消防団に対しては自らの命を二次災害で落とさないように
勇気ある撤退を考えながら活動させていただきますので、ご理解いただき
たいと思います。以上でございます。
○委

員：

はい。ありがとうございました。

○議

長：

他にございますか。なければ次に移つりたいと思います。３ 自然環境
の保全と活用に関して、現状、課題と振興に関する提言の説明を事務局の
方からお願いをします。

○地域振興課長： それでは資料の 5 ページを開いていただければと思います。自然環境の
保全と活用でございます。現状と課題がございますが、１点目は高野辰之
が作詞した唱歌「故郷」にうたわれている原風景は末市が誇る財産であり
地域住民の心の拠りどころであります。近年、産廃処理施設の建設計画や
水資源にかかる不透明な土地買収は自然環境の破壊につながるおそれが
あると懸念されております。２点目としまして千曲川や中小河川が流れ起
伏にとんだ地形は小水力発電に適しており、公共施設や遊休荒廃農地等に
おいても太陽光発電が可能と考えられるというところです。
これを受けまして１点目は国、県や近隣市町村と連携して環境破壊につ
ながるおそれがある行為に厳しく対応し自然環境の保全に努めていただ
きたいというところ。6 ページにいっていただきまして２点目の提言とい
たしまして、緑豊かな故郷の自然を子たちに受け継いでいけるよう童謡唱
歌の里づくりを推進していただきたいというところ。それから３点目の提
言といたしまして自然エネルギーの活用について検討し、将来的には地域
全体に普及できるような施策を推進されたい、以上でございます。
○議

長：

ありがとうございました。それではくらしと文化部長、回答をお願いし
ます。

○くらしと文化部長： 最初に自然環境の保全についてでございますけれども、今までも回答を
申し上げていて参りました内容と変わりませんが、まず最初に新たな産廃
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処理施設の建設計画についてでございます。県及び近隣自治体と情報を密
にして豊田地域の皆様に情報提供して参りたいと考えております。具体的
に飯綱町の明光という企業が芋川地区に産廃処理施設を計画していると
いう情報がございますが、概要計画が去年 12 月に出される予定あったわ
けですけれども、現在のところまだ提出されておりません。提出があれば
その計画について精査するとともに地域住民の皆様の意見を尊重して参
りたいと考えております。それからすでに設置されている千曲川両岸の産
廃処理業者につきましては県と市が主導して地元区との連絡会を毎年行
っております。今後も継続していきたいと考えております。それから水資
源の関係でございますけれども、有効な手段といたしましてはそこにも記
載させていただきましたが、県の条例に基づく水資源保全地域の指定をす
ることができますけれども、これをするにはまず市町村長が県に対して申
し出をするということが原則となっております。それには対象地域の皆様、
地主さんでございますけれどもその皆さんの意向の調整が必要になりま
す。また水源、上流部が近隣自治体になっている場合等につきましてはそ
ちらの自治体に依頼するというようなことも必要になって参りまして、現
段階では困難な状況ということでございます。これにつきましては今後も
研究して参りたいと考えております。
続きまして 6 ページになりますけれども童謡唱歌の里づくりの関係で
ございますが、平成 27 年度に第二次中野市総合計画及び第二次中野市国
土利用計画を策定する予定となっておりますので、計画の中で施策内容を
検討して参りたいと考えております。童謡唱歌に関しましては、学校教育
をはじめ、非常に童謡唱歌を歌う機会が尐なくなってきておりますので、
市民音楽祭、晋平記念館まつりなどにおきまして、多くの音楽団体の皆様
に歌っていただけるようお願いをしております。それから具体的な事業と
致しましては、今年度、唱歌「故郷」、
「朧月夜」が誕生して 100 周年をむ
かえるということから記念のイベントを開催してきております。豊田地域
におきましては、豊田文化センターで高野辰之記念祭を開催いたしました。
辰之の人物像にスポットをあてた講演会並びに弦楽四重奏によるコンサ
ートで高野辰之先生の功績と唱歌の魅力を紹介し、童謡唱歌のふるさとで
あることを広く発信して参りました。今後も童謡唱歌が後世に歌い継がれ
るように、北陸新幹線開業を契機に信越自然郷などの広域連携の機能を十
分に活用し童謡唱歌の普及に努めてまいります。末年度は童謡・唱歌のふ
るさと信州中野アンサンブルフェスを開催いたしました。また、音楽親善
アンバサダーの麻衣さんにも童謡唱歌、中野市が「故郷のふるさと」であ
るということを PR をしていただいておりますので、今後もお力をお借り
して取り組んで参りたいと考えております。
それから、3 点目になりますが、自然エネルギーの関係でございますけ
れども、この活用につきましては県と市町村が連携した自然エネルギー推
14

進研究会というものがございますので、その中で、導入に向けた意見交換
等を行うとともに、地域特性に応じた自然エネルギーついて、今後も研究
をして参りたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上で
ございます。
○議

長：

ありがとうございました。ただいま、説明をいただきましたが質問等ご
ざいますでしょうか。

○委

員：

自然環境のところで、先ほど、産業廃棄物の最終処理場の建設というこ
とで、昨年、飯綱町の芋川区と協議会をつくり、建設に反対してきました。
いろいろと関係各位の方々にご協力をいただきありがとうございました。
おかげさまで、議会で要望書を取り上げていただき、また、意見書として
県に出していただいたということでたいへんありがとうございました。そ
の後、12 月の時点で、正式に計画は出ていないということでございます
けれども、出た時点で早急に対応をして参りたいというふうに思っており
ます。先ほどの飯綱町芋川区との協議会の会長は飯綱町でございますけれ
ども、先般の豊田地域区長会におきましても副会長２名を増員することと
し、万全の態勢を整えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
高野辰之の故郷、「故郷のふるさと」ということで水は清き故郷というこ
とでございますので、清き水を汚さないように我々もしっかりやっていき
たいと思います。今後ともよろしくお願いします。

○議

長：

貴重なご意見ありがとうございました。他にございますか。

○委

員： 平成 27 年度に総合計画の策定を予定しているということですけれども、
高野辰之の 100 周年ということでいろいろイベントも行われているわけ
でございますけれども、高野辰之記念館周辺には飲み食いができる場所が
ないわけで、辰之記念館の前にあるテニスコートを半分壊して東屋にする
という計画を聞いたことがあるんですが、そういった計画と言うのは総合
計画に載ってくるのでしょうか。

○くらしと文化部長：

まず総合計画につきましては骨子等をまとめる計画でございます。今ご
指摘のありました個別の、テニスコートの関係につきましては、あの施設
を永田運動場と称しておりますけれども、平成 27 年度にテニスコートを
撤去いたしまして、一帯を、辰之記念館の駐車場の整備を行うとともに、
隣にある運動場、広場と一体的に改修して参りたいと考えております。以
上でございます。

○議

長：

よろしいでしょうか。
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○委

員：

はい。

○議

長：

それでは他にございますか。ないようですので次に移ります。４ 人口
減尐・尐子高齢化に対する取り組みに関して、現状・課題と振興に関する
提言の説明を事務局からお願いします。

○地域振興課長：

それでは４の人口減尐・尐子高齢化に対する取り組みについて、現状と
課題から申し上げます。１点目ですが、豊田地域には 65 歳以上の人口が
50％以上を占める限界集落もあり、とりわけ農業者の高齢化、後継者不足
は大きな問題であります。２点目ですけれども、尐子化により地区の催し
に支障がでるなど、地域の賑わいがなくなっていくことが心配されます。
３点目としまして、小中学校の適正規模と適正配置など、子どもたちの成
長に影響を及ぼす可能性がある問題が検討されていると。４点目としまし
て、豊田地域を運行するバスは親川と信州中野駅を結ぶ永田線が１日８往
復、豊田地域内のみを運行するふれあいバスが１往復半であり、公共交通
機関の利便性が低いということ。５点目として、空き家バンク制度は移住、
定住促進の有効な手段のひとつでありますが、施策が効果的に行われてい
ないと感じられるというところであります。
これを受けまして、提言といたしまして、１点目で、基幹産業である農
業の後継者の育成施策を図ってほしいというところ。２点目としまして、
積極的な I ターン、U ターン施策を行いまして、若い世代の定着を図って
いただきたいというところ。それから８ページへページを進めていただき
ますと３点目の提言といたしまして、地域コミュニティの基盤でもある小
中学校の適正規模と適正配置の検討については、子どもたちの健やかな成
長に配慮するとともに地域住民の意見を尊重し対応していただきたいと
いうところ。それから４点目としまして、高齢者や免許を持たない人たち
の移動手段として、交通機関の利便性の向上を図っていただきたいと。５
点目としまして、空き家の現状把握等の情報収集に努め、効果的な空き家
対策を進めていただきたいという提言をしております。以上でございます。

○議

長：

ありがとうございました。それでは（1）については経済部長、（2）に
ついては総務部長、（3）については教育次長、（4）、（5）については総務
部長、それぞれ回答をお願いします。

○経済部長：

１点目の提言の農業後継者の育成ということでございますが、私ども市
とすれば、まだまだ十分ではないという思いで、いろいろな農業後継者確
保の施策を様々な団体あるいは組織と連携をしながら進めてきておりま
す。そこに記載されております、まず、国の青年就農給付金の関係でござ
いますが、これは国が農業者を増やしたいという思いで１年間に 150 万円
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の支援金を申し上げるものでございまして、市を通じて該当する方には申
し上げてきている経過がございます。これは主には I ターン就農者を意識
しているものでございまして、私どもとすればこうした制度を活用いただ
いて、できるだけ I ターン就農者の方が増えるような対応をしてきたいと
思っております。そんなことに絡んで、この I ターン就農者の方が、例え
ば住宅の確保をするにあたって尐し支援が必要だとか、あるいは農業をや
っていくにあたって尐し機械が欲しいということに対しては、市の単独で
ご支援を申し上げる制度も持っておりますので、そういったことを活用い
ただくように PR 等を進めていきたいと思っております。それからその次
にございます市の新規就農者支援事業、こちらはいわゆる親許就農、いわ
ゆる後継者確保というようなことを意識をして、市の単独、市の独自施策
としてやらせていただいております。こちらは１年間 60 万円の支援金を
申し上げているということでございます。そのような制度、あるいはそこ
に記載してございますように、県が行っております農業道場、これは農業
研修を行う制度でございますけれども、そういったものを活用しながら農
業後継者の確保に努めてきているところですし、今後も積極的に対応して
いきたいと考えているところでございます。私からは以上でございます。
○総務部長：

私の方からは（2）番、（4）番、（5）番の３点についてお願いいたしま
す。まず、地域の賑わいを創出するためには、積極的な I ターン、U ター
ン施策を行っていくことが必要でないかというお話ですが、市では平成
19 年度から県が立ち上げた組織でございますが、移住交流の推進組織、
田舎暮らし楽園信州推進協議会というのがございまして、そちらに加入を
いたしまして、その協議会と一緒に移住交流の推進に努めてきたというこ
とであります。平成 26 年度、今年度からでありますが、フェイスブック
等を利用いたしまして市の魅力を内外に情報発信していくと、それからあ
わせて、「空き家バンク事業」を開始いたしまして、空き家の物件情報の
登録を行い、中野市への移住、定住の推進を図っていくところであります。
なかなか、まだ登録の件数が尐なかったり、今後 PR、空き家情報の収集
が課題かなと考えております。引き続き、昨年、県が銀座にオープンいた
しました銀座 NAGANO でのイベント等を通じまして市の情報発信に努
めて参りたいと考えております。
次にページをめくっていただきまして、
（4）公共交通機関の関係であり
ますが、市では中野市地域公共交通対策協議会におきまして、現在、豊田
地域ふれあいバスの運行を行っているところであります。また、今年度か
らは長電バス永田線の運行維持のために長電バスに対し支援を実施し、移
動手段の確保に努めております。これにつきましては、昨年、長電バスか
ら、中野市に関係する４路線を赤字のため廃止をしたいというような申し
入れがありました。永田線は重要な路線ですので、市で赤字を補てんして
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運行維持をしていきたいということで、今年度から、赤字分の補てんを始
めたものであります。新年度についても、この３月の議会に予算をお願い
していくところであります。いずれにしましても、この移動手段を確保し
まして、豊田地域のふれあいバスの運行、それから永田線、両路線を残す
ために、ぜひ地域の皆さんにも積極的に利用していただきたいと考えてお
りますのでよろしくお願いいたします。
最後に（5）の空き家の関係でございますが、今年度から、先ほども申
し上げました「空き家バンク事業」を開始いたしました。物件の登録に努
めているところでございますが、現在、残念ながら２件の登録だけであり
まして、あと３件調査中のものがありますが、現在登録されているのは２
件だけであります。この空き家の登録につきましても、広報なかの、市ホ
ームページ等により周知をしております。昨年の 11 月に「空き家バンク
活用相談会」も実施いたしまして、この時に 8 名ほどの相談者の方お見え
頂いていろいろとお話をお聞きしたり、また、市の空き家バンクについて
PR もさせていただいたところであります。また、新年度におきまして、
今、予定しているのは、空き家を活用していただくために市の助成をして
参りたいということで、現在、予算の方をお願いしていく予定でおります。
私の方からは以上でございますがよろしくお願いいたします。
○教育次長：

（3）についてご回答申し上げます。着座で失礼いたします。小中学校
の適正規模と適正配置の検討についてでありますが、教育委員会では、児
童生徒にとって好ましい教育環境づくりの観点から、昨年いただいた小学
校及び中学校適正規模等審議会の答申を踏まえ、子どもたちがどういう姿
で教育を受けることが一番望ましい環境であるか等を考え、学校規模の適
正化について検討中でございます、地域住民のご意見を聞く中で、教育委
員会として方向付けをして参りたいと考えておりますのでよろしくお願
いいたします。以上でございます。

○議

長： ありがとうございました。ただいま、それぞれご回答をいただきまいた。
ご意見あればご発言いただきたいと思いますがよろしくお願いします。

○委

員：

よろしくお願いします。３点ほどありますけれども、まず１点目ですけ
れども、後継者の育成のことですが、
（1）で JA 北信州みゆき、市農業再
生協議会とありますがけれども、２ページの方では、「２つの JA があり
ますが、様々な面で調整等を図りながら、均衡ある発展を推進」となって
おりますが、ここで JA 中野市が抜けているのはどうしてかということを
お聞きしたいんです。特に中野市は大自然に恵まれていておりますので、
是非、後継者につきましてはできるだけたくさんの若者ができるように支
援を全面的にお願いしたいと思います。もう１点ですけれども、 銀 座
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NAGANO についてですけれども、中野市は銀座 NAGANO がオープンし
てから中野市の方で PR をしていたのか、また、これから割り当てといい
ますか市町村単位でもいろいろとあると思うんですけれども、もしもその
ような時がありましたら、秋ぐらいからの方が農作物、果物もたくさんで
ると思いますので、上手に設定いただけたら嬉しく思います。それから３
点目ですけれども、公共交通のことですけれども、豊田のふれあいバスを
運営していくには地域の皆さんの利用が不可欠なのは分かっているんで
すけれども、たまに拝見すると乗客がいなかったり非常に残念と思います。
ゼロになったから切捨てということがないように、私たちみんなで考えな
ければいけないんですけれども、廃止ということがないようにお互いに知
恵を出し合いながら、継続していけるようお願いいたします。以上です。
○議

長：

○経済部長：

それでは３点ございましたが、それぞれお願いいたします。
１点目の中に JA 中野市が入っていないというようなことですが、大変
申し訳ありませんが大意はございません。今回、豊田地域審議会というこ
とでありましたので、JA 中野市という言葉を外してしまったということ
でございます。当然、私ども、実務をと申しますか、いろいろと検討、協
議をしている中では JA 中野市も、あるいはここに記載してございません
けれども、農業改良普及センターの皆さんにもご相談を申し上げながらい
ろいろ進めておりますのでご理解をいただきたいと思います。次に書いて
あります市農業再生協議会というのは、各地区に農業委員さんですとか農
家組合長さん、あるいは JA の関係の部会の役員さん方に入っていただい
た協議会でございまして、それを網羅する形で市、一末でございます。そ
ちらにもそれぞれの JA の役員さんと言いますか組合長さんもお入りいた
だいておりますので、そういった中でご相談を申し上げながら進めている
とご理解をいただければと思います。
もう１点、銀座 NAGANO のお話をいただきました。実務として経済部
で対応してきた経過がございますので、私の方でお答えをさせていただき
ます。中野市といたしましても昨年の 11 月に銀座 NAGANO を使って、
お客様方に中野市の農産物、主にはきのこが多かったんですが、味わって
いただくイベントを設けました。昼間はそういったことを特定の方ではな
く、興味のある方はお入りいただいて、有料で提供してきたということも
ございます。夜は中野市のいろいろな食材、野菜等を含めて、中野市のお
酒なんかを飲んでいただいて中野市を味わっていただくというようなイ
ベントをやってきた経過がございます。また、中野市として直接、主催を
したわけではございませんけれども、信越自然郷の方でもそういった日を
銀座 NAGANO で設けましたので、中野市としても一緒になって参加し、
中野市の食材なんかをご提供申し上げて、その際、お越しいただいたのは
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旅行関係業者の方、旅行会社の方ですとか、旅行新聞を発行している記者
の方ですとかにお集まりいただいて、北信州の食材を味わっていただいて、
情報発信につなげていきたいというようなイベントにも参加してきてお
りますので、ご理解をいただきたいと思います。なお、新年度におきまし
ては、県の方からも積極的に使って欲しいというようなお話もいただいて
おりますから、私どもとしても、そうした予算を確保しながら銀座
NAGANO の活用を進めていきたいと考えております。以上でございます。
○総務部長：

公共交通の関係ですが、先ほど豊田地域のふれあいバスの運行について
お話をいただきましたが、資料にございますように中野市地域公共交通対
策協議会、この中でその都度、各バス路線の利用状況等を調査しましてそ
の路線の運行のあり方ですとか形態を検討、必要に応じて見直しも行って
いるわけでありますが、先ほど、乗車数が尐ないからといってなくすこと
がないようにというようなお話でございましたが、市としても当然、何ら
かの形で移動の手段は確保していかなければと、路線の存続という方向で
今後とも考えて参りたいと思っておりますのでよろしくお願いします。

○委

員：

丁寧に説明いただきありがとうございました。よろしくお願いします。

○議

長：

他にございますか。

○委

員：

よろしくお願いします。似たような話になるかなとは思います。I ター
ン、U ターンについてなんですけれども、いずれにせよ人口が減ってくる、
自然的要因からも社会的要因からも人口が減ってくると、I ターン、U タ
ーンというのは伸びる要素なのかなと思う中で、最終的にはそこに定住す
るとなればそこでの勤務先というのも必要になると思いますし、人口減尐
について県もそうだし各市町村もこぞってこの問題に取り組んでいくと
思います。中野市もさらに強力に推進していかなければ、こないだ消滅市
町村というのが出ていましたが、そのうち中野市も含められちゃうんじゃ
ないかなと、そんな風に思えば、なおさらこの施策を推進していっていた
だきたいかなと、それから尐子問題にも取り組めると、人口が増えれば子
どもたちも増えて学校も適正規模になると、学校と言うのは地域の拠点で
すし、大切なことかなと、ただ尐なくなったから人数あわせで統合しよう
という話も必要なんですけれども、そうじゃない状態を作ろうとする努力
も必要なんかなと思います。もうひとつ、ふれあいバスなんですけれども、
利用状況をお聞きしながらなんですけれども、永田線が廃止路線の対象に
なったところ、市の助成をいただきありがとうございます。ふれあいバス
と長電のバスをうまく併用しながら存続できないかなと、人が動く朝晩を
長電にお願いして、そうじゃないときはふれあいバスをうまく使ってやる
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とか、いろいろな選択肢がもしかしたらできるのかなと、そうすれば単な
る廃止路線じゃなくて、潤うところを長電がもしもっていけば廃止路線の
対象から外れるのかなと思います。もしそんな施策ができたらお願いした
いと思います。
○総務部長：

まず、I ターン、U ターンということでありますが、確かに人口を増や
していくというのはいろんな施策が絡み合っての話かと思います。特に増
えていくためには、出生数が増えて子どもが増える自然増ですね、それか
らいろいろな都市から中野市に I ターン、U ターンで来てもらう社会増で
ありますが、自然増と社会増が相まってそれでふえていくというのが一番
いいことかと思いますが、先ほど委員さん言われたように、最近は I ター
ン、U ターンの部分では全国の各市町村が競争をするような形になってき
ておりますけれども、市としましても今回、保育関係の施策をかなり充実
させていただいたりとかですね、人口増に対してはいろいろな施策をそれ
ぞれのセクションで考えていきたいと考えております。ただ、なかなか一
朝一夕にできるものではないかなと思っておりますが、今後、それぞれ計
画を、先ほど総合計画という話もありましたが、特に平成 27 年度におき
ましては、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中野市版の計画を
作ってまいりますので、そのような中でいろいろ検討して参りたいと、そ
のように考えます。それから公共交通のことですが、先ほど、永田線とふ
れあいバスと上手にリンクさせながら、赤字路線をなくしていけばなんと
かならないかというお話でしたが、貴重なご意見としていただきまして、
今後の検討の課題とさせていただいたいと思いますがよろしくお願いい
たします。

○委

員：

ありがとうございます。要するに I ターン、U ターンは簡単じゃないと
いうことなんですけど、市でも助成してくれたり、いろんなことと並行し
て、故郷の地であるということを十分にアピールされて、農業もできる、
あれもできるこれもできるという触れ込みで、新幹線も近くに駅がある、
高速道路のインターは２つあると、どんどんとそういう PR をしながら、
とにかくここへ来ていただけるようにお願したいかなと、そんな風に思い
ます。よろしくお願いします。

○議

長：

ただ今のはご意見ということでよろしいですか。

○委

員：

はい。

○議

長：

ありがとうございました。他にございますか。なければ、次に移りたい
と思います。それでは５ 住民主体の協働による地域振興への取り組みに
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関して、現状・課題と振興に関する提言の説明を事務局からお願いします。
○地域振興課長： それでは５番目の住民主体の協働による地域振興への取り組みについて
現状と課題から申し上げます。１点目としまして、豊田地域では区長が中
心となり、住民の繋がりを大切にしながら、地域の景観整備と地域づくり
を行っておりますが、この地区ごとの取り組みが、市全体として広くつな
がりを見せていないのが実情でありますと。それから２点目としまして、
JR 飯山線駅の無人化や長電バスの路線見直しなど、住民生活に密接にか
かわる問題について、情報が市民へ伝わってくるのが遅いと感じられると
いうところです。
これを受けまして提言としまして、１点目、住民参加により作り上げた
ものが広がりを持ち、市全体として住民の絆の醸成とまちづくりへつなが
ることで、さらなる地域振興が期待できるものであり、地区ごとの取り組
みが有機的につながり、効果的に市全体に波及するよう、事業推進をお願
いするものであります。２点目の提言としまして、地域住民が生活に密接
に係わる問題について取り組むためには、尐しでも早く地域の問題を知る
ことが重要であるため、迅速な情報提供、地域住民との行政情報の共有を
図っていただきたいという提言でございます。以上でございます。
○議

長：

ありがとうございました。それではこのことについて、豊田支所長、総
務部長、それぞれ回答をお願いしたいと思います。

○豊田支所長： 地区ごとの取り組みが有機的につながり、効果的に市全体に波及するよ
う事業推進をお願いしますということですけれども、着座で説明をさせて
いただきたいと思います。豊田地域の地域資源を活用し、豊田地域の活性
化を図るため、来年度、平成 27 年度でございますけれども、
「地域おこし
協力隊」というものも活用していきたいと考えております。協力隊の活用
により、地区、あるいは団体等の取組みの連携を図りながら、地域の情報
発信等を行うことで、豊田地域の振興と活性化の推進が図れるものと考え
ておりますということで、来年度、地域おこし協力隊、市としても初めて
取り組む事業でございます。そんな中で様々な活動をしていただこうとは
考えているわけではございますけれども、この協力隊が地域の起爆剤とな
って、地域振興が豊田地域全体、あるいは中野市全体にも広がっていく、
そんな事業にしていきたいなと考えておりますのでよろしくお願いいた
します。
○総務部長：

それでは情報提供と行政情報の共有というお話でございますが、市では
現在、音声告知放送、広報なかの、市ホームページなど、いろいろな媒体
によりまして市民の皆さんになるべく迅速に情報提供をしたいというこ
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とで努めいるわけでありますが、今後とも地区の役員さんとも連携を密に
しまして、迅速な情報提供、そしてまた情報の共有ができるように努めて
参りたいと考えておりますでのよろしくお願いします。以上です。
○議

長： ありがとうございました。それでは、ただいま説明をいただきましたが、
これにつきましてご意見、ご質問等ございましたら、先ほどと同様にお願
いしたいと思います。

○委

員：

今、地域おこし協力隊について若干の説明があったんですが、来年度と
いうと、あと１ヶ月ほどなわけですけど、協力隊と言うからには一人二人
ではないのかなと考えるんですけれども、アウトラインと申しますか、ど
のような人員、人材、市の職員の中で新しい組織を作るのかなど、分かり
ましたらご説明をお願いします。

○豊田支所長： 地域おこし協力隊でございますけれども、この事業につきましては都市
地域の方がこちらの方に住民票を持ってくる中で活動をしていただくと
いうことがまず基末的な部分でございます。人員的には来年度まず１名と
いうことで進めていきたいと思っております。
○委

員：

住民票をもってくるということと、１名ということですね。ということ
は市外からの人を採用ということですか。

○豊田支所長：
○委

都市地域からこちらへきていただくというのが原則でございます。

員： せっかくの新しい取り組みだと思いますので、是非、うまくいくように、
まわりの方でみんなが協力するような体制をとるようにしていきたいと
思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。

○議

長：

他にございますか。よろしいでしょうか。それではないようですので、
次に移りたいと思います。６ 地域拠点としての豊田支所のあり方につい
てに関して、現状・課題と振興に関する提言の説明を事務局からお願いし
ます。

○地域振興課長：

それでは資料の 10 ページをご覧いただければと思います。６の地域拠
点としての豊田支所のあり方について、現状と課題から申し上げます。１
点目としまして、豊田支所は地域住民の日常生活の基盤であると同時に、
地域課題への迅速な対応と地域振興の拠点としての役割を担う施設であ
ります。とりわけ豊田地域は自然災害の危険と常に隣り合わせであるため、
地域防災拠点として大きな役割を果たしております。２点目としまして、
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豊田支所は合併当初６課 12 係制でありましたが、平成 20 年度からは１
課３係制となり職員数も減尐しております。そのため、身近な行政サービ
スの低下、地域課題の把握の遅れ、災害対応力の低下等が懸念されている
ところでありますというところです。
これにつきまして提言ですが、地域防災をはじめとした地域を取り巻く
様々な問題に対して、住民と行政が協働して取り組んでいくためには、拠
点施設としての豊田支所の役割はたいへん重要であり、その機能の充実が
必要不可欠であると考えられるところであるという提言を受けておりま
す。以上でございます。
○議

長：

ありがとうございました。それではこの問題について総務部長から回答
をお願いします。

○総務部長：

よろしくお願いします。豊田支所につきましては、豊田地域の事務全般
を所掌する部署といたしまして、豊田地域の拠点施設として大きな機能を
有していると思っております。今後の支所のあり方についてでありますが、
現在計画しております市庁舎等の整備にあわせて検討して参りたいと考
えております。現在、市では行政改革の話もございます。先日も、市民の
皆さんに組織いただいている行政改革推進委員会というのがございまし
て、その中でもお話をさせていただいたところですが、市が行っている行
政改革の集中プランの中で、この支所のあり方の検討というものも進めて
いきたいということで、いずれにしましても先ほど申し上げましたように、
今後、どんな風にということにつきましては、市庁舎等との整備に合わせ
て検討してまいりたいと、現在のところそういう形で考えております。

○議

長：

ありがとうございました。今の件について、先ほど同様に質問、意見等
あればお願いしたいと思います。

○委

員：

この問題につきまして豊田地域審議会 10 年目ということで、10 年目の
翌年から豊田支所をどうするかという検討に入るんですけれども、末来で
あればこの地域審議会があるうちにいろんな議論をされた方が末当は良
かったのかなと、非常に残念に思います。豊田支所も永田窓口サービスス
テーションも合併前には震度７にも耐えられるというお話も聞いており
ます。今、市庁舎のいろんな問題もございますけれども、ワンストップサ
ービスとなれば、新しいところ、大きなところで、教育委員会まで入って
皆さんやられる、これはいいかなとは思うんですけれども、いろんな災害
あったり、いろんな対応できるために、サブとして、是非ともこの豊田支
所、文化センター等、隣には情報センターの抜け殻もございますし、使用
していただきたいかなと思います。ただ潰すとか使用しないとかではなく
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て、積極的にお使いいただいて、立地的には JR もあります、今度、117
号が通ればおそらく江部の交差点の渋滞が緩和されるくらい交通量がこ
っちへ来る可能性もございます。そんなこんなでこの地域の使い方によっ
ては活きることもあると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
○議

長：

特に回答とかはいいでしょうか。

○委

員：

そんな内容でなんか発言いただければ。

○議

長：

それではお願いします。

○総務部長：

今のお話ですが貴重なご意見とは思います。委員さんおっしゃられたと
おり、確かに道路整備が進み、新幹線の開通等がありまして人の流れも変
わってくるであろうと、そんな風に思います。そんな中でこの施設をどう
やって活かしていくかということを真剣に考えていきたいと思いますの
で、また、ご意見を賜れればと思います。よろしくお願いします。

○議

長：

他にございますか。よろしいでしょうか。それではないようですので、
「豊田地域審議会意見書」に関しての説明、回答については以上といたし
ます。ありがとうございました。

（２）その他
○議

長：

それでは続きまして、その他というところで、それぞれ委員の皆様から
ご発言をいただきたいというふうに思っているわけでございますが、おお
よそ５時頃にはこの会議を閉じたいなと、たいへん勝手ながら思っており
ますので、今、現在の中でご発言をいただけてなかった委員さん４名から
一言ずつ、終わりにあたって発言いただければと思います。

○委

員：

10 年にわたって地域審議会があったわけですが、この後、これで終わ
ったというだけでなくて、さらに豊田地域が発展しますように願いまして
一言とさせていただきます。

○議

長：

ありがとうございました。

○委

員：

豊田支所のあり方についての検討ということでお話しいただいて、なく
なりそうな感じなのですごくショックを受けています。存続していって欲
しいと強く願っております。それとここには書いてないですが、全国的に
ふるさと納税がいろいろと話題になっていますが、中野市はどのような状
況でしょうか。
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○議

長：

回答については後ほどということでよろしくお願いします。

○委

員：

小よろしくお願いします。先ほど●●さんからも質問がありましたが、
やはり上今井の内水問題については非常に困ったことだなと思っており
ます。ポンプを回しても内水の方が早く溜まってしまうということで樋門
をまた上げなければならないといったような状況が毎回見受けられるわ
けです。固定式を付けていただけるということでありますが、なかなか排
水ポンプだけで間に合うものなのかなと、たいへん不安な思いであります。
災害が起こらないように十分検討をいただければと思います。

○委

員： この後の懇談会の時にお礼を申し上げようかと思っていたんですけれど
も、たまたま今、区長という立場で豊田支所の職員方、末庁の職員の方に
お願いに上がりますと迅速に対応していただいて末当に助かっておりま
す。区長とすれば市が拠りどころになりますので、先ほど支所の話もあり
ましたけれども、できれば豊田地区として支所を、行政改革の中でもあり
ますけれども、人員配備をしていただいて存続していただくようにお願い
したいとおもいます。ありがとうございます。

○議

長：

それでは最後になりますけれども、先ほどのふるさと納税の関係でお願
いします。

○総務部長：

手元に資料がないので数字的に細かい話はできないのですが、中野市で
もふるさと納税いただいている方かなり増えております。市ではだいたい
頂いた金額の概ね３分の１を市の農産物等をお返しをしまして、今年、500
万円ほどの予定でいたのですがかなり増えております。ですから新年度、
来年度には約６倍、3,600 円ぐらいを予算上は見込んでおります。ただ、
全国の市町村、競争の様相を呈していまして、隣の飯山市さんなんかはか
なり大きな金額になっていると聞いております。ただ、お返しの率も多か
ったり、パソコンのタブレットをお返しするとかですね、そのようなこと
をされているようなんですが、中野市の方もなるべくたくさん頂戴できる
ように工夫をこらしていきたいと思っております。よろしくお願いします。

○委

員：

○総務部長：

農産物なんですけれども、具体的に何を送っているんでしょうか。
リンゴですとか、市で作っておりますギフトのパンフレットの中からお
選びをいただいたりして市でお送りさせていただいております。

○委

員：

ありがとうございました。
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○議

長：

よろしいでしょうか。

○委

員：

よろしいでしょうか。

○議

長：

はい。

○委

員： 最後まですいません。豊田支所のあり方を考える中で、市の庁舎の問題、
今、いろんな問題が出ています。こないだ他の会議でも言ったんですけれ
ども、長野県の中枢都市、長野市を含めて須坂、小布施、飯綱町、千曲市
まで入ってますかね、広いところを中枢都市と設定するという考えがある
ということなんですけれども、そうすると中野市は長野市には接していな
がらも、中野飯山、とにかく北信地方事務所管内ということで考えます。
そんな中で、おそらくなんだかんだしていくと中野あたりが中心になるか
なと、そう思ってその庁舎を考えた中で、今、計画が出されている南側建
設ということなんですけれども、これに対して懸念することがたくさんあ
ります。末当に北信６市町村の顔になるべき庁舎でございます。これ、ど
うしても北側に駐車場があるというと 20 メートルの高さだと冬至の時の
日の角度は 30 度、これを計算しますと役 35 メートル日陰になります。
豪雪のこの地域、非常にたいへんかなと思います。ロードヒーティングを
設置すればこれまたお金がかかってしまう。そうであるなら、末当は南に
駐車場があると、除雪すればお日様の暖かさで雪が溶けてくれる。こうい
ったことを考えながら、短いスパンでなくて長い、建てればそこに 60 年
建っていると、こんな考え方もあります。車のように買い替えはできない
と思います。いろんな考え方をしながら、この中野市のというか、この広
域の末当にたいへんなことになっちゃうのかなと、そんな懸念を申し上げ
ます。
それともう１つ、もう終わってしまうのですが、合併特例債の使い方、
何度か質問したんですけど、合併は新市の一体性の速やかな確立と新市の
均衡ある発展に資する事業と新市建設の効果を推進するいろんな施設と
いう項目があります。役８対２で合併した豊田地域、合併特例債の恩恵に
目に見えてあずかったものはなかったかなと、非常に残念でしかたありま
せん。このへんについて、もし何かお話してくださる方いらっしゃったら
お願いします。

○市

長：

具体的な積算をしたわけではないんですが、全体の市となって、地理学
上の境界で豊田に何かをつくるとかということ以外に、市全体として効果
がある、例えば道路もそうですけれども、そういったことには使われてき
ておりますし、合併特例債基金を発行して積み立ておくというようなこと
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もしております。８対２というような比例配分的な考え方ばかりでは、実
は合併というのは成り立ちえないということなんですね。庁舎の問題もご
ざいましたけれども、これにつきましても若干、私の説明不足があって、
私の考え自体をお伝えしきれてないという部分もありますが、これから今
日、あちらに松野議員もいらっしゃいますので、議会等で私の考えを披露
する中で、その点もまたお答え申し上げたいと思いますが、10 周年をむ
かえまして、とにかくこれからは一体となって中野市全体を盛り上げてい
きたい、また加えまして、お酒の席でと思ったんですが、豊田のポテンシ
ャルは様々変わってくるということだと思います。先ほど言いました道路
が開けて飯山とバイパスでつながってきます。私的な話ですが、こないだ
私の家内がオペラをやったんですが、オペラの会はこの豊田の施設で公演
をやるという計画、何でそうなったのかというと、長野、松末からくる人
たちは高速降りて近いというようなことも言っています。そんなような立
地条件というのは高速交通とか交通網の改良などで大きく変わってきて、
この地籍はさらにポテンシャルが上がると私は確信しております。そんな
ことも含めまして、先ほど冒頭でも申し上げましたこれを限りにというこ
とではございません、これがまさにスタートで 10 年経ちました、これか
ら将来に向けてご一緒に地域振興、経済振興にあたっていきたいと思って
おりますので、引き続きご忌憚のないご意見を、いつでも門戸というかド
アを開けてますので、おっしゃっていただけたらと思います。よろしくど
うぞお願いします。
○議

長：

ありがとうございました。約束の時間を若干過ぎましたが、これで閉じ
させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

○各 委 員：

はい。

○議

それでは、議事進行にご協力いただきましたことに感謝申し上げ、議長

長：

を下ろさせていただきます。ありがとうございました。事務局にお返しし
ます。
５

その他
〔事務連絡〕懇談会について

６

閉

会

【豊田支所長】
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