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佐久地域『知事と市町村長との意見交換会』議事録 

 

平成 25 年８月 28 日（水）午後３時から５時まで 

佐久合同庁舎 講堂 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

それでは皆さんお集まりになりましたので、ただいまから、佐久地域「知事と市町村長

との意見交換会」を開催させていただきます。 

 本日の司会進行を務めさせていただきます佐久地方事務所長の青柳でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 本日の出席者につきましては、お手元にお配りいたしました資料の中にございますので、

御確認をいただきたいと思います。 

 また、オブザーバーといたしまして、地元選出の県議会議員の皆様をはじめとする関係

各位の皆様に御出席をいただいております。お忙しい中、ありがとうございます。 

 開会に当たりまして、阿部知事からごあいさつを申し上げます。 

 

◎阿部知事 

 改めまして、こんにちは。 

今日は、佐久地域の市町村長の皆様方と意見交換会を開催したいということで、お話を

させていただいたところ、大変お忙しい中、お時間を作っていただきお集まりいただきま

して、まずは心から御礼申し上げたいと思います。 

また今日はオブザーバーとして、地元の県議会議員をはじめ、関係の皆様方にも御参加

いただいております。併せまして、御礼を申し上げたいと思います。 

 ４月から新しく、「しあわせ信州創造プラン」県の総合５か年計画をスタートさせてきて

いるわけでありますけれども、この計画は、県民のみなさんと一緒になって実現をしてい

きたいと、目標を共有して力を合わせて取り組みたいということを、制定前からお話をさ

せてきていただいております。 

もちろん、市町村長、市町村の皆さんの協力無しには達成できないものばかりでありま

すので、是非、この「しあわせ信州創造プラン」、市町村長の皆さんをはじめ、市町村の皆

さんと、しっかり問題意識を共有しながら、一緒になって取り組ませていただきたいと思

っております。 

 また私も今日、バッチを付けておりますが、「しあわせ信州」ということで、地域ブラン

ド「信州ブランド戦略」ということで、メディアをはじめとする企業のみなさんとも議論

をする中で、この「しあわせ信州」で長野県、発信をしていこうということで、キャッチ

フレーズ、ロゴマークを作って取り組んできているところであります。 
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 長野県、それぞれの地域が、それぞれの強み・特性を生かして、様々な観光振興であっ

たり、産業振興であったり、取り組んできているわけでありますけれども、これから対外

的な発信であるとか、とりわけ世界への発信ということを考えた時には、やっぱり共通す

る部分はしっかり共有して発信していくことが、他の国内、他地域との競争に勝ち抜いて

いく道ではないかと思っております。 

そういう意味で、この「ブランド戦略」まだまだ過渡期でありますけれども、この点に

ついても是非皆さんと一緒になって取り組ませていただきたいと思っています。 

 本日、限りある時間ではありますけれども、「交通環境の変化を見据えた地域振興」とい

うテーマで意見交換をさせていただきたいと思っております。 

新幹線の金沢への延伸、この地域は今も新幹線が走っているわけでありますけれども、

昨日も実は大北地域へ行って糸魚川市長、糸魚川の議長の来る中で、姫川流域の行政経済

会議に私も参加をしてきましたけれども、恐らく、長野で新幹線止まっているものが金沢

まで通じて行くと、人の流れというものが相当程度変わってくるだろうなと思っておりま

す。そういう動き、北陸につながるだけでなくて、北陸から東京に鉄道で行っている人た

ちは、今北陸本線経由で回っているわけでありますから、こういう方たちはこの地域は今

まで通らなかった方々が、これからは恒常的に通過をされるということになります。そう

いう人たちに途中下車してもらって、できれば１泊、２泊してもらうためには何が必要な

のかというのは、是非これ皆さんと力を合わせて知恵を出し合っていかなきゃいけないと

思っておりますし、もう一つ、皆さんと一緒に国への要請活動を続けてきております中部

横断道、これも一日も早くミッシングリンクの解消をしてもらうべく、我々も取り組んで

まいりますけれども、道路を作るだけではなくてどう活用するかということと、セットで

考えていかなければいけないと思います。 

 そういう意味で、この佐久地域、さまざまな交通・交流の発展する可能性を秘めた地域

だと思っておりますので、是非この潜在力をポジティブに生かす方向で皆さんと思いを共

有していければと思っているところでございます。 

 限られた時間でありますけれども、どうか裃を脱いで忌憚の無い率直な意見交換をして、

佐久地域の発展、そして皆さんの力で長野県全体が発展するように進んでいける、そうし

た場にしていきたいと思っていますので、どうか御協力をよろしくお願いいたします。 

今日はありがとうございます。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

 それでは早速意見交換会に入らさせていただきます。 

最初に私の方から本日の意見交換のテーマについてご説明をさせていただきます。 

本日のテーマにつきましては「交通環境の変化を見据えた地域振興について」とした題

でございます。 

佐久地域におきましては、管内に二駅があります新幹線の金沢までの延伸が平成２６年
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度末に予定されていること、また平成２８年度以降には中部横断自動車道の、仮称であり

ますが八千穂インターチェンジまでの供用開始が予定されていること、圏域の高速交通網

の整備・進展が見込まれておるところでございます。 

また一方で、小海線のこれからの利活用や、地域の足となりますバス運行の行く末など

危惧がされている部分も直面しているところでございます。 

こうした中、地域の社会生活環境にも尐なからず変化をもたらすものと予想されること

から、佐久地域は、今まさに、その変化を見据えた地域づくりに取り組まなければならな

い時期に直面していると考えているところでございます。 

昨年度、県で策定いたしました総合５か年計画～しあわせ信州創造プラン～における「佐

久地域編」の策定作業段階におきましても、市町村の皆様とはこうした情勢を十分考慮し

た中で協議をさせていただいております。 

 そうした中で、本日お配りしてあります「佐久地域編」の説明資料にありますとおり、

計画の核としております「交流」、「持続可能」、「佐久農業」、「健康長寿」、「安全・安心」

の５つのキーワードを踏まえさせていただき、佐久地域のこれからの地域振興、地域づく

りの方針や課題等、市町村長の皆様とお考えについて意見交換をさせていただきたいと思

い、テーマ設定させていただきました。 

 テーマとしては幅広くなってございますが、忌憚のないご意見を頂きますよう、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、この後各市町村長の皆様からご意見をいただきたいと思いますが、はじめに

市町村長の皆様からそれぞれご意見をいただき、その途中で知事のコメントをいただくよ

う、挟んでいきたいと思います。 

進行上、大変恐縮でございますが、小諸市さん、佐久市さんが終わったところで知事の

コメント、それから南佐久の６町村の終わったところで知事のコメント、それから北佐久

の３町の終わったところで知事のコメント、というような形で区切らさせていただき、そ

の後はフリートーキングとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、席順によりまして小諸市長さんからよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

◎栁田小諸市長 

 小諸市でございます。いつも大変お世話になっておりましてありがとうございます。 

今回のテーマが非常に広範で難しかったものですから、小諸市としてちょっと目先の変

わった取り組みがこれから始まろうとしているところからまずご紹介申し上げまして、時

間がありましたら、その他の方へ進んでいきたいと思っております。 

 まずキーワードの中の「交流」と「健康長寿」という部分にあたるかと思いますが、現

在、小諸厚生総合病院を中心に民間企業、周辺自治体が関わりまして、浅間山麓地域をエ

リアとした「浅間山麓高地トレーニング構想」を進めております。 
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これは浅間山麓の標高２千メートルという高地環境を生かしまして、次世代を担う子ど

もたちからオリンピック選手、そして、「百歳長寿まで」を合言葉に、地域住民の健康増進

から本格的なアスリート育成まで、医学的見地からサポートするものでございまして、事

業の展開により広域での地域活性化が望まれると、このように考えております。 

事業概要としましては、高地環境での住民の健康増進プログラム開発や、アスリートト

レーニングプランプログラム開発、また地元の食材を使った栄養管理のほか、長期構想と

して標高２千メートル地点での４００メートルトラックとグラウンドを整備しまして、周

辺自治体の運動施設等も活用する中で、日本有数の高地環境による施設を活かしました「ナ

ショナルトレーニングセンター」の指定を目指そうとしているものでございます。 

首都圏から近いというメリットを生かすとともに、北陸新幹線の金沢延伸や中部横断自

動車道の一部供用開始等の交通基盤整備が進むことで、関東圏だけでなく北陸圏、中部圏

までアクセスが広がることから、広くアスリートのトレーニング誘致を行いまして、交流

人口の増加や佐久地域全体での地域振興にも繋げていけたらと考えております。 

近々、長野県厚生連、小諸厚生総合病院、民間企業、周辺自治体で、「一般財団法人浅間

山麓スポーツ医学研究所」を設立するような予定となっております。県の次世代サポート

課にも何かとアドバイスをいただいておりまして今後もご指導をお願いしたいところでご

ざいます。 

また、健康への取り組みは歳を取ってからということではなく、子どもの頃からの運動

が重要であることから、小諸市では子どもの体力・運動能力の向上と脳の発達を高めるた

めに、運動する授業を本年度から実施するなど、幼児期からの教育に力を入れております。

生涯を通じて健康で生き生きと暮らせるよう、「浅間高地トレーニング構想」とも連携しな

がら進めてまいりたいと思っております。 

この浅間山高地トレーニング構想には、医療機関の協力が不可欠であるために、現在小

諸厚生総合病院の再構築を市庁舎等の整備と合わせて進めておりまして、県の都市計画課

様には何かとお世話になっているところでございます。引き続きご指導をお願いしたいと

ころでございます。 

それから農業分野になりますが、非常に各市町村、有害鳥獣対策事業に苦慮していると

ころでございますが、平成２３年度から鳥獣対策専門員、獣医の資格を持った人間でござ

いますが、これを雇用しまして、それで猟友会と地域住民の皆様にもくくり罠等の資格を

取っていただきまして、見回り等は住民の皆さんにしていただいて、とどめは猟友会にお

願いしたいと、このようなことで進めておりますが、罠や見回りなど非常に生態調査、活

動調査等した上で実施しておりまして、非常に成果が上がっているというような状況でご

ざいます。 

それから交流についてでございますが、実はあのアニメで、「なつまち」というふうに省

略しておるんですが、このアニメが非常に深夜放送だったにも関わらず好評でございまし

て、そのアニメに小諸の街々が、部分部分が非常に精密に描かれておりまして、アニメの
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ファンが非常に多く訪ねて来られております。 

それで商店街の方も、そのファンの皆様を温かくおもてなしするためにその「なつまち」

の映画を見まして、ここがこうでというような話を合わせるということで、非常に会話等

も弾みまして、小諸の市民祭が夏に二度ありまして、ひとつは踊りの市民祭、それからも

うひとつは御神輿なんですが、そのどちらへも「なつまち連」として参加していただきま

して、とうとう今年は非常に熱心なファンが小諸に移り住んでしまいまいまして、まだ独

身なんですが、住み込みで食堂に入りまして、その食堂の後継者といいますか、ゆくゆく

はその食堂を切り回ししていきたいと、こんな方も出るような状態で非常に「おもてなし」

の心を育てていくことが大切なんじゃないかなと実感しているところでございます。 

それから「安全、安心」の部分なんですが、小諸はＷＨＯの「セーフコミュニティ」の

資格を取得いたしまして、これは資格を取ればそれで事済めるということではなくて、毎

年毎年、安全・安心の仕組みをどんどん工夫して、より安全より安心にという形で育てて

いかなければならないわけでございまして、そんな中で、自殺防止とか、それから非常に

今小諸は浅間山の火山泥流のことが問題になっておりまして、その対策としまして、防災

無線機を、デジタル無線機なんですが、避難所となっている学校が８校ございまして、そ

れから危険区域を抱える区が１８区ございまして、ここに無線機を配付いたしまして、対

忚を重ねていると。当然防災訓練は、各区でそれぞれ地すべりを抱えている区とかそのよ

うな形がございますので、それぞれの区に合った防災訓練を各旧町村でそれぞれに毎年順

番で主な地域を決めて実施しているところでございます。 

以上でございますが、またいろいろ県の方へもお願いしたいことが多々出てくると思い

ます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

 ありがとうございました。それでは続きまして佐久市の栁田市長さん、よろしくお願い

します。 

 

◎栁田佐久市長 

 本日は知事さんと佐久地域の市町村の意見交換会という形で、貴重な機会をつくってい

ただきまして誠にありがとうございます。 

今日は交通環境の変化という形の中で、平成２６年度には金沢へと、２８年度以降と国

土交通省はおっしゃっていますけれども、八千穂までの高速道路が伸びていくという形で

ございまして、非常に交通の要衝としての佐久地域、佐久平ということが言えようかと思

っております。 

こういったものが、ある意味で言うと、地域の中で地域間競争というものが激化してく

るという面もあろうかと思いますし、言葉は語弊があるかもしれませんけれども、優れた

ものはより優れた評価を受けることになるだろうと思いますし、その逆のパターンもある
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のかなというところを意識していかなければいけないだろうと思っています。 

その中で考えてみた時に、今まで課題であったものが解決できるひとつのものとして、

私は北陸信越地区というものがひとつに繋がるのかなというふうに思いますね。 

私ども小さいときから佐久大会というのがあって、そのあとは県があって、そのあと北

信越があって全国にいくと、県で優勝しても北信越で勝ち抜かないといけないなんていう

ことになりますと、福井に行ったり金沢に行ったりとか、行ったことがないような所に行

くわけでございまして、生活圏としてこの北陸地域と信越地域というものがあまり近い関

係にあったかというと、実はそうでもないですね。 

北陸三県は比較的近い関係にありましたし、私ども佐久地域においては信越、佐久にと

って海というのは新潟の海でしたし、それはきっと交通の整備のされ方によってそういう

生活パターン、行動パターンというものが起きていたんだと思います。 

それを考えてみますと、今回新幹線が金沢まで伸びてくるという形になりますと、今ま

で金沢というのは、著しく遠い町であったものが、そうではなくて、いってみれば忘年会

を金沢でやって帰って来れるという、そういう距離になるわけであります。そういうこと

がある意味で言うと非常に大きな変化かなと思います。 

そんな形の中でそれぞれの地域を生かしていこうとした時に、私ども考えますのは、た

またまこの春にオープンをいたしましたけれども、今、ＡＣ長野パルセイロでホームグラ

ウンドとして使っていただいている陸上競技場がございます。第二種の陸上競技場で、ナ

イター設備あり、そしてサブグラウンドは３００メートルで人工芝。今度は天皇杯、長野

代表パルセイロと愛知代表と３１日に大会開きますけれども、そういう意味でいうと、北

信越大会というのはそういう観点を、この東信北信地域、今日は佐久地域の懇談というこ

とですけれども、北信東信地域というのは北陸と非常に近くなってくるということが、私

は一つの今までの生活とは違った点として出てくるのではないかなと思います。 

そういう意味では、各種の文化面でもスポーツ面でも大会誘致というものはひとつの大

きなものになってくるのではないかと思っております。 

かつてから考えると、ずっと国道で鯨波に行っていたことを考えると、北陸と信越が近

くなるということは２０年前からすると大きな変化だと思います。そんな形の中でこの陸

上競技場なんかもお使いをいただきたいと思いますし、当然私どもも努力していきますが、

そんなことを思っております。 

また、知事さんにもご検討いただければと思っておりますけれども、この「しあわせ信

州創造プラン」の中にも記述がございます、武道館建設の検討というのがございますが、

期せずして私どもも佐久市立の武道館の建設を予定をしております。１７億円で土地の取

得を既にしてあるという形、こちらの方ででき得れば県立の武道館の建設を行っていただ

けないかなということを、私どもも財源を用意したものも御協力させていただきたいと思

いますし、土地に関しましてもその土地を無償で出していきたい。そんな形の中でこの大

会というようなものを考えていくことも、新幹線効果の一つとして捉えていけるだろうと
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思っております。 

また私自身、広域連合長、あるいはまた定住自立圏という形でこの地域のことを考えて

いった場合に、これはひとつの具体的であり、夢でもあると思いますけれども、例えば国

際会議を軽井沢で開いていただくと、新幹線を用いて、国際会議を行うと。例えばサミッ

トを行う時に、サミット本体ができなくても、閣僚級会議、蔵相会議だとか、外相会議と

いうようなものに関して行うようなことは、佐久地域全体としてはバックアップしていく

ことができようかと思いますし、その節に、そういったお集まりになった皆さんに、高原

野菜を実際に収穫をしていただくというような映像によって、地域としての世界水準の農

業、農産物というようなものも発信できるのかなと思っております。 

それで、新幹線というような形の中で、実は佐久市は６０ヘクタールの区画整理事業を

行いましたけれども、これの固定資産税は１３０倍になっています。これはおそらく日本

で一番の上昇率だと思います。区画整理事業というのは世界的に見て、日本固有の知恵で

すね。高速鉄道を作ろうとしているブラジルからもおいでになりましたし、タイ国からも

いわゆるバンコクからハノイを結ぶ高速鉄道をどうしようかという時に、佐久平をご覧に

なることありましたけれども、区画整理という発想が全くないんですね。他の国のみなさ

んに、土地の交換ではなくて価値の交換ということをやっていくということ、そういった

ものも国際的な、新幹線としての特有の都市開発というようなものも、ある意味でいうと、

行政の国際的な発信するひとつの手法として、日本の知恵として、知事さんがやっていた

だくということも、私はひとつのことなのではないかなと思います。 

広域全体を考えた場合においては、軽井沢という世界リゾートがある地域として、こう

いったものを佐久では地域内融和として支えていきたいと思っておりますし、世界で唯一

オリンピック、夏期も冬期も行った町でもございますので、ご支援をしながら地域全体が

盛り上がればと思っております。 

今日の懇談会非常に有意義に参加させていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

 ありがとうございました。それではここまでで知事の方からお願いします。 

 

◎阿部知事 

 まず小諸市の栁田市長からのお話いろいろありました。 

高地トレーニングの話は、私も是非どんどん進めていただきたいなと、ここ来る直前、

軽井沢で「次世代信州農業マーケティングアカデミー」のサマーセミナーというのを、県

が主催して、今農業を振興するのに、生産者だけじゃなくてその食品加工の関係の人とか

流通とか、小売りの人たちとか含めて、長野県の農業の良さをちゃんと皆でわかっていた

だいて、それで「おいしい信州ふーど」をちゃんと発信しようということで、いろいろ学
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んでもらう場を作っているんですけれども、私もあいさつで行ってきましたが、佐久総合

の夏川名誉医院長にお話してもらってて、「長寿の郷は医食同源プロジェクト」って佐久総

合病院でやっていただいています。まさに我々長野県、とりわけこの佐久地域はやっぱり

健康長寿ということでいろんな取り組みを進めていくことが、先ほど佐久の栁田市長から

世界の発信の話ありましたけれども、非常に強みになると思います。 

私が実際海外に行っても、長野県知事ですと言うと、もちろん向こうは調べているので

長野県は健康県、長寿県のようですね、というような話は必ず出るんですね。例外なくや

っぱり、寿命なんか短くていいだとか、健康じゃなくていいなんていう国はないわけです

から、この地域を中心にやっぱり健康長寿県というのはもっとしっかり確立して発信して

いきたいと。 

実はそれが先ほども話してきたんですけれども、やっぱり農業の話と表裏だと思ってい

ます。長野県の健康長寿、今健康福祉部で一生懸命分析していますけれども、私いろんな

ところで勝手なことで言っているのは、やっぱり歳を取っても働いている人が多い、これ

やっぱり農業県であるから、足腰を使って働く場がいっぱいあるっていうのもありますし、

野菜の摂取量が多いのはまさに農業と一体でありますし、それから長野県の健康長寿、や

っぱり佐久総合病院をはじめ地域の医療関係者、ボランティアの人たちが農村医療をなん

とかしようというところから始まっているので、そういう意味では、農村地域であればこ

その取り組みがこの長野県の健康長寿を築いてきたなと思っています。 

そういうことで、高地トレーニング構想も含めて健康長寿の長野県、あるいは健康長寿

の佐久地域、そういうものをしっかり押し出していけるような政策は、是非一緒に取り組

ませていただきたいと思います。 

それから、「運動遊び」は県もどんどん進めていますのでよろしくお願いします。それか

ら、鳥獣対策もいろいろな地域でそれぞれ取り組まれているので、いいアイデアを持ち寄

っていければと思います。 

佐久市の栁田市長からお話あったように、実は昨日、姫川流域の行政経済会議で私は糸

魚川市の人たちを前に、これからは競争と共創ですねと言ったんです。競争は一つは競い

合うコンペティション、それから共に創造する共創。たぶんこれからの時代、地域は単に

競争しあうだけでなく、連携するところは連携するという視点をしっかりと持っていかな

いといけないと思います。そういう意味では、実は富山県には経済界も含めて一緒に訪問

して、経済界あるいは市町村も含めて積極的に交流していきましょうという形をつくらせ

てもらいました。まだ、いつになるか分からないですけど、石井知事とは今度は富山県の

皆さんにこちらにきていただこうということで、一層交流を深めていきたいと思っていま

すし、先般、谷本石川県知事のところにも伺って、知事どうしの話しだったのですけど、

北陸側、石川県側もやっぱり長野県との交流をいろいろな意味で期待しています。現実に

東京などでの観光の発信も石川県と長野県で一緒にやりましょうということでやっていま

すので、そういう意味では、たぶん北陸の皆さんとは今までは近くて遠い関係だったんで
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すけど、今度は本当に近くて近い関係になってくるので、そういう意味では一緒になって

取り組めるところは一緒にやっていきたいということで今取組を進めています。是非、佐

久地域の皆さんともその辺は一緒になって取組を進めていきたいと思います。 

それから、大会の誘致みたいな話も、是非これはちょっと考えていきたいと思いますし、

先ほど言ったような大北地域であったり、あるいは北信地域は新潟に直接接しているとこ

ろなので、かなり新幹線の延伸を見据えて飯山を中心にして信越自然郷をつくろうと、こ

れは信越ですから新潟県側も含めて一体の地域振興をやっていこうということであります

し、糸魚川との関係は流域でつながっていこうという取組を進めていますので、ぜひ佐久

地域も距離的・物理的にまたがってしまいますけど、北陸側、新潟側といろいろな形で市

町村レベルでもつながっていただければありがたいなと思います。 

それから武道館の建設の話は、長野県の総合計画「しあわせ信州創造プラン」で検討し

ますということを位置付けさせてもらいました。これは非常に、機能をどうするかとか、

あり方をどうするかなどということも考える中で、場所の話も決めなくてはいけないなと

思っていますので、ここはいろいろな関係者の皆様方様々なご意見ありますが、そういう

ものを伺いながら検討していきたいと思います。 

それから、国際会議の話ですが、私も実は国際会議を長野県で誘致していくというのは

非常に大事なことだと思っていまして、ＭＩＣＥという形で取り組んでいますけど、何か

インパクトのあるようなものを是非、できれば目標を共有して一緒になって取り組むこと

ができればいいなと思っています。実は、サミットの誘致みたいな話は事務的には検討し

たことがあります。ただ、サミットだと、空港が近くなければいけないですとか、要人が

宿泊できる施設がこれぐらいなければいけないとかいろいろと基準があって、実は私が昔

いた横浜市はサミット誘致をやって、結局北海道との競争で、洞爺湖に持ってかれてしま

ったんですけど、その時の感覚からすると、その後横浜市はサミットは来なかったんです

けれども、アフリカ開発会議、ＡＰＥＣと非常に大きな規模の国際会議が来るようになり

ました。来るようになりましたというか、そのサミットに向けていろいろな皆さんが取組

を進めた結果、一定の国際会議を受け入れるキャパシティをつくりましたし、そういう環

境にあるということを国にも発信できたということが、その後のＡＰＥＣだったり、ＴＩ

ＣＡＤ（アフリカ開発会議）などにつながったということがありますので、是非、我々も

こういうものを一緒に目指そうという志の高い目標を定めてやっていくことが、当然やる

からには成功させないといけないですが、仮に成功しなくてもいろいろな意味でその後に

つながる可能性はあると思っていますので、そこは何か具体的なものを考えられれば私も

ありがたいなと思います。 

他にもいろいろとありますけど、もし時間があればまたお話したいと思います。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

それでは続きまして南佐久地域の方からお願いいたします。 
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始めに小海町の新井町長さんお願いします。 

 

◎新井小海町長 

今日はこのような機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。また、常

日頃はたいへんいろいろな面で御指導いただいておりまして本当にありがとうございます。 

私からは、地域医療と健康長寿の関係でうちの町の実態と合わせてお願いをさせていた

だければありがたいなと思っています。 

特に南佐久の南部地域につきましては、佐久総合病院を核として、分院、診療所、ある

いは特別養護老人ホームや老人保健施設等、そういったものが地域一体となって皆で支え

ながら今日に至っているということでございます。今後、２０年先といったところを見つ

めた場合につきましては、やはりこういった医療、福祉を充実させていくということが一

番大事だろうなと思っています。そのためには、医師の確保だとかあるいは医療従事者、

あるいは特に介護の従事者といったマンパワーを地域の皆で確保していかなければいけな

いと思っているところでございます。 

そうした中で、先般、地域医療の連携拠点事業ということで県のたいへんな御指導をい

ただきまして、佐久総合病院小海診療所を核として南部地域に医師の確保だとか、あるい

はマンパワーの確保といったことから、３年間で３千万円の事業費の内示をいただいたと

ころでございます。こういったことを活かしながら、住み慣れた地域で元気に暮らしてい

くといったことにやはり力を注いでいきたい、それが佐久地域のモデルであり、南部地域

のモデルあるいは小海のモデル、こういった形にしていけたらいいなと思っているところ

でございます。 

しかし、そうした中で、人口の減尐についてはどうしても避けては通れないと思ってお

りますし、それが将来の医療に不安を感じるというものであります。小海町のような地域

につきましては、やはり雇用の場というものが大切であるという意味から、福祉産業では

ないんですけれど、都会の方からそういった施設を誘致するあるいは地域に作っていただ

く。非常に自然災害も尐ないし活断層もない、安心・安全で住みやすい地域であるという

ことをアピールしながら、そういったものを誘致する。しかし、今の介護保険制度あるい

は法律・条例では、他の地域からそういった施設を誘致するという、福祉産業をおこすと

いうことは現実的には現状においては無理なわけでございます。そうした中で、佐久広域

で現在、美ノ輪荘の建て直しが進んでいるわけでございますけれども、それを超えてそう

いったことが法律的にできるのかできないのか、また是非とも働きかけをしていただけれ

ばありがたいなと思っております。 

そして、新幹線が金沢まで伸びる、そして、中部横断自動車道が八千穂まで２８年度に

供用開始になる。そして、その先八千穂から山梨県の北杜市、長坂ジャンクションまで現

在県のお力添えをいただきながら地域みんなで基本計画から整備計画への格上げというこ

とでいる。そして合わせて佐久平の駅から小海線を利用して都会からも多くの皆さんがお
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越しいただく。そういった部分においては、そういった施設ができても今まで以上に佐久

地域あるいは南佐久地域にいち早く来ることができると。こういったものを利用しながら

そういったことができないのかなというふうに思っております。それが雇用の場にもつな

がり、またこういったすばらしい地域で老後を過ごしていただける。こんなことを考えて

いるところでございますけれどもよろしくお願いしたいと思います。 

もう一点、今日のお話の趣旨とはちょっとかけ離れていてたいへん申し訳ないですけれ

ども、交流人口の増だとかあるいは観光といった面から、実は昨年野生のきのこで、秋に

コウムソウダケというものが小海の地で採取されたわけですけれども、このセシウムが基

準値以上の数値を示してしまったということです。そして、出荷制限、採取制限といった

ものが現在も継続中であるということです。しかし、野生のきのこというのは非常に観光

客の皆さんには人気がございまして、旅館、民宿といったところではきのこ狩りツアーだ

とかきのこ祭りといったイベントも行われているわけですが、やはりそれも全て中止にせ

ざるを得ないと。また、県有林を抱えているわけですけれど、マツタケ等につきましても

採取が禁止されている。ということは、イコール財産区の山もそうなんですけれど入札も

できない状況である。ですからそれを生業としている皆さんにとっては、非常に大きな痛

手となっているというのも事実でございます。 

今年度につきましてもまだ出ないわけですけれど、できるだけ早く採取をして検査をし

ていただき、そして、計測の結果、基準値以下だとするならばぜひとも全村、全町解除と

いうことを国の方に働きかけていただければありがたいなと思っております。小海町だけ

のことではありませんし、当然のことながら採取した結果また基準値以上であればこれは

もう引き続き採取禁止と、これはもうやむを得ないことですけれども、解除に向けては非

常に厳しいというお話はお聞きしていますけれども、町全体ではなくても特定の地域ある

いは特定のきのこといった形で徐々に解除していただける方法もあろうかと思います。そ

ういったことを是非とも国の方に働きかけていただきたい。こういったことがまた観光の

振興につながり、地域の交流人口の増につながると、要するに大きな目玉の一つが失われ

ているというのが現実ですので、小海町単独の話でたいへん恐縮ですけれども、また国の

方に働きかけていただければありがたいと思います。私からは以上でございます。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。続きまして佐久穂町の佐々木町長さんお願いいたします。 

 

◎佐々木佐久穂町長 

佐久穂町です。 

最初に、私は道路関係のお話をしたいと思います。阿部知事さんをはじめ県の皆さん方

には道路関係につきまして、中部横断自動車道そして国道２９９号、広域農道、それから

佐久川上線、１４１号の歩道等たいへん御高配を賜っておりますことに、この場をお借り
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して御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。 

それでは、中部横断自動車道に関連して尐しお話をしたいと思います。先ほど御挨拶の

中にもありましたように、中部横断自動車道の八千穂インターチェンジまでの開通が２８

年度以降ということになっておりまして、私どもの佐久穂町は、八千穂インターチェンジ、

それから佐久町インターチェンジ、いずれも仮称でございますが、この２つがあります。

そんなことから、この中部横断自動車道の八千穂インターチェンジまでの開通を、この機

会を最大限に利用しなければならない、そんな気がしております。八千穂インターで降り

てみたら、何にもなかったでは非常につまらない町になってしまいますので、そこで降り

るのが楽しみだと言っていただけるような町にしようということで努力をしたいと思いま

す。 

それで、完成いたします２つのインターチェンジの周辺や、それに直結する佐久南部広

域農道の沿線と国道２９９号沿線に広がる「白駒の池の苔」ですね。最近非常に苔のブー

ムというか、苔が人気が出てまいりました。１６００種類くらい日本に苔があるそうです

けど、そのうちの４８０種ほどが白駒池の周辺にあるということでございます。この苔、

そして八千穂高原一帯に広がります約２００ヘクタール、５０万本の白樺林の観光資源を

巻き込みながら、１×２×３と６次産業の拠点づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

具体的に申し上げますと、佐久町インターから八千穂インターに並行して整備をされて

おります、南部広域農道沿線の一帯の遊休農地を含む農地の再編を、今一度行いたいと思

っております。そして、私どもの町の特産の主力でありますプルーン、それからりんごの

直販加工施設や、この地を代表する高原野菜の流通販売基地、そして、私の町には千曲川

の支流であります大石川の清流で育てた信州サーモンがあります。これは非常に水質のい

い冷涼な気候の中で育っております。そしてまたこの地で育てた信州豚を使った、きたや

つハムもあります。そしてこの直販と飲食事業を含めた、農水産加工販売の拠点的施設の

整備を視野に入れまして、滞在のできる観光誘客事業の展開を行いたいと考えております。 

新規取組に向けての許認可事項だとか、それから農産物振興に関する財政の支援、そし

て止まっております中部横断自動車道の八千穂以南ですね、ぜひ長坂までの早期の事業化

に向けて、一段の力添えを県の方でお願いしたいと思います。 

それと、南部広域農道も今年の３月に旧八千穂村の佐口というところから２９９号まで

開通をさせていただきました。それから以南の小海町ですが、松原湖周辺の整備は進めて

おりますが、是非、２９９号から小海町さんを通っていく広域農道の早期着工についても

お願いをしたいと思います。道路関係についてお話を申し上げましたけれどもよろしくお

願いしたいと思います。 

以上でございます。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 
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ありがとうございました。続きまして川上村の藤原村長さんお願いいたします。 

 

◎藤原川上村長 

川上村の藤原です。 

今日のテーマが「交通環境の変化を見据えた地域振興」ということであります。本当に

交通環境というのは非常に大きな影響力がありまして、交通網の整備によって時間的距離

の短縮、そしてまた交流の量も多くなるということだけでなく、特に物産の面では、かつ

て埼玉、神奈川、千葉等が近郷野菜と言われたんですが、その地域が交通網の発達により

まして首都圏に入ってしまったと、今はこの地域が近郷野菜地帯になってしまったわけで

す。朝採りのレタスが１０時の販売店の棚に上がるという時代ですから、まさに近郷野菜

地帯になってしまったわけです。それほど首都圏との距離を短くしてしまったわけであり

ます。これは物流だけでなくて、今まで輸送園芸地帯と言われたんですよね、長野県、群

馬、東北、静岡等は。しかし、輸送でなくて近郷的な要素になってきているわけでありま

す。 

そういう野菜だけでなくて、あらゆるものが時間的なものが縮まってきているわけであ

りますし、また、今まで地方というのが全て都市社会建設のために人もモノも資源もみん

な首都圏へ持っていったわけであります。ですから今度は、都市社会も成熟してしまった

わけでありますので、逆に首都圏から地方に逆流させる時代が到来したのではないかと思

っております。本当に都市も目指すべきものがなくなってきておりまして、地方の時代と

言われておりますが、しかし都市住民がそれほど感じないという結果があります。しかし

山村というのはこれからもっと重要に、人間の生き方に重要面、部分が出てくるわけであ

りますので、それはまあ確信しております。ですから、上り回線から下り回線にする交通

網であってほしいと。今度は今まで散々送り込んでいた情報も資源も人も逆に帰してもら

う時代にしなければいけないことであります。 

ですから中部横断道ができ、新幹線が延伸され、リニアができてということになります

と、相当長野県の環境が変わってくるわけですが、それを利用してやはり開発利益の内部

化というのをしっかり考えていかなければ、全て通過で分散でまた地方都市、名古屋とか

大阪とか地方の主要都市にまたいろいろなものが集まってしまうのではないかということ

で、中間地点としての長野県をいかに交通網の整備によってしっかりやっていくのかとい

うのが大事かと思います。そういう中で、佐久はまだまだ未開の地のところが非常にあり

ますので、資源の掘り起こし等やっていけばいいかと思います。 

特に、これからの地域というのは感動や感激を創出できる地域でなければだめだと思い

ます。それにはどうも１村、１町、１市だけではできないわけでありまして、やはり佐久

広域という大きな枠の中で、それぞれの地域の特長を掘り起こしてそれを連動させるとい

うことかと思います。 

その一つとして、先ほど小諸市長さんまた佐久市長さんが言われたように、そうはいっ
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ても佐久地域は佐久市、小諸市の一部を除いてほとんどやはり農村地帯でありますので、

農業とスポーツを連携させるような、川上にもそんな小さな計画を持っていますが、「アグ

リ＆スポーツバレー構想」みたいなものを作って、そこから感動や感激を創出するという

ことも大事ではないかと思います。小諸市の２０００メートル地域のトレーニングセンタ

ー、そして佐久市には既にすばらしいグランドもできておりますし、そして武道館も是非

これは佐久として招致をしていただければ、文武両道の地域ができそうです。公立高校も

多い、そして佐久長聖というすばらしい私学もありますので、是非それはお願いをしたい

と思います。 

そういう総合力を持って地域を活性化させることが非常に大事ではないかと思っており

ますので、まずはこの地域から感動や感激を創り出す、そういう地域に是非育てていきた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。 

それと、先ほど言ったように逆流の時代です。都市から農村へ、地方へというその流れ

を新しく作っていくということ、そしてまた特にスポーツは、プロスポーツはいろいろ難

しい条件があって、私はアマチュアを主流に将来世代をターゲットにやっていくべきでは

ないかと思っておりますので、またそんなことを考えていただければと思います。 

よろしくお願いします。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。続きまして南牧村の菊池村長さんお願いいたします。 

 

◎菊池南牧村長 

はい。南牧村の菊池です。今日は本当にありがとうございます。 

高速交通網時代を迎えて、この地域も大きく発展していくだろうと私は確信をしており

ます。そんな中で、今年の１月、２月でしたか、中部横断自動車道について、山梨県側か

ら野辺山の入り口までのルートの発表がありました。そして地区の説明会もありました。

こんなこともありまして、今南牧村では、中部横断自動車道の早期実現への期待が非常に

高まっております。そして、野辺山の入り口から仮称八千穂インターまでのルート、これ

の発表が待ち遠しい、そんな状況もあります。 

そのことよって、この南牧村の農畜産物の輸送範囲も非常に広がり、また、安定した供

給基地としての役割が果たせるのではないだろうかということで、今、農業立村である南

牧村も農業の出荷の最盛期を迎えておりますけれども、たいへん活気を帯びて、その高速

交通網時代に期待を寄せているということが目に見えているところでございます。 

また南牧村は、一戸当たりの経営耕地面積が３．３ｈａという非常に大規模経営でござ

います。南牧村は高原野菜と酪農の村でございます。酪農農家数はちょっと減ったんです

けれども５３戸ありまして、平均６０頭位の牛を飼育しております。大変大規模農家で、

農業後継者の就農率も非常に高く、農業に対する意欲や技術も大変高いものがあるという
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ふうに私は見ております。 

しかし、昨年は豊作というようなこともありまして、過剰生産で安値で農家収入は大き

く落ち込んでしまいました。今年は逆に大変いい相場に恵まれまして、現在好況で推移し

ております。このように農業は気象条件だとか経済情勢に大きく左右されて、非常に不安

定な経営を余儀なくされているところでございます。そこで、持続可能な安定した儲かる

魅力のある農業の確立を目指すことが、今求められていると私は思っております。 

そこで今、南牧村が力を入れている施策は農業基盤の整備事業でございます。これは近

年農業の機械が大型化してきまして、既存の農道では幅員も狭く、また老朽化もしてきて

おりまして、通行に大変支障をきたしている。そして、排水路も近年の局所的な豪雤、今

年は去年の２．７倍の豪雤があったと今日の新聞にもありましたけれども、そんな豪雤に

耐えられるような水路ではありません。そんなことで、平成２３年度に新規採択された県

営の畑総事業、この事業は、６年間、平成２８年度までに総事業費２５億円をかけて、道

路と用排水路の改良、それと、畑地かんがい施設を、着手して今年で３年目に入っており

ます。それと併せて、一般の単独事業として辺地対策事業による、主要道路の整備も並行

してやっております。これはおおよそ１０億円をちょっと超える大事業に今取り組んでお

るところでございますけれども、この事業によって、生産基盤が改善されて、農業生産性

の向上・効率化が図られ、安定した農業の経営が期待されるところでございます。 

そしてまた今食料自給率も４０％を切ってしまった。そしてＴＰＰ問題もぶら下がって

いるというようなことで、たいへん心配されているところでございますけれども、消費者

ニーズを捉まえた、新たな品種や品目の導入にも心がけておりまして、南牧村では新しい

品種・品目の導入した場合、一反歩あたり２万円３年間の補助制度を設けて、白菜、レタ

ス、キャベツに代わる新しい消費者に求められている品目の開発にも今、力を入れている

ところでございます。将来を見据えた経営戦略を立てて、地方と都市の住民が共有し合え

る、そして何よりも安心・安全な食糧供給基地としての南牧村の役割を果たして行きたい

と考えているところでございます。 

また、今、世界的に見ても食料はひっ迫しておりまして、食料戦争と言われているよう

な状況もありますし、これから先１０年、２０年見た場合に、食料は非常に重要なものに

なって来るだろうと思います。そんな中で、農業は食料を生産する大切な産業ということ

で、５つのキーワードの中にあります、「佐久の農業」この振興のために、力を入れていき

たいと考えているところでございます。 

また、南牧村は同時に観光の村でもあります。今日も平日ではございますけれども、山

梨県境の飯盛山の駐車場にはもう車がいっぱいで私は非常にびっくりしました。今南牧村

は、今日この会場の入口にもうちわが三つありましたけれども、日本の星のきれいなまち

のベスト３、三つのまちに選ばれました。沖縄と岡山県の美星町と南牧村の野辺山高原で

す。この三つの町が共同して、星空サミットを１０月に計画しております。そこへも参加

し、交流を深めていきたいと考えております。 
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それともう一つは、福島県の伊達市でございますけれども、福島第一原発の被災した子

ども達を、３年間、南牧へ夏休みに招待して交流を深めております。その他にも、福島県

にも招待されまして、野菜の宣伝に大型トラック１台で野菜を持って行っていると。そし

てまた、大規模災害があった時の相互援助協定、これも締結しております。 

そんな形で、高速交通網時代の中で行動範囲も広めて、そして何よりも人間の生きてい

くために大切な食料の供給の産地として発展していきたいと考えております。 

また、今の畑総事業に対しましても、県営で、たいへん県からはご支援ご協力をいただ

いておりますことに感謝を申し上げまして、私の意見とさせていただきます。よろしくお

願い致します。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。続きまして、南相木村の菊池村長さんお願い致します。 

 

◎菊池南相木村長 

南相木村長の菊池毅彦と言います。よろしくお願い致します。 

私共の村はご存じのように人口１，０００人というたいへん小さな村でございますので、

限られた土地、人口、そういった諸々の中で一生懸命政策をやっているおるわけですけれ

ども、今回「交通環境の変化を見据えた地域振興について」というテーマをいただいてお

りますので、私共としましては、「しあわせ信州創造プラン」の佐久地域編の目標でありま

す「輝く個性と地域の力交流で未来を拓く信州佐久」という目標の下で、３年後には中部

横断道の八千穂インターまでの供用開始、そして２年後の北陸新幹線の金沢延伸、この金

沢延伸につきましては正直申し上げまして、私共の方ではカッコ書きかなというのが実状

でございまして、そこはご承知おきいただければと思っています。そういうことで南相木

としてはどういう風に地域づくりに繋げていくかということで、その一端を申し上げてい

きたいと思います。 

交通環境の現状としましては、今佐久平駅から約１時間位です。佐久南インターからは

４５分位で車で来ます。今後、２８年以降につきましては、おそらく佐久平から４０分位

で来れるだろうと。そして、八千穂インターからはだいたい２５分位で来れるだろうとい

うことを想定して、現在いろんなことを考えているわけですけれども、当村では「佐久地

域編」のその５つのキーワードのうち、特に「交流」というものをテーマに捉えて、自然

の中でのスローライフを体験することで、信州の自然を楽しんでもらって、訪れる人たち

とのコミュニケーションを大切にしていくということで、村の活性化の一助にしたいと考

えています。 

そこで当村では、既存の施設、様々いろいろあるわけでございますが、そういう施設を

単体ということではなくて、やはり小さい村の中でも点から線にという、そういう形で有

効活用していきながら、訪れる皆さんに、是非足を延ばしたくなるような、そんな施策に
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していきたいと今考えているところでございます。 

そのための第一段階としましては、今行っています事業としまして、「信濃へ行きますプ

ロジェクト」という事業を行っております。概要ですけれども、昨年度から県の関係部局、

そして、関係機関にたいへんご理解をいただく中で、「信濃へ行きます」、「しなのいきます」、

「シナノユキマス」というような語呂を使って、シナノユキマスと南相木村がコラボして、

お互いの知名度をアップしていくということを目指しての取り組みを昨年から始めました。

昨年度は、南相木村に人造湖ですが「立岩湖」という湖があるわけですけども、そこに５

５０ｋｇ位のシナノユキマスの放流を行ったところであります。 

そういうことで、２４年度から２７年度までの４年間をかけまして、様々な発信をしな

がら県外を含め、村外からの来訪者との交流ができればと思っているところでございます。

今年は群馬県ですとか埼玉県からも訪れ始めていただいておりまして、そういう皆さん方

が、さらに加速していただくための事業展開というものを計画していきたいと思っていま

す。 

これ余談になるわけですけども、この事業に合わせまして、昨年の１２月より南佐久の

南部漁業協同組合の皆さんにもご協力をいただいた中で、日釣り券と年券に村の施設の食

事クーポン券を付けていただいて、現在やっているわけですけれども、それも２４０名ほ

ど利用していただいているというような、こんな状況もございます。 

そして第二段階ということで、南相木の「そば」で在来種に「相木１号」という名前の

在来種があるわけですけれども、これを何とか消費拡大とブランド化できないかなという

ことで、現在進めています。この在来種につきましては、味、それから香り、こういった

ものがかなり強いという特徴がありまして、これを他種との差別化によって特徴をつけて、

そしてブランド化していくというようなことで、ブランド化も兼ねて消費拡大を目指して

いるというところでございます。 

ご承知のように、南相木村にも日帰り温泉があるわけですけれども、７月の２０日から 1

か月間イベントがありまして、「プチ南国イベント」という、イベントをやったわけですけ

れども、その 1 か月間で、南相木の「相木そば」が６６０食販売できました。こういうこ

とで、たいへんお客様からも好評を得ているということでございます。 

そして今年から、南相木村も荒廃地、遊休農地の対策としまして、そばを皆さんに作っ

ていただいているんですが、ただ作れ作れと言うだけであって、その商品等についてもう

ちょっと村の方としても考えようというような事もありまして、今年から役場職員が全員

でそば打ち体験をして、とにかく自分で経験をして体得して、村のイベントにそれぞれ提

供して行こうという事で、現在、研修をしているところでございます。８月の３１日にも

ありますし、９月の７日にも実施するという予定で、一日に４回計画をして、実施をして

行くという事で、村の職員も「そば」に対しての取り組みが、かなり力が入って来たなと

いう事で、たいへん嬉しく思っているところでございます。 

そういうことで第三段階としまして、村全体で各村内の各施設等を線で繋いだ交流が、
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是非盛んになって、村の活性化に繋がるという事を期待しているわけでございます。 

数値目標としましては、村への来客数３年後には２万人増位にして、是非１０万人とい

う数字を目標にして行きたい。この３年後というのは、おそらく開通するであろう八千穂

のインターまでということで、是非そこから足を延ばしてみたいというような形のものを

作って、「しあわせ信州創造プラン」の形の中に入れて行きたいと思っています。 

ただ、こういう事も、先程川上村の村長さんからもお話がありましたけれども、やはり

一村だけで単体でやるっていう事に対しましては確かに無理がある訳でございまして、特

に南佐久全体っていう、そういう形の中で何とかその循環型の観光産業というものができ

ないかなという模索をして行く中で、都市住民の皆さんのスローライフですとか、セカン

ドハウスライフですとか、そういったものを満喫するためのエリアとして考えを共有して

いく事が必要じゃないかなと私は思っています。そういうことで、できる限り前向きに、

ポジティブに物事を捉えて進んで行きたいと思っていますので、またよろしくお願いした

いと思います。以上です。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。 

それでは、北相木村の井出村長さんお願いします。 

 

◎井出北相木村長 

はい、北相木村長の井出です。 

今年の５月からということで、今回初めてですが、どうかよろしくお願い致します。 

先程から出ているんですけど、高速道の仮称八千穂インターの問題。あるいは新幹線の

問題。確かに関東圏から入ってきて入口でございます。でも、私どもの村はそこからちょ

っと離れております。ちょっと考え方を変えてみると、県境に接しておりまして、じゃあ

そのいい所を何か利用できないか、発想を変えてみたら、八千穂インターから降りて入っ

て来てくださるじゃなくて、県境の方、上野村さん経由で秩父に繋がります。歴史的にも

秩父事件ではございませんけれども、そういった面もございまして、そちらから入って来

て何かできないか。またそちらへ出て帰られる。そういった、先程南相木の村長さんも言

っておられましたけれども、点と点を結んで線の、そして面となるような交流ができない

かと。そういった事で、お互いの、佐久穂町さんの方の十石峠と、私どもの方はぶどう峠

と同じようなルートで繋がっておりますが、そういった所の整備をもうちょっと進めて行

って、そちらからも入れる、高速じゃなくてもそちらから入れて、そういった発想で中部

横断道が静岡の方へ、やがて野辺山、清里等そういって結ばれるようになったらなおさら

そのルートが生かせるじゃないかと。そんなこともちょっと頭に浮かんだところでござい

ます。 

それから、ちょっと話それるかもしれませんが、昨日県の町村会で、政務調査会の産業
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経済部会というのが下諏訪町で行われまして、１３町村の首長さんが集まったんですが、

特に南信の皆さんが多かったんですけれど、その中で交流とか観光の問題が出まして、南

信の皆さんは当然愛知圏、名古屋圏だと。それで、佐久からは私だけだったんですけど、

首都圏、東京という組み分けっていうか、色分けができるわけです。下諏訪町さんでやっ

たわけなんですが、そこで下諏訪町の町長さんが言うには、どっちも中途半端だなと、中

信は。どちらからも来てくれるけど、どちらからも何か決め手が無いというか、そんな事

をおっしゃっておりました。でも考えてみるとこれはおもしろいところだなと。もうちょ

っと組み合わせによっては、出るところからも回り順から入れるのではないかなと、そう

いった交流ができたら、これからそういった交流を考えて行く、もっと考えて行けたらな

と、そんな事も感じてまいりました。 

それから次に、医療の問題でございますが、小海町の町長さん、おっしゃられていまし

たけれども、この地区佐久総合病院に大変お世話になって、私どもの小さな村でも診療所

へ常駐医師派遣してくださっておるわけでございまして、そういった点、非常に助かって

いるわけなんですが、一つ介護保険で今問題になっているのが、介護度３まで市町村でと

いう話がございますけれども、私ども小さな村で人口減っていますので、実は高齢者も数

字的には減っております。減尐傾向にあるんですけれども、今までは同居世帯がおりまし

た。だから家庭介護というのはある程度ありましたけれど、これからはそういった世帯が

非常に尐なくなって、むしろ、そういう該当者は尐ないんですけど、その家庭介護できる

かなと、そういう世帯が非常に懸念されるところでございます。その辺これからどういう

ケアをしていったらいいか、頭が痛くなる。そんな事を感じております。 

それからもう一点、防災面でございますけど、先程出ましたけど、活断層は無いから地

震とかそういう事には比較的強いかもしれませんが、今、ゲリラ豪雤がどこで起きるかわ

からない。そんな状態の中で、私どもの村、唐松９０％を占めると。その唐松を昭和３０

年代の盛んに植えられた頃は、３０年生になればどんどん売れるんだと、そんな事を夢見

て、夢見てというかその頃は現実だったんですけど、それで、盛んに植えられて本当に尾

根まで植えられて、よく植えられているわけなんですが、それが、結局３０年経ってなか

なか需要が無かったということで間伐をして５０年生になればどうにかなるだろうと。そ

れが今もう６０年製になっております。Ａ級Ｂ級の動きが非常にご承知のとおり難しゅう

ございます。それが動かなければそのＣ級以下のものが、今言われておりますけれども、

ボイラーに使ったらいいじゃないか、発電に使ったらいいじゃないかと言いますけれども、

絶対採算合わなくてダメだと、木材業者の人もそれは頭からダメだと、そういった状況で

ございます。とにかくＡ級Ｂ級がやって、今は間伐じゃ無くても全伐してもいい、そんな

箇所が非常に多ございます。その辺がどうにか、県の皆さん頑張って頂いてはおりますが、

もうちょっと力をお貸し頂けたらなあと、そんな感を抱いているところでございます。そ

んなところでございますが、よろしくお願いします。 

 



 20 / 32 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。 

ここまで南佐久の６町村から発言を頂きました。 

ここで、じゃあ知事の方から。 

 

◎阿部知事 

はい。いろいろお話出たので、ちゃんと私の考え伝えられるかどうかですけど、足りな

かったらいろいろまた言って頂ければと思います。 

全体を通じて、地域の交流だとか振興だとかという話があって、実は今、長野県、組織

の見直しの検討をさせてもらっています。今、行政機構審議会で検討中ではありますが、

会見等で私が申し上げている事の一つに、地域振興にしっかり取り組む組織を作らなけれ

ばいけないと思っています。市町村課が地域振興もやっていますが、私の感覚だと市町村

課は行政財政どっちかというときっちりやってねという形で、私も岩手県だったり神奈川

県だったり地方課長やらせてもらった経験もあるので、どちらかと言うと、もっと地域を

元気にしましょう、発展させましょうという発想がやや弱くなりがちな感じがあるなと。

適正な行財政運営をしてくださいね、財政運営健全化してくださいねという形にどうして

もなりがちなので、尐し市町村の皆さんと一緒になって地域振興を取り組むような組織を

作らなきゃいけないと思っていまして、今、検討してもらっています。そういう中で、新

しい組織を作っていく形になれば、今皆さんから出ていているようなお話、長野県の組織、

まあそれぞれの各部がやっていますけど、もう尐し横串を差して、各部横断的に皆さんの

おっしゃっているようなことを、県としても一緒になって取り組みやすくなって来るだろ

うと思っています。まだ明確な方向付けはこれからでありますけれども、そういう思いで

進めているところです。 

それから、先程のお話の中で福島県からの話、伊達市の皆さんと交流していただいて大

変ありがたいと思いますし、県も子どもリフレッシュ募金等やって、福島被災地の子ども

達を忚援して来ていますが、この間、松本でチェルノブイリ連帯基金の皆さんが主催して、

福島から子ども達を受け入れると同時に保護者の皆さんと意見交換する場があって、私も

出て来ました。皆さんと関連しなくもないのでお話しとくと、福島県の皆さんの思いは、

まだまだ子ども達の事を考えれば、長野県でいろんな形で受け入れて貰いたいという思い

が非常に強いんですね。いろんな形でと申し上げたのは、現時点でも長野県１０００名を

超える方が自主避難を含めていらっしゃってますから、先般もアンケートをそういう人達

よりとりましたけど、まず定住をもうしてもいい、定住したいという人達が相当程度いら

っしゃいます。それから、まだ福島県にいるけれども、そういう知人を、もっといろいろ

悩んでいる方もいらっしゃるので、そういう人達を、これ福島県の方がそう言っているん

ですけど、呼んで来たいと言ってらっしゃる方もいます。それから、生活の本拠は福島県

に置き続けたい、あるいは置き続けなければいけないけれども、やっぱり子ども達だけで
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も、場所によっては未だに思いっきり野や山に入って、除染をしつつあるとはいえですね、

野山を駆け巡る機会が今なかなかとりづらいということで、そういう子ども達を受け入れ

て欲しい、あるいは、山村留学みたいな形で、子どもだけでも受け入れて欲しいっていう

声は非常に出てました。これ福島県から長野県に避難されている皆さんがそういう事を是

非進めて行きたいって事をおっしゃっていますので、これは我々もそういう人達の思いを

よく聞いて忚援して行きたいと思いますので、今みたい話を実際やっていくと、これ県だ

けで無くて、市町村の皆さんのご協力も頂かなきゃいけないものですから、もし、そうい

うところで定住本当にしていただける方を中心にして枠組む、あるいは子ども達の受け入

れ、夏の合宿であったり山村留学であったりでですね、こういう形でも受け入れてもらえ

ればありがたいと思っていらっしゃる方がまだまだ私は相当いらっしゃると思いますので、

是非そういうところは一緒に協力をしていただきたいと思って、ちょっと菊池村長からそ

ういう話があったので申し上げておきたいと思います。 

それから新井町長の方からお話があった福祉施設、都心部の福祉施設を引っ張ってきた

らっていうのは、これかねてからいろんな方が言われているけど、私もそれはいい視点じ

ゃないかと思うんですけど、これ、保健福祉事務所としてはこういうのはどうなんですか。 

 

◎塚田佐久福祉事務所長 

非常に都市部でもなかなか介護施設を作れない。地域で作れない、土地的にも大変難し

いというところをお聞きしている部分もありますので、そういうところでこういう風に誘

致していただくと非常に一つの、先程の新井町長の話もありましたけれども、産業メリッ

トとしてもあるかと思いますけれども、介護保険の保険者が市町村であったりだとかいう

中で、なかなか制度的に非常にまだ整備しなきゃいけないところがあると思いますので、

その辺をちょっといろいろ、私も今ここで良い悪いというのはなかなか難しいんですけど

も、また、制度的なところも含めてやっぱりまだ幾つか壁はあるかと思いますので、検討

するところはあるかと思います。 

 

◎阿部知事 

振らせていただいたら是非考えてみてよ。 

今日も午前中、産業イノベーション推進本部でやってきて、規制改革提案を国にもして

いかなきゃいけないテーマがいろいろあるので、介護保険制度がネックになってたり、こ

れ制度面の話と、それから本当にお住まいになっていただく方がですね、身寄りが無い方

であればともかく、身寄りがある方だと、なかなか本当にちゃんと家族とのつながり維持

してもらえるかとか別途考えなきゃいけない話はあると思いますけども、とはいえこれは

都市部側の感覚は福祉施設を作りたくても作る場所が無いとかですね、作っても非常に土

地代もバカにならないというところがネックになっていると思いますので、ちょっとそこ

は是非考えてまた私に教えてください。 
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それからキノコの話があって、これは非常に悩ましい問題だと思います。国への要請の

中で、野生キノコと松茸とは区別してくれという形で、何でもかんでも同じだという話で

は無いだろうという要請はさせていただいてますし、それから出荷の解除に向けてデータ

を蓄積して安全確認して解除してくれと言って行かなければならないので、そのデータの

蓄積は、今、鋭意進めているとことなので、これ、地方事務所の担当はいる？いつ位を目

途に何とかなりそうかというのは分かる？ 

 

◎西岡佐久地方事務所林務課長 

はい。林務課長、西岡でございます。 

今年度、６５点の調査をこの地域ではやろうということになっておりまして、このうち

の大半を小海町さんの方へ振り向けようということで、今、計画を県庁と相談しておりま

す。このデータを重ねて厚労省の方へ持ち上げて、その結果で判断をして頂くということ

になると思います。私どもは小海町には県有林を持っておりまして、地権者としてもやは

りこの問題非常に深刻な問題でありまして、是非データを揃えて、そのデータでしっかり

と安全、安心を確認しながら解除に向けた動きを一緒に進めさせていただきたいと思いま

すのでよろしくお願い致します。 

 

◎阿部知事 

ありがとうございました。宜しくお願いいたします。ということなので、地方事務所の

方で予算が足らないから時間がかかるみたいな話がもしあれば、私の方へ言って下さい。

前向きに迅速に作業を、これ検査するから検査体制の関連もあるので、いろいろ課題はあ

ると思いますけれども、青柳所長の方で、極力スピード感をもってやっていただきたいと

思います。 

それから、佐々木町長からの中部横断道の話はしっかりと取り組んでいきたいと思いま

すし、それから先ほども申し上げましたが、地域づくり町づくりはこれまでより体制整備

して、県も忚援していくように是非したいなと思っておりますので、またいろんな形でご

相談していただければと思います。 

それから藤原村長から話があった、上り回線を下り回線に変えるというのは重要な話だ

と思っています。地方の時代と言われたりして、尐しずつそういう方向になりつつあるな

という感じはありますが、まだまだ本流になりきれていないなというふうに思って、そこ

は是非一緒になって一押しも二押しも国民の背中を押して、そういう動きを作っていかな

ければいけないと思います。 

そういう中でスポーツの話は、私は健康を核にいろんなことをやっていく必要があるの

ではないかなと思っていますので、地域づくりとスポーツ、これ健康長寿に結びつく話で

すので、これも是非一緒になって考えさせていただければありがたいなと思いますし、今

観光の関係で考えているのは、長野県、さきほどから他の地域とのつながりとのお話がず
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っとありますけれども、県内のつながりをもっと作らなければいけないなと、それぞれの

市町村ごとにいろんな取り組みをされておりますが、先程もなかなか市町村単位では難し

いという話もあるし、私もずっとこの間観光振興もやってきていて、対外的に発信すると

きに、もちろんうちの県は、それぞれの地域が特性、個性を強く持っているところが一つ

の強みであると思っています。軽井沢は軽井沢、八ヶ岳は八ヶ岳、小諸は小諸とそれぞれ

いろんな強みを持っているんですが、ただ、たぶん県内の人から見ると我々はこことここ

はすぐ隣だよという感覚を持っていますが、県外から見たときは軽井沢は行ったら、軽井

沢のその先の長野県はほとんど見えていない人達が多いので、そうするとやっぱり単発の

地域だけでなくて、地域をつないで発信していく努力をもっとしていかなければならない

だろうと思っています。 

それは、ひとつは単なるキャンペーンとか宣伝ということではなくて、さっきいったブ

ランド戦略みたいな形で、それぞれの地域の個性は生かしながらも信州ブランドといった

大きな傘の中で一緒に取り組んでいただきたいということが一つと、スポーツみたいな話

も、クワイエットスポーツという言葉があるらしいんですけど、エンジンとかモーターを

使わないスポーツ、カヌーとかサイクリングとかトレッキングとかですね。スイスなんか

は、スイスモビリティというスイスの国中をそういう形で歩いたり、自転車乗ったりカヌ

ーで回れてしまうと。長野県は、実はそういう個々の地域では自転車だったりトレッキン

グだったりといろんなことをやっていますけど、なかなか広域だったり全県つなぐという

視点が今まで尐なかった。是非今、「世界水準の山岳高原観光地づくり」ということで考え

ていますけども、長野県全体をそういう、サイクリングだったりトレッキングだったりで

動いてもらう、もちろんその中に自動車で移動したり、鉄道で移動したりも作らなければ

いけないと思いますけど、だけどそういうことを考えて鉄道を考えれば、じゃあ自転車持

ち込みをもっとできるようにしなければいけないとか、あるいは移動するときに、海外か

ら大きなバックをもって来た人に、その荷物をどうするんだっていうときに、となりの村

に運ぶ時にクロネコヤマトみたいなところを使うやり方もあるし、そうでなければ、旅館

どうしで連携する、多分それだと法の規制がかかってくるのではないかと思いますけれど

も、そういうサービスを有料で、しかも利便性高くやってくにはどうすればいいかという

ような課題が出てくるのではないかと思います。そういうことも含めて、このスポーツ振

興と観光振興みたいなのは是非力を入れてやっていきたいと思っておりますので、地域地

域の取組と、それから我々県としてはそういうもの広域的にもっと連結していく視点で考

えていきたいと思っておりますので、是非そこは一緒になって取り組ませていただければ

ありがたいと思います。 

それから南牧村長からお話のあった、安定した農業、大変重要だと思っておりまして、

お話あったように、昨年の農業生産額はまだ集計中でありますが、豊作だった年に価格が

低迷してなかなか伸び悩むという状況になるのではないかなと思っています。他方で農産

物加工というのは着実に伸びつつあるかなと思っていますので、今、県全体で是非６次産
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業化を進めていきたいと思っています。生鮮品を加工するということだけではなくて、観

光と結びつけてあげたりですとか、単品の作物を、もちろん品質いい農作物を我々しっか

り責任をもって育てていくということは一つの重要な視点ですけれども、それと６次産業

化、県内の製造業であったり、あるいは観光とどう結び付けていくか、そこで一定程度安

定できる農村農業をつくっていくことが必要じゃないかと思ってますので、今６次産業化

であったり、たとえば「信州ワインバレー構想」ということで農業と製造業なりを連携さ

せようと、あるいは、先日の補正予算で「長野県しあわせ信州食品開発センター」という

のを新しく作って、食品産業の振興もこれ農業と密接に関係する分野ですからしっかりや

っていこうと思っていますので、農業単体の振興と同時に６次産業化だったりを含めて農

村が振興する、農業と農村の振興を両面から取り組んでいきたいと思っていますので、是

非ここも皆さんと一緒に取り組ませていただきたいと思っています。そういうことを通じ

て、できるだけ安定した農業経営につなげていきたいと思っています。 

あと南相木の村長からお話の合ったそばの話、村の職員挙げてやっているというのは、

是非これ県も一緒に忚援したい、取り組ませていただかなきゃいけないなと思って伺って

いましたので、またいろいろ教えてください。 

それから井出村長からのお話、いろんな問題点ありましたけれども、介護の問題、単身

世帯が増えてくるということは私も非常に重要な問題だとに思っていまして、「現場の視点

で考える社会保障を考える懇談会」をやっていて、ずっと議論していただいていろんな提

言をもらっています。そういう中で、年齢構成が劇的にこれから、今も変わってきていま

すけれども、人口の縮小も含めて年齢構成が劇的に変わってくる中で、どういう形でこの

医療介護を支えていくかというのは、市町村の皆さんと一緒になって、というか県民と一

緒になって考えていかなければいけないと思っておりまして、今、「健康づくりの県民運動」

を展開していこうと思ってますし、それから「健康づくり県民運動」というのは、私は今

庁内で考えてくれと言っているのは、どちらかというと昔ながらのやり方だと健康福祉部

だけが健康づくりを考えるという話だけれど、やっぱり先程言ったように、スポーツだっ

たり教育だったり観光だったり、そういうものすべて総合して、健康と結びつけて県民の

取り組みを促していきたいと思っていますので、そういう中でこの健康長寿の長野県、年

をとっても安心して住める形を創っていきたいと思いますが、またそこは是非いろんな形

で意見交換させていただきたいと思います。 

ちょっと大変はしょった話で申し訳ありません。藤巻町長はじめまだお三方残っていら

っしゃいますのでお話うかがって意見交換したいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

それでは軽井沢町の藤巻町長さん、お願いいたします。 
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◎藤巻軽井沢町長 

軽井沢町は２件持ってまいりました。交通の関係です。 

先ほどは佐久柳田市長さんの方からサミットに関連する会議、国際会議等を誘致すると

いう大変夢のあるご提言をいただき、大変うれしく思っているわけでございます。今日お

持ちしたのはもっと小さな交通の関係の話でございます。報告なり提言なりお願いなのか

なと思います。 

まず一点目です。今、急速に電気自動車が普及をしつつあるということで国においても

大きな金額で補助していこうということが決まっているわけです。県の方でも一生懸命や

っていただいておるわけでございますけれど、軽井沢町は昨年の秋から役場庁舎の前に急

速充電機を設置して無料で開放しております。昨日までの速報値ですが、利用者数が、２

６３人の方が８月１か月で使っていただいたということで、割りますと大体１日１０人の

方が利用しているわけです。先ほど私が出てくるときもやはり車を止めて充電をしており

ました。急速に電気自動車、それからプラグインハイブリッド等の車が普及をしつつある

ということで、車が先か充電機が先かみたいなところもあります。やはり充電器がないと

安心して車を買っても旅にできないということで、仮に今、先ほど８月だけで２６３と申

し上げましたけれど、軽井沢になければ、この車は軽井沢に来ていなかったという結果に

なろうかと思います。行き先として電気自動車を持った方に選ばれないという結果になっ

てるのかなと思います。この４月からのトータルですと６６０台が利用したという結果に

なっておりまして、その内町の町民は１５％その周辺で、あとは外からの方が利用してお

る訳です。軽井沢町は観光立町ということで、できるだけ外からお客さんに来ていただき

たい、交流人口を増やしたいというような施策でずっと進めております。新幹線もござい

ますが、多くの足は車のお客さんが圧倒的に多いわけです。車のお客さんが増えれば増え

るほど CO2 は町の中にまき散らされるという矛盾があります。それをこういった電気自動

車等のクリーンエネルギーといいますか、そういったもので来ていただくということを促

進をしていくということはその矛盾を解消するという結果にもなろうかと思います。尐し

でもそちらへ呼び水ではございませんけど、電気自動車で来ていただきたいということで

過日町の文化施設等は電気自動車の方は無料で入館できるというような制度も行っており

ます。そういった意味では軽井沢だけ整備しても来にくいわけですので、全県そしてまた

県へ至る埼玉、群馬等への早期面的な整備をしていただければありがたいなというような

ことでございます。 

２点目です。都市計画道路の見直しということでございます。時代とともに道路環境と

いいますか交通事情というものはどんどん変わっていくわけです。軽井沢町は昭和３０年

代に指定された都市計画道路がございます。その中で実現に至ったのは軽井沢バイパスの

みでほとんど地図には落とされているけど、実現化はない、進まない、もうそれを実現す

るというような状況ではなくなっているようなことでありながらも、やはりそれが生きて

いるということで土地の所有者等はそこが開発等に土地の利用をするのに支障をきたして
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おる現状があります。そういう意味では早期の見直しが必要なのかなと思っております。

やはり現状に即した形での今後の計画等もしていかなければならないのかなと思っており

ます。町だけでどうこうできるわけではありませんので、また審議会等でもいろんな形で

進めていただけるとありがたいなと思っております。以上２点でございます。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。続きまして御代田町の茂木町長さんお願いします。 

 

◎茂木御代田町長 

はい、御代田町です。よろしくお願いいたします。 

交通環境の変化ということでいいますと、御代田町に一番関係あるのは新幹線軽井沢駅

からつながっておりますしなの鉄道ということかと思っています。しなの鉄道が北信地方

にまで経営が伸びていくということが決まっているわけですけれども、これが将来にわた

って健全な経営が可能なのかというその辺が町では心配しているところであります。小諸

市、軽井沢町、御代田町では共同事業ということでしなの鉄道の新幹線への待ち時間尐な

い接続ということでそれぞれ３自治体で資金を出しまして増便事業というものを行ってい

ます。これは現在１４便増やして今までは軽井沢駅に行ってから３０分とか１時間、東京

の方から来て軽井沢で３０分とか１時間待つという状況だったんですけど、１４便増やし

たことによってほとんど待ち時間がなく、状況に改善がされています。昨年度の結果で見

ますと改善前から比べると御代田駅への利用者数は１５，０００人ぐらい増えております

ので、こうしたしなの鉄道の経営に対して、自治体も一緒になって取り組むっていうこと

も大事なことかなと思っているところです。こうしたしなの鉄道も新幹線から夏場などの

観光客の利用者が多くありました。ローカル線の旅っていうようなことが楽しいのかもし

れませんし、中山道を歩くこともあるかと思いますけども。それから軽井沢にいくのにど

うしても自動車で行くと渋滞するということがあって御代田町の駐車場を利用して、しな

の鉄道を使って軽井沢駅に行くということで、これも利用者が多いということでもそんな

取組をしているところであります。いずれにしても今後もこうした取り組みを通じてしな

の鉄道そのものも健全な経営ということを将来にわたって継続できるように考えていかな

ければならないかなと思っております。 

御代田町では最近、御代田町にメルシャンのウィスキー蒸溜所がありまして、美術館が

あったりレストランがあって長い間経営していたんですが、キリンの傘下に入ったという

ことで売却ということで御代田町が最近購入しました８，０００坪ほどの広大なかなり広

い敷地です。町としては御代田の駅から徒歩５分で行ける場所ということで、今後町の賑

わいの中核にしていきたいなと考えております。この間広域の会議の中で、県の方が来て

県短大の４年制化という話があった中で、そこにサテライトキャンパスというような考え

方も入っているよという話もありましたので、片思いのお話ですけれども、駅から５分の
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ところにこうした４年制大学のサテライトキャンパスでも、となればとてもいいなと。御

代田町は高校もないということで、そんな思いも持っているところであります。 

しなの鉄道の件についてお話させていただきました。ありがとうございました。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。それでは立科町の小宮山町長さんお願いします。 

 

◎小宮山立科町長 

立科町の小宮山でございます。今日はこういう機会を作っていただきましてありがとう

ございます。 

私の立場から、立科町という立場から尐しご意見を申し上げさせていただきたいという

ふうに思っております。ご承知のように立科町は佐久地域の中でも蓼科山の麓でございま

すので、尐々地域の外れたところに位置しておるわけですけれども、そんな中にありまし

ても、今回の新幹線の金沢延伸それから中部横断道の早期の開通というのは非常に夢のあ

る、夢はかなうということで大変期待はしておるわけでございます。以前、地方事務所の

会議の中にも２０年後の将来を見据えたいろんな計画をたてている。知事さんもおっしゃ

っておりましたけれども、そんなことで、確かに私も思います。この２０年後、この地域

の交通網は非常に大きく変化するだろうというふうに思っておりますが、今日はその交通

網、交通環境の変化を見据えてということで、明るい話の中に私ちょっと後ろ向きの話に

なるかもしれませんけれども、尐々町の現状も踏まえてお話をさせていただきたいと思い

ます。 

２０年後になりますと、交通も開通しまして賑やかになるのと一緒にですね、全国的に

当然これ尐子高齢化というのが今以上、想像を絶するような勢いで進むことになるわけで

ございます。その中で、尐子高齢化の尐子もですが、高齢化ということが非常にすさまじ

い状況になっていると。今現実、とくに私どものような、過疎、いわゆる人口減尐の著し

い地域は、非常に厳しい状況におかれるというのが、これが今、目の先に来ているわけで

す。当然私自身はその当時は担当しているわけじゃございませんけれども、今のうちに、

将来を見据えた道筋のようなものを考えていかなきゃいけないというのが、私の今の正直

の思いでございます。 

その中で、行政の役割、やはり福祉、教育、インフラでございます。今日は交通環境の

変化ということでございますので、いくつか、福祉、教育の思いもございますけれども、

インフラの交通についてお話をさせていただきます。私どもの町ではこの交通のことと申

し上げますと、地域公共交通のお話を申し上げなければならないわけであります。私ども

の町も非常に人口減尐がすすんでおりましてやがて３０％の高齢化率となっていくような

時代が来るわけでございますけれども、そういう中で高齢者の足の確保ということが非常

に大きな課題として残ってまいりました。今日は町の実情の話を申し上げますと、今まで
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民間それから国鉄等を含めて、７路線のバス路線が立科町に入り込んでいたわけですけれ

ども、現在は２路線になってしまいました。大変、車の発達とともにこういう衰退は仕方

がないわけでありますが、テーマの中にもあります健康長寿が続いていきますと、当然の

ことながら年寄が増えていく、そして足の確保が非常に厳しくなってくる、さりとておい

ていくわけにはいかない。こういう部分のところになりますと、ぜひ公共交通の確保とい

うものを行政としては目指さなきゃいけないなと思っております。国では、地域公共交通

確保維持事業と称しまして、バス路線の赤字バス路線に対して結構胸を開いてくれている

ように見える事業もあるわけですが、なかなかこれがハードルといいますか、条件的に厳

しくて、町として維持していくのが非常に難しさがございます。そういう中で、先ほど大

勢の皆さん方から先の新しい交通網の、良い夢のあるお話を聞かせていただいて、うらや

ましい思いもするんですが、そこで、国のこうした公共交通確保維持事業と相まって、県

におきましても地域公共交通の足の確保について、ぜひ全県的に考えていただきたいと思

います。 

人口が増えている市町村というのはそう数あるわけではございませんので、大概の市町

村は人口減、将来の高齢化率に大変おびえているような状況じゃないかと思っております。

福祉や教育も当然その中にあるわけですけれども、今日はその交通環境の変化ということ

を捉えまして、ちょっと後ろ向きではございましたけれども公共交通の確保について、県

におきましても全県的な公共交通のマップ等を整備したり、その中で、どの路線について

はどうだというような、そういったことも一つ、計画、あるいは地域の先頭に立っていた

だきたいなというのが思いでございます。大変、未来の夢のある話のなかに尐々後ろを向

かしていただきましたけれども地域末端の自治体とすればここが大変重要なものでござい

ますので、交通に関して提案させていただきました。よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。 

それでは北佐久３町からのご意見がありましたので、知事の方からどうぞ。 

 

◎阿部知事 

ありがとうございました。 

藤巻町長から EV の話が、私もずっと長野県、その EV で観光地を回ってもらうようにし

なくちゃいけないと考えてますが、実は今年の６月に「長野県次世代自動車重点整備ビジ

ョン」というのを作りました。これはたいそうな名前付いていますけれども、国が補正予

算付けて、これで補助率が上がるので、それに県が民間業者のやるものに対して補助して

もらうのに計画を作れということで、計画を作って出させていただいています。 

これは、今年の５月の時点で調べた数が、既設の急速普通充電器あわせて２４６箇所あ
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って、それに対して今後整備すべき箇所数として３８５箇所、こういう所に是非やってく

れということで国に出しています。その時に環境部に私が指示したのは、長野県ベタで申

請するのではなくて、観光地をちゃんと巡ってもらえるような配置を考慮して出してくれ

という話をしてまして、実はそのビジョンの中でも、観光地の拠点としての軽井沢もそう

いう位置付けでエリア的に押さえさせてもらっておりますし、あるいは観光地と観光地を

結ぶような路線も、観光関連路線でここもやっぱりある程度距離ごとにみなければいけな

い、でもそういうところも意識して出させていただいてます。これ行政が整備するのでは

なくて、民間が整備するときのそれを後押ししましょうという計画なので、全てがこの通

りにならない部分も正直ありますけれども、今そういう取り組みをやっている状況です。

国の予算がどういう形で具現化するかというか、我々見極めた上で、次なる対忚を考えて

いきたいと思います。いずれにしても EV どんどん普及をしていかなければいけない中で、

EV で長野県の外から来た人はやっぱり観光地をちゃんと回ってもらえるようにしていき

たいと思います。 

それから都市計画道路の話は、建設事務所長からあとでコメントしてもらえればありが

たいなと。必要があれば私からも言いますけれども。 

それから、茂木町長から話のありましたしなの鉄道の話は、実はしなの鉄道の社長も含

めて、もっともっと地域と一緒になって考えていかなければいけないという話をさせても

らっています。しなの鉄道の現行の篠ノ井軽井沢間というのは、全国の地方鉄道の中では

優良路線です。たしかに経営はそんな楽ではないけれども、他の地方鉄道と言われている

ところからすると、実はまだまだ可能性がある地域だと私は思っております。是非沿線の

自治体の皆さんにも協力してもらいたいと、協力というのは、たとえば駅をもっと地域の

拠点としてですね、これはしなの鉄道の話を私があんまり、３セクとはいえ勝手に言って

はいけないですけれども、市町村の皆さんがいろんな拠点として逆に使っていただくと、

軽井沢は造っていただいたり、していただいて、ああいう使い方は駅としていいんじゃな

いかと思っていますし、今、軽井沢のしなの鉄道の出発となる駅のところ、もうちょっと

見栄え良くしていかなければいけないとか、いろんな新聞にものりましたけども、観光列

車みたいなものも走らせていこうということで、いろいろとしなの鉄道のまだ可能性、潜

在力ある部分が活かされてないなということで検討していますので、また皆さんにもご協

力いただきたいと思います。 

それから県立短大の話が出たので、今、県立短大いろいろ議論しているところで、実は

これ長野市にあるんで、広い長野県からすると俺たち関係ないやみたいな発想の方も中に

はいらっしゃいますが、そんなことは全然なくて、お話いただいたように、学生の勉強す

る場所でももちろんありますけれども、それだけじゃなくて研究拠点でもあるし、我々社

会人の教育の拠点にもしていきたいと思っています。そういうことしていく上で、長野県

非常にエリアが広いので、構想のなかでも「サテライトキャンパス」みたいなことも書か

せていただいてますし、これから具体化していくにあたって検討しなきゃいけないのは、IP
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の活用ですね。もっとしっかり積極的にやっていかなければいけないと思っていますので、

具体的にお話あったメルシャンの場所がどうこうというのは、ちょっと今日は、今の時点

では全く何のコメントできないですけれど、いずれにしても県民に広くメリットが行き渡

るような形で作っていきたいと思っていますので、是非ご協力いただければと思っており

ます。 

それから小宮山町長からお話あった地域の人の足の確保、これは決して後ろ向きな話と

は思わない、全然大事な話だと思っております。実は県も、「地域交通システム再構築促進

プロジェクト」を今年からやって、地域の具体的な事業をモデル的に一緒にやっていきま

しょうというのをやらしてます。長野県の新しい総合交通ビジョンも、我々が作った視点

というのは高速交通体系どんどん進んでいくと、そういう広域ネットワークをしっかりし

ていかなきゃいけないね、ということと合わせて、もう一つ重要な視点は、地域の人の足

の確保をどうしていくか、とうことに軸足を置いています。ここは是非市町村と一緒に取

り組まなければいけない話だと思うので、この話はいろんなところで出てきますけれども、

先程も話あったように、県は、尐なくとも私は全く逃げるつもりはないですし、一緒にや

らせていただきたいと思います。 

ただ今まで、それぞれの地域やっぱり置かれている状況が違うんで、たとえば、県内一

律にこういう仕組みをやるというよりは、むしろそれぞれいろんな今ある資産をどう活か

して地域の足を確保するかというのをやっていただく中で、県としてどういう忚援ができ

るのかを考えていった方がいいのではないかというのが、今の私の感覚です。そんなこと

はないと言うのであればまた言っていただきたいと思いますし、先程出たマップの話も、

今やろうということで検討しています。バスがなんで利用が進まないかという一つの要因

は、鉄道と比べて定時制がなかなか確保されていない部分があるというのと、一番大きい

のは、どこに路線があるのかっていうなかなか一覧性がない。それだと利用してくれって

言っても利用のしようがないので、まずそういうマップをしっかり作っていきたいと思っ

ていますし、我々の内輪の話ですが、私が言っているのは、そうやって見た時にこのエリ

アは尐し手薄すぎるのではないかとか、そういうところは市町村と一緒に考えていかなけ

ればいけないのでは、地域の人の足の確保は、市町村が中心に多分考えていただいて、そ

れを我々がどう忚援するかどうかですが。 

先程言ったように、観光という観点になると、単独の市町村でぐるぐるバスが回ってい

るだけだと、観光客はほとんど多分使いようがないので、そういう広域に亘るような所は

我々県がもう尐し踏み込んだ視点で見ていかなければいけないなと思っていますので、今

マップを作ったりしてますので、まずはまたいろいろとご意見をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

ありがとうございました。 
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いただいた時間を使い果たしてしまいました。ご熱心な発言をいただきありがとうござ

いました。 

それぞれこの次のご事情もあろうかと思いますので、フリートーキングの時間がないの

ですが、都市計画の関係について、建設事務所長の方から発言があるそうです。 

 

◎石井佐久建設事務所長 

先程いただきました都市計画道路の見直しの件でございますが、昭和３０年に指定され

て、たぶんいまだに事業が進んでいない、だけどもそこは都市計画道路だから家を建てな

いようにとか、そういった形で現在進んでいるのだと思います。 

他の都市のことで申し上げますと、今まで、例えば幅が１６ｍ決定とかやってきたんで

すが、なかなか進まないということで、幅員を縮めての都市計画変更をかけたものもござ

いますし、場合によっては広げたものもあるのですけれども、実態とすれば都市の発展の

ために道路網をどうするかということで、当時昭和３０年といいますと、かなり前ですけ

れども、その当時の方は、東京の今のう回路にしましてももっと幅広い決定だったんです。

当時は。そういったものを目指したのだけれども、最終的にいろいろな経緯があって、現

在の幅でもっと広いものが欲しかったと。こういう話もありますけれども、いずれにしま

しても実情に合わないということになれば、当然見直しが出てきて然るべきものだと思い

ます。 

うちの事務所でもそういった点では、見直しについては当然あるだろうということで、

いつでも相談にのっていきたいなと考えていますので、是非とも一緒に将来を見据えての

都市計画の再度の見直し、将来の交通量とかそういったものも見ていかなければいけませ

んし、道路だけ、車だけじゃなくて老人という、先程も高齢化社会を迎える中で、歩いて

行く、または自転車で行く、私は車の排気ガスというよりは歩いて、又は自転車で、特に

軽井沢町さんの場合にはかなり自転車観光というのも進んでいますので、そういったもの

も取り入れた中での都市計画道路の見直しというものがあってもいいではないかなと思っ

ていますので、どうかまた一緒に考えさせてください。 

私からは以上です。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

それでは誠に申し訳ありませんが、時間となりましたので、知事の方から最後のご挨拶

をいただければと思います。 

 

◎阿部知事 

いろいろご意見頂戴しましてありがとうございました。 

ちょっと時間が足りなくて、まだまだ全然欲求不満だという方もいらっしゃるのではな

いかと思いますけれども、市町村の皆さんの協力なしに「しあわせ信州創造プラン」実現
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できないと思っておりますし、市町村の皆さんと是非これからもいい形で思いを共有して、

力を合わせて取り組んでいきたいと思っています。 

皆様方の常日頃の県政へのご協力に重ねて御礼申し上げるとともに、今日も様々なご意

見いただきましたことに感謝申し上げまして、私のお礼のあいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

◎青柳佐久地方事務所長 

以上をもちまして、佐久地域知事と市町村長との意見交換会を終了させていただきます。 

市町村長のみなさま、オブザーバーのみなさまには、お忙しい中ご出席をいただきあり

がとうございました。また、ご参会のみなさま、長時間にわたりありがとうございました。 


