中津南地区女性懇談会
開催日
時
開催場
所
出席者

会議録

平成２０年

８月２６日（火曜日）１９時３０分

中央公民館

ホール

～２１時０５分

市民：３１人
行政：大山市長、副市長、総務部長、企画部長、生活環境部長、健康福祉部長、
基盤整備部長、政策局長、地域振興局長、広報広聴課長、地域振興局長

■開会のことば
・皆様お忙しい中、また市役所からも多数ご出席していだきありがとうございます。
■市長あいさつ
・１期目の選挙でも市政に関する女性懇談会を開催しますと公約にあげさせていただきました
・いろんな集会にうかがうと年配の男性の出席が多く、なんとか女性の声を市政に反映させたい
と公約に掲げました。
・また、今回の公約には若者懇談会もあげました
・言いっぱなし、聞きっぱなしにしないために、総務部に進捗管理課を設け管理しています。そ
の結果は今日報告させていただきます。
・昨年は平行に並んでいましたが、今年はロの字型で開催させていただいています
・昨年のアンケートの結果から、市からの出席者を少なくしました
・教育問題は移動教育委員会でやってもらっているので、今日は教育長は出席していません。
・できるだけ建設的な意見をいただいて市政に反映していきたいと思います。
■市参加者自己紹介
副市長、企画部長、生活環境部長、総務部長、健康福祉部長、基盤整備部長
■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（総務部長）
・いいっぱなし聞きっぱなしにならないように進捗管理課があります。
・Ｈ１７年から１９年までの３年間分のご要望が１４件でています。
・○は実施済み、実施中
・△○は実施するが時期未確定
・△×は現段階では実施未定
・×は実施できない
・昨年出た意見について報告します
●川上のバス停留所付近の道路が狭くカーブで危ないので、安全対策をお願いします
・Ｈ１９年 8 月に安全看板を設置しています。現物を支給して地元の方にやっていただいた
●レジストロ通りのレジストロ亭の前に信号を設置
・信号を設置するために市道拡幅工事が必要なため、用地交渉中
・用地交渉ができれば、早急に工事に着手したい
●本町公園に週末の夜に外国人が集まる
・本町公園が警察のパトロール区域に入っていますので、随時巡回しています
●川上（かおれ）の水道について
・具体的な進捗状況を教えて欲しいとのことでしたが、今年度１年かけて、川上（かおれ）
地区の水量、水質の調査を実施しています。来年の事業化に向けて準備しています。
■懇談内容
・女性の意見を市政に反映していただけるまたとないチャンスです。

発言者
西７区
●●さん

発言要旨

対応者

・本町以外にもあるかと思いま 市長
すが、景観条例ができました。
・歴史がある家で、家の中に遺
産的なものがあるとき、自分で
はお金をかけて整備できない
が、 公開 したいものがある 方
が本町にはまだまだある
・ 隠れ部屋の様なモノを 一般
公開してもいいが、家の奥の部
分である
・ それを保存していくのに、
どう手立てをしていけばいいの
か

対応（回答）の内容
・本町には景観条例 の重点地区と
して、馬籠とも取り組みをしていた
だいて、ありがたく思います
・資料のP4をご覧ください。
・ここに公約が掲載してあります。
・８つの柱が青で書いてあります。
・全部で３６項目あります
・ これが 重点 的な公約で上げまし
た
・33に歴史的・・・とあります
・今のお話の部分はこれに 関係す
ると思います
・担当が掲載してあります
・広報 なかつがわ に職員の名前を
載せることは今まであまりやってい
ません。
・５月１５日の人事で担当を決めま
した
・今まで政策的な部分は課長でやっ
ていましたが、今回は課長補佐以下
にも担当を決めました
・選挙後に 課長補佐や係長に ３６
項目についてアンケートをとりまし
た。
・その回答をもとに、担当を配置し
ました。
・今のお話の部分を具体的にどう進
めるかはここでお話できませんが、
景観以外の部分ですが、力を入れて
やっていきます
・相談しながらどんな形にしていく
のが持ち主、市、市民にとっていい
のかを相談させていただきたい。

昭和区
●●さん

・今、この施設の冷房が強く感 生活環境
じます。
部長
・温度が低く感じますが、市の
施設 の 温度管理 どうなってい
ますか

市長
広報広聴
課長

８区
●●さん

・トキワ（企業）の化粧品部門 市長
で働いている
・民間 企業で 市役所職員が研
修したときの感想が聞きたい
・一生懸命やっていたので、何
かを学んでくれたのかなと思い
ます。

総務部長

・市の施設 の温度管理は ２８度で
やっています
・人数で温度も調整しています。
・体制としましては、地球温暖化や
二酸化炭素削減などの観点から市と
してもＩＳＯ運動をやっています
・ここの温度 調整は どうなってい
る
・入れるか切るかしかできません。

・民間企業研修に 行った 人と懇談
をしました
・ 今まで 経験したことの無い経験
だったとのこと
・市の行政を進めていく上で、考え
させられることが多いというような
ことがありました
・ 民間企業の 接遇の部分でお客様
と呼んでいるので、実際市役所でお
客様と呼んではどうだろうかという
意見も出ました
・その後については総務部長がお答
えします
・ 総勢１７名 を、 ３週間程度です
が
民間企業へ派遣しました
・工場が多いのですが、狙いは企業
が持っている「改善」的なモノ、ま
たチームワークでやっているか
・いわゆるＱＣ活動です。
・職員は帰ってきて、無駄は無いか
と、少ない予算と人員で、自分たち
の周りでできるところから 始めて
います
・工場では人が見える
・役所でも人が見えない部分 が あ
ったので無くしました。これも一つ
の効果です
・接遇の部分で あいさつもそうで
す
・行った人が火付け役
・一番は無駄が無いか、チームでで
きているかです

市長

・今年度も研修 も含めて 進めてい
きます。
・市役所の中では行政改革で「事務
改善」をやっています
・少ない人数で仕事ができるよう
に、仕事のやり方を変えることを提
案するようにやっている
・一係一改善を提案している
・民間のＱＣだと一人で提案する、
または一提案といわずに多く提案す
るようにやっていると思います。
・行政改革の意識改革を 更に やら
ないといけないと思っている
・市役所は仕事をやってもやらなく
ても待遇は同じ、給料も同じ
・これが民間との違いで課題 だと
思っています
・一つ一つやっていきます
・管理職候補者試験を昨年やりまし
て、６０名くらい受けました
・今回の５月の人事異動も、その中
から課長になってもらいました
・これも一つの取り組みとして市役
所を変えていくようにやっていま
す。

８区
●●さん

・少子化問題について、サーク 市長
ルを作るとありましたよね

・ コミュニティの部分でP４の３の
柱の１２番に「各種サークル・・・」
とあります。

・今度小学校６年生まで医療費
が無料でしたよね
・子どもたちは喜んでいますが、
医療費がただになったからとい
って ももう 一人産む なんてい
わない
・会社でも３０代の女性が大勢
いますが、結婚しようともしな
いし、いい給料をもらっている
・今の人たちは出会いも無い
・結婚もしないので、子 ども
も増えない
・出会いの機会を作っていただ
けるといいと思います

・なかなか難しい話ですね
・公共が関与すべき度合いはどうな
のかと思います。
・少子化の問題は課題です
・中津川市のみならず、県や国の
課題
・派遣社員の率が高くなって、若い
人にしわ寄せが来ている
・所得のレベルの話もある
・人と人との絆の希薄さかな と思
う
・ 互いに助け合う コミュニティ を
作りますとコミュニティの切り口で
集まりを支援するとあげさせていた
だきました
・無差別殺人 な どは、 人と人との
つながりが希薄になってきた社会的
な表れ
・居場所と出番がないことが影響し
ているのかなと
・ 中津川という地域は 人と人との
つながりを大切にする地域でいきた
い
・草 野 満代さん が防犯の会合 のト
ークで、田瀬にいたころは人のつな
がりがわずらわしかったと 言って
いた
・出かけようとすると、近所のおば
あさんがかならず「どこいくの？」
と声をかけた
・都会でマンションに住んでいて、
空き巣にあった
・田瀬でわずらわしいと思っていた
ことが、大切なことがわかった。
・人と人との絆が長く続く地域にし
ていきたい
・男女の 出会いも 自然にできると
いいなと思います
・運動会 なんか も旧町村では盛ん
にやっています
旧中津川市でも阿木、神坂、落合、
苗木でもやっています
・街中では地域の運動会はあります
か
・南校下はあるそうです
・東も西もないです。

・落合も神坂も点数で競い合ってや
っている
・そんな 中 に多少の出会いもある
のでは
・東濃５市の市長会の会議の中で、
瑞浪市長から 各市ではどんな結婚
相談をしているのか質問があった
・市によっては昔の仲人役を頼んで
やってもらうところもある
・加子母では肉牛を飼う若い人が帰
ってきているが嫁がいない
・これも課題だと思っている
・出会いをつくることは、多少意識
的にやっていかないとと思いますの
で、勉強してやっていきたい

中一色区
●●さん

・コミュニティの問題です
市長
・合併町村に それぞれ 公民館
があると思いますが、その施設
に対して職員が何人いますか
例えば山口公民館とか

・それは総合事務所ですか

総務部長

・その地域のサークル活動で使 市長
用している施設の職員は何人か
と思いまして質問しました
・本日、 合併したところの 公
民館に行きました
・ 職員が 一人で仕事 を たくさ
んやって大変そうでした
・中央公民館も日曜日に嘱託職
員でやっていますが。
・本当にいろんなサークル活動
や地域のコミュニケーションの
場にあまりにも職員が少なくな
ると支障があるのではと思いま
す

・少人数の方に過剰な負担がか
かってしまっては職員も大変
・豊かな活動を 保障 していく
には、エキスパートのような職
員が生きるような体制で

・場所によって違います。
・旧コミセンには１０人いません
が、旧町村には ２課体制で １０人
以上います
・川上には人口千人なので、旧中津
川市のコミセンなみです
総合事務所でいいですか？
苗木5人、坂本 6 人、落合 4 人、阿
木 4 人、神坂3人
総合事務所は、山口14人、坂下２８
人、 川上１１ 人、 加子母２５ 人、
付知２８人、福岡３７人、蛭川２３
人
・８５０人体制については 同じよ
うな市の平均的なところで。
・人口、面積などを比較して、平均
的な市の体制ということでやってい
ます。
・ 合併前に 旧町村と市で協議して
決めたことです
・どこに人を充 て ていくかは市民
の声を聞いてやっていき、どうして
も職員でやら な くてもいい部分に
は民間のノウハウもいれて簡素化し
ていく
・今までどおりの仕事をしていくと
きついと思いますが、他の市と同等
にもっていく方向ですので、ご理解
ください。
・昨年人件費が８０億 かかってい
ます
・８５０人体制だと、１０億円以上
が節減でき、いろんな施策で市民の
皆さんに返していける
・この点は職員にもがんばっていた
だく

・８５０人体制も 必要 で す
が、住民との接点ですので、あ
る一部の職員に過剰な負担がか
からないように考えてほしい
・公約も大切ですが、実際の現
実も問題の中で考えていただけ
るとありがたいと思います。
・私たちが活動するためにも、
職員がいてくださるとありがた
い。

・仕事の中身 の簡素化 や無駄を省
く
・外部評価委員会でも提言していた
だいています
・ 公民館についても 全体的に見て
どこがきついのかを考えながらやり
たい
・残業だけをみると、だいたい 1 人
10 時間、多い人で20 時間ちょっと
・残業無しの課が５課あります
・平準化しながらやっていきたい
・地域総合事務所が役場のころには
あれもこれもと 一人何役もやって
いました
・ 単に公民館だけ限らず担当する
のは、公民館以外の担当職員も何役
もやっているので、他とのバランス
を見ながらやっていく必要がある
・どこの施設 でどれだけの 利用が
あって、職員が どれだけ いるかを
市民の皆さんに見える形にしたいと
思います。
・評価していただいて、声をあげて
いただいて、バランスをとっていき
たい

実戸区
●●さん

・図書館とか公民館とか市民が 市長
直接利用する施設に配置されて
いる人は適材適所でお願いした
い
・図書館長と公民 館長 が兼任
ということですが、しっかり適
任者にやってもらいたい
・人員削減も大切ですが、８５
０人体制にこだわらず、必要な
ところには職員を配置してほし
い
・ 就業時間中に 多忙にやって
いる方がほとんどだと思います
が、あぐらをかいて、新聞をみ
ているような方をたまに見ます
・そんな姿をみると、市役所職
員は暇じゃないのかと思いま
す。
・鉱物博物館ですが、休日に子
供をつれていったら休館でした
・そういうところは休日や祭日
には開館してほしい

・新聞を読んでいる職員について
は、私の前の時代
・私の市長になってからはありませ
んと評価していただいている
・おそらく昔の職員の話をされてい
ると思います。
・今の職員で新聞を読んでいたら、
どの部署のだれと言ってください
・そんな 人が いなくなってよかっ
たとよくいわれます
・ 鉱物博物館や公民館の 人の配置
はバランスを見ながら、その必要性
に応じて配置していきます
・人を配置してといわれることはそ
この施設の職員にはうれしい話
・しっかりと８５０人体制をつくっ
て、そこから別のところへまわせる
お金を生み出して、別のサービスを
することが大事だと思います。
・市民サービスが低下することのな
いようにします。
・鉱物博物館は月曜定休です。
・その点も勘違いされているとおも
います。

恵下
●●さん

・皆さんは学童 保育 をご存知 市長
ですか
・ 南校の学童保育は 昭和 町 の
体育館の上の方でやっています
・築４０年くらいたった家で、
親の力でやっています。市の援
助はいただいています。
・最近、指導員不足などで困っ
ています
・まず、学童の場所ですが、耐
震化できていませんが
・旧営林署には市史編 さん 室
が入っていてはいれないので、
他のところはありません
・南学童保育ができたのは４年
前です。
・指導員不足に陥ったのは、軽
度発達障がいの子を受け入れた
りしたが、補充が進まなかった
・指導員は親で見つけないとい
けない
・ 学童保育は 親の保育 料 と市
からの補助金でまかなっている
・軽度発達障がいの子が1 人い
て、そうじゃないかなという子
を入れると ４人、全部で２ ８
人の面倒を見ています
・軽度発達障がいの子は他の子
とコミュニケーションが取れな
い
・そんな状況では指導員が見つ
からず、親で指導員を探すのも
限界があります
（南学童保育の●●さん）
・学童保育は子どもたちにとっ
て大切な場所
・近所の子も習い事や少子化で
近所に遊ぶ子がいない
・そんな子 ども を迎えてくれ
るのが学童です
・自分の子どもは大きくなって
いきますが、これから先にも子
どもが学童に入らないと親が働
けない家庭がある
・ これからも 学童を存続して
いくために、しっかりした場
所、指導員を探す方法を教えて
いただければと思います。

・結局は税金を何に使うかの問題
・福祉の色合いが濃いかな？ と思
います。
・ 合併と同時に 、学ぶことと育つ
ことは表裏一体ではないかというこ
とで、保育園を教育委員会に移しま
した。
・ご両親の事情によって幼稚園にい
ったり保育園にいったりします
・学童保育も教育委員会に移しまし
た。
・公的施設があいていれば公的 施
設でやってもらっている
・あいてないところには不公平があ
ることは感じています
・ そこで 民間施設の借り上げにつ
いては一定の補助をしている
・ 西校下 についても民間の 家 をか
りているが、今度敷地内にプレハブ
を建てて、公的な分野で活用してい
ただいている
・横並びにする必要がある
・それぞれの実態を 知 っていただ
いて、税金をどう使っていくのかを
市民の皆さんに考えていただく
・税金を使う部分ではそんなことも
やっていかないといけない
・少子化の社会の 一つ の 施策 とい
う位置づけ
・実態調査を させて いただいて、
市民の皆さんに知っていただいて、
議論の中で税金を投入していくかを
早急にやらせていただく
・民家の借り上げの耐震性という課
題が南の学童保育にはありますが、
それはそれで検討させていただきま
す。
・全体の税金の投入の部分では、実
態を踏まえ全体の理解の中でどう進
めていくのか、そうではないのかも
含めて、子育て支援課の無い袖は振
れない部分は 少し変えさせて いた
だきます
・教育委員会のことですが、予算も
かかわることです
・予算は市長部局でやることです
・今年度予算の審議が始まってくる
のが１１月くらいから
・その前に政策的なことを議論して
から組み立てていこうと思います。
・ できれば １０月の末をめどに検
討をさせていただきます。

（南学童保育の●●さん）
・専任指導員の先生が中津川市
の指導員の中で最高齢の指導員
です
・ お願いしていますが 来春の
３月までしか働けない
・４月から専任指導員の資格を
持つ指導員がいない
・専任指導員は保育の資格がな
いと任せられない
・２２人中３分の２ が 母子家
庭
・夫婦で働いている家庭は１万
円の負担
・保育料が払えなくてやめる方
もいます
・子育て支援課 の課長に 手紙
を書きましたが、「市の財政上、
公設公営は無理だ」と返事が来
ました
・公設公営していただかないと、
市内の学童はどこもやっていけ
ない状態になると思います。
・今日はそんな背景がありまし
て、ここに来ました
（南学童保育の●●さん）
・子どもを預けて仕事をしない
とやっていけません
・預けられないと困る状態です
のでお願いします。
●●さん

・来年度の一年生を受け入れる 市長
かどうかのタイムリミットが２
月なので、１２月には判断しな
いといけない
・閉鎖するとなると、今学童保
育に通っている子どもは、必然
的にかぎっ子になる
・子どもが犯罪に巻き込まれる
可能性もある
・１０月の予算の時に考えてい
ただけるとのことなので、よろ
しくお願いします

・やる、やらないも含めて検討する
ということです。
・最高齢の指導員の方の継続が難し
いとのことですので、保育士の資格
を持っている方の情報については教
育委員会の方でご相談にのらせてい
ただくような形でやらせていただき
ます。
・税金を投入の部分については、す
る場合もあるし、しない場合もある
という認識で準備をしていただけれ
ばと思います。

尾鳩区
●●さん

・学童保育のことはある程度し 市長
っていますし、自主運営されて
いることも知っていますが、税
金がどれくらい投入されている
のかはわかりません
・どう手助けすればいいのかわ
かりません
・税金がどのように 使われ て
いるのかは、広報でもでていま
せん
・教育で一くくりになっていま
すよね。
・もう少し市民に説明されてい
ればと思います。

・学童の隣に住んでいます
市長
・駐車場の問題もあります
・先生の苦労さがよくわかりま
す
・築４０年 以上の建物 だと思
います
・学校の空き教室でできないの
でしょうか
・お母さん方は本当に一生懸命
にやっている

・おっしゃるとおりです。
・ 資料のＰ４の公約の１番めの①
に「市政の実情をわかりやすく説明
します」とあります
・私も税金の使い方をわかりやすく
ありのままに説明する
・どの分野にどれだけ使われている
か
・そこで皆さんに考えていただいて
建設的な意見をいただく中で、市政
を運営していく必要がある
・説明がわかりにくいことが過去に
多かったと思います
・ 言葉の使い方で 専門用語が多か
ったり、説明の仕方が起承転結にな
っていなかったり、聞く人の立場に
たっていなかったり。
・この点は市役所の大きな課題
・癖をつけることが必要ですので、
多少の時間的余裕をいただきたいと
思います。
・この項目があることも頭に描きな
がら、先ほどの学童保育の話も受け
止めさせていただきました。
・公共施設にどのようにお金をかけ
て、どれだけ使われているかを、過
去に広報でお知らせしました
・分析までしていません
・もっと分析をして、市民の皆さん
にみていただく。
・ある程度お金をかけても、 活用
されていれば意味がある
・旧町村 部 には公共施設の土地が
借地の場合が多い
・そんなこともみなさんご存知あり
ませんよね。
・借地料がいくらくらいなのか？
・これ は 税金の使い方 ですので、
そんなことも皆さんにご説明して、
どうしたらいいか考え ながら 市政
を進めていきたい
・１～３番を担当するのが、広報広
聴課の課長補佐です。
・ 大体のところは公的機関でやっ
ているところが多いので、公平性に
かけている部分は 先ほど説明した
とおり
・公的施設は使用可でやっている
・空いていることころはできる。
・西学童が一番大変だと聞いている
・大体公的施設にはいっているとこ
ろが多くなってきている

尾鳩区
●●さん

・市民病院に関すること
市長
・ 市民病院は かかりつけ医院
から行くようになった
・今まで市民病院にかかってい
る人に、対応が悪いと地区の人
がいっている
・認知症があるのでは、思って、
調べて欲しい と医師にいった
ら、「８０歳過ぎやでしょうが
ない」といわれた
・「３ヶ月分薬を出すで、３ヶ
月こんでもいいよ」といわれた
・付き添ったわけではありませ
んので、本当かどうかはわかり
ません
・認知症かどうかがわかれば、
緩やかするに薬があります
・まち医者にいってくれといわ
れた

・事実を把握して、状態を医学的見
地から見ないと何もいえません
・ 今のお話は他の人の話しとのこ
となので、この件に関してはお答え
しにくい
・全体的な話として、市民病院は高
度な機械をいれていまして、急性期
の病院として、病状が安定するまで
しっかりと治療する
・そこから先は、慢性ということで、
他の病院を紹介する こともありま
す。
・市民病院としてのやくわりが果た
せなくなります。
・急性期の部分が 市民病院 の部分
で、慢性的な部分は開業医
・市民病院にふさわしい状態の人を
まず受け入れて、そうではない人は
かかりつけ医へ
・かかりつけ医のところへ病気の人
が来て、手に負えないと市民病院を
紹介する。
・市民病院でも手に負えないとき
は、多治見や名大病院
・恵那・中津川地区の中核病院とし
て位置ずけられている。
・その役割をしっかりと果たす意味
で紹介しあっている。

・市民感情として、「しょうが
ないよ」ではなく、もう少し対
応の仕方があったのでは
・まち医者にかかれってこと
も、広報 では再三 ありました
が、市民に浸透していない

・おっしゃるとおりの部分がないと
はいえない
・８月から月１回 病院 長と懇談し
ている
・病院全体というよりも、医者の持
っている性格の部分で課題 だと 認
識している
・その医者をどこかにやっても新し
い人に来て貰えない
・医者の確保は非常に厳しい
・現状 の問題 については認識して
いますが、打つ手を持ち合わせてい
ません
・認識していることはご理解くださ
い
・よくなったということも聞かせて
いただく
・組織でいい部分もそうでない部分
もあります。
・市民病院でも指導していますが、
なくせるかどうかが実情
・市民病院に目安箱があるので、無
記名で書いてください
・これを利用することもきっかけに
なりますのでお願いします。

・ 市民感情も考えていただい
て、ただ患者様とよぶだけでな
く、実情も努力してください

■市長総括
・いろんなご意見をありがとうございました
・前回まではご意見を事前にお聞きして調整させていただきましたが、今回は出たとこ勝負でし
た。
・言いいっぱなし聞きっぱなしにしません
・市役所も行政改革をして市民の皆さんの声にしっかりとお答えしていく市役所として取り組ん
でいますので、引き続き温かい目と厳しい目をお願いします
■閉会
・中津川市を住みよい町にしていくためにご意見をいただきました。
・このご意見をぜひとも市政に反映していただくようにお願いします。

