加子母地区女性懇談会
開催日時
開催場所
出席者

会議録

平成２０年 ７月 ２５日（金曜日）１９時３０分
加子母公民館 ３階大会議室
市民：３５人

～２１時２０分

行政：大山市長、政策局長、地域振興局長、加子母総合事務所長、加子母企画
振興課長、加子母生活福祉課長、加子母企業立地課長、調整監、進捗管
理課長、広報広聴課長

■開会のことば
・市長を迎えての懇談会ですが、「市長としゃべろまいか」をテーマにざっくばらんに懇談した
いと思います。
・加子母ささゆり会は地域のために少しでも役にたてればと日々がんばっています。
・今夜は若いお母さんたちも来てみえるので、気楽に発言をしてください。
・市長さんに私たちの思いを伝えたいと思います。
・市長さんには加子母についての思いを是非話していただければと思います。
■市長あいさつ
・第４回目となる女性懇談会です。
・いろいろな会合では年配の男性が多いと思います。
・女性や若者の声を取り入れたい。
・旧中津川市でやっていたものを合併後１５地区でやっています。
・新たに若者懇談会をやっていく。
・公約を風化させない決意で取り組んでいます。
・加子母についての思いとのことでしたので、一言
・加子母という土地柄は裏木曽３村の一村で、明治から合併したことがない村であった。
・長い伝統がある所なので、合併で特色がなくなると危惧していたのではないか。
・合併に関する議決でも１名差で決まったと覚えています。
・合併後は地域審議会のなかに色んな専門分科会をつくり議論して、産業活性化などの項目に
ついて住民の皆さんの声を聞いて集約し提言している。
・新聞にも取り上げられたように「がんばった所には、がんばったように」取り上げていく。
・加子母の特色としては、民主主義が成熟している場所である。
・賛否をとって反対していた人でも、決まったことには皆で協力している。
・明治座や獅子舞、山に対する思い入れが強い。
・今度、合板工場を立地します。
・これにより雇用や山の仕事が増えると期待している。
・加子母の人口の減少を防止して、加子母の良さを保っていく。
・そのためには人が住み続けることが大切。
・合併について、良かった、良くなかった、といわれます
・皆で良くしていくようにみんなで努力していくことが合併ではないでしょうか
・今日は総合事務所の課長以上がみんな本庁経験者です。
・所長は村長の代わりです。
・建設的なご意見をいただき市政に反映させていただきます。
■市参加者紹介
今日は本庁から地域振興局長、政策局長、福岡から調整監がきております

■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（熊澤所長）
◆巡回バスの運行方法（ルートの変更について）でバス路線とうまくできないか
・昨年の１０月見直しをしました。
・以前の路線バスルートを巡回バスが回るように見直しました
・三ヶ所で路線バスと連絡をとりました
・利用者が１．４倍になりました。
◆時計の設置について
・今、総合事務所の駐車場の照明灯の支柱に設置しましたのでご利用ください
◆弓道場への道路改良について
・昨年道路凍結の対策として所有者のご協力をいただき木の伐採などをしました。
・道路改良は中山間地域総合整備事業に位置付け要望をしています。
・早期実現に向けて進めております。
◆公園遊具の点検について
・毎年点検し修繕しています。
◆小秀山の登山の関係
・今年の３月に案内看板を３３ヶ所に設置しました。
・バイオトイレを計画しています。
・平成２２年に着手・完成するよう計画しています。頂上付近に計画しています。
・今年４月に地域審議会（教育文化ｽﾎﾟｰﾂ分科会）で測量を行った。
・頂上付近に計画しています。
◆ファミリーサポートセンター制度の普及について
・要望があったり、わからない事があったときはお問い合わせください。
◆福崎公園の交差点の信号設置について
・交差する道の交通量が少ないので難しい。
・引き続き要望していきます。
◆若者の就労場所と住宅について
・合板工場の平成２２年１０月に稼動を計画しています。
・従業員５０～６０人の予定です。地元で４０～５０人採用していただけるようです
・住宅についてはUIターン住宅も計画しています。
・高齢化の高い地域、民間のアパートが進出しない地域が優先的で、市内３番目に高齢化率が
高い加子母は神坂、阿木についで予定しています。
・加子母もなんとか来年度に前倒しできないかと考えている。
◆図書の返却方法について
・中央図書館で借りた本をこちらで返却できないかとのことですが、今年から可能になってい
ます。
■懇談内容
・市長さんも加子母の皆さんが、がんばっているところを見ていってほしい。
・加子母自慢を聞いてください、どなたか発表してください。

発言者

●●さん

発言要旨

対応者

・中学校２年生と小学校５年生 市長
の子どもがいます。
・市長さんに加子母の子供達の
良いところを知ってほしい。
・７月に中学生と赤ちゃんとふ
れあう会をやった。
・子どもが好きな娘で、よろこ
んで学校にいきました。
・帰ってきて話を 聞い たとこ
ろ、かわいいあかちゃんとふれ
あえて、 非常に うれしかった
と話してくれた。
・女の子だけの感情かとおもい
ましたが、男の子の親から感想
を聞いたところ同じように楽し
かったと聞きました。
・赤ちゃんをさわらせていただ
いたお母さんも、嫌がらず楽し
みにしてみえた。
・こんな素晴らしい活動を今後
も続けてほしい。
・こんないい子どもたちが通う
中学校の講堂の件です。
・非常に古くて、地震がくれば
危ない。
・講堂の建て替えについて市長
さんの考えを聞きたい。

対応（回答）の内容
・中学校の講堂を見に行きました。
・確かに天井に穴があいていました。
・骨組みが見えました。
・建物は非常に古いのですが、 建築 当
時にボルトをいれて 建築 しているのは
将来の子どもことを非常に考えて 建築
されている。
・外のモルタルにひびがみられない。
・屋根から土台までは非常にしっかり
している。
・教育委員会で耐震性を点数化してい
る。
・私のみたところ、べらぼうに耐震性
が悪いわけではない。
・敷地は用意してあるとは聞いていま
す。
・地元の要望が高いことは承知してい
る。
・私の立場でいうと他の地区の学校も
考えないといけない。
・全体の中で順位づけしています。
・本当に耐震化 のために本当に建て替
えを しないといけないか考える必要が
ある。
・後世に形を残していくことも考える
必要もある。（先人の思い入れが強い）
・中国の地震の関係で国の耐震化動き
もある。
・ 国の補助も活用して、建て替え より
現物の耐震化の方向で考えている。
・坂下の中学校に体育館が無い。
・ 川上・山口の 中学校と合 併したの
で、体育館を作ってほしいとの要望が
ありました。
・ しかし 坂下では総合体育館がすぐ近
くにあり、そちらを耐震化 することと
している。
・加子母も近くに体育館がある

●●さん

・本日２回ほど加子母を通過さ 市長
れたそうですが、道のベゴニア
は御覧になりましたか。
・２０年ほど前、中学生の環境
美化活動のときに、国道のごみ
を減らそうと考え花を植え始め
ました。
・中学校で種から苗をそだて
て、区長に渡され、６月のはじ
めに住民総出で植栽していま
す。
・そんな思い入れの花を住民の
方々が手入れをしています。

・地域全体で取り組んでいただき、感謝
しながら見ました
・２０年前のお話ははじめて聞きまし
た。
・今度の広報に「環境先進都市をめざし
て」について書きました。
・最後に子どもについて書きました。
・子どもの方が大人より環境に対して
敏感です。
・大人に 言 うよりも、家族のリーダー
として 子なりに 勉強して もらい、家族
で話し合ってもらいたい。
・そうすれば家族のコミュニケーショ
ンにもつながる。
・自然が豊かと、省資源省エネルギー
・加子母は自然が豊かだからこそ、環境
を大切にしている。
・赤ちゃんの件 も、 自然豊かなという
ことが要因かなと思います。
・加子母のいいところを他の地区に広
めていければと思います。

●●さん

・子どもの安心・安全について 市長
考えさせられる毎日です。
・加子母では下校時間を放送し
たり、登下校時間はできるだけ
外に出ている。
・女の子が特に心配です。
・昔は自転車で通っていました
が、今は車で送り迎えしないと
いけない。
・子どもたちが安心して過ごせ
る地域にしたいのですが、どう
考えていますか。

・安心・安全まちづくり宣言
・女子中学生殺人事件など地方都市で
も都市なみの事件。
・安心安全基本計画をつくりました。
・生活福祉課長が担当でつくってくれ
ました。
・日下部課長を使ってください。
・警察の生活安全課の方にも顔を出し
ています。
・ボランティアで「見守り隊」をやっ
てもらっています。
・犯罪の件数が３割減りその次の年に
１割５分合計約５割減りました。
・今６５団体（企業も参加しています。
１１企業）
・蛭川では商工会青年部が青色パトロ
ールカーを始めました。
・岐阜県下で一番多く１９台が 市内 を
パトロールしています。
・声かけ事案が増えています。
・ブラジルにいたときにもメールがた
くさん入ってきました。
・緊急会議を開き新聞にのせたら一時
少なくなりました。
・全国の事例を参考に会議で懸案事項
をつぶしています。
・防犯灯を検討していますが、電気代
がかかります。
・今検討しているのは、小水力発電
・寂しいところは防犯灯が無い。
・小水力発電ができれば設置できる。
・P４に公約があります。
・豊かな自然と～に書いてあります。
・２期目の所信表明のP5にも書いてあ
ります。
・これは今年の６月議会に表明したも
のです。
・ぜひ加子母の方で水の落差があると
ころを探していただ きモデル地区にな
ってもらいたい。
・公約担当は吉村靖和です。
・５月１５日付けの人事で、従来は課
長が担当するものですが、課長補佐や
係長などの若い方になっていただく。
・５月の人事異動では公約のやりたい
事項に手をあげていただいて担当を決
めました。
・市民のみなさんとの協同でやりたい。
・地元の人の方がよく知っていますか
ら。

●●さん

●●さん

・巡回バスについてが最初に書 細川
いてありますが、一番力をいれ 課長
ているのかなと思いますが。
・市長の公約にもありますが、
高齢者との懇談会が今日は年寄
りの声を代弁します。
・巡回バスが廃止されるのでは
と心配しています。
・病院に 行って 、買い物をし
て帰るコースのようです。
・自分で 行ける し、嫁 や家族 市長
に頼らなくて済む。
・乗せていくといっても、巡回
バスに乗らないと、なくなるか
らと断る人もいる。
・ようやく利用者が増えてきた
。
・少しお金をだ してもいいか
ら、いきなりなくさないように
してほしい。
・予約制にするなど段階をふん
でほしい。
・定期バスもなく、巡回バスを
続けてほしい。

・バスについては現在、火木土と運行
しており、どの地点も３回／日は通過し
ております。
・濃飛バスとの連携ということで５箇
所の停留所で 乗車できるようになって
いる。
・巡回バスについては他の地区でも政
策的にやっておりまして、今後協議し
て存続できるようにしたい。
・今のところは存続します。
・どこの地区でも出るお話で、産婦人
科も話もでます。
・資料のP4の１８に巡回バスについて
の公約があります。
・これは１ 期目 の公約でもありました
。
・坂下・福岡・蛭川では合併前にあり
ました。
・神坂、阿木、加子母、付知、落合、山
口などを増やした。
・試行ということで心配されている。
・P22をごらんください。
・課題としましては
・要望の割には利用者が少ない。
・鉄道や路線バスに比べて割高である。
・今後は試験運行の結果を検証して運
営方法を検討していく。
・白タク行為は法律的に認められまっ
せんが、田舎は認めていただかないと
困る。
・互助交通でガソリンや実費程度は認
められるように国に法律をかえていた
だくように働きかける必要がある。
・そういう意味で２期目の選挙でもあ
げさせていただきました。
・見捨てる方向ではないことはご理解
ください。
・医師の確保と足（交通）の確保
・これが解決できないと田舎には人は
住めない。
・高校に 通いづらい、 お年寄りが住み
づらい。
・これではいけない。皆さんも結集して
いただき国を動かしてほしい。
・光ファイバー網の整備についてはお
金をつぎこんでいます。
・医師と足の確保については政治的に
解決していくことも必要です。

●●さん

・火葬場の料金について
日下部 ・火葬場については合併の協議にあり
・同じ中津川市の中でも統一で 課長
ました。
きないのでしょうか。
・結論としては、現行のまま引継ぎ新
施設建設時に協議することになってい
・加子母は高い。
ますが、今後も本庁と協議していきま
・待合室について改修できない
す。
でしょうか。

●●さん

・３０年前には火葬場の待合室
が新しくて、利用していました
・火葬が済むまでそこで待たな
いといけないのですが、老朽化
がひどい。
・いつごろ作っていただけるの
でしょうか。

・待合室については、畳にカビが生え
ていましたので、畳をもらいましてし
きなおしました。
・今後は管理をしっかりして、維持し
ていきたいと思います。
・建物については大丈夫です

●●さん

・加子母に来て５年になる。
市長
・合併前は加子母で予防接種が
できましたが、今は付知までい
かないといけない。
・ちょうど子どもが昼寝の時間
になるし、付知の方と一緒です
とかなり待つことになります。
・加子母でできませんか。

・合併時 に決まった ことで、再度検討
した経緯があります。
・阿木は本庁まで来ています。
・他地区との比較論もある。
・拠点的に行っています。
・旧市内は本庁１箇所でやっている。
・蛭川の懇談会でもでました。
・サービスをあげる話にもなる。
・少子化対策としてどこかの事業の予
算を削って行う必要がある。
・インフルエンザも同じことです。
・乳幼児医療も同じことで 、 どれを優
先的にやるか。
・今のお話＋中学生の医療費無料化に
ついはこれから 継続的に 協議していく
必要がある。

●●さん

・インフルエンザの予防接種の
料金について
・家族みんなに予防接種してほ
しいが、かなりの負担になりま
す。
・６５歳以上だけでなく、受験
を控えた子どもにも補助を出し
てほしい。

●●さん

・大型ごみを日曜日に出せるよ 日下部 ・大型ごみについては、日曜日に変更
うにしていただけないか。
可能ですが、地域で協議することが必
課長
要ですし、他地区とのローテーション
・平日ではもっていけない。
との関係もあります。
・大型ごみの出せる所をふやし
・区長会からも意見はありません。
てもらえないか。
・資源ごみについては申請で変更可能
・有害ごみについては、総合事
です。
務所だけではなく何ヶ所かでき
・対応を区でしてください。
ないか。
・盆と正月くらいはできません
・有害ごみについては収集場所を増や
か。
せない。逆に減らしていきたい。
・ 大型ごみの日曜日分は 総合
・現状でご協力ください。
事務所で預かってもらえないで
しょうか。
・土日にでも、総合事務所で収
集していただけないでしょうか
市長

・ できない理由を言っているだけでは
だめ、できる方向で考えて答えなさい。
・東清との契約で休日に集荷して、平
日をやめてみてはどうか。
・休日手当を出してもよい。
・総合事務所と話し合 いを継続して く
ださい。
・ できない理由を考えるのではなく、
できる方法を考えなさいと 言っている
。だめなら、ダメな理由をしっかり説
明しなさい。

●●さん

・資源ごみについて。
・土日に出せないか。

日下部 資源ごみの収集場所を増やすのは可能
であるが、管理を各区でしっかりやって
課長
いただく必要がある。

・有害ごみについても総合事務
所だけではなくてもっと収集場
所を増やせないか。

●●さん

・有料橋の無料化について
市長
・今、資料 P8 の ○ ５つめに 平
成２１年度無料化と書いてある
ことに気づきました。
・市民の方だけ無料にできない
か。
・観光客からはとってもよい。

・無料化については確定です。
・知事と早川県議、平岩県議同席の場
で確約されている。

●●さん

・小学校の校庭 等 の芝生化に 市長
ついて はどう考えてみえます
か。
・子どもたちが素足で飛び廻る
ことができるところ。
・子どもがもっと元気になるの
では。

・全国的に例があります
・勉強する必要がある
・山梨県で発表されていましたので、
関心をもって聞きました。
・管理が大変
・少ない金で、皆さんの協力が必要
・業者がやってしまっては広がりがで
てこない（ボランティアとかでやっても
らいたい）
・種まきからできるのか、苗床を確保
してできないかなど、割安でできれば
広げていけるのかなと思います。

■市長総括
・街づくり、地域づくりで大切なことはいいところを伸ばしていくこと。
・悪いところ（課題となるところ）をつぶしていく。
・地元の人がいいところをよく知っている。
・よそから見てわかる部分もある。
・いっぱいいいところがあると思っています。
・旧７町村のうちでは一番来ていると思います。
・多様性の中の統一ということで、加子母の個性をしっかりと継続していく。
・加子母では農業、畜産業、林業。
・統一的に元気を生み出していこう。
・粥川村長さんは複眼都市と言っていましたが、私は多様性の中の統一という言葉にしました。
・統一的に力を出していく。
■閉会
閉会のあいさつ
・本日はありがとうございました。お気をつけてお帰りください。

