山口地区女性懇談会議事録
開催日時
開催場所
出席者

平成 20 年 11 月 27 日（木曜日） 19 時 00 分 ～21 時 00 分
まごめ自然休養村センター ２階研修室
市民： ３７名
行政：市長、調整担当理事、財政改革担当理事、総合事務所長、調整監、生活
福祉課長、企画振興課長、広報広聴課長

■司会者
・定刻になりましたので開催します。
・司会は私、●●と申します。
・大山市長さんをはじめたくさんの方に参加していただいています。
・この時期の開催については昨年の要望からです。

■市長あいさつの概要
・第４回の山口地区女性懇談会
・行政を進める際にいろんな声を出していただくのは高齢の男性が多い
・市政に女性の声を反映していくことが大切
・公約に掲げて実行しています。
・さらに若者懇談会も公約にあげましたがまだ実現していません
・合併して旧中津川市の８地区だけでなく、旧町村７地区でも同様にやっている
・１５地区で開催している
・山口地区では馬籠の観光シーズンをできるだけ避けてほしいとのことで、今日に至っ
ている
・１５地区の一番最後の開催
・市政懇談会もそうですが、言いっ放し聞きっ放しにしないように進捗管理していきま
す
・今日も昨年の内容を報告して始めさせていただきます。
・しっかりと実行するものは実行する
・検討するものは検討し、できないものはできないとはっきりとお答えさせていただこ
うという方針で臨んでいます。
・恵那山にも雪が降り、大変寒い時期、また夕食後の重要な時間だと思いますが、ご出
席いただきましてありがとうございます。
・地域総合事務所を主体にして、本庁からは幹部クラスのみが出席
・今度の選挙の公約で、現地の問題は現地で解決できるように、予算と権限を総合事務
所に移して地元で物事が出来るようにお約束しています。
・地域総合事務所の水野所長以下で答えていただくことを基本にします
・総括で今日出していただいた話題を中心に、市政の考え方をお話させていただきます。

（理事以下

自己紹介）

（山口トピックスの説明 以下 6 項目）水野総合事務所長
・ふるさと馬籠ごへーまつり
・馬籠の電話番号が３月１日から変わります
・山口小学校の校舎耐震工事が終わる
・巡回バスの利用を
・協働による道づくり
・がんばる地域サポート事業
（前回までの進捗管理状況の報告）牧野企画振興課長
・○△×は市の方向性を示したものです
・実施済みは済、実施中は中と表示してあります。
・コミュニティバスについては、平成１９年の１２月から平成２０年の２月まで３ヶ月間
試験運転しました
・利用率が非常に高く、結果、増便の検討をしています
・平成２１年度から週二日の運行が出来るようにしていきたい
・山口地域では、麻生地区～坂下間は１０月１日からコミュニティバスの運行開始をして
います
・坂下総合体育館のリニューアルについては平成１９年 7 月にリニューアルと耐震補強の
実施設計を完了、今年の７月～８月に連絡通路の安全対策を施しています。
・平成２１年度に耐震補強及び大規模改修を予定しています
・馬籠地区中山道整備の時期は観光シーズンに重ならないようにしてほしいことついては
今年度の遊歩道の工事、島田広場のトイレの工事、いずれも１１月以降の発注です
・女性懇談会の開催時期について観光時期をはずしてほしいとのことで、本日、１１月に
開催となりました
・Ｐ３の７点目の有害ごみの回収場所について、増やしてほしいとのご意見
・２０年度から地区を増やして実施しています
・山口地区は２区の公民館（集会所）
、村民センター、シルバーセンター、いきがい工房の
横
・馬籠地区は荒町、休養村センター、陣場公衆トイレ前、峠農業研修センターに設置して
あります。

■懇談内容（司会）
発言者
発言要旨
対応者
対応(回答)の内容
山口幼稚園 ・今年度から学校規模 総 合 事 務 所 ・今の話は、その通りだと思う
保護者
の適正化の検討が 長
・山口・神坂幼稚園は子どもが少
はじまる
●●さん
なくなっている
・園児の少ないところ

が対象になるので
は
・他の園との統廃合は
やめてください
・地元での教育が大切
・各クラスの人数が少
ないのですが、年齢
が違えばできるこ
とが違う
・複式にならないよう
に、クラスに担任を
・親から離れて受ける
初めての教育です
・人格形成の上でも大
切だということを
分かってください。

・山口幼稚園は年中が３人
・先生方も保護者の方も一生懸命
やっていただいている
・学校規模適正化検討委員会を現
在やっている
・今年度の３月くらいに、検討さ
れたことが発表されます
・何を第一に考えるかというと、
子どもの立場にたった教育・保
育が第一です
・幼稚園の代表、ＰＴＡの代表が
入って、山口や神坂幼稚園の代
表の話も伝わっていると思い
ます
・少子化の問題については山口で
も一番大きな問題
・複式にならないようにしていき
たい
・今年の４月、山口は大丈夫だっ
た
・教育委員会の方でも力をいれて
いる
・現在山口の小学校に指導助手１
名と県非常勤講師１名手配し
ていただいている
・長野県の時でもそうだったよう
に、岐阜県になっても手配して
いただいている
・子どものためにどうして行くか
を検討している
・明日から幼稚園が無くなるとい
う認識はしていません
・今日は教育委員会が来ていませ
んので、この話を教育委員会に
もきちんと伝えます

神坂幼稚園
ＰＴＡ
●●さん

・幼稚園の保護者から
もアンケートをと
りました。
・地元に幼稚園を残し
てほしいという意
見が多い

・幼稚園も歩いて通え
るし、小学生との交
流を大切にしてい
る
・幼稚園を無くさない
で欲しい
・教育委員会では予算
の問題で先生を削
減することを検討
されている
・来年からは要望に対
して△マークでき
ている
・事前に通達がないま
ま先生をきられて
しまうのではと心
配している
・一クラスに学年にあ
った担任をつけて
いただくことを継
続していただくよ
うお願いします
司会

・お二人の意見の根底
には、幼児期の人間
形成が大切だとい
うこと
・地域の中で、住民の
見守りの中で育て
たいという気持ち
だと思います

主任児童委 ・以前山口・神坂幼稚
員
園で勤めました
●●さん

・人間形成に大切な時
期
・地域の中でふるさと
を大切にして子ど
もを育てたいとい
う思い
・山口村の時にも、一
クラス３名の時に
も一クラスに１人
担任をつけていた
だきました

・それぞれの発達段階
の中で一人の先生
がその年齢の子ど
も達を見守ってい
くことが基本だと
思います。
・ぜひ、一クラス１教
員はいただきたい
・幼稚園の子供たちが
いることで、地域の
方から大きなもの
をもらって育って
いる
・老 人 ク ラ ブ や 中 学
生、高校生との交流
やデイサービス椿
苑との交流もある
・幼稚園が地元にある
ことで活性化につ
ながる
・お互いに生きる力の
元になっている
・少ない人数ですが幼
稚園を残していた
だきたい
・学年に応じた先生の
人数を配置してい
ただきたい
司会

・今のご意見に対して
私もそう思うという方
は手をあげてください

●●さん

・内容は同じですが、
一つ付け加えたい
・年長の娘は地元では
なく、中津の幼稚園
にいれている
・長男は東さくら幼稚
園
・真ん中の子は神坂で
した
・村時代には園長先生
が両園掛け持ちで

した
・クラス活動では子ど
ももみないといけ
ないし、対外的な電
話の対応もしない
といけない
・子どもたちがかわい
そうでした
・先生は一生懸命やっ
ていた
・もちろん幼稚園を残
してほしい
・人員削減だけはやめ
てほしい
・逆に事務員を置いて
欲しい
・教育委員会の人が一
日ついていれば幼
稚園の様子が分か
ると思います。
・子どもが少ないから
楽ということはな
い

司会

・子ども達のためにど
う考えるかと言う
ことを基本にして
検討しているとい
うお話しでした
・来年度については指
導助手を検討して
いるそうです
・これからも声を上げ
ていかないといけ
ない問題です
・次のご質問に移りま
す。
・長野県のときは夏休
みが２０日ほどで
した。
・岐阜県になったら、
夏休みが倍になっ

た
・お母さん方がとまど
っていました
・長期夏休みの子ども
の居場所がない
●●さん

・私は子育てしている 総 合 事 務 所 ・今年は公民館で２０日間、山口
ときに仕事と子ど 長
で話があったので子どもの居
もと介護をしてい
場所づくりをやりました
た
・昨年は学校で、今年は公民館で
・これからは女性も働
やりました
かないと、社会はい
・私も見に行きました
ろんな意味で成り
・３人くらいのお母さんが交代で
立たない
やっていた
・子どもたちが休日に
・お母さん方手作りの寺子屋のよ
安心して集って、ど
うな感じで和気藹々と楽しん
なたかに見てもら
でいたようでした。
う学童のような組
織をつくらないと
・今年は、親の自主運営の形でや
大変だと思います
っていただきました
・私は子育てを卒業し
ましたが、これから
の問題

・市内には現在１４箇所学童があ
ります
・山口にはありません
・近いところで落合、苗木にはあ
ります
・親の力で運営していただく形に
なりますので、中心になる人を
行政も支援していくことにな
る
・山口の小学校でアンケートをし
た
・１８人くらいが困っているとい
う結果でした
・ＰＴＡの中でもう少し話をして
いただいたらどうかと校長先
生としました
・親の立場を聞きながら、山口小
学校、神坂小学校もありますの
で、先生も含めて考えていった
らいいかと思います
・お母さん方から、仕事を休まな
いといけなかったが、普段みえ
ないところが見えてよかった

という意見もありました
・学童も考えていかないといけな
い
司会

・夏休みが長野県時代
から倍になってお
母さん方が苦労し
ている
・山口小学校では昨年
どうでしたか
・どなたかお話くださ
い

山口幼稚園 ・子どもが３人いる
の保護者
・長男４年生、長女２
●●さん
年生、下が年長
・昨年、一昨年の夏休
みには、校長先生の
厚意で午前中に学
校を開放していた
だきました
・自由研究でそのとき
みえる先生にきい
たりできた
・２０日間ほど小学校
のプールがある日
に開放していただ
いた
・弁当を持たして、子
どもを学校にいか
していただいた
・今年は耐震工事がか
さなって使えなか
ったので、公民館を
開放していただい
た
・プールのある日で、
大体２０日間ほど
公民館の１室を解
放していただきま
した
・預ける子どもの保護
者で 1 日に３から４
人の当番制で子ど

もの面倒をみた
・おかげで仕事に行け
ました。
・来年から４０日間も
子どもだけにはで
きない
・子どもだけではおい
ておけない
・子どもも親も安心で
きる学童があれば
司会

・長期休みの子どもの
居場所のお話し
・昨年は小学校の好意
で午前中、今年は耐
震工事の関係で公
民館で
・２０日間のうち一人
のお母さんで３日
くらい仕事を休ん
で出た
・自助努力でおかあさ
んががんばってい
ることを、市長さん
は認めてくれると
思います
・馬籠のお母さん方は
夏休みの対策をど
うやっていました
か
・馬籠では特に協力し
て子どもを見守る
ことはやってませ
んか

●●さん

・おじいちゃんやおば
あちゃんにお願い
したり、年の離れた
兄弟にお願いして
いた
・よそから来た人が困
っている
・子どもの居場所は田
舎でも問題がある

・市街地の方では、学
童に定員オーバー
で入れないことも
ある
・人数が少なくても組
織が無くて困って
いる人も数人はい
る
・自助努力も限界があ
る
司会

・子育てに困っている
方は手を上げてく
ださい
・（いない？）
・なんとかなっている
んですね。
・学童保育の話がでま
したが、必要性を訴
えられる方いませ
んか
・学童保育は親御さん
が自分たちで始め
ていくもの
・誰かではなく自分た
ちで組織していく
もの
・行政からの支援もあ
りますが、非常に少
ない
・学童を作る話はあり
ませんか

●●さん

・昔はありましたが、
今はありません

司会

・一部で困っている人
がいるのも現実で
す。
・青少年健全育成協議
会からも 5 日間ほど
お手伝いをいただ
いた。

・支部社協ができまし
たので、支部社協も
お手伝い出来れば
と思います
・馬籠の方も考えてみ
てください
・青少年健全育成推進
協議会もあります
・お母さん方だけでが
んばらないで
・年間を通じて子ども
の居場所があった
方がいいという意
見がありましたが
どうですか
・山口の場合は２段階
下校があります
・その辺のお話しをお
願いします
小学校 PTA
●●さん

・小学校の冬の時間は
３時までと３時４
５分まで
・夏は３時４５分と４
時半下校
・子どもに何かあって
は困るので、集団で
帰っています
・駐在さんがいないの
で、朝と帰りの時間
にパトロールして
いただくといいと
思います

司会

・学校の配慮はありが
たい
・年間を通じて登下校
の心配があります
が、地域で考える
・老人クラブの見守り
隊もできるといい
と思います
・提案していただいて
いた意見は以上で

す
・これからフリートー
クで行います
・大勢の方の意見をお
願いします
●●さん

・資料を基に聞きたい 山 口 総 合 事 ・高校のバスの通学の話について
こと、言いたいこと 務所長
は大変お金がかかると聞いて
があります
います
・先に資料をいただい
てありがたかった

・北恵那でも回数券はあるそうで
す。なくなっていません。

・資料に目を通せまし
た

・バス通学は大変だと思います。

・長男が高校に入りま
す

・体育館、グラウンドの利用料に
ついては、夜間の照明代をいた
だいています。

・高校にはどうやって
通学するのか

・利用料については、一定の負担
をお願いすることになります

・朝のバスの時間があ
わない

・上のグラウンド、体育館は無料
になっていますが、今後ある程
度の負担をおねがいすること
になります。

・高校によっては間に
合わないので送っ
ているお母さんも
いる
・朝練していると時間
があわない
・バスに乗る練習をさ
せています
・バス代が往復１０８
０円
・毎日バスを利用する
なら定期券も考え
ますが、朝練とかで
利用しない日もあ
るので考えてしま
います
・濃飛バスから北恵那
バスにかわり、回数
券がなくなったと
聞いている
・通学の心配をしてい
る
・若者の定住につなが

・インフルエンザの予防接種につ
いては後ほどおこたえします
・光ファイバーについては２１年
度に光ファイバーの工事をし
ていきたい
・冒頭で電話番号が変わる話をし
ましたが、来年の１月７日の
夜、説明会をさせていただきま
す
・昨日の区長会でも話をしました
・ＮＴＴにも来ていただく
・光ファイバーを利用するには、
当然無料ではありません
・具体的な説明会をします。
・今の予定では、２１年度中に馬
籠も山口も工事して、２２年か
ら利用できるようにしたい
・防災メールで天気予報が２回く
る話は、防災担当に話をしてい
きます
・全面的に石畳にするかという話

ると思います
・幼小中の福祉をやる
にしても、後知りま
せんでは困る
・最近共働きも多くお
母さんに負担がか
かる
・そんなところに移住
してくれるのか心
配です
・体育館、公民館の利
用料がかかるので
はないかと心配で
す
・バスの話に戻ります
が、「中津川の今」
のＰ２６
・コミバスの運行につ
いてのＱ＆Ａにつ
いて
・高校の通学に使える
バスが欲しいとい
うＱに対して
・路線バスを利用して
ください。という回
答
・保護者会と事業者の
交渉を支援します
とあります
・実際、高校の地域は
広い
・中津高校の保護者会
で馬籠地区は何名
いますので、馬籠地
区の話はそこでや
ってください、では
話しづらい
・子育て支援で、今年
から小学生の通院
が無料になりまし
た
・なぜ子どもがただな

でしたが、カラー舗装をやって
います。
・峠の方もカラー舗装している
・カラー舗装で地元の方とも協議
している
・石畳で、とは思っていません
・雪かきは大丈夫だと思います
・スマートインターチェンジにつ
いては議員でも地域でも組織
を作っている
・国の方に早期にできるようにお
願いしている
・何時出来るかの返事はいただい
ていません
・市長も一緒に国に要望していま
す
・市も一生懸命やっていきたい
・バイパスの舗装ですべる？
・これについては調整監からお答
えします
・「ルーチンワーク」については
市役所は難しい言葉をつかっ
てとお思いかと。
・ルーチンワークとは何だと思っ
た事だと思います。
・市役所の仕事は市民の要望や悩
みを受け止め仕事をやらさせ
ていただいていますが、事務的
な仕事に没頭しがちです。
・地域のために企画的な仕事は今
までの市役所ではなかなかで
きなかったと思います
・事務的な仕事は一生懸命します
・事務的な仕事が「ルーチンワー
ク」です
・どうやってこの地域をつくって
いくのか
・山口の地域づくり協議会、まご
め地域づくり協議会、まごめの
観光協会の方々と一緒になっ

の？と聴きます
・助成は助かるのです
が、お金を払うのは
子どもにとっても
いいのかなと（教育 水野理事
上）
・インフルエンザの予
防接種が高いので、
そちらの助成をし
て欲しい
・光ファイバーの話は
馬籠に来るのです
か？
・防災ネットワークは
利用しています
・天気予報が朝同じメ
ールが２回くる
・朝６時半と９時に
・２ 回 も い ら な い の
で、メールを送りま
したが返事がきま
せん
・世界遺産登録に向け
でどうなっていま
すか
・登録するのはいいの
ですが、住民には暮
らしにくいところ
になってしまって
は困る

て話しをして地域の活性化に
つなげていきたい

・乳幼児の医療費助成の件
・少子化対策の一つでやっていま
す。
・子どもさんに説明してください
・インフルエンザの要望もたくさ
んあります
・特に受験生の子どもをもつ親御
さん
・本来なら国や県がやるべき事
・乳幼児に対してワクチンの効果
がはっきりしていないので、国
としては実施していない
・どういう場合に効果があるのか
健康福祉部で調査している
・またお返事したいと思います。
・世界遺産について手を挙げてい
るが候補地にはなっていない
・国の指導では馬籠、妻籠だけで
なく木曽中の街道で捉えなさ
いと指導を受けている
・組み立てなおしをしています
・地元地域住民の方のご理解あっ
て、初めてできることだと思っ
ています

・デメリットがあった
ら 前 も っ て 教 え て 杉本調整監
いただきたい

・舗装にはいろいろなやり方があ
る

・中山道をずーっと石
畳にする話を聞き
ましたが、荒町の石
畳は、雪かきが大変
なんです

・今の舗装の上に再舗装する方法
もある

・私の家の前も石畳に
されると、雪かきが
大変になります
・石畳の計画があるか

・舗装を削ってやる方法は費用が
かかる

・すべるとかそういうことはあり
ません。

聞きたいです
・神坂のスマートイン
ターはどうなって
いますか
・馬籠のバイパスで道
路の舗装をしてい
ただきました。
・最近の舗装は見た目
がきれいなのです
が、すべりそうなイ
メージがあります
が、どうですか？
・Ｐ８とかＰ１１の言
葉で「ルーチンワー
ク」という言葉の意
味が全然わかりま
せん
司会

・●●さんから１２項
目の質問がありました
・皆さん納得すること
もあったと思います

●●さん

・冬になりました

企 画 振 興 課 ・除雪の件で峠地区懇談会でも要
望がありました
・標高８００メートル 長
になりますと雪が
・地元の人と協議しながらやって
かなり積もります
いきたいと思います。
・高齢で自助努力も大
変なので、除雪をお
願いしたい
・病院にいくのにタク
シーを呼びますが、
タクシーにも断ら
れることもある
・伝田地区に行く市道
があるが、軒数が少
なく除雪していな
い
・デイサービス送迎や
郵便局の配達もあ
ります。
・皆さん難儀していま
すので、ぜひ除雪し
てください

司会

・今しっかりと約束し
てくれましたので今年
の冬は安心だと思いま
す。

坂下中ＰＴ ・二つあります
勝理事
Ａ
・一つは産婦人科の話
●●さん
です

・医療問題について
・「中津川市の今」資料Ｐ２８

・子ども４人は坂下病
院で産みました

・現状は市民病院に３人の産婦人
科医師を確保して、恵那西地域
を引き受けています。

・近くで産めることは
安心できる

・産科、小児科はリスクが高く、
なり手がいない状況

・全国的なことで難し
いことですが、坂下
病院に産婦人科の
先生をお願いしま
す。

・市として、研修医を育てていく

・これから婦人科の病
気が心配になって
くるので、気楽に行
けるように。
・市民病院に行くには
勇気がいる
・婦人科の先生が週に
何回か来てくれて
いますが、ぜひ充実
してほしい

・研修医の制度が大きく変わりま
した
・市独自で医師を確保することも
やっています
・では、いつ坂下でとなると、市
全体でやっと３名の産婦人科
医師なので、その後になります
・産婦人科医師を育てていくこと
・婦人科、小児科が大切なことも
認識しています
・きちんと対応していきます

・産婦人科があること 杉本調整監
が、少子化対策にな
ると思います

・住宅の件

・結婚して子どもがい
るが家が狭いので、
中津のアパートや
南木曽に住んでい
る方がいる

・ＵＩターン者用住宅として神坂
に建設しています

・山口に住みたいけど
家を建てないとい
けないし

・他地域に出られて戻られる方、
他地区からの転入者が対象

・安い家賃で入れるア
パートがあればと
思います
・実家には入れないけ
ど、山口に住んでく

・本年度神坂で住宅を建設してい
ます

・阿木、加子母と民間が参入しな
い地区を対象に取り組んでい
ます

・人口減少を食い止めるため、住
宅施策、子育て支援、産業施策
の３点セットで考えています。
・この住宅については、できるだ
け安い家賃でと考えている
・入居期間も５年ほどと考えてい

れるとありがたい
・神坂にできる住宅も
ぜひ山口にも建設
してほしい

ます。
・その間、地域とのコミュニティ
を高めていただき、コミュニテ
ィにはいっていただく
・山口地域についても高齢化率は
加子母に次ぐ高い高齢化率
・複式学級を防ぐ意味でも取り組
んでいきたい
・いつとは言えませんが、よろし
くお願いします。

司会

8 時半になりましたの
で、この辺で終わりま
す。

■市長総括の概要
・今日は大変寒い中、熱心にご議論していただきましてありがとうございました。
・何点かお話したい
・基本的なところをお話させていただきます
・資料のＰ３を見てください
・「２期目市政について」、広報６月号の最初のページに書かしてもらいました
・４月２０日に当選させていただきまして、広報に載せました
・前月の中ごろに書いたものです
・市政運営方針ですが、財政の健全性を確保して、市役所改革を実施して、市民が望む
必要な事業を実施する
・これが基本です
・市民の皆さんが望む事業
・公約を風化させない
・重点的に取り組む、８つの取り組み
・①地域では、産業振興に取り組み、ＵＩターンなどの住宅施策、医療費無料化などの
少子化対策の３点セットで人口減少を食い止めたうえで、コミュニティの形成、住
民の居場所と出番づくりに取り組む
・②環境にやさしいライフスタイルの変革にとりくむ
・まず３点セットが大切
・まず近くに仕事があってと、坂下を中心に製造業を展開していきたい
・企業誘致をしていきたい
・住宅施策で５年を区切りに、安い家賃で住んでいただいて、将来に向けて準備をして
いただいて、地元に木造住宅を建てていただければ、それに対する補助金も考えて
いきたい

・高齢化率の高いところといいましたが、複式学級をくいとめるのも一つの目的だと調
整官からも説明しました
・どっちかというと複式をくいとめることが重点かな、と最近思っている
・神坂小学校、山口小学校、川上小学校がまずターゲットになる
・神坂のＵＩターン住宅をぜひ成功させていきたい。
・神坂の懇談会でもでましたが、市内から転入することもぜひ考えてほしいと言われた
ので考えたい
・坂本小学校が一学年１４０人になる学年がある
・神坂小学校は１４人です。
・馬籠・神坂地区合同の運動会に出た
・朝の準備運動の時に、幼稚園の園児の数が少なくて、将来大丈夫かと思いました。
・そういったこともあってＵＩターン住宅を整備しないと、という気持ちが強い
・できれば坂本小学校から移ってくれないかと思っている
・坂本小学校では教室が少ないので、教室を増やせと言われている
・過密過疎の状態を解消したい
・低家賃、５年間で将来の見通しを、と展開している
・馬籠も神坂小学校管内ですし、山口小学校、川上小学校も早い時期に展開していかな
いと行けない
・医療費の無料化などの少子化対策、学童の居場所も関わりますし、高校生の通学にも
関わってきます
・少子化対策ということで、３点セットで人口減少を食い止める
・特に複式学級が考えられる地域にはそういうことをやっていきたい
・３点セット以外にプラス４つを掲げている
・教育、医療、交通、情報の４つ
・情報については、光ファイバー網を整備している。
・今、加子母までいっている
・残りはやさか地域と落合ですが、川上はケーブルテレビをやっている
・電話番号が０２６４はＮＴＴ東日本の管轄
・中津川市はＮＴＴ西日本で、光ファイバーの運営はＮＴＴ西日本で請け負っている
・馬籠がＮＴＴ西日本の管轄に入り、やっと整備できるので、近い将来利用していただ
ける
・交通弱者というと、お年寄りと高校生
・付知、加子母で中津の高校に通うときに問題になっている
・北恵那バスと交渉して、保護者の会で運行をしている
・料金や利便性の部分で拘束ごとがあって資料に載せています
・お年寄りの病院への交通も大切

・今、統合で効率がよくない部分は切り捨てることが日本全体で行われている
・不便なところや、人数の少ないところはサービスがされない
・移動しないとサービスが受けられない図式になっている
・医療でもそうです
・医者が居なくなると、人の少ないところから引き揚げられる図式になっている。
・利用するためには足が要る
・コミバスも試行ですがやっている
・そのほかの交通形態も考えないといけないと思っている
・あと医療、教育もそれぞれ大事な項目
・できるだけ今まで住んでいたところで住み続けることが大切
・岐阜県では総合計画を策定する
・人口の減少を前提に政策を組み立てることになっている
・それは夢の無い話。
・人口が減少するにしても、地方から人口を減少させないよう、意見を県には投げかけ
ている
・高齢化率が５０％を越すと雪かきも地域でできない
・中山間地で住み続けることができるようにがんばっていきたい
・そうなると税金が必要になってくる
・基本的なサービスほど同じ料金負担でやっていきたい
・中山間地でのサービスにはお金がかかる
・そういったのを埋めるのは税金になる
・特に製造業の力を維持して、税収で地方部、中山間地を支えていく
・それを基本に行政運営をしていきたいと思っている
・世界遺産登録のデメリットを明らかにしてよく議論して、はそのとおりだと思います
・道のりは長いです
・世界的な価値があるのかを審査される
・島崎藤村先生もひとつの要素としてやっている
・今年、暫定登録候補の選定があって５つの地区が選ばれました。
・その次が世界遺産の本部の審査になり、世界的な審査になる。
・その暫定登録にもまだ２７箇所が不合格
・その不合格でも、テーマはいいが、もう少しがんばれというものと、テーマを変えな
いといけないもの２種類に分けられた
・妻籠・馬籠についてはテーマは良いが、もう少しがんばれ、という部類
・宿場を中心に、街道としてあげています
・もう少し広く木曽１１宿まで広げて、その価値を証明していくような研究を深めて、

と言われている
・木曽福島の関所も姫街道といわれるような内容もあります。
・東山道が中山道にうつってきたという物語も一つの要素ではないかと思っている
・今年中津川で藤村学会が開かれ、講演しました
・皆さんのお力も貸して欲しいとお話ししました
・道のりは険しい
・デメリットを議論する前段階にある
・デメリットも含めて議論をしていく必要がある
・スマートインターも大変な中身です
・道路特定財源が一般財源化になると、なかなかスマートインターにお金が回りにくく
なる
・準備しておかないと全国的にそういった施策になったときに乗り遅れるので、道路の
取り付けも検討している
・一つの課題は大型車の出入りのないよう条件をつける必要がある
・実現に向けて地道に取り組んでいくのが今の状況です
・市議会に３０名議員がいますが、与野党問わず議員連盟を作っています
・地元でも協議会ができて熱心に推進のご要望をいただいている
・その方向にそって地道に準備していく
・子どもの居場所ということで夏休みと放課後の話がありました
・児童館の話ですが、坂本地区にふれあい館をつくった
・お年寄りと子どもの居場所という形で学校の近くにつくりました
・ランドセル入館という形で、家に帰らずに直接児童センターにいける
・大変多くの利用がされていますが、いいのか悪いのか
・広い坂本地区で１つでいいのか？
・できるだけ既存のクラブでお年寄りと子どもが寄り合えるようなしくみを作るのが
いいが、まだ実現にいたっていません
・学童保育はおやつ代や、世話する方の人件費を負担しないといけない
・できれば、見守り隊の延長の形がいいと思っている
・名古屋で「トワイライトスクール」をやっている
・名古屋では一時期学童保育が増えました
・トワイライトスクールは学校を開放して、一般の方と子どものふれあいをやっている
・トワイライトが増えている、学童保育は頭打ちになっている
・料金も含めて、責任問題もありますが、名古屋の取り組みも一つの方向
・教育委員会にも勉強していただくようにお話しています
・自然の中で、低料金で子どもにもお年寄りにも良い仕組みができないかと、今後方向

性をつけていきたいと思っている
・行政改革のところで、ルーチンワークについては、もう少しわかりやすくと反省して
います
・昨年の１２月号の広報なかつがわでルーチンワーク文化とあります
・ルーチンワークをカッコ書きで「申請書類の作成などの定常業務」と書きました
・市民の皆さんの声に答えるには、組み立てて考えてやっていかないと行けないので大
変困難が伴う
・定常業務に重点が移ってしまっているのでそれをなんとか変えたい
・一番肝心なところは、Ｐ８に書いてあります。
・今度の広報なかつがわ１２月号にも書いてありますので読んでください
・市役所の気風をかえないと行政改革にならない
・今日いただいたような声に応えていくと、ルーチンワークを少なくして、政策、声を
受けて、どう実現していくかということを考えてやっていく仕事にしないといけな
い
・今日は長い総括になって恐縮ですが、いろいろお話いただいた分に基本的なお話をさ
せていただきました。
・言いっぱなし、聞きっぱなしにしないようにやっていきます
司会
・普段聞けないことを聞けてよかった
・行政と市民が知恵を出し合って合併してよかったといえるようなまちづくりをしたい
・これからもよろしくお願いします

