付知地区女性懇談会
開催日時
開催場所
出席者

会議録

平成２０年 ８月 ８日（金曜日）１９時３０分 ～２１時０５分
アートピア付知交芸プラザ 「ホール」
市民：３５人
行政：大山市長、付知総合事務所長、企画振興課長、生活福祉課長、調整監、
政策局長、地域振興局長、進捗管理課長、広報広聴課長

■司会者等あいさつの概要
■市長あいさつ
・第４回目となる市政に対しての女性懇談会です。
・地区ごとに市政を進めていく上で女性の視線でご意見をいただくことで市政に反映してバラ
ンスをとっていきたい。
・１期目の市長選挙で感じたことは、政治的な会議には男性の出席が多い、しかも年配の方 が
多く、女性の方の声や若い方の声を聞く事が少なかった。
・市政に関して女性の声を聞くために公約として女性懇談会を始めました。
・２期目には女性懇談会に加えまして、若者との懇談会も公約として増やしました。
・言いっぱなし聞きっぱなしにしないことを一つの大きな方針にしています。
・市役所の会合は言いっぱなしで、後から実行に移すということが律儀に行われない。
・合併と同時に総務部に進捗管理課を設けました。
・回答する課は自分のところで実施していかないといけないということで、総務部でチェックし
ています。
・今日は地域総合事務所で管理している内容を説明していただきます。
・今回３回目と違うところは車座で、今まで各地で１１回やってきましたが、今日は机の配置を
きれいなマルに設定していただいています。
・ざっくばらんに顔をあわせながらやるようにしました。
・今まで事前にご意見をおたずねして、回答を用意する形でやっていました。
・今回は出たとこ勝負に改めました。
・準備不足でお答えできないこともありますが、気軽にいろんなことを出していただくため ご
容赦ください。
・後日お答えすることもありますが、よろしくお願いします。
・また、人数を少なくして意見を出しやすいように、私と総合事務所だけにしました。
・今日は三浦市議、熊谷市議にご出席いただき、ありがとうございます。
・司会の北原さんと平岩さんに於かれましては、大変かと思いますがよろしくお願いします。
・建設的なご意見をいただいて市政に反映していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
■以下自己紹介
小池総合事務所長、下条調整監、安彦企画振興課長、志村生活福祉課長
■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（企画振興課：安彦課長）
○については実施済みあるいは実施中
△の○は実施しても時期未定、△の×は現段階では無理
×はやらない
・１９年度の質問を主としてご説明します。
◆コミバスについては、進捗状況は×です
・北小学校から南小学校へ、キッズサークルの送迎ということです。
・コミバスの運行目的は交通弱者に対するもので、バス路線までの運行
・１９年２月から試験運行期間で、１週間に３日、１日３回の運行
・ご質問に対する運行は難しい。
◆文化団体サークル活動ついて、若い方に興味を持ってもらいたい。
・小学校の運動会でおんぽい節をやってます。
・市としましても、文化スポーツ係が中心になって発表の場の支援をしていきたい。
◆高校生の通学費用について
・恵那北高校の廃止にともなって中津の高校に通うのには経済的に負担が大きい。
・６月２０日の移動教育委員会でも同じ質問がでています。
・市としては、平成１８年１１月に県に通学支援、奨学金制度の貸付条件の緩和について陳情を
行っていますが、現時点では聞き入れてもらえません。
・もう 1 点としましては、市の奨学金の予算枠を拡大して制度を見直しています。

・県へ引き続き要望をしていきたい。
◆ＡＥＤの設置について
・付知については、今年の 6 月に付知の回生堂医院さんから３台の寄贈を受けました。
・南小学校、北小学校、付知中学校に配備しました。
・今後も配備計画にしたがって設置していきます。
（司会）
ありがとうございました。それではただいまから懇談会に入ります。
・女性の視点と感性で市行政に対する疑問や問題意識をお持ちと思います。
・女性の意見や提言を中津川市の行政に活かしていただける機会でもある。本日は、フリートー
クとなっています。気楽に勇気を持って発言下さい。
・終了時間は 21 時を予定しております。発言される方は、手を上げていただき、団体名、お名前
をおっしゃっていただきますようお願いいたします。
・ご意見・質問の都度、市のほうから回答をいただきたいと思います。
・どなたかご意見はありませんか。

■懇談内容（司会）
発言者
文化協会
●●さん

発言要旨

対応者

・市長にお 願い があり 市長
まして、文化協会長 の
立場としてきました
・安彦課長からのご説
明にありましたが、付
知の文化協会は８月１
日現在で 第１部文化作
品展示部門が １ ９ 団体
子どもが１８４名、大人
２ ０ ７名が所属 してい
る。
・第２部が２８団体 、
子どもが６５名が参加
で 、太鼓など、 大人が
３６９名、合計４７団体
・全部で８４ ８ 名の方
が文化活動に 趣味を楽
しみながら参加してい
る。
・文化協会 も高齢化が
進んでいる、後継者が少
なくなっていることが
課題です。
・文化を子どもたちに
伝え、世代が異なった
子どもとふれあうこと
が 文化協会の 活性化に
つながるのでは と思っ
ています。
・中 学校 では１年に１
回の合唱祭で琴を発表。
・ 北 小学校では 全校生
徒に おんぽい節 の盆踊
り を覚えていただいて
いる。
・南小学校でも今年か
らおんぽいに取り組ん
でいただける。
・ 文化協会には 先生が
たくさんいるので、そ
ういった人たち の技術
を 発表できる場があれ
ばよい。
・学校でも空いた教室
があると聞いています
ので、 体験教室ができ
ないか。
・スポーツと同じよう
に文化系の ｸﾗﾌﾞ活動が
できると良い。
・学校の協力が必要で
す。

対応(回答)の内容

・「中津川市の今」をご覧ください。
・P4に市長公約の着実な実現に向け
てとあります。
・8 つの柱、36 項目示してあります。
・ ●● さんの話には、「各種サーク
ル活動の・・・」がありましたが、Ⅲ
-3 に互いに助け合うコミュニティと
いうことであげてあります 。⑫番、
生涯学習課の今井課長補佐が担当で
す。
36 番 は 谷口課長補佐
・最後の Ⅴ-8-○
が担当です。
・公約を着実に実行していくため
に、課長ではなく、課長補佐や係長
に３６項目のうち何を担当したい で
すかと希望を伺いました。
・それで人事を決めました。
・学校の総合学習、ふるさと学習 的
なものも意味があろうと思います。
・地域の人がでかけていってやるの
も意味があると思います。
・教育委員会にも要望があったことを
伝えたいと思う。
・落合 小学校 で昨年から風流おどり
をはじめたり、学校の活動の中で 行
っている。
・まとまりが 出 てきたことは教育委
員会でも認めている。
・地域との関連 付 けていくのにも意
味があるので、前向きな方向で受け止
めてほしいということも付け加えて
要望があったことを伝えたいと思う。
・福岡では、NPO二ツ森がスポーツだ
けではなく、文化もとりいれている。
参考にしていただきたい。
・生涯学習の中に、今のような取り
組みを受け止めていく形で話をして
いきたい。
・ＰＴＡという言葉がありますが、
これにコミュニティ（Ｃ）を関連付け
ていく時代だと思う。
・文化協会のような団体と、学校 の
つながり を 前向きに捕らえていくお
話で教育委員会の方に伝えていきま
す。

日赤
●●さん

・社会情勢は暗いばか 市長
り。
・家の周りでも職人さ
んが廃業しています。
・昨日は県知事の話を
聞かせていただきまし
たが、市長さんは 未来
に 希望をもてるような
施策をもっていますか。

・希望、夢という部分を現実に持つ
のは厳しい時代になってきている。
・中国は今８％の経済成長。
・右肩上がりの経済成長の時代はが
んばれば希望があった。
・今は少子化など先に明るさを見つ
け難い時代だと思う。
・夢を見つけ難い。
・後追いでやっているのが多い。
・医者が足りない。
・事件が起こっている。
・産業が厳しい。
・現実の問題をいかに解決するか。
・公約の実現が現実の問題の解決。
・夢が見出しやすいのは産業に力を
いれることと、文化芸術に力をいれる
こと。
・生きがいとか趣味の世界が明るさ
を見出す。
・ 産業のことについては中山間地域
ということもあり、民間の皆さんのが
んばりだけではいけないと思ってい
ます。
・他の 街 ではやっていない光ファイ
バーをやって、産業の基盤を整備し
ています。
・リニアモーターカーの話題が 出て
いるので、東濃の東部に駅を誘致す
ることが大事。
・駅の誘致は飛行場１つに匹敵する。
・交通の量としては多い。
・駅の誘致に力を入れていきたい。
・広い範囲に影響を及ぼす拠点にな
る。
・街はそれなりに発展する。
・羽島駅や新横浜駅がいい例である。
・地域の盛り上げを考えている。
・付知、加子母にもいい影響がある
のではと思っている。
・国、県レベルの話ですので、 国会
議員・県議会の早川先生との連携で、
中津川・恵那の勢いを上げて、こち
らの恵北地域にも 良い 影響 が出るよ
うにもって行くことが大事。
・この２ 、 ３年が勝負だと思ってい
ます。

・先生の採用や役場の
採用にはコネがないと
ダメだと聞きました
が、今ではどうでしょ
うか。

・コネの話は、すぐに教育長に聞き
ました。
・私とのやり取りの中には、あると
いう明確な答えはありませんでした
が、公式な場所では「ある」とは出
てきません。
・合格発表の 前にいろんな人を通じ
て・・・

キッズサークル

●●さん

・キッズ サークル から 市長
は毎年同じ要望をしま
す。
・進捗状況において実
施しないとお返事され
た件。
・実施されるまでお願
いします。
・市の財政状況が厳し
いことは知っています。
・学童の助成を創設し
ていただいたこと、家
賃に補助を創設してい
ただいた こと はまこと
にありがとうございま
す。
・体育館の１室を 有償
で貸して いただいてい
ます。
・人材のサポートにつ
いては、市の担当者、地
域の皆さんにお願いし
なければなりません。
・学童保育所が 民設民
営 でやっていますが、
岐阜 県内では少数派で
す。

・岐阜県においては無いという状態
を今後どうして行くか問題。
・牽制球の意味で教育長に聞きまし
た。
・役所についてですが、私が担当し
て５年目ですが、今８５０人に減ら
していくために補充していません。
・保育士を一部採用、消防士も採用
していますが、 厳格に 複数で面接し
てコネはないと思います。
・しかし働きかけはあると思います
が、私は聞きません。
・働きかけがあった人で合格してい
たら、それは 働きかけ がなくても合
格していた人です。
・コネで合格することはありません。
・まず第一は公平公正で市民の方と
の信頼関係です。
・来年にむけて採用を始めます。
・今ご心配の部分は 、 来年に向けて
もありませんので、ご心配ないように
お願いします。
・学童保育について。
・共働きで学童が必要。
・旧中津には児童館があって、これ
は遊び場所としての児童館。
・坂本に児童館を 作る ときに、お年
よりも集まれるように「ふれあい館」
として整備した。
・子どもは家に 帰 らずに、ランドセ
ルをもったまま寄れる。
・他の児童館は一回家にランドセル
を置いてから。
・坂本は１万 ３千人 の人口で１箇所
。
・それぞれの地区のクラブの集会場
にお年よりも 集まって いただけるよ
うに、ふれあい館として分散化して
やっていけないか議論している。
・学童保育とどう関係 付け ていくか
。
・どういった場合はふれあい館で
どういった場合は学童を選択するか。
親御さんの希望もあると思う、

・ 岐阜県内では 、学童
保育は公設公営や公設
民営です。
・学童保育に入ると、
イベントに 出 ないとい
けないので、学童保育
に時間をとられてしま
うという理由で 預けた
くても預けられない。
・人口が少ないので、
１０人以上 預ける人 が
いなけ れば学童保育所
として認められない。
補助金もうち切られま
す。
・付知(キッズサークル)
はぎりぎりです。
・運営が大変。
・北小学校から南小学
校への移動手段がない
からです。
・北小学校で学童保育所
が開設されていない理
由は費用の問題、父母が
運営しなくてはならな
い問題、場所の確保の問
題などがある。
・子どもの少ない 地域
、おじいちゃんおばあ
ちゃんが 近所に い る 地
域では、学童保育所を開
設しようということに
はならない。
・キッズサークルでも
子どもを見てくれる人
を募集しても 来 てくれ
ない。
・せめて付知にある 学
童保育 を存続させてい
きたい。
・北小学校から南小学
校への足があれば１０
人切ることも無いと思
います。
・母親だけで方法を 探
すのは難しい状況です。
・２～３人のためにと
いわずに、存続のために
お願いします。

・同じ地域の高齢者の方とふれあう
ことは大切、できるように進める。
・ふれあい会館を作ったら、そちら
に子どもをとられて、 学童保育が厳
しくなるが、人の選択によってはそち
らのほうがいいという人がでてくる。
・近いところで子どもとお年寄りの
ふれあいができれば。
・どういう形で進めていくのか悩んで
いる。
・昔は子どもの世界でやっていた。
・学童保育のあり方は 、 必要とする
皆さんが持ち寄ってやっている。
・ 家を借りてやっていたが 場合によ
っては学校の一施設を提供。
・できるだけ整合性をとって一方で
解消の方向に向けてやっていく。
・中津西小学校では、校庭の中にプレ
ハブを建てて行っている。
・苗木では教員住宅を貸してほしい
という話もある。
・しっかりした理念でつくってあれ
ばくずれることはない。
・現実に整理する必要がある。
・学童保育についてはどういった形
でやっていくかが整理しきれていな
いのが実情です。

・学童保育所の理念と
いう話がありました。
・ 月に １回市内の学童
保育で勉強会を設けて
います。
・全国規模のガイドラ
イン、方針の統一を勉
強しています。
・状況がバラバラなの
はお金がないから、施
設もバラバラである。
・ 中津 西小学校の学童
について
・プレハブの建設費用
も個人が借金で立てま
した。
・学童保育所と児童館、
地域の ふれあい センタ
ーとの違いについては、
急にそういった施設が
必要となった場合は児
童館、地域のふれあいセ
ンターでいいと思いま
す。毎日両親が働いてい
て、親が帰ってくるま
でに親の変わりに生活
を見る場所が学童保育
です。
・付知の指導員も研修
に行っています。
・単に働く親が自分の
ために作 って きたので
はなくて、地域の皆
が、 帰る ところのない
子 の 面倒をみるために
作った。
・最近の いろいろな 事
件 が起きていることに
も問題がある。
・私たちはそういう子ど
もを育てたくない。

・私が理念がないと申し上げたのは、
子どもたちが放課後どのような形で
過ごすべきであるかということにつ
いて理念がない気がすると申し上げ
た。
・定期的でない子は児童館。
・定期的な子は学童保育。
・児童館、ふれあい 館 は改良したも
のに。
・お年よりも入れる。
・学童保育は子どもと指導員の世界
がある。
・子どもが放課後にどう過ごせばい
いのか。
・親御さんがどう選択するのか。
・そういうものの考え方の理念が整
理されていないと申しました。
・学童保育の理念がないという部分も
あるがそればかりではない。
・どういう形で子どもが学校を終え
て 過ごす のがいいのかを考えてあげ
てなければならないと思います。
・地域における文化団体 、 スポーツ
団体の活動の中で、スポーツをして
過ごしていくということもあると思
います。楽しんだ形の中で過ごせると
いう大事な部分を活かしていく。
・全部学童保育 だけ でやるのではな
く、子 ども が選択できる形 の中で、
一番いい状態で付知という町の中で
放課後を過ごしていただく。
・学童保育の部分を否定しているわ
けではなくて、 そういった中でどう
していこうか考えていく必要がある。
・いろいろ調べて整理してみます。
・合併して保育園、幼稚園も教育委
員会でやるようにしました。
・おかげで学校で学童保育ができる
ように少し進んだ。
・出発自体が付け足し的な施策で始
まった。
・児童館、ふれあい 館 をやっている
方とも話しをしてやっていきたい。
・南小学校も 行 かしていただきまし
たので、学童保育の話以外でも 話を
していきたい。
・別途やらしていただくお願いしま
す。

付知中学校
●●さん

・高校には中津まで通 市長
わないといけない。
・保護者 会 のおかげで
格安で 通わせて いただ
いています。
・せめて通える学校の
選択ができれば
・近くに学校がない以上
他の地域には選択肢は
あるが、この地域には選
択肢がない。
・通学できる部分を広げ
るために
・通常のバスの定期が
一ヶ 月 最低でも 27,000
円位、あとＪＲを使って
いる。
・奨学金の枠を増やす
ことも 提案され難しい
ところもあると思うが
駅から離れた子 ども の
通学に補助を していた
だきたい。
・あまり使われていな
い 北恵那交通の株 を市
で 集めて 利用できない
か。
・嫁に来た人は子 ども
を育てるのに不便な 環
境 だと、実家から通わ
せようかという話もき
く。
・ 少子化にもつながり
町の活性化にもならな
い。
・具体的な政策について
伺いたい。

・選択の幅を広げるという話でした
が、その前の段階が大切。
・工業、商業、普通 科 、坂下では介
護もあって、選択 についてどの程度
のものが必要なのか。
・レベルの問題。
・通うことにどういった形で税 金 を
いれていくか。
・恵那北高校を廃校にした部分には
多少疑問を持っている。
・全国的に効率化、統合化 というこ
とで統合ということになってきた。
・行政をサービスする側にとっては
よい話ですが、受ける側には悪い話。
・日本を守るためにはいいかどうか。
・政治の話として 選ばれた部分で私
自身は必ずしもいいと思っていない。
・せめて中津川市内の高校に通いや
すい方向にもっていくことが私の 第
一段階の目標でまだ達成されていな
いと感じますのでしっかりやってい
く。
・選択の範囲、 中津の学校の 学力向
上。
・遠くに求めるより、近い学校に 働
きかけていく。
・小学校、中学校の基礎学力を上げ
ていく。
・教育は基礎的サービスなので、同
じ負担で同じサービスであるべき。
・中山間地ほどコストがかかる。
・当面の部分として、中津に通う子
の負担を考えて行きたいと 思うので
すが、コストのかからない部分おい
て組み立てる必要がある。
・今のシステムをどういう形で公共
としてかか わ っていけるのか検討し
ていく。
・その外側の部分については難しい。
・名古屋に行ってしまう話も聞こえ
てきます。
・名古屋で少子化対策をやっていま
すが、財政力がある。
・ますます財政力があるところに人
が集まる。
・地方都市がますます厳しくなる。
・国が都合のいいところを 分権して
いる。

・交通弱者の足も その一つだという
ことで訴えている。
・基礎的なサービスということで考
えていかないといけないと思ってい
ます。
・今中津川に通ってい
る子については考えて
ほしい。
・高校までは通える方
法を考えてほしい。

・株券についてはイメージができに
くいところがあるので、どこかでや
っているところがあったら 教えて く
ださい。研究していきたい。
・高校を廃止したのは県ですので、
県に何らかの措置を、統合で県も税金
の節約できた部分がある。
・その分地域の 人 に負担がかかる形
になった。
・多少憤りの部分がある。
・市としての法的な関与 をしていき
たい。
・方策は探っていきたい。
所長
・株 主の優待 で安くなるという話で
すね。
・確認します。

■市長総括
・回答が長くなりまして申し訳ありません。
・総合事務所が出先ということで構えていますので、ぜひ身近な市役所として
お話をしてください。
・苗木、坂本にはこんなに人員をそろえていません。
・私がお話させていただくのは年１回で不十分。
・所長は議会事務局長で部長クラス。
・部長クラスを総合事務所に配置しています。
・本庁にものが言いやすいということで、部長経験者を総合事務所長においた。
・コミュニティセンターには課長クラスを置いている。
・総合事務所とやり取りをしていただくことになる。
・教育委員会の話がかなり出ましたが、しっかりと届けで行きます。
・課題は学童保育、高校通学などいろいろあると思います。
・課題として引き続き議論していきたいと思いますのでお願いします。
■閉会（副司会）
閉会のあいさつ
・限られた時間の中で全員の話は聞けませんでしたが、ご意見をありがとうございました。
・市政に反映していただくことをお願いします。
・これで懇談会を終了いたします。

