川上地区女性懇談会
開催日時

平成２０年

開催場所

川上総合事務所

会議録

７月２４日（木曜日）１９時３０分
（かたらいの里

～２１時０５分

集団指導室）

市民：２７人
行政：大山市長、井口川上総合事務所長、勝政策局長、西尾地域振興局長
杉本調整監、内木企画振興課長、吉村生活福祉課長、斉藤広報広聴課長

出 席 者

■司会者等あいさつの概要
・今日は９時には終了したいと思います。
■市長あいさつ
・この懇談会の趣旨は市政を進めるにあたり、女性の声、若者の声がなかなか反映されないと
思い公約とした。
・旧中津川市でやってきたものを合併後旧町村でも始めたものです。
・第４回目となる女性懇談会です。
・言いっぱなし、聞きっぱなしにしない。
・司会の方、マイク係りの方にはお世話になります。
■市役所参加者自己紹介
・井口総合事務所長、杉本調整 監 、内木企画振興課長、吉村生活福祉課長
■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（内木企画振興課長）
・事前配布資料は、過去３回までの進捗管理について書いてあります。
・資料をご確認ください。
・本日配布させていただきました事前質問事項についての資料があります。
・参加していない方から質問がありましたら、ここに回答がありますので、お願いします。
■懇談内容
発言者
司会
●●さん

発言要旨
・これからの川上について
をテーマに懇談を進めたい
と思います。
・今日、東北で大きな地震
がありました。
・川上でも阿寺断層があり
ますので、地震が起きても
おかしくない状況です。
・気軽に市長にお尋ねする
ことがありましたらお願い
します。
・何か質問はないでしょう
か

対応者

対応(回答)の内容

市長
・最初はどこでも質問がでない
・ 女性の感性でなにかあればお願い
します。

・保育園関係の方は何かな
いですか？

・今回車座でやっているのは、顔を
見合わせてできる工夫なのです。

保育園
●●さん

・保育園は人数が減ってい 市長
る
・複式という形を取らず各
クラス一人 づつ 担任を置い
てほしい
・年齢にあった保育ができ
るようにしてほしい
・防災については、保育園に
窓ガラスが多いので危険
・飛び散らないような対策
をしてほしい

・人口減少、少子化に起因する話
・川上でいかに人口減少を食い止め
るかが課題、若い人に住んでもらう事
が大事。
・「中津川市の今」をごらんください
・P3が広報なかつがわ６月号です
・地域では産業振興、住宅施策、少子
化対策の ３点セット で 人口減少を食
い止めとあります。
・産業振興に取り組むでは川上で製
造業に取り組んでいただけるかは分か
りませんが、坂下 あたり でできない
か
・坂下くらいなら通勤できる
・川上の環境のいいところで、住む
事により人口の減少を食い止めること
が保育園の機能を維持することに繋が
る
・旧中津川市の 神坂 地区も高齢化が
高く、１学年９人くらい
・阿木が３３％の高齢化率
・川上より高い
・阿木・神坂には公営住宅がほとん
どなく、そこから住宅は整備してい
る。
・川上は村の当時から公営住宅に取
り組んでいると思います。
・坂下には高峰楽器という有名な企
業がある
・今光ファイバーを整備していまし
て、来年には 坂下 地区を整備しま
す。
・今年は福岡・付知・加子母を整備し
ています。
・光ファイバーができれば企業も来
やすくなる
・坂下・福岡・付知 の近場 に企業誘
致して、人口対策をしたい。
・現実的に少ない園児で保育士がど
れだけ必要か
・基本的に夢のある施策で取り組ん
でいきたい
・保育園のガラスは取り組んでいく
必要がある
・保育園だけでなく、幼稚園、小学
校など があり 検討させていただきま
す。
・資料の中には学校の耐震化がP18に
あります。
・ガラスの手当てが先か、耐震化が
先か
・ご指摘の点は大きな課題として受

子育て
サークル
●●さん

・核家族が増えていて、子 市長
どもが絡む事件が増えてい
ます。
・子育てに不安を持った方
がたくさんいます。
・ かた らいの里を利用させ
ていただいています。
・駅前のにぎわいプラザも
利用したいと思います
・児童館を利用しています
が、気軽に行くことができ
ません。
・かたらいの里が児童館の
ように気軽に立ち寄れる施
設になればいいと思いま
す。

乳幼児学級
●●さん

・かたらいの里にくれば、
他のお母さんなどがいて、
意見交換したり、一緒に遊
んだりしています。
・よそから来たお嫁さんは
ほかにいくところが無く、
かたらいの里によれること
がうれしく思う。
・せひ子どもに無料で開放
していただければと思いま
す。
・ぜひ近いところで利用し
たい

・遠くのレベルの高い施設より、近
くの身近な施設の方がありがたいと思
います。
・中津の街中に児童館が３つありま
す。
・坂本に今度ふれあい館を建設しま
した。
・人口がたくさんいるところで、１
つの施設
・就学前の子どもがあつまるのとは
違いますが、小学生が放課後にかばん
を持 っ たまま集まれる施設で、お年
寄りも集まれる施設です。
・１万３千人の人口で１つです。
・できるだけ公民館やクラブの開い
ている施設を活用して、お年寄りにも
来ていただくことをテーマにしていま
す。
・かたらいの里が空いているという
ことであれば、その機能を維持してい
く
・もう少し発展して、お年寄りにも
集まっていただく
・お年寄りと子どもがふれあ う こと
が元気の元になる
・学童あるいは入学前のお母さんの
接点をつくる
・他地域の出身の方は孤独になるこ
とは理解できる
・今のご要望についてはできるだけ
できるようにしていく
・公共施設をどれだけ利用している
かを調査して、できるだけ新しい施設
を作ることの無いように進めて い き
たい
・かたらいの里以外で利用したい公
会堂があれば区長と話をして利用でき
るようにしたいと思います。

司会
●●さん

・将来的に料金が上がること 市長
はありませんか

・市内全体の施設で考えたい
・公共的な使用の時には料金は無料
なようにしたい
・文化活動などには、実費＋使用料
金
・商業的な取り組みには料金をいた
だく
・文化活動、スポーツ活動は支援す
ることにしたい
・合併前からのつながりがあります
ので、一斉にやることは出来ない
・施策にそった活動には無料または
低料金で考えています

子育て
サークル
●●さん

・保育園や小学校について
市長
・小さいからこそいい部分
もあります
・保育園や小学校が統合さ
れることがないようにお願
いします

・川上がいままでと同じように存続
するのが大切
・人口の減少を食い止める
・維持することで精一杯だと思いま
す。
・２年前の市政懇談会で川上の行政
サービスの将来は聞かれた
・基礎的なサービスこそ同じように
やっていきたいと回答しました
・費用と負担の差は税金で埋める
・川上だけでなく、他の地区でも同
じ事を言っている
・皆で負担している税金
・旧中津川市では製造業に力を出し
ている
・小さいところもこれからの維持とい
うところにおいては趣旨に添った形で
進めていく

保育園
●●さん

司会
●●さん

・坂本の児童館に行きまし 市長
・今のような要望が幅広い意見なら
た。
考える必要がある
・お年寄りの方とのふれあ
・ラウンジを利用されるのは川上の
いの場として、かたらいの
方では
・自主ルールを川上で考えてほしい
里に児童室 み たいな自由に
出入りできる場所をつくっ
・空いている時間を使えるようにル
ていただきたい
ールを皆さんで考えていただきたい
・ラウンジがありますが、
・川上総合事務所で回答しなさい
お風呂とプールの利用者用
のみ
井 口 所 ・風呂、プールの利用者の方以外でジ
ュースを飲みに来る方もいるのを最近
・車の無いお年寄りにはか 長
たらいの里しかありません
知りました。
・お風呂を利用しなくても、
・施設の有効利用という点で、事務
ラウンジだけ 利用できませ
所で検討 さ せていただいて、地域の
んか
皆さんの使いやすいようにしたい

（司会）
かたらいの里は福祉施設な
ので、皆で使えるように考
えていきたい
・日中はお年寄りしかいな
くなる世帯がいる
・何か防災関係で質問がな
いですか
市長

・川上は若いお母さん方がよく質問
されます
・他の地区とは逆転しています。
・回答できないことは正直に持ち帰
って回答します。

俳句会、
・かたらいの里の使い方
所長
ア クア ラベ ・プールを利用しています
・ラウンジで勉強している
ンダー
のを見ました
●●さん
・弁当を買ってきて、一日
かたらいの里で遊んでいか
れる方もいる
市長
・維持管理もあるし使用料
を 取るようにするなど、変
更しては
・高齢者と若い人とのつな
がりもある

・合併前と状況が大変かわ
ったので、見直しが必要

・施設の利用の仕方についてです
が、基礎的サービス以外について 、
個人的な娯楽の点では、先ほどの市長
の話のとおり、事務所で検討させてい
ただきます。
・基本的には川上の皆さんの共有財
産
・今までの使用状況を考えて、みな
さんで話し合って、総合事務所とルー
ルを決めていってはどうでしょうか
・主体的には利用される川上の皆さ
んの意見を総合事務所にまとまてもら
う
・決めたルールは守っていくことも
大切
・利用する人の主体性で決める方法
・話し合うことで利用する人の絆が強
まる
・市全体のルールとのすり合わせの
関係もあります

・かたらいの里を利用する会なんて
のはありますか？

水墨クラブ
●●さん

・水墨画のサークルで部屋
を無料で貸していただいて
います
・もし使用料がいるように
なると困る

・先ほどの料金の話
・基礎的なサービスで、市として力
を 入 れ て いる活動には出来るだけ安
い料金か無料で利用していただく
・各地区にはそれぞれ歴史がある
・いろいろな施設で、どれだけの利
用でどれだけの費用がかかりどれだけ
の効果があるのかを調査し、市民の皆
さんに公開して考えていただく
・かたらいの里についてはそれなり
の費用もかかっているが、それなりの
利用もされているように見えます
・他地区との状況を見えるようにし
ていきたい
・料金については同じサービスとか基
礎的サービスとかでは同じような金額
で利用出来るように

俳句会、
・１８歳未満と８０歳以上 所長
ア クア ラベ は無料
ンダー
・合併したので、他地区か
らの利用者が増えました
●●さん
・利用のルールを考え直し
てみては
司会
●●さん

・高齢者には防災メールよ
り、防災無線が大切
・川上地区には携帯がつな
がらない地区もあります

・福岡にも同様の施設がある
・一度福岡の例をかたらいの里と比
較したいと思います。
・燃料代も高騰しています

●●さん

・私も携帯電話を持ってい 市長
ません
・緊急地震速報が最近テレ
ビで出ますがどういうもの
ですか

・あれは気象庁が把握して、テレビ
で流すものです
・地震の特徴でｐ波を感知して速報
を出すシステムです

・今朝の岩手の地震については震源
が深くて、揺れた後に速報がでまし
た。
・実用性ではまだまだです
・新幹線などには有効性があろうと
思います。
・地震予知ができるのかという点
・学者では地震予知は無理との見解
・阿寺断層については、直下型地震
で活断層による地震
・予知は難しい ため 建物の崩壊を防
ぐことが大切
・資料のP4（公約実現に向けて）で、
⑳に住宅耐震化と防災があります。

司会
●●さん

無料診断化が出来るように

・公約の担当者について、職員から
アンケートを募りました。
・古い家にはお年寄りが多く、改修
費用を工面するのは難しい
・まずは耐震診断をしてほしい
・よく使う生活スペースを耐震改修
してみる
・国は崩れた後に支援をする動きで
すが、私は壊れる前に税金を投入し
て、命を守る方をやるべきと考えま
した。
・条例化をして進めていきたいとも
言っています。
・阿寺断層の周辺から耐震診断をし
て応援していきたい
・ P17 に無料診断７月からとありま
す。
・診断しても補強をしていただくのが
難しい。

オーバル
●●さん

・介護を始めて５年になり 所長
ます
・デイサービスなどは金曜
市長
日までしかない
・子どもが小学校のときに
学校行事で出かけたいとき
に預ける場所が無い
・土、日曜日に預けられる場
所を充実してほしい

・デイサービスの土日運営について
・市全体の事ですので、健康福祉部
で検討し、お答えします
・土、日曜日に行事などがある
・施設で働いている方の休日もあり
ます。
・それなりに需要があればひとつの
課題です
・土日の行事には学校だけでなく、
スポーツ、イベントなどもあると思い
ます。
・公約にコミュニティについてもあ
げました。
・他地区の意見はどうなのかを調査
したい
・持ち帰らせていただきます。
・市民の皆さんが利用しやすいよう
に利用時間を変えたことがありまし
た。

・ケースワーカーさんに尋
ねると、それは管轄が別だ
からと言われてしまう

・職員としての姿勢の違い
・木で鼻をかんだような事は良くない

・横の繋がりはないのでし
ょうか

・やり方はいろいろあります
・サービス業の精神
・役所を変えていかないといけない
・悪いことは一つ一つ潰していかない
といけない
・私の代わりに川上に所長がいます
ので、ご意見を言ってください。

YO らっせ
●●さん

・夕森公園の運営について
内 木 課 ・指定管理で中津川市森林組合でや
っています
・森林組合が夕森から手を引 長
くと聞いたがどうでしょう
・まだ正式な話がきていないが、森林
か
組合では今年度で指定管理を受けない
方針と聞いています

市長

・付知と加子母は独立した森林組合
・付知峡は付知森林組合で運営して
いて、ドル箱になっています。
・赤字なのか
（企画振興課長）黒字です
・黒字なら、やり手が出てくるとは
思います

YO らっせ
●●さん

市長

・ある程度公的な団体がやるべき
・なぜなのか
（企画振興課長）高峰山荘も指定管理
からはずれる方針を役員会で決定した
そうです。

・川上で夕森がなくなって 所長
は、何もなくなってしま う
。

・年間１４万人の入り込み客
・夕森公園 の環境 は維持していきた
い
・もみじを植えて手入れしている

市長
・中津川市としても大切な観光資源
で第２の香嵐渓 を目指していま す の
で継続していけるように取り組んでい
く
YO らっせ
●●さん

・青年の家の件
所長
・利用者が少ないとなくな
ってしまいますか

・青年の家はコーラス、人権相談、
学生などが利用しています
・できるだけ皆さんで利用していた
だく方向で考えています。
・すぐになくなることはありません

■市長総括
・車座でフリートークの新しい取り組みで開催させていただきました
・合併して良くなかったという声を聞きます。
・合併して良くする側と良くされる側がいます。
・お互いによくして、力をあわせて努力していく必要がある。
・財政的に厳しい状況の中、過去よりもサービスが落ちる部分もあります。
・合併は結婚みたいなもの。みんなで力を合わせて合併をいい状態に持って行こう
・市として、市のありのままの状況をわかりやすく説明する必要がある。
・村長さんの代わりに総合事務所長がいます。
・いろいろなご意見をありがとうございました
■司会

アンケートの提出をお願いします。

■閉会

閉会のあいさつ

長時間にわたりご苦労様でした。

