蛭川地区女性懇談会

会議録

開催日時

平成２０年７月２２日（火曜日）１９時３０分

開催場所

蛭川総合事務所

～２１時２０分

２階会議室

市民：２９人
出席者

行政：大山市長、蛭川総合事務所長、政策局長、地域振興局長、調整監、
企画振興課長、生活福祉課長、進捗管理課長、広報広聴課長

■司会者等あいさつの概要
・今日は９時をめどに終了したいと思います。
・積極的に意見を出してください。
■市長あいさつ
・第４回目となる女性懇談会です。
・女性の皆さんの声を反映するために取り組んでいます。
・１期目の公約にも掲げました。
・女性の声が届きにくい。若者が少ない。年配の男性の意見が多くなる。
・合併後公平に各地で行っている。
・言いっぱなし、聞きっぱなしにしない。
・地域総合事務所に企画振興課を設置してまちづくりに責任をもつ。
・本庁の部長経験者を所長にしました。
・私と総合事務所でお答えさせていただきます。
・現地のことは現地で解決していく。
・地域総合事務所の力で地域の問題を解決していく。
・ 調整監は福岡にいますが、工事関係は福岡でやっていますのでここに出席しています。
■副市長以下自己紹介
柘植所長、鈴木企画振興課長、下条調整監、小木曽生活福祉課長
■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（蛭川総合事務所長）
・農業活性化施設は岐阜県でやっています。調理実習室を計画しています。今年度と来年度の
事業です。
・遊休農地の対策はやっております
・農産物直売所については、農協とあわせて協議中です
・公民館の改修事業ですが、来年の２月１４日に竣工式を予定しています。
・１５日が杮落としの予定です。文化協会と協議中です
・中学校のトイレの改修予定はありませんが、耐震化の工事の予定です。
・小学校の耐震化、体育館の耐震化を予定しています。

■懇談内容
発言者
文化協会
〔棚田区〕
●●さん

発言要旨
①公民館の改修に伴う施
設
利用料について
・いい施設ができること
を期待しています。
・文化協会でもみんなで
活用していきたい。
・使用料について、極力
安く、みんなが利用でき
るようにしてほしい。

②文化協会の活動〔会員
の高齢化〕について
・高齢化が進んで、若い
人が参加していただけな
い
・どこも同じだとは思い
ますが。
・行事をやるときに、文
化協会から人を出したい
が、高齢者が多いので、
若い人に参加してほし
い。
・時代の流れで家族構成
も変わってきて、地域の
コミュニケーションもよ
くないのかなとも考えま
す。
・どうしたら若い人たち
に参加していただけるの
か。何かいい対策があっ
たら、市の方針として、
考え をお聞かせくださ
い。

対応者
市長

対応(回答)の内容

①
・公民館の活用と２番目の件は関連
があると思います。
・資料の３ページと４ページについ
て、資料４ページに市長公約３６項目
があります
・従来課長にやってもらっていたの
を、課長補佐までやってもらうこと
にしています。職員に意向を聞き、担
当を決めました。
・料金については、市長公約 36 の「地
域における文化団体・スポーツ団体の
活動を支援します」にあてはまると思
います。
・活動の内容にもよります が 、減免
もあります。
・市民の声を聞きながら、見直すべ
きところは見直していきたい。
・野球場の管理では、芝生の管理を
すると、ポイントカードを与え、使用
料を減免する制度をはじめます。
・この制度は、他の施設でも考えてい
ます。
②
・公約の 12「各種サークルなどを育
成・支援し居場所と出番づくりを進め
ます」があります。
・具体的には、担当と課長でつめて
いきます。
・高齢化に対して、居場所を増や
し、地域にお ける 活動を増やしてい
くことにしています。
・担当をつけていますので、具体的
に提案してください。
・市役所に 行 かなくても、総合事務
所（企画振興課長）で生涯学習の担当
とつなぎをつけていきます。

読書サークル
「さいびの会」
〔和田区〕
●●さん

・４つの取り組み・市役 市長
所内部の改革はよくわか
ります
・城山大橋が無料になる
・レジ袋の有料化
・ペットボトルのキャッ
プ集め
①安全な通学路について
・小中学校では夏休みに
点検しています。

②市民病院の運営につい
て
・入院患者のお見舞いに
行ったところ、入院患者
のはずの人が退院してい
たり、その逆もありまし
た。
病院の受付が曖昧でし
た。
・目安箱はありますか。
・ベットがあいている。
他の病院へ行ってしまう
こともあると思います。
・全体をみれる医師の確
保が必要だと思います。
③野球場のサポーターポ
イント制度について
・体育館とか広場とかに
も拡充されていくそうで
すが、いいことだと思い
ます。

①
・通学路 の冬場の安全点検 はおっし
ゃるとおりです。
・点検の仕方、集約の仕方などの調査
を広げていくことも必要だと思う。
・資料 4Ｐ5、⑲の「安全で安心なま
ちづくりを推進します」の身の回りの
危険の除去にあたります。
・区で区民の皆さんの声を集約して
いる。
・通学路については、学校で父兄の
皆さんの声を集約している。
・８月６日〔昔の事故〕を危険箇所の
点検の日として実施している。
・ 組織的に 危険箇所で、 かつできる
ところで順番付けしてやっていま
す。
・学校における冬場での配慮
・ 区長さん方が集約するための留意
点として、生活安全課で付け加えてや
っていきたい
②
・市民病院のことは危惧しています
・両病院長と毎月懇談している
・ベッドの状況について、他の病院へ
行かれてしまうこともあるかと思い
ます。このことも危惧しています。
・人材難のこの時期に人を選ぶのは
難しい。スタッフに余裕がない。
・間違いの無いように経営していく。
簡単に直らない。地道な直しをしてい
く。
・病院長も認識している

③
・ポイント制度の拡充については、
広げていきたい。
・スポーツ課と生涯学習 課 で打ち合
わせしていただく中で、現地レベル
で話し合っていただきたい

④
・勤労奉仕ができないので、自分の
分をシルバーに委託しているという
ことですね。
・昨年の付知の懇談会でも出ました。
・高齢化率の低い集落と連携してで
きないかと話した。
・福岡の女性懇談会でも話が 出 まし
たが、町づくり協議会の福祉部会だ
けでなく、全体で話ができないか

④高齢農家の農地管理に
ついて
・高齢化した農家が広い
農地の管理をシルバー人
材センターに委託してい
るところがある。
・委託料の支払いは、中
山間地直接支払制度から
でしょうか。市の支払い
でしょうか。

・他地区とのきずなをつなぐ感じで、
対策として人口流出を防ぐことも必
要。
・限界集落をつくらない
・集落の境界をはずせないか
・助け合いの輪を広げられないか
・若い人との交流も含めて、「人と人
とのきずな」という点でなんとかなら
ないかなと思います。
企画振興
課長

③
・ サポーター ポイント制度はまだ打
ち合わせしていません
・野球場以外でもできればやってい
きたい
④
・中山間の直接支払い制度の活用。
・蛭川全体で対応している。
・国、県のお金が入ります。
・今まで は 地区へ配分されていまし
たが、今は３割地区へ、７割蛭川へ
入ります。

市長

・ 中山間地直接支払について ＰＲ が
足らない。もう少しＰＲした方がよい
。

女性 「はぐるま ①国民健康保険加入者の 市長
健診について
の会」
〔一之瀬区〕
・平成１９年度までは、
●●さん
市の基本健診の他に人間
ドッグにも助成がありま
したが、制度がかわり助
成がなくなりました。
・今までの助成制度の復
活若しくは基本健診の中
に人間ドッグと同じ検査
項目を増やすことはでき
ないでしょうか。
・国保以外の保険加入者
では、市で行なわれてい
る基本健診の助成はどう
なっているのでしょうか

①
・ 国保の基本健診と人間ドックの項
目を比較し て 、あまり かわりないと
いうことで、人間ドックでの助成を打
ち切りさせていただいた。このことを
議会で答弁した。
・基本健診の項目をどうしていくか
・国保の基本健診が新しくなったこと
によって、基本健診の項目をどうして
いくか関係する。
・持ち帰って、お答えしたい

健康推進委員
〔殿塚区〕
●●さん

①
・先日の停電ですが、蛭川の一部で
した
・村のときは中部電力と連携してい
ました
・職員が蛭川にいますので、対応す
べきでした。

①緊急時の有線放送につ 所長
いて
・ 先日 ２時間近く の 停
電がありました。
・一軒家や独居・老人世
帯などは不安だと思いま
す。
・今は宿直がないので、
有線放送での情報伝達が
できないと思います。
・施設のかぎ当番の方に
有線放送の使い方を教え
て、緊急的なお知らせを
してほしい。

交通安全協会
女性部
〔棚田区〕
●●さん

①火災時の情報伝達につ
いて
・先の意見に関連して
・火事の時の火災発生場
所が伝っていない。
・「○○付近が火事です」
という情報では、消防団
は現地へすぐ行くことが
出来ない。
・個人情報の関係と思い
ますが、詳細に火事場を
教えていただけないでし
ょうか。
・どこが燃えているのか
不安です

保育園保護者会
〔柏ヶ根区〕
●●さん

①保育園の改修について
・保育園が古くなって、
ガラス張りで危ないし、
暑いのでなんとかしてほ
しい。
・新築か改築か。

所長

①
・消防団にもメールでは、現在は火災
場所の個人情報は入りません。
・詳細な火事場はお伝えしてません
・別の障害がおきる可能性がありま
す
・今後も詳細報道はしません
・消防団では詳しくやっているのでは

市長
生活福祉
・ 消防団から個人 のお宅よりは、目
課長
標 となる 場所でいってもらったほう
が言いと聞きました
市長
・早く消していただいた方がいい
・消防活動としては、個別情報は団と
して必要だと思う。
所長
・今一度消防署の方と話をさせてい
ただきます
市長
・目標物があったほうが早いので、
消防署の方と話をしてみます
・方向付けは、ここではどうなるかは
いえませんが、再度検討いたしま
す。
①
市長
・保育園も教育委員会がやっていま
すが、順位をつけてやっています。
・蛭川が遅れているわけではない
・帰って、お答えさせていただきま
す。
所長

・資料の１８ページに園舎補強予定
となっています。

企画振興
課長

・昭和４９年の建設です。
・蛭川保育園の耐震化についてはま
ちづくりの交付金を考えています。
・公民館、保育園、小学校も予定し
ています
・補助率がいい補助金を活用して、
少しでも早く対応します。
・やはり現地の事務所はしっかりおさ
えていますね

市長

老壮クラブ
女性部
〔中切区〕
●●さん

健康推進委員
〔柏ヶ根区〕
●●さん

①診療所２階の活用につ
いて
所長
・診療所２階の空いたと
ころの活用を充実させて
いただきたい
市長

①夏まつりの開催につい 市長
て
・資料Ｐ４の「人と人と
の絆を強め、仲良く生き
生きとした地域社会をつ
くります」に関連します
・盆踊り・夏祭りを昔は
村全体で、子どもからお
年寄りまで楽しくやって 所長
ました。
・何故か人も集まらなく
なった。
・やりたい人がやればい
いという状態になってい
る
・みんなで昔のように楽
しくできればいいのです
が。
・なかなか盛り上がりに
欠けています
・何か良い提案はないで
しょうか
・青年団が中心になって
やってました

①
・診療所の２階ですね
・国保の健康教室を予定していま
す。
・できるだけ使いやすいように。
・何をしたいのか、診療所施設 で 国
保の範囲ではど こ まで 利用可能なの
か検討が必要。
・遊んでいるより、できるだけ活用し
たい
・公共施設の利用率 や 地区のクラブ
まで、なども調べてみたい。
・ルールを変えることにより、空いて
いるところはできるだけ利用してい
きたい
・お年寄りの居場所として、できる
だけ近いところがいいと思います
・どこが空いているのかを調べて、
公開していきたい
①
・役所でやるのは難しいです
・蛭川の区長会が声をかけていただ
くことがいいかと思います。
・昔のお祭りはどんな方がやってま
したか

・以前は青年団が主体となって行な
い、商工会青年部も何年か行なってい
ました。だんだんさびれてしまいまし
た
・蛭川からは夏祭りもなくなってし
まいました。
・夏祭りをやっていないのは、市内で
は蛭川だけです。
・蛭川振興会を立ちあげました
・振興会で話し合っていただいたら
どうでしょうか

司会

・私も振興会に参加しています
・「地域の絆づくり」として、一度話
し合ってみます

市長

・やりたい人とそうでない人がいま
す。
・やりたい人集まりの中で組み立て
てみてはどうでしょうか
・杵振りやヒトツバタゴなどのイベ
ント。
・蛭川はイベント力のある地域です。
・組み立て方、賛同者のひろがりが大
切です。

・振興会で盛り上げても 司会
らうと賛成できると思い
ます。

・振興会では協力するという形で話
をします

体育協会
〔棚田区〕
●●さん

①笠置山登山道の整備に 市長
ついて
・「笠置山に登ろまい会
」のイベントで、先日笠
置山に登りました。
・前日には体育協会役員
で整備しました。
・恵那市側はしっかり整
備されている。
・あまり整備すると魅力
がないということもあり
ますが、もう少し山道を
整備をしてほしい
・登山者を増やしたい

①
・資料Ｐ４の３４（…ウオーキング
の道づくり…）で、登山道も含めても
いいと思います。
・この地方の代表的な山が恵那山と
笠置山です。
・「ウオーキングの道づくり」の一項
でやってもらいたい。
・トイレについては 管理 していただ
ければ設置できると思います。
・「笠置山登山の会」などの会がもし
あれば、団体として登録してみてはど
うでしょうか。
・小秀山の登山の会スカイウォーカ
ーズも参加している。
・昔ながらの雰囲気を保ちながら整
備することには賛成します。

健康推進委員
〔殿塚区〕
●●さん

①野焼きの規制について 市長
・前の女性懇談会で、た
しか「ぼた草」は燃やし
てもいいとお答えされま
したが、いいですか
生活福祉
課長

①
・今、野焼きの禁止ですが、農業の
範囲では認められます。

市長

・農業以外では野焼きは禁止です。
・農業していない方が庭の草を燃や
す行為は認められません。
・農業をしていく中で、燃やす必要
があれば認められるということで
す。

商工会女性部
〔棚田区〕
●●さん

①環境活動とごみ減量に 市長
ついて
・ペットボトルのふたを
回収しています。
・みかん箱２箱回収しま
した。
・４００個でワクチン一
人分だそうです
・一定の量を送付するの
に送料がかかります。
・思ったよりあつまりま
した
・ごみの勉強を始めまし
た。
・ごみの減量化につい
て、市も勉強していただ
きたい

①
・ごみの減量部分ですが、今度の広
報なかつがわに書きました
・「環境先進都市を目指して」です。
・生活、仕事など活動全般について
・公約の２８番目にあります。
・レジ袋の有料化もごみ減量の一環
です。

②
企画振興 ・棚田の土地については家畜診療所
②地区公民館付近の土地 課長
とお茶工場がありました
利用について
・ 現在、 市の 土地利用の 予定はあり
・棚田地区で集まり〔組
ません
み勘定〕で相談しました。
・構造物がなければいいです
・棚田公民館の下の空き
・一部は道路として使用しますの
地について、現在、地区
で、それ以外の部分は公園として利
で花壇などを整備し管理
用していただいて結構です
している。
・前の村長が公園化する
ならいいとのことでした
・土地をみんなで公園化
するため草刈をしていま
す。
・土地の所有者や地目を
回答ください。
・この土地について、自
由に使用しても良いとい
うことであれば、続けて
地区で管理していきた
い。

司会者
●●さん

①乳幼児健診の実施場所 市長
について
・乳幼児の健診を蛭川地
区でやっていただけない
か。ある若い人が住むと
したらの条件で、
1. 交通の便のいいとこ
ろ
2. 学校に近いところ
3. 健診が近いところ
がありました。
・冬に怖い思いをする
・予算が無いということ
で判断しないでいただき
たい。
②水資源の確保について
・カナ木林を増やしてほ
し
い。
・海をきれいにするには
山をきれいにする必要が
ある
③広域の観光づくり
・西の玄関口は恵那峡で
すので、石材とともに観
光面で全国にＰＲしてい
ただきたいと思います。 課長
・花や紅葉には皆さんが
足を運ばれます。
・長い目で見て、植樹し
ていくことが大切です。

①
・乳幼児健診については、合併時と合
併後にも議論しています。
・合併後も検討し、今の状態となって
いる。
「はい、わかりました」とお答
えはできません
・要望の件は、健康福祉部で検討させ
ます
②
・どの林をだれが管理するのかの問題
があります。
・ 平成２４年に 岐阜県で海の日を開
催されます。
・海の無い県で海の日を誘致するの
は林さんのいうとおりで水が大切な
要素です。
③
・「広域の観光づくり」公約２６番目
です
・付知峡、紅岩、ローマン渓谷、恵那
峡、夕森などを結びつけることは大切
なこと。
・なかなか実現していかないが意識
している。
・企画振興課長と観光課で連携して
やってほしい
②
・蛭川の７４％が山林で、 その約 半
分が市有林です。
・針葉樹林が大半です。
・保水力が少ない

■市長総括
・合併して４年目
・合併してよくなかったとよく聞きます。
・合併してよくする側とよくされる側がいます。
・合併は結婚みたいなものだと思います。
・お互いによくして、８市町村がメリットを受けるのではないでしょうか
・合併を成功に持っていきたいと思っています
・地域のよいところは、なくさないように伸ばしていく。
・お互いに持っている力を寄せ集める
・過去よりもサービスが落ちる部分もあります。
・市としては行政改革をしっかりとして、市民の皆さんの声に答えていきたい。
・いろいろなご意見をありがとうございました
■閉会
閉会のあいさつ
・女性の政治参画が不可欠です。
・男女参画講演会の宣伝
・今日のご意見を市政に反映してください。
・本日はありがとうございました。

