加子母・付知地区女性懇談会 会議録
開 催 日 時 平成２２年１月２６日（火）
１９時００分 ～ ２０時５３分
開 催 場 所 アートピア付知交芸プラザ ホール
出 席 者 市民：３６人
行政：大山市長、小池付知総合事務所長、近藤文化スポーツ部長、林地域振
興局長、細川加子母企画振興課長、安彦付知企画振興課長、志村付知
生活福祉課長、熊崎加子母生活福祉課長、日下部加子母企業立地課長
■司会者等あいさつの概要
・皆さん本日はお忙しい中、また夜分寒い中お集まりいただき誠にありがとうございま
す。また市役所からも大山市長様をはじめ大勢の皆様においでいただきありがとうご
ざいます。私は本日の司会・進行を務めさせていただく●●と申します。
・副司会を務めさせていただく●●と申します。よろしくお願いします。
■市長あいさつ
・昨年まで女性懇談会はそれぞれの地区ごとに開催していた。
・合併から５年過ぎ合併１０年のひと区切りで考えると後半に入ってきた。
・これからの課題はひとつの新しい中津川市にいかに近づいていくかで、今まで地区ご
とで開催していた懇談会を隣地区同士で合同開催するのも、そういう方向へ沿っての
ことであり、加子母・付知両地区合同の女性懇談会というかたちで新たに出発をさせ
た。
・来年の４月には市議会議員選挙もあり、この選挙から中津川市全域を一つの選挙区と
して、今現在３０人みえる市議会議員さんが２４名になる。これもまた新しい枠組み
での選挙ということで、それも合併後の新しい市をつくっていく一つの課程である。
・女性懇談会も従来でいくと職員が表にずらっとたくさん並んでいたが、今日は私と総
合事務所長だけで答えさせていただくかたちで、皆さんの意見・発言をしやすいよう
に取り組みました。
・広報なかつがわの１月号に新年の挨拶をあげているが、今年の重点として景気対策が
第一となります。二番目には人口の減尐をくい止めるということで、３点セットプラ
ス４で表している。３点セットとは「産業の振興」
「住宅施策」
「子育て支援」である。
プラス４とは「教育」「医療」「交通弱者への足の確保」「情報化」であります。
・その３点セットプラス４を実行することによって人口の減尐をくい止めていくことが
大きな課題であり取り組みである。
・その他では地球の環境問題が大きく注目されている。自然エネルギーの活用やゴミの
減量化、森林整備もこれに関わっている。環境中津川２５市民会議という会議をお
こして市民の皆さんと共に取り組んでいきたい。
・その他では今話題になっている３頄目が重点である。一つは苗木で地元の皆さんにお
願いをしているが、新しい衛生センターと汚泥処理の施設、ミックス事業であります。
これを２２年度実際に動かしていくために、今年度のうちに地元の皆さんの理解をい
ただけるよう取り組んでいる。二つめはリニアモーターカーで、この１・２年のうち
に路線と駅の位置が決まってくる。東濃に一駅ということで、そこまでは確定してい
るが、東濃五市でどこに駅が出来るのかはこれから決まる。東濃のどこに駅ができよ
うとも、東濃東部の恵那・中津川は東西交通と南北交通の交点になるという事で、広
域の拠点になる可能性が高い。広域のまちづくりの構想をしっかり立てていく事も取
り組みとして必要である。三つめは新しい図書館の建設です。新図書館建設は箱もの
だが、それ以上に読書をどう活発にしていくかという観点から取り組みをしていき、
その延長線上において建設を進めていく。この点については後ほど文化スポーツ部長
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からもう尐し詳しく説明をします。
・今日は合同の女性懇談会ということで、司会の方々にもご苦労をお掛けするが、よろ
しくお願いします。
■文化スポーツ部長より新図書館建設についての説明
■市執行部自己紹介
小池総合事務所長、細川加子母企画振興課長、林地域振興局長（近藤文化スポーツ部長
は先の新図書館建設の説明時に自己紹介済み）
■懇談内容
発言者
（加子母）
ささゆり会
●●さん

発言要旨
対応者
対応(回答)の内容
・コミュニティバス 加子母企画 ・とりあえず加子母の状況を説明します。
の運行について質 振興課長
・現在、朝から夕方まで５便運行している。
問します。
朝の１便から３便までの利用が非常多いよ
・こ の 質 問 に あ た
うである。２０年度には約２，５００人の
り、今日の午後加
利用があった。
子母総合事務所１
・現在１２月までの利用者が約２，２００人
５時発のコミュニ
ぐらいなので、あと１～３月までを足すと、
ティバスに初めて
２１年度は約２，８００人ぐらいの利用に
乗車して加子母を
なる。
半周してきた。
・ご指摘があったように、現在は付知と加子
・旧道を通ったり、
母が１台のバスを月・水・金と火・木・土
自宅近くの停留所
にわけて使用している。これが今度、緊急
で乗り降りでき、
対策で１台入れてもらい付知に１台、加子
非常にありがたく
母に１台になる予定で、毎日運行も可能な
地域になくてはな
状態になる。
らない交通機関で
・現在、運行をシルバー人材センターに委託
ある。
している。今後、運転手の手当等の予算措
・利用者の皆さんも
置が必要になってくる。
バスを通院や買い
物に上手に使って 市長
・コミュニティバスについて、大変いいとい
おり、喜んでみえ
う評価をもらった事はありがたい事。また、
た。
毎日運行して欲しいという要望もよくわか
・今度コミュニティ
る。
バスが付知と加子
・運転手の手当等の確保という話で、予算的
母に一台ずつにな
な措置については出来るだけ前向きに考え
ると聞きました。
ていきたい。
加子母は現在、
火・木・土の運行
ですが、一台ずつ
なら是非、月曜か
ら土曜までの一週
間の運行にしても
らえれば、曜日を

・阿木や落合、旧中津川市内でもコミュニテ
ィバスを導入している所もある。また、旧
中津川市内でもバスのサービスがされてい
ない所がある。そういう所をどうしていく
か課題もある。
・福岡はＮＰＯ法人でやっている。それもひ
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気にすることなく
もっと多くの皆さ
んが利用できると
思います。

とつの仕組みであるが、それだけではなく、
ファミリーサポート事業という事で子育て
支援のサポートと高齢者の介護サポートで
移送サービスがある。その移送サービスを
もう尐し充実したい。そうすればサポート
会員と利用会員という様に登録してもら
う。路線が通らない不便な場所にも呼んで
もらい、利用会員が来て欲しいと言ったら、
サポート会員がそれに対応し移送サービス
を行う、というような形のファミリーサポ
ートを充実させたい。その利用者がまとま
れば、自家用車ではなく公用車としてマイ
クロバスなどを使用し送迎することも考え
うるのではと思う。
・様々なメニュー・バラエティを持たしたサ
ポート内容にしていくようにしたい。
・コミュニティバスだけに頼っていると取り
残されるところもある。福岡で行っている
ＮＰＯ法人の取り組みを否定するわけでは
ない。それもひとつのやり方で、恵那市の
中野方でそれを真似て広がっているような
状況もあるので、福岡の取り組みは福岡の
取り組みとして否定はせず、多様なかたち
で交通弱者の足の確保をしていきたい。

（付知）
・東濃地区商工会女 市長
北商工会付
性部連絡協議会で
知支部女性
は毎年フレンドリ
部
ーパーティという
●●さん
のを開催してい
る。
・約２０年近く開催
しており、昨年は
９月１３日に蛭川
ゴルフ場にて男性
２８名、女性２４
名で開催された。
・男性は４０歳くら
いまで、女性は年
齢制限しないで参
加費２０００円と
し、軽食を取りな
がら簡単なゲーム
と１対１で話せる
時間を作り、１０
組のカップルが成

・挨拶でも人口の減尐をくい止めるのを重点
的に３点セットプラス４という事で、４と
は教育・医療・交通弱者の足の確保・情報
化という事。先程、交通弱者の足の確保の
関連でコミュニティバスの話を頂いたが、
今度はそういう意味では子育て支援以前の
結婚の部分。
・子育て支援と言っているが、それ以前の事
も手当しなければという意識は強く持って
いる。
・企画部の中に尐子化対策課という課があ
る。子育て支援だけではない色々な取り組
みをして尐子化を防いでいこうという課。
それを昨年から企画部に設置した。
・今の婚活と言われる昔で言えば仲人おばさ
んというものが、見合い結婚を避ける人が
増える中、だんだん廃れてきた。そういっ
た個人的な活動ではなくて、組織という形
でやって頂いている事は大変ありがたい活
動である。
・そのような活動を市として大いにバックア
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立した。
・今後も続けていく
ための問題点とし
て、女性の参加者
が集まりにくい。
助成金がいつまで
つくかわからな
い。
・中津川市にＰＲの
協力、助成金の協
力をお願い出来な
いか。

ップしていきたい。
・都会では婚活パーティが流行っているとテ
レビでもやっていたが、それだと民間レベ
ルでの儲け仕事の部分もあり、そういう場
所に行くのに安心感がない。都会ではドラ
イに会費を払い参加するのだと思うが、
我々のような地方においては、そんな民間
もいないし、そういう意味では皆さん方に
やって頂く事はありがたいこと。
・そこを市としてバックアップする事は、安
心感を与える事にもつながる気がしてい
る。
・活動をバックアップするという方向性を持
ちたい。活動に箔を付けるという言い方は
いけないと思うが、安心感を持って参加し
て頂くように市として後援をし、何らかの
予算的なバックアップをしていきたい。
・今後は、是非付知支部だけと言わず、地域
全域でもやって頂きたい。
・特 に 加 子 母 は 牛 を 飼 っ て お ら れ る 若 い
方々、独身の方々が結構みえられると聞い
ている。加子母の飛騨牛が今、仕事は項調
に伸びているところですが、そういった部
分に壁があると聞いているので、付知と言
わず各地域でやって頂きたい。
・また、こんな形式でやるといいなど、紹介
やノウハウを広めて頂いたらありがたいと
思います。
・尐子化対策課の職員に付知総合事務所を通
じてご意見等を聞かして頂き、それをまた
各地域にも広めていきたい。
・阿木では色々な団体が集まり、いきいきネ
ットというのを作って、その中の活動で婚
活パーティのような事を開催している話も
聞いている。

（加子母） ・主要道路などの整 市長
北商工会加
備についてお尋ね
子母支部女
します
性部
・これは女性部だけ
●●さん
でなく加子母全体
のお願いになる
が、加子母地区は

・濃飛横断自動車道という計画があり、最初
の挨拶でも申し上げたが、リニアモーター
カーを想定していくと、東西交通と南北交
通の交点としての中津川の価値があがって
くる。それに応じた広域のまちづくりをし
ていくという課題ですが、その部分の方向
性の中に含まれるお話しを頂いたと思う。
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中津川の最北端に
位置しており、峠
で遮られているの
で主要道路の整備
については特にお
願いしておきたい
事頄です。
・城山大橋が無料に
なり、坂本の農道
も出来て通勤者も
増えた。市民病院
へ通う人、買い物
へ行く人も増えて
いる。だが加子母
地区から中津川市
街地までは４５分
間強と時間がかか
る。
・なかでも塞の神峠
のトンネルから護
山神社うえまでの
国道は非常に通行
しにくく、早急に
トンネルの整備か
登坂車線の設置で
審議して頂きた
い。
・地域経済の活性化
の為にも道路整
備、特に基幹道路
となる国道２５
６・２５７号の濃
飛横断自動車道と
しての片側２車線
化の促進は不可欠
であると思いま
す。

・もう一つは塞の神トンネルの南側のカーブ
の件。どちらも県の担当道路になるのだが、
県が整備して管理する国道としての位置づ
けというのがある。
・２年ほど前だったか、１２月始め頃の大雪
でビニールハウスがたくさん倒れた年に、
ちょうど副知事が視察に来られ、それ以前
より私も前加子母村長から、特に雪の時が
大変危険な状態であると聞いていたので副
知事が視察に来られる時もひとつの課題と
して応対した覚えがある。
・今、政権交代がおこり、道路に対して大変
厳しい取り組みに新政権がなってきてい
る。
・公共事業の中、国で確保する予算が全体的
に前年の８割削られてきている。そのなか
でも新しい箇所は特にかからない方針にな
ってきている。これは政権交代によって如
実に表れている部分で、コンクリートから
人へという言い方の中で公共事業の圧縮と
いう形で出てきている。
・もう一つは岐阜県の台所事情で、景気の落
ち込みによる税収不足もあるが、過去に
色々な事業をした事による借金の返済など
も膨らんできており、予想では来年度は予
想される収入と支出で、収入の方が尐なく
なるという事。支出頄目も３００を上回る。
・今までのように色々な事業が出来ない形に
なってきている。これが実情である。
・私どもも訴えをしていく事は引き続きやっ
ていくが、なかなか厳しい状況である。
・現実問題の厳しさもあるが、リニアを視野
にいれた広域のまちづくりで南北交通を強
化しなければいけない気持ちは持っている
が、二車線化していくとなると、東西交通
との接点のあたりから、これから詰めてい
く話になると思うので、すぐにはいかない
部分がある。２５７号の国道が大事だとい
う事はもちろんである。
・まずひとつひとつ道路の混む場所などを良
くしていく事が必要である。現在、福岡の
交差点の改良をしている。交通の信号を市
道よりも国道を優先的に青信号の時間を長
くし、南北の流れを良くする事は市で出来
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るので、そういう事はやっていきたい。
・具体的にはクロネコヤマトの配送所がある
辺りの交差点で、地元からも声があがって
いる場所なので、そういう事をやることに
よって流れを良くする。市で出来る部分は
市としてしっかりとやっていく。
・抜本的な部分においては県でやっていく必
要があるので、それはまた訴えていく。
（付知）
日赤奉仕団
●●さん

・老人家庭に尐しで 市長
も手当がでないか
と思い意見を述べ
させて頂きます。
・現在、政権が交代
して子ども手当を
２６，０００円と
声高に言ってい
る。
・尐子化を防ぐ為の
政策かとは思う
が、子どもに関し
ては、私たちの子
育ての頃は児童手
当などなく、３人
目を産まないと一
銭ももらえない、
３人目からは５，
０００円、それも
尐しの間だけ貰え
るだけだった。
・医療費も１年は無
料だったが、後は
支払っていた。そ
れと思うと今は親
も子も恵まれた時
代で良いと思う
が、老人に関して
は、後期高齢者医
療制度は先送りだ
と言っているし、
介護保険・後期高
齢者医療になって
から、老人の負担
がすごく増え、介
護保険をかけても
家で介護する分に

・お話しは良くわかりました。矛盾点という
事でお話しされた気持ちの部分はその通り
だと思う。
・介護保険はご承知のように各家庭で介護し
ていく事が破綻してきて、それを何とか社
会全体で支えていこう、それを保険でやろ
うということで出来た。
・それはそれで重要な事をやっているが、そ
の制度の中で今度は社会全体ではない選択
として家庭で介護する事を選ばれる方、そ
れは介護される方の出来るだけ家に居た
い、地域の中に居たいという気持ちを重視
しやられている事であり、そういう取り組
みは貴重であると思う。そういう人たちが、
保険は払っても給付がない状態で苦労だけ
が残る。
・その矛盾点は良くわかります。その点につ
いては私も尐し勉強をさせて頂き、方向性
を何らかの形で持ちたい。
・市の税金でやるべきかという事になると、
私は保険料の中でやっていく事がまともで
はないかと思う。
・税金でやるという事からはちょっと外れて
いるという気はするので、尐し勉強させて
頂き、訴えるべき点は訴えていきたい。
・まだまだ私も勉強しなければいけない部分
がある。東京で市長会の理事評議委員会と
いうのがあり、その前段階で社会教育委員
会というのが市長会の中にある。その社会
の部分に介護も入っており、介護関係の役
割をもらっている部分があるので、そうい
った場面で主張すべき部分が私なりに見つ
かれば、訴えていきたい。
・お話し頂いた部分も大変大事な部分である
し、他にも同じような声を持って見える方
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は何も貰えない。
・おむつ代など対象
になっているもの
使えば尐しは貰え
るが、介護をする
者には本当に何も
ない。

はたくさんいる。
・正当なご意見・ご要望だと思うので、すぐ
に出来るかという事は、ここでなかなか約
束は出来ないが、介護保険の見返りとして
の給付の一頄目にならないかというあたり
で勉強してみたい。

・自分も親を二人自
宅で看た。施設へ
行く事を拒否した
ので、自宅ですべ
て看た。また、実
家の親もそんな様
に母がお父さんを
ずっと看ていた
が、呆けで近所を
徘徊したりと、目
が離せない、でも
施設には入れたく
ないし、本人も行
きたくないという
状況。
・やはり最後は家庭
で最後を迎えたい
のが、人間の気持
ちだと思うし、そ
ういう人に自宅で
介護しても何も貰
えないのかと聞い
たら、そういう人
には何もない、施
設に行けばそこへ
は補助はあるが、
自宅で看れば介護
保険からはなにも
ないよという話だ
った。
・何か矛盾している
と思う。取るだけ
は取って、払う方
は出来るだけ払わ
ないような、すご
い片手落ちの保険
制度のような気が
する。
・収支の部分から考
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えて仕方ない部分
はあるかもしれな
いが、市でも介護
保険でも、やりく
りが出来れば、子
ども手当の２６，
０００円と言わな
くても、例え１０，
０００円でも介護
の人に手当をあげ
られれば、気持ち
的にも楽になり一
生懸命介護してあ
げれる気がしま
す。
（加子母）
ささゆり会
●●さん

・市民生活の安全と 市長
いう観点から雪対
策に関する質問を
します。

・雪かきをボランティアでやっているという
事で大変ありがとうございます。

・今シーズン中津川
市でも特に付知北
部と加子母地区で
は近年にない大雪
となり、車を持た
ない方々、特に高
齢者の歩行や通学
用歩道等の除雪に
は大変苦労してい
る。

・基本的な話として今お話しして頂いた部分
で、市としても身の回りの事は地域の人に
やって頂きたいと思っている。その為に必
要な機械や資材は市で用意するという事
で、これは雪かきだけではなく例えば河川
などで河川敷を公園化したいという要望が
出てくる事があるが、そこの草刈りなどは
やってもらい、その油代は市で負担する。

・歩道や農道は、ボ
ランティアで軽ト
ラの後ろにＶ字の
板を取り付けて雪
かきしている。
・自分の家の周りは
自分たちで雪かき
をするようにして
いるが、最近は高
齢者の家庭が増
え、昔のように家
の周りを雪の軽い
うちに雪かきをし
て、歩道などを確
保する事が困難と
なってきている。

・その話を前提に、効率のいい雪かきの機械
が欲しいとのお話しを頂いた。

・道路を地元の人たちが多尐広げたいという
時は、ブロック積みのブロック等は市で用
意し、土木の経験がある方にも手伝っても
らい、多尐の道路の拡幅は地元でやっても
らう事もやっている。
・基本的にそのような方法で、機械・資材は
市で、労力を地元でやって頂く形でやって
いる。
・今の話はどのような機械を何台という話に
なると、もう尐し検討していかないといけ
ない。
・もう一つは高齢化率が高くなったという事
で、労力もなかなか提供してもらえない部
分もあるかと思う。これはもう尐し広い範
囲で捉え、ある地区だけの範囲に限らず、
広い範囲で区切り、他の地区でも助けるこ
とが出来ないかというような話も組み立て

・現在加子母には学
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校用に雪かき機が
２台ありますが、
５０ｃｍ幅で速度
も遅く全く間に合
いません。
・ボランティアによ
る歩道・独居老人
の家の周り等の雪
かきの為、市で大
きい除雪機を購入
して頂けないか？
・融雪剤もきめ細か
く配布してもらえ
るとありがたいで
す。

て頂くとありがたいと思う。
・塞の神峠については、先程も話して頂いた
ところで、新規箇所については大変厳しい。
今の状況はすぐには変わらないはないと思
うので、年間の中における一時期だけサー
ビス拠点を増やす事ももっともな話だと思
う。
・医師の部分までかかわってくる事なので、
今ここでわかりました、やりますというわ
けにはいかないが、ご事情・ご要望の内容
はわかりましたので、その点についても調
整をしていきたい。

・先程、塞の神峠の
道路の話が出てい
ましたが、加子母
から中津川市の中
央に出かける時
や、乳児健診・予
防接種にはどうし
ても塞の神峠を越
えて行かなくては
ならない。塞の神
峠は雪がなくても
凍結するので、必
死で運転しなけれ
ばならない。
・せめて健診、予防
接種は冬場だけで
も加子母内で対応
して頂けるよう配
慮をお願いした
い。
（付知）
・総合事務所職員の 付知総合事 ・地元には地元の職員をという話でしたが、
付知レディ
人数が減って、付 務所長
私も２年前に異動してきた時には３分の１
スサークル
知出身の地元職員
から約半分弱の職員が地元だった。
●●さん
も尐なくなってお
・現在、総務部人事課と所長の所管として総
り、総合事務所へ
合事務所の職員として地元の職員が欲しい
行った際、知らな
ということで相談をしながら調整をしてい
い職員ばかりだと
る。
いう声があちこち
・調整した結果、市長が決定する事となる。
から聞かれる。
地元の職員を増やしたいという気持ちはも
・市役所、総合事務
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所は緊張する場所
なので、知ってい
る職員がいると安
心する。
市長
・地理的な事を話し
てもなかなか通じ
ない事がある。
・全員付知出身の職
員にして欲しいわ
けではない。人事
交流や適材適所で
人事異動をされる
と思うが、例えば
給食センター職員
が付知から坂下に
異動になり、反対
に坂下から付知に
異動して来てい
る。それはエコで
はないと思う。通
勤費、職員の時間
等もったいないよ
うな気がする。
・リーダーとしてあ
ちこち見て頂かな
ければならない職
員については良い
と思う。
・適材適所もあると
思うが、地元の職
員をなるべく地元
の総合事務所に配
置して欲しい。
・やはり自分の地元
だと愛着もあると
思うので、一生懸
命やってくれると
思う。
・余所に異動になっ
たからいい加減に
やっているという
意味ではないが、
地元としては地元
出身職員が多いと
良い。

っている。

・挨拶でもお話しした通り、合併して５年経
った。合併１０年という考えでいくと一体
感を持たなければならない。どこの職員が
来ても地元中津川市出身の職員である。
・私も全国色々な場所に行って仕事をやらせ
て頂いた。それなりに不慣れな土地もあっ
たが地名など教えてもらい努力してきた。
そこの土地へ行ったらそこの仕事として気
合いを入れて取り組む。地元出身でないか
ら仕事の取り組みに支障があるのでは困
る。
・余所から来てしっかり仕事をしていない職
員がいれば教えてもらいたい。
・市職員を８５０人体制にしようとしている
が、合併後１００人減って現在９５０人程
度になっている。あと２年程度で８５０人
にしていく。８５，０００人の市にふさわ
しい職員体制にしていきたい。
・今まで以上に職員一人一人がしっかりとし
た仕事をする職員になってもらわないと困
る。地元の事はわかるからしっかりやるが、
余所の事はわからないから出来ない、先程
の話ではそんな事はないと言われました
が、他の地区から来ている職員がそうであ
るからこういった意見があると思う。
・職員からそういった思いが地域の皆さんに
伝わらないように、余所からきた職員の方
がよく仕事をするぐらいの市役所にしない
といけない。
・合併後１０年経つと合併特例債なども減っ
てくる。合併しなかった市町村と同じ交付
税の状態になる。今後財政的にもきつくな
り対応できなくなる。
・地元の方に余所から来て働いていない職員
に対しては厳しく指導して頂きたい。地元
の方に尋ねればいい事。なぜ聞かないのか
というくらいに職員をひっぱり出して欲し
い。
・総合事務所の中でも甘い考えは捨ててやっ
ていく。そうでないと合併後１０年経過し
た中津川市が維持出来ていかない。
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・市税が約１００億、景気が厳しくなってく
ると税収も減ってくる。現在の人件費は８
０億かかっており、これを減らさないとい
けない。８５０人体制になると尐しは減っ
てくるが、職員が減っても今まで以上に仕
事はやってもらわないといけない。
・一人の仕事量を保ち、更に今まで以上にや
っていくぐらいの職員になってもらわない
と合併後１０年過ぎた後はやっていけな
い。
・その雰囲気にする為には、合併後１０年の
後半の部分で訓練していかなければならな
い。そういう意識の中で地元の方も、余所
から来たからわからないと言っている職員
がいたら私に言って欲しい。それぐらいの
思いでないといけない。
・どうしても地元職員が必要という部分につ
いては、適材適所でしっかりと手当てして
いく。
・旧付知町役場の職員ではあったかもしれな
いが、他へ行けば新しい中津川市職員であ
り、新しい中津川市の一地域を担当するこ
とで地元意識をしっかりもって頂く市役所
にしていきたい。皆様もそういう形でやっ
て頂きたい。
・そういった考え方の中で、所長に人事の提
案権を大きくしていきたい。
・出先としての事務所の機能について、人間
に例えると目と耳と頭と手足という機能を
考えている。耳でしっかり皆さんの声を聞
く、目でしっかりと見る、頭で考えてこの
まちをどうしていくかをしっかりと行う。
・そこの事務所に行ったらそこの地域の郷土
愛を培い、地域の皆さんと交流をして地域
の雰囲気をつくるくらいの職員であって欲
しい。
・そういった体系の中で、所長が事務所を運
営していく為に必要な人材をしっかりとあ
げていく。それにはしっかりと答えていき
たい。
・今後の合併１０年以降に備えていきたいと
考えている。
・尐しきつい回答であるがご理解をお願いし
- 11 -

たい。

（加子母）
ささゆり会
●●さん

・義務教育の児童・ 市長
生徒の医療費無料
化についてお尋ね
します。

・議会でも複数の会派から要望書を頂いてい
る。それを受け止めるかたちで検討してい
るが、ここにきて子ども手当の話が出てき
ており、そういうものとの調整が必要。

・現在、小学生以下
と中学生の入院は
補助で無料化して
頂いていますが、
中学生の通院も補
助して頂けない
か。

・子ども手当は色分けなしに１人当たりいく
らという事で、それを医療費に使っても教
育費に使っても他の事に使ってもいい。そ
の事で情勢が尐し変化してきたかなと感じ
ている。
・恵那市や瑞浪市は中学生の通院費も無料に
なっている。その点で行くと中津川市は条
件が悪くなっている。そうすると恵那市や
瑞浪市に人口が流れていく傾向が出てくる
と思うので、そういう観点から見ても前向
きに考える必要があると思うが、子ども手
当との関係においては将来どうなっていく
のかを見極めながら物事を考えていく必要
がある。その際には恵那市や瑞浪市も含め
て、もう尐し広い範囲でこの案件をどうし
ていくかを話し合う必要がある。
・多治見市はまだ小学３年生まで無料という
レベル。人口の多い市がそんなかたちでは
あるが、東濃五市のところでは、中央線沿
線の市で足並みをそろえて物事を考えてい
く事が必要。
・同様に子ども手当の検証、効果の見極めも
５市そろって行いたいと思い、呼びかけ的
な事はやっていきたい。
・結論的には恵那市や瑞浪市との差という中
で、前向き捉えていく必要がある。
・付け加え的な話だが、今の要望に関係にし
て医療費が無料になると、今度は医師の対
応がどうしても増えてくる。特に公立病院
の医師の方々は今でもキチキチでやっても
らっているが、今後も厳しい事が予想され
る。
・中津川市では尐ないと思うが、コンビニ受
診などと言われる、軽いと思われる病気で
もとにかく市民病院へ行くような事例もあ
る。
・家におばあさんなどが見えれば、子育ての
経験者として朝になって看てもらえばいい
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など言ってもらえるが、そうではないと夜
中にも市民病院へ来られる。勿論、本当に
必要なもの、判断がつきにくいようなもの
は看てもらわなければならない。
・ひとつの考え方として、お母さん方にも判
断出来るよう色々な形で頼んで頂き、コン
ビニ受診と言われるようなものを出来るだ
けなくす。だが必要な受診はしっかり看る。
そういう形の市民運動というか、皆さんが
判断をして頂けるようにその材料提供を皆
さんと一緒になり作成してお配りし、皆さ
んで判断が出来るように、判断がつかなか
ったら病院へ連れて行く事になるが、そん
な事も議会でも話題になった。
（付知）
・子育て支援の関係 市長
北商工会付
になります。
知 支 部 女 性 ・以前は付知地区に
部
助産所があったが
●●さん
今はない。里帰り
出産も出来ないと
いう事で、心配な
く子どもが産める
ようにこの地区で
も助産所が出来な
いか相談をした
い。
・人口増加と言って
も産む場所がない
ようでは人口が増
えないのでない
か。
・現在、病院では里
帰り出産が出来な
いので、里帰り出
産が出来るように
して欲しい。
・定年過ぎてやめら
れた助産師の方な
ど結構おられるの
で、そういう人に
お願いして助産所
が出来ないか。

・現在、中津川市市民病院の産婦人科で３名
の医師でやって頂いている。恵那市にも産
科がない状態になっている。その他、林レ
ディースクリニックが中津川の街中にあ
り、そこで１名医師がいるので、４名で中
津川市、恵那市を含めて支えている状態。
・里帰り出産を実現する為には、もう１名は
医師が必要。
・中津川市民病院の産科の医師の３名のうち
２名が６０歳以上という状況なので、危機
的な状況であるという認識のもとに名古屋
大学の産科の教授のところに何回も通って
お願いしている。名古屋大学の教授として
も医師を送りたいが、なかなか送り込めな
い状況。これは政治的の問題の部分がある
と思っている。
・研修医制度というのが変わり、大学病院で
なくても研修出来るようになり、街中の総
合病院でも都会の総合病院でも出来るよう
になった。それはそれで一つのねらいがあ
ったのだが、そういうかたちにした事で大
学の研修医が条件のいい総合病院に流れて
しまい、大学病院が医師不足になってしま
った。その結果、今度は大学が地方に派遣
していた医師を引き上げるようになってし
まい、地方の医師が不足するという事がテ
レビなどでもよくニュースになっている。
・厚生労働省の方向性の中で行われたのだ
が、一つのねらいとしては研修医の制度を
変える。ねらいとしては待遇の面を良くし
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ようだとか、専門家過ぎる医師ではなく、
あれもこれも診れる総合的な医療が出来る
ような医師を確保していく等のねらいがあ
った。だが、それをやった為に出た影響は
地方の公立病院の医師不足という形で出て
きてしまった。
・そういうところから煽りを受け、今の状態
になっており、その流れが止まらない状態
である。
・市民病院の６０歳以上の医師２名の後任を
という事でお願いしても、難しい状況であ
りギリギリの線でいっている状況。その状
況で地域の里帰り出産を今の３名＋１名と
いう事になるとかなり厳しい。
・中津川市民病院産科として年間４５０例ほ
ど扱っているが、一人の医師で扱う分娩数
としてはちょっと多い状態で、里帰り出産
を断っていてもその状態である。
・名古屋大学の産科の教授のところには何回
もお願い行っているのだが、なかなか派遣
出来る医師がいないと断られている実情で
す。
・助産師さんはひとつの方向性だと思うが、
特に院内助産院のかたちでいくと、助産師
を５名揃える必要がある。何か起こった時
に、ある程度近い距離の中に集中治療等を
行える施設が必要。それは市民病院という
事になる。
・例えば坂下病院には分娩施設あるが、医師
に来て頂けない。院内助産院というかたち
で出来ないかと検討したが、何かあった時
の距離でいうとちょっと遠いという事で、
なかなかいい話になっていない。
・助産院という形は私も検討はしているが実
現はしていない。
・尐子化という事を考えれば、里帰り出産以
前に中津川市に住んで頂いている皆さんへ
の対応だけで精一杯でもある。また今も課
題を抱えながらやっている状況である。
・市長の立場で出来る事としてはお願いする
しかない状態であり、なおかつお願いして
もなかなか医師がいない。しかし、お願い
し続けるのも大事なことであるので、それ
はこれからもやっていきたい。
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・現在は、６０歳以上の２名の医師の後任を
いかに確保するかが一番頭の痛いところ。
それに向けて動いている状況です。
・２年程前の参議院議員選挙の前に、研修医
制度が変更になり全国的に問題が噴出し
た。その時に当時の自民党政府と与党の合
意とで、医師確保対策のひとつという事で、
国立病院の医師をプールして、医師の不足
しているところへ派遣しようという事が多
尐言われた時があった。参議院選挙が終わ
ったらそれも言われただけで終わってい
た。そういう意味では前の政権から引き続
く今の政権の大きな課題だと思っている。
・その大きな元の部分は文部科学省の大学の
医学部の定員の押さえにある。医師の養成
数を抑えている為に、尐ない医師がどうし
ても条件が優位なほうへ流れていく。そう
して公立病院から逃げていってしまう。
・大学の医局が若い医師にあそこ行け、ここ
へ行けといってくれれば良い。
・そこを何とかしないとダメだという事で、
そちらも働きかけをしていきたい。
・私にとっても大変頭の痛いところ。何故か
というと自分で動かせない部分で物事が決
まってしまう。市民病院としての医療の提
供は市としての責務である。それの一番の
ポイントはお金をいくらつぎ込んでもダメ
なところで、市としてはお願いするしかな
い。それを受け入れてもらえるかどうかと
いう事だけ。
・何とかここに住んで頂いている方の出産に
ついての安心感だけはまずは確保していけ
るよう動いていきたい。
・医師に来て頂ければ、相応の給料も出しま
すし、宿舎も提供していきます。そういう
改善も必要ですが、そこがネックで来て貰
えないというわけではない。医師の派遣は
大学のそれぞれの診療科の教授が決める
事。その一声がないと医師も派遣出来ない。
願いに応えて頂けるかは大学の教授の気持
ち次第。その気持ちを動かすように頑張っ
ていきたい。そういう意味では非常に脆弱
な基盤の上に立っている事を痛切に感じて
いる。
・恵那市も中津川市民病院に依存している部
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分がある。恵那市長とも一緒に訴えをしよ
うと呼びかけをして頂いている。恵那市長
も同行すると言われた。
・私１人で行くよりも二市の市長が揃って行
った方が強いかたちになる。恵那市長とは
産科以外の部分でも一緒になって、１人よ
り２人でお願いの力を強めていきたいと考
えている。

■市長総括
・今日は色々な形でコミュニティバス、婚活の話、道路整備、自宅介護での手当の話、
雪かき機材の話、雪の時期の健診のあり方、総合事務所の人事のあり方、医療費の無
料化、助産所の開設の話、産科の話という事で、それぞれご意見ご要望を頂いき、お
答えもさせて頂いた。出来ていない部分はまた勉強させて頂きお返しをしていく。
・この懇談会は言いっぱなし、聞きっぱなしにはしない。さまざまな声を聞かせて頂き、
お答えをした。出来ないところは出来ないと答えさせてもらった。
・総合事務所の人事については、尐し強い調子でお答えして申し訳ありません。
・最初に申し上げた３点セットプラス４に関わる内容がやはり多く出てきたと思う。そ
の点については、市で取り組んでいる方向性と一致する方向で、色々なご意見や頑張
れという言葉を頂いたような気がします。その力を頂きながら取り組みをしていきた
い。
・本日、ご意見、ご要望を頂いた皆さまには、それぞれ周りの皆さんとも相談して頂き、
きっちりした形でご意見ご要望を出して頂いた様に感じた。そういう重みを持って私
も受け止めさせてもらった。
・先程申し上げた言いっぱなし、聞きっぱなしにしない取り組みを更に深めていきたい
と思う。今後ともよろしくお願いします。
・今日は寒い中、また加子母の方は昨年とは違い、遠いところを来て頂き、熱心に懇談
会に参加をして頂いてありがとうございます。
・また司会、副司会をやって頂いたお二方には、ご苦労なお仕事をして頂きありがとう
ございます。
・これからも加子母・付知地区、また新しい中津川市全体の発展というものにしっかり
と取り組んでいきたいと思います。皆様方のご支援をお願い申し上げましてお礼の挨
拶とさせて頂きます。
■閉会（副司会）
閉会のあいさつ
・市長様をはじめ、市当局の皆様には女性の視点で市政に参画をすることの出来る機会
を設けて頂いたことに感謝します。
・本日ご参加頂きました皆様におかれましては夜分お疲れのところご苦労様でした。
・私たちの地域を住みよいまちにしていく為に、色々とご意見をさせて頂きました。こ
の意見を市政に反映して頂ける事を希望いたします。
・これをもちまして懇談会を終了させていただきます。大変お忙しい中、長時間にわた
りご苦労様でした。
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■その他の事項
女性懇談会終了後、北商工会付知支部女性部●●さんより火災時の広報無線について質
問あり。
【質問要旨】
・個人情報の問題もあると思うが、火災時の広報無線で火災の詳しい位置や名前を知ら
せられないか。
上記の質問に対して、消防本部へ回答を依頼し後日文書で回答する事とした。
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