落合地区女性懇談会
開催日時
開催場所
出席者

会議録

平成２０年 ７月 ２８日（月曜日）１９時３０分 ～２１時
分
落合コミュニティセンター２階研修室
市民：３２人
行政：大山市長、副市長、総務部長、企画部長、地域振興局長、落合コミュニ
ティセンター所長

■市出席者紹介（司会者による紹介）
市長、副市長、総務部長、企画部長、コミュニティセンター所長
・アンケートを配布しましたので、終了後受付に提出してください
■開会のことば
■市長あいさつ
・市民の声を市政に反映する。
・いろいろな会合では年配の男性が多いと思います。
・女性や若者の声を取り入れたい。
・言い放し、聞き放しにしない
・阿木と西地区は５回を数えています。
・他の地区は４回目です
・建設的な意見をいただきたいと思います。
■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（糸井川所長）
・市役所の駐車場については、現在６０台増設
・コミュニティバスについては平成１９年から運行開始
・移送バスについては月に６回、サービスを拡充している
・里帰り出産については、産科医は増員となっているが、制限を解除するにはいたっていません
・農業振興地域の除外の緩和については、条件を満たせば可能です
・ファミサポについては、広報等によりPRを図り、利活用のチラシを配布しました。
・中山道整備については滝場まで特殊舗装を実施しました
・道路改良については、県へ要望しているところですが、地域の了解を得られるところから開始
・通学路の改良については、H18 から協議を進めていますが、H19 のJRとの協議の結果、再設計
が必要となったのでH23年度以降の着手となった
・落合川遊歩道、国道交差部の歩行については困難です
・中津川公園の野球場については８月１日から低料金体系で使用ができる
・下水道未整備箇所についてはルートを検討しています
・保育園の駐車場確保については、適地が見つかっていません

■懇談内容
・フリートークで進めていきますのでご協力をお願いします。
発言者
発言要旨
対応者
５号区
●●さん

・ 消 防 署 員 が 事 件 を 起 こ し 総務部長
て、退職したときに退職金が
支払われたと聞きました
・嘆願書がでていたと 聞きま
した
・市会議員が中心となって嘆
願書を集めていたと聞いた
・普通の企業ならおかしいの
では

５号区
●●さん

・はっきり言ってムカつく
総務部長
・普通の企業ではそんなことは
出来ないのでは
・なぜ、そんなに甘く出来たの
か
・もう退職金が 出てい るわけ
で 、私たちに泣き寝入りしな
さいということですね
・退職金は私たちの税金
（市・県民税）から出ている 副市長
のでは
・また、何 らか の形で訴えた
いと思います

・納得はしませんので・・・

対応（回答）の内容

・退職金を支払いましたかとのこ
とでしたが、懲戒処分ですと退職
金は出しません
・停職６ヶ月という処分なので、
退職金は支払われます
・服務審査会を開いて、停職６ヶ月
になりました
・全国の自治体の事例など比較
・厳しく審査した中で、３ヶ月以
上の停職で、最大６ヶ月ということ
できまりました
・１４０８名の嘆願書が 出 ていま
す
・嘆願書の内容は、地域のために一
生懸命やってくれるという内容
・市議会議員と友人の名前で出て
います
・今回の事件につきましては、職
務外でした
・意見の中では重いという意見も
ありました
・略式起訴で５０万円、軽いほうの
部類

・今回の事件そのものは貸し金業
法違反
・利息を取っていたかどうか
・警察の取調べでは、友人の中で
貸し借りが行われていた点
・公務外で行われていた点
・嘆願書の有無は審査会で議論され
なかった
・以上２点を勘案した中で、停職
６ヶ月にしました。
・全国の類似の例を参考にしまし
た
・相当重いと思います

１号区
●●さん

５号区
●●さん

・ 市 の 職 員 は 公 務 を 離 れ た 市長
ら、何をやってもよいとは思い
ません
・市の職員は看板を背負ってい
るので
・ ●● の ときの処分とどう違
うのか、不信感がある

・おっしゃるとおり
・信用失墜という部分で捉える
・服務審査会は副市長が頭です
・この件については、私も相談を受け
ながらやった
・罪の部分は貸し金業法 違反、法を
犯した
・私的な部分で何をやってもよいわ
けではない
・公務で無い部分でそれが 防げる か
どうか
・しっかりと罰することが大事
・罪の重さと罰の量については、略
式起訴と罰金５０万円
・それは服務審査会で審査しました
・一罰百戒で 厳しく あたるように副
市長に伝えた

副市長

・退職した消防職員は、過去にコン
ビニ強盗の逮捕に協力していました
・地域の活動に貢献していました
し、ソフトボールにも一生懸命でし
た
・今回の一つの 判断 基準は警察の略
式起訴と罰金５０万であった

・全国の例を見たそうですが、 副市長
もし退職金を 支払って いたな
ら、この中津川市から独自で判
断していけばいいのでは
・市会議員がなぜ逮捕された人
の嘆願書を集めるのか
・噂話でもこの人の人物像が聞 市長
こえています。
・市では借りた人とかの情報が
分かっていますか。
・分かっていて、こうした罰則
をだしたのか。

・審査をすることは職員一人の 人生
がかかっています。
・ 裁判所のデータ、 警察の調べたデ
ータをいただいています。
・そのデータを見て判断しています
・中津川市として、厳しく処分して
もいいのではというのもご意見です
・今回の処理で市民の 皆様 の感覚で
どう思われるかは探る必要がある
・今後の課題です
・市民の 皆 様が他にどんなことを思
っているのかは注意深く探っていき
たい
・全国横並びになる必要は無いという
ことは、一つの意見だと思います。
・きっちり横並びになる必要は無いと
考える
・市民の皆さんの感覚の中でものごと
を行う

１０号区
●●さん

・公務員だからということでは 市長
なしに、近所の人が借りる場合
もある
・貸してほしい人に貸したこと
で親切に思われたかもし れ な
い
・貸した人ばかりだけでなく、
借りた人も悪いのでは

・なかなかきれいごとではない部分
があります
・常識では警察に逮捕、起訴、罰金
で本人も認めるなんてことはありえ
ない

民生委員
●●さん

・落合のための意見を言っていきたい
・落合をよくしていただいています
・子どものために、高齢者のために何をしていけばいいか
・活性化のために何をしていけばいいかを話をしたい
・前回まで司会をさせていただきました

１０号区
●●さん

・成田の採石場のところが不気 所長
味です
・今どうなっているのでしょう
か
・屋根がある部分があり、ごみ
を捨てる人がいたり、誰かがか
くれているのではと恐怖を感じ
る
・事件がおきてからでは遅い
・何も隠れるものが無いと良い
ので、隠れるものを取り払っ
市長
ていただけると助かる
・ごみもたくさんある

・行政としては、防犯灯の設置、通
学路の安全確保
・今まで具体的に要望があがってい
ない
・防犯灯は 、ほぼ要望どおりに 設置
しています
・通学路の安全
・現場を調査して、区長と検討させ
ていただきたい
・女子中学生殺人事件の後、安全・安
心まちづくり条例を制定しました
・事件の起こった場所は空き店舗で
した
・建物の 管理については 持ち主に話
をしてやってもらう
・今 話のあった採石場 の空き店舗が
調査にあがってきているのか
・公共として手が出せるのか
・手が出せない民間のとこ ろ はお願
いするしかない
・周辺 を きれいにすることも大切で
す
・できることをやっていくことも大
切
・公約に小水力発電をあげました。
（所信表明を読み上げる）
・防犯灯の設置するときの課題は電
気代です
・水の落差が大きいところは坂道で
す、寂しいところ
・落合は坂 が多いところで適地が多
い

・そういうところに発電を組み合わせ
て、電気代を出来るだけ少なくし、
防犯灯数の増加につなげる
・担当を決めています。
（P4の公約担当者を読み上げる）
・５月の人事で課長補佐、係長に人
事の 希望 を聞いて、人を配置しまし
た
・落合で水力発電を行えるような適
地がありましたら、ご協力ください

５号区
●●さん

・（防犯灯というのは、）ソー 副市長
ラー発電での防犯灯 という方
法もありますか

・ソーラー タイプの街灯 もございま
す
・電気がひけない公園などで使用し
てます
・バッテリーで充電して夜間つける
ともたない
・ 水力発電では四六時中発電をして
いるので電気が貯まる
・（ソーラー式は）実際欲しい時間ま
でバッテリーが保つかどうかとい
う問題であまり普及していない

副市長

・ガードの部分だけが未整備
・ＪＲと協議を進めてきている
・もう一箇所、市民病院に 行く イン
ター付近の 松源寺 橋の件も協議して
います
・その工事 （松源寺橋） が非常に難
工事です
・そんな状況の中から少し遅れてき
ている
・隣接箇所に歩道専用で、新たに穴を
開けるという 新しい歩道の設計はで
きています。
・もう少しお時間をいただきたい
・歩道部分の傷んでいるようなとこ
ろは明日にでも基盤整備部の方で対
応したい

・１７年度の JR ガードの拡張
の件
・いつも危険を感じています。
・その後の進行具合は
・進捗管理ではH23年以降です
が、もっと早くできないでしょ
うか
・事故が多く危ない箇所
・歩道もありますが、シルバー
カーやベビーカーでは道が悪く
通りにくい
・なるべく早く着手してもらい
たい
・H17 年度から少しは進行して
いますでしょうか

４号区
●●さん

・公民館の近く のご み置き場 副市長
に県道の杭がある
・真っ暗のところを 通る と危
ない
・ 杭を埋め込むよう 県に依頼
しました
・屋外 サイレン塔 の周りに 囲
いがされている
・市内の他の箇所を見て回った
が、そんなところは見当たら
ない
・杭に反射 板を設置して わか
るようにしてほしい

・サイレン塔の基礎がでていること
について
・他に無いというお話でしたが、他に
もたくさんあります。
・現場を 見さ せていただきながら、
対応したいです
・暗いというお話もありましたので、
街灯も含め議論していきたい。

・ファミリーサポートについて
・人材が 減って いるのでしょ
うか
・社会福祉協議会に委託してい
ても、実態を把握して欲しい
・夏休みだからファミサポは出
来ませんと言われました。
・おかしいのではないでしょう
か
・金銭の授受について
・ファミサポと本人の間で話を
してくださいとのことでした
・基本金額 （サービス単価）
は決まっています
・ファミサポが個人と個人の契
約になっている
・今一度、社会福祉協議会に契
約を確認してほしい
・ファミサポの制度をもっとわ
かりやすくしてください

・ファミサポについては、社会福祉
協議会に伝えたい
・ファミサポ自体は、しっかりとした
資格を持ち許可を得てやっている。
・個人間でのお金のやり取りなどは、
あってはならないことと十分理解
できる
・説明する機会を設けたい
・サポーターの方も夏休みで少なく
なっているのも問題

サポーターの方
・当事者同士のやり取りは駄目 市長
５ 号 区 ● ● さ ということになっている
・もし、当事者間でやりとりし
ん
ていれば問題
・お金については規定がある
・平日の９時~５時は時間給７
００円です。
・土日は８００円です
・夏休みだから 出来ない とい
われたのには、事務所ですか

・ ファミサポの 実態に関してのご指
摘やサポートする側のご意見を伺い
ました
・中心市街地の活性化ではポイント
制度を導入します
・ボランティアをした方ポイントをお
配りして、登録していただく
・ ポ イントでは買い物もできます
し、施設の利用にも使用できます 、
ということをイメージしてこれから
組み立てていきます。

・落合でサポーターで動ける方
は５人いましたが、今は３人に
なってしまいました
・ サポーターとして もっと動
ける方がいらっしゃるといい
４号区
●●さん

・個人的な非難をしているわけ
ではない
・現実として、事務所で駄目だ
と言われた
・個人契約している方も事実い
ます（違反）

４号区
●●さん

・３年間サポーターをやった
・料金についてはマナーをもっ
てやらないといけない
・サポート内容の報告書を出し
ながらやっているが、ルーズ
なことをしようと思えばでき
る
・お金を受け取れるのですが、
お 金じゃなくて、ボランティ
アの貯金（将来自分がサービス
を受けるための実績）ができな
いかと思います。

交通安全婦人
●●さん

・地域の人と人とのつながりが 副市長
ある地域
・今年は 落合の 中山道を市で
整備していただいた
・お祭りをしたときに、他の号
区からも来てくれる
・落合石油の交差点で 国道 １
９号に出る信号の待ち時間が非
常に長い

・中津川にかかっている桃山の
新しい橋のオブジェというか欄
干が見通しを悪くしている

・ボランティアにもいろいろ種類が
あります
・福祉ボランティアもその 一つ に組
み込んでいけたらと思います。
・ファミサポだけでなく、福祉施設で
のボランティア活動的をやってい
ただいた 有償ボランティアをポイ
ント制にする
・利用できる期限を長くすればいい
・福祉サービスを受けるときに利用で
きるように
・これから組み立てていくので、可能
かどうかを検討していく
・福祉にかぎったポイント制度も可
能

・ 落合石油の 信号の待ち時間につい
て
・落合の３信号については連動して
いるのではないでしょうか
・一つ一つは感知式になっています
が、おそらく メインの 沖田の 信号に
あわせて変わるのだと思います。
・その部分で待ち時間が長くなってい
るのではないかと思います。
・公安（警察）で渋滞を調整しながら
調整しています。
・帰省 時期に 交通量が増えると１９
号線の方が長くなることもある
・桃山の橋の欄干 と親柱の 件は伺っ
ています。
・市長からも指示がでています。
・対策して以前よりも、見やすくし
ました。

・対策により、そういう話が少なくな
ってきた
・しばらく状況をみて検討していき
たい
・ファミリーマート（桃山）の
交差点が朝夕混雑している。
・市民病院に行くのに通る方も
いる
・何とかしてほしい

・旧桃山橋について
・橋の方が一方通行で、優先道路にな
っています
・広い道路が一旦停止で、市民病院側
が優先 になっていますので事故があ
ったり、子どもが通学で利用したり、
交通渋滞がおきています
・基盤整備に市長指示が二ヶ所出てい
ます
・ みどり町線の 遠山電気前で昨年事
故でお年寄りが亡くなっている。
・ ここを改良するために 用地交渉し
ている
・今年の９月～１０月に信号をつける
形になっている
・もう 1 ヶ所が桃山の交差点です
・橋が一方通行になるので、地元の
区と調整中です
・信号交差点にすると 市民病院側に
大きな車が並ぶことになる
・道がせまいので、家を１件移転する
ことになる と警察と打ち合わせして
います
・計画図を書いている状態ですので、
スピードアップしながら対応してい
ます
・もう少しお時間をいただきたいと思
います

・ 一 中の下の市民病院に 行く
道路がでこぼこしている

・道のでこぼこについては担当にし
っかり話をします

・ペットボトルの フタ につい
て
・資源ごみで一緒に回収できな
いか

・ペットボトルのフタについて
・フタだけを別に集めて支援に回して
いると理解しているので、環境政策
課と打ち合わせして、所長からお話
します

・信号機が直射日光（夕日）で
見えづらい
・反対側の信号を見て判断して
いる

２．３号区
●●さん

・信号機が見にくい件
・西日があたると本当に青なのか黄色
なのか赤なのかわからないことがあ
るということで したが、照度 の高い
信号機がある
・県の公安委員会の管轄ですので、
そちらに話して対応していきたい
市長

・落合のよさ
・中学校の落合賛歌がよい例
・８月２日に三世代交流まつりに 出
させていただきます。
・「きずな」を保つのに大変大切だ
と思います。
・コミュニティセンターが地域づく
りの応援をしていく
・落合川の河川清掃についてはコミ
ュニティセンター職員も出ている
・落合出身の職員も出ている

・病院では治療して、治療する 市長
ことがなければ退院させられる

・野球場も大切だという認識 を して
いただいていると思います。

・療養型の病室に入院すること
が必要
・坂下病院、城山病院はいっぱ
いでした。
・土岐市まで入院させに 行 き
ました
・近くに療養型の病院があった
らと思いました
・数億 かけて 野球場 を整備し
ましたが私は使うことが無い。
・病院は、自分だけでなく、親
も使っていかなくてはならな
い
・ みんなの役に立つ部分を 考
えて市政を進めていただければ
と思います

・野球場についても子どもたちにと
っては大切
・療養型については認識していて、
課題に思っています。
・急性期の病院を出て慢性期の病院探
しが課題
・坂下病院の病床は空いてきている
・活用することも考える
・国では療養型を抑制しようとする
動きがあります。
・そうした国の動きを阻止していくこ
とも必要
・現実に不足しているのに減らして
いこうとしている。
・なんとかしていく方向で 取り組ん
でいきたいと考えています。

女性防火クラブ
●●さん

・女性防火クラブになった方が 市長
口々に絶対火事を出さない よ
うに言われています。

・消防団は火事の時に消す
・防火クラブはそれを予防する立場
・中津川市 の 女性防火クラブの神坂
の ●● さんが県の会長になりまし
た。
・中津川市がモデル的にやっていって
もいいと思います
・ 全域をやると大変なので モデル地
区として、神坂で取り組ん だらどう
かとお伝えしている
・中津川市はそういう意味を持つ地区
になる
・落合は昔から宿場町として、 防火
に取り組んでいる
・明治のころ最初にポンプを導入した
のは落合だと聞いている
・落合の消防団も操法大会で優秀な
成績を残している
・落合は防火の取り組みに伝統ある地
域ですので、何かやりたいというア
イデアが出たときには神坂といっ
しょに取りくんでみてはと思いま
す

中学校ＰＴＡ
５号区
●●さん

・幻のピアノの復元ではありが 市長
とうございました
・ 中学校の 耐震化が再来年の
予定らしいのですが、ベランダ
のコンクリートが落ちたそう
で、早々にやっていただけると
のことで、ありがとうございま
す

・学校の点検をすべき
・先生ができるかどうか
・ピアノについては、企業の寄付、
調律士の熱意
・当時の落合村の予算をつぎ込んだ
という意気込みが大切
・落合は地域で音楽を大切にする土
地柄
・坂下も合唱に力をいれている

■市長総括
・今回はあらたにロの字型で、前もって意見調整をしないフリートークでやりました
・意見が出しやすいよう市側も少ない人数で
・自由な雰囲気でやりたいので即答できない部分はご容赦ください
・ご意見・ご要望をいただきました
・言い放し、聞き放しにしないようにします
・引き続きコミュニティセンターもご愛顧いただきながら
■閉会
閉会のあいさつ

