中津東地区女性懇談会
開催日時
開催場所
出席者

会議録

平成２０年 ７月２８日（火曜日）１９時３０分 ～２１時００分
中央公民館 ホール
市民：２５人
行政：大山市長、副市長、総務部長、企画部長、健康福祉部長、生活環境部
長、産業振興部長、基盤整備部長、政策局長、地域振興局長、
地域振興課長、広報広聴課長

■開会のことば
■市長あいさつ
・第４回目となる女性懇談会です。
・この会の趣旨を説明して、あいさつにかえさせていただきます。
・４年前の選挙で公約にあげさせていただきました
・趣旨は、１回目の選挙のときに市民の皆さんの声を聞いたときに、年配の男性の声が多いと
思いました。
・女性の声、若者の声がどれだけ反映されるのだろうか、
・合併後は旧町村でも開催しています。
・旧中津川市、旧町村で合計１５地区で開催しています
・総務部に進捗管理課を設けて言いっぱなし、聞きっぱなしにしない
・今年は車座で開催させていただいています
・また、はじめに質問事項をとりまとめせず、自由にご意見をだしていただくようにしました
・今日お答えできない部分もでてきますが、ご容赦ください。
・１時間半という時間ですので、市からの話は短くします。
■市参加者自己紹介
副市長、企画部長、生活環境部長、健康福祉部長、総務部長、産業振興部長、基盤整備部長
■昨年までの女性懇談会の進捗状況報告（総務部長）
・合計１６件のご意見・ご要望がでています
・平成 19 年度は防犯灯が２件、道路関係が３件、その他空き店舗など４件出ています
・実施済あるいは実施中になっています
・△の×が２件あります
・市道４６７号線の道路改良については用地交渉しています
・文化会館の立替については、今後の計画の中で、有利な補助金制度を模索しながら耐震工事で
検討したい
■懇談内容
・ただ今から懇談会に入ります。
・終了は午後９時ころを予定しています。

発言者
松田区
民生委員
●●さん

銭亀区
●●さん

発言要旨

対応者

・民生委員をやって４年になる 基盤整備
・松田区は上り坂で、車がない 部長
と生活できない
・アパートがたくさん建って車
が増えました。
・車が多いが、中央道にかかっ
ている松田橋に歩道がない
・子どもの登下校には子どもが
よけて通る
・１日７５０台の交通量
市長
・中央道のところに歩道を整備
してほしい

対応（回答）の内容
・ 松田地区の 高速道路にかかる橋
については、道路公団と交渉する必
要があります
・要望をいただきまして、今後検討
させていただきます
・地域の中 の 子どもの通学状況を
確認して検討させていただきます
・今の橋の幅員では歩道 の 確保 は
難しいと思います
・手賀野にも同様の案件がある
・水路を利用して、車道の中心線を
ずらして歩道を設置した例がある
・松田の場合は難しいと思います
・側道橋を設置する形になるかと思
いますが、これも難しいです
・ コンクリートの橋だと思います
が、車が乗っても大丈夫な橋が必要
です（下が高速道路ですので）
・困難さが高い状況だと思いますが、
そこら辺を検討していく必要がある
・子どもの安全という部分ではおっ
しゃるとおり
・松田 地区は 子どもが多いことは
承知しています。
・これからも松田は伸びていく地域
だと思います。
・必要性は高いのは理解しています
・技術的に検討していきます

・市の方でも、車の状態を見て
ほしい
・坂の勾配がきついので、スピ
ードがでる

・松田の人が通っている
・ 松田地区 の中で、スクールゾー
ンのような形で、地域の子ども達を
自分たちで守るという部分も話し合
いしていただけるといい
・構造的な部分は検討していきます

・通学路の問題です
基盤整備
・区の 方 から 市へ 要望書が提 部長
出されているとは思いますが、
通学路は地主さんが通させない
と言われました。
・そうなると、 遠回りの 道を
通ることになりますが、急カー
ブで 車が 通る ので歩行者には
非常に危険だと思います
・ドライバーの方からみても危
ないです

・通学路ということで伺いました
・柿の橋の上の辺りの道でしょうか
・本日管理課長のほうから連絡を受
けました。
・ 写真も付けて 要望をいただいて
いますので、教育委員会と協議し
て、進めていきます。

１８区
●●さん

・地主さんから通学路の土地は
寄付していただける話もでてい
ますので、何とか公衆用道路と
して取り扱ってください
・ウオーキングの方も増えまし 市長
たのでお願いします

・土地については寄付をいただい
て、進めていきます。

・１８区の東さくら幼稚園のと 生活環境
ころに新しく市道５２８号線が 部長
できて１年くらい立ちます
・その道が暗く、白線が無いし、
子どもの近道にもなっている
・東学校の校長先生に通学路に
認めてほしいといったら、白線
もないし、防犯 灯 もないので
通学路として認められないと言
われた
市長

・防犯灯の件ですが、皆さんからの
要望に応えさせていただきます。
・具体的に場所を生活安全課までご
連絡していただければ対応します。

・白線も 引 いてほしい、防犯
灯も設置して欲しい
・地元の主婦の方でも、歩いて
いくと怖いといいます

突発的な質問によく答えられたなと
評価しています

・できれば、地域の区長さんから要
望をあげてください

・ まず 白線と防犯 灯 がついたら通
学路にふさわしいかどうかを学校が
判断することが大切
・通過交通は少ないですよね
・まず、通学路にふさわしいかどう
か
・安全かどうか、防犯 灯 あればど
うか、白線があればどうかで学校の
先生が判断して、道路に白線を引い
てくれとか、防犯灯を付けてくれと
かを言ってきてくれないといけない
と思います
・区長を通してほしいのは、いろい
ろな要望があるので、区長の目で見
て、どこが一番先に要るのかという
一つの意見としていただく
・まずは要るのか要らないのかとい
うことを判断しないといけない
・区長さんから 要望が くれば でき
るのかということもある
・市役所または学校が主体的に考え、
皆様の声にどう答えるか
・ 断る 理由だけで話を終わらせて
はいけない

・場所は東さくら幼稚園に 出
ていく道路です。

生活環境
部長

・通学路としていいのか悪いのか、
教育委員会と打ち合わせします
・防犯灯の設置については補助金の
考え方と、たまり場・通学路に市が
設置する考え方と二通りある
・設置するにしても、電気代を後々
区で支払うことになりますので、区
長からあげていただきたい

市長

・ 防犯灯の 電気代の部分では、 公
約にもある小水力発電を利用したい
・子野地域にも水があると思います。
・水力発電をすると電気代の節約に
もなると思います

１０区
●●さん

１２区
●●さん

・10 区の えびす公園のジャン 基盤整備
グルジムが撤去されました
部長
・新しく取り付けるのか、撤去
だけなのか説明してください

・ジャングルジムの撤去について
・新聞でご存じかと思いますが、遊
具の事故が 非常 に 多いので、総点
検しました
・危険度 があるということ で、撤
去しました

・えびす公園のあたりは一方通 生活環境
行になっていますが、スピード 部長
を出す車が多い
・公園の近くということもあり
ますので、車の規制をしてほし 副市長
い

・交通規制について
・ 危険性 が高いとのことで、警察
と相談して対応させていただきたい

・花戸町の街灯が非常に暗い
生活環境
・電灯が切れている箇所もあり 部長
ます
・もう少し明るくしていただけ
ないでしょうか

・えびす公園の前は、昔は一旦停止
でした
・今は 一旦 停止が解除になってい
ますので、スピードを出す車が増え
ているのだと思います
・規制については難しいですが 、
注意喚起の看板などで対応させてい
ただきたいのでお願いします
・電球が切れている場所は、街路灯
なのか防犯灯なのか
・市役所で対応する部分と、地域で
対応していただく部分とあります
・現場を確認して、判断させてくだ
さい
・暗いという部分については、何メ
ートル間隔で設置されているのかも
調査して、対応させていただきます

子野区
●●さん

・家を新築・増築したときに、 企画部長
市 から 固定資産税の検査に 来
ま すが、 疑問がありますので
質問します
・ 家族が 年をとってきて、家
で介護しようとバリアフリーな
どのために増築した
・まずトイレを壊して、車イス
でも入れるように作り直しまし
た。
・当たり前だとは思いますが、・
なぜ介護のために改修したのに
また税金がかかるのか
・今でもなかなか施設には入れ
ないのに
・介護用に改修したときには、
固定資産税の優遇措置はないの

・介護目的の増改築に固定資産税の
優遇措置はないのかということです
が、固定資産税の制度上はありませ
ん
・固定資産税については、建物、土
地、償却資産など、税金を支払う力
があるかどうかを基準にしてかけさ
せていただいています
・ いろいろな 税金については、 歳
出として 介護にも 使 わせていただ
いています。
・住宅制度についても、断熱の為の
改修、耐震に対しての軽減措置はあ
りますが、今のお話しの件について
は軽減措置はありません

でしょうか
・税金を払うのが義務なので、 市長
しかたありませんが、無駄使い
の無いようにしてください。

・中津川市に無駄が無いかというと
、無いとは言いきれません
・市民による外部評価委員から見て
無駄な部分を省くようにやっている
・外部の人の目を内部に持ってきて、
ムダがないかをチェックしてやって
くれといっている
・一人でどれだけの仕事ができるか
、効率化の部分
・一人でさばける仕事を増やしてく
れといっています。これは人件費の
部分で、行政改革を行っています。
・介護のしやすいように環境を整え
る部分を税金で促進してはという部
分ですが、固定資産税の減免につい
ては国で決まってきます。
・特 別に 市で減免しようとするに
は国に働きかける必要がある
・一方、税の使い方について補助金
を出していくことは、市独自ででき
る部分もあると思います
・税金の部分では なかなか 難しい
と思います
・在宅介護を推進することは１期目
の公約に掲げました
・在宅介護支援センターを南校下や
西校下に増やしている
・在宅介護は介護を受ける人にとっ
ても希望だと思いますので、そうい
った面からも検討します

１７区
●●さん

・駅裏の道ですが、トラックが 基盤整備
たくさん通る
部長
・道が穴だらけです
・定期的に穴を補修していただ
けないでしょうか
・ＪＲ のガード をくぐったと
ころです
・役所が定期的に回って埋めて
くれるのか、個人的に言わない
と埋めてもらえないのか

・道路の修繕については、業者に地
域ごと委託してありましてみていた
だいています
・なかなか全部見えないところもあ
ります
・試験的になっていることですが、
職員の通勤時間帯に気づいたところ
を確認しています
・一度現場確認させていただきまし
て、補修につとめていきます

・中に埋めてある小石が飛びま 市長
す

・しょっちゅうということは、もと
もと大型車に耐えるだけの舗装にな
っていないのでは
・大型車が 通る 舗装は厚くないと
いけない、農道なら弱い舗装でよい
・舗装の厚みの問題
・そこら辺も検討させます

市長

・防犯灯がたくさんでたので、どういう考え方でやっているか説明したい
・条例化した安心安全のまちづくり基本計画の整備計画の１項目に防犯灯があ
る
・必要箇所を抽出して、どういう順番でやっているかを説明させます。

生活環境部長

・市民の安全安心のために安全安心まちづくり条例をつくりました
・皆さんが安心して生活できるという体系の中で進めています
・防犯灯は皆さんから要望をいただいて実施している
・AEDの設置については、スポーツ施設や、市役所など人が集まるところに設置
・皆様方の不安を払拭するために進めている
・当初はたくさんの防犯灯の要望がありました
・ほぼ毎年度１００％に近い形で要望にお答えしています。
・要望は区長を通して出していただいています（料金の問題もあるので）
・８月が要望の時期になっていると思います。

区長さん

・すでに締め切っていますが、 生活環境
この懇談で話が 出て いますの 部長
で、もう少し申し込み期間を延
ばしてほしい。
・以前は区の持ち出しがあった
・今度は通学路として学校長の
印鑑をもらったものには、市で
設置していただけるので、感謝
しています
・決められた時間までに学校長
の印鑑をもらうのは難しい

・随時お話しが来ているのが実態で
す。
・たまり場、通学路については市が
設置することになります

市長

・防犯灯については、各地で質問が出ている
・防犯灯の設置については、広報なかつがわで宣伝する必要がある
・広報なかつがわ９月号だそうです
・電気代の負担をお願いしているとのことですが、暗がりの多いところほど民
家がないので、暗い、そういうところほど費用がかかる
・街からはなれていくほど付けにくいことになる
・水力発電を利用して、電気代の助けにならないか
・これはこれから取り組む話です
・関心のある方は、適地をどしどしお話ください。
・東校下でできる箇所を提案していただけるといいかなと思います
・それが電気代の節約になればいいと思います
・公約にも掲げさせていただきました
・防犯灯と絡めて進めて行けたらと思います

生活環境部長

・現在、水力発電の活用について調査しています
・設備には費用がかかりますが、 将来的には防犯灯の電気代が助かることにな
る
・防犯灯は２０Wですが、発光ダイオード方式の電球ですと５W程度で済む。
そんなことも研究中です
・例え１キロワットしか発電しなくても、たくさんの電球が残せることになる
・将来、買った電気ばかりでなく、水力を活用したまちづくりも研究していく価
値があると思います

市長

・小水力発電も防犯灯も生活環境部でやっています
・生活の安全と環境の水力発電の両方をやっています

●●さん

・子どもが 市民病院で １０日 市長
間ほどお世話になった
・以前に比べて職員の対応が良
くなった
・これは意識改革でしょうか
・看護 師 さんの患者に対する
態度が親切になりました（先生
は別）
・みんなが一生懸命で、きれい
になりました。
・まだ皆さんなれていませんが、
電子カルテになると素早く対応
できるということなので、これ
からも良くして欲しい

・電子カルテになってから、初
診の方が８時３０分に 行 って
診てもらったら午後になった
・予約をとってから来てくださ
いという指示はあったと聞いて
います
・症状の軽い方が簡単に病院に
いくのはどうか

●●さん

・娘が病院で働いている
市長
・働いている職員の立場 の 話
をさせていただきます。
・電子カルテを導入したときは
職員大変だったと思います。
・深夜勤務 だとか準夜勤 など
もあります
・最近では「患者様」と呼ぶよ
うになって患者の態度が大きく
なってきた
・それに伴い、 患者が 理不尽
な要求をするようになった
・「患者様」と呼ばないといけ
ないのでしょうか？

・良くなったという点は、ぜひ市民
病院に伝えたい
・今月から、月１回市民病院の院長
と坂下病院の 院長 と懇談 を始めま
した
・市民病院には名大に医師の派遣を
引き続き依頼
・坂下病院は愛知医大に依頼
・電子カルテについては院長先生も
不慣れな部分があることは認識して
いる
・慣れだろうと思います。
・電子化していると、病院と開業医
との連携ができる
・人間がやると漏れがありますが、
電子カルテで保険の請求漏れを防ぐ
こともできる
・市民病院は全体として改善を盛り
込む病院として認定さています。
・ スタッフの皆さんで 改善の努力
をしている
・今、コンビニ受診が問題です
・小さなお子さんが夜中に熱を出し
たら不安である
・そういう時にどうやって判断して
いただくかを丹波市の方で研究して
いる
・医者の負担軽減のために、こんな
症状のときは大丈夫とかの判断基準
を研究している
・そんな部分も研究していこうとし
ています。
・ 今のお話しが 身近におられる方
の実態だと思います。
・医師の確保については、医局が医
師の配置機能をもっていたのに、厚
生労働省が研修医制度を変えてしま
った
・医局 制度 の功罪 という部分で
「罪」の部分もあったと思います
・「功」の部分では、地方の病院に
医師を送り込む機能がありました
が、これが壊れてしまった。
・研修医が都市の大学病院にいって
しまって、大学病院の医者が手薄に
なったから、地方病院の医師をひき
あげてしまった
・国の動きとしても予算の編成方針
が決まり、その一つに「医師不足問
題に対応する」するお金を用意する
ことになりました。

・医療に関する以外に、精神面
でも負担がかかっていると思い
ます
・時間外手当も決まった時間し
かつかないので、あとはサービ
ス残業のようです
・看護師以外にも特に医師が大
変だと思います
・名古屋から通って見えて、帰
宅しても、すぐに患者の容態が
悪くなると引き返さないといけ
ない
・医師も不足しているようで、
職員に負担がかかっている
・職員を確保できるように、市
からも運動してください

・私も大学病院にお願いしに 行 き
ますが、大学病院としてもいない人
材は派遣できない
・ただし、今の医師を引き揚げるこ
とは控えてくれるかもしれない
・ 中津川市民病院が 地方の大切な
病院 と 認識 しているとは言ってい
ただける
・今いるお医者さんを減らさないよ
うにしないといけない
・研修医を呼び込んで、現在５名の
研修医がいますが、そのまま勤務し
ていただくことができないか
・中津川周辺の医療施設で経験を積
んでくれて、中津川に魅力を感じて
いただければ、定着していただける
のではと思う
・まずは研修医にたくさんきていた
だき、研修が有意義になるように、
また中津川を気に入ってもらう
・医科大学の学生に奨学金を 出 し
ています。
・東濃５市で各市１名の募集
・ 中津川市民病院に ３人の方が希
望しています。
・中津川市の方ではありませんが、
将来的にはこちらで一定期間働いて
いただく
・産科の関係
・ 助産師の皆さんで 院内助産院 と
いう病院の中での助産院的な機能を
もっていただく
・坂下病院には分娩の施設があるの
で、院内助産院のような形で展開出
来ないかと検討しています
・できるだけスタッフを確保したい
・「患者様」とありましたが、コン
ビニ受診を防いでいくことも必要で
す
・コンビニ受診が増えれば、医者の
負担も増え疲れてしまう
・「コンビニ」受診対策としては、
市民運動でやっていただく様な形で
看護師に視察しにいくようにいって
います
・過重労働でも赤字がでる部分は厚
生労働省に考えていただかないとい
けない
・軽い病気の方は開業医に 行 って
いただき、重い方は、市民病院へ

・病院の経営からいうと、患者さん
に来ていただいた方がいいですが、
疲れ切るほどやっていて赤字なのは
変えていかないと行けない
・公立病院の赤字は皆さんの税金で
補うことになる。
・市民病院と坂下病院の医師、看護
師の確保を公約に掲げています。
－資料P4説明－

■市長総括
・ご意見、ご要望、ご質問をありがとうございました
・言いっぱなし、聞きっぱなしにしないように、後のフォローをしていきます
・お二人には司会をありがとうございました
・区長さんには解説もしていただきましてありがとうございました
・旧中津地区においても松田のように子どもが増えていることころと高齢化が進んでいるとこ
ろもあります
・市内の実情も区長さん通じてとか、こういう機会を通じてあげていただきたいと思います
・実行の市政で皆様の期待に応えていきたい
■閉会
・平成２０年度女性懇談会を終了します。ありがとうございました。

