平成２２年度山口、坂下、川上地区女性懇談会議事録
開催日時
開催場所
出席者

平成２２年１１月２４日（水曜日） 19 時 00 分 ～ 21 時 00 分
坂下公民館 ２階 多目的ホール
市民：３５名 （坂下２１名、川上６名、山口８名）
行政：大山市長、林地域振興局長、林坂下総合事務所長、内木川上総合事務所
長、末木山口総合事務所長
〔同席者〕
坂下総合事務所企画振興課長（鎌田）
、広報広聴課長（斉藤）、行政管理課（高
木）、広報広聴課（日野）、秘書課（内木）、坂下総合事務所企画振興課（糸魚
川）、川上総合事務所地域福祉課（原）、山口総合事務所地域福祉課（石原）

■司会者（坂下、●●）
ただいまより、平成２２年度山口、坂下、川上地区女性懇談会を開催いたします。
■市長あいさつの概要
・ 「中津川市の今」市政の進め方Ｐ２を紹介、説明
・ 人口の減少をいかに食い止めていくか
・ 人口が高齢化、少子化が進んでいる。複式学級も出ている。
・ 中津川市独自のＵＩターン住宅に取り組む。山口は建設中、川上は計画中。
・ ３点セット、住宅施策と産業の振興、子育て支援が大切、所得があること。
・ ４つの施策、情報では、光ファイバーの整備、交通では、コミバスや互助交通、バス
通学の助成、教育では、奨学金、ＰＴＣＡ、医療では、医師、看護師の確保や奨学金
・ 借金は返す以上には借りない、国県の補助を使う、人件費の抑制、行政改革

■市執行部

自己紹介

（出席者全員）

■司会者（坂下、●●）
進捗状況についてと地区トピックスについてはお手元への資料配布で説明は省略させて
いただきます。
■懇談

進行（坂下、●●）

これより懇談を始めますが、発言は挙手をしていただき地区名と所属、氏名を言ってか
ら質問してください。
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発言者
[山口]
山 口 幼
稚園

発言要旨

対応者

（学校規模適正化とＵ
Ｉターン住宅・幼稚園 市長
存続）

Ｐ Ｔ Ａ ・学校規模等基本計画が
示された。
会長
・ＵＩターン者住宅建設
●●
はこの状況で矛盾があ
さん
るのではないか。

対応(回答)の内容
・情報公開は節目節目でしっかりやるよ
うにする。
・小学校は地域の中心であるから残して
ほしいというのはわかるが複式学級に
なってまでも望ましいかどうかは判断
のいるところ
・ＵＩターン住宅がこれからどれだけ寄
与していくか見ていく。

・情報の公開を早くお願
いしたい。

・理想的な施策がＵＩターン住宅。

・小学校は複式で坂下に
統合も選択肢に入れな
がら考えていかなくて
はならない。

・幼稚園だけはということはわかるので
その努力はしていきたい。教育委員が
最終的には決めていく。小さい子供ほ
ど地域に近いところでというのは教育
委員も分かっている。

・幼稚園は存続させてほ
しい。

・複式学級になっても子どもと地域がか
かわるのは大切。
・ＰＴＣＡを教育委員会に投げかけてい
る。

[川上]

（過疎化の中のＵＩタ
ーン住宅）

川 上 小
市長
学校
・川上にもＵＩターン住
宅が建設されると聞い
ＰＴＡ
たが今の不況で市内に
●●
勤め先は無いし５年後
には住みつくことを考
さん
えなくてはならない、そ
の上小学校などの統合
がささやかれる中、本当
に入居者があるのか不
安です。

・加子母でその状態が出ている。働き口が
しっかりしていないとむつかしいかな
という気がしている。
・川上は加子母より市内への通勤など考え
ると条件的にいいかと考えている。出来
れば坂下周辺で製造業の展開とかＩＴ
企業の展開とかを考え、働き口を考えて
いかなくてはならないと思っている。
・小学生は、坂本が過密になってきている
ので、坂本の若い人が周辺に住んでもら
うことが出来ればいいと思う。
・今、中津川市は製造業の引き留めをしな
ければならなくなっている。
・川上の今については大丈夫と思ってい
る。
・将来についてはさらにやっていかなくて
はならないと思っている。
・住宅よりも仕事だということは十分認識
している。
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[坂下]

（少人数学級）

坂 下 中 ・小学校２年生で１クラ 市長
学校
ス３８名の学級で担
任と補助の先生で給
ＰＴＡ
食まで付いて大変、１
●●
年でも早く少人数化
をしていただけない
さん
か。

・少人数学級は３５人だといわれている。
制度的には認められていないで加配で
行っている。３８人は微妙な人数だなと
聞いていた。
・幼児期の育ちの状況も重要、未満児保育
の要望も出てきている。３歳までのお母
さんのかかわりが少なくなっている。
・市は公約で少人数学級に取り組んできて
いる。加配はそれなりに予算化してい
る。
・教職員ＯＢの話を聞くと昔は３５人ぐら
いしか目が届かないという話だった。
・教育委員会に市内の学級の状況、先生が
大変だという状況を認識してもらい議
論してもらう。

[坂下]

（広報無線・防災無線） 坂 下 所
長
文 化 協 ・防災無線ではなく広報
会
無線として文化協会の
行事などのお知らせ回
●●
数を増やしてほしい。
さん
・先日本町で空き巣事件
市長
があったが、広報無線で
早く情報を知らせてほ
しい。

・緊急性のあるものは防災無線で対応し
ている。
・各種団体が放送の申し込みをするとた
くさんの件数になり交通整理が必要
・メールなどで広報している。
・携帯メールは現在 23,000 人の登録があ
り、坂下の文化協会を加えることが出
来ればと思っている。
・安全に対しては携帯メールだけでは不
足。まずはサイレンを鳴らすことを考
えている。
・岐阜テレビの地デジのデータ放送でも
対応できるようである。
・今後の施設は防災無線を平時にはサイ
レンを鳴らさない形で使う。

[坂下]

（有料老人ホーム・コミ 坂 下 所 ・H21～H23 福祉計画の中で進めていると
ュニティバス）
長
ころ。
老 人 ク
ラブ
・有料老人ホームの進捗
・中津地区の北野で進めている。
状況はどうなってい
●●
・坂下に計画はない。
るか。
さん
・コミュニティバスについては情報交通課
・コミュ二ティバスの運
で検討しているところ。
行時間の見直しをし
・効果を検証しなければならない。
てほしい。
・運行時間は運行委員会で検討する。
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[坂下]

（坂下病院産科）

市長

女 性 防 ・坂下病院の産科の復活
火 ク ラ
を要望する。
ブ
・坂下病院には設備もあ
●●
るし、助産師を活用で
きないか。
さん

・十分に認識しているところ。
・産科を目指す医学生が少なくなってい
る。
・裁判、過酷な勤務条件から全国的に産
科医師が減っている。
・女性の医師では子育てを終えてから現
場に復帰するのが難しい状況で産科医
は少ない。
・市内に４名の産科医師がおり、林病院
１名と市民病院３名が連携して対応し
ているが４名では負担が大きい。
・市民病院で地元の皆さんを受け入れる
という体制を維持することを優先して
いる。
・院内助産院も検討してもらったが、坂
下病院と中津川市民病院との距離、時
間で救急対応が困難である。
・第１に現状の維持と医師の若返り、第
２に院内助産院を考えていく。恵那市
とともに名大の協力も得ながら考えて
いく。
・ご意見は努力目標として取り組んでい
く。

[川上]

（デイサービス）

坂 下 所 ・福祉計画に基づき進めているが、来年度
中に５カ年計画を立てる中で意見を出
坂 下 中 ・さくら苑の利用困難状 長
していく。
学校
況を解決するために、
規模拡大や川上地区に
ＰＴＡ
・在宅介護、施設介護を進めていく中で状
デイサービスを作って 市長
●●
況をしっかり把握する中で課題を出し
もらえないか。
計画に取り組んでいく。
さん
[坂下]

（求人）

坂 下 所 ・意見を病院へ伝えていく。
坂 下 高 ・坂下病院の介護士は不 長
校
足していると聞くが坂
下高校には求人は無く 市長
・試験というものがあるので、本人の頑張
ＰＴＡ
地元で働けず外へ出な
りは必要。
●●
ければならない。
・市福祉計画でも取り組んでいく。
さん
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[坂下]

（婚活）

北 商 工 ・フレンドリーパーティ 市長
会 坂 下
を開催し、若者の出会
支部
いの場を作っていただ
きたい。中津川全体の
●●
考え方は
さん

[坂下]

（坂下地区の発展）

北 商 工 ・椿街道開通による坂下 市長
会 坂 下
地区の活性化に期待
支部
しているが新聞報道
によるきりら坂下、椛
●●
の湖の存続の方向は
さん

・「中津川市の今」今お伝えしたいこと！
Ｐ９で説明、活用していただきたい。
・阿木では「いきいきネット」で取り組ん
でいる。
・加子母でも検討している。

・椿街道、スマートＩＣはこの地区では重
要。
・赤字の状態で続けることは出来ない。
・検討委員会で議論していただく。
・赤字がどう黒字転換するのか、黒字転換
といかないまでも赤字幅が小さいか大
きいかなどで考えていきたい。
・新聞紙上で論争することは好ましくな
い。

■市長総括の概要
・全体的には坂下の意見が多かったかなと思います。
・今日お聞きしたことを「聞きっぱなし、言いっぱなし」にならないよう進捗管理をし
て取組みをしていく。
・教育委員会の事項もあり教育委員会でも議論していただく。

■閉会のことば … （坂下 ●●）
これで、平成２２年度山口、坂下、川上地区合同女性懇談会を閉会いたします。

〔終了〕

２１時００分
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