
 

 

令和元年度「市民と議会の対話集会」において後日回答することとした意見交換の 

記録及び行政からの回答 

 

※付知・福岡会場は行政から後日回答することとした案件はありませんでした。 

 

№1 

会場・項目 阿木会場・リニアについて 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・恵那市の市政 15 周年で観光マップが配布された。明智鉄道沿線が中

心で、恵那市はきれいにマーキングされていたが、阿木地区はグレー

だった。寂しい気持ちになった。阿木地区も同様に記載してもらえる

よう恵那市にお願いできないか。リニアに関しての取組みは恵那市が

遅れているとの説明があったが、恵那市長は遅れているのではなく焦

らないと言っていた。中津川市でのリニア開通で、人は自然に恵那に

流れると思われる。 

回答・恵那市へ人が自然に流れてくると考えていると言われたようですが、

中津川市もしっかり取り組むよう要望があったと市へ報告します。 

行政の担当部課 観光課 

行政からの回答 恵那市観光交流課へご要望をお伝えし、阿木地区についても恵那市側と同

様の記載にしていただくことが可能か確認しましたが、市政 15 周年式典で

お配りしたパンフレットは、あくまで恵那市に特化したものあり、恵那市の

行政区域を色で示しているため、残念ながらご要望にはお答えできないとの

回答をいただきましたので、ご理解のほどお願いいたします。 

 

 

№2 

会場・項目 中津会場・空き家・ゴミ・環境対策 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・子野地区中山道沿いに家電品などごみが放置されている。観光客が多

く通る場所なので、片付けたいが地域では対策ができないため、行政

でやってもらいたい。空き家・不法投棄もある。 

回答・中山道ということで観光客も多いので、対応が必要だと思う。確認し

たい。先程説明した特定空き家の条例は今年度から運用されます。 

行政の担当部課 環境政策課・防災安全課 

行政からの回答 土地所有（管理）者には、自らが所有（管理）する土地を清潔に保つ義務

があり、私有地にあるごみの処分は所有（管理）者の責任において行うべき

ものと考えます。対応としましては、土地所有（管理）者に現地の状況をお

知らせし、適正な土地管理を実施していただくようお願いしていきます。（環

境政策課） 

 



 

現地を確認したところ、ロープにより敷地への進入が防止されています。

建物は老朽化していますが、近隣に危険を及ぼす恐れは低いと考えます。 

対応としましては、所有者等に状況をお伝えするとともに、今後適正に維持

管理していただくようお願いしていきます。（防災安全課） 

 

 

№3 

会場・項目 中津会場・災害・防災について 

会場での要望 要望・子野地域は三五沢、地蔵堂川、子野川に面している。砂防ダムはあり

がたいが、一度崩れたら大変だ。安部首相が行っている国土強靭化と

は何かと考える。戦後国は檜や杉の植林を進めてきた。しかし、これ

らの木は根を張らないため、ブナなど広葉樹をもっとたくさん植えて

もらいたい。林野庁はじめ国の政策として進めてもらいたい。市議会

から国へ訴えてもらいたい。（広葉樹が多い）白神山地で土砂崩れがあ

ったなどということは聞いたことがない。 

回答・要望は中津川市へ伝えます。 

行政の担当部課 林業振興課 

行政からの回答 近年、自然災害による甚大な被害が発生していますが、針葉樹でも適正な

手入れがされることで災害に強い森林となることが知られています。林野庁

としても森林整備の推進が重要な課題としてとらえ森林環境譲与税が創設

され（H31 年 4 月～）、森林整備を一層促進することとしています。 

 市としては当地域の山林は割山・部分林として以前から区や地域住民に対

して貸付を行い管理していただいております。そのうちの割山については平

成 26 年度より境界明確化事業を行い、境界等を整理しているところであり

ます。 

 この成果をふまえ、今後は森林所有者の皆様のご理解とご協力のもと、適

正な手入れが進むよう間伐等を推進し、災害に強い森林づくりを進めていき

ます。 

 

 

№4 

会場・項目 中津会場・健康福祉会館について 

会場での要望 要望・この会場をよく使うが、照明が暗く、資料も読みにくい。もっと明る

くしてもらいたい。 

行政の担当部課 資産経営課 

行政からの回答 照度計による調査を行い、不備があれば照明器具等の交換を行います。 

 

  



 

№5 

会場・項目 蛭川会場・まちづくり・指定管理制度 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・まち協の事務局を集落支援の方が対応してくれている。その集落支援

の方が辞めた時に安価な報酬で事務局の支援を引き受けてくれる人

がいるかどうか心配である。東白川では集落支援員が５人いる。一人

当たり国から１７０万円もらっている。総務省のホームページを調べ

てみたら、一人３５０万円公金がもらえるようである。東白川の方が

言うにはフルタイムで働いて集落支援のお金をもらっている。中津川

市は１１の集落支援がある。中津川市内と坂本を除いた地域ぐらいで

集落支援を受けていると思う。国の方へ訴えて金額を上げてもらえな

いだろうか。 

回答・中津川市の集落支援員は１１人。補助金の金額はよくわかりませんが、

蛭川での金額が一般的な補助金の金額だと思っていました。人件費ぐ

らいは出してもらいたい。市の事業かどうかは別として、市の職員で

も良いので張り付けてもらいというぐらいの感じでいます。 

平成３１年度の集落支援員に対する支援事業に対して中津川の予算

が１，０２２万円あり、総務省の交付金の確認をします。活用できれ

ば活用していきたい。全議員で進めていきたい。後ほど回答します。 

行政の担当部課 定住推進課 

行政からの回答 集落支援員は、市長が委嘱した方であり、市が委嘱した業務に対して報償

費を支給しています。 

まち協は、事務をやっている方に賃金を独自に支払っており、蛭川地区に

おいては集落支援員がまち協の事務を兼ねています。 

また、総務省がホームページで公表している、1 人あたり 350 万円支給と

いう金額は、特別交付税の交付対象とされていますが、特別交付税は特定の

支出に対し措置されるお金ではないため、1 人に対しいくら交付されたとい

うように示されるものではありません。また、その年の財政状況や各地で発

生する災害等への措置状況により交付される額も変動します。 

 

№6 

会場・項目 蛭川会場・リニア送電線 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・住民はリニアに反対だという大きなことを言っているわけではない。

これから自分たちの生活がどうなるのかを心配している。平成２７年

から３０年にかけて中部電力は市役所に対して９回説明会を行って

いる。しかし、リニア対策委員会で取上げたり検討事項になっている

ということがない。中電から行政機関に情報が全部入っていながらそ

れが住民に知らされていない。住民が自ら集めた情報を基に話し合い

を求めても、中電は民間の企業だからと取り合ってくれない。 

言われたように地区全体で議論すべきではないかと思う。代替案を提



 

案したが、却下されてしまった。関電の老朽化した設備を使えないか

という話もでてきているがこうした議論がなされているかどうかも

わからない。地域の人が反対しているのに、無理やり押し通すという

やり方はやめてもらいたい。皆に喜ばれるリニア建設をしてもらいた

い。 

回答・こうした意見があったということを中津川市に伝えます。 

行政の担当部課 リニア対策課 

行政からの回答 リニア中央新幹線への送電線建設につきましては、ＪＲ東海から委託を受

けた中部電力が、事業計画を検討し沿線地域の皆様に対して丁寧な説明を行

いながら進めていくものと考えています。 

 市としましても、沿線地域からのご要望についてはその都度中部電力に伝

え検討をお願いしており、引き続き地域の皆様に対し丁寧な説明をしていく

よう中部電力に求めてまいります。 

 

№7 

会場・項目 蛭川会場・豚コレラ 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・豚コレラの問題。蛭川恵那に東海ミートがある。今は操業停止中だが

ワクチンが認可されたと聞いた。その後話が来ていない。その後の状

況を教えてほしい。 

回答・恵那市に確認して総合事務所を通じて回答します。 

行政の担当部課 農業振興課 

行政からの回答 岐阜県内での飼養豚へのワクチン接種は、R1.10.25 に開始され同 26 日に

完了しました。今後は、出生豚に対し随時接種されます。 

当該施設を管轄している恵那市とも連携し、情報の収集に努めています

が、操業に関する正式な情報は把握できていません。 

経営の再開にあたっては、事業主は「地元住民への周知・説明」を行うこ

とになっています。 

 

№8 

会場・項目 苗木会場・その他 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・各種団体の補助金の会計報告で計算が間違っていることを議会はどう

思いますか。（湯舟沢スポーツ公園補助金） 

回答・内容を確認して中津川市に伝えます。 

行政の担当部課 生涯学習スポーツ課 

行政からの回答 湯舟沢スポーツ広場は維持管理業務を委託しているのみであり、金額の大

小にかかわらず、市へ当該団体の事業全体の会計報告をする必要はありませ

ん。当該団体へは、既に会計報告の適正な作成を助言しておりますが、引き

続き委託を行った業務については、助言等を行っていきます。また、引き続

き適切な管理がされているか現場確認をしていきます。 



 

 №9 

会場・項目 苗木会場・リニア関連 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・リニア駅周辺整備課という名前を初めて知った、この課と一度も話を

したことがない、地元との話をしたと書いてあるが、おかしいと思う

がどうか。 

回答・執行部に伝えます。 

行政の担当部課 リニア対策課 

行政からの回答 ご意見をいただきました件につきましては、リニア駅周辺整備課でなく、

リニア対策課で担当させていただいております。 

 

№10 

会場・項目 苗木会場・下水道 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・苗木の下水処理場の機械の故障により悪臭がした。５日ほど我慢をし

たが、我慢ならず役所に電話をした。その際ではなく、後に近隣の住

民に連絡するなど対応は住民を軽視している。しっかり行政に言って

ほしい。 

回答・しっかりと中津川市へ伝えます。 

行政の担当部課 下水道課 

行政からの回答 対応マニュアルの見直し、緊急時の対応手順や連絡体制の周知徹底を行

い、近隣住民の皆様にご迷惑をお掛けする事が無い様努めて参ります。 

 

№11 

会場・項目 坂本会場・市政懇について 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・市政懇談会で市長から直接返答すると言われたが、2 週間経っても返

答が無い。情報公開を求めたが、議会は市長のチェック機能ができて

いないと思える。他の地域でも市長に対しての要望の返答はされてい

るか。 

回答・市長に伝えておきます。 

行政の担当部課 広報広聴課 

行政からの回答 市政懇談会において、市長が自ら対応について述べた案件につきまして

は、速やかに返答することとしていますが、今回ご指摘がありました坂本地

区市政懇談会における返答の遅延を受けまして、速やかな対応を行うよう各

部課等へ通知させていただきました。 

 また、他の地域における同様な案件につきましては、速やかに返答してお

ります。 

 

  



 

№12 

会場・項目 坂本会場・リニア関連 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・立退きをする必要がある。農家ではないが、３反の土地を購入し農業

をしたらどうかと市役所に言われた。しかし、農地転用ができないた

め土地を購入することができない。市役所が進める土地は農地ばかり

で困っている。I ターンやＵターンには優先に補助制度があるが、リ

ニアで立退く人には何もない。いかがか。 

回答・他にもそのような話は聞いている。行政にしっかりと対応していただ

くよう中津川市に伝えます。 

行政の担当部課 農業委員会 

行政からの回答 農地転用により農地を宅地への転用は出来ます。しかし様々な内容によっ

て条件が異なるため、一概に回答することが出来ません。転用したい農地に

つきましては一度相談をお願いします。 

 

 

№13 

会場・項目 坂本会場・リニア関連 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・市政懇談会でも要望した。市、県、ＪＲと連携して住民に迷惑がかか

らないようにしてほしい。市の三役に現地を見てほしいとお願いをし

たが、何も返答が無い。議会から市長に話をしてほしい。 

回答・中津川市に対応してもらえるよう伝え、議長からも話をしてもらいま

す。 

行政の担当部課 リニア対策課 

行政からの回答 令和元年度の市政懇談会においてもお答えさせていただきましたが、市幹

部の現地視察につきましては、今後も時間をとって現地の把握に努めてまい

ります。 

 

 

№14 

会場・項目 坂本会場・リニア関連 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・濃飛横断の境界立会いの連絡が突然に来た。設計変更の要望書を出し

たが何も返答が無い。地権者は土地を提供するのだから、要望を聞い

てほしい。池を埋め立てて、家を建てればいいと簡単に言われた。 

回答・困っていることをまとめる窓口が市にはない状況です。担当課に伝え

ます。個人の要望は用地課と話をしますが、地域の要望として出した

方がいいと思います。 

行政の担当部課 建設課・用地課 

行政からの回答 濃飛横断自動車道に係る用地測量の説明会を平成 30 年 5 月と 8 月に関係

区毎に開催したうえで、用地調査の依頼を郵送しています。また、設計変更



 

の要望書をいただいた方には、直接面談し必要に応じ書面にて回答しており

ます。地権者の方々には、大事な土地を提供して頂くことになりますので、

今後も誠意ある対応を心がけていきますのでよろしくお願いします。 

 

 

№15 

会場・項目 川上会場・学校トイレの洋式化の取り組みについて 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・小中学校のトイレの洋式化について昨年質問した。順次やるという回

答だった。今年何基できたのか、いつまでにやるのか聞きたい。家庭

では洋式化になっているのに学校では和式で、女性は苦労しているよ

うだ。 

回答・洋式化の取り組みを執行部に確認します。 

行政の担当部課 教育企画課 

行政からの回答 今年度は学校施設のエアコン設置工事に集中しておりトイレの洋式化工

事は実施していません。学校施設の経過年数を考えるとトイレの洋式化を含

めた全改修が理想です。令和 2 年度は、洋便器率の最も低い坂本中学校トイ

レ改修工事を行う予定です。多額な費用がかかるため、引き続き洋便器率の

低い学校から順次改修していく予定ですが、現時点では完了年度の目途は立

っていません。 

 

 

№16 

会場・項目 神坂会場・空き家予備軍・指定管理制度について 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・空き家になってからではなく「自分の所は空き家になるだろうな」と

いう空き家予備軍の情報収集をして活用すれば対策にそんなにエネ

ルギーを使わなくてもよいのではないかと思うが。 

回答・独居の高齢者宅が空き家予備軍になるかと思います。中津川市はその

取り組みはしていないが、他自治体ではあるようです。事前に情報を

しっかり取得しておけば、空き家になった時にはすぐ取り組めると考

えますので、意見を中津川市に伝えます。 

行政の担当部課 定住推進課 

行政からの回答 昨年度、神坂地区においては、講師を招き各区毎に呼びかけて、予防も含

めた空き家の研修会を開催しています。空き家予備軍の方が、空き家の利活

用などに取り組んでいただけるよう、空き家として放置することの危険性な

どを注意喚起する専門家による空き家対策セミナー開催や広報紙へのコラ

ム記事掲載を、市全体で令和 2 年度に実施予定です。 

 

 

  



 

№17 

会場・項目 神坂会場・神坂公民館・事務所建替えについて 

会場での質問・ 

回答 

 

質問・今年の市政懇で神坂公民館と事務所の建て替えをお願いしたが、財政

難で困難と言われた。神坂事務所の場所は、ハザードマップではイエ

ローゾーンで危険な場所になっている。老朽化もあり、トイレが２階

にない状況である。１０年後といわず、早く出来ないか。 

回答・神坂と馬籠が一緒になったということで、別の場所に建て替えができ

るよう検討も必要だと思います。今後中津川市に伝えます。 

行政の担当部課 定住推進課・生涯学習スポーツ課 

行政からの回答 事務所等の公共施設は、市有財産（施設）運用管理マスタープランに沿っ

て管理をしています。神坂事務所及び神坂公民館より古い建物がまだまだ手

がつけられていない状況であり、早期の建て替えは困難です。 

＊参考：神坂市政懇談会での総務部長発言 

 

 

 

 

 

 

 

 


