
平成２９年度「市民と議会の対話集会」記録 
 Ｈ２９.１１.６～８実施 
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 「市民と議会の対話集会」にご出席を頂き、ありがとうございました。本書は「対話」

の記録です。皆様からのご要望により、議員の「私見」も織り交ぜた回答もありますが、

発言の趣旨を変えることなく掲載しています。 

 なお、回答の中で「検討いたします。」等とお答えした事項につきましては、全議員に

周知し、今後の議会活動において調査してまいります。 

 

中 津 会 場 

3 市 1 村議会 

  質問 ・報告書 2 ページの 3 市 1 村とはどこですか。 

  回答 ・濃飛横断道に関連した中津川市・下呂市・郡上市・東白川村です。 

 

共謀罪陳情 

  質問 ・議会で共謀罪の陳情があり、委員会結果では、テロ等は許されない行為であ

り必要な法律であるとしているが、市民の中で不満の方が多くいる中、その

後どのように考えているのかお聞きしたい。 

回答 ・最近共謀罪というものの捉え方が話題となっています。今までの罪は、何か

事が起きた時に警察が調べるということですが、今回の共謀罪はこうした危

険な考え方をすることが罪であり、それを国家が判断したときに犯罪になる

のが共謀罪だと思っている。 

・大きな危害を及ぼす計画を立てることについては、きちんと取り締まって頂

きたいと考えている。 

    

病院問題 

  質問 ・市民病院でがんの患者さんが亡くなったとの記事が新聞に載っていたが、原

因が医者の力不足なのか忙しくて患者さんを良く診られないのか原因をはっ

きりさせないと坂下病院も診療所化されて市民病院に集中していくと益々患

者に対する対応が心配だが。 

  回答 ・がん患者さんの話はまだ記者会見の知らせを受けた段階で、詳しく内容が分

かりませんので詳しい説明がありましたら皆さんにお知らせしたい。 

  質問 ・病院事業の市長方針が出て 3 月に議会で聞かれたが、その後 6 か月が経過し、

市民病院・坂下病院の状況を教えて頂きたい。 

  回答 ・病院医療対策特別委員会では、改革プランを平成 31 年まで様子を見て決定し

たいとの市の考えを聞いていますが、予想以上に医師が減りました。退職予

定の無い医師 2 名が 8 月に退職されましたが、そのうち 1 名は坂下で開業さ

れました。現在５名体制で行っています。 

     ・それで、内科の診療ができない状況になっています。改革プランの説明を受

けたが、それ以上に医師が減ってきており病院経営が成り立たない。      

坂下病院の３階に老健施設を移転する工事を進めており、来年には移転する。 
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  質問 ・坂下病院は患者が減って、その患者が市民病院に来ているかが問題ですが、

いかがでしょう。 

  回答 ・中津川の両病院が３０００人近く減っており、一方恵那の病院が新しくなり、

３０００人ほど増えているのは、恵那の方が中津川の病院に来ていたが、地

元に帰る傾向があると分析している。東濃全体でも減っている状況だと報告

されている。 

  質問 ・坂下病院の赤字は昨年より今年の方が多くなると思います。市民病院の数字

も悪くなってくるが、赤字は両病院合わせてどの位になりますか。 

  回答 ・坂下病院は８月の段階で赤字、市民病院は黒字です。患者数が減っているの

で坂下病院への繰り入れが発生するかもしれません。金額は分かりません。 

  要望 ・開業医によると市民病院に斡旋した患者さんの結果が返ってこないという意

見がありましたので考えて欲しい。 

  回答 ・要望として伝えます。 

 

中心市街地 

  質問 ・旧ユニー跡地の問題です。３~４年後に複合施設を作ると話を聞いております。

最近一向に話がないので、その後どうなりましたか。議会でも話題になって

いないですか。 

  回答 ・議会が何もしていないかと言えば、私を含め各議員から一般質問において何

度か早期解決を求めています。関心はもちろん持っています。 

      現状ですが、市の答弁の中で今年度中に複合施設を作るために何を採用する

かの市のプランが出ます。 

      その中には、青邨記念館など文化施設や子育てできる施設等を複合的に作る

と聞いています。もう 1 点は杭が 44 本埋まっており、撤去するだけで何億と

いう無駄な費用が発生するため、行政の施設を作って無駄な費用が発生しな

いようにしてほしい。動きが遅いと提言している。 

 

火葬場 

  質問 ・子野にある火葬場の老朽化で、建築する進捗状況を教えてください。 

  回答 ・市長から重心地の苗木地区で作れないかという話が出ています。 

 

空き家対策 

質問 ・中央公民館南側の家屋が放置されており、環境上よくないと思います。市の

対応が悪いのでは。早急に対処して頂きたい。 

要望 ・空き家については固定資産税を取るようになったが、市は取っているのか詰

めて頂きたい。 

回答 ・具体的にまだ見ていないが、空き家の調査は県が請け負い、中心市街地を民

間団体が調査している。後日対処状況を確認します。 
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   ・危険空き家と登録されていると思いますので、後日報告します。 

 

少子化対策 

質問 ・各自治体でも子供がいない限界集落となっている状況。結婚されていない方、

いろんな事情があると思うが出会える環境を考えて頂きたい。 

回答 ・大変難しい問題で、結婚する前に働く場所が必要だと思います。企業誘致も

進んでいるが、医療・教育が充実していないと住んで頂けない。そのために

は、しっかり職に就ける対策を働きかけたいと思います。 

   ・少子化問題は難しく、議員だけでは解決できないことなので執行部に伝えて

おきます。 

 

人口問題 

要望 ・合併して人口が８６０００人から８００００人を切ろうとしています。財政

規模も非常に厳しい状況となっている中で財政コストは大きくなっていると

思う。原因は施設が多いと思いますが、指定管理等を含めてやって頂いてい

るが、今後どうしていくのか。また、病院の繰り出しが大きいところを英断

しないと財政規模・少子化を含めて厳しい状況になっていきますので超党派

でビジョンを示して頂けるような活発な活動をお願いしたい。 

回答 ・議会はもとより、執行部にも伝えておきます。 

  

リニア中央新幹線 

  質問 ・リニアに関する件で、恵那市や多治見市に比べて出遅れているという意見が

ある。特急が止まらなくなるなど、現中津川駅がさびれるという危機感もあ

る。中津川市を活性化するためには若い女性が来ることを考えることが大切

で、大学誘致や本社機能誘致を考えるべき。 

  回答 ・若い世代は恵那市の方が充実していると感じている。都市間連絡道路などで

一体的に開発するべき。 

・恵那市は地権者たちが組合を作っており、多治見市は民間業者が入っている

ので、参考にしたい。 

・リニアのまちづくりの面では中津川市の方が進んでいる。 

・特急の停車駅に関しては中津川駅には運転区があり、簡単に坂本駅には移せ

ない。そのため坂本・中津川両方に止まるのではないか。 

 

議会だより 

質問 ・病院医療対策特別委員会があって報告を受けた。これからを知りたいが、ど

のようにしたらよいか。 

     ・議会活動報告をされたが、我々が知りたいのは何がどうなったかを教えて欲

しい。市議会だよりで確認したらいいか。 



 4 
 

回答 ・現在、政務活動費で会派視察した後に議員連絡協議会で報告会を行っていま 

す。各常任委員会の視察については議会だよりに記載していきます。 

 

議会改革 

質問 ・議会改革とはなんですか。改革の一番は、定数削減と思うが。 

回答 ・当たり前のことが当たり前に出来ていない事が問題と思います。このことを

改善することが改革につながると思います。定数については市域が広いこと

もあり、現在の定数が妥当と考えます。委員会構成から見て、委員長・副委

員長を除くと４名になっており、これ以上減った場合、本来の議論ができる

か疑問と思います。 

 

 

落 合 会 場 

ゴミ処理問題 

質問 ・８月からごみ袋の有料化がされた。このことは、ごみ排出量を減らすため、

ごみ処理費用を減らすためと思うが、中川市長の時であったと思うが、ごみ

焼却施設を作る時に発がん性物質のダイオキシンを発生させないためには、

高温で四六時中燃焼しなければいけないという事であったが、今はごみを減

らさなければいけないと言う。どちらが本当なのか。  

  回答 ・当時ダイオキシン対策として、高温、２４時間体制で燃焼させるということ

は今も変わらないと思う。ごみが減れば助燃材を減らすことができ経費を抑

えることができる。２４時間体制での燃焼をやめるのではなく、ごみの量を

減らしての２４時間体制で燃すとか、２炉ある炉を１炉ずつ交互に使用する

ことで対応できると考えている。 

  質問 ・燃焼後の灰を下の方の谷に埋め立てしているが、その灰についての安全性は

どうか。  

  回答 ・当然灰の中にもダイオキシンが入ってくる可能性があります。現在は管理型

の埋立地であり、遮水シートの上に灰を埋め立てますので、雨水に溶け込み

流れ込んだ処理層の水を処理施設で除去し放流します。したがってダイオキ

シンは出ないということです。 

質問 ・以前の排出量と有料化後の現在の排出量に違いはでているか。  

  回答 ・まだデータとして出ていない状況です。中津川市はごみ排出量が非常に多い

ため、燃やせるものは何でもごみ袋へ入れ燃やせばよいという意識を少しで

も変えてもらい、ごみ処理費用を少しでも抑えていきたい。その一つの方法

として有料化を選択したという事です。 

質問 ・家庭ごみの大半がトレーです。それは業者に回収させる手だてとか、応分の

処理費用を出させる方法がとれないか。  
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  回答 ・リサイクル法ができ、例えばペットボトルや缶類は、業者が一部費用を負担

している状況です。トレーも同じような状況であり、業者が一部負担しても

良いのかなと思いますが、現在法的には義務がない状況です。ごみの中にそ

れだけのトレーが入っているのか、リサイクルの報告について判りませんの

で、今後検討していく必要があると考えています。 

質問 ・他市と比較して、中津川市のごみ袋は高いのか安いのか。 

回答 ・私はごみ袋の有料化に反対したこともあり、各市の状況を調べた。東濃の市

の状況は、だいたい５０円です。多治見市、これから有料化する土岐市はそ

うです。恵那市は４０円です。中津川市はまあまあのところかと思っていま

す。 

質問 ・ゴミの量は他市と比較してどうですか。 

回答 ・ごみ量の全国のデータがあるので報告ですが、ごみの総排出量は全国８１４

市のうち４９０位です。当市の１人１日の家庭ごみ排出量は８０３グラム、

これは全国８１４市のうち７６０位であり決して良い方ではないと思います。

これは生活ドットコムのデータからです。 

・２７年度の市民一人１日当たりのごみ排出量は、１，０３７グラムで、４２市

町村中４０位で他市と比べ多い状況です。２７年度のごみ処理費は１０億８千

万円で税金から費用が出ています。ごみ袋の値段ですが、中津川市は大で４５

円、多治見は大で５０円、瑞浪は大で３７円、恵那市は大で３２．４円ですが、

小では恵那市２１円、中津川市は１８円という事で、東濃は均衡がとれている

状況です。 

質問 ・ある市では分別して出したペットボトルとかトレーを、燃料として他のごみ

と混ぜて燃すことでダイオキシンを減らすことができると聞いたことがある

が、それはあるのか。  

  回答 ・通常ごみの中には生ごみ等が入ってカロリーが低いため、助燃材となる燃料

を入れながら燃焼させますが、名古屋市はペットボトル等のプラスチックを

混ぜ、ごみのカロリーを上げることで助燃材を入れずに燃焼しています。 

プラスチックを燃やすとダイオキシンの排出に大きく影響が出ますので、名

古屋市はそのダイオキシンをしっかり除去できることを前提にペットボトル

等を混ぜて燃焼していると思います。 

質問 ・ごみ処理費の１０億８千万円というのは、管理費等も入れたすべての金か。  

  回答 ・全て入った金額です。それから燃焼する時の温度ですが、高すぎると炉の痛

みが早くなる恐れがあるため、高ければ良いという事ではなく適度な温度が

必要という事です。 

 

文化遺産の保存 

質問 ・昨日落合宿祭りを開催し、地域の皆さん、ＪＲさわやかウォーク参加者の皆

さんの多くの方が来てくれました。もう２２年前から行っているが、本陣を
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核とした落合のまちづくりを目的にこの祭りを行っています。この本陣は市

が買い取ってくれて、今落合のボランティアの方が一生懸命やってくれてい

ますが、この３月に文化スポーツ部の方が来てくれ、地元の人にも裏の方ま

で見てもらった。建物は悲惨な状況で、台風が来ればいつ倒れてもおかしく

ない状です。国の史跡指定を受けているが、市に言ってもなかなか前に進ま

ない状況です。議会としてどう考えているのか？  

  回答 ・議会としてではなく私個人としての考えですが、この件について文化スポー

ツ部と話をしてきました。本陣は国の史跡指定を受けており、改修するには

文化庁の指導を受けながら実施していくことになり、当然補助の対象にもな

ります。今中津川市で取り組んでいるのは苗木城山の石垣の修復で、同じく

文化庁の補助をいただきながら実施しています。本陣の改修は２～３年の短

期間で実施しなければならない事と、また計画では５～６億の改修費がかか

るという事で、城山の石垣修復が終わった後すぐの実施をお願いしている状

況です。改めて整理をしてもらい文化スポーツ部から回答をいただきたいと

思います。 

  質問 ・本陣は文化庁の指定を受けているから今改修できないということですが、例

えば本陣再生委員会というのを作って、全国の街道・宿場を愛する人に寄付

をお願いすることはできるか？  

  回答 ・可能です。 

 

道路管理及び道路整備関連 

質問 ・これから冬を迎えるが、雪が降ると県道中津川・南木曽線の竹、木の枝に雪

が積もり道まで垂れ下がってくる。それを避けようと反対車線にはみ出す観

光バス等で非常に危険である。毎年のことであり特に釜橋から留橋までの間

を何とか早めに対応していただくよう県にお願いしてほしい。 

      また、国道１９号の分離帯の草が、かなりひどい。草を避けて走行しなけれ

ばいけない状況です。 

  回答 ・垂れ下がった枝を避けて通ることは十分考えられ、危険なことですので、建

設課を通じ、県に調査、対応お願いしていきます。地元から地域事務所を通

じ、その都度報告お願いすることも大切です。 

      国道についても、市を通じ、国道維持出張所に伝えるということが大切です

ので、それも合わせて伝えます。 

質問 ・馬籠から椿街道へ入る交差点ですが、旧道の下り勾配が強く、特に旧道から

右折して椿街道に入る車が曲がり切れず、センターラインを割って入ってき

て危険である。 

  回答 ・確かに勾配のある危険な交差点であり、市道ですので建設課へ伝えさせても

らいます。 
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太陽光発電 

質問 ・太陽光発電所があちこちに造られている。当然許可を得た後に工事に入ると

思うが、１１号区にも山を大きく切り開き出来ているところが２カ所ほどあ

り、排水設備もできておらず、地元にも両隣２軒以外説明がなされていない

状況で工事が進み、完成してから問題になっている。市としてはどうなのか。  

  回答 ・このことは市内各所で問題となりました。それで市は現在、千平方メートル

を超える開発は、宅地造成協議と同じような要綱を作って地元説明をするよ

う指導するようにしています。 

質問 ・それは、何年前からですか。 

  回答 ・今までは要綱が不十分であり、今年から条例化して対応しています。市への

協議が必要となり、排水先の確認、地元説明をすることを指導している。 

・千平方メートルを超えると対策がとれます。超えないと対策が取れないとい

う事ですので、千平方メートルを超えないように調整して工事をしているの

が現状です。 

質問 ・あくまでも工事する人が届け出をするということですか。 

  回答 ・事業者、個人であれ法人であれ、太陽光発電をやられる方が届け出をすると

いう事です。 

質問 ・千平方メートルあるかないかは見てもわからないが、千平方メートルを超え

ているかもしれないと住民が思ったときは、市へ調査の依頼をすることはで

きますか。  

  回答 ・市の担当課は、基盤整備部管理課ですので、そちらへ相談してください。 

  

リニア関連 

質問 ・リニア工事に関することで、作業員宿舎を建てさせてほしいという話が、２・

３回区長会にありましたが、それ以降なくなった。そういう話は市・議会に

話がないですか。  

  回答 ・そういう話は議会には入っていない。神坂では造りたいという話があったの

ですか。 

質問 ・地権者３、４名の方に、落合の不動産業者を通じて話があった。クアリゾー

トの対岸の土地について話があったがその後話が止まっている。 

  回答 ・実際に工事が始まっているのは山口工区のみで、その他の工区はいつ、どの

ように実施するかは何も判っていない状況ですので、山口工区をあてにした

宿泊施設かなとは思います。 

 

行政区の考え方 

質問 ・今日は馬籠の方はどなたも来ていないが、今まで市政懇やいろいろな場で神

坂と馬籠の統合について話が出てきたが、１０年たっても何も変わらない。

市議の方はどう思います。  
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  回答 ・行政が言っているように地元の皆さんの意向で決めるということです。瀬戸

地区は行政は苗木、学校区は落合という状況ですが、瀬戸地区がこうしたい

という方向を出さなければ動きがないと思います。 

 

政務活動費 

  質問 ・行政視察に新潟、北海道等へ行かれており、それぞれ目的があって行かれて

いると思うが、その成果をどのように行政に生かしているのか。  

  回答 ・１０月にそれぞれの委員会で視察に行っており、１２月議会の中で、各委員

長が視察の内容とか所見を全議員に報告することになっています。 

会派で行く視察、これについても全議員に視察の報告をしています。行政に

対しては、これはというものについて提案やら一般質問をしております。ま

た、年度末には、政務活動費の会計報告とともに視察の内容、所見を市のホ

ームページに掲載しております。 

 

地域振興 

意見 ・中津川市は、人口も伸びなくて、産業も伸び悩んいる中で、他市の良いとこ

ろを参考にして頑張っていただきたい。 

 

健康増進 

質問 ・健康推進員が各地域にいるが、実際やっていることというと、健康福祉まつ

りのお手伝いとパンフレットを配るくらい。専門的な人が考え、健康寿命を

延ばすためにこのことをやると良いということがあれば、そのことを健康推

進員にお願いしてやってもらうということはできないか。  

  回答 ・今年の文教民生委員会の行政視察で新潟県の上越市へ行きました。上越市が

良いのは、特定健診、特定保健指導の先進市ということで行きました。全国

的に高齢化が進み医療費も増加していく中、特定健診、特定保健指導をする

ことで健康寿命を高めていく。そのことで少しでも医療費の増加を抑えてい

くことができ、特定健診、特定保健指導の目的で、そのことを勉強してきま

した。 

健康寿命を高めていくために健康推進員の皆さんがなにをしたら良いかとい

う事、健康医療課と健康推進員のあり方、役割について広めていきたいと思

います。 

 

議員報酬 

質問 ・落合地区に議員が今いない状況でして、若い優秀な人に話を聞くと、今の議

員報酬ではとてもなれないという。沢山報酬を貰うようにするには大選挙区

制でなくて小選挙区制にしたらどうかという提案ともう一つは、議員皆さん

で相談し香典等は出さない方向にしたらどうか。  
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回答 ・３年前に定数を２４名から２１名に変更しました。しかし報酬については話

をしておりません。市に報酬審議会がありそこで議論されればよいのですが、

議員が報酬を上げてくれという事はなかなか言えない。逆に市民の皆さんか

ら意見書を出していただければ議論しやすいと思いますので、慶弔費の話は、

議会改革特別委員会へ報告します。 

 

 

坂 本 会 場 

国民健康保険料 

質問 ・２０１８年４月から国民健康保険が県単位となる。年々国民健康保険料が上

がっており、県単位となると更に高くなるのではないか。 

回答 ・中津川市の国民健康保険料は県内で高い方ではないので、運営を考えると高

くなると思います。 

 

病院関連 

  要望 ・坂下病院を残してほしい。 

回答 ・財政と医師確保並びに国の医療政策により、全国的にも厳しい状況であり、

執行部にもお願いしています。 

   

リニア関連 

質問 ・岐阜県駅周辺について市政懇で説明を受けた。駅の北側は駐車場、南側の計

画がよくわからない。考えていることがあれば教えてください。 

回答 ・ＪＲ坂本駅の南側はバスの発着・送迎で混雑しており、整備してほしいと要

望しています。財政的な問題もあるが、大きなバスも入れるような形になる

と良いと考えています。市民の方も一緒に考えて頂きたい。 

  要望 ・民間活力の活用だけに頼らず、市民の思いが反映される計画としてほしい。 

  質問 ・市道５８号線が１０ｍ幅の道路となると聞いている。その計画はどの程度進

んでいるのかお聞きしたい。何のために造るのかなどの説明もなく、リニア

関連の残土を置くためという噂もあります。 

  回答 ・残土を置くためではなく、リニアのガイドウエイの重量のある物を運ぶため

の道路であります。普段でも交通量も多く舗装状態も良くないので、区長さ

んからも整備の要望をいただいており、県道並みの道路にしていく計画です。

現在実施設計を行っており、それができれば地域の方に説明されます。 

  要望 ・リニアの残土を田瀬に持っていくと、ダンプが３分に１台通る。愛知万博の

際に長久手で工事の車で川が汚れた。二軒屋では、西部テクノパークや太陽

光など開発がされている。濃飛横断自動車道では、オオタカ、ホトケドジョ

ウの棲む所などがなくなってしまう。地域の人が住みやすい環境を創ってほ

しい。環境破壊を止めてほしい。 



 10 
 

  質問 ・リニアの見える丘公園推進協議会ができて、平成２８年度に車両基地の周辺

に造りたいと決まったが、その協議会のメンバーに市会議員が入っていない

のはなぜですか。 

  回答 ・議会の産業建設委員長が入っています。今は協議会が開かれていないと思わ

れます。 

  要望 ・リニアの見える丘公園は、道の駅という形になると思いますが、どういうも

のを造るかが大切であり、リニアの車両が近くで見える、避難場所になる、

物産展などのイベントや D５１など展示ができる内容となるように推進して

ほしい。 

  回答 ・議会としても推進していきたい。執行部に伝えます。 

  質問 ・リニア工事に伴い、既存道路を使用されると思うが、子どもたちの通学路の

安全対策をどう考えているか。 

  回答 ・基本的には、工事業者が安全対策を考えていくことになります。工事が一気

に始まることが考えられますので、道路別でなく、まとめて全体の説明をし

ていただきたいと考えています。 

  質問 ・業者だけに対策を行わせるだけではなく、地元でも声を上げていきますので、

根本的に考えないといけないのでないか。 

  回答 ・市議会としてもしっかり関わっていきたい。 

  要望 ・リニア科を工業高校に創ることを議論していただきたい。 

 

濃飛横断自動車道 

  要望 ・濃飛横断自動車道計画地には、ハナノキがあり天然記念物指定の第１号で１

２０年が経過している。日本に２０００本ある中、中津川市には１０００本

あり、県の仕事だからと言わず、中津川市のことであり、オオタカやホトケ

ドジョウなども含め考えていただきたい。 

 

農地関連 

  質問 ・市道１２８、１９、１００、８８号線周辺の農地が活用されず宅地として安

く売買され、２１軒の家ができている。賑やかになっても道路の整備はされ

ず、交通量だけ増えている。農業の担い手も減っている。耕作すれば赤字の

田を手放したい人が増えており、農地を残す方法はないのか。 

  回答 ・他の地域も同じ状況であります。地域の集落営農組織を作るか、中間営農組

織（農業の請負組織＝中間管理機構）へ営農を委託する方法が良いと考えま

す。集落営農組織も高齢化し、運営が厳しくなることもあり、中間営農組織

への委託が効果的と考えます。道路については、リニア関連で交通量も増え

ることが予想され、道路計画の見直しが考えられると思います。 

     ・市道が狭い中、宅地が増えています。中津川市にも宅地開発条例ができてい

ますが、県の開発条例と比べても甘いところがあり、条例の見直ができるか
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どうか検討をしてもらいながら、良い街づくりには必要なことであり、しっ

かり行っていきたい。農地についても、執行部や農業委員会に検討するよう

伝えます。 

  質問 ・集落営農組織が、なぜ坂本にできないのか。 

  回答 ・なぜできないかはわからないですが、作るまでには大変な労力が必要です。

農家の皆さんが危機意識を持って臨む必要があります。 

     ・他の地域では、ほ場整備時に組合ができ、その中で営農組織ができています。

坂本地区では、ほ場整備の時に営農組織の検討が行われなかったと思われま

す。 

 

福祉バス 

  要望 ・高齢化が著しく、買い物難民、病院難民が増えている。坂本には南北の道路

がなく、独居老人が５００世帯もあり、坂本地区に福祉バスがほしい。行政

と一緒になり中津川全体で考えてほしい。 

  回答 ・民間の路線バスがあり、営業に圧迫をかけることも考えられます。市は、買

い物難民の数は把握できていないと思います。地域の方が共同でタクシー等

を利用することを考えています。地域で運送ができる組織を考えていくこと

も必要でないかと思います。民間で販売して回る車もできると良いと思いま

す。 

 

市所有マイクロバス 

質問 ・市のマイクロバスの利用が出来なくなると聞いている。車検がくると廃止と

聞いていますが、そうなると団体の活動ができなくなる。議会バスの利用を

検討できないか。 

回答 ・市のマイクロバスは車検がきても廃止ということはなく、新たな車の購入は

しないということです。 

     ・白タク営業の扱いとなり、法的に利用できない状況です。（参加市民の方の回

答） 

 

 

福 岡 会 場 

太陽光パネル 

質問 ・太陽光パネルの件は、問題解決になっていない。１０００㎡以下の小規模な

所は連絡先が不明。道路に崩れた泥や草が生えている等々、市の方で対応し

てくれるのかどうかである。 

  回答 ・中電の方へも足を運びましたが、小規模施設については個人情報を盾に教え

てくれない。行政の方に対応するようにお願いしている。引き続き要望して

いきます。 
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  質問 ・太陽光は特に小規模のところが隣地承認なし。災害が起こってはダメ。 

  回答 ・引き続き取り組んで参ります。 

 

人口問題 

質問 ・リニアもありますが、人口減少がささやかれており、数十年後を見据えて隣

の恵那市と一緒になる事も必要と考えるが、そのような場所づくりを考えて

頂きたい。 

  回答 ・将来を見据えて広域のまちづくりを考えて行く事は大切な事と思います。 

 

産廃問題 

 要望 ・リニアのまちづくりも大切ですが、中津川が産廃の町にならないように、是

非とも議員の皆様に私達の請願書に署名をして頂きたい。 

  回答 ・産業廃棄物処理場は必要であり、この柏原地区に産廃が妥当かどうかは検討

の余地があり、意見は様々である。 

     ・地域住民に対する説明不足があった。行政の取り扱いに不備があった。２０

名中２名の市議が署名しています。 

     ・署名活動・寄付金集めにも協力してきた。裁判所へのバスにも同乗した。今

後も努力していきます。 

  質問 ・産業廃棄物は署名に 1人の議員以外の議員は署名して頂けなかった。その理

由をお聞かせください。 

  回答 ・議員それぞれの考えがあり回答は控えさせていただきます。 

  質問 ・県への地下水問題が発端です。もっとこの問題を追究して欲しかった。個人

的には裁判に多くのお金も使って来た。 

  回答 ・公印を扱う担当者に問題があった。議員の対応は承知していない。 

     ・地域住民を騙すようなことはあってはならない。 

     ・産業廃棄物処理場は何処かに作らなくてはならない。 

  質問 ・市長は、県外のゴミは市へ持ち込みはしないと答えている。市議会の方向性

と、議会として今後どのようにしていくのか。 

  回答 ・市議会の回答は全議員一致でないと請願書を提出が出来ません。要望書が出

てきた段階で全議員にて議論をしていきます。 

  要望 ・２０１０年から言って来た。全市に係る問題です。焼津市の方から中津川市

へ産業廃棄物を持ち込むことになる。議員はもっと勉強して頂きたい。 

  回答 ・皆様の意見を汲んで議員も勉強していきたい。 

  質問 ・私は議員を信じたい。八布施・高ノ巣と営農組合を作っている。自分たちの

地域は自分たちで守っていく。岐阜県のクリーン農業の承認を頂いたり、農林

水産局長表彰、農業大賞も受賞しています。この地域が福岡中で一番と認識し

ている。この地域に産業廃棄物処理施設ができるとダイオキシンの影響や風評

被害が与えられ大きな影響が出る。どのように考えているか。 
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  回答 ・議会として今後回答させていただく。 

 

地域交通 

  質問 ・互助交通への援助を行っている団体です。バスの乗り降りの時段差があって

大変。デマンドタクシーにて対応して欲しい。住みよい町づくりの観点から話

し合って頂きたい。 

  回答 ・後日回答させていただきます。 

   

介護ボランティアポイント制度 

  質問 ・飛騨市のような、ボランティア活動にポイント制をお願いしたい。 

回答 ・後日回答させていただきます。 

 

坂下病院 

  質問 ・坂下病院は何とかならないか。 

  回答 ・一番大きな問題は医師不足が問題です。予定外の２名の医師の退職もありま

した。ただし、退職した医師の坂下での開業は地域にとって喜ばしいことです。 

 

新衛生センター 

  質問 ・新衛生センターは現クリーンセンターの改良なしでは住民は納得しない。下

流ではアユがいないと聞くが、工事の状況はどんなものですか。 

  回答 ・橋梁取り付けも完了して３１年度末の完成を目指して工事を行っています。 

  要望 ・新衛生センターは苗木から移って来た。現クリーンセンターの改装が条件と

して行政へ要望書が提出済みなので予算化を議会として応援して頂きたい。 

  回答 ・要望としてお聞き致します。 

 

対話集会 

  質問 ・会議の目的は何ですか。 

  回答 ・住民の皆様との対話と要望事項をお聞きすることです。 

  質問 ・議員は住民のためにあるのではありませんか。 

  回答 ・その通りです。 

  質問 ・現場を見ることが大切なのではありませんか。 

  回答 ・その通りです。 

  質問 ・回答は来年では遅すぎる。 

  回答 ・議会として早期に回答が出せるようにしていきます。 

  

 

 

 



 14 
 

蛭 川 会 場 

リニア関連 

質問 ・リニア関連事業である中部電力の送電線及び鉄塔の敷設について、生活して

いる頭上を環境破壊し、有害と言われている電磁波を発生させる施設を設置

することに対して、事業推進に向けた中部電力のやり方と、その事業に対す

る行政の対応に不信感と不満を持っている。中津川市の考え方を聞きたい。 

回答 ・計画について、ルートを示し調査に入るとの説明は昨年あったが、その後ど

のような状況で市民説明が進められているかの報告は受けていない。 

     リニア路線、岐阜県駅、車両整備基地は決まっており、高圧の電力が必要と

される。どこからどこを通って電力を送るかは、中部電力・ＪＲ東海及び利

害関係者での協議で決定されるものです。 

     進め方に不信感・不満をお持ちなので、中部電力やＪＲ東海に対話集会で話

があったことを市の担当部局に伝えます。 

  質問 ・リニアによる便利さだけを追求するのではなく、逆に、不便さ・車両の少な

さを利用し、恵まれた自然環境を活用した事業・自転車ツーリズムを提案し

ます。中津川市で事業化される考えはないか。 

 回答 ・逆転の発想については共感します。自転車ツーリズムは根ノ上高原で実施し

ています。担当部局に検討するように議会として要望します。 

 

行政の職務一般 

質問 ・行事（敬老会）での来賓の挨拶が多すぎ、高齢者が負担を感じているようだ。 

     少なくし、高齢者への負担を軽減してほしい。 

回答 ・敬老会は振興会（まち協）の事業なので、議会ではどうすると申し上げるこ

とができません。 

（振興会役員から発言があり、行事については終了後常に反省しており、検討

をしていく。） 

質問 ・市が事業を行う場合、職員は目的を達成するように事業を行っていると思う

が、自己満足のために事業を行っているとしか思えない事例があった。 

各地区で市民も参加してウォーキングコースが設定されたが、そのあと設定

されたコースの紹介も市民にされていないし、活用についてもなんら指導も

ない。何度もコース設定に参加し、真剣に取り組んだにも関わらずその成果

が無となっている。コースを創るというだけの担当者の自己満足の事業とし

か受け取れない。目的と責任を持った仕事をしてほしい。 

また、ある会議でリニア推進のボールペンとピンバッジが配布されたが、今

中津川市では、リニア推進を啓発宣伝する時期は過ぎており、開通に向けて

の対策に取り組まなければならない大事な時であると思う。この事例も、あ

るものを配布すればそれで片付くという安易な事業への対応である。これも

仕事をただ単にこなすという自己満足の仕事ではないか。 
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議会として職員の動向を把握し、指導をして頂きたい。 

回答 ・職務の基本です。ウォーキングコースの件は不適切であり、職員は仕事に対

して「何のためにやっているか」という点を含め、今一度原点に返り対処す

るよう、執行部に伝えます。 

  

定期バスの運行 

質問 ・蛭川への定期バスの運行が朝及び夕方の便が廃止されて、通学、通勤に不便

が生じている。市として早急に対処していただきたい。 

回答 ・利用が少ないことに起因する東鉄バスの対応です。市も承知していますので、

地域で望む方法を早急に検討するよう担当部局に伝えます。 

 

太陽光発電 

質問 ・太陽光発電施設が住居に近いところに設置される。設置業者は地域に対して

設置説明さえすれば、地域の承諾がなくても市の指導により事業を行うので、

詳細は市への届け出書等を閲覧してくれとの強い態度で接してきた。利害関

係者の権利を守るために、市はもう少し強い態度で業者を指導していただき

たい。 

回答 ・要綱から条例へと強化する体制を整えた。この案件については、担当部局に

確認します。 

  

市有林管理 

質問 ・市有林の管理で、村の時は村有林の手入れ（下刈り）等を住民総出で行って

いたが、最近はどうなっているのか。 

回答 ・山の手入れは、皆伐をしなくなったために下刈り作業はなくなった。今の山

の手入れは間伐による手入れなので、住民による手入れは必要としていない。 

  

ゴミ問題 

質問 ・昨年もお願いしたが、資源ゴミへの理解を市民に浸透するために、資源ゴミ

回収奨励金を上げていただきたい。 

回答 ・昨年の質問で先程お答えしたとおり、資源回収量を増加するために奨励金額

の引き上げを検討しているとの回答を得ている。 

 

街灯・防犯灯設置 

  質問 ・街灯、防犯灯の設置をもう少し多く配備していただきたい。 

回答 ・街灯は市管理、防犯灯は地域管理で設置となっている。必要箇所については、

総合事務所に要望を出してほしい。設置の必要性について検討される。 
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女性の勤務場所確保 

質問 ・婚活事業を区長会で実施しているが、中津川市に女性が勤務する場所が非常

に少ないために女性が集まらない。行政として若い女性が勤めることができ

るような就業対策をとっていただきたい。 

回答 ・市でも調査をしています。若い女性がどうすれば中津川に残っていただける

かを行政として検討し、議会としても考えていきます。 

 

 

付 知 会 場 

リニア関連 

  質問 ・リニア関連の基金を３億円ほど積み立てているが、リニアが中津川市にとっ

てどんな利益があるのか皆さんから聞きたい。 

回答 ・人口減少により税金なども減ってきます。リニアは関東、関西などと早く繋

がるなどリニアを手段として、中津川市を活性化していくことが大切です。 

   ・企業、工場、観光客が来ます。リニアをチャンスとして活用できます。 

   ・このままでは人口減少により、経済力が落ちてきます。濃飛横断道路などの

交通アクセスを整備すれば、関東、関西から人が集まります。車両基地も観

光資源となることから全国から見学者も来ます。人が集まり地域に根付いて

もらいたい。 

   ・中津川市には文化があり、全国から人が来ます。夢を叶える街として、人を

呼び込みたいと考えています。 

   ・地域の魅力を上げ、観光につなげることが大事です。また、企業などを誘致

し、就職先が出来ることも大きな魅力であります。濃飛横断道路により通勤

時間の短縮も行えます。それに加えて地域で製造した製品や部品等の搬出も

早くなります。 

 ・名古屋圏のベッドタウンとなります。それにより、東濃ヒノキで家も造るこ

とができます。 

   ・リニアが来ても必ず発展するとは思わない。地域で街づくりを考えていくこ

とが大切であり、それが住民の役割だと考えます。 

 

濃飛横断道路 

要望 ・濃飛横断道路を自動車専用道路にすると通過してしまうので、地域の魅力を

考えていかなくてはいけない。皆さんも考えていただきたい。 

質問 ・リニアが来るまでに下呂、中津川間が供用開始となると聞いたが。 

  回答 ・中津川区間で１０年かかります。県の事業であり、要望をしていますが、下

呂までの間を調査区間にしていくことが必要です。 
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病院関連 

質問 ・市民病院は、医療事故が多く、医療ミスが続いている。事実関係を突き詰め

てほしい。いい先生がいなければ待遇改善を図る必要がある。 

回答 ・院長が細心の注意を払って行っており、その都度、再発防止の検討委員会を

行っています。セカンドオピニオン形式も活用しており、他の先生にも見て

もらうことも行っています。 

  質問 ・市民病院の車椅子が少ない。予算の許すかぎり新調してほしい。 

  回答 ・執行部に伝えます。 

  質問 ・坂下病院の現状と今後についてと、市民病院の特定検診は長くかかるので特

定検診を坂下病院に残してほしい。 

  回答 ・坂下病院の現状は、刻々と悪化しています。医師は減っており、救急搬送も

行っていません。名古屋大学は坂下病院への医師の派遣を行わない方針であ

り、大変厳しい現状です。今後は、１２月に見直しを行います。特定検診は、

坂下病院で行なわないことは決定していませんが、常勤の医師がいなくても

できますので議会からも要望します。 

 

観光 

  質問 ・王滝村との交流を民間で行っているが、王滝村との観光ルートを考えて欲し

い。 

  回答 ・王滝村との道路については、首長会・議長会でも検討されています。広域観

光として考えていく方向で、執行部に働きかけをしていきます。 

 

まちづくり 

  質問 ・市がまちづくり協議会の条例化をすると聞きますが。 

  回答 ・条例については、他市では自治基本条例を作り、地域の役目などを決めてい

ます。 

  要望 ・一元化ではなく、地域の特色を生かしたまちづくりをしていただきたい。 

 

公共施設等運用マスタープラン 

質問 ・ふれあいセンターについて、区長会を通じて地域移譲や廃止等の判断を行う

必要があると聞いている。地域で維持管理まで行うことを考えなければいけ

ない。何のための地方自治なのか、何のための合併なのか。 

  回答 ・ふれあいセンターは、譲渡要望がなければすぐ壊すということは聞いていま

せん。 

     ・加子母では、各施設についてまちづくり協議会で協議し、引き受けられるも

のは地域移譲、引き受けられないものは民間移譲又は廃止と回答し、現在の

マスタープランになっていると考えています。大事なことは、なぜ合併した

かであります。普通交付税も減り地域の運営が出来なくなるので、公共施設
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を減らして、財政負担を軽減しようと合併を選択したと思います。地域のみ

んなで地域の施設をどうしていくか、考えていくことが大切だと思います。 

     ・坂下は、まちづくり協議会などの地域の代表で作る運営協議会で協議し、き

りら坂下の指定管理を行っています。 

     ・地域は、福祉の増進が大切であり、行政が行う事、民間が行う事、それぞれ

の役割のなかで考えていく必要があります。 

     ・旧市内では大きなものは市に一つという考えで、その地域だけの優先の施設

はありません。昭和の合併が５０年経って、ようやくそれが当たり前となっ

ています。 

 

災害対策 

  質問 ・災害が全国的に多く、避難勧告がすぐ出る。各地域においても移動時に危険

もあり、対処できるものを作っておく必要があると思うが。 

  回答 ・防災計画が市や県にもあります。議会も市民の方と同一行動をという考えで、

今後検討していきます。 

 

 

阿 木 会 場 

ゴミ問題 

質問 ・高齢者が多く、ごみを出すのにも困難なため、ごみ置き場をもう少し増やし

てもらいたい。 

回答 ・地域負担でゴミ置き場を作って頂き、市の方へ要望してもらうと良いと思い

ますが、規定などがどうなっているのか、行政に問い合わせて、改めて答え

させていただきます。 

質問 ・明知鉄道の阿木駅前のゴミ置き場に違うゴミ袋で出す人がいます。駅前であ

るがゆえに色々な人が通るので防犯の面からも安全のために防犯カメラの設

置をお願いしたい。 

回答 ・阿木地区の区長会長から市に要望書を出して頂きたい。市には話をしておき

ます。 

質問 ・国道沿いのゴミ置き場に他地区（恵那市）と思われる人たちがゴミを置いて

いき、大変困っています。袋は中津川市で買っているようで、こんなことは

いいのでしょうか。 

回答 ・それは大変おかしなことだと思います。人としてのマナーだと思いますが、

担当課の方に問い合わせて答えさせていただきます。 

  

地域交通 

質問 ・コミュニティーバスを各地域に合った運営にしてもらいたい。 



 19 
 

回答 ・現在、週３回（火、木、金）運行していますが、ベストな運行には至ってい

ないのが現状です。 

 

リニア関連 

質問 ・リニアができることで、阿木地区とどうやって結びつけるか考えて頂きたい。 

回答 ・アクセス道路がキーワードになってくると考えます。是非、阿木地区からの

提案として出して頂きたい。 

 

防災無線 

質問 ・防災無線が台風の時などは、全然聞こえません。是非検討して頂きたい。 

回答 ・現在、阿木地区ではエリアトークの戸別受信機普及率が５６％です。これに

ついては各区の対応だと考えます。 

質問 ・エリアトーク（戸別受信機）の補助金での対応は出来ませんか。 

回答 ・市の補助金は難しく、これも各区の対応だと考えますが、これも後の回答と

させていただきます。 

 

防犯灯 

要望 ・ウォーキングする人が多く見られます。しかし夜などは暗くて危険な事もあ

り、防犯灯の設置をお願いします。 

回答 ・区長会から要望書を出して頂きたい。 

 

行政視察 

質問 ・行政視察の結果報告などはどこを見ればいいですか。 

回答 ・議会だよりまたは市議会のホームページをご覧ください。 

 

阿木高校 

質問 ・阿木高校が７０周年を迎えます。市立の定時制としては素晴らしく、今度三

河地区でもまねて創るそうです。しかし現状は定員割れをしていて廃校の懸

念もあり大変心配しています。阿木高校は人としてリメイクするという特色

ある学校だと思います。残すためにこれからどうしていけばいいのか、議員

としての対応をお聞きします。 

回答 ・特色ある学校として認識しています。人間教育に重きを置くという観点から

大事だと思います。市立だからこそできることもあると思います。後押しを

して参ります。 

 

移住定住 

質問 ・移住定住が現状ではうまくいっていないと思います。それは色々な規制があ

り、せっかく住みたいと思っても土地がない。こんなことでよいのか。 
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回答 ・最初の計画が甘かったと思います。農振などの緩和を含め、執行部へ提案し

て参ります。 

 

地籍調査 

質問 ・地籍調査を早くやって頂きたい。 

回答 ・阿木地区は遅れていると思います。予算との兼ね合いもありますが、執行部

へは伝えます。 

 

 

苗 木 会 場 

苗木の水道の耐震化について 

質問 ・水道の耐震化について、平成２２年頃、落合で発言した記憶がある。苗木地

区の水道の耐震化がどうなっているか聞いたが、それっきり返事もない。教

えてほしい。 

回答 ・後日、担当課から返事をさせます。 

 

津戸のゲートボール場について 

質問 ・地元で管理している。管理費を出してほしい。市は苗木浄水公園の管理も合

わせてするように言っているが、そこまではできない。他の地域では出てい

る。 

      津戸で行うにはどのように要望したらいいのか。何故指定管理の枠の中に入

らないのか？その是非は誰が何処で決めるのか。ルールはどうなっているの

か知りたい。昨年からの回答になっていない。 

回答 ・持ち帰って、行政に伝えます。 

 

 

子ども公園遊具の管理について 

質問 ・撤去ではなくて、遊具は必要なので、市で管理してほしい。 

回答 ・行政に伝えます。 

 

苗木公民館の指定管理について 

質問 ・苗木まちづくり推進協議会が指定管理を受けることになっている。 

      今までの公民館活動では不十分。指定管理を受けて、まちづくりの一環とし

て公民館活動を充実・発展させたい。公民館は社会教育の一環。ひとづくり・

地域づくり・安全防災の３つが社会教育の柱になっている。これらのことを

すすめるにはマンパワーが必要。必要な人件費を見てほしい。 
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回答 ・まちづくり協議会と議員も一緒になって、それぞれの話を聞きながらすすめ

ていきたい。一度話し合う場をセットしていただきたい。それを行政に伝え

ます。（苗木議員団担当予定） 

 

高齢者の足の確保について 

質問 ・近年高齢者の交通事故の報道が多い。高齢者の免許証の返納もＰＲされる。

この苗木地区で免許証返納した場合、大変不便で、返納ができない。 

      乗合タクシーなども報道されている。議員として議論をして進めてほしい。 

回答 ・蛭川では路線バスのダイヤの削減で高校生の通学にバスが利用できなくなっ

た。地域の実情に合わせた公共交通が必要だと思う。 

     ・ドアツードアのタクシーを利用した足の確保が必要だと思う。苗木地区の実

情に合わせた公共交通のあり方をぜひ地域で議論していただきたい。 

     ・９月議会で公共交通について取り上げた。地域での議論が必要。 

 

リニアについて 

  質問 ・リニアはいいことだと思う。しかし上地はリニアで地域が分断されてしまう。

トンネルと木曽川橋梁が建設される。今後１０年間はトラックの通行で住民

に負担。その後リニア開業すれば、振動・騒音、軌道の下は外来植物。負の

遺産しか残らない。 

      上地、瀬戸、山の田にとってリニアがまちづくりにとってプラスになるよう

に、行政に働きかけてほしい。 

回答 ・行政に伝えます。 

質問 ・苗木城からリニアの橋梁が見えるが、フードで見えない。観光資源にしたい。

ぜひ行政に働きかけてほしい。 

回答 ・担当部局に働きかけます。 

質問 ・送電線について何か聞いていますか。 

回答 ・２年前に話があっただけで何もありません。 

 

濃飛横断自動車道について  

質問 ・濃飛横断自動車道についてアンケートがきた。どのようになっているのか。 

回答 ・中央道から木曽川美恵橋までを濃飛横断自動車道として建設する計画がされ

ています。それ以北は何も決まっていません。 

（区長会長）４１０号線・２５７号線の関連地域の代表とまち協・区長会とで対策協議会

を開催し、３回目を開いた。住民の要望をまとめるためにアンケートをお願いした。

その結果をフィードバックし、行政にアドバイスをもらって要望を出していく計画

をしている。 
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上水道の危機管理について 

質問 ・東濃用水と福岡上水道が高山でつながっている。同じように下野・上野とつ

なげば坂下にもつなぐことができ、恵北一円とつながる。危機管理として大

事なことだと思うのですすめてほしい。 

回答 ・行政に伝えます。 

 

新斎場について 

質問 ・現状はどうなっていますか。 

回答 ・去年市長から苗木区長会・まちづくり推進協議会に話があった。その後、現

地に２回ほど説明会を行ったと聞いている。 

 

 

坂 下 会 場 

病院関連 

質問 ・議会だよりに、坂下病院は医師確保が困難で内科医がいなくなれば診療所で

も存続が難しい、医師確保を要望したと書いてありました。退院を余儀なく

され、別の老人施設に行き、坂下病院のベッドが空いたので戻ったという方

もいます。全部の科がなくてもよいので残していただきたい。 

回答 ・残していきたいと考えますが、それが許されない財政難状況であり、中津川

市全体で考えていくことが大事であります。現状を皆さんによくわかるよう

に説明をする必要もあります。医師の確保については、継続的に大学の医局

にお願いするしかありません。 

     ・議会としても、医療体制の整備と医師確保の要望を県議長会に提出しました。

県議長会では２月頃に検討し、全国議長会に提出していく予定です。今後も

強く要望していきます。 

  質問 ・人口減少でも高齢者が増えるので、坂下病院のベッド数を減らすというのは

よくわからない。どのような根拠なのか。また、介護対象者の介護施設への

入所待機者も多い中、在宅医療を進めていくという方針であるが、その対象

人数を教えていただきたい。 

  回答 ・執行部の回答することであり、数値的なことも含め、あらためて報告します。 

  質問 ・地域包括ケアの状況を教えてください。包括ケアができる体制をつくり、住

みやすい地域にしてほしい。 

  回答 ・地域包括ケアは、国も進めており市も同様に進めていかなければなりません。

地域の医療は地域で行うことは重要です。中津川市全体の医療の中で包括ケ

アに取り組んでいますが、まだ道半ばであります。 

     ・県への要望の中に医療体制の充実として地域包括ケアをお願いしています。

各地域の市長、議会からも要望が出されています。 
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  質問 ・一般会計からの繰入金が２億１千万であるが、建設に対する公債費の２分の  

１が国から入っているはずであるが。 

  回答 ・繰入れのルールとして、借金の半分を市の一般会計から繰り入れしています。

原則、公債費の半分が普通交付税として措置されますが、中津川市の財政力

指数が５０％であるため、交付税措置の半分となります。 

  質問 ・病院事業の継続計画は、どうなっているのか。 

  回答 ・坂下病院については、平成 30 年１２月に見直しを行う計画です。 

  質問 ・熊本地震では、病院の水タンクが壊れ営業できなくなり廃止された。市民病

院は、このことに対して今後どうしていくかお聞きしたい。 

  回答 ・熊本地震に対する回答は、執行部から回答します。 

  質問 ・坂下病院の現状には市民が困っています。地域ごとに状況が違い、国の施策

通りでなくてもいいのではないか。 

  回答 ・個人の思いとしては一緒ですが、それが許されない状況です。中津川全体の 

医療が崩れると、坂下病院も崩れます。医療は、法律の中で運営されており、 

公正な判断を行い、ルールは守っていかなければならない。 

     ・坂下病院の常勤医師は５名しかいないというのが現状です。自己都合で辞め

られたりして医師が減っています。行政が縮小したわけではないと考えてい

ます。医師の確保が最も大切でありますが、すぐに医師を確保することは容

易でなく、今後は中津川全体医療を考え、坂下病院のあり方を考えていくこ

とが大切だと考えます。 

  質問 ・中津川全体を考えるのはわかりますが、市民病院、坂下病院、個人病院がど

うあるべきですか。 

  回答 ・病院、医師の問題は議員が中に入っていけない特殊な問題です。４月のテレ

ビの特番、全国ランキングから見る日本という番組があり、日本の中で医者

が来ない県のランキング１位が鳥取県、２位が岩手県、３位が青森県、４位

が福島・岐阜県でした。厳しい現実です。医師確保については、大学の医局

と話をすることになり、大学当局は医療のわかる者しか相手してくれません

ので、病院長が医師確保のお願いをしています。また、名大の医学部で教授

をしていた方（東濃へ医師配置の経験有り）の話ですが、東濃には中核病院

は２つあればいい。多治見と土岐で１つ、瑞浪、恵那、中津川で１つという

考えで、１つの市が公立病院を２つ持つのは不可能ですとの話でした。恵那

病院を建てる際も恵那市長の考えには反対し、恵那市、中津川市で１つとす

べきとの意見でした。 

      坂下病院の方向を今後しっかり出していかなければいけないと考えます。 

  質問 ・坂下病院の現状がきびしく何ともならない状況であり、救急車のことを考え

ると、国道１９号の１路線だけでは不都合であり、市民病院を近くする考え

として、瀬戸へ通じる道路を改良して安心して行くことができるようにした

らどうか。 
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  回答 ・国道１９号の代替え道路としての県道６号線のことであり、要望をしていま

す。１２月にも要望に行きます。 

  要望 ・坂下病院の夜間診療を再開していただきたい。 

 

共謀罪関連 

質問 ・共謀罪廃止の陳情について、委員会で審議の結果、意見書を出さないことと

なりました。国会でもしっかり審議されていない状況ですので、もう少し考

えていただきたい。 

回答 ・９月１６日の委員会で審議しましたが、その前に国会でこの法案が成立して

いました。廃止の陳情であり、成立したばかりの法案であり、見守っていく

という意見になりました。 

 

憲法第９条関連 

  質問 ・９条を守ってほしい。親戚も多く戦死している。９条は大切なものだと思っ

て育ってきました。自衛隊を明記しようとしていますが、戦争をできる国に

するとテロが起きることが考えられ、９条を守っていただきたい。 

  回答 ・９条については、議会では慎重審議をしていただくよう意見書を出していま

す。 


