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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 

小中学校エアコン設置 

質問・小中学校エアコン設置について、中津川市では 10 億円の予算となっているが、他

市と比べると中津川市の取組みが鈍いと思う。中津川市議会がどのように取り組む

ことになっているのか。また、今後どう扱っていくのか伺いたい。 

回答・市への問い合わせに、３年間で設置するとの答弁を頂いていますが、一刻も早く設

置するよう働きかけていきます。 

質問・国が 10 億円の７割を出すなら、もっと早く出来るのではないか。 

回答・10 億円の内、３割を国が負担するとの認識です。県の助成も未確定ですので、確定 

次第報告を致します。 

質問・国では来年の夏までに全国に付けるといっているが、国と市は違いますか。 

回答・国は補助金を付けるという話ですので、エアコンを付ける事と違うと思います。 

 

リニアのまちづくり 

質問・リニアのまちづくりは、大きな組織で国を動かすことが必要だと思う。 

現在どのような動きをしているのか伺いたい。 

回答・この件は中津川・東濃地域だけでなく、岐阜県全体で会議を立上げており、JR と

の交渉をしている状況で、なかなか市民の皆さんに分かりづらいものとなっていま

す。中津川市だけでなく、国会議員を通じて毎回要望・陳情を行っています。 

 

マロンパーク 

質問・マロンパークの上に市民の森があるが荒れている。栗拾いした方がもう少し滞在で 

きる場所があっても良いと思います。市民の森を活用することを検討いただきたい。 

回答・要望として執行部に伝えます。 

 

国道 19 号 

質問・国道 19 号が通行止めになった時、バイパスがないためひどい渋滞となった。以前、

工業団地から中津川方面へのバイパス道路計画があったと記憶しているが、どうな

っているか。 

回答・用地買収や予算等の問題で立ち消えになっています。 
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質問・恵那方面はバイパスがあるのに中津川方面には無い。１本通してもらえると有難い

が、いかがですか。 

回答・意見があったことを執行部に伝えます。 

 

リニアの見える丘公園 

質問・リニアの見える丘公園には反対です。理由は、最初は良いがいずれは来なくなる。

それより前山にロープーウェイを設置し、中津川を見えるようにした方がいいと思

う。 

回答・以前に中津川駅から前山までロープーウェイを作ったらどうかと話されたことがあ

りました。 

リニアの見える丘は、車両基地に入ってくる車両が見えることを想定して道の駅を

設定していくことと認識しています。前山の構想についても、意見があったことを

伝えておきます。 

 

菓子まつり 

質問・菓子まつりに市から補助が出ているが、出店している企業からは、２割引は厳しい 

と聞いている。栗きんとんの知名度を上げるなら、さらに予算化してやった方がい

いと思いますがいかがですか。 

回答・菓子まつりには、市から助成があります。その中で、一つの商品だけに助成するこ

とが良いことかなど合意形成が図れないという話があり、福井県小浜市では、各組

織に打診しながら、合意形成が図られ小浜市を代表する名産品を選定しています。 

中津川市でもそのように推進できる改善を図れると良いと思います。 

 

まちづくりの視察 

質問・住民自治におけるまちづくりの視察に行っておりますが、どのような内容であった

かを教えていただきたい。 

回答・中津川市では区長会とまちづくり協議会がある地域とない地域がある。視察した自 

治体も合併した段階で一体となった活動が出来なくなり、改めて各地域づくりを始

めていました。 

視察は、住民自治とまちづくりについて行いました。この特徴は、中津川市では要

綱ですが、条例として位置づけされまちづくりが強いものとなっています。行政だ

けでは、まちづくりが出来なくなってきていると認識させられました。 

 

停電対応 

質問・先日、停電になったが停電状況の入手方法がなかった。速やかに検討していただき

たい。 
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回答・市役所も中部電力から回答がないとはっきりしない状況でした。市へ対応できない 

かお願いしてみます。当日は、倒木による停電が多かったと聞いております。今後、

停電という緊急時にどういう対応していくのか、確認してお答えします。 

質問・電線に木が触れており、中部電力に伐採の依頼をしても電線にカバーをつけるだけで

切ってくれない。切っていただけるように依頼できないか。 

回答・中津川市と中部電力で協議をして良い対応ができるよう要望しておきます。 

 

【要望】 

リニアのまちづくり 

・市議会議員がもっと目に見える形で動いてほしい。 

 

 

神 坂 会 場 

農業問題 

質問・ひとり暮らしで農業をしている。中津川は住みやすい所であり、若者が来てくれると

良い。若者を応援するため農業法人を立ち上げたいと思い、起業センターや農業フォ

ーラムにも参加した。資金が必要であり、補助金など何か援助がないか。ふるさと納

税ではできないか。 

回答・ふるさと納税は使い道を指定でき、農業のためにも使えます。しかし、営農組合など

の運営を助成するためにふるさと納税の寄付金を使うのは難しいと思います。   

法人化しないと補助金は下りにくく、補助金が下りてもその後どうするか。農地のこ

とでは、農地中間管理機構があるが、農地を借りたい人・貸したい人のマッチングが

難しい。営農組合を守っていくことが、農業を守ることになります。 

質問・農業を今年でもうできないという人がいる。年をとって、草も刈れんからやめるとい

う人がいる。どこにも相談に行くところがない。個人では無理。農地中間管理機構と

言っても一般の農家の人は知らないのでＰＲしてほしい。今ある制度を良くしないと

だめだと思う。 

回答・加子母では営農組合がやれなくなった農地に稲を植えたりしています。中間管理機構

をまとめているのは岐阜県です。執行部がしっかり対応しないとだめだと思います。

良いご意見をいただきました。 

 

斎場問題 

質問・市政懇の時、市長から斎場ができず困っていると言われた。進捗状況はどうなってい

るか。現在の斎場は老朽化している。新斎場の早期建設を望みます。 

回答・市長は、日当たりのよい所、人口の重心地は苗木と言われ、区長会やまちづくり協議

会の方を集めて「苗木でできないか」と言われた。区長会等で５候補地を挙げたが、
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市として高峰湖周辺でということで検討し、地元にもお願いし、１年以上たっていま

す。９月議会で質問し、「この秋にも結論を出す」と言われています。その後の動き

では、１２月いっぱいで結論を出してほしいと市からお願いし、地元もその方向で検

討していると聞いています。 

 

病院問題 

質問・医師が市民病院から坂下病院に来てもらえないと聞く。当地で働いてもらえるような

奨学金制度はないのか。 

回答・東濃５市で奨学金制度を持っており、何人か奨学金を借りています。 

 

ＵＩターン住宅 

質問・空き部屋は１つくらいで、後は満室。４０歳になると出ていかなければならない。こ

の世代は子どもを学校に出さないかん。定住のために分譲住宅が必要と思うが、どう

ですか。 

回答・ＵＩターン者住宅は、以前３５歳だった条件を４０歳に延長されました。加子母の空

き家は、６０～７０軒あるが、まちづくり協議会で「貸してください。売ってくださ

い」とお願いしても「お盆や正月に帰ってくるので」など空き家を購入というのはな

かなか難しいと思う。良いと言われたのが２～３軒しかありませんでした。 

付知の町営住宅は補助金をもらっているので制約があります。付知では空きが出てき

ましたが、家賃を下げて貸したらと言われるが単純にはいかない状況です。売りたい

人と買いたい人の条件が合わず進んでいかないのが現状です。 

 

落合宿本陣 

質問・本陣ですが、今は修復している。開業すると人がいるし入場料が必要。私は、中山道

専門に石畳や高福寺などお寺の油絵を描いていて、本陣の油絵も描いた。地域に貢献

したく寄付するので、本陣に飾ってほしい。本陣に来た人に見てもらって、お寺に行

く人が増えるのではないか、そうなればうれしい。 

回答・市に寄付をするときに本陣に飾ってほしいと条件つけて寄付されると良いと思う。 

 

松くい虫対策 

質問・神坂中学校の講堂と校舎の間の松が松くい虫だろうと思うが、枯れている。松くい虫

の対策をやっているか。 

回答・その松の件は承知している。危険なので早く対処するように行政に働きかけていま

す。  
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坂 本 会 場 

災害・防災について 

質問・現在の日本は、いつ大災害が起きるかわからないが、市ではこのことについての対策

等はできているか。 

回答・市はどの災害に対してもマニュアルは出来ています。 

   

 

濃飛横断自動車道について 

質問・濃飛横断自動車道の計画で、シデコブシ群生地をどう考えますか。 

回答・自然は大切なものと考えています、多少の犠牲はあるかもしれませんが、このことは

県にも伝えたいと思います。 

 

【要望】 

道路整備、濃飛横断自動車道 

・１２８号線は道路が狭いまま家が増えている。若い人が増えることは良いことだと考える

が、市は道路整備を優先していただきたい。これは坂本に限ったことではない。 

・中洗井の県道の市道格下げについて、地元から要望は出してありますが、議員から働きか

けをしていただきたい。 

・濃飛横断自動車道により、立ち退きを余儀なくされた。更に最初の話と違う事についての

説明が何もなく遺憾である。説明をきちんとしてもらいたい。（県への要望） 

 

リニア関連 

・リニアの見える丘公園をつくると同時に、リニア車両基地の見学ができるようにしていた

だきたい。 

・リニアに伴う都市計画の都市間道路、区画整理等の詳細な工程表を早く出してもらいた

い。 

・リニア駅前開発の土地利用計画案も出してもらいたい。 

・リニア開通にあたり総合的な計画をたててもらいたい。 

・私たちの地区は２５％が移転しなければならず、高齢者も多く含まれる。引っ越しが一回

で済ませるようにしてもらいたい。 

 

病院関連 

・坂下病院の縮小により市民病院の診察となったが、ひと月に一回の診察が、ふた月に一回

の診察になってしまった。市民病院だけが市民の砦であるのでなんとかしてほしい。 
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行政関連 

・坂本事務所は 12,000 人もの住民に対し職員が６名しかいない。適正な配置を考えていた

だきたい。 

・色々な事業の進み方が非常に遅いと思う。スピード感をもって進めてもらいたい。 

・まちづくり協議会の組織のあり方などを、真剣に検討してもらいたい。 

 

予算関連 

・緊急性が必要な補正予算に、議員が反対することはおかしいと思います。 

 

 

蛭 川 会 場 

バスの定期運行 

質問・バスの定期運行が減っている。小学校の児童を乗せてくるのが始発で、その帰りが８

時台に恵那に向かうバスがあり、最終は１４時台で終了するようです。平日は４本、

休日は３本。バスの影響で好きな部活に入れないことが起こっている。蛭川だけでは

ないが、交通手段が悪いのでインフラ整備をお願いしたい。 

回答・市の担当者と打合せを行いましたが、結論は出ていない状況です。原因は、利用者が

減っているためで、バスに代わる手段を相談しながら改善に努めたい。  

質問・バス会社をあてにするのではなく、子育てに役立つ方法等があれば大いに検討して 

いただきたい。 

回答・意見があったことを執行部に伝えます。 

 

火葬場 

質問・火葬場の計画は、どうなっていますか。蛭川は、中津川と恵那の火葬場を使ってい 

ますが、恵那は新しくてよいが値段が高くなるので、中津川市に作ってほしい。 

回答・市長は、苗木地区にお願いしたいと苗木区長会とまちづくり協議会に話し合いをし   

ているところで止まっています。どこにするかは、同意が得られてないと思っており

ます。 

質問・市の進展が遅いと感じます。中津川の火葬場がだめになり川上（かおれ）もだめ、も

う４年くらい経っている。こんなことで良いのか。議員さんの意見をお聞かせくださ

い。 

回答・議員全員が、スピード感がないと認識しています。今後はそれぞれの立場で執行部   

提言していきます。 

質問・火葬場について苗木でなぜ進展しないのか。地元が反対しているという根本的な市民

の意見の吸い上げと、それをクリアできてないのでまとまらないと認識している。意

見の集約を市も議員もできているのか伺いたい。 
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回答・まとまらない原因に「苗木ありき」という感情をもっていると認識しています。今回、

苗木地区に話をする際、区長会役員に相談しましたが、区民に展開するタイミングが

違ったこともあり、止まっている状況です。  

質問・かつて火葬場の話が出た時に、候補を募った経緯があった。造っていい地区があった

のに、なぜ苗木を優先したのか。再度、意見を吸い上げるのも良いのでは。最近火葬

場葬場は、都会の中にあるので、先進的な火葬場を視察していただきたい。 

回答・意見があったことを執行部に伝えます。 

 

地域の活性化 

質問・中津川市は恵那市と比べて地域の活性化・まちおこし・移住者支援などに補助金をも

らっているが、恵那市と比べて地域活性化などの動きが低いと聞いている。情報が伝

わってないこともあるが、補助金を取りにいく状況はどうなっていますか。 

回答・地域活性化は、区長会とまちづくり協議会が行っています。定住促進については定住

推進部をつくり取り組んでいる。恵那市と比べて劣っているとは感じません。住みよ

いまちランキングでは、良い評価がされており、頑張っていると考えます。 

 

苗木城跡 

質問・苗木城跡は、規模は小さいが眺望は日本の５本の指に入る。さくら公園から城跡の付

近を伐採し、桜を植える。また、紅葉も植え、春は桜、秋は紅葉とすると良いと思い

ます。城の入り口に募金箱を設置したらどうかと思います。夕森公園の紅葉がきれい。

苗木城跡と夕森公園を PR できないか。 

回答・苗木城跡の眺望は、すばらしい。観光客は増えているがお金を落としていただけない。

特産品や食べ物を地域の方が取り組んでいますが、更に盛り上がるようにやってい

きたいと思います。毎年、お客さんを夕森公園と苗木城跡に案内しています。中津川

市にはすばらしい観光地がありますので、商工観光部に提言していきたいと思いま

す。また、SNS を活用することを発信していくように提言していきます。合わせて

夫婦岩の PR をしていきたいと考えます。 

 

県道７２号線 

質問・県道７２号線の道路整備を進めてほしい。 

回答・この件は、要望活動を行っています。さらに進むように働きかけていきたいと思いま

す。 

 

議会報告 

質問・議会報告の中に、香取市まちづくり条例に基づく住民自治協議会活動を視察されてい

ますが、この内容が蛭川の地域づくりに参考となることがあれば教えて頂きたい。 
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回答・合併後の地域づくりは、地域に任されてきている。地域づくりをさらに活発にする必

要があると総務企画委員会で議論し香取市まちづくり条例に基づく住民自治協議会

活動を視察しました。地方自治法に基づく自治組織を法に基づいた形で行っていた

ものをまちづくり条例で制定し動き始められました。これからは、強い要請のなかか

ら見直していく段階です。 

 

防災、警報 

質問・中津川市は市域が広く、加子母等で警報が出ると影響のない地域も対象となっていま

す。今後、エリアを絞って警報が出せないか検討願います。 

回答・執行部に伝えます。 

 

 

加 子 母 会 場 

高校生の通学費について 

質問・加子母からの交通費は高校生一人２５～２６万円かかり、大学生は１００万円かか

る。子どもたちに加子母に帰って来いと言えない。ますます限界集落になる。 

高校生一人２５～２６万円、２人なら５０万円。未就学児には手厚いが高校生や大

学生には支援がない。交通費を考えてほしい。 

回答・以前は付知からでも３万円かかった。２万数千円に下げ、今は市の支援もあり、２

万円を切るようになりました。中津にアパートを借りて名古屋に通った人もありま

す。返さなくてもよい奨学金ができるということだが、まだわかりません。 

   高校生や大学生の支援について市としても考えなくてはならないと思います。 

平成２９年度の通学補助の実績では、１７６軒が補助を受けています。１２万円引

いた額の半額を補助している。最大で３４万５千円の補助となっています。 

 

学童保育 

質問・加子母学童の代表をしている。学童は１１～１２人。しっかりした施設ではなく、

小学校の体育館に間借りしている。冷房がなく教育委員会に要望したが、すぐには

無理とのことで、今年は４万数千円で買って何とか乗り切った。 

回答・学童は以前「民設民営」でしたが、今「公設民営」となり、施設は市が責任を持

ち、運営は保護者が行うこととなりました。個人的な考えですが、小学校に間借り

ということだが、空き教室でできないか、また冷房施設も行政にお願いしたい。 

 

濃飛横断自動車道 

質問・中津川市はリニアに向けて、市も市議会も動いている。県の説明を先日聞いたが、

濃飛横断自動車道については国道２５７号を併用するといわれ、残念だった。国道
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２５７号は昭和５７年に開通し、もう４０年経っている。国道２５７号の他にもう

一本下呂へ速く行ける道路がほしい。 

   行政と議会と他の自治体と一緒になってもう一本濃飛横断自動車道を造ろうと同盟

会をつくってやっていきたい。 

回答・下呂市・郡上市・中津川市・東白川村の３市１村で協議会をつくって進めている。 

   それぞれの地域のまちづくり協議会で検討した内容から方向性を出し、市へ働きか

けていきたい。 

 

新斎場について 

質問・今、付知の火葬場でお世話になっている。苗木で新しく造ると聞いた。付知の火葬

場はいつまで使えるのか。新しい火葬場建設はどうなっているのか。 

回答・新しい火葬場建設の現状は、日当たりのいい場所、人口の重心地である苗木につく 

りたいと市長から区長会やまちづくり協議会、地元議員を集めた席で話されました。 

苗木区長会から候補地を５つあげ、市が高峰湖周辺に候補地を絞って、現地説明会

など開き、検討されてきました。１年経過し、この秋までには結論を出すことにな

っている。 

   今動いている坂下の火葬場は、大きな修理が必要になった場合には廃止にすること

が決まっている。付知の火葬場は、新しい火葬場の場所により変更となる可能性が

ありますが、現時点では将来的にも残す方向です。 

 

 

福 岡 会 場 

斎場関係 

質問・新斎場建設についての進捗状況はどうなっていますか。 

回答・苗木地区内で検討がなされていると承知しています。 

質問・斎場計画は進んでいないように思われる。議員、議会としての関わりはしているのか。 

回答・地元の議員は相談を受けているが、議会として建設地等について直接は関われないの

でご理解ください。 

 

リニア関係 

質問・リニアの動向について伺いたい。 

回答・議会ではリニア対策特別委員会で研究検討しています。11 月 1 日に山口トンネル工

事の安全祈願祭が行われました。2027 年の完成を目指して、車両基地、瀬戸トンネ

ル、坂本駅周辺整備など出来るところから進めていくようになっています。 

質問・リニア送電線の件については、今後どうなっていくのですか。 

回答・武並から笠置を経由して蛭川地内、福岡、苗木と延伸される計画です。地元からの意
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見も多く、中部電力及び JR に伝えて対応をお願いしているところです。 

 

その他 

質問・他市からの行政視察などの状況はどうなっていますか。 

回答・当市も他市からの視察を受け入れています。特にリニア周辺の整備事業や移住定住対

策、水力発電事業や域学連携事業などの視察が多くあります。     

質問・鳥獣対策について、他市の取組みはどうですか。 

回答・米原市では IT を利用し、箱罠で群捕獲する対策を講じています。 

質問・議員定数の削減についての考えはありませんか。 

回答・現在のところ検討はされていません。 

質問・青木斧戸線の完成年度はいつになりますか。 

回答・現在のところ平成 33 年度になるのではないかと予測されます。 

 

【要望】 

議会関係 

・議会の夜間開催や、休日の委員会開催を聞くが、当市においての検討をお願いします。 

 

行政関係 

・行政は縦割りと言われていますが、実際に相談事で市役所に行くと担当でないとたらい回

しをされました。そのようなことが無いようなに対策をしていただきたい。 

 

 

阿 木 会 場 

山林整備 

質問・阿木には山が多くあり、斜面が大変に多い。山を守ることは地域を守ること。中津川

市には山を守る施策はあるのか。木を伐りだしても 1 ㎥、５００円ほどの補助金し

かなく、収入が少ない。林道は市が管理しているが、災害の発生時の整備や改修をお

願いします。 

回答・昭和 7 年に四ツ目川災害が発生して、11 年から堰堤の工事が始まった。恵那山の崩

落の工事は国が工事をしている。今は、山を管理する人が少なく、間伐にかかる予算

がないのが現状です。執行部にお伝えします。 

 

農地利用 

質問・阿木地区は耕作放置の田畑が多くなっている。年 2 回の農振除外の申請ができるが、

農地をいつでも変更できるようにしてほしい。農地を守るために農地利用計画なるも

のを示してほしい。農振の抜本的な見直しをするか、しないのかはっきりしてほしい。 
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回答・農振除外は、中津川市が行っているが、法律等で上手く進んでいないのが現状です。

私見ではあるが小規模農家を取り入れるべきであると思います。国は大規模農家を

優先的に補助を出しています。執行部に伝えます。 

    

ゴミ袋 

質問・仕事は恵那市、買い物も恵那市である。中津川市のゴミ袋は恵那市では買えないので、

買えるようにしてほしい。 

回答・販売はどこでもできると思いますが、生活環境部に確認して回答させていただきます。 

 

豚コレラ 

質問・猟銃に関することですが、現在、中津川市は猪の豚コレラの規制はどうなっておりま

すか。 

回答・中津川市はまだ出ていないので、何も規制はしておりません。 

 

明知鉄道 

質問・明知鉄道は全部、恵那発で岩村まで行き、折り返しは空で帰ります。燃料を使って帰

るなら、乗車できるようにしてほしい。すれ違い線があるので活用して、運行本数を

増やしてほしい。老人は免許証返納をして足の確保に困っている。 

中央線の中津川方面に乗るダイヤが合わないので、調整してほしい。 

回答・阿木にとっては大事なことではあるが、社長は恵那市長であるので恵那市と調整いた

します。 

 

太陽光発電 

質問・恵那市は太陽光発電設置の条例を制定して厳しくやっています。中津川は条例を作っ

ていないと思うが、どうしているのか。 

回答・中津川市はすでに条例を作っており、以下の通りです。 

○事業区域：1,000 平方メートルを超える土地に設置する太陽光発電事業を対象とします。 

○届出及び協議：事業者は、太陽光発電事業を施工する際、市長あてに届け出て協議を行 

わなければなりません。（事業に着手しようとする日の 60 日前までに届け出て協議し

なければなりません） 

○自治会等への説明：事業者は、太陽光発電事業を施工する際、自治会等への説明会を開

催しなければなりません。（市長へ届け出を行う前に、開催しなければなりません） 

○指導、助言又は勧告：市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して必要な措置

を講ずるよう指導、助言又は勧告を行います。 

○公表：市長は、勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、勧告に

従わない事業者の氏名及び住所並びに勧告の内容を公表します。 
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リニアの車両基地 

質問・リニアの車両基地はどうなっておりますか。また雇用はどうなっておりますか。阿木

の移住定住に繋がるようにしてほしい。 

回答・雇用人数はどれくらいになるかは、まだわからないが 5 年後くらいにはわかると思

います。詳細が分かり次第、皆様にお伝えします。 

浜松の新幹線の車両基地に行きましたが、雇用は 1,300 人ほどで、地元の方もいれ

ば、通っている方もみえます。 

 

里山の整備 

質問・里山の整備をしていただきたい。鳥獣被害で猪や猿に困っているので、里山整備計画

があれば示してほしい。 

回答・産業建設委員会で視察に行ってきました。中津川市には整備計画はありません。執行

部にお伝えします。 

 

県道改良 

質問・阿木に来るための県道はカーブが多く、事故もある。恵那市議会にも働きかけて改良

してほしい。 

回答・県道に関しては、市役所から県に要望してもらいます。 

 

【要望】 

予算関連 

・阿木と蛭川で婚活をおこなっていますが、予算が少なく地元の負担がある。地域活性のた

め予算を増やしてほしい。 

・阿木の交流センターの建設が決まり、議会には大変に感謝していますが、完成後の備品購

入の予算がないので、予算をつけていただきたい。 

 

 

苗 木 会 場 

委託契約について 

質問・後日回答するとした質問の中で、ゲートボール場の委託契約を締結したとあるが中身

を知っていますか。契約しても会計報告はいらないと市はいっていますが、どう思わ

れますか。業務委託は市からの委託と発言していますが、市内はいくつかの所と契約

を交わしているところと交わしていないところがあります。なぜですか。 

回答・今、回答ができませんのでしっかり調査させていただきます。 
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リニア関係 

質問・後日回答するとした質問の新たな動きの報告で、平成 30 年 1 月にＪＲ東海による水

路付替計画と用地補償概要等の説明会がなされたとありますが、水路付替計画の説

明はありましたが、用地補償概要のスケジュールを発表しただけで説明ではありま

せん。まずは、工事説明会を先にやって用地補償をしてほしいとお願いした。従って

説明会はなされていないので訂正願いたい。 

回答・再度確認します。 

質問・リニアについては、賛否両論あっていいと思います。中津川市議会としては、リニア

推進なのか住民を守るのか。見解を教えて下さい。 

回答・市議会として統一した見解は出ていません。 

質問・後日回答するとした質問の中で、苗木遠山史料館友の会がリニアを見える様にと言っ

ているのは、オープンにすることではなく透明なカバーを付けてほしいという意味

です。誤解のないように。 

回答・難しいと言われています。 

質問・リニア都市政策部の方と話をするとＪＲの人みたいに感じます。 

回答・議会からも見ている方向を間違わないようにと言っています。 

質問・リニア中央新幹線対策特別委員会で透明なカバーを付けると言った内容も範ちゅう

に入りますか。 

回答・このような意見を届けていきます。 

質問・リニアの送電線について新しい情報はありますか。 

回答・ＪＲ東海より中部電力が送電線を担当していると聞いています。各地域に調査依頼を

しているようですが、調査できない地区があるようです。  

質問・電気が来なかったら、何もならないことに対してどう思いますか。 

回答・解決できる方法を探しています。 

質問・中部電力の誠意が感じられない。従って津戸区には、話に来るなと言っている。市議

会も取り組まないと解決しないと思います。 

回答・市議会も取り組んでいきます。 

 

保育園関係 

質問・来年の苗木保育園の 3 歳児 32 人の応募がまかなえるのか。心配な声が出ています。 

回答・待機児童で困っているのは 0 歳～2 歳で、3 歳以上は待機している状況はないと認識 

しています。  

質問・来期、保育料の無償化になるのでしょうか 

回答･10 月から始まると思います。消費税の導入に合わせて無償化すると聞いていますが、

中身は詰まってないようです。 

質問・子どもが自然に触れる教育が注目されており（森の幼稚園）、中津川市もその方向に
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進めてもらいたい。 

回答・今後、そのような動きが出てくると考えます。 

 

学校関係 

質問・小学校の空調ですが、どのように進んでいますか。 

回答・現状としては、各学校の調査設計をしているところです。その結果が出てから優先順

位をつけて行っていくと思います。 

 

 

山 口 会 場  

病院関係 

質問・病院・医療等対策特別委員会の中で、坂下病院の今後についての考えを教えてくださ

い。 

回答・中津川市公立病院機能検討委員会から民営化を視野に入れた方針が示されました。 

興味を持った団体が１団体あったと聞いています。特別委員会でも引き続き検討し

ていきます。 

質問・坂下病院の今後について、最大会派としての考えを教えてください。 

回答・医師確保や病院経営の効率化など検討して、やるべきことはやっています。 

質問・坂下病院の存続は無理ですか。 

回答・このまま医師が来ないことには無理だと考えます。 

 

リニア関係対策特別委員会 

質問・リニア対策特別委員会の仕事の内容を教えてください。 

回答・これから始まるリニアの工事に関しての環境、その他の問題、また、近隣の市等の情

報も聞きながら諸問題を検討しています。 

 

文化活動 

質問・文化活動（公民館）はこの先どうなりますか。 

回答・現在、３つの公民館が指定管理となっています。従って指定管理になっていくのでは

ないかと考えます。 

質問・郡部の文化協会が小さくなっているが、合併することはないですか。 

回答・協会が大きいとか小さいではないと考えます。 

 

行政関係 

質問・馬籠地域が来年から神坂になる経緯を教えてください。 

回答・地域からの強い要望で、馬籠地域と神坂地区が統合することが決まりました。 
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質問・用水に石が入ったが市の対応は、地主に処理してもらってくださいだった。対応がお

かしいと思う。 

回答・事情をよく調べて、お知らせします。 

 

学校関係 

質問・学校のトイレに洋式が少ない。エアコンと一緒に進めてもらいたい。 

回答・徐々に進めていくようになっています。 

 

【要望】 

坂下駅 

・坂下駅の委託を坂下まち協が受けているが、赤字が続くことで継続が難しくなってくる。

継続できるようお願いしたい。 

 

リニア 

・リニアのトンネル工事の残土を使い、木曽川の堤防を作ってもらえるはずが JR に逃げら

れた。議会はリニア駅のことだけでなく、堤防問題を一緒に押していただききたい。 

 

空き家対策 

・空き家がこの先１０年間でかなり増えると考えます。これからの空き家についてどうする

のか持ち主に聞いた方がいいと思います。 

 

地域 

・みやさか活性協議会を、議会でバックアップしてほしい。 

 


