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（家に残って欲しい親父と外へ出て行きたい中学生の息子の会話）
親父：お前将来何になりたいのや。
息子：プログラマー。ゲイツやザッカーバーグのように優秀なプログラマーになって、マイ
クロソフトやフェイスブックみたいな新しい会社を始めるのや。
親父：やっぱそうか。ある調査でも中学生・高校生の男子で将来なりたい職業の第一位は、
ＩＴ（情報技術）エンジニア・プログラマーやでな。
息子：優秀なプログラマーになって、東京で働くのや。
親父：東京へ出て行って、もう坂本には帰ってこんのか。
息子：こんよ。こんな田舎は何もないし、プログラマーになっても働く会社もあらへんし。
親父：お前が大学を卒業して就職する１０年後にリニア中央新幹線が開通すると、東京まで
は１時間弱で行けるぞ。通勤圏内やし、いつでも好きな時に東京へ行けるぞ。
息子：田舎には楽しいことは何もないしな。
親父：東京へ行って遊びほけとったら、優秀なプログラマーにはなれんぞ。
ＩＴ関係の勉強や仕事はパソコンがあれば、どこにおっても同じようにできるで、静か
な環境で集中してやった方がええと思うがな。
息子：う－。俺も親父に似て誘惑には弱いで、誘惑がないとこの方がええかもしれんな。
親父：東京におっても、何とか家賃が払える郊外だと、都心まで１時間くらいかかるで、坂
本におってもそう変わらんぞ。
息子：そうか、実際の距離と時間距離は乗り物によって全く違うのやな。
親父：坂本なら会社を始めるにしても、事務所にかかる経費も全然違うしな。
息子：でもＩＴを勉強するには、やはり東京へ出て行かんとあかんやないか。
親父：そうやな、中津川にＩＴの専門学校なり専門大学ができれば、地元の子どもたちが、
自分が一番なりたい職業の勉強を地元でできるにな。
そんで、その子たちを雇うためにＩＴの会社が集まってくれば最高やな。
息子：そうなるにはどうしたら良いのや。
親父：自分たちの希望を声に出して、学校の先生や親を通して、市長さんや議員さんに訴え
ることが大事やと思うな。
息子：そうか、黙って待っとるだけでは、何も変わらんか。
そして１０年後
坂本にあるＣ学院大学は、１０年前に大学野球日本一になったのに続いて、今では情報通
信技術系の国内最高峰の大学となって、全国から優秀な学生を集めるようになった。
地元の多くの子どもたちも、そこを目指して悪さもせずに日夜勉学に励んでいる。
優秀なＩＴ技術者が多く育つ地として、全国有数のＩＴ企業もリニア中央新幹線の利便性
もあって、続々と坂本に拠点を構えるようになった。
いつしか坂本は「日本のシリコンバレー」と呼ばれるようになった。

坂本地域まちづくり推進協議会

事務局長

水野 幸雄

平成 29 年度 坂本地域まちづくり推進協議会総会
年度方針 『リニアを活かした総合的なまちづくり』の継続
5 月 26 日、坂本選出議員・会員の皆さま 55 名の方にご出席いただき公民館ホールにて開催
し、協議会規約の一部改正、平成 28 年度事業報告・収支決算および平成 29 年度事業計画・収
支予算について審議が行われ、原案通り承認されました。
総会後には、昨年に引き続き市関係課
より坂本地域の事業説明がされました。
坂本の 10 年の展望・将来像を策定し
た「まちづくりビジョン提言書」も策定
から 7 年となり今年度は、まち協の活動
の振り返りに加え、これまでの蓄積を生
かした活動など、取り巻く環境や課題の
変化に合わせた、まちづくり関係者との
積極的な交流・情報交換、効果的な情報
発信に加え、組織の再検討など新たな活
動にも積極的に取り組んでいきます。
今年度も皆さまのご協力をお願い致し
ます。

●平成 28 年度事業報告
・部会（総務・文教・環境・福祉・農林・商工観光・建設）に分かれ、まちづくりの取り組みを協議
・「まちづくり推進協議会だより」の発行【年 3 回】
・まちづくり講演会の開催
・先進地視察会、区画整理事業視察の開催【多治見市・美濃加茂市】
・坂本地区要望書「区民の願い」の提出

●平成 28 年度収支決算（一般会計）
収入は市の補助金、会費、リサイクルボックス売上げによるもので、駅前トイレの清掃や協議会の運
営に必要な備品購入、広報の発行などに使われています。

●平成 28 年度収支決算（基金会計）
商工会議所からの補助金により、各地区夏祭りへの助成を行っています。
【各 10,000 円】

●平成 29 年度事業計画
・「坂本区民の願い」の実現。計画づくりや要望活動に加え、各種団体のまちづくりへの支援を行う。
・広報啓発活動促進、女性・若者の参画促進、地域各種団体との連携、ソフト事業の推進

●平成 29 年度収支予算（一般会計）
今年度も補助金、会費、リサイクルボックス売上げにより協議会を安定的に運営していきます。
（駅前トイレ清掃費・リニア対策事業費・各種活動費）

●平成 29 年度収支予算（基金会計）
各地区夏祭りへの助成を行います。
【例年どおり申請により１地区 10,000 円】

坂本地域まちづくり推進協議会（７部会）

平成 29 年 3 月 24 日(金)に坂本地域まちづくり推進協議会の三役
により中津川市長（代理受領：定住推進部長）へ坂本地域まち
づくり推進協議会で活動する７つの部会から区民の願いを
まとめた要望書を提出させていただきました。
そして、5 月 18 日(木)付けで中津川市より要望事項の回
答がありました。
以下、全部ではありませんが要望に対する回答をまとめま
した。坂本事務所に全要望と回答がありますのでご覧になりたい
方はお気軽にお越し下さい。

【主な要望及び市の回答の要旨】
１、坂本小学校・中学校の冷房等が行き届き衛生面のしっかりした給食施設について
回答・H29 に冷房機器を追加設置する予定。
２、坂本地域内の通学路等の安全並びに生活環境の安心安全の確保について
回答・地元の意見が十分反映されるよう工事業者に働きかけ、そして、建設課と連携し、通学路として
ふさわしい措置がされているか確認する。
・各学校に通学路の安全確保と登下校方法の指導と確認を十分行うよう指導する。
・各校で作成している不審者対応マニュアルに従って十分な指導を行うよう指示し、地域の安全パ
トロールと連携し、情報交換をしながら児童生徒の安心安全の確保に努める
３、豪雨による坂本小学校の敷地内の雨水処理の対応策について
回答・排水用の側溝を一部大きなサイズに取替え、現状より排水能力を高める。そして、近隣の宅地に
雨水が流れ出さないよう沈砂池を設置し、学校内の側溝の砂出しを定期的に行う。
４、希少植物の保護について条例化を視野に入れた具体的取組について
回答・有識者の意見を参考に、地権者や地域の理解を得ながら中津川市環境保全条例に基づき、天然記
念物や環境保全地域等への指定も視野に入れ、保全活動に取り組む。
５、美乃坂本駅のバリアフリー化や道路の歩道設置など生活弱者に対応出来る整備について
回答・リニア岐阜県駅と美乃坂本駅の２駅間の連絡施設の接続及びバリアフリー化のために美乃坂本駅
を橋上駅に改修し、駅の南北両側に出入口を設置することについて、ＪＲ東海と協議を進める。
６、地域の声が最大限に反映される自然と景観を活かしたリニアが見える展望台について
回答・国内で初めてリニアの車両基地が計画され、低速で地上を走るリニアを見ることができる唯一の
観光エリアとなるので、観光促進、産業振興、防災機能などを備えた拠点機能を有し、市民の皆様
が楽しく集える公園となるよう、
「リニアの見える丘公園整備促進協議会」を中心に検討を進める。
７、市道坂本１３６号線歩道新設（郵便局西睦橋

通学路確保）について

回答・通学児童の安全を確保するために、新設跨線橋に歩道設置を計画しています。
８、市道坂本７５号線・市道中津３０号線道路改良（星ケ見～松源寺）について
回答・濃飛横断自動車道が恵那峡ロードと結節され、大型車両の交通の増加が予想されるため、道路拡
幅と歩道設置を計画し、併せて排水の検討も進めます。
９、中津川西部テクノパーク関連の市道五ツ峯・中畑線道路改良について
回答・平成 29 年度は、二軒屋クラブから黒柳商店までの区間の測量と概略設計を実施し、坂本川まで
の区間については詳細設計を実施する予定です。

平成２９年５月３１日（火） 13:30～16:30

会場

坂本公民館ホール

今後、本格化するリニア関連の各事業について最新情報の説明会が中
津川市リニア都市政策部・東海旅客鉄道株式会社・中部電力株式会社に
より地域住民を代表して区長を対象に行われました。
各事業者が一堂に会して開催されたことで地域住民からの疑問や問題
点への議論を活発に双方で行うことができ理解を深める有意義な会とな
りました。坂本地区でも事業の影響を直接受けない区もありますが我々
の坂本で何が起こっているのか、これからも情報発信をしていきます。
【説明の概要】
リニア都市政策部・・・区画整理事業実施スケジュール、東濃東部都市間連絡道路、坂本 58 号線、坂本
264 号線事業実施スケジュール
東海旅客鉄道株式会社・・・中央新幹線計画（坂本地区）、中部総合車両基地の計画、資材置き場（ガイ
ドウェイヤード）計画
中部電力株式会社・・・中央新幹線（品川・名古屋間）電力供給に伴う送電線事業進捗状況（坂本地区）
【質疑応答の抜粋】
●区画整理事業とリニア工事のスケジュールと移転、立ち退きについて
・区画整理事業は平成 33 年度工事着手に向けて平成 32 年度には仮換地（事業に伴い新しい土地を決め
る）のための事業認可を今年度秋ごろ目指している。リニア工事は用地買収・金銭補償により進めら
れるため、平成 30 年度には地権者との契約を始める予定で区画整理事業より早くなると思います。
●ガイドウェイヤードのスケジュール、市道 58 号線改修工事との関係について
・年内には地権者と借地契約したい、農振除外、農地転用手続きを経て工事は早くて来年春ごろの予定。
市道 58 号線改修は平成 32 年度となり工事が重なるのは避けられない為、片側通行や工期短縮も含め
検討・対策をしていきたい。
●景観調査にある、駅からの恵那山の眺望に対する背景に溶け込むという意味はどういうことか？
・鉄塔が山の背景に入る場合、鉄塔の色などにより邪魔しない事を検討することです。
道 農
飛
横
断
自
動
車

区画整理事業計画図（施行区域）
千旦林川

施行区域：約２１．６ｈａ
麦の穂学園

美乃坂本駅
２６年度：準備委員会６回、地元説明会３回、 地権者アンケート調査

坂本小

２７年度：検討委員会５回、地元説明会１回、地区別説明会１２回、地権者アンケート調査、
借地権者アンケート調査、区画整理ニュース（１号）
２８年度：検討委員会１回、地元説明会４回、区画整理ニュース（２号、３号、４号）、

坂
本
川

個別訪問（地権者１０７名、借地権者１８名）
２９年度：個別訪問（地権者１名）

※地権者１１１名、借地権者３５名

坂本１０年デザイニング
坂本地域まちづくり推進協議会 会長

市岡 勉

地域の皆様には日頃から、まちづくり推進協議会の活動に対し格別のご理解とご協
力をいただき誠に有難うございます。紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。
さて今般、JR 東海が施工する国家プロジェクト「リニア中央新幹線」工事は通過各
県で既に着工され、当地でも実現に向けて着々と事業は進捗中であります。
明治期、中央線敷設にあたり坂本では随所で地域コミュニティーの南北分断が発生
し今日に至っています。地元の住民にとっては未だに迷惑千番な箇所が複数あります。
しかし、もし中央線が他の地を通過していたら、今の中津川市の繁栄はあり得なかっ
たと言わざるを得ません。歴史にイフを言うべきではありませんが、今、目先だけに
こだわることなく避けられない個々の迷惑は話し合いにより最小限にとどめ、次世代
優先の賢い選択をお願いしたいと思います。
リニア完成後、時間距離という概念でいえば当地と東京、名古屋、大阪などの地勢
的な位置関係は静岡、浜松、などよりはるかに優位となり利便性に恵まれ、先進的、
飛躍的な中津川市（坂本）の「デザイニング」が可能となります。即ち当地は、国の
掲げる「スーパーメガリージョン」のど真ん中に立地しているからであります。
この恵まれた条件を活かした総合的な「坂本 10 年デザイニング」をじっくりと練り
上げていかなくてはなりません。
リニア事業進捗に併せ、①幼保移転、こども園開設後の小中学校校舎の整備計画、
②現美乃坂本駅南側市街地の整備計画、③駅前区画整理事業進展、④中心部地域内の
地籍調査着手、⑤駅前を通る旧国道 19 号線の整備計画などを含む総合的な地域内イン
フラ整備を進めて行かなくてはなりません。そして工事期間中の子どもたちの通学路
の安全、住民全体の安全確保は最優先課題であり、引き続き各事業者と厳しい折衝を
重ねて参るべきであります。
これに合わせ今年度はまちづくり推進協議会の組織改革に長期的視野で取り組み、
地域の高齢化に伴い各区で困難になってきた区役員、組役員選出の工夫など身近なテ
ーマにも着目しております。
一方、国家的課題である「少子化」からも目をそらさないようにし、坂本地域が安
全で暮らしやすく若者が定着してくれるまちとすべく、区民全体で取り組んで行きた
いと思います。重ねて申し上げますが中津川市が抱える負の遺産を、次世代に繰り越
すことは断じて避けねばなりません。このことを私は一貫して言い続けております。
そして訪れた人達が「いいね！」と言ってくださる郷土坂本を作ってまいりましょう。
この恵まれた大地、清流、豊かな植生、食物連鎖による猛禽類の繁栄など大都市、
大都会にはありません。
併せて、本号一面にある水野事務局長の主張を良くかみしめて、坂本の大人たちは
子どもたち世代と語らいの輪を、大きく広げてくださることを願ってやみません。
＊ｽｰﾊﾟｰﾒｶﾞﾘｰｼﾞｮﾝ・・・広域経済圏を意味する

イラスト de さかもと

。

あぶくたったの会
坂本地域を中心として６ヶ所の保育園・
幼稚園で絵本の集団読み聞かせと、２ヶ所
の保育園で茶道の指導などを、メンバー
１１名でボランティアとして、２０１５年
２月より活動している団体です。
絵本の読み聞かせは原則として毎月、各
園の園児を２グループに分けて、１時間程
度行っています。
保育園・幼稚園での集団読み聞かせは、家
庭での読み聞かせと違って、一冊の絵本を共に聞き、共
感し、協同の態度を芽生えさせる事にあります。
スマホやゲーム機などの電子機器が蔓延し活字離れ
が進むなかで、絵本を通して本を読む楽しさを感じて
欲しいと思います。
また、茶道を習う事により和の心と行儀作法を学び、
より豊かな人に成長してくれる事を願っています。
子どもの頃の読書は生涯にわたり宝となります。
家庭で家族の膝の上で聞く絵本のお話に勝るものは
ありません。一冊でも多くの本に触れる機会を与えて
頂ければと思っています。
（＊プロジェクターや大型テレビを使って絵本を拡大
投影することについては著作権者の許諾を得て、また
茶道の指導については裏千家専任講師・椙村宗輝が行っ
ています）
あぶくたったの会 代表
連絡先：中津川市立図書館

田中 孝一

コーディネーター吉村（☎0573-66-1308）

まち協だより 原稿募集！
次号（1１月発行予定）は読者参加特集号として「リニア中央新幹線が開通する 10 年後に、坂本はどんな
町になって欲しいのか」、「どんな町にしたいのか」のテーマで地域の皆様から寄稿を募集します。
原稿は 400 字以内の作文又はイラスト（少しの説明文を付けて）で、9 月 11 日（月）までに下記坂本
事務所内まち協だより編集部へ提出してください。（詳細は、お問い合わせ下さい）
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