
平成 29年 11月発行 

元号が変わる時代の区切り目に考える 

坂本地域まちづくり推進協議会 会長 市岡 勉  

１０月１８日坂本地区市政懇談会が終わった。 

「行政と地域住民が信頼感を深め住みよい坂本にす 

る」という共通目線で、前向きな発言が多かったように 

思う。会の良い雰囲気も保たれ明日の坂本を考える 

前向きな二時間であり、参加者の坂本の未来に対す 

る思いが根底に感じられた。 

『坂本の今と近未来』 

１.団塊の世代活躍する 

長かった徳川一強支配の時代を経て、明治以後  

急速に近代化が進んだ我が国は、先の大戦で全国  

主要都市は原爆投下もあり破壊され尽くした。しかしながら、焼け跡からの復興がすすむ中で、戦後

生まれ「団塊の世代」の献身的ともいえる働きが世界に誇れる技術大国を作り上げる原動力となっ

た。中津川市においても、三菱電機、本州製紙の大手 2 社が中心となりそれらの関連会社を含む地

場企業も一体となって今日の「山間の工業都市」を築き上げたと言える。 

２.中核工業団地の意義など 

わが坂本にはバブル時代の初期に、当時からの優良企業を集めた今風にいえば「テクノパーク」中

核工業団地が作られた。当時企業誘致された先人によれば「田中角栄首相」をも動かしてこれらを実

現させたそうである。経済発展が右肩上がりのこの時代であったからこそ、いち早く実現できたと思う。

県下、東濃各市と比較した場合でも中津川市の先見性は高く評価できる。だが、その一方で美乃坂

本駅周辺はインフラ整備から取り残され今に至っている。 

３.バブル崩壊も乗り越えて 

工業団地でモノづくりをしている各企業は、先端産業も多く平成初頭のバブル崩壊期にも耐え、今

も中津川市の雇用を力強く支えている。これらの企業は日本人の得意な「先端的モノづくり」産業中

心であることから、将来に向けて更なる強みとなって行くであろう。 

一方中心市街地に目を遣ると、同じモノづくりでもかつての近江絹糸は繊維産業であり、業界の途

上国シフトもあり早い段階で工場を閉鎖した。これも時代の流れである。 

高度成長時代流通のガリバー、ダイエーが中津川駅前に進出し、名古屋の優良スーパーユニーも

二段階を経てアピタショッピングモールとして出店し市の中心部は繁栄した。だが小売業は極めて厳

しい業界で浮沈が激しい。ダイエーは会社自体が消滅し、やむを得ない事情とはいえ市民に愛され

たアピタは今夏幕を閉じた。後を受けたバローがまもなく開店するので期待したい。元号変更と合わせ

時代の区切り目を象徴する出来事である。 

４．迫る改元を前に坂本は！ 

  新しい元号で生まれてくる世代はどのような生き方になるであろう

か？元号の更新は再び時代の大きな区切り目である。平成 30 年坂

本地域ではあちこちで一斉に槌音が響き始める。目先最大のテーマ

は少子化、高齢化をいかに乗り切っていくかである。この面でもかつて

経験したことのない時代を迎える。しかしリニアは他所にないチャンス

であり最大限生かすべきである。 

  かかる中で、次世代に向けてインフラ整備の道筋をつけ、さらに存

在する様々な「負の遺産を最小化」して引き渡していくべきであるとい

う、いつもの結論にたどり着く。 
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９月１３日（水）、坂本地区区長会２５名がエネルギー

設備を学ぶ活動の一環として静岡県御前崎市の中部電力

浜岡原子力発電所を視察しました。この発電所は、福島第

一原子力発電所の事故の教訓から地震や津波などの様々

な事態に対処するために設備の対策や現場の対応力の強

化を行っています。まず始めに、原子力館内の防波壁、原

子炉、中央制御室等の設備の説明がありました。中でも高

さ 22ｍの実物大原子炉の迫力ある大きさを体感。原子力

発電の安全を守る基本は、「止める」「冷やす」「閉じ込め

る」ことが大切だと学びました。原子力発電は、運転を止

めたあとも燃料から熱が発生し続けます。そのためにも原

子炉内の燃料を冷やし続け放射性物質を「閉じ込める」こ

とが重要だと分かりました。 
現在、浜岡原子力発電所では、海抜４０ｍの高台に

ガスタービン発電機を新たに設置し、仮に電源が落ち

ても、可搬型の注入ポンプによって「冷やす」機能を

確保し重大事故に至らないよう安全対策をしていま

す。続いて、津波を敷地内に侵入させないよう海岸側

の敷地全面 1.6㎞に渡り築造された高さ 22ｍの防波壁

を見学しました。この視察を終え、資源の乏しい我が

国において将来いかに安定的したエネルギーを確保

していくかといった問題とともに、省エネ対策にも真

剣に取組んでいかなければならないことを痛感しま

した。 

 



①坂本こども園整備地区の開発について 

・移転先の茄子川東町長連寺地区の将来像が見えてこない、駅南の開 

発の話に関連して土地活用についての検討をお願いしたい。 

②公共施設の集約と郵便局の移転について 

・郵便局は地域住民の身近な窓口であり利便性の確保の面からも移転 

先は重要で区画整理事業に関連して市も少なからず関与すべき。 

・公共的な施設の整備、金融機関や医療施設、市の窓口も含めて集約 

 した整備も必要で安心・安全で住みよいまちづくりに地域住民は大いに期待している 

③文教施設の将来構想について 

・坂本こども園建設に伴う、小学校の増築計画はどんな内容なのか。 

・坂本は人口が減っていない、坂本小中学校の２校化などは考えられ 

 ているのか。 

④小学校校門（正門）の安全対策について 

・リニア関連事業が始まると、小学校の校門は危険ではないか、また 

リニア駅と南北をつなぐ道路の歩行者の安全対策はされるのか。 

⑤新設道路等の安全対策について 

・今後、新しい道路も出来て交通量も増えるだろう、交通量の推定や、 

 信号を付けていくことも検討してもらいたい。 

⑥交通弱者対策について 

・少子高齢化により、買い物や病院へ行けない方が増えている。交通 

弱者への対策はどうなっているのか。 

⑦若者の目線から見たリニア関連事業について 

・リニアを活用した将来計画、特にまちの活性化の施策が見えてこない、ＪＲからの情報提供が少なく 

 若者の定住の点で重要と思われる、車両基地・ガイドウェイヤードでの雇用がどのくらいになるのか 

 情報提供があればと考える。 

・トヨタや三菱など工場見学コースがあるが、リニア車両基地内にも見学コースを設置できないか。 

・工場に目が行きがちですが、就農希望の若者もいる。地元でできた農作物を売れる場所として、リニ 

 アが見える丘公園やリニア岐阜県駅内など検討していただきたい。 

          

「平成 29年度坂本地区市政懇談会」が開催され 49名 

の皆さまの参加により市長をはじめとする市執行部と 

意見交換を行いました。 

今年は「美乃坂本駅南側の開発計画」と「若者の地 

元定着」の懇談会テーマについて、はじめに坂本地域 

まちづくり推進協議会から「坂本のまちづくり未来図」 

を市側へ提案する試みを行ってから、参加者がこれか 

らのまちづくりについて懇談するという内容で進めら 

れました。 

【参加者の皆さまが発言された意見の要旨】 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 10 月 18 日（水） 19:00～21:00  会場 坂本公民館ホール 



中津川市といえば「和菓子」！！ 今回、商工観光部会では「源根林道」をもっと知ってもらおうを合

言葉に 10 月 27・28・29 日の 3 日間にわたり開催された、ふるさとじまん祭に部会員５名により

「地元みんコーナー」を 28日（土）に出展しました。あいにくの雨模様でしたが多くの来場者が開場

前から列をつくるほどの盛況ぶりでした！ 源根林道の紹介動画を放映したり、リニアの模型を展示し

て足を止めていただいた方々に、部会員が「源根林道散策ガ 

イドマップ」を手渡しての PRと、アンケートへの回答をい 

ただいた方には粗品を渡しましたが、開始から 2時間程度で 

粗品も無くなり、午前中で 500部用意したガイドマップも 

配布終了となりました。アンケートの集計結果は別欄にまと 

めましたが、遠くは山形からお越しになった方からも「毎年 

楽しみにしています！」と笑顔でお答えいただきました。中 

津川市へ来ていただき、またアンケートにもお答えいただき 

まして、本当にありがとうございました！ 

ガイドマップを片手に源根林道を散策していただけること 

を楽しみに待っています！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果について】 回答数 １４２名 

①お住まいは？  

［岐阜県（中津川含）］42［愛知県］48［その他］52 

②中津川は何度目ですか？ 

［初めて］3［２度目］7［３度目］8［それ以上］124 

③岐阜県駅が坂本にできることを知ってますか？ 

［知っている］132［知らなかった］10 

④リニアに乗ってみたいですか？ 

［乗ってみたい］111［乗らない］15［分からない］16 

⑤中津川市の魅力は？ 

［和菓子］93［自然環境］95［暮らしやすさ］24 

⑥源根林道（坂本）に興味がわきましたか？ 

［行ってみたい］133［行かない］8［分からない］1 

◆回答された方は、人も優しく、食べ物が美味しくて、

自然豊かで暮らしやすい印象を持たれて、源根林道の

説明にも興味深く聞いてくれる方が多かったですが、

リニアへの関心はあまり感じられませんでした。 

商工観光 

部 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～これからの坂本～ 
 今、僕は弓道で一級をとるために頑張っている。市役所と言うと「暗い」イメージがあったが、実は 

とても明るい職場で、不安そうな初めてのお客様も帰るころには明るい表情になるのが印象的だった。 

 坂本には、ハナノキやシデコブシに代表される自然豊かなところが僕の自慢で、将来、働くなら沢山 

自然が残るまちで、老若男女が集い・笑い・スポーツをして、豊か 

な気持ちになれる「自然豊かな坂本」・「スポーツのまち坂本」と言 

われるようにこれから発展して欲しいです。 

 皆が帰って来たいと思える「坂本」になるといいな・・・ 

                    （坂本中学校 2年生） 

坂本まち協のホームページができました！ 
URL（アドレス）は https://sakamotomachikyo.com 

 今年度の総務部会の大きな取り組みの

一つに「坂本地域まちづくり推進協議会

ホームページの開設」があります。 

 このほど、当協議会のホームページを

公開することができましたので、お知ら

せいたします。 

 このホームページでは、坂本地域に関

する資料を蓄えるとともに、地域の動

き・様子を発信していきます。 

 資料を蓄える取り組みにつきましては、

過去からの地域の資料を蓄えるだけでな

く、坂本地域の「今」も蓄えていきます。 

 

 今後、リニア中央新幹線の「岐阜県駅」

や「中部総合車両基地」ができ、「中津川

西部テクノパーク」や「坂本こども園」

ができることが決まっている当地域は姿

がどんどん変わっていくことから、「ドロ

ーンによる空撮」動画も積極的に撮り溜

めていきます。 

 

ホームページの内容 
ブログ まち協だより 地域の記録動画 坂本写真集 坂本資料室 

日々の地域

の話題をお

伝えします 

「坂本地域まちづくり

推進協議会だより」の創

刊号から最新号までを

蓄積 

坂本地域の様子を

動画で撮りためて

公開 

坂本地域の懐か

しい風景から現

代までの写真を

蓄積 

坂本地域で作ら

れて来た「坂本地

域を知る」資料を

蓄積 

 

古い写真などありませんか？ 
 坂本の懐かしい風景や、貴重な資料などお手元にございましたら、デ

ジタル化してホームページに掲載し、地域のみんなで共有させていただ

きたいと存じます。何かございましたら当協議会事務局（坂本事務所内）

にご連絡ください。 

 

ご意見をお寄せください！ 
 今後、皆さんのご意見をいただきながら成長させていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

スマホ用 QR コード 

 
スマホをご利用の方、この

QR コードからホームページ

にお入りください！ 

総 務 

部 会 
 

 

 

 

 

 

 

坂本まち協 検索 



このコーナーは坂本地域の人やモノ・歴史などを、

イラストを織り交ぜて紹介しています。 

今年は、がんばる地域サポート事業対象３団体を順

次紹介しています。 

イラストは元美術教師の島村節男さん（上中町地区） 

  イラスト de さかもと   

  

 

若 気 会 

 坂本には、12団体・総会員数約 900名の

老人クラブがあります。 

若気会(わかきかい)は１･２区の住民を

対象として、100 名を超える会員を擁し、

坂本老人クラブ連合会（老連）の一団体と

して活動しています。 

昭和 40年に「諏訪の前老人会」として発

足し、平成 21 年に若い気持ちで仲間づく

りとの考えで「若気会」に改称しました。 

最近では会の活発な活動が認められ、岐

阜県老連より特定事業表彰を４回(平成

23･24･26･27年度)受賞しています。 

高齢化社会の中で、多くの老人は若い人

たちにお世話をおかけしたくないと思っ

ていますが、そのためすることは頭と体の

健康維持です。更に老人でもできる社会に

貢献する活動をして、すこしでも世のお役

に立ちたいとも思っています。 

人生を達観すると、お金ではなく、人に

喜んでいただくことが、自分の喜びとなる 

ものですが、若気会員はこうした思いで活動しています。 

主な活動をご紹介します。 

◆奉仕活動…諏訪神社清掃(月 1回)、地域周辺のゴミ・空缶拾い(偶数月）等 

◆親睦活動…茶話会、年 1回の旅行、夏祭等 

◆ふれあい・健康促進活動…保育園との交流会、ものづくり教室、料理教室、軽スポーツ 

運動会、マレット･グランドゴルフ、ペタンク、ウオーキング、認知症予防運動等 

◆友愛活動…老人施設の訪間、独居老人宅への訪問等 

昨年は、若気会の文集の作成に役員・会員の一同が取り組み、市の「中津川市がんばるサポ

ート事業」の補助を受け、５０年誌「若気会のあゆみ」を発行しました。 

これから高齢者が増える中、仲間づくりを大切にし、楽しく生きがいのある余生を送り、多

くの人達に喜んでいただける老人会にしていきたいと念願しています。 

若気会 会長 蜂矢信男 
 
 

発行：坂本地域まちづくり推進協議会   

発行責任者：市岡 勉  編集責任者：水野幸雄 

連絡場所：中津川市坂本事務所（ 0573-68-2001） 


