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平成３０年度 第５回美篶地域協議会会議録 

開 催 日 平成３１年２月２２日（金） 

開 催 時 間 開 会 午後６時３２分 閉 会 午後７時４０分 

開 催 場 所 美篶きらめき館 第１、２会議室 

委員の出欠 

 

出席１３名 

欠席 ７名 

 委員氏名   委員氏名   委員氏名  

1 中山 一成 出 ８ 吉田 宮雄 出 15 丸田 旭雄 欠 

2 中澤 春樹 欠 ９ 橋爪 依二 欠 16 伊藤よし子 出 

3 木下 隆人 出 10 小林 光洋 出 17 兼子 俊彦 出 

4 矢島 莊衛 出 11 中村 敏一 出 18 大羽みのり 出 

5 山崎  勝 欠 12 遠山  豊 出 19 黒河内 浩 欠 

6 根津 二郎 出 13 渋谷  明 欠 20 白鳥 敏明 出 

7 小松 千里 出 14 山岸眞由美 欠    

署名委員 大羽 みのり 白鳥 敏明  

委員以外 

の出席者 

 平成３１年度美篶地区区長会 三役 

 会長 赤羽 今男、副会長 有賀 春孝、会計 矢野 清志 

市 側 の 

出 席 者 

 なし 

出席した 

事務局職員 

美篶支所長  伊藤 明生 

協議事項 

 

１ 地域の課題について 

２ その他 

 

配布資料 １ 名簿 

２ 地域の課題について 

(1) 子育て支援、魅力ある地域づくりについて 
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■概要 

１ 開会  

  伊藤美篶支所長の進行により、午後６時３２分に開会する。 

 

２ あいさつ （中山会長） 

 

３ 会議録署名人の指名について 

会長から、１８番委員 大羽 みのり委員と、２０番委員 白鳥 敏明委員を指名 

 

５ 協議事項（会長議長） 

 (1) 地域の課題について 

  ア 子育て支援、魅力ある地域づくりについて 

  （会 長）前回、１１月の協議会において、次回の協議会において時間をかけて協議す

るということになっていた。本日の会議資料として、この議題に対する今後の

協議の進め方の案を作成し、お配りしてある。委員さんに協議していただく前

に、その案について、事務局から説明してもらう。 

       なお、説明はアンケートの内容の手前まで、お願いしたい。 

   事務局から、配布資料に基づき説明 

  （会 長）事務局から、前回の協議会でも報告した委員に対する美篶の魅力と地域づく

りに関するアンケートを行ったが、美篶区民の意見も聞く中で今後の検討をし

ていきたい。ニ役及び関係者と協議する中で方向を出させてもらった。事務局

の説明に対し、質問、意見があったらお願いしたい。 

  （委 員）対象が一般で、抽出、不特定多数ということは分かるが、子育てをターゲッ

トということであれば、ＰＴＡの支部長とか、実際に子育てに関わっている世

代に役員としてアンケートに答えてもらう。一般とダブルで、一般と同じ質問

で、できないか。 

  （会 長）そのほか意見、質問はありますか。 

  （委 員）地域全体で、大きなことをやっていくということなので、パブリックコメン

トは、必要になると思う。広くみんなの考えを吸い上げることは必要だと思う。 

       小学生、中学生が対象、地区の住民にもパブリックコメントを求めていった

方がいい。新山が成功例として報告されていて、新山の定住促進協議会の田畑 

正敏会長と地域の存続の取り組みとして、若い人だが竹村 和久氏の話を聞い

た。「最初の内は意見が出るが、身に迫ったかたちではなかった。途中で、ス

ピンアウトする人も出、途中で投げ出そうと何回も思ったとのこと。女性をメ

インにやりだしたら、かなり進捗してきたということ。すべて行政にお任せで

なく、自分たちができることを精一杯やっていると、それを行政は黙ってみて

いられない。」という持論。 
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       美篶地区も支部によっては数年で５人ぐらいの子供たちになってしまう。こ

れは他人事でなく、新山の成功例を学ぶべきところがたくさんあるのではない

かと感じている。パブリックコメントが必要と思う。 

  （会 長）先程の提案に対して、事務局はどうか。 

  （事務局）ＰＴＡの支部長という方針が出れば、ＰＴＡや学校と相談してやっていきた

い。 

  （会 長）一般の人と合わせて、子育て世代そのものを抽出してもらいたいということ

なので、小学校ＰＴＡや保育園から５人とか１０人というものを加えていきた

い。同じようなかたちで可能なのでやっていきたい。 

  （委 員）設問の中に、子育て世代が抱えている悩みをくみ上げるような設問がない。 

  （会 長）後で、アンケートの内容の論議の時にお願いしたい。 

  （委 員）ＰＴＡと保護者会の各支部の役員、１２人でいいのではないか。なるべく若

い人が多いほうがいいと思う。 

   （会 長）女性の意見ということもあるので、役員は男性が多いと思うので、男性１名、

女性１名というかたちで出してもらえばよいのではないか。 

  （委 員）各地区の役員の正副は、男性、女性はどうか。 

  （委 員）支部ではそうなっていないが、ほとんどがお父さんである。 

  （委 員）奥さんと相談して書いてもらうように、ただし書きをしたらどうか。 

  （会 長）支部長へお願いするとしても、女性とだれか出してほしいとお願いすればど

うか。 

  （委 員）依頼の仕方を工夫してもらいたい。 

  （委 員）保育園は支部長がいないが、理事がいる。 

   （会 長）そのほかどうか。こういう方針で進めていきたいということに対してどうか。

アンケートの内容については、後で説明を受けてからで。 

       こういう方向で進めていくということで、実施時期はどうか。 

  （事務局）小学校に話をしたところ、「今年の６年生が美篶の宝について勉強してきた。

アンケートするなら、今年の６年生にやってほしい。５年生になるとアンケー

トの回答はむずかしい。」という話を教頭先生からもらっている。お願いする

なら、３月の卒業式前かと思う。 

  （会 長）いいですね。その時期で。この方針については、これで進めるということで、

よろしいか。 

  ～了承～ 

  （委 員）若い世代を中心にという話であるが、高齢の方の意見もどうか。 

  （会 長）年代で抽出をします。７０台、８０台、９０台。高齢者も入ってくる。高齢

者は入れるようにする。 

       アンケートの内容の方に進みます。 

  （事務局）高齢者の意見もと出されたが、アンケートの原案では、美篶小の６年生と東
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部中２年生で美篶の生徒、一般の方は、高校生以上で、あまりにも高齢の方は

アンケートの記入ができるかと思い、７５歳未満ぐらいがいいのではないかと

してあり、その中から１００名を抽出したらどうかとしてある。年齢をもう少

し上までしてほしいということであれば、意見をお願いしたい。変更すること

はやぶさかでない。ＰＴＡ、保育園は、学校等と後で詰めさせていただきたい。 

   事務局から、配布資料に基づき説明 

  （会 長）アンケートの詳細について、説明があった。意見をお願いしたい。 

  （会 長）設問の内容についてはどうか。  

 （委 員）設問の中で、(4) 美篶に関する偉人や先人のところで、「どんなところやもの

ですか」。合わない、「人ですか」とかに。ひらがなにすると「もの」ってなん

だということになってします。「どんなところや人ですか」に直したほうがよ

い。 

 （委 員）場所ではないから、「人ですか」でよい。 

 （会 長）「どんな人ですか、分かったら書いてください。」 

 （委 員）下にどんな理由ですかという設問があるから、いいのではないか。 

 （委 員）(5) の保育園と小学校は、「どんなところですか。」でいいのではないか。 

「もの」はいらない。 

  （会 長）「もの」が入っていいのは、(2) (3) で、あとは、「もの」はいらない。 

      (1) は花もあるので、「もの」はいる。 (4) (5) は、「人ですか」、「ところです

か」でよい。 

  （委 員）３枚のアンケートを見て、美篶地区在住の方へのアンケートは、先程パブリ

ックコメントの話があって賛成だが、もう少し中身を要約して、「美篶の優れ

ているもの」と「今後どうしたらいいか」の２つぐらいを回覧版などで、地域

の方にやっていることを、答えが来る、来ないは別として示していったほうが

よい。何かあれば、美篶支所にアンケート用紙を置いてあるとすれば、正にパ

ブリックコメントになると思う。 

       小学校の方で見ると、質問が改行されて次ページに飛んでいるところや回答

欄が次のページに行っているところがある。設問は同じページになるようにす

る。設問３の①は、「      を、      して、      美篶

になってほしい。」は、同じページにすると、回答する方が、理論づけた回答

することができると思う。中学校の方も同様に改行を見直せばいいと思う。 

  （会 長）文書の体裁の関係については、見やすいようにする。パブリックコメントで

話があったが、ほかの方は、意見はどうか。 

  （委 員）アンケートを実施するということと、抽出でお願いするが、手を挙げて答え

たい人がいれば、用紙は用意してあるので、連絡ほしい。ということでパブリ

ックコメントになるのではないか。ただし、忙しい。 

  （会 長）一応、学校の関係は３月だが、一般は、大変なので、年度をまたいでもいい
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と思う。３月の市報等に出して、４月中に提出してもらうことでいいのでは。

現委員は、もう一年間あるし。そういう方向でよろしいか。 

  （委 員）各区長に回してもらえばよい。 

  （委 員）居住地は４つのブロックに分かれているが、４つのブロックの区分けはどう

か。 

  （事務局）中部が大きいので、中部をひとくくりにするのがいいのかと思った。昔の大

島村が大きいので、東部、中部、西部の区分けだとおおざっぱすぎると思った。 

  （委 員）１、２、３、４とあえて番号を付けなくてもよいのではないか。区名の一覧

を載せておけばよいのではないか。 

  （委 員）並べておくと、自分のところへ〇をつけてもらえるのでは。 

  （事務局）１２区を全部並べておけばよいということか。 

  （委 員）東部、中部、西部の３地区なら〇を付けると思うが、男女の性別は〇を付け

てくれると思うので、居住地は自分のところへ〇を付けてくれると思う。あえ

て、１、２，３、４と番号を付ける必要はない。 

  （会 長）居住地も抽出の対象に入れるのか。 

  （事務局）抽出は完全無作為になる。 

  （会 長）年齢別だけだね。 

  （委 員）役員にお願いするなら、全役員にお願いする。 

  （事務局）１２区すべてに〇が付けられるようにしておけば無難ということですね。 

  （委 員）当てはまる番号となっている。 

  （事務局）そこを少し変えます。 

  （委 員）まとめるときに地区ごとの考えをまとめるということか。 

  （事務局）単純アンケートと、例えば年齢別にみるとか、地区別にみるとか、性別でど

うかというときに、条件を付けておくと、分析はしやすくなる。 

  （会 長）男女、年齢の関係はすぐできると思う。居住地はばらつきがあるので、果た

して、居住地の分析ができるのかということが分からないが、自然環境とか、

伝統・文化財は、区に〇を付けてあれば見当がつくと思う。分析に使うとすれ

ば、４地区では共通性がない。この地区においては、分析は不可能かと思う。   

 （委 員）何でもの設問の中に、子育て世代の方には、日ごろ感じている地区での課題

や感想、子育てのしやすさとかを書いてもらえばいいが、注釈を入れるとかし

て書いてもらえるようしてほしい。 

 （会 長）小中学校を除いたアンケートには入れて行く。もう一項目。 

（委 員）子育てに関することを自由に書いてもらう。 

（会 長）設問５でなんとかできるのでは。 

（委 員）区への回覧でいいので、美篶地域協議会がやっていくこと、アンケートを近々

にやっていくことはアナウンスしていかないと、「地域協議会は、何をやってい

るのか。」という話になりかねない。やっていること知らしめ、知ってもらうと
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いうことが必要。 

（会 長）やるということで先程話をし、承認してもらった。 

      一般のアンケートで、設問５の前に入れ、設問５を子育てに、設問６を小学校

に、という感じ。 

（委 員）設問５として、子育てに関する意見、要望があったらと。 

（委 員）何でもいいというと、書かない人が多い。せっかくだから入れてもらう。 

（委 員）一般の人のアンケートに入れるということでいいか。 

（会 長）こういう方向で、入れていきたい。 

（委 員）一般の人のアンケートの説明が先程の説明と異なる。区を通じて又は返信用

封筒に切手を貼ってなどとなっている。 

（事務局）アンケート案の作成後、変わったので、申し訳ない。直します。 

（会 長）指摘のとおりである。 

（委 員）切手貼って出してくれというと、怒られてしまう。 

（会 長）至急作成して、出さなければならないので、事務局でももう一度精査し、意

見を反映し、作っていきたい。本日、言い忘れたことがあれば、なるべく早め

に事務局へ言ってほしい。今、気になることがあれば出してほしい。 

（委 員）取りまとめが長丁場になると思う。第１弾を行ったうえで、新成人に対して

も何か聞きたい。ちょうど外へ出ていて、戻るのかどうかという世代に、成人

式の時などに第２弾を聞いてみたい。これから美篶に戻ってくるのか。 

（会 長）成人式は、各種団体協議会の開催、実行委員会なり、公民館の方で準備は進

めていく。 

（委 員）多項目でなくて、外へ出ている子がほとんどなので、「何を考え、美篶を見

ているのか」を聞いてみたい。１枚組ぐらいのアンケートで。 

（委 員）案内通知に同封して、持参してもらうとか。 

（委 員）成人式は公民館主催ではやっていない。各種団体協議会が主催で実行委員会

を立ち上げている。数年前まで、その線引きが分からないということで、式辞

まで公民館長が行うはおかしいということであった。市内の館長会で意見を出

し、やめた。主催は市なので、長がビデオレターでいうのはおかしいので、全

部回ってくださいと話したが、回り切れない。今、あり方検討会を立ち上げて、

１８歳成人式の話がある中で、一か所でまとめて行うのか、今までどおり、各

地区で、小学校や中学校を卒業したものを地区で祝うのか、検討していくこと

になっている。 

    今までも成人式に関するアンケートは取っていた。それに追加していくことは

可能と思う。成人式の場合は、美篶地区に住んでいない子どもにも通知が行く。

当時、美篶の通学区にいて卒業した子どもへ通知が出るので、今住んでいると

ころの成人式に出るのか、小中学校を卒業した伊那市に出るのか、どっちに出

席するのかは本人任せで、自由にしている。 
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（会 長）美篶小学校を卒業した人が多く、いったん外へ出ている人も多い中で、美篶

をどう思っているのかを第２段の中で意見を聞けば、この協議の中で進むので

はないか。成人式は各種団体協議会で行い、実際に進めるのは公民館の主事な

ので、お願いし、一検討し、可能であれば意見を聞いてみたい。そういうよう

に進めていきたい。 

（事務局）通常回覧文書等は、毎月１回の市報と一緒に区長さん等へお願いしている。

その流れで行くと３月は２６、２７日になり、かなり向こうへ行ってしまう。

例えば、途中でアンケートのアナウンスの回覧を区長さんへ持っていって、回

覧してもらうことは可能か。 

（オブザーバー）地区によって異なるかもしれないが、原則、市報が届いたときに回す

が、その中間で各団体から来るので、必要に応じて、緊急度を勘案しながら、

その月に２、３回ぐらいは回している。ほかの地区では事情があるかもしれな

いが、不定期な回覧は、自分の地区では可能である。 

（事務局）ぜひご協力をお願いいしたい。 

（会 長）無理な区はやむを得ない。 

（事務居）ＰＴＡは３月までは、今の方が任期ということでよいか。例えば、そういう

ことにはしないが、極端なことだが３月３１日にお願いしてもいいのか。 

（会 長）支部長会はもうないのか。 

（委 員）支部長会はもうない。ＰＴＡ総会が３月２２日にある。そこで最後の顔合わ

せがある。 

（委 員）１年間、役員としてやった現役の人の方がよい。 

（委 員）締め切りをすべてまとめてしまうと、整理する人が大変だ。 

（委 員）五月雨式でいいのでは。 

（会 長）小中学校は別としても、あとは、少し考えた方がいい。３、４、５月はアン

ケート月間で。 

（事務局）ＰＴＡ、保育園とも現の役員ということであれば、お願いだけは３月中に行

うということで準備を進めたい。 

（会 長）だいぶ具体的に話が出され、何とかできそうな状況である。今日、出された

意見を基に、早急に進めさせていただく。何かあったら、早めに事務局へ言っ

てほしい。次の議題へ進む。 

  イ その他 

（会 長）何かあるか。 

（事務局）特にありません。 

（委 員）社協では年度替わりということもあり、市社協からの説明の時間が多いが、

２５日に地域社会福祉協議会の正副会長を集め、会議を行う。ほとんどの地区

で福祉懇談会という名のもとに、地域ケア会議を行っている。主眼は高齢者の

互助組織をどうにかするになるが。これにこだわらず、地域の課題を今後どう
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していったらいいか、各地区で年に１回は話し合う地域懇談会が社協の活動で

ある。美篶地域協議会の方で話題になっていることも、つないでいくというこ

とでよろしいか。アンケートすることについて。 

（会 長）宣伝してください。 

（委 員）高齢者についての課題も当然ある。地域懇談会を行っていない地域も２、３

あるので、全部とは言わないが、地域福祉懇談会の中で高齢者の問題をどうや

って行っていったらいいか話し合っている。美篶地区全体としては、昨年やり

かけたが、まとまりがつかなくて失敗した感がある。美篶地区全体でなく、各

地域内では今後も地域課題をどうしたらいいか、徐々に深まっていくのかと感

じていることを、この場でつないでおきたい。 

（会 長）いわゆるパブリックコメント等も行うということを、２５日の会議に資料は

間に合わないと思うが、口頭で役員の方にお願いしますということでお願いし

たい。 

（委 員）会長も出るので、忘れていたらお願いしたい。 

 

５ その他 

（会 長）その他について、事務局から、お願いしたい。 

（事務局）手元に次回の通知を配付してある。３月２５日、月曜日、午後７時頃から、

各種団体協議会運営委員会に続いて、地域協議会をお願いしたい。アンケート

の関係は間に合わないが、現在募集している「協働のまちづくり交付金事業」

について、交付金事業として妥当かどうか審査をしていただく必要があり、そ

の審査を次回にお願いしたい。 

     合わせて、各種団体協議会運営委員会を地域協議会に先立って、午後６時 

３０分からお願いしたい。その案内を配付してあるので、お願いしたい。 

 ２９年度の三役は、地域協議会から出席をお願いしたい。現年の三役は、各

種団体協議会運営委員会に続いて、本日と同様に、地域協議会はオブザーバー

でご出席願いたい。 

 なお、運営委員会は、次第に記載された事業を予定しているので、具体的な

内容について協議をお願いしたい。 

  （委 員）各種団体協議会のことだが、昨年、桜のライトアップ点灯式がかなり咲いて

から行われた。ここで決めることではないと思うが、２５日ではあまりにも忙

しい。 

（事務局）昨年は４月６日に行った。区長会でも説明したが、５日を予定日としたい。

開花がだいぶ早くなるかもしれないが、今のところ、高遠の開花予想が４日に

なっている。ライトアップに点灯式の内容は、審査してもらうが、美篶小学校

の子供に参加してもらい点灯の宣言をしてもらおうと考えている。４日の入学

式より後の方がいいので、最速で５日かと考えている。もしかしたらだいぶ咲
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いてしまっているかもしれない。 

（会 長）昨年も高遠の開花に合わせたというかたちにしたが、それ自体が遅くなって

しまった。 

（事務局）もしかすると、３月末頃咲いてしまうかもしれない。かと思えば、おととし

は、点灯式の時はつぼみであった。むずかしい。 

（委 員）予測が難しい。 

（会 長）天気には勝てない。 

（委 員）小学生が来るとなると、明るいうちでなくていいのか。 

（事務局）学校と話した中では、児童会の代表の方、何人かで、親御さんが連れてきて

もらうかたちで話をしている。 

（委 員）水路もあるので、安全だけは気を付けてほしい。 

（会 長）その他、ありますか。 

  ～なし～ 

 

６ 閉 会 

  副会長から閉会のあいさつ 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

会    長                 

 

会議録署名人                 

 

会議録署名人                 

 


