
2014 年 8月号 №50

HP http://www.takenet.or.jp/~ushida/

e-mail ushida@takenet.or.jp

発行：牛田けいいち後援会（中津川市苗木 2110）

TEL.0573-66-6926／FAX.0573-65-6924

２０１４.８

～住んでみたいまちづくり～ 定住推進部の役割が重要！
平成２６年度、第１回目の所管事務調査を開催しま

した。今回は、定住推進部の「移住定住」としました。

選定理由としては、リニア中央新幹線で活性化を期

待する気配もありますが、基本的な中津川市の移住

定住施策がどのように取り組まれているのか調査す
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るものです。

【現状１】各地域の人口推移 市民課：住民基本台帳

平成 12 平成 20 平成 25 増減

中津 28,867 28,586 27,914 －953

苗木 6,629 6,425 6,443 －186

坂本 12,273 13,011 13,011 ＋738

落合 4,394 4,298 4,000 －394

阿木 2,847 2,826 2,481 －366

神坂 1,006 873 842 －164

旧市 56,016 55,819 54,691 －1,325

山口 2,051 1,990 1,838 －213

坂下 5,653 5,304 5,000 －653

川上 1,022 1,000 903 －119

加子母 3,540 3,340 3,127 －413

付知 7,034 6,648 6,214 －820

福岡 7,371 7,333 7,082 －289

蛭川 3,928 3,763 3,532 －396

旧町村 30,599 29,378 27,696 －2,903

合計 86,615 85,197 82,387 －4,228

出典：総務企画委員会資料

所管事務調査：各委員会の所管する事項を調査する権
限があります。総務企画では、市長公
室・総務部・企画部・定住推進部・消
防本部等です。

活かした取り組みが重要となってきています。
【現状２】近隣市の人口動態 平成 25 年 10 月 1 日現在

中津川市 多治見市 恵那市

人 口（人） 79,438 111,096 52,256

出 生（人） 642 796 381

死 亡（人） 1,033 1,026 672

増 減（人） －391 －230 －291

転 入（人） 2,037 3,455 1,342

転 出（人） 2,203 3,692 1,652

増 減（人） －166 －237 －310

人口増減（人） －557 －467 －601

増減率（％） －0.70 －0.42 －1.14

増減率：岐阜県の平均は －0.56％
移住定住施策は、幅が広く難しい課題であり、

市全体が同じ方向に向かいやすい組織の再構

【定住推進部の考え方】

市民・企業からも選ばれる中津川を目指す。

●組織の目的

人口減少に歯止めをかける施策の推進を強化し

移住定住施策の取りまとめ及び調整を図る。

●定住推進部の優先課題＝人材育成

人材育成は、全ての取り組みにつながるため最重

要課題と考えている。

（産業人材・芸術文化後継者・地域リーダー）

●主な移住定住戦略

①若者の U ターンを促進

②人づくりを PR

③子育てしやすいまちを確立

④多様な住まい方のニーズに対応

⑤安心・便利な暮らしをレベルアップ

⑥産業を多面的に支援

⑦自主自立の地域づくり

⑧８万人の健康づくり
全国知事会議で「人口減少」が重大な問題と

取り上げられています。中津川市も地域特性を
組織内討議資料

（富士通テン） 全富士通労連）定期大会

築が重要ではないかと考えます。
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南木曽町土石流災害 ～明日は、わが身～

7 月９日に発生した南木曽町の土石流災害は、大

きな爪あとを残した。「白い雨が降ると蛇（じゃ）抜

けが起こる」。南木曽町では、たびたび起きる土石流

を「蛇抜け」と呼び、白く視界が遮られるほどの雨

に注意を促してきた。だが今回、町の避難勧告が出

されたのは土石流発生の約１０分後だった。

６人が犠牲になった 1969 年の土石流の後、梨子

沢には砂防ダムが三つ整備されたが、10 日の国土交

通省の調査ではうち二つは満杯になっていた。

リニア岐阜県駅

中央新幹線環境影響評価書によれば、東京—名

古屋間約 286km のうち、岐阜県を通過するのは

約 55km で、県内区間の 88％がトンネルを走行

する。あかり（地上走行）区間はわずか 12％だ

が、その一部が中津川市を走行する。

中部車両基地

中津川市は、沿線都府県に一つずつ設置される

駅に加え、東京—名古屋間で２ヶ所の車両基地の

１つが設置される。この車両基地は、かねてから

岐阜県が設置を働きかけてきた結果実現したも

ので、唯一整備工場が付帯しており、約 65ha の

敷地規模である。車両基地は、約 1,500 人とも

推定される雇用だけでなく、広く地域経済へ活力

を呼び込むものと期待されている。

出典：岐阜県リニア中央新幹線活用戦略研究会

「リニア」コーナー

被害に遭った南木曽町

【ボランティアに参加して】

７月 16 日・17 日とボランティアに参加しま

した。初日は、家の軒下の側溝に溜まった泥を取

り除く作業でした。泥は、臭く水分をたっぷり含

んで大変重たかったです。翌日は土埃の中、約

20 名で泥出しと家財等の搬出を手伝いました。

防災士として、ボランティアセンターの運営状

況を確認することができ、ボランティア受け入れ

→作業内容と人員の組み合せや配車の仕方など

大変参考になりました。
【中津川の遊砂工は大丈夫か？】

恵那山・前山に源を発する四ツ目川は、急な斜

面を流れ下り、昔からしばしば山崩れや土石流の

被害をもたらしてきました。1932 年（昭和７年）

８月 26 日、集中豪雨で発生した土石流災害「四

ツ目川災害」での被害は、死傷者 26 人、被害家

屋 500 戸以上と大きな被害を及ぼしました。。

これを契機に、37 年から国が直轄事業として

砂防えん堤建設を進め、遊砂工が 2003 年（平成

15 年）に完成しました。

遊砂地内の堆積土砂量は、昭和７年８月に発生

した四ツ目川災害と同じ量の土砂約 20 万立方メ

ートルを貯めることができる施設です。
組織内討議資料

２日（土）夏祭り（瀬戸の里）

４日（月）先進地視察～６日

８日（金）富士通テン労働組合）定期大会

11 日（月）議会改革特別委員会

12 日（火）議員連絡協議会

13 日（水）おいでん祭

14 日（木）ギオンバ（８区）

苗木あんどん祭り

19 日（火）行政視察（議会改革特別委員会）

21 日（木）富士通テン協力会）研修会～24 日

25 日（月）議会改革特別委員会（協議会）

市政懇談会（中津南地区）

26 日（火）四ツ目川災害祈念祭・防災講演会

27 日（水）区長会連合会との懇談会

29 日（金）市政相談会・地区役員会

30 日（土）納涼祭（手話サークル）

31 日（日）防災フェスティバル

８月の予定

四ツ目川の砂防事業は、これまで 26 基の

ダムが築かれ、その遊砂工が公園として整備

されてきました。南木曽町の災害では、砂防ダ

ムが 3 基整備されたが、うち 2 基は満杯にな

っていた事実があります。

中津川市の砂防ダムの現状を早急に確認し

たいと思います。

四ツ目川遊砂工


