
女性対象 まちづくり懇談会の記録   

№ 項目 分類 質問・意見の要旨  回答等の要旨●11 月末日時点の対応状況（赤字は懇談会以後の状況です） 担当課 
 

1 
女性対象のまちづくり

懇談会について 
意見 

 地域で行っているまちづくり懇談会に行くのにはとても抵抗があった。

今回、このような女性対象のまちづくり懇談会をやっていただけてありが

たい。    

  今年度初めての取り組みとして、３会場で開催しました。女性の皆さんのご意見をお聞きする

場として今後も行っていきます。また、地域の方・グル―プ活動等の場へ、職員が出向き懇談さ

せていただきますので、お気軽に声をかけてください。 

経営企画室 

2 
女性相談窓口の利用状

況について 
質問 

 ４月から開設された女性相談窓口の利用状況、またどんな内容の相談が

あるのか知りたい。 

   現在１６件ほどの相談があります。４月１０日に常会文書で相談窓口開設のお知らせをし、当

初５件くらい続けて相談があり、その後は月１、２件となっています。 

 内容については、就労相談が多くなっています。地方事務所の就労アドバイザー等、各関係機

関と連携を取りながら相談に対応しています。 

経営企画室 

3 高齢者対策について 意見 

 常会の中に高齢者が多くなってきている。その方たちのお手伝いをどの

程度やってあげることが出来るのか。どんなことをやって欲しいのか。 

 元気で長生きして欲しい。そのために高齢にならない前の段階で、健康

を維持できるような取り組みを、町や地域全体で考えていただきたい。 

   町では、若いうちから検診を受けていただけるように進めています。 

 今年の７月からは“柿丸健康チャレンジ”という、ポイントを集めながら健康づくりへの関心を

高めていただける取り組みを始めました。自分でできることの目標を立て、毎日コツコツと続け

ていただくことが健康につながると考えています。地域で支え合うことや自分でも健康を意識し

て生活をしていただけるよう働きかけをしています。 

 高齢者等についての困りごとは、地域包括センターに是非相談していただきたいです。それぞ

れの事情に寄り添った相談、またサービスにもつながっていくようにしていきます。 

健康福祉課 

4 
地域のコミュニケーシ

ョンの取り方について 
意見 

近所付き合いを良くしたい。仲よくやっていきたいがどのようにしたら

良いか。子どものことで気になることもなかなか伝えられない。地域で子

どもの様子など見守れるような雰囲気にしたい。 

  子どもを通じての交流が出来る反面、子ども同士の問題で関係が心配になることもあると思い

ます。話をする機会を大切にしていきたいので、是非相談にお越しいただき、一緒に考えていき

ましょう。 

終了後日程を調整し、11 月２０日に相談に来庁されました。一緒にお話を聞く中で、帰りには

「心があたたかくなりました。」と言っていただきました。 

教育委員会 

5 

（資料の中 女性が活

躍しています！）の中

の、後継者不足につい

て 

質問 

日赤奉仕団の在り方について 

（実家の）山本では日赤活動が盛んである。炊き出しや、人を集めて訓練

などしている。高森町の日赤奉仕団の活動内容を知りたい。 

  高森町の日赤奉仕団の現状は、下記のとおりです。 

１分団（下市田）…組織なし、 

２分団（牛牧、上市田、大島山）…牛牧は常会で交代しながら活動。上市田はふれあい広場など

のお手伝い。大島山は組織なし。 

３分団（吉田）…活動しているのは４常会。 

４，５分団（山吹）…組織がある地域とない地域がある。 

 日赤の活動は地域のボランティア、まるごと収穫祭でのうどんの出店、水防訓練時の訓練、救

急法の訓練が主なものです。 

健康福祉課 

6 
お年寄りのケアについ

て 
意見 

お年寄りのケアをみんなでしたい。自分の住んでいる地区は、ケアマネ

ージャーやヘルパーの有資格者も多く、料理は１００人分くらいなら作る

ことが出来るという意見がある。近所の子どもを見てあげたいという気持

ちもある。だげど、このような話の発信が出来ない。 

子育ては一人だと不安、私たちが出来ることで精一杯助けてあげたい。 

  町には、地域で子育てを支援する方法として「ファミリーサポートセンター」があります。登

録制で、研修を受けていただきますが、世代間交流ができ今の保護者の思いを知る機会として預

かった方からもよかったという声をいただきます。女性の知恵、キャリアは子育てにもお年寄り

への寄り添いにも大きな力になります。一緒に活動について考えていきましょう。 

健康福祉課 

7 女性の検診について 意見 

 乳がんになり治療で苦しんでいる友達がいるため、より多くの女性に、

１年に１回は必ず検診を受けていただきたい。また、食生活にも気をつけ

ていただきたい。町でも呼びかけをしていってほしい。 

  検診を受け早期に見つけることで、治療ができるがんが増えています。生活習慣病も毎年健診

を受けていくことで重症化する前、予防の時点で経過を見ていくことが出来ます。町民の皆さん

にその必要性が伝わるようにお知らせをしていきます。 

健康福祉課 

8 
お年寄りの訪問につい

て 
意見 

 お年寄りの相談を受けるだけでなく、こちらから相談はないですかとい

う事をやって欲しい。自分の出来る範囲で何かしたいと思い、自分の子ど

もがお年寄りの家に遊びに行くようにして、地域のつながりを作っている。 

   町でも一人暮らしの高齢者の家には訪問しています。地域で声を掛け合うなどの、一人一人が

できることからやっていただくことはありがたいことです。 健康福祉課 

9 個人情報について 質問 

 地区の役員をしていて、名簿作成に苦労している。家の場所、名前等わ

からない。こういう状況の中で、今災害が起きたらどうなるのか不安であ

る。個人情報保護と言うけれど、安全を取るならどこまで個人情報保護す

ればいいのか。地区役員としてどこまで情報を流してよいのか。 

   災害が起きたときは、身体障害者手帳を持っている方の名簿情報を地域に出すことができるよ

うになっています。 

現在、各地区で地区防災計画の策定が進んでおり、完成した地区もあります。町では災害発生

時以外でも同意があれば防災訓練等で名簿が提供できるような仕組みづくりを進めます。 

総務課 

健康福祉課 

10 税金常会について 意見 
 １ヶ月に１回集まることによって、家庭の報告が出来たりする。近所の

助け合いは大切。 

  税金常会や色々な行事で地域のきずなが深まれば、温かな地域になると思います。 
経営企画室 

11 ボランティアについて 意見 

 ボランティアを考えた時、近所に声掛けすることもボランティア。声掛

けが地域に根付いていけば、若い人もお年寄も身近な人たちで支えていけ

る。情報も大事だけど、町の職員には細かいところで関わって欲しい。 

  普段の何気ないあいさつも大切です。町職員には、どんな細かなことでもお気軽にご相談くだ

さい。 健康福祉課 
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12 加工所について 意見 

 加工所がないのは近隣町村では高森町だけ。加工所等あれば他の所に行

って働かなくても、町内で働ける場所を作ってあげられる。 

  加工施設については、現在建設委員会を立ち上げ、整備に向けて進めています。加工施設では、

地元食材の加工や加工品を利用した料理教室等行っていただくなど、多くの方に利用いただける

施設にしていきます。 

産業課 

13 
女性グループのつなが

りについて 
質問 

 女性があちこちで活動しているのにつながりがない。“チームいるもんで

工房”がアグリ交流センターで喫茶店をやるようになった。火木土と営業し

ている。町はどのように関わってくれるのか。 

  アグリ交流センターの喫茶店については、地域の女性グループが思いを持ち応募していただき、

町としても目的と一致することからお願いすることになりました。是非ご利用ください。また、

女性グループの活動の様子などの情報発信も今後進めます。 

アグリ交流センターの建物の２階を含め、上段道路から見る景観はとても素晴らしいものです。

それを上手にいかした町の PR が必要です。産業課が主に携わってますが、女性グル―プが頑張る

機会にチームほっ♥たかもりとして何か関わることができるか等今後の課題と感じています。 

産業課 

14 
下市田３区の防災に関

して 
意見 

 防災に関しては、下市田３区はいろいろやっている。   町内でも、最も早く地区の防災計画づくりに取り組まれています。町としても、他の地区にご

紹介しています。 
総務課 

15 ボランティアについて 質問 
いろいろな手助けをしたい。ボランティアとして何をして良いかわからな

い。こんにちはコールで話をしたりするのは大切だと思う。 

  普段の何気ないあいさつも大切です。町職員には、どんな細かなことでもお気軽にご相談くだ

さい。 
健康福祉課 

16 役場の印象について 意見 

 高森に来て４年目。役場の敷居が高いと感じていたが、ちょっとしたこ

とを相談したときに、親身になって相談に乗ってくれたことがあり、うれ

しかった。 

 ありがとうございます。町民の皆さんに寄り添い、役場が敷居が高いと感じられることのない

よう、職員も努めてまいります。 総務課 

17 公民館活動について 意見 

 町の活動がどんなことがあるのかわからない。例えばスポーツや公民館

活動など、もっと紹介してほしい。 

保育園の保護者など子どもを通じてのつながりはあるが、他のつながりが

乏しい 

  ママさんバレーの情報はお知らせします。 

 お知らせ版の「生涯学習情報」の出し方を考えます。また、「生涯学習情報」にスポーツに関

しての情報も掲載できるように考えていきます。 

 公民館活動も、できあがった中に入っていくのは勇気がいると思うので、受け入れ方も考えて

いく必要があります。 

チームの紹介をさせていただきました。 

教育委員会 

18 若者の参加について 意見 

 役場の職員が中心になって、以前の「よさこいグループ」のようなもの

を復活させてほしい。 

 まるごと収穫祭も若者が中心になっている感じがしない。一大イベント

なので、みんなで盛り上げると良いのに、もったいない。 

  もし、何かやりたい活動が合ったら、役場の職員誰でもいいので、声をかけてください。 

また、サークル活動など広報・HP等で紹介していきます。 教育委員会 

経営企画室 

19 
ケーブルテレビについ

て 
意見 

 以前、ケーブルテレビに加入していないときは、音声告知放送がなく、

情報を得られなかった。今回のまち懇も音声告知で知った。何かをしなが

らでも耳に情報が入ってくるので、音声告知は良いと思う。お知らせ版や

広報は１度見たら終わり。ケーブルテレビは、自分でテレビを付けないと

情報を得られない。インターネットより音声は手早く簡単に情報を入手で

きる。                                                                           

  ＣＡＴＶの加入率は、アパートを除き 69％。電話機能を無くしたことで、インターネットを使

わない高齢者の脱退が増えています。 

今、役場からのお知らせも音声告知が減っていますが、音声告知はラジオのように何をしてい

ても耳に入ってくるので活用について考えていきたいです。 

家事で台所に立つ時間などに温かな情報について流すのは、とてもいいことだと思います。 

経営企画室 

20 役場の情報発信力につ

いて 
意見 

 役場の情報発信力が弱いと言われていることについて、みんなどう思っ

ているか。情報発信力が弱いのか。高齢者などは受け取れないのではないか。 

  町民の皆さんの年齢、立場によって、必要な情報、伝わる方法など様々あり、工夫が必要と思

います。また、必要な情報を把握し、取り上げ発信していくことも大切です。 

今後、広報とお知らせ版に載せる情報のすみ分け、HP への掲載の仕方等検討をしていきます。 

今回出していただいたご意見を参考にしていきます。 

経営企画室 

意見 
 発信する情報が多すぎて、うまく受け取れない。お知らせ版も月２回あ

るが、毎回毎回、情報が多くてうまく使いきれていない。 

 

意見 
子育て中のお母さん方は、健診の情報でも必要な時しか見ておらず、月

2 回のお知らせ版の情報が十分目に入っていない。 

 

意見 
 お知らせ版は毎回必ず読む。給付金の請求など、必要な情報が書いてあ

ると思うので、お知らせ版は必ず読むようにしている。でも、見づらい。 

 

意見 
 同じことを伝えていても、新聞だと「大きなこと」として捉えられる傾

向がある。 

 

意見 

困っている方を助ける制度や、子育て中のお母さんたちを支援する制度は

充実していると思うが、制度を知らない人にどう周知するかが課題。利用

したい時にどうしたら良いかがわかりづらい。また、本当に支援が必要な

人に、その情報が届いていなかったりする。 
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21 
乳幼児健診の情報につ

いて 
意見 

 乳幼児健診の日程が、出るのが遅い。飯田市は、年間計画が出ている。

働いていると、休みがとれない。年間計画で流し、近くなったら音声告知

を流すと良いと思う。 

  年間計画が出せるよう検討します。少しでも早い時期にお知らせできるようにしていきます。 

健康福祉課 

22 
じーじばーば交流につ

いて 
意見 

 一人暮らしのお年寄りが保育園のじーじばーば交流に来てくれたこと

で、近所の園児がそのお家に遊びに行くようになり、つながりができた。

高齢化社会に向けて、自分たちも何ができるのか。 

  高齢者支援のサービスは色々あります。しかし、型にはめたサービスでなく、必要なのは「少

し気に掛ける」などの人とのつながりであったりするのではないかと考えます。高齢者の支援制

度を利用する前の、型にはめたサービスではないところに、本当のニーズがあるのではないかと

思います。 

健康福祉課 

保育園 

23 健診の通知について 意見 役場からの健診の通知が年々見やすくなっている  毎年、町民の皆さんの意見をもとに工夫するようにしています。 健康福祉課 

24 

病児・病後児保育につ

いて 

意見 健和会病院内にある「おひさまはるる」は、一度医者にかからなくては

利用できない、もっと気楽に利用できる町内の施設が欲しい。 

 病児保育は、子どもの健康状態の確認が大切になりますので、医者の診断を受けた上でお預か

りさせていただくことになります。 

お子さんが病気の時は、保護者がお休みできる体制づくりを企業などに働きかけることも必要

です。 

教育委員会 

25 

子育て支援センターの

場所について 

意見 高森町の子育て支援センターは、役場や図書館、保健センターに近いの

で安心感がある。これは他の市町村にはない良さだと思う。また、健診時

も支援センターが近くてありがたい。 

ただ、乳幼児と保育園入園前の子どもが一緒に遊ぶには狭いし危険があ

る。また、2 歳児の遊びのパワーを満足させるだけの広さがないと思う。 

 中学校などでイベントがあると役場駐車場が使えないのが残念。 

 子育て支援センターは、図書館・役場に近く立ち寄りやすいということで、あの場所に現在あ

ります。現在、利用いただいている保護者の皆さんに、その良さを感じていただけているのはあ

りがたいです。ご指摘のとおり、2 歳児の遊ぶ場としては少し狭いと感じます。つどいの広場や 2

歳児対象の教室については、広い場所で活動が行えるようにします。 
教育委員会 

26 
学童保育について 意見 学童保育の場所が狭い。   学童保育の利用者が増えている中、場所の検討が必要になります。子ども子育て事業計画の中

で、場所・利用方法などの検討をすすめ、平成 31 年度までには改善をします。 
教育委員会 

27 

防犯対策について 意見  道が暗いので街灯の設置をお願いしたい。 

各家庭においても夜 9 時までは玄関の灯りをつけるなど、協力し合う意

識も大切。 

玄関の灯りはお年寄りの安全確認にも利用できるのではないか。 

  街灯については地区計画からあげていただいています。通学路などについては、PTA の声を反

映させる方法も必要と考えています。 

 ご意見のように、各家庭で出来ることから実践していくことは大切なことです。 

総務課 

教育委員会 

28 

町の図書館について 意見  町の図書館が、配置が変わって利用しやすくなった。 

 読書通帳（読書記録）を導入してほしい。子どもに限らず一生の宝にな

る。読書週間やスタンプカードなどで子どもが喜ぶ取り組みの工夫が必要。 

 読書通帳は、上田市などで取り組みが始まっています。貸出履歴を利用者が自分で読書通帳に

記帳し、読書意欲、図書館利用を促進するものです。町では、2 年後に図書館のシステム改修が

ありますので、その際に取り組みが出来るよう進めていきます。 

教育委員会 

 


