
    【編集の記】  

 今年の夏も、みすぎの花

火が山々に轟き、たくさん

の子どもたちの歓声が響

きわたりました。 

 公共交通講演会や地域

医療を考えるワークショッ

プには、たくさんの住民の

方々に参加していただき

ました。 

 いつまでも、子どもたち

の元気な声が飛び交うよう

な「まちづくり」のための、

「きっかけづくり」に役立っ

てもらえればと思います。  
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第24回みすぎ夏まつり納涼花火大会 

 美杉の夏の風物詩「みすぎ夏まつり納涼花火大会」が、７月２１日（土）に開催され

ました。 

 「感動！山々に轟く みすぎの花火」をテーマに、打ち上げ花火、手筒花火、子ども

盆踊りやよさこい踊りなど盛りだくさんの内容で行われました。 

 当日の日中は、雨も降ったりしていましたが、開催時間には空も晴れ上がり、大輪

の花火が美杉の夜空を彩りました。 
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 ８月１３日（月）、伊勢地地域住民センター前広場において、

伊勢本街道伊勢地宿の「あんどん点灯式」が行われました。 

 このあんどんは、伊勢本街道をあんどんでつなごうと活動され

ている「光れ街道夢おこしの会」から贈られたもので、これまで

も多気宿、奥津宿にも贈られており、今回で美杉地域内の伊勢本

街道沿線地域が、あんどんでつながりました。 

 点灯式は、主催する伊勢本街道を活かした地域づくり協議会の

齋藤会長のあいさつ、光れ街道夢おこしの会の前川代表からのあ

いさつの後、あんどんの贈呈を受け、花火とともに一斉に点灯

し、訪れた人々は懐かしい屋号に思いを馳せ、いにしえの伊勢本

街道の話を古老から聞いたりと盛り上がりました。 

 また、この日は、伊勢地地区が主催する「いせじ夏まつり」も

開催され、地域の方やお盆で帰省中の方などで、たいへん賑わいました。 

伊勢本街道伊勢地宿「あんどん点灯式」 ８／１３ 
             伊勢本街道を活かした地域づくり協議会 

  津ＰＴＡ連合会 地域まるごと体験教室 in 多気（多気の郷元気づくり協議会） 

 ７月２８日（土）、美杉町丹生俣の多目的集会所において、津ＰＴ

Ａ連合会主催「第２回地域まるごと体験教室」が開催され、市内の小

学生、保護者約１２０人が参加され山里の自然を楽しまれました。 

 この催しは昨年の第１回から、「多気の郷元気づくり協議会」が企

画運営をしています。八手俣川での、あまごつかみ・川遊びで始ま

り、飯ごう炊さん・あまごの塩焼き体験を行いカレーで昼食をいただ

きました。午後からは、この地域の

自然・産物を肌で感じてもらえるよ

う、「里山散策」「こけ玉教室」

「木工教室」の３班に分かれて行動しました。参加してくれた子供

たちが、いきいきと楽しんでいる姿を見ていると、この地域が持っ

ている魅力を再認識することができました。 

大変暑い一日でしたが、その暑さに負けず、はしゃぎまわる子ど

もたちの笑顔に癒され協議会活動の日頃の苦労も忘れ、今後の活動

により地域活性化に向けての手ごたえを感じることができました。 

みすぎ夏まつり納涼花火大会 
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 ７月２４日(火)、一志町波瀬ふれあい会館で、平成

２４年度主要地方道一志美杉線道路整備促進協議会総

会が開催されました。総会は、下之川地区、波瀬地区

から約１００人が出席し、平成２３年度事業報告及び

会計報告、平成２４年度事業計画及び収支予算などが

審議され、承認されました。 

 総会決議では、一志町の室の口バイパスの早期着工

と(仮称）矢頭峠トンネルの早

期完成に向け、積極的に協力し

ていくことと併せ、一日も早く

全線整備されるよう、地域住民

の総意として強く求めていくこ

とが確認されました。     

  

主要地方道一志美杉線道路 

整備促進協議会総会      
空き家見学会開催   

第４回地域審議会     コミュニティ施設耐震工事     

 ７月３１日（火）、美杉地
区地域審議会（海住佳子

会長）の第４回審議会が、

美杉総合開発センターで

開催されました。 

 前回に引き続き、津市総

合計画後期基本計画の

策定に向けた熱心な審議

が行われました。 

 今後、審議会での意見を

取りまとめ、津市総合計画

審議会へ提言される予定

です。 

日 時：１０月２日（火）午後７時３０分～ 

場 所：多気地域住民センター 

内 容：美杉で活動をしている人権サークル 

    「芽吹きの会」のみなさんによる 

    人権紙芝居と語り 

 

お問い合わせ： 

美杉人権学習会実行委員会 

 ☎２７２－８０９２ 
（津市教育委員会美杉事務所） 

多気人権学習会     

太郎生多目的集会所、伊勢地多目的集

会所、下之川生活改善センターは、耐震

補強工事のため１０月中旬から来年３月初旬まで

の間、利用していただくことができません。 

ただし、太郎生多目的集会所の多目的ホール

は、期間中も利用していただくことができます。 

皆様には大変ご不便とご迷惑をおかけします

が、よろしくご協力をお願いします。 

なお、詳しくは各出張所までお問い合わせくだ

さい。  

太郎生出張所 ☎２７３－０２２２  

伊勢地出張所 ☎２７４－０２２３ 

下之川出張所 ☎２７６－０２２２ 

伊勢地人権学習会     

日 時：１０月５日（金）午後１時３０分～ 

場 所：伊勢地地域住民センター 

内 容：三重県立こころの医療センター 

    認知症看護の認定看護師 

    田中徹さんによる講演 

 

お問い合わせ：美杉人権学習会実行委員会 

  ☎２７２－８０９２ 
 （津市教育委員会美杉事務所） 

 
 三重県立こころの医療センター 

 キャラクター（ここすけ・ここみ） 

 ７月２９日（日）、津市空き家情報バンクの利用登

録者を対象に、本年度第１回空き家見学会を開催しま

した。 

 この日、津市田舎暮らしアドバイザーと三重県宅地

建物取引業協会会員による説明を受けながら、参加者

は、当バンクに登録されている空き家６件を見学しま

した。 

 今回は、猛暑が続いたことも

あり、小人数の参加者となりま

したが、県内外から田舎暮らし

希望者が集ま

り、熱心に質問

したり、物件の

写真を撮ったり 

していました。  
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“特集” 公共交通  ～地域自らが考える地域の交通手段～ 

 公共交通講演会 

      『公共交通と地域を考えるつどいin美杉』を開催 

７月１６日の「海の日」、美杉総合開発センター大集会所において、公共交通講演会「公共交通と地

域を考えるつどいin美杉」が開催され、美杉地域の内外から２５０人を超える人々が参加しました。講

演会終了後には講師を囲んで座談会も開催され、これにも多くの方が参加しました。 

この講演会は、平成２８年に予定されている名松線の運行再開を前に、美杉地域の公共交通の在り方

を考えてみようと、職員研修の一環として津市が主催したものですが、地域内外の住民の方々にとって

も共通する課題であることから、美杉地域まちづくり推進連絡協議会、津市美杉地区自治会連合会、美

杉老人クラブ連合会に共催していただき、国土交通省中部運輸局三重運輸支局、三重県、美し国おこし

三重実行委員会の後援、美杉地区地域審議会と津

市職員共済組合の協力を得て、美杉地域以外の住

民の方々にも広く参加を呼びかけて開催されまし

た。 

講師には、名古屋大学大学院環境学研究科准教

授の加藤博和さんをお招きし、「こうすれば、名

松線は、バスは、おでかけは、美杉は、守られ

る」と題して約２時間講演していただきました。

加藤准教授は、松阪市や鳥羽市などの公共交通政

策にも深く関わっておられます。 
２５０人の聴衆を前にご講演いただいた加藤先生 

 講演の要旨             

 講演は、「名松線が本当に必要であれば、今、

地域住民は困っているはずだ。名松線の代行バス

の利用者が尐ない現在、地域住民は名松線を本当

に必要としているのか」という、地域への問題提

起から始まりました。「新幹線の売り上げで名松

線という全国のJRで有数の赤字線を補い、名松

線というぜいたくな交通機関を残してもらった。

その幸運を生かして、美杉地域の住民がこれから 

講演に聞き入る２５０人の聴衆 

どうしていくのかを、全国の人々が注目してい

る」とも語られました。 

 市の補助金とともに地域の住民や企業などが

拠出する協賛金で自主運行している「石巻市稲

井地域乗合タクシー『いない号』」や「京都市

水尾自治会バス」、「生活バスよっかいち」、

高齢化率が全国一高い旧紀和町から、高校生を

自宅から通学できるようにしようと高校の正門

まで乗り入れるバスを運行している「南紀広域

バス」などの先進事例も紹介していただきまし

た。 

 誰でも安心して暮らせる地域づくりのための

「生活交通」と、誰でも楽しくおこし頂ける地

域づくりのための「来訪交通」を組み合わせた

「お出かけ」ネットワークを構築していくため 
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には、「地域が自ら考え、自ら責任を負う」必要

があり、このことにより身の丈に合った地域公共

交通がつくりだされる」のだと強調されました。 

 「乗らないけど何となくあった方がいい」とか 

、「残すためだけに乗る」という考え方は極めて

危険で、「地域公共交通をよりよいものとしてい

くためには、地域の主体的な参画が必須であり、

そのことが地域住民のライフスタイルを変え、魅

力を高め、ひいては持続可能な地域をつくりだす

『まちづくり』にもつながっていく」のだともお 

っしゃっていました。 

 美杉地域の公共交通を考える上では、「市と地

域が協働」し、国や県の支援を受ける「幹線バス 

」と、「地域が主導」して市が支援する「支線乗

合交通（タクシー車両）」をうまく組み合わせ、 

考えるきっかけづくりとして 

現在の美杉地域には、バスにより代行運転を

行っているＪＲ名松線、近鉄名張駅から上太郎生

の間と近鉄久居駅から竹原の間を運行している三

重交通バス、それに津市が運行するコミュニティ

バスがありますが、それらが十分効率的に機能し

ているとは言い難い状況にあります。また、これ

らの現行の公共交通機関の各駅から北畠神社や伊

勢本街道などの観光施設までの交通手段が尐なく 

、地域住民の家から各駅への交通手段も決して十

分だとは言えません。加藤先生のご指摘にあった

「生活交通」も「来訪交通」も、そのいずれの面

からも整備を進めていく必要があります。 

 現行の公共交通システムに修正を加えていく程

度で美杉地域の公共交通は機能していけるのか、 

講演後に開催された座談会 

名松線の運行再開を前にして、加藤先生にご提

言いただいたような「美杉地域自身が協議・運

営する組織」を立ち上げ、「国・県の支援」を

得ながら、市と地域住民が協働する新たなシス

テムをつくりあげていくのかを、真剣に考えて

いくべきときに来ていることは間違いないこと

だと思います。 

 美杉地域自身が運行する「協議・運営組織を持

つ」ことが大切だとも指摘されました。 

運行再開を待つ名松線 

スライドを使ってご講義いただく加藤先生 

 この講演会を契機として、市職員も今後も勉

強しながら、美杉地域にとってのあるべき公共

交通とは何かを考えていきたいと思っていま

す。地域住民の皆さん方にも、色々な会合など

の機会を見つけて、このことについてのお話し

合いをしていただければと思います。  
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地域の医療を大切にするまちづくりワークショップ 
 ８月１７日（金）、津市美杉総合開発センター２階大集会場で、「地域の医療を地域のみんなで考え、育てよ

う！」と『地域の医療を大切にするまちづくり』ワークショップを開催しました。 

 このワークショップは、昨年度から引き続き実施している津市の三重短期大学政策研究・研修で、地域と行政

が一体となった協働の取り組みとしての職員の政策立案研修として、美杉地域まちづくり推進連絡協議会を中心

に自治会連合会、保育所・小学校・中学校の保護者の方々など地域のたくさんの方に協力をいただき、地域医療

の現状や全国的な医師不足の中、近くにかかりつけ医を持つことの重要性と地域が病院などの医療機関やその関

係者を大切にすることの大事さを認識いただき、これから、何が必要で、何をするべきかを考えてもらうきっか

けにしようと考えました。 

 このような趣旨に基づき、三重短期大学の長友准教授の基調講演、家庭医療として取り組まれている三重県立

一志病院診療部長の四方先生による取り組みの説明の後、研修生から昨年度のフォーラムとワークショップのお

さらいや先進地として視察した兵庫県丹波地域の取り組みを紹介し、地域が地域の医療を大切にする地域づくり

に向け、理解をいただきました。 

 今後は、美杉地内の７地区単位でワークショップを開催し、

一人でも多くの方と一緒に考え、一つでも多くの意見を聞き、

地域自らの考え方を基本に美杉地域の地域医療を大切にする地

域づくりを進めるための政策を立案し、津市の政策として、ま

た、全国的に進行する尐子高齢化に伴う、過疎高齢地域の新し

い地域医療モデルとなるように高い目標を持って進めていきた

いと思います。 

 「地域医療について、今、感じていること。思っているこ

と。何でも結構です。ワークショップで、私たちと一緒に話し

合いましょう。」 

 美杉地域の皆さん、これからも一人でも多くの方のご協力を

お願いします。 

   美杉小学校裏山第２期工事始まる 
 美杉小学校の裏山に生じた亀裂の危険性を取

り除くための工事については、美杉だより６月

１日号でお知らせした第１期工事に引き続き、

第２期工事が施工されることになりました。 

 第１期工事は、立木の伐採と仮設道路の設

置、崩落の危険がある土砂を取り除く工事でし

たが、今回の第２期工事は、地滑りを抑止する

ための杭を設置する工事で、直径５００㎜の抑

止鋼管杭を４２本打ち込む工事です。その後、

地下水を排水するための排水ボーリング７本を 

土砂が取り除かれた裏山 

子どもたちの帰りを待つ小学校 

山の斜面に掘り進む工事が行われます。これら

の第２期工事は、年内での完了が予定されてい

ます。 

 小学校の裏山に亀裂が発見されたのが、昨年

の１０月５日。子どもたちは、それ以来旧太郎

生小学校を仮校舎として学んでいます。今年３

月の卒業式は、厳戒態勢の中、美杉小学校の体

育館で挙行されました。来年こそは、子どもた

ちが安心して卒業式を迎えられるよう、一日も

早い工事の完了を望みたいと思います。 
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□■ 森林セラピー全国一斉ウォーキングディ ■□ 

津市森林セラピー基地セラピーウオーキングin日神西浦コース 

■開催日：9月23日（日） 

■イベントコース：日神西浦コース 

          （約7ｋｍ） 

■集合場所：太郎生出張所駐車場 

     （津市美杉町太郎生2120） 

■集合時間：午前９時３０分 

■終了予定時間：午後４時 

■募集人数：５０人 

■参加費：２，０００円 

  （昼食代、保険、ガイド代含む） 

■参加申し込みについて 

 ９月３日（月）から９月１２日(水)

まで（土曜、日曜日を除く）の午前９

時から午後５時までの間に電話にて受

付いたします。 
※ただし、募集人数に達し次第終了いたしま

す。 

【お申し込み先】 

津市森林セラピー基地運営協議会 

事務局（美杉総合支所地域振興課内） 

☎２７２－８０８２ 

開催日  ９月２９日（土） 

時 間  午前１０時～午後２時３０分 

場 所  道の駅美杉（美杉町上多気２６７） 

内 容 ●物産展 

     道の駅美杉出品者による特産品の販売 

     などをおこないます。 

    ●福引抽選会 

     豪華景品が当たる福引抽選会をおこな  

     います。 

     （お買上げ1000円以上対象） 

主 催  道の駅美杉サンクスフェスタ実行委員会 

問合せ  美杉総合支所地域振興課 

     ☎272-8085 

 

同時開催 ウッディフェスタ 
内 容  一般木工体験など 

問合せ  ウッディフェスタ事務局 

     （美杉木材協同組合） 

     ☎272-0135 

道の駅美杉サンクスフェスタ 

参加者募集 
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＊主な電話番号を記載しましたが、その他の電話番号などは、電話帳でお調べいただくか、美杉総合支所へお問い合わせください。 

 【電話番号】 

          地域振興課     ０５９（２７２）８０８０・８０８２・８０８５  

          市民福祉課     ０５９（２７２）８０８３・８０８４             

お 

知 

ら 

せ 

月 日 時 間 健康相談 健康相談員 

  ３日（月） １３：３０ ～ ○ 田中医師 

９月 １０日（月）         １６：３０ ○ 田中医師 

 １８日（火）  ９：３０  ～ ○ 河野保健師 

 ２５日（火）               １２：３０ ○ 本郷保健師 

 自分の健康は自分で守り、いきいき人生をたのしみましょう。 

 下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。 

 血圧測定や尿検査等を無料で実施しています。 是非ご利用ください。  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

お問い合わせ：☎２７６－０３３３（相談時のみ）   

       ☎２７２－８０８４（相談日時以外）美杉総合支所市民福祉課につながります。              

健康相談 

  敬老祝金の贈呈 

 本市に1年以上居住している高齢者（9月15日現在で満80歳、90歳、100歳の人）に敬老祝品また祝金を

贈り長寿をお祝います。 

○ ８０歳（昭和6年9月17日から昭和7年9月16日に出生された方）  商品券 ３千円 

○ ９０歳（大正10年9月17日から大正11年9月16日に出生された方） 商品券 １万円 

○１００歳（明治44年9月17日から大正元年9月16日に出生された方） 祝 金 ５万円 

●お問い合わせ 高齢福祉課  ☎２２９－３１５６   美杉総合支所市民福祉課 ☎２７２－８０８４ 

  

行政相談・人権相談 
 日時：９月２０日 （木） 午後１時３０分～ 

 場所：グリーンハウス美杉 （津市美杉町八知） 

健康教室 三重県立一志病院                         入場無料です   
   

    第６回 「眠れなくて悩んでいませんか」 講師 竹田 啓（一志病院医師） 
日  時 9月11日（火）午後1時から午後２時   場  所 一志病院管理棟２階会議室 

申  込 参加ご希望の方は、事前に予約が必要ですので、電話、ＦＡＸ、電子メールのいずれかにより 

   お申し込みください。（席に余裕がありましたら当日参加も可能です） 

申込み・問合せ先 三重県立一志病院外来 

         ☎262-0600 ＦＡＸ262-3264 電子メールihos@pref.mie.jp  

 

 

太郎生 9月 ４日(火) 11：30 姫石の湯      多 気 9月 ８日(土)  11：00 美杉多気体育館 

竹 原 9月１３日(木) 11：00 美杉竹原体育館    伊勢地 9月１５日(土) 11：00 美杉伊勢地体育館 

下之川 9月１６日(日) 11：00 美杉下之川体育館   八 幡  9月１８日(火) 11：00 姫石の湯 

八 知 9月２３日(日) 11：00 美杉総合開発センター 

敬老会の日程 

～森もり元気になろに！美杉～ からウオーキングのお知らせ 

   元気になる源は歩くことにあります。私たちと一緒にウォーキングを楽しみましょう！ 

 今回は、津市森林セラピー基地平倉コースの一部（川上・往復約4.6㎞）を計画しました。木々の美しさ、川

のせせらぎを楽しみながら、のんびり散策しませんか？「あまご」の昼食付き（塩焼き１本、味ご飯）です。 

    日     時  9月24日（月）午前9時30分～午後3時ごろ 

  集合場所 しゃくなげ会館（津市美杉町川上3372） 

  参加費    1,000円（昼食・保険代含む）（当日徴収します） 

  持ち物    水筒、歩きやすい服装、くつなど 

  募集定員 先着20人 

  申し込み 9月10日（月）までに 

       美杉保健センター（☎272-8089）へ 

※森もり元気になろに！美杉は「津市健康づくり推進連絡 

協議会美杉支部」として 平成23年4月に発足しました。 

みなさんと一緒に健康づくりを考えていく団体です。 

皆さんぜひ 

ご参加ください 

mailto:電子メールihos@pref.mie.jp
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