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Eﾒｰﾙ nakatatoshiya015@gmail.com

法定協議会の設立で合意

統一候補小見山よしはる氏(参議院岐阜選挙区)

再生の成否をにぎる、地域住民の声の受け止め方
５月２３日、養老鉄道活性化協議 もなく、沿線自治体の負担割合だ
会が開かれ、以下の点で合意され け決めてしまいました。本来なら、
ました。
沿線自治体のまちづくりと一体に
総合交通政策をつくり、その中で

沿線自治体負担割合は均等

比例代表では

９議席めざす

日本共産党

総がかり行動実行委員会と民進・
共産・社民の3野党でピース・ハー
ト岐阜を結成し、民進党の小見山
よしはる氏を統一候補として決定
しました。

参議院１人区すべての統一候補 アピールをしました。
実現を受けて、もう黙っとれん西
濃アクションでは、５月３１日午
後６時から大垣駅南口で「投票に
行こうよ緊急アクション」を開催。
参加者６０名は、手に手にピース
ハート岐阜のエンブレム入りのボー
ドを掲げて駅を降り立った人々に

企 画 総 務 委
議 会 運 営 委
Eﾒｰﾙ sanba1@sasada-toyoko.jp

養老鉄道活性化協議会

市民＋野党で連合政府へ
「戦争法廃止」をめざして全国
で野党共闘が進み、３２の一人区
ではすべて野党共闘が成立しまし
た。この岐阜選挙区でも関係者の
粘り強い話し合いの末、市民組織
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新法人の設立に係る出資金及び
運営に係る経費に対する支援、並
びに養老鉄道㈱への支援について、
沿線市町の負担割合を均等とする
と合意された。

法定協議会、７月設立へ

地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律に基づく鉄道事業再
構築実施計画の認定を受けて養老
鉄道養老線を新たな事業形態に移
行させるため、法定の「養老線地
域公共交通再生協議会」を７月に
設立させることが合意されました。

地域住民の声の受け止めを

養老鉄道の再生を展望する将来ビ
ジョンを示す必要があったと思い
ます。そうでなければ、「何のた
めに負担するのか」といった市民
的な理解を得ることは難しいので
はないでしょうか。7月に法定協議
会が立ち上がります。しっかりと
地域住民の声が反映される協議会
になるよう求めます。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく委員構成
法第６条
第２項第１号
法第６条
第２項第２号
法第６条
第２項第３号

大垣市、桑名市、海津市、養老町、神戸町、揖斐川町、
池田町
公共交通事業者、道路管理者、
地域公共交通網形成計画に定めようとする事業を実施す
ると見込まれる者
公安委員会、地域公共交通の利用者、学識経験者、その
他会長が必要と認める者

「養老線地域公共交通再生協議会」の主なスケジュール
平成28年7月頃

再生協議会第１回会議（設立）
（趣旨、規約、役員、事業計画、収支予算）

12月頃

再生協議会第２回会議
（課題整理、アンケート結果報告、新法人概要）

平成29年１月～3月

新法人の設立

３月頃

再生協議会第３回会議（中間報告、計画（素案））

３月１日の「確認書」及び今回 ６月頃
の「合意」に至った経緯をみると、 7月～9月
次ページに中川教授が指摘するよ
うに、経営理念はなく、「なぜ経 10月～12月
費が大きいのか」など経営の分析
平成29年中

再生協議会第４回会議（最終報告、計画（案））
・地域公共交通網形成計画の国へ提出
・鉄道事業再構築実施計画の国へ認定申請
・新法人の第三種鉄道事業者としての国の認定
・鉄道事業再構築実施計画の国の認定
新しい事業形態での事業開始
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養老鉄道の未来をつくるネットワーク西濃学習会

経営理念明確化で利用促進望める
(京都大学

中川教授)

署名用紙は下記にお届けください。
〒503-0911 大垣市室本町5-8

日本共産党西濃地区委員会

【日程】
６日(月) 本会議
13日(月) 一般質問
15日(水) 子育て支援日本一対
策委員会、市民病院に関
する委員会
16日(木) 建設環境、経済産業
17日(金) 文教厚生、企画総務
20日(月) 本会議

６月議会では補正予算２件、条
・ 10月からの赤坂サービスセンター
例改正４件、人事案件、専決処分
の防災センターへの移転に伴う
など計１９議案が提出されました
改正
ので紹介します。
・ キッズピアおおがき子育て支援
【補正予算】
センター設置に伴う改正
・ 青墓地域の鹿被害軽減のため、・ 公職選挙法施行令の３年に一度
地域連携鳥獣捕獲委託料120万
の見直しに伴い、増税分を踏ま
円
えて、大垣市長選、市議選にお 【専決処分】
・ 養老線地域公共交通再生会議
ける選挙カーの公費負担限度額 ・ 今年の３月に東町２丁目にお
いて交通安全灯が腐敗、倒壊し
負担金400万円
を一日あたりのリース代１万58
発生した物損事故について自動
・ 北小学校トイレ改修事業4900
00円、ガソリン代7560円に引き
車損害10万円の損害賠償
万円を、国の学校施設環境改善
上げる改正。
交付金補正予算分を活用し、３
月議会で通したため減額補正
トヨ子＆としやの５月活動日誌
・ 2013年に市民病院整形外科で発
生した医療事故和解金として800万
円。その財源は保険により補填

日本共産党演説会
時…６月１１日(土)
午後１時３０分
所…大垣総合福祉会館

弁士

戦争法廃止2000万人署名は ６月末まで継続します。

【条例改正】

たけだ良介氏

５月22日、養老鉄道の再生に関 ていくつかの指摘をしました。
して「鉄道事業の運営について」 ① 経費について、経営規模、提
をテーマに、京都大学の中川大教
供しているサービス水準等から
授を招いて学習会が開かれました。 考えて、経費が大きすぎるので
中川教授は、「地方鉄道の右肩
はないか。要因を分析すること
下がりは終わった」といくつかの
が不可欠。
理由を出され、「高齢化・少子化」 ②収入の水準は小さくない。沿線
はプラス・マイナスであり、一方
の人口や駅周辺への集積度等を
的にマイナスではないこと、養老
考えると、より一層の利用促進
鉄道の場合「買い物や観光など高
も望める。
齢者の動きたい時間帯に本数が少 ③自治体の補助は「赤字を補てん
なく、昼間のダイヤを検討すべき
するためではなく、地域の交通
だ」と述べました。
を維持・発展させるため」に行
そして、養老鉄道の再生に向け
われる必要がある。
④経営理念をしっかり
打ち出すこと。これま
での経営をそのまま引
き継ぐことは「厳禁」
と考えたほうがよい。
地域への貢献方策や、
将来へのビジョンを示
すことが重要。

６月議会の日程・議案決まる
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１日
２日
３日
７日
９日
11日
12日
14日
15日
21日
22日
23日
26日
27日
30日
31日

メーデー・シール投票
議会運営委員会
憲法集会
東海自治研
西濃議員団会議
養鉄未来をつくる会
臨時議会
共産党演説会
東海自治体学校
街宣
養鉄未来を作る会学習会
市民連合キャラバン
発達相談
生活相談
幹事会・議会運営委員会
黙っとれん西濃アクション

中田としや
１日
３日
４日
６日
10日
12日
13日
14日
19日
21日
22日
25日

電力自由化学習会
憲法集会
神戸町わかもの会議映画
駅北口１８歳選挙権宣伝
林町電柱移設要望署名提出
臨時議会
市民病院担当医変更相談
大垣祭り、共産党演説会
治安維持同盟総会
たけのこ会６０周年記念式典
浅草署名
江並団地相談
国民健康保険運営協議会
28日 岐阜保団連集会

