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■計画の意義

これからの新しい村づくりでは、本村はもとより、
わが国、世界を取り巻く社会経済状況が大きな変化を
遂げる中、人口減少や少子高齢化の進行等といった課
題に対応していくために、今まで以上に官民が知恵を
出し合い、協力し合うことによって、世の中の流れに
左右されない自立性の高い飯舘村を築いていくことが
求められます。
第5次総合振興計画では、従来の地区別計画に代わ

り、「やるきつながりプラン（までいライフ実践プラ
ン）」として、地域における“までいな暮らし”の取
り組みを進めるものとします。行政区がまでいな地域
づくりに取り組むことで、村全体のまでいライフを進
めます。
この計画は、地域社会の基礎単位である行政区にお

いて、従来の行政区ごとの取り組みを継続する一方で、
行政区を越え、相互に関心のあるテーマでつながるこ
とによって、新しい地域づくりの担い手の育成や、時
代の流れをとらえた個性的で持続力のある地域づくり
を目指すものです。

■つながりプランとちいきくらしあっぷプラン

【つながりプラン】
各行政区の持つ特徴や資源（人ともの）が相互につ

ながることで、行政区を越えた新しい視点での暮らし
の基盤づくりを目指します。
具体的には、小学校区単位、河川流域、取り組みテ

ーマ別などから連携・協力を進め、地域の魅力を高め
るイベント等の他、小規模ビジネスの展開による地域
経済基盤の強化やＮＰＯ活動の活性化など、多様な展
開が期待されます。

【ちいきくらしあっぷプラン】
第4次総合振興計画における地区別計画で培われた

“やるき”（自主自立の精神）を継続しながら、地域の
暮らし向上の取り組みを支援し、身近な行政区から暮
らしやすい地域づくりを目指します。

■身近な行政区から暮らしやすい�
　地域づくりを目指す。�

【20行政区毎】�
　○草野地区�
　○深谷地区�
　○伊丹沢地区�
　　　 ・�
　　　 ・�
　　　 ・�

やるきつながりプラン�

■各行政区の持つ特徴や資源の相互連携に�
　より、行政区を越えた新しい視点での暮�
　らしの基盤づくりを目指す。�

【連携の視点（軸）】�
　○小学校区単位�
　○河川流域�
　○取り組みテーマ別�
　　等�

つながりプラン� ちいきくらしあっぷプラン�

第1章
やる気つながりプラン（までいライフ実践プラン）の意義
と役割
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やるきつながりプランによせて�
�
�
�
�
�
�

　　　　�
�
�
�

飯舘村は幸せである。住民と行政の協働での地域づくりのトップランナーである。10年

間にわたる第4次総合振興計画で、行政区主体の地区別計画推進は多くの成果を出した。�

伝統芸能の再生、老人達による炭焼文化再生、女性達の生き生きとしたライフスタイル

の創出、環境美化意識の高揚など、行政区内での人々の絆が強まった。全国的にもユニー

クな地域づくりは誇れるものに育った。そして、その継続が、「田舎を誇るまでいな暮らし」

を基本テーマとした多様なアイデアに溢れる「やるきつながりプラン」としてまとめられ

た。�

「ちいきくらしあっぷプラン」には、「むだのない暮らし」、「地産地消、自給自足的

暮らし」、「農と食のある暮らし」、「地域伝統文化の復活と伝承」、「結いのある暮ら

し」、「自然とふれあう暮らし」など、飯舘流のスローライフ、までいな暮らしのイメー

ジが、地域住民の声として明確に描かれている。第4次総合振興計画と大きく異なる点は、

つながりプランの策定とその推進にある。個々の行政区を越えたつながりによる新たな効

果と魅力づくりが発揮され、より広がりのある地域づくりの発展が期待できる。近接する

行政区連合、小学校区での取組、外縁地域での連携、村の骨格的な河川を軸とした流域的

連携、歴史的な塩の道をテーマとした、人と人のつながり、自然環境と人のつながり、過

去－現在－未来の時間をつなぐという、多様なつながりプランが作成された。�

計画づくりを通して、新しい地域づくりの仲間が多く生まれ、人のつながりが生まれた。

地域づくりは人づくりである。「までいな地域づくり塾」のような学びと交流の場づくり

が必要となる。そして、全国的にも地域づくりの母体として新しいＮＰＯ（非営利団体）

が生まれてきている。「やるきつながりプラン」の推進母体として、やる気のある若手、

女性、つながりのテーマに関してやる気のある人達が参加した新しいＮＰＯ的な推進母体

も必要となろう。�

地域づくりで大切なことは、暮らしの拠点である地区での協働による暮らしのビジョン

と推進の合意形成にある。飯舘村にはこの「やるきつながりプラン」がその合意として存

在する。今後はこれを継続して推進できる状況づくりが大切となる。そして、これを着実

に推進することで、全国に誇れる住民主体の地域づくりのモデルとなるであろう。その誇

りと気概をもって「やるきつながりプラン」を推進してほしい。�

日本大学生物資源科学部　教授　　　　糸長浩司�
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1 つながりプランの全体像

第2章 つながりプラン

佐須�
大倉�

草野�

宮内�

小宮�

八木沢・芦原�

関沢�

前田�

蕨平�

飯樋町�

上飯樋�

臼石�

関根・松塚�
二枚橋・須萱�

深谷�

伊丹沢�

前田・八和木�

比曽�

長泥�

大久保・外内�

わいわいがやがやサミット�

臼石小学校区連携�

塩の道連携�

わいわいがやがやサミット�

飯樋4区連合�

新田川流域連携�

飯樋4区連合（飯樋町、前田・八和木、大久保・外内、上飯樋）�

臼石小学校区連携（臼石、前田、関根・松塚、二枚橋・須萱）�

わいわいがやがやサミット（佐須、大倉、小宮、比曽、長泥、蕨平）�

新田川流域連携（草野、深谷、伊丹沢、宮内、関根・松塚）�

塩の道連携（八木沢・芦原、関沢、大久保・外内、飯樋町、前田・八和木、比曽）�

つながりプランは、次に示すように、小学校区単位、

河川流域、取り組みテーマ別などのテーマにもとづい

て、各行政区の持つ特徴や資源（人ともの）の連携を

図り、従来の行政区を越えた新しい視点での

暮らしの基盤づくりを目指します。
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○　街並みづくり・健康・交流・連携の推進
● 向押～深谷～松塚にかけて河川敷をかつようしたサイクリングロードの整備
○　盆踊りなど複数行政区と共催での開催
○　街並みづくり事業による景観環境の整備
○　県道12号線沿いの看板の統一　(床屋＝髪結屋・酒店＝酒屋・雑貨店＝小売問屋・旅館＝旅籠等の看板）
○　あいの沢を活かした遊歩道の取組み（あいの沢～古今明、あいの沢～堂入）
○　大森山の観光整備（関根・松塚行政区）
● 新田川の遊歩道・サイクリングロード整備（草野、深谷、伊丹沢、関根松塚）
○　学区単位・周辺行政区の合同運動会の開催
○　周辺行政区合同でのクリーンアップで美しい村づくりの展開
○　歩道のつながりで、村道草野・飯樋線に統一感のある花いっぱい運動を展開する
● 新田川の遊歩道・サイクリングロード整備（草野、深谷、伊丹沢、関根松塚）
○　パークゴルフ、盆踊り、その他イベントを複数行政区が集まり開催する
● 塩の道の連携
● 外回りに位置する6行政区との連携と交流
○　八木沢から大倉までにある梵天大滝に歩道を作り真野ダムを周遊できるつながりを持つ
● 八木沢と隣の上栃窪や他の行政区につながっている塩の道をハイキングコースに
○　県道原町・川俣線に花いっぱい運動のつながりを持つ
○　綿津見神社関連の7行政区（1・2・3・4・5・6・9区）で夏に流し盆踊りを実施したい
● わいわいがやがやサミット
○　真野川の美化（大倉・佐須・前田地区の合併浄化槽100パーセント設置）
● 『わいわいがやがやサミット』の発展（住民レベルの交流を目指す）
○　真野川上流域によるイベント事業等の共同開催（農業祭、つり大会、民宿運営）
○　直売所を持つ行政区に米や野菜等を供給することでつながりを持つ（草野、深谷、二枚橋など）
○　白山神社の相撲大会に宮内からも参加する（草野）
● 新田川の美化活動
● 飯樋流し盆踊り大会及び飯樋地区芸能発表大会の規模拡大及び内容の充実。
○　昔のように、岩部地区から清流を流す
○　国道399号線整備の早期実現に向けた取り組み
○　幼稚園から小学校へ大きなすべり台をつくる
● 飯樋4区での交流（スポーツ交流、女性の交流）
○　「みちくさ」ができる通学路の整備
○　里山づくり（山つつじ、あじさいなど）
○　海が見える公園（戦山）
● 塩の道の連携
○　健康づくりのための散歩道つくり（西原～山辺沢）
○　R399沿い地区のつながり（長泥、八和木・前田、飯樋、上飯樋、臼石、二枚橋）
○　ポイ捨て罰則道（臼石～岩部）
○　飯樋学区大運動会をやる（小学校で）
● 飯樋4区合同区長杯と交流
○　飯樋芸能まつりを毎年行なう（世代交代にも重要）
○　町掘りの復活
● 塩の道のイベント（例：歩こう会）
● 塩の道を通して影響を受ける郷土芸能の競演（村外も含む）
○　水芭蕉サミット（二枚橋、前田と）
○　何らかの形でグリーン・ツーリズムを取り入れ、地区が盛り上がるようにする（貸し農園、農作業体験など）
● 比曽川流域行政区での取り組み（河川、森林整備、交流イベント）→クリーンアップ、山の手入れ、川づくり等　
○　田植え踊り、三匹獅子舞を伝承している行政区との交流
● わいわいがやがやサミットの継続
○　比曽、長泥、蕨平の3地区により「グラウンドゴルフ、インディアカ、ゲートボール大会」をする
○　老人会、育成会として他の地区との交流
○　若い人達（未婚の男女の）交流の場を計画し、地域の発展になるようなプランを作る
○　比曽、長泥、蕨平の環境美化、道路沿いをサルビア等の花でつなげ、3地区にてコンクール
○　比曽、長泥、蕨平の合同運動会
● 「道の駅」等　幹線道路沿いの地区と協力して販売する商品（工芸品、野菜、山菜）を開発する
● 比曽、長泥、蕨平で春、夏、秋、冬の4回地区をあげて交流カラオケ大会をする
● 水芭蕉会（臼石小学校区4行政区）のコミュニテイ事業（盆踊りコンテスト・ギネスに挑戦など）
○　小学校までの道端に花を植える
○　農産物の加工施設を設ける。また、レシピづくり
● 川のきれいな地区づくり
● 水芭蕉会の活動推進(臼石小学校区)
○　県道原町川俣線沿いの環境美化の推進
○　児童減少対策として、山村留学事業の実施(臼石小学校区)
○　あいの沢～八石山の観光開発整備(深谷・臼石行政区)
○　明神山の遊歩道
○　嫁さん探しを気軽に相談できる環境づくり
● 水芭蕉会の活動推進(臼石小学校区)
○　村ぐるみで直売所を活性化させる（生産者の交流、栽培技術・販売技術等の向上）
○　無料開放施設の確保
● 環境保全を関係地区と一緒に行う
○　河川の遊歩道の整備
○　県道沿い地区と街路灯を整備し、花壇などを整備することで、きれいな県道をつくる
○　子育てネットワークをつくる（20行政区）
○　飯舘の入口に花壇を整備し、きれいな飯舘をPRする。また案内掲示板を設置し情報を発信する
○　学区域を変える（臼石小学校少数対策のため）
● 水芭蕉会の活動推進(臼石小学校区)
○　「橋」のデザイン等を統一しきれいな「橋」環境を作る（橋端会議）（「橋」のある地区全部）
○　あまり利用されない公園を持つ地区を対象に、利活用検討をする

草野

深谷

伊丹沢

関沢

小宮
八木沢・芦原

大倉

佐須

宮内

飯樋町

前田・八和木

大久保・外内
上飯樋

比曽

長泥

蕨平
関根・松塚

臼石

前田

二枚橋・須萱

つながりプランのアイデア一覧
各行政区から提案されたつながりプランのアイデアです。（● つながりプランのスタート時に取り組む事業）

�������������� ������������������������� ����



地
域
計
画�

112

つながりプラン�つながりプラン�

①　飯樋4区連合

■地域連携のテーマ：人も地域も自然もいいどい�

■構成団体：飯樋町行政区、前田・八和木行政区、大久保・外内行政区、上飯樋行政区�

■連携の目的：�
・飯樋特有の文化を持つ4行政区は、人口の減少と高齢化が進む中、“交流・文化・生活”の3本
を柱とし、新しい仕組みづくりを進めるため連携と交流を図る。�

・同じ“飯樋”という大字を持ち、昔から神社の祭りや盆踊り大会、芸能発表会の開催など、つ
ながりを持って歩んできた地域であり、連携をさらに強め村の元気の源とする。�

■連携の目標：�
①飯樋独自の「いい暮らし運動」を実践し、“までい”な暮らしを広める。�
②定期的に発表の場を設け、郷土芸能の伝承に努める。�
③「女性にいいどい」をテーマに集いを開催し、各行政区の交流を図る。�
④マップや合同のホームページ等により、広く情報を発信するとともに内外との交流を推進する。�

■施策・事業展開のイメージ�
【具体的取り組み内容】�
○生活�
（前期）・花輪代、供物代の“のし袋”作成�
　　　　　と配布。�
　　　　・小さな親切の輪をひろげる。�
（後期）・いい暮らし運動の統一化と普及。�
○情報発信�
（前期）・散策マップの作成。�
　　　　・マップをもとに「一度立ち寄って�
　　　　　みよう運動」の実施。�
（後期）・飯樋の魅力ＰＲ運動の展開。�
○交流�
（前期）・芸能発表大会の開催。�
　　　　・流し盆踊り大会の開催。�
　　　　・女性の集いの実施。�
（後期）・母ちゃんの味コンテストの実施。�
　　　　・合同体育大会の実施。�

・・・・�

・・・・�

�������������� ������������������������� ����

地
域
計
画�

113

②　臼石小学校区の連携

■地域連携のテーマ：四季でつながる石橋�

■構成団体：関根・松塚行政区、臼石行政区、前田行政区、二枚橋・須萱行政区�

■連携の目的：�
臼石小学校区民の協力共同により行政区間の連絡調整を図るとともに、生活文化の向上と産業経
済の発展をはかり、活力ある豊かな地域を創る�

■連携の目標：�
うんどうの春　　　　（運動に励み、体力のある石橋）�
すすんでがんばる夏　（すすんで学び協働する石橋）�
いも煮会の秋　　　　（意志が強く、思いやりのある石橋）�
しあわせの冬　　　　（自然と人を大切にする石橋）�

■施策・事業展開のイメージ�
春　・行政区対抗運動会の継続�
　　・臼石小学校運動会の充実�
　　・年1回水芭蕉会の開催�
　　・各地区通学路の花壇づくり�
　　・臼石小学校の年表作り�
　　・お年寄交流促進「生き生き水芭蕉会」�
�
夏　・小学校を中心に4行政区合同の盆踊り大会の実施�
　　・ボランティア活動の実施（花壇の草むしり、ごみ拾い）�
�
秋　・学習発表会への参加協力といも煮会の開催�
　　・4区合同歩こう会の開催�
　　・各種団体の交流（子ども育成会、婦人会、若いお嫁さん、地区内外青年）�
　　・4行政区相互に会場持ち回りで交流を行う（他地域に行って理解することが大切）�
�
冬　・4区老人会の交流�
　　・子ども育成会ほか若者の交流�
　　・子どもとお年よりの交流（昔話や遊びを教える）�
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③　わいわいがやがやサミット

■地域連携のテーマ：わいわいがやがやサミット～未来へつなごう里山の暮らしと食～�

■構成団体：佐須行政区、大倉行政区、小宮行政区、比曽行政区、長泥行政区、蕨平行政区�

■連携の目的：�
飯舘村周辺部に位置する佐須、大倉、小宮、比曽、長泥、蕨平の6行政区には、昭和50年代まで小学校が
あり、人々の心の拠り所となっていたが、過疎化の進行と共に小学校も統合され、地区民の心には大き
な穴が空いたような寂しさが残っている。こうした共通の思いを持つ6つの地区が共に語り合い、交流
を深め、協働で課題の解決に努力することにより、この地区で暮らす自分たちの姿を見つめ直し、より
質の高い暮らしを実現し、楽しく暮らしていける地域を作るものとする。�

■連携の目標：�
①6行政区共通の課題について語り合いましょう。�
②母なる川・真野川と比曽川の水質改善をすすめましょう。�
③地区住民相互の交流を深めましょう。�
④地元の食材を大切にし、ふるさとの味を未来へつなぎましょう。�

■施策・事業展開のイメージ�
①6行政区共通の課題について語り合いましょう。�
　　行政区長、行政区役員、各種団体役員等、各レベルにおける定期的なサミットを開催し、共
通の課題について話し合い、問題の解決に向け、6行政区が力を合わせて行動します。�

②母なる川・真野川と比曽川の水質改善をすすめましょう。�
　・ホタルが飛び交う50年前の川に戻す。　・魚を放流し、川で楽しめる里を作る�
　・炭やヨシなど自然の力を利用した水質浄化の研究を進める。�
　・河川周辺に桜やモミジを植栽し、美しい川の景観を作る。�
　・地区内の生活道路の美化に努め、川を訪れる人をやさしく迎えます。�
③地区住民相互の交流を深めましょう。�
　ａ．イベント交流を進める。�
　　・各地区に伝わる伝統芸能発表会の開催　・サミット会場でのバザー開催�
　　・サミットの地区行事日程にあわせた開催　・地区のまつりに、お互いに招待しあう。�
　ｂ．スポーツ交流を進める。�
　　・各地区で、山登りやウォーキング大会を開催　・6地区合同運動会の開催�
　ｃ．団体交流を進める。�
　　・子ども育成会、老人会の交流　・青年の交流の場を設ける。�
④地元の食材を大切にし、ふるさとの味を未来へつなぎましょう。�
　・各地区の伝統的な食文化（食材）を掘り起こし次の世代に伝える。�
　・凍みもちなど地元の伝統的な食材を使った料理教室を開催する。�
　・6行政区共同で収穫感謝祭を開催し、地区の自慢料理や産品を出展する。�
　・6行政区の共通ブランド（仮称：わいがやブランド）の開発に向け取り組む。�
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④　新田川流域の連携

■地域連携のテーマ：清流を戻そう新田川�

■構成団体：草野行政区・深谷行政区・伊丹沢行政区・宮内行政区・関根松塚行政区�
　　　　　　（上流および下流の地域との連携へと拡大する）�

■連携の目的：�
飯舘村の中心を流れる新田川について考え、河川の美化・保全活動を協働で進めることにより、
人々が憩える場とするとともに、流域の総合的環境保全へとつなげ、地域の魅力向上を図る。�

■連携の目標：�
①清流を取り戻そう�
②流域の美化（美化と愛護）�

■施策・事業展開のイメージ�
【全体的取り組み】�
①清流を取り戻そう�
　・河川の清掃�
　・水質調査�
②流域の美化（美化と愛護）�
　・河川沿いに桜を植える�
　・共通花木や四季の花を植える�
　・ベンチの設置�
③源流を訪ねるイベントの開催�
　・水源となる山の状況調査�
　・ウォーキング大会の開催�
④漁業権の開放�
　・魚を戻す活動と漁業権の調査�
�
【各地区】�
　※遊歩道の整備�
　※魚を戻して交流の場づくり�
　　・釣りのできる場�
　　・水遊びのできる場�

�������������� ������������������������� ����



地
域
計
画�

116

⑤　塩の道連携

■地域連携のテーマ：いいたて歴史文化の再発見（いいたての良いもの探し）�

■構成団体：八木沢・芦原、関沢、大久保・外内、飯舘町、前田八和木、比曽の6行政区�

■連携の目的：�

■連携の目標：�

■施策・事業展開のイメージ（ハード事業）�

いいたてを縦断する塩の道は江戸時代に相馬から二本松に塩を運んだ歴史的に貴重な道でありま

す。しかし、現在、形跡が残っている箇所は、人の往来がほとんどないところであり、塩の道自体が忘れ

去られつつあるのが現状です。�

よって、飯舘村の歴史にとても重要な役割を果たした「塩の道｣を後世に伝えるため、塩の道が通っ

ている6行政区・飯舘村・他市町村等が連携して、「塩の道｣の歴史文化を再発見いたします。�

①「塩の道」に関する情報を収集し、より多くの方に知っていただくよう紹介する。�

②「塩の道」のルートを散策できるよう、道・案内板等を整備する。�

③「塩の道」を通して、他行政区・他市町村等と交流する。�

 I  各行政区が行う主な事業�
1）「塩の道」の歴史資料の調査・記録　　　○各行政区の塩の道（ルート）を確認する�
2）「塩の道」の保全・整備　　　　　　　　○草刈り、ごみ拾い�
�

 II 6行政区が連携して行う主な事業�
1）「塩の道」の歴史資料の調査・記録　　　●村内ルート図の作成    ●歴史資料の収集�
2）「塩の道」の保全・整備　　　　　　　　●道沿いに花木を植える�
3）「塩の道」の紹介　　　　　　　　　　　●行政区の集会所等に資料、写真を展示�
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●子どもたちに塩の道の歴史を紹介�
4）「塩の道」のに関連した交流・体験　 　  ●塩の道を歩こう会の開催�
�

III 6行政区・飯舘村・関係市町村等と連携して行う主な事業�
1）「塩の道」の歴史資料の調査・記録　　　◇全ルート図の作成    　◇歴史資料の収集�
2）「塩の道」の保全・整備　　　　　　　　◇案内板、水飲み場等の設置�
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ◇塩の道の保全、道沿いの樹木の保護�
3）「塩の道」の紹介　　　　　　　　　　　◇ホームページ・広報誌等を利用しての広報�
4）「塩の道」のに関連した交流・体験　　　◇当時の製法で塩を作って郷土料理等に用いる�

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ◇塩の道で伝わった伝統芸能の合同披露会�
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第3章 ちいきくらしあっぷプラン

ちいきくらしあっぷプランは第4次総合振興計画の地区別計画を継続するものです。地区別計画で培われた"や

るき"（自主自立の精神）を継続しながら、身近な行政区から暮らしやすい地域づくりを目指します。

20行政区　ちいきくらしあっぷプランの目標

草野　　　　　美しい川とゆとりとうるおいのライフゾーン　　くさの

深谷　　　　　ふれあいと　活力あふれる　やすらぎの里　　ふかや

伊丹沢　　　　ゆったり　あんしん　総合家族　いたみさわ

関沢　　　　　笑顔と心の豊かな人づくり　「ＳＥＫＩＳＡＷＡ」

小宮　　　　　小宮のめざす地域のわ

八木沢・芦原　あなたにもある　わたしのふるさと　　八木沢・芦原

大倉　　　　　水と緑と出逢いの郷　　大倉

佐須　　　　　佐須　こだわりの村

宮内　　　　　家族的で　まとまりのある　心豊かな　八龍の里

飯樋町　　　　地域と人が輝く　融和の里　飯樋町

前田・八和木　農と和と緑の郷　11区

大久保・外内　わらしから年寄りまで　ふれあい息づく　元気な田舎　大久保・外内

上飯樋　　　　人を愛し　自然を愛し　地域を愛する　上飯樋

比曽　　　　　明るく元気な未来　自然と人に優しい比曽から発信！！

長泥　　　　　人と自然がふれあう花の里　長泥

蕨平　　　　　明日へ翔く蕨野の郷

関根・松塚　　心豊かに　明るい未来　ユートピア17

臼石　　　　　“すてきな田舎”ロマンのある臼石

前田　　　　　住む人と　星が輝く　清水の里

二枚橋・須萱　源流・清流・食農を重んじる田舎ぐらし20区
佐須� 大倉�

草野�

宮内�

小宮�

八木沢・芦原�

関沢�

前田�

蕨平�

飯樋町�

飯樋町�

上飯樋�

臼石�

関根・松塚�二枚橋・須萱�

深谷�

伊丹沢�

前田・八和木�

比曽�

長泥�

大久保・外内�

佐須� 大倉�

草野�

宮内�

小宮�

八木沢・芦原�

関沢�

前田�

蕨平�

飯樋町�

飯樋町�

上飯樋�

臼石�

関根・松塚�二枚橋・須萱�

深谷�

伊丹沢�

前田・八和木�

比曽�

長泥�

大久保・外内�
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地区の目標�

美しい川とゆとりとうるおいのライフゾーン　くさの�

地区の魅力と課題発掘�
地区の魅力�
（1）文化的要素�
　・伝統芸能(三匹獅子舞等)を伝承している。�
　・八坂神社や白山神社などにまつわる昔からの言い
　　伝えがある。�
　・組の行事が多く人の集まる機会がある。�
　・近所づきあいや組づきあいの風習がきづかれてい
　　て人と人のつながりがある。�
（2）人的要素�
　・元気老人が多く活気がある。�
（3）生活環境的要素�
　・地区中心地に主要地方道があるため隣接行政区(深
　　谷、関沢、八木沢、宮内等）との往来が便利である。�
　・商店、学校、会社があり暮らしやすい。�
　・公共施設・機関が身近にあり、比較的利便性が良い。�
　・村で一番の人口を有し家屋連たん地区である。�
　・直売所「みちくさ」が出来たため、住民にとって
　　良い交流場所になっている。�
（4）自然環境的要素�
　・二ツ森があり、緑資源に恵まれ景観が良い�
　・日出る山(二ツ森)、日沈む山(花塚)がよく見える。�
　・新田川水系に沿って集落が形成されている。�
　・大きな河川が3本もあり、水に恵まれている。�
　・マタタ川の水がきれいになった。�

地区の課題�
（1）文化的要素�
　・都市部へのあこがれが強い若者が多いと思われる。�
　・若者が壮年期まで定住できる様な雰囲気に欠ける。�
（2）人的要素�
　・人のつながりや近所付合いが希薄になってきている。�
　・組単位はまだしも「行政区」としてのまとまりに
　　欠ける。�
　・既存の住民と新住民とが協調性を図ることが難し
　　く、行事の開催やコミュニティの維持が困難にな
　　ることがある。�
　・人口が多いため行政区住民全体の意見をはかりに�
　　くい。(個人の発言力に偏りがある)�
　・子どもたちが遊び方を知らない。(親の影響で山に
　　入らなくなった？)�
（3）生活環境的要素�
　・働く場所が村内に少ないため、ベッドタウン的な
　　要素が強い。�
　・子どもや老人が楽しめる、楽しく食事ができる場
　　所があると良い。若者のための楽しみの場がない。�
　・ごみの集積所が整備されると良い。�
　・大谷地公園の砂場や空き地を整備して年少者が遊
　　べる場所が必要。�
　・大谷地住宅に集会所が必要。�
　・「マルヤス」跡地を有効活用すべき。�
（4）自然環境的要素�
　・自然の中で子どもが遊べる場がない。�
　・二ツ森を景観地として活用する。�
　・マタタ川をきれいにしてほしい（底砂の除去等が
　　必要)�
（5）その他�
　・人口の増加につながる住宅整備が必要である。�
　・子どもが豊かで、住民も経済的に豊かで思いやり
　　が持てるような事業を行う必要がある。�
　・草野には寺が2件あるので、子どもの週休5日制を
　　踏まえて年に2回くらい昔からの伝統行事を開催
　　して交流を図る。　�

地区のまでいな暮らしのイメージ�
・までいとは地道な暮らしのこと。�
・結果を急がないこと。�
・ほどほどに何事にもやりすぎないこと。�
・生きるためには何が大切かをみんなで共通認識す
ること。�

・生ごみを畑の肥やしにできる生活。�
・ものを捨てる前にもう一度見直せる余裕がある生
活。�

・子どもたちへの伝達を重要視したコミュニティ。�
・規格品を作る教育ではない。�

・昔の食文化を見直す取り組み。�
・みんなで草刈やごみ拾いをするコミュニティ。�
・自然を活用した生活。�
・ため池に魚を放してつりをしたり、子どもたちが
生態系の勉強ができるような体制づくり。�

・農を余暇に生かした生活。�
・のんびりできる環境。�
・趣味を楽しめる生活。�
・人と人のつながりのある生活。�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　草　　　野
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

1）若者定住対策�
　①中心地域に宅地分譲地の整備及び村営住宅の建設�
　（若者が定着できる環境を整備することで人口の増加を図り村の活性化を促す）�
2）生活環境の整備�
　①草野地区の環境整備(街並景観整備・本町地区の遊べる用水路環境整備）�
　（村の顔（中心）として美しい村を象徴するために町の中にせせらぎを求められるような用水路の整備）�
　②魚の住める河川環境の整備�
　③地域防災計画及び避難所等の整備�
　（住民が安心して暮らせる環境対策）�
3）地域学習環境対策�
　①子ども・親の学習の場づくり�
　（子どもの責任、親としての責任の持ち方学習など）�
　②伝統芸能の伝承�
4）交流の場づくり�
　①向押～深谷～松塚にかけて河川敷を活用したサイクリングロードの整備�
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地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
○立地条件に恵まれている�
　・むらの中心部にあり、交通の便が良く生活用
品が手に入りやすい�

○景観がすばらしい�
　・深谷地区全体の景観、大森山からのながめ、
市沢からの眺め、二本木墓地からの眺め�

○人的交流や施設利用による活動条件が整備され
ている�

○あいの沢、宿泊体験館きこり、ステーキハウス、
直売所「よってくべ」がある�

○そば、ブロッコリー、かぼちゃ、花、などに優
良農地が有効活用されている�

○野菜直売所があり、農作物の流通や人的交流に
恵まれている�

○老人会のリサイクル活動が活発になり、リサイ
クル意識が高まってきた�

○祭事の機会が多く地域のつながりが密接である�
○県立高校がある�

地区の課題�
○老人世帯、独居世帯が年々増えている。�
○若者の流出、少子化が進んでいる�
○良い意見を持っている人が多いが、意見を出せ
る環境になっていない�
○役職が特定の人に偏っている。もっと広く役割
を担ってもらうべき�
○地蔵様の管理と周辺整備�
○あいの沢の自然をもっと活用すべき�
○老人、壮年、婦人、子どもなどの各層の横のつ
ながりをよくする�
○協調性やまとまりに欠けるところがある�
○若者の参加の場が少なく、考えが見えてこない。�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

○地区民が主人公となる事業展開と、自主的・積極的に活動できる人づくり�
○定住できる地域�
　・若者が各方面から参加協力し、安心して暮らせる地域�
　・社会の変化に対応できる地域�
　・地域に特産品がある�
○遊休地をなくし、安全な農作物の地産地消をすすめ、美しい農村景観を維持していく地域�
○共同・共生の文化を大切にし、深谷に住んでよかった思える地域づくり・人づくりを進める�
○未婚者対策�
○健康に配慮した地域�
　・健康ロードをつくりコースと時間を設定して広く活かしていく�
○地域の伝統芸能・文化が後世に伝わる地域�

地区の目標�

「ふれあいと　活力あふれる　やすらぎの里　ふかや」�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　深　　　谷
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

○農村の美しい景観を維持していく�
　・休耕田を有効活用する（団地化、特産品の栽培等）�
　・あいの沢から堂の入までアジサイ植樹�
　・地蔵様の管理と周辺整備�
　・ごみポイ捨て禁止の啓蒙�
　・牧野利用の方向を考える�
○生活環境の整備�
　・定住住宅の増築�
　・分校周辺の土地活用推進（企業誘致）�
　・分校から伊丹沢山田への道路整備�
　・大森地区の歩道整備�
○共同・共生で文化を大切にする地域をつくる�
　・未婚者対策�
　・伝統芸能の保存と伝承をはかる�
　・若い人の集う場所づくりを進める�
　・生活用品のリサイクル（衣類・家具）を実施する�
○交流の推進�
　・貸し農園、市民農園、体験農園などへの取り組みを進める�
　・昔ながらの稲作作業や機械を使わない農業の交流事業への活用�
　・遊歩道、サイクリングロードなど他行政区との交流�
○健康づくりの推進�
　・地区のウォーキングマップをつくり歩こう大会を開催する�
　・地区のレクリエーションの見直し�
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地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
・村の中心地（役場がある）�
・土地を生かして他地区と交流し、人生の楽しみ
を生み出す（パークゴルフ）�

・村の中枢地域である�
・どの家庭でも花がいっぱいに飾ってある�
・過疎の村の中で人口･戸数が増えている。特に若
者世帯�

・村の中心の建物が多い�
・公共の建物がある�
・交通の便がよい�
・自然がある�
・センター地区である�
・住民のつながりがある�
・村の中心部にあること�
・住民が和気あいあい�
・農家が多いので物事がまとまりやすい�
・村の中心地として役場や学校、体育施設がある�

地区の課題�
・農業をどのように進めていくべきか（後継者対
策）�
・旧世帯（農業世帯）と新世帯のコミュニケーシ
ョンをどうとるか�
・若者の定着�
・生活の安定�
・道路や歩道に空き缶のポイ捨てが多い（見つけ
しだい拾っている）�
・高齢者の増加により介護を要する家庭が増えて
いること�
・中心地なので商店、ショッピングセンターがあ
ってもいい�
・後継者がいない�
・空き缶の投げ捨て防止�
・公共交通機関がない�
・面識のない人がいる�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

①伊丹沢地区は、緑豊かな自然環境、水資源を将来まで保全するため、ごみの排出を極力抑えるなど、
ゆったり、安心して生活できる地域づくりを目指します。�

�
②高齢者など地区住民の『知恵･知識』を把握し、若人などに広く伝承します。また、若人の新鮮なア
イデアを柔軟に取り入れより良い地域づくりに活かします。�

�
③優良農地を有効に活用した地産地消、作業の効率化などを推進し、所得の向上を図ります。また、地
産のそばを使った『そば打ち講習会』など、活発な生涯学習活動も推進します。�

�
④地域の伝統芸能（田植え踊り・漫才・盆踊り）を伝承保存し、ゆとりのある地域をつくります。�
�
⑤地区全体を『総合家族』と捉え、子どもの育成・教育に地区全体が関心を持てるような環境をつくり
ます。�

地区の目標�

『　ゆったり　あんしん　総合家族　いたみさわ　』�

122

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　伊　丹　沢

�������������� ������������������������� ����

地
域
計
画�

123

地区の10年間の達成目標と重点施策�

①地域力を育み、安心して暮らせる地域をつくります。�
　・『四季会議』の開催で住民の親睦を図ります。（例えば花見、盆踊り、芋煮会、忘年会）�
　・ゆったりとした生活、未来の見える地区を目指します。�
　・地区の問題点など積極的に話し合いより良い地域づくりを目指します。�
　・大きな公園を作ります。�
�
②みんながゆったり暮らせる地域をつくります。�
　・豊かな自然環境を保全します。�
　・作業の効率化、地産地消などを推進し、家計所得の向上を図ります。�
　・少数班の統合などで効率化を目指します。�
�
③地区全体が家族のような思いやりのある地域をつくります。�
　・無関心をなくし、仲良く、明るいゆとりのある地域を創ります。�
　・他所の子どもにも積極的に声かけなどで地域で教育します。�
　・明るい家庭（3世代4世代が仲良く暮らせる）をつくります。�
�
④潤いのある生活ができる環境をつくります。�
　・天神山の資源を活用し、安らぎの求められる環境を整備します。�
　・村の中心というメリットを活かし、文化活動・生涯学習の推進を進めます。�
　・消防施設、公園墓地など更なる公共施設の整備を働きかけます。�

�������������� ������������������������� ����



地
域
計
画�

124

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�

・道路が整備されている�

・地形的にも比較的恵まれている�

・自然環境がよい�

・地区民の素朴さ�

・多目的の公園がある（野沢地区）�

・パークゴルフのコースがある�

・地区消防の夜警により防犯が守られている�

地区の課題�

・地元職場の不足�

・嫁不足�

・高齢化の進行�

・ごみ問題（道路沿い）�

・防犯灯や歩道が少ない�

・専業農家が少ない（農業収益が少ない）�

・若い人同志のつながりが少ない�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

・働き過ぎない地区�

・物より心の豊かな地区�

・ごみのない地区�

　（リサイクルの徹底、定期的なごみ拾いの実施、バザー・フリーマーケットの実施）�

・食文化の伝承�

　（漬物、煮物、加工物）�

・伝統工芸品�

　（わら細工、竹細工　等）�

・伝統行事カレンダー�

　（旧暦の行事等　他）�

地区の目標�

笑顔と心の豊かな人づくり「SEKISAWA」�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　関　　　沢
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

・自然環境と農的環境の充実と維持を図ります�
・花と緑の豊かな地域を作ります�
・野沢公園に花を植えます�
・道路沿いに花を植えます�
・小手の森登山道の整備をします（展望台、ベンチ等）�
・塩の道、古墳、石仏郡等、旧跡の整備や保護をします�
・地区住民のふれあいを大切にします�
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地区の目標�

小宮のめざす地域の わ�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
・四季折々の山菜が採れる�
・多くの自然があるため山菜、きのこ等の採れる
季節には地区人口の3倍もの人が来る�

・小宮には美しい自然がある�
・遺跡が残っている�
・百名山に選定された野手上山がある�
・野手上山を憩いの場にしたことで村内外から多
くの人々が訪れることで、交流が広がっている�

・村一番の高齢者の多い地区であり老人の活動が
活発である�

・昔話の語りべさんやシルバー人材会員も多い�
・家の近くの田んぼにホタルが飛んでいる�
・ミニデイによる老人世帯への支援�
・田舎暮らしを求めて都会から来る�
・田植踊り等の伝統芸能がある�
・全戸にファックスが設置されている�
・時報のチャイムが設置されている�
�

地区の課題�
・高齢化が進んでいる�
・後継者の嫁さん不足で、家族が2～3人という家
庭が見受けられる�
・保存芸能である田植踊りの後継者がいない�
・地区が広範囲のため、意見のまとまり結束が弱い�
・地区が広いため小学校の学区が違う�
・ごみの問題�
・地区民との交流の場が少ない�
・コミュニティーセンターのトイレが和式のため
高齢者等が不便である�
・村内外の人達が入山するため自然が破壊される�
・携帯電話が通じない�
・子どもたちが遊ぶ場所がない�
�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

・道路はきれいに利用し花壇には四季の花を植える。�
・お年寄りを大切にする心。�
・子どもたちを大切に育てていく。（過保護に育てるという意味でなく時にはきびしく、地域で育てて
いく意味）�

・までいな近所（人）付き合い。�
・自分たちの使う道路をまでいに使う。�
・自分自身をまでいに使う。�
・地区に残っている、古民具や農具等を保存していく。�

・昔の言葉（方言）や、地名（屋号）を残す。�
・人と人、家と家のつながりを大切にする地域。�

やごう�

話  コミュニケーション�
倭  伝統�
環  環境問題�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　小宮行政区
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

①地域コミュニティーの充実�

・人と人とのつながりを大切にする、世代間の交流を図る。�

・『五区楽だより』地域情報のための発行。�

・昔ながらの遊びの復活。�

・コミュニティーセンターの有効利用（若者中心）�

�

②地域の文化、伝統の保存と継承�

・伝統芸能の田植踊りの継続。�

・昔の方言や「屋号」のマップ作り。�

・昔話の語りべ保存�

・盆踊り�

・食文化の発掘・保存・創造�

 �

③地域環境の整備�

・資源ごみのリサイクルの実施。�

・地域内の花いっぱい運動の実施。�

・全戸不法投棄の監視委員となる。�

・公園などを整備し、遊ぶ場所を提供する。�

・「缶取」ロードの実施。�

�

やごう�

かんとり�
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
○大倉を創る会、桃源塾、婦人会等の住民主体に
よる活動の存在�

○地域活動の基盤となるコミュニティ施設の充実
（集会所、体育館、グランド等）�

○伝統文化や各種地域催し(イベント）の存在（神
楽舞、田植踊り、葉山ごもり、はやま湖まつり、
駅伝、歩こう大会等）�

○はやま湖と周辺の山林、点在する家々の風景が
醸し出す豊かな農村景観�

○郷土料理（ガニまき）や、川魚（アカハラ、ヤ
マメ、アユ）、地域独自の産物（ユズ、イチジ
ク、カキ、竹の子）がとれる�

○地域あげて花いっぱい運動をしている�
○ミニディによる老人世帯への支援�

地区の課題�

○地域内の定期的なクリーンアップ活動�
○老人及び老人世帯の増加�
○少子高齢化現象�
○農業収入の低迷�
○老人と子どもの世代間交流、伝統文化の継承活
動�
○県道草野大倉鹿島線（木戸木～宮内間）未改良
部の整備�
○簡易水道（水源地）への道路舗装�
○通信障害の解消（携帯電話）�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

①大倉の里は、真野川に親しみ川と触れ合ってきたことから、カニ、アユ、ヤマメなどが群れをなす川
を取り戻す活動を進めます。�

②当地方にのみ伝わる神楽舞、田植踊り、葉山ごもりの行事など伝統文化を次の世代に大切に伝える。�
③地域に伝わるガニまきをはじめとする食文化を、楽しみながら後世に伝えていきます。�
④高齢化と少子化が進んでいるが、豊かな自然と人の元気が地区の活力につながります。そのため、駅
伝やはやま湖まつり等、地区内外の交流を進めます。�

⑤はやま湖を中心とした豊かな景観、自然を守るため地域内でのごみの不法投棄を撲滅する活動を進め
ます。�

⑥周辺道路の雑草の除去、花いっぱい運動により地域の景観、イメージアップにつながる活動を展開し
ます。�

⑦郷土芸能、郷土玩具の伝承等をとおして、老人、子どもを含めた三世代の交流を進め、心豊かな人間
を育成します。�

⑧共同機械、共同作業により農業の省力化、コスト縮減を図り魅力ある農業の復活を目指します。�
⑨自給自足ができる地域を目指す。�
⑩真野川の自然を保持するため佐須地区との交流を図りながら活力ある地域にしていきたい。�

水と緑と出逢いの郷　大倉�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　大　　　倉
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

①地域コミュニティの充実した地域を作ります。�

　・はやま湖駅伝、真野ダムイベントなど交流を進めます。�

　・獅子神楽や葉山ごもりなどの伝統文化を後世に伝え、それらを通した世代間の交流を活性化します。

　（老人と孫のふれあい体験学習教室）�

②水と緑の豊かな地域を作ります。�

　・花いっぱい運動を進め、全戸に花がある地域にします。（花コンクール）�

　・モクズガニの増殖放流を行い、豊かな川を育てます。（見学味見ツアー）�

③人とのふれあいを大切に心豊かな地域を作ります。�

　・地域を訪れた人を、住民全員でもてなしの心をもって歓迎します。�

　・子どもから高齢者まで、お互いが学び高め合うために、様々な住民活動を展開します。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大倉式生涯学習事業）�

　・声を掛け合い、三世代交流による心豊かな人間の育成に努めます。（世代交流芋煮会）�

　・老人世帯の支援をとおして、住民総参加の地域作りを展開します。（はやま湖歩こう大会）�

④クリーンなイメージの強い地域を作ります。�

　・はやま湖展望台、周辺整備によりごみ一掃を進めます。�

　・雑草の除去、花いっぱい運動により魅力ある地域を作ります。　（花いっぱい運動）�

⑤こだわりの農業を展開する地域を創ります。�

　・特有の気候、風土を利用した作物の栽培を進め、産直や加工品の開発に努めます。�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特産品販売事業）�

⑥金のかからない滞在できる地域をめざす。（キャンプ場整備）（オートキャンプ場整備）�

⑦ミニデイ→フルデイへ　老人の集まる地域とする。（おおくらフルデイ事業）�
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
・真野川でヤマメ・イワナの釣りが楽しめる �
・山津見神社の祭典を通じて様々な地域の人と交
流がある  �

・虎捕山にまつわる歴史や文化が数多く残っている�
・不便な面もあるが自然が豊かである �
・地域の助け合いを大切にしている   �
・国道115号線に近く隣郡に近い   �
・長寿の地区であり人々に活気がある  �
・農産物の品評会を毎年開催している   �
・各家庭に自慢できる作物がある    �
・大学生受け入れの歴史が長い  �
・虎捕太鼓を創出した    �
・地区の中心施設としてコミュニティーセンター
の利用盛んである �

・工芸品作りの名人が数多くいる�

地区の課題�
・きのこや山菜が激減し自然の豊かさを楽しめな
くなった�
・真野川の水質が悪化している�
・荒れた農地が増え農業後継者がいない�
・後継者の結婚が遅れている�
・野生動物による農作物被害が大きい�
・買い物に不便である�
・少子高齢化が進行している�
・農業祭の新たな展開が必要である�
・渇水時期に飲料水に事欠くことがある�
・通勤、通学に不便である�
・青年世代の交流が希薄である�
・地域づくりに青年層の意見が反映されにくい�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

・木や水、土地など身近な自然を利用した生活をする�
・モノを捨てずに再利用を図る�
・花や野菜、木を栽培して土地を荒らさない�
・農産物を自分で加工する�
・地産地消といった健全な食生活を営む�
・フリーマーケットによる不要品の交換を行う�
・古民具や農機具、古着などの再利用を進める�

佐須　こだわりの村�
�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　佐　　　須
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

●地域活性化のポイントを『交流』に置く�

●地区の交流を進める推進母体を新設（仮：ＮＰＯ法人佐須交流協会）�

●地域資源の発掘と高度化、商品化を進める�

●ホームページ開設等により積極的な広報事業を展開する�

●佐須流『道の駅』である特産品販売交流施設を設置する�

�

以上の活動の延長上に『地域住民と都市住民が共に輝く農村リゾート佐須』の未来像を置く�

�

既存の地域資源：凍み豆腐・凍み餅・凍み大根・ワラビ・きのこ・農業祭・虎捕太鼓・山津見神社・�

　　　　　　　　虎捕山・真野川・囲炉裏のあるコミュニティーセンター�

　　　　　　　　佐須応援団（大学ＯＢ・ＯＧ）�

�

将来の地区の姿�

①川�

　・川で泳ぐ子ども達の姿�

　・魚が沢山生息する真野川�

②交通網�

　・公的な交通網の充実�

　・道路の整備（神社祭典の際、道路が狭いため渋滞している）�

③定住�

　・佐須に魅力を感じる人が永住し人口が増える�

　・人々がいつも活気あふれる地域にする�

　・老人の楽園をつくる�

　・避暑地（東北の軽井沢的リゾート地を目指す）�

④若者�

　・若者達が自由に集まれる地域にする�

　・レクリェーション施設の設置�

⑤産業�

　・地場産品をメインにした産業の活性化により、交流人口が増える�

　・佐須特産のレストラン建設�

　・耕地面積が増え、それを利活用し、他郡・市町村との交流が出来る�

　・彼岸花の造花工場建設�

　・山菜（ワラビ、フキ）を取る際の入園料を検討する�

　・百姓王国の設立�

　・田舎クラブの発足�
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
●隣近所が近いためか、情報や作物などを交換し、
家族的である。�

●わらびやふきなど旬の山菜が豊富である。�
●若者や子どもが増えている。�
�
�
●県道から離れていて静かだが、道路が整備され
交通の便が良くなった。�

●牧野、共有地等の地域で共有する土地があり、
木材資源が豊富である。�

地区の課題�

●近くに店や病院などの施設がなく、冬場の買出
しや高齢者や一人暮しで車を持たない人にとっ
て不便である。�
●子どもが安全に通える通学路や遊び場がない。
また、スクールバスのバス停も古く傷んできている。�

�
●ごみの出し方等の勉強会がないこと。（機会を
設けて説明会をするべき。）�
●山林地域の利用について、建材以外に木材資源
の利用法をみつけだして行くべきである。また、
農地の再利用についも考えて行く必要がある。�
�
●地区にコピー機がないこと。急に必要な資料に
対応できない。�
●花嫁､花婿が少ない。�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

●自給自足の生活をすること。�
●森林（薪炭等）を利用したエネルギーの活用。�
●農業機械の共同利用。機械格納庫の設置。�
●古着や本などのリサイクル�
●区にあるもの、作るもの、とれるものをできるだけ丁寧に使い切る生活。野菜を丁寧に料理したり、
ベルマークやプルタブを集めるなど物、資源を大切に使う。�

「家族的で　まとまりのある　心豊かな　八龍の里」�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　宮内行政区
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

●鍬柄の堤を利用した魚釣り大会を開催する。�

●旬の山菜や工芸品、米や野菜を扱う施設「スーパー宮内」をつくる。また、郷土料理を出す施設を隣

接させる。電力は水車による発電でまかなう。交流人口が増え売上げが見込めるようになる。�

●体験農家民宿などによるホームステイを行う。�

●働く場所を増やす（職場を増加させる）。�

●工芸品などによる木材資源の再利用。�

●けい畔のコンクリート化。�

�

●小動物と遊べる公園がある。�

●行政区で、運動会、老人会交流、子どもとの世代間交流の機会を設け、充実した楽しい行事を行いた

い。また、関連してテントなどの設備についても充実させたい。�

�

●老人会、婦人会、若妻会、育成会などで講師を招き、講演を聴いたり、いろいろ作ったりする。各種

団体が合同で行ってもよい。地区にあるものをつくったり、地区についての知識を教えてもらえる方

には講師をお願いする。（何年かにわたり計画的に講師をお願いする。また、夫婦で講演を聴く機会を

設けるなどして夫婦のつながりを深める。）�

�

�

●上記目標を達成することにより、新聞等マスコミにとりあげられることが多くなる。�
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�

・民間住宅の建設等により若い年代の人口が増え、

区の高齢者率は村平均を下回っている。�

・やまゆり保育所、幼稚園、小学校、診療所など

教育福祉の基盤がある。�

・区会を中心に、各部会、老人会、婦人会、子ど

も育成会等の組織が協力しながら主体的に活動

している。�

・子ども育成会、消防団、田植え踊り保存会をは

じめとする情操教育の指導等が盛んである。�

・江戸時代より陣屋がおかれ、当時から地域の政

治、文化、経済の中心的な役割を果たしてきた地

区であり、現在も飯樋地区の中核となっている。�

地区の課題�

・歩道が無い箇所が多く、児童達の登下校をはじ

め、歩いて通行するのに危険である。�

・田植え踊りが50年振りに復活し、熱心に活動し

ているものの後継者が少ない。�

・学校や診療所、商店や農協、郵便局などがあり、

飯樋地区の中核でありながら住宅用地が不足し

ている。�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

・飯樋地区の教育文化、保健福祉、経済の中心として、人と環境にやさしく、みんなが健康で安全、安
心して生活ができる地区。�

・子どもも高齢者も地区住民で気遣い、みんなが自立し生きがいをもって社会参加できる地区。�
・資源回収事業がさらに発展し、衣食住をはじめとする循環型の生活が進み、むだのない暮らしができ
る地区。�

「　地域と人が輝く　融和の里　飯樋町　」�

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　飯　樋　町
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

①土地を有効に活用できる地域を作ります。�
　・地域資源や地形等を活かした土地利用計画を策定し、環境が整った住宅用地を積極的に提供できる

　環境をつくります。�
�
②安心して生活できる地域を作ります。�
　・住民の健康づくりや交流の場として、みんなが利用しやすい前山公園を整備します。�

　・用水路を蘇生して清流を流し、うるおいと安らぎのある環境づくりを進めます。　　�

　・歩道や防犯灯を設置し、安心して通行できる環境を整えます。�

　・国道399号線改良の早期実現に向けた取り組みを進めます。　�
�
③自ら行動できる地域を作ります。�
　・各種団体等が元気にやりがいを持って活動できるよう支援します。�

　・やるきつながりプランや地区行事等の実施体制を整えます。さらに、地区新聞の発行等を通じ、や

　るきつながりプランの進捗状況や地区の話題等を分かりやすく紹介していきます。�
�
④伝統を大切にする地域を作ります。�
　・田植え踊り保存会や飯樋流し盆踊り実行委員会等の団体へ支援しながら、世代間の交流と地域活性

　化へつなげる取り組みを進めます。�

　・昔から伝わるいわれや家族の知恵、料理等を後世に永く伝えます。�
�
⑤にぎやかで活気のある地域を作ります。�
　・他地域（村外）との交流事業など、たくさんのふれあいの場を設けます。�
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地区の目標�地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
「農業」です �
　米、葉タバコ、和牛等の農業が盛んです�
�
「人」です  �
　夢みる老止会などの自主活動が盛んです�
   区長杯など区内の交流が盛んです�
   手踊り、田植え踊り、笠踊りを継承しています�
�
「自然」です �

  自然がいっぱいです�
  各家庭でも花を植えています�
  おいしい水（滝下浄水場）があります�
  山菜（きのこ、たらの芽、栗など）が豊富です�
�

地区の課題�

「休　耕　地」 です �
    使われていない農地が増えています�
�
「少子･高齢化」です �
    地域の担い手が不足しています�
�
「不 法 投 棄」です �
    ごみの投げ捨てが多く困っています�
�
「危険な道路」 です �
    狭い道路・急カーブ等がありとても危険です�
�
「あふれる川」 です  �
    大雨時に川水があふれ農産物等に被害がでます�
�

農　と　和　と　緑　の　郷　　11　区�

�

「きれいな景観」です�

    ○田畑を荒らさず、手入れをしましょう�
    ○豊かな自然を守りましょう�
�

「気持ちの持ち方」です�

    ○食っても食わなくても良い時は食わない�
       仕事はしてもしなくても良い時はする�
�
�
�
�

「助け合い・支え合い・ゆずりあい」です�

    ○できる人ができる範囲で助け合いましょう�
    ○“ゆい”を大切にしましょう�
�
「お金がかからない生活」です�

    ○新生活運動を積極的にすすめましょう�
    ○よけいなものは作らないようにしましょう�
�
「資源の有効活用・リサイクル」です�

    ○今あるものを有効に活用しましょう�
    ○堆肥を地区内に還元し、おいしいお米・�
       野菜等を作りましょう�
�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

138

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　前田・八和木
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

目標1：子どもの明るい声が響きわたる11区にしよう！�

 ○子どもと一緒に参加できる子育て事業を行います�
 ○ご指南、仲人をした方に感謝を込めて地区からお礼金を出します�
 ○子どもを3人以上作ると3人目からお祝い金をプレゼントします�

�

目標2：高齢者の方がいきいきと活動できる11区にしよう！�

 ○自分の手作りのものを交換できる場を作ります�
 ○高齢者の方が作った野菜を販売する仕組みをつくります�
�

目標3：地域全体で支えあえる11区にしよう！�

 ○お助け合い事業を行います�
 ○区民ふれあい号を行います�
 ○子どもたちに伝統（手踊り・田植え踊りなど）を継承する事業を行います�
�

目標4：環境・景観を大切にする11区にしよう！�

 ○花いっぱい運動を区全体と各家庭それぞれで行います�
 ○ごみの投げ捨てがないよう巡回等を行います�
 ○防犯灯を設置して、区内を明るくします�
 ○子ども注意の看板、カーブミラー等を設置して、安全な通学路を作ります�
 ○自然を上手に利用したハイキングコースを作ります�
�

目標5：新しい収入を得る11区にしよう！�

 ○新しい作物を集団的に作ります（ふき、たらの芽、ブロッコリーなど）�
 ○きれいな水を利用した農産物等を作ります（わさび、うなぎなど）�
 ○農作業の受託組織（組合、NPO等）をつくり効率良い生産を行います�
 ○インターネットを利用して農産物等を全国に向けて販売します�

�

目標6：訪れた人を心を込めて歓迎する11区にしよう！�

 ○グリーン・ツーリズムの受け入れ体制（体験メニュー等）を整備します�
 ○モトクロス場に訪れる方との交流を行います�
�

�

上記、目標を達成するため、各事業を評価する体制を作ります。�

・ 進捗状況確認（進捗状況を確認し、その後の進め方を決定する。）�

・ 目標達成確認（目標が達成されているかを確認し、目標達成困難な場合は、　　　　�

         　　　　　　  計画の変更等行う。）�
�
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地区の目標� 

地区の魅力と課題発掘 

地区の魅力 

・大雷神社、羽山様、古峯様がある 

・数多くの歴史的な旧跡がある 

・つつみがある 

・食用ガエル、どじょうが多い 

・若者向けの笠石住宅と公園がある 

・住宅ができたので、若い人が増えた 

・学校が近くて、子どもが歩いて通える 

・村の中心に近く地理的に恵まれている 

・整備された墓地がある 

・飯樋4区は住民の結束が強い 

・旬の野菜が取れる 

・近所同士でのおすそわけの気持ちが残っている 

・税の滞納がない 

地区の課題 

・昔からの文化や季節の行事などの伝承の機会が少ない�

・芸能保存の後継者不足 

・高齢化と小子化が進んでいるため、その対策が必要 

・笠石住宅の住民同士のつながりがない 

・公園に遊具がなく、子どもが遊べない　 

・子どもとお年寄りが交流する機会がない 

・ガキ大将がいなく、少人数で遊びたがる 

・農業後継者の不足 

地区のまでいな暮らしのイメージ 

・蛍、どじょうなどがいる豊かな自然がある。 
・電気、水、ガスなどのエネルギー資源を大切に使う。 
・可能な限りリサイクルする�。�（�ペットボトル、子どもの服、遊具、本など） 
・節約といつまでも健康で長生きするため禁酒日、禁煙日をつくり、声かけし合う。 
・地域に伝わる伝統食をみんなで作る機会がある。 
・昔話を伝える機会がある。 
・地域のお年寄りに子どもを育ててもらえる。普段から世代間交流がある�。�（�しつけ、昔の遊び、子育て�
のアドバイス、一時預かり） 

・子育て中の家族が公園で遊べる。近所の家族と気軽に交流できる場所、機会がある。 
・1つの田を地域のみんなが育てることで、子どもに農業の楽しさ、食べ物の大切さを伝える。 

「わらしから年寄りまでふれあい息づく元気な田舎　大久保・外内�
としょ�

140

ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　大久保・外内
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地区の10年間の達成目標と重点施策�
〇自然・環境保護�

　・蛍を復活させる�

　・リサイクルのしくみづくり　衣類等のリサイクル、海外への援助�

〇交流の促進（世代間交流・文化・あそびの伝承の機会を）�

　・地区毎に残っている技術の伝承�

　・子どもが楽しめ、親同士も交流できる遊び場をつくる…笠石住宅前公園の有効活用、つり公園、植

　物公園（くわご、ぐみ、山イチゴ、すかんぼ）への発展�

　・お年寄りが主役になり、竹馬や竹トンボなどのおもちゃを作って子どもと交流できる機会をつくる

・世代間交流の活発化�

　・子ども会等でサツマイモの作付をしてみる。草むしり等の共同作業、芋掘りや落ち葉を使った焼き

　芋など、世代間交流や公園の掃除などとつなげる�

〇笠石住宅住民とのつながり強化�

　・行政区の月ごとの行事を案内し、行政区のうごきを知ってもらう（又は年間の行事一覧表）�

〇その他�

　・インゲンやほうれん草などの農作物を特色づけて特産品にする�

　・老人クラブの呼び名を変えて活動を活性化させる�

　・地区独自の省エネの日や禁煙、禁酒などの健康の日をつくる�
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
・岩部ダムは飯樋川の源流となっている�
・花塚山は水源地となっている�
・山菜やきのこ、自家野菜で季節を味わうことが
できる�

・秋の紅葉がきれいである�
・花塚登山道が整備され自然を楽しむことがで�
・岩部ダムで釣りを楽しむことができる�
・民俗芸能の活動が活発である�
・個性あふれる方々が大勢いる�
・パソコン教室の講師を務める人材がいる�
・3つの地区がお互い向上心を持っている�
・ニュートラックいいたてがある�

地区の課題�

・川の水質が悪くなってきている�
・みかげ石採掘跡地の景観が問題である�
・環境に対する関心が低くなってきている�
・住民活動に対し、他人任せになってきている�
・近所でも若い方や嫁さんなどと話をする機会が
少なくなってきている�
・他の地区との交流が少なくなってきている�
・嫁さん不足が深刻になってきている�
・娯楽の部分で地区の交流が少なくなってきている�
・高齢者世帯が多くなってきている�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

・までいな暮らしのイメージ�

自然�

　自然の力を最大限に生かす暮らし�
　生ごみを堆肥化する暮らし�
　山菜を取り入れた食の暮らし�
人�

　贅沢をしない暮らし�
　着る物をまでいにする暮らし�
　リサイクルする暮らし�
　捨てる前に見直す暮らし�
　食の貯蔵を大切にする暮らし�
　昔の暮らし�
　水を大切にする暮らし�
　節電する暮らし�
　先祖を大切にする暮らし�
地域�

　生活の原点である衣･食･住の見直す暮らし�
　遊休農地、山林を利用した自然豊な暮らし�
　隣近所助け合う暮らし�
　地区全体が家族のような暮らし�
　三世代が助け合う暮らし�

・地区の理想のイメージ�

�

　景観づくりに努め、豊な森と水と子どもた

ちがふれあえる暮らし�

�

　民俗芸能を後世に伝え、地域の伝統と地域

への誇りがもてる暮らし�

�

　礼を重んじ、人々が親しみを持って交流で

きる暮らし�

人を愛し　自然を愛し　地域を愛する上飯樋�
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　上飯樋行政区
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地区の10年間の達成目標と重点施策 

1　人を愛する 
　�（�1）赤坂神楽団、宮仲神楽団、上飯樋宝財踊りの伝統芸能を後世に伝えます。 

　　・学社連携により学校での発表会を行事化し伝統芸能に触れさせて後継者育成に努めます。 

　　・大雷神社の例年祭には地区の伝統芸能を全て奉納し伝統芸能継承に努めます。 

　　・大雷神社の大祭ごとにビデオで奉納の様子を残し技術の向上と継承に努めます。 

　　・伝統芸能の大事さを理解して地区として支援していきます。 

　�（�2）後継者を支援します。 

　　・他市町村と連携を図りイベントなどを開催しながら男女の出会いを支援します。 

　　・仲人様への支援として食料費や旅費などに助成します。 

　　・ファンタジーチケットにより出会いからお付き合いへの支援をします。 

　　・お嫁さんに思いやりのある地区を目指します。 

　�（�3）交流から経済発展を目指します。 

　　・岩部地区を観光の拠点とし地区外との交流に積極的に取り組みます。 

　　・岩部の森公園をキャンプ場として利用可能な場所とし地場産品引換券などを発行して新たな流通�

　　の確保に努めます。 

　　・生産者と消費者としての交流を図ります。 

 

2　自然を愛する 
　�（�1）自然豊な岩部ダム周辺を自然とふれあいの場として整備します。 

　　・岩部ダム周辺のごみをなくしきれいなところで釣りを楽しみます。 

　　・岩部ダムから比曽にかけて桜を植え時期はずれの花見を楽しみます。 

　�（�2）水源地である自覚をもって水環境を整備します。 

　　・ホタルの住む川を維持し範囲を広げてゆきます。 

　�（�3）自然を愛する心を育てます。 

　　・自然景観をテーマとした写真コンクールを実施します。 

　　・遊休農地に草花を栽培し有効な土地利用と特産品づくりと景観づくりに努めます。 

　�（�4）山林との関わりを残します。 

　　・以前の炭焼き文化の良さを認識し炭焼きを復活させます。 

　　・新たな炭の利活用から炭の価値を再認識し真の地産地消に取り組みます。 

　　・木酢を活用した減農薬農法に取り組みます。 

　　・地区にある部分林資源を見直し価値ある活用方法を探ります。 

 

3　地域を愛する 
　�（�1）充実したコミュニケーションを図れる地域を目指します。 

　　・地区集会所を区のコミュニティの核とします。 

　　・行政区組織を見直し効率の良い行政区運営を図ります。 

　　・区民全員であいさつ運動を展開します。 

　　・高齢者と子どもたちに一声掛ける運動を展開します。 
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�
・比曽川のすばらしい水源地（水の宝庫）�
・（引き）水がおいしい�
・汚水が流れてこない（標高が高い）�
・広がりのある農村空間�
・地区ならではの素晴らしい農村の景観がある�
・良い風景�
・朝日が早くでるのできれい�
・花がきれい�
・自然が多い（昆虫多い）�
・スイスのような風景�
・自然が豊か�
・風景がすてき（例：いぼ石から見た風景）�
・空気がきれい�
・天然の水芭蕉が残っている�
・広大な土地（道路田んぼが広い）�
・高原野菜野菜ができること�
・大根などの（高原）野菜がうまい�
・米がうまい�
・先祖から全て顔見知りの人たちが住んでいる�
・人付き合い、近所づきあいがよい�
・やる気満々の人が多い�
・近所で困っている人がいれば、すぐに助け合う�
・伝統芸能、まつり�
・塩の道の史跡が残っている�

地区の課題�
・若い人とのつながりが少ない�
・20～30代の若年層と地区との関わりが少ない�
・世代間の交流が少ないので交流ができる場を作
らなければならない�
・地区の良さを地区の人達が認識できていない�
・集まり時間がルーズである�
・子どもの人数が少ない�
・日中は人がいなくなってしまう�
・買い物等が不便�
・冬期間の交通の確保�
・高齢化所帯の足の確保�
・交通の便が悪い�
・若年層の仕事場がない�
・成人病の検診が遠く不便である�
・成人病検診等みんな中央に呼ばれる�
・高冷地なのでいろんな面で大変�
・20区の中で一番高いところである�
・村内でも比較的寒冷な土地（深い雪）�
・教育費がかかりすぎる�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

①昔からの結いや人と人とのつながりを大切にします�
　・組との交流、親睦を深める　　　　　　　　　　　　・人と人、家と家のつながりを大切に�
　・地域の文化が若い世代につながる　　　　　　　　　・人のつながりを大事にする地域　�
　・農家ならではの人とのつながりの大切さと思いやり　・古い建物、樹木、石碑等をピックアップ�
　・結いの良さが残る地域�

②地元で生産されたものをはじめとする“もの”を大切にし、地産地消やリサイクルを促進し、比曽
式の生活スタイルを確立します�

　・自立できる生活　　　　　　　　　　　　　　　　　・牧野が有効活用されている�
　・地元の生産物を大事にする（認め合う）地域　　　　・リサイクルできる場を提供�
　・地元で採れた農産物をおいしく加工し食べる　　　　・リサイクルできるものは何でも利用する�
　・遊休地をなくす　　　　　　　　　　　　　　　　　・賞味期限が切れたものでも食べられるも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のは捨てない�

③昔ながらの地域資源や生活を大切にし、ゆとりのある地域づくりをします�
　・趣味を生かした生活　　　　　　　　　　　　　　　・気持ちにゆとりがある�
　・雑木薪で五右衛門風呂をわかして入浴する　　　　　・河川を整備し、魚を放し、誰でも取るこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とにする�

　�

明るく元気な未来　自然と人に優しい比曽から発信!!

�
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　比　　　曽
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地区の10年間の達成目標と重点施策 

①人と地域のつながりを大切にし、安心して暮らせる地域をつくります�。 

　◎地区と若年層の人たちとの関わりを持たせる事業の展開 

　　・人とのつながりを密にし、環境を整備し、安心して暮らせる毎日を目指す 

　　・人とのつながりを大切にして安心して暮らせる地域づくり 

　　・農業の良さを見直し、後継者を育成する 

　　・嫁不足を無くする 

 

②安心して暮らせる生活環境をつくります。 

　◎高齢者世帯であっても安心して暮らせる生活の足の確保（冬期間） 

　　・携帯電話をどこでも通信できるように働きかける 

　　・生活道路の整備（トンネル）ができれば良い 

　　・生活道路の整備を働きかける 

　　・防災無線の整備を働きかける 

　　・生活用水の確保 

 

③地域の良さを見直し、交流人口の拡大を図ります。 

　◎交流事業の実施（比曽出身者との交流イベントを足がかりに） 

　　・交流を進めるための集会所の整備 

　　・若者を集めるイベントの開催 

　　・ホームページでの情報発信（村行政区コーナーの活用） 

　　・仕事が遠くまで通わなくても良い地区になればよい 

 

④地域の文化や資源を大切にする地域をつくります。 

　◎塩の道マップの作成 

　　・ホタルのすむ川づくり 

　　・比曽の生活を楽しむ（ドブロクなど） 

　　・地区の保存木の検診（樹木医の活用） 

　　・他より人が集まるよう民宿などグリーン・ツーリズムを�
　　　取り入れる　　 

������������������ ������������������������� ����



地
域
計
画�

地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�

1．自然のつづらおり�

2．長泥ふれあい街道�

3．自然にあふれのどかな山村田園地帯�

地区の課題�

1．情報網の整備（携帯電話・インターネット）�

2．農業離れと嫁不足�

3．若者が少なく、定着しない�

4．アクセス道路幅員がせまく、不便である�

5．冬場は雪のため交通支障を着たし、自由に外

出できず交流がしづらい�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

1．地区特産物の開発（きび）�

2．地酒の開発、地酒の品評会�

3．獅子舞の復活�

4．芸能保存と花の植栽でみんなで手入れし、景観を重視した地域づくり�

5．地区の民謡や先人の生い立ちを話してもらう�

人と自然とがふれあう花の里長泥�
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　長泥行政区

������������������ ������������������������� ����

地
域
計
画�

147

地区の10年間の達成目標と重点施策�

 1 　花の里にふさわしい、花の植栽で地域人と人のふれあい�

 2 　新鮮野菜の販売�

 3 　ＩＳＤＮ（デジタル化）を早期整備及び携帯電話など�

 4 　休耕田を花と野菜畑にして、自分で採って買っていく100円ショップ�

　　（手入れ、維持管理は老人会、育成会、購入者自身が定期的に来て行う）�

 5 　「田舎の食事どころ」として、普通の民家で昔の食事や特徴のある食事を出して、わざわざ食べに�

　　 来る人がいるような場所をつくる�

 6 　自然を利用したレジャーの開発�

 7 　景観の益々の向上を図る�

 8 　米、野菜、山菜、工芸品や加工品の開発�

 9 　じゅうねん、きび、ごんぼっ葉、栗等、他で作っていない作物の栽培、とうやく、めぐすりの木の栽培�

10　光ファイバーの早期導入により、インターネットの普及を図る�

11　インターネットにＣＣＤカメラをつけて、医療に役立てる�

12　コミュニティセンターにあるパソコンを早期にインターネットをできるようにつなげて、地区の情

　 報を発信できるようにする�

13　食生活の改善を図り、健康で長寿を目指す�
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地区の目標 

地区の魅力と課題発掘 

地区の魅力 地区の課題 

地区のまでいな暮らしのイメージ 

・大自然の中での健康な体作り 

・自然の薬草を使用して健康にいきいきと100歳を目標に長寿社会を築く 

・昔のように物をまでいに使う 

明日へ翔く蕨野の郷�

・人と人とのまとまりが良い�

・自然の川がある・古くからの花、物あり�

・やまめのいる比曽川あり�

・昔ながらの食べ物の伝承（凍みもち、凍み大根）�

・夫婦仲が良い�

・患者バスの運行あり（週3回）�

・地区の人とのあいさつあり�

・行政区の集会出席率が非常に良い�

・自然に恵まれている（きのこ、山菜が豊富）�

・公民館にいつでも利用できる風呂がある�

�

・安定した仕事が少ない�

・会社が欲しい�

・交通の便が悪い�

・携帯電話が通じない�

・高齢化が進んでいる�

・伝統芸能の継承者がいない�

・嫁がいない�

・道路が狭い�

・救急医療体制が悪い�

・レクリエーションの場所がない�

�
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　蕨平行政区

������������������ ������������������������� ����

地
域
計
画�

149

地区の10年間の達成目標と重点施策�

地区の景観づくり�

　・ 蕨平から木戸まで、比曽川沿いに桜の木を植える�

　・ 道路に草花を植える�

�

伝統芸能の継承�

　・ 手踊り、田植え踊り、宝財踊りを継承（5年に1度の祭りに披露）�

�

蕨平集会所の活用拡大�

　・ 世代間の交流（伝統芸能伝承、景観づくり、昔ながらの生活伝承）�

�

食生活の改善を図り、健康で長寿を目指す�

　・ 地区の食材を生かした伝統食の保存�

�
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�

○村の中央部に位置し､比較的便利がよく、農業に

一生懸命取組んでいる�

○戸数46戸と地区全体の状況が把握でき、まとま

りやすい地域である�

○地域内の情報紙「ゆーとぴあ17」を毎月発行し、

子どもから老人までのホットな話題を提供し、

コミュニティづくりが図られている�

○里山の景観が残っており、地区を一望できる秋

葉山に遊歩道･展望台があり、地区名勝となって

いる。また、安心して魚釣りのできる池があるふ

れあい公園は、子どもから老人まで気軽に楽しめ

魚釣り大会は､地区の行事として定着化している�

地区の課題�

○農業情勢の変化による農業に対する意欲の低下�

○農業従事者の労働過重�

○農業後継者不足�

○若者定住化�

○学校までの通学路が長い。また、歩道がない�

○若い人とのつながり不足�

○県道沿い等にポイ捨てごみが多い�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

○ごみを資源にかえる�

　・捨てるものを減らす�

　・使えるものは再利用する�

　・別なものに再資源化（リサイクル）する�

○農と食を大事に（自給自足）�

○子どもの教育　→　地域力を生かす�

○歴史､文化を大事にする�

○豊かな農地を生かした野菜を作って「地産地消」�

○日常のお付き合いは心を主とする�

心豊かに　明るい未来　ユートピア17
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　関根・松塚
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

◎「地域コミュニティづくり」�

　①「ユートピア17」の継続と創刊200号に伴う総集版の発行�

　②花の名所づくり（桜）→　地区住民で観桜会開催�

　③集会所周辺の整備　→　遊具等設置、裸足で遊べるコーナー�

�

◎「地区の魅力づくり」�

　①地区の橋等に愛称をつける�

　②古くからある地区名などを記したマップづくり�

　③秋葉山遊歩道・展望台を維持管理し、さらに充実させる�

�

◎「地域環境整備」�

　①手作りごみ捨て禁止看板の設置�

　②防犯灯の設置（村への要望）�

　③小学校までの通学路歩道設置（村への要望）�

　④遊休農地等の利用方法を策定�
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地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�

○隣保精神に富んでいる地域である�

○県道原町川俣線・国道399号線・県道臼石・月

館線沿いで交通の利便性に恵まれている�

○石材の加工場・中小企業等があり、就労の場が

多い�

○若者向け住宅があり人口が減少していない�

○村内に唯一の24時間営業のコンビニがある�

○水源地（田尻浄水場）があり、生活用水の確保

がされている�

○地区の人たちの名前が分かる�

○いい暮らし運動が徹底されている�

○直売所があり、地産地消事業等で交流人口が盛

んである�

地区の課題�

○村営住宅入居者と地元住民との人間関係�

○農業用水が足りない�

○少子化に伴い、地元小学校の児童数がしている�

○生活雑排水流出のため川が汚れている�

○冬期間の道路凍結対策�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

○資材等の再利用（リサイクル拡大）（・地域資源の活用を図る）�

○地区で生活習慣の見直しを行い無駄遣いを無くす(いい暮らし運動の推進と継続）�

○遊休農地等の利活用を図る�

○地区内の用足しは極力歩いて行う（健康増進・環境保全等につながる）�

○直売所を利用した地産地消の推進�

○長生きをする�

○川を昔のような風景にする（水泳ぎ、魚）�

○家庭でゆっくり過ごせる時間がある(家族団らんの時間)�

○自家製のものを増やす（家庭菜園など）�

○買い物を節約出来るようにする�

○節約、昔の暮らしにもどす�

地区の目標�

“すてきな田舎”ロマンのある臼石�
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　臼　　　石
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地区の10年間の達成目標と重点施策 

○地域コミュニティ(活動)推進を図る�

　・地域での子どもと大人のあいさつ運動の励行を図る 

　・年3回の鯉釣り大会を充実させ、地域住民の親睦を図る 

　・三世代間交流事業を実施しながら、食文化の伝承事業を推進する 

　・子どもと老人の交流事業を実施しながら、昔ながらの子どもの遊びを復活させる 

　・子どもと地域の名人等とのふれあい事業の実施 

　・健康スポーツの推進 

 

○みどり豊かな地域づくりを推進する�

　・美しい河川づくりのために合併浄化槽の普及促進を図る 

　・田尻浄水場から新田川までの河川周辺整備 

　・花いっぱいの山（公園）をつくる 

　・八石山の遊歩道整備を図る 

　・臼石地区の名所・旧跡の観光冊子を作成 

 

○若者の定住対策促進を図る 
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地区の目標�

地区の魅力と課題発掘�

地区の魅力�

・川（水）がきれいだ�

・上流に住んでいるので水がとてもきれいである�

　（真野川上流）�

・緑がきれいだ（山）�

・人が良い�

・地区内、地形的にまとまりやすい�

・離れている割には交通の利便性がある�

・お年寄りがとても元気�

・地区の協力心がある�

・地区にも若い人たちが増えてきた�

・明神山の有効利用�

・茶屋の雰囲気は◎�

・天文台は今後いかせるのでは�

地区の課題�

・農業はどうなるの�

・佐藤顕治さんと森さんの間の道路が冬場凍結危険�

・山菜を有効的に生かす（保護管理しながら）�

・若い人たちが風習にしばられることのない様に�

・臼石、月舘線の改良�

・嫁不足�

・土地の有効利用（遊休地）�

・子どもが安心して遊べる場所（公園）の整備�

地区のまでいな暮らしのイメージ�

・リサイクルを考えていく�

・物を大切に再利用する�

・他人の悪口を言わない地区。言った人は罰金�

・機械道具を壊さないように長く使う�

・農作物の再利用�

・どぶろく茶屋�

・不用品の再利用（地区のお知らせにのせる）�

・地産地消�

住む人と　星が輝く　清水の里�
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　前田行政区
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

・明神山より、太平洋及び金華山をながめる�

・風力発電の実施�

・自然の水を利用して地区の活用�

・空き地には花を植える（地区の空き地を無くす）�

・ふれあい茶屋の有効利用�

・グラウンド、牧野の有効利用（わらび園）�

・天文台の一般への公開�

・市民農園の有効活用（グリーン・ツーリズム）�

・温泉を掘る�

・休耕地を利用して動物園�

・お知らせ用スピーカー（防災設備）�

・若い世代の交流（キャンプ等）�

・地区だよりの発行�

・前田地区の特産品（加工品）を作る�
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地区の魅力と課題発掘 

地区の魅力 

①祭ばやし保存会があり若者ががんばっているほ�

か、山桜の保存など文化・自然保護に努められ�

ている 

②無人販売を生きがいにしている元気老人が多く�、�

（グラウンドゴルフ・ゲートボール）などが盛ん�

である 

③区画整備がされ、田園風景が良く、水芭蕉がき�

れい。また、災害が少ない 

④神社、お寺があり宗教的な習慣を重んじている�

傾向があることで、まとまりがある 

⑤その他 

　・農的な暮らしをしている家庭が多い 

　・郵便局がある 

　・比較的交通の便がよい 

　・かたくりの花がたくさん咲いている 

　・わらび取りやイナゴ取りなどで来客が多い 

　・公園がある 

　・山菜等が豊富 

地区の課題 

①後継者不足、嫁不足により児童が少ない 

②県道に歩道整備がされていない区間があり危険�

である。また、街頭が少ないことや河川の景観�

が悪い、花等が少ないなど、子どもが安全に遊�

べない環境にある 

③区画整備はされているが、用水路の利活用の問�

題やグラウンドと牧野が未利用など問題が多い 

④その他 

　・伝統文化の後継者がいない 

　・ごみのポイ捨てが多い 

　・無料開放施設がない 

　・山菜取りなどで、私有地に知らない人がいる 

地区のまでいな暮らしのイメージ 

・相手の気持ちを尊重しあう 

・昔ながらの会の復活（祭りなど） 

・全戸水洗トイレ（合併）の設置 

・青空市（リサイクル） 

・妙に魅力のある地域 

・自然を残し、健康維持を重視 

・高齢者を大切にする 

・男女共同参画を実践する地域 

・現行維持 

・蛍の生息する川をつくる 

・小川を整備し、沢蟹や小魚と遊ぶことができる 

・遊休地をなくす 

・苗木市 

・花いっぱいの地区 

・寝たきりゼロ 

・直売所のリニューアル 

・激安ショップ 

・笑顔がたえない地域 

・季節に合ったものを重視する 

・都市交流を行う 

・振興を重んじる 

地区の目標 

「源流・清流・食農を重んじる田舎ぐらし20区」��
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ちいきくらしあっぷプラン�ちいきくらしあっぷプラン�
行政区名　二枚橋・須萓
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地区の10年間の達成目標と重点施策�

・農村的景観の保持�

・都市と農村との交流事業の推進�

・無人販売所の維持事業（元気老人の活力維持）�

・安全な地区づくり�
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