
  
熊次地区まちづくり計画        

    
平成 26 年 3 月  

熊熊熊熊    次次次次    地地地地    区区区区    自自自自    治治治治    協協協協    議議議議    会会会会       



１１１１    計画作成の背景計画作成の背景計画作成の背景計画作成の背景 
  兵庫県の最高峰「氷ノ山」の麓にある熊次地区は、昭和 30 年までは、美方郡熊次

村に属し、村内は、11 集落で構成されていましたが、昭和 31 年の町村合併により養

父郡関宮町となりました。さらに平成 16 年には、養父郡 4 町が合併し、現在、熊次

地区は、旧熊次小学校校区内にある、外野・草出・梨ケ原・丹戸・奈良尾・福定・大

久保の 7 集落から構成され、世帯数 160 世帯、人口 482 人（平成 26 年 3 月 31 日現

在）の小さな農山村地域です。 

  この地区は、平坦地が少な

いため、棚田での農業を中

心に生計を営みながら、現

金収入を得るために、養蚕

に取り組んだり行李柳を作

ったりもしました。また、

農耕用に和牛を飼いながら

子牛をもうけ、それを売っ

て収入を得ていました。さ

らに、雪深い地域にあるた

め、冬季は､農作業が出来ず、

多くの男性は、酒づくりな

どの出稼ぎにも行きました。 

  昭和 30 年代に入ると、高度経済成長政策等の影響を受けて、当地区でも若者の都

会への流出が始まり、その後も若者の流出は止まらず、少子高齢化が一段と進み、現

在では、これが深刻な課題となってきました。平成 25 年には、高齢化率が 34.4 パー

セントにもなり、集落によっては戸数が、十数戸しかなく高齢化率も 45.7 パーセント

と限界集落寸前の集落もあり、生活環境・産業振興などで様々な課題が山積していま

す。 

かつての農業を中心とした暮らしの時代には、地区の住民は、常に顔を合わせて暮

らし地区住民の絆は強いものがありましたが、現在は、職業も多種多様となり、同じ

集落に住みながらも、顔さえ合わす機会も少なくなり、価値観の多様化と相まって地

区住民の連帯感が希薄になってきました。 

  このような中あって、熊次地区の文化や恵まれた自然環境などの特色を活かし、人

と人とのふれあいを大切にし、支え合う地域づくり計画を進めることによって、熊次

地区に住むみんなが安心・安全に暮らし、この地区に住んでいてよかったと思い、住

み続けられるようなまちづくりに取り組む必要があります。 

  本計画はこのような背景から策定しました。 

  地区住民の皆様には、この計画にご理解をいただき、熊次地区のまちづくりへの取

り組みにご協力をいただきますようお願いします。 
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２２２２    計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ計画の位置づけ 
  この計画は、熊次地区の課題を踏まえ、将来像や目的、課題、計画をまとめたもの

です。地区に住む皆さんがこの計画に掲げる将来像を共有し、目的達成に向けての取

り組みを計画的に進めていくための指針と位置付けます。 

 

３３３３    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間 
  この計画の期間は、平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間とします。 

  ただし、短期計画は社会情勢や、生活環境等の変化に対応するため、3 年ごとに見

直しを行います 

４４４４    地域の現状と課題地域の現状と課題地域の現状と課題地域の現状と課題 
（１）（１）（１）（１）自然・生活環境自然・生活環境自然・生活環境自然・生活環境 

本地区は兵庫県の最高峰氷ノ山（1,510ｍ）を初め、鉢伏山（1,221ｍ）高丸等 1,000

ｍ級の山々に周囲を囲まれ、冬は寒くて積雪量は関西一ですが、反面、夏は涼しく快

適な生活環境下にあります。 

地区の中央部には氷ノ山に源を発する八木川

が西から東に貫流しており、集落は八木川の北

側に点在しています。生活道は県道（87 号線）

養父・小代線が八木川沿いに走り地区の大動脈

となっています。集落の北（山）側は急傾斜地

が多く自然災害には脆弱な地形となっています。 

  近年、急激に少子化が進む一方で、若い世帯

が地区外に引っ越すなどにより、いっそう高齢

者夫婦の世帯や独居の高齢世帯が増え、過疎化もいっそう進んでいます。   

 

（２）（２）（２）（２）防災防災防災防災・福祉・福祉・福祉・福祉 
  近年の気象は予想外のことが多く、全国各地で大規模な自然災害が頻繁に起こって

います。 

当地区も例外ではなく、台風による大雨で地滑りや土石流等により、人家や道路な

どに大きな被害を受けており、早急に裏山などの治山工事を進め、人家や生活道の安

全を確保することが重要な課題になっています。 

  こんな中にあって、日頃から自分の命は自

分で守るという防災意識を高めるとともに、危

険個所の点検や避難場所、避難経路の周知徹底

に地域を挙げて取り組む事も大切になってきま

した。 

  災害弱者と言われている寝たきりの高齢者

や高齢者世帯に対して、日頃から安否確認や見

守り活動等を近所のみんなで行うとともに、い
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ざという時のための救助対策も進めておくことも大切になっています。 

  当地区において犯罪などはほとんどありませんが、最近の世相を考える時、日頃か

ら防犯意識の高揚にも努めておく必要があります。 

 

（３）（３）（３）（３）交流・いきがい交流・いきがい交流・いきがい交流・いきがい 
        レジャー指向や価値観が多様化し、個人のニーズが地域の行事等となじまず、参加

意識が稀薄になりつつあります。 

  また、高度に情報化が進み、瞬時にして世界中の人々と繋がりが持てるようになり、

交通手段も発展して、大変便利な時代になりましたが、その反面、近隣の人と顔を合

わせることが少なくなり、近くの人々とのつながりが持ちにくい状況が生まれつつあ

ります。 

  しかし、全国各地で、震災や災害を経験した人たちが、その経験談から本当に困難

な状況が生まれた時、助けたり助けられたりして、本当に支え合えるのは近くに住む

人たちであると言われていることを、正しく認識して地域づくりを進めたいものです。 

  一段と、少子高齢化が進む中にあって、日頃から地域や近隣の人たちとの絆を大切

にして交流を深め、子供から高齢者まで、みんなが生きがいを持ち楽しく暮らしなが

ら、共に支え合える地域づくりを進めなければなりません。 

  熊次地区は古くは伊勢道と呼ばれ名前のゆらいでもある氷ノ山超えを超えるため

の馬次ぎ（駒次）の場所として栄えた地域でもあり、古くから峠を越えて鳥取地方や

美方郡との交流が盛んでした。現代ではその交流も途絶えがちです。 

西側との交流域を広げるため、以前から構想のあった氷ノ山トンネルを開通させて

鳥取とつながったり、県道養父・小代線を延長して美方郡とつながったりできるよう

にすることは、地域にとっては大きな発展の要因の一つと考えられます。これらの実

現に向けての取り組みも進めなければなりません。 
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（４）（４）（４）（４）産業・経済産業・経済産業・経済産業・経済 
  地区の主な産業は農業と観光ですが、地域に在住する数少ない若者の多くは、区域

外の企業等へ勤務をしています。 

農業は耕地面積が少なく零細であるため、拘わっているのは、ほとんどが高齢者で

後継者は育っていません。 

  昭和 30 年代の後半になって、全国的にスキーブームが起こり、冬期間、地域内の 7

集落の多くの人々は、スキー客を対象にした民宿業やこれに関連した職業に携わるよ

うになりました。しかし、近年、若者のスキー離れの傾向があり、人々のニーズの多

様化もあって、スキー客は減少しつつあります。こうした変化への対応も地域の大き

な課題になりつつあります。  

しかし、当地区には、恵まれた豊かな自然があり、四季を通じ多くの観光客が訪れ

ています。養父市の施策の重要な柱の一つに、交流人口を増やすことが謳われていま

すが、その実現のために自然環境に恵まれた当地域の果たす役割は、極めて大きいも

のがあります。改めて、足下を見つめ直し、地区の自慢できる事象を発掘して、それ

らを積極的に発信しながら、観光客を増やすことも当地区の大きな課題です。 

当地区を訪れてくださる多くの観光客に、ワラビ・ぜんまい・タラの芽・スズノコ

等の山菜や地域の食材を使った食事を提供する場所を確保したり、地域にある食材を

使った特産品を開発したりするなどにより、働く場所の拡大も進めなければなりませ

ん。 

    

（５）（５）（５）（５）地域資源・観光地域資源・観光地域資源・観光地域資源・観光 
本地区は兵庫県の最高峰氷ノ山（1,510ｍ）を始め鉢伏山（1,221ｍ）、ハチ高原、布

滝、不動滝等の自然資源や、ハチ高原・氷ノ山国際スキー場等の多くの観光資源に恵

まれています。春から秋にかけては、冷涼な気候にも好まれ、登山・ハイキングなど

で大勢の観光客に訪れていただいています。また、四季を通じて、小・中学生の林間

学校や、高校・大学生の合宿などにも利用されています。冬には、スキー客の減少傾

向はあるものの、関西一の積雪量と雪質の良さを誇り、スケールの大きいスキーとし

て、スキー・スノーボード等で大勢の観光客を迎えています。 

地区内の氷ノ山・ハチ高原には氷河

期の植物で自生地としては、日本の南

西端と言われている「ミツガシワ」の

群落もあり、日本で２例しか生息が確

認されていない水生生物の「ヤチトビ

ケラ」や、絶滅危惧種で日本一の生息

地と言われています「ウスイロヒョウ

モンモドキ」を初め、希少・貴重な植

物や多様な昆虫類が生息しています。 

本地区は、こうした恵まれた自然資

源を大事にする保護活動等に取り組むとともに、これらの恵まれた自然資源のすばら

しさを地域外の人々に広く発信し、観光産業を発展させて交流人口を増やす地域づく

りを進めなければなりません。 
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５５５５    スローガンと将来像スローガンと将来像スローガンと将来像スローガンと将来像  
助け合い協力し合って、元気な熊次 

 

 

  私たちの住む熊次地区も、少子高齢化が進み人口も減少の一途にあり、個々の集落

も、これまで培ってきた伝統文化や風俗習慣やしきたり等を維持していくことが困難な

状況になりつつあります。今こそ、熊次地区７集落のみんなが手を取り合い、一致団結

して知恵を出し合って活力溢れる熊次を創造し、みんなが住みやすい（生活しやすい）

熊次、みんなが助け合う熊次、安全・安心をモットーに交流人が溢れる活き活きした熊

次を目指していこうではありませんか。 

 

６６６６    地域づくりの目標と課題地域づくりの目標と課題地域づくりの目標と課題地域づくりの目標と課題 
（１）（１）（１）（１）    若者が働く場所のある熊次をつくる若者が働く場所のある熊次をつくる若者が働く場所のある熊次をつくる若者が働く場所のある熊次をつくる。 

  アアアア    中期目標中期目標中期目標中期目標    観光（産業）の活性化により働く場所を増やす。観光（産業）の活性化により働く場所を増やす。観光（産業）の活性化により働く場所を増やす。観光（産業）の活性化により働く場所を増やす。 
    当地域は、県下の最高峰である氷ノ山、県下有数のスキー場であるハチ高原を

有し、冬季にはスキー、春から秋にかけては、児童生徒の自然学校や林間学校や

合宿、一般の人たちの登山、ハイキングなど、豊かな自然を活用した観光産業に

より、一時は飛躍的な隆盛をみましたが、価値観やレジャーの多様化などにより、

交流人口は減少の一途をたどりつつあります。 

また、昭和 30 年代の高度経済成長期から若

者の都市指向が進み、人口は減少し続け、

最近では、各集落で空き家も目に付くほど

になりました。 

地域に活力を生み出すには、若い力が不

可欠であり、若者が住みたくなる熊次づくり

を目指します。 

  イイイイ    長期目標長期目標長期目標長期目標    豊かな自然を生かす企業を誘致する。豊かな自然を生かす企業を誘致する。豊かな自然を生かす企業を誘致する。豊かな自然を生かす企業を誘致する。 
    自然が育む天然資源の大切さを研究するとともに、天然資源の価値観を高め、

その資源を主として必要とする企業を探し、行政と協力しながら企業誘致に取り

組みます。また、自然を活かした起業についても考えていきます。 

  

（２）（２）（２）（２）    四季を通して観光客が訪れる観光地四季を通して観光客が訪れる観光地四季を通して観光客が訪れる観光地四季を通して観光客が訪れる観光地、熊次をつくる。、熊次をつくる。、熊次をつくる。、熊次をつくる。 
  アアアア    短期目標短期目標短期目標短期目標    観光客を増やす仕掛けづくりを進める。観光客を増やす仕掛けづくりを進める。観光客を増やす仕掛けづくりを進める。観光客を増やす仕掛けづくりを進める。 
    氷ノ山、ハチ高原では、冬季はスキー、夏季は児童生徒による自然学校や林間

学校や合宿などでの賑わいはありますが、冬季（スキーシーズン）以外は、一般

客が訪れても食事をする場所（お店）もなく、家族連れなどで訪れる観光客がゆ

ったりと食事のできる場所づくりを考えます。また、市観光課や観光協会と連携

して植物観察会等の開催により都市部の人たちとの交流の機会を増やします。 
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  イイイイ    短期目標短期目標短期目標短期目標    四季の特色を生かした料理づくりを研究する。四季の特色を生かした料理づくりを研究する。四季の特色を生かした料理づくりを研究する。四季の特色を生かした料理づくりを研究する。 
    地域の食材を見直し、地域の特色を生かした料理（田舎料理）づくりを進め、

「熊次に行けば、熊次に宿泊すれば、こんな料理が食べられる。そしてこんなサ

ービスが受けられる」など料理とおもてなしのブランド化を目指し地域の魅力の

向上を図ります。 

   ウウウウ    短期目標短期目標短期目標短期目標    地域の良さの再認識に取り組み、その良さを積極的に発信する。地域の良さの再認識に取り組み、その良さを積極的に発信する。地域の良さの再認識に取り組み、その良さを積極的に発信する。地域の良さの再認識に取り組み、その良さを積極的に発信する。  
 自然の景観、自然が造り出す造形など、地域

の良さを発掘し整備保存します。加えて地域環

境を整備するため、集落単位で紅葉樹（ナナカ

マド、モミジなど）の植樹を進めたり、四季の

花（アジサイ、タニウツギ、ドウダンツツジ、

ウノハナなど）の植栽を進めたりして地域の名

所づくりを進めます。また、地域に生息する昆

虫（カブトムシ、クワガタ、ホタルなど）の増

殖も図り、観光客の誘致につなげます。 

 

  エエエエ    短期目標短期目標短期目標短期目標    地域の中で、一番をたくさん見つける。地域の中で、一番をたくさん見つける。地域の中で、一番をたくさん見つける。地域の中で、一番をたくさん見つける。 
 氷ノ山は、県下で一番高い山。ハチ高原は関

西で一番スケールの大きいスキー場で積雪量

も多く、「ウスイロヒョウモンモドキ」の日本

一の生息地。夏の涼しさは、天下一品など、他

の地域に誇れる一番を再確認し、それを発信し

ていきます。 

    

  オオオオ    短期目標短期目標短期目標短期目標    特産品を開発する。特産品を開発する。特産品を開発する。特産品を開発する。 
    一番をたくさん有するこの地域にふさわしい生活に直結した特産品の開発・生

産にも取り組み、地域力の向上を目指します。 

  カカカカ    中期目標中期目標中期目標中期目標    休耕田などを活用し、農業体験ができる民宿経営休耕田などを活用し、農業体験ができる民宿経営休耕田などを活用し、農業体験ができる民宿経営休耕田などを活用し、農業体験ができる民宿経営を模索します。を模索します。を模索します。を模索します。 
    休耕田を活用し、農業体験、貸出農地などの制度をつくり、民宿での宿泊とセ

ットで提供するなど、新しい民宿経営のあり方を考え、都会ではできないライフ

スタイルを体験できる地域づくりを目指します。 

  キキキキ    中期目標中期目標中期目標中期目標    夏のレジャー施設を整備し、レジャー企画を充実させる。夏のレジャー施設を整備し、レジャー企画を充実させる。夏のレジャー施設を整備し、レジャー企画を充実させる。夏のレジャー施設を整備し、レジャー企画を充実させる。 
    豊かな自然環境の中で登山、ハイキング、パワースポットめぐりなど、この熊

次地区でしかできない企画を考え、交流人口の増加を目指します。 

  クククク    中期目標中期目標中期目標中期目標    布滝、不動滝の周辺を整備する。布滝、不動滝の周辺を整備する。布滝、不動滝の周辺を整備する。布滝、不動滝の周辺を整備する。 
    大自然の雄大さを身近に見て肌で感じられる

布滝、不動滝などの観光スポットの安全性を確保

するために周辺や道路の点検を行い、その整備に

取り組みます。 
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（３）（３）（３）（３）    人材が人材が人材が人材が生かされ活躍できる熊次、各年代層の人々が活き活きと活躍できる熊次生かされ活躍できる熊次、各年代層の人々が活き活きと活躍できる熊次生かされ活躍できる熊次、各年代層の人々が活き活きと活躍できる熊次生かされ活躍できる熊次、各年代層の人々が活き活きと活躍できる熊次

をつくる。をつくる。をつくる。をつくる。 

  アアアア    短期目標短期目標短期目標短期目標    高齢者が活躍できる場所をつくる。高齢者が活躍できる場所をつくる。高齢者が活躍できる場所をつくる。高齢者が活躍できる場所をつくる。 
    経験豊かで知恵と生活技術の宝庫であるお年寄りに、お年寄りにしかできない、

お年寄りにもできる、知恵を伝える場所、技術を教える場所、体験を話して聞か

せる場所づくりを進めます。 

 

  イイイイ    短期目標短期目標短期目標短期目標    旧熊次小学校（跡地）の利活用を積極的に進める。旧熊次小学校（跡地）の利活用を積極的に進める。旧熊次小学校（跡地）の利活用を積極的に進める。旧熊次小学校（跡地）の利活用を積極的に進める。 
    地域住民の集える場所として、小学校資料館、熊次生活資料館となるように、

各種展示物を収集し、先人たちの足跡を残す場所づくりを始めます。 

 

  ウウウウ    中期目標中期目標中期目標中期目標    人材バンクをつくる。人材バンクをつくる。人材バンクをつくる。人材バンクをつくる。 
    専門的な知識・技能を有する人材を発掘して、自治協議会の人材バンクに登録

していただき、希望する個人または団体へ派遣できる体制を作ります。  

 

  エエエエ    長期目標長期目標長期目標長期目標    ＮＰＯなどの組織づくりの研究を進める。ＮＰＯなどの組織づくりの研究を進める。ＮＰＯなどの組織づくりの研究を進める。ＮＰＯなどの組織づくりの研究を進める。  
  オオオオ    長期目標長期目標長期目標長期目標    介護・福祉施設をつくる。介護・福祉施設をつくる。介護・福祉施設をつくる。介護・福祉施設をつくる。 
    空き屋を活用して「ふれあいの家」「デイサービスの家」などを設立し、地域

住民が交流を進めながら生きがいを感じられるような触れ合いの場づくりを目

指します。 

 

（４）（４）（４）（４）    地域の助け合いで安全・安心に暮らせる熊次をつくる。地域の助け合いで安全・安心に暮らせる熊次をつくる。地域の助け合いで安全・安心に暮らせる熊次をつくる。地域の助け合いで安全・安心に暮らせる熊次をつくる。 
  アアアア    短期目標短期目標短期目標短期目標    地域の中で助け合いの仕組みをつくる。地域の中で助け合いの仕組みをつくる。地域の中で助け合いの仕組みをつくる。地域の中で助け合いの仕組みをつくる。 
    少子高齢化が進む中にあって、身近な地域での助け合いの仕組み作りが求めら

れています。見守り活動、声掛け運動などにより、高齢者も安全・安心に暮らせ

る地域づくりを進めます。 

  イイイイ    短期目標短期目標短期目標短期目標    地域の防災拠点をつくる。地域の防災拠点をつくる。地域の防災拠点をつくる。地域の防災拠点をつくる。  
    熊次地区は、土砂災害、山崩れなどにより孤立することが危惧されます。その

対策として防災拠点の整備が必要であり、防災倉庫または、それに準じる設備を

増設したり、新しくヘリポートを設置したりするように、関係機関に強力に働き

かけます。 

 

  ウウウウ    長期目標長期目標長期目標長期目標    道路・公共施設の整備拡充を図る。道路・公共施設の整備拡充を図る。道路・公共施設の整備拡充を図る。道路・公共施設の整備拡充を図る。 
    観光地「熊次」を支え、生活を守り、活力ある「熊次」をつくるために、道路

整備は不可欠な課題であります。道路を拡幅したり新設したりして、他市町へ繋

がる交通網の整備を求めて要望活動を継続的に実施していきます。 
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（５）（５）（５）（５）    豊かな自然環境を守り育てる熊次をつくる。 

 

  アアアア    短期目標短期目標短期目標短期目標    熊次の豊かな自然を再発見して発信する。熊次の豊かな自然を再発見して発信する。熊次の豊かな自然を再発見して発信する。熊次の豊かな自然を再発見して発信する。 
    地域の特性、特徴、自然が造り出す造形をパワーポイントとして内外に紹介す

るキャンペーン活動を展開するとと

もに、ホームページなどでも地域の良

さを発信して地域の魅力を広く知っ

ていただくような取り組みを進めま

す。 

  イイイイ    自然を守り育てるルールづくり自然を守り育てるルールづくり自然を守り育てるルールづくり自然を守り育てるルールづくりにににに

取り組む取り組む取り組む取り組む。。。。 
    クリーンパトロールなどによって、

環境の保全に取り組むとともに、国・

県などの施策を活用した環境美化に

取り組み、私たちのふるさと「熊次」

を内外に誇れる豊かで美しい自然環

境の郷にするように努めます。 
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