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第１章  地域づくり計画の目的 

 

０ 口大屋自治協議会の概要 

 

自治組織の概要 

名    称：口大屋自治協議会 

活動拠点施設：口大屋高齢者コミュニティーセンター 

行 政 区 名：夏梅、由良、中、おうみ、樽見、上山、宮垣 

人    口：１，１６３人 

世 帯 数：４６９世帯（養父市住民基本台帳平成２８年３月３１日現在） 
 

 

 

１ はじめに ～口大屋地域づくり計画策定の背景と目的～ 
 
 平成１６年４月１日、大屋町、養父町、八鹿町、関宮町の旧養父郡４町が合併し『養父市

が誕生した。口大屋地域は旧大屋町の入り口であり交通の便のよさから、県営、町営住宅、

おうみ団地等の住居も確保されていて、八鹿、養父、和田山で仕事に従事する若者の居住に

より、人口もかなりの数を占めていた。また、企業の工場も４箇所あり、地元のみならず他

の地域からの労働者もあり、かなりのにぎわいもあった。 

 しかし合併の直後の平成１７年当時は世帯数４５３戸、人口１,３１８人、高齢化率は３

２．４０％であったが、平成２８年３月末では、世帯数４６９戸（＋１６戸）、人口１,１６

３人（－１５５人）、高齢化率は３３．９６％（＋１.５６）となっており、世帯数は増加し

たものの、地域の人口減少と高齢化傾向は否めない。こうした状況を受け、口大屋自治協議

会では旧校区の７集落を対象とし、「口大屋地域づくり計画」を策定することとした。この

計画は口大屋地域全域を対象として、お互いを助け合い、活力ある地域づくりを目指すため、

将来目標を立て、それに向かって各分野で活動を展開していくことを目的としている。その

ために平成２６年度に全所帯アンケートを実施し、その後、検討会議（地域づくり計画会議）

を開催し、意見集約を行い、「口大屋地域づくり計画」を策定した。 
 
※平成１７年の数値は国勢調査の確定値 

 

 

 

 

２ 地域づくり計画の目的 

 

 口大屋自治協議会が策定する「口大屋地域づくり計画」は地域の生活環境が大きく変動し

ようとするなか、私たち地域住民が主体となって行う地域のまち作りに向けた基本的な指針

となるものです。この計画は、地域の現状と課題を掲げ、テーマや目標を設定し、地域の皆

で取り組むべき計画を示しています。 

 基本的な方針としては、実現の難しい内容はできるだけ避け、地域住民の皆で取り組める

ものを中心に行動計画としてまとめています。 
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【口大屋自治協議会】 

 

 

  

平成 26年 4月 1日現在の組織構成の状況 
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３ 地域づくり計画策定の背景 
 

   口大屋地域は、大屋町の北北東に位置し交通網は、地域内に主要県道養父宍粟線（６号

線）と琴弾トンネルを通って９号線に繋がる２７２号線があります。 

   地域産業としては、古くは農業、林業、牛飼育、養蚕業など地域の特性を生かした産業

が主でした。しかし、近年においては地域内の高齢化が進むなか、山田及び山腹畑地帯が荒

廃するとともに平野部においても遊休農地が見られるなど、農村環境の保全等についての課

題が発生しつつあります。 

   また、長年にわたり地域のシンボル的存在であった（旧）口大屋小学校は少子化の影響

により平成１８年に閉校し、大屋小学校と統合されました。行政組織においても、平成１６

年４月に大屋町が養父市に合併するなど、地域の環境が大きく変化しています。 

   私たちを取り巻く地域環境が大きく変化してきた今日において、口大屋地域が,地域内の

活性化を図るとともに、現状を見据えた目標に向かって諸活動を展開していくことが重要な

課題となっています。 

   このような様々な背景を受けて、口大屋自治協議会として、地域づくりを計画的に進め

ていくために、「口大屋地域づくり計画」を策定することとしました。 

 

４ 地域づくり計画検討委員会の設立 
 

   「口大屋地域づくり計画」を策定するにあたり、すでに組織された自治協議会の会長、

事務局長、自治振興部会の委員（各行政区の区長７人）と他の部会の部会長、副部会長６人

を含め、合計１５人で平成２６年４月１日に検討委員会を発足させました。 

   検討委員会における活動として、地域基盤に関しての調査、各地域の現状と課題、地域

づくりの施策など、地域に密着した計画を、全体協議会及びワークショップ方式などにより

本計画の策定について協議を重ね、検討委員会として各地域における現状を把握するととも

に、地域づくり活動に関する資料の収集及び意見交換を行いました。 

   尚、検討委員会は平成２７年６月から地域づくり計画会議に変更して７回の会議を重ね

て口大屋地域づくり計画を策定いたしました。 

   口大屋地区内における各地域の現状に関する調査結果について、次に掲げます。 
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第２章  地域の現状 

 

１ 各地区の人口、世帯数、高齢化率 
 

   口大屋地域における人口状況を次表に示します。 

   現状では,限界集落に該当する地区はないものの少子化、高齢化が進み、地域活動の担い

手の減少傾向がみられます。 

 

           住民基本台帳（平成２８年３月３１日） 

地区名 
世帯数 

（世帯） 

人   口（人） 高齢化状況 

男 女 総数 65歳以上 人口割合 

宮 垣 135 156 161 317 95 29.97% 

上 山 13 16 14 30 13 43.33% 

樽 見 52 60 62 122 54 44.26% 

おうみ 60 70 71 141 38 26.95% 

中 57 77 77 154 52 33.77% 

由 良 73 84 107 191 70 36.65% 

夏 梅 79 98 110 208 73 35.10% 

合 計 469 561 602 1,163 395 33.96% 

 

   ※１「限界集落」とは、一般的に過疎化・高齢化などで人口の５０％以上が６５歳以上

の高齢者となり集落の自治、生活環境の保全、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持

が困難になっている集落を指します。 

    ２ 宮垣区内の人口、世帯数、高齢化率には障碍者支援施設「琴弾の丘」を含みます。 

 

２ 地域内の記念物と文化財 
 

   地域内にある天然記念物、文化財については長い歴史が存在している。 

   地域に暮らす人々が身近にある記念物や文化財を認識し、伝統文化を活用した地域の良

さを実感することも必要となります。 

 

（１） 口大屋地域内の記念物と文化財 

記念物・・・・ 「樽見の大桜」、「大アベマキ」、「一宮神社叢」、「男坂神社のシラカ

シ林」、「蓮花寺の紅梅」 

文化財・・・・ 「木造阿弥陀如来立像」、「一宮神社叢」、「木造弥勒菩薩立像」、「蓮

花寺庭園」 

    ※「養父市まちの文化財」より 

 

（２） ３階建て養蚕農家 

江戸時代よりこの地域内にも多数の桑畑が存在し、養蚕が盛んでした。養父地域内

に製糸業が盛んになった明治後半から昭和中期にかけて、３階建農家住宅が多く建て

られました。 

養父市教育委員会が平成２１年３月に「養蚕農家外観分布調査」及び平成２３年３

月に「養蚕農家建築構造調査」などについて各報告を取りまとめています。 
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３ 地域づくりに活動に利用されている施設 

   

   地域内には、次の施設が設置され地域内の各活動に利用されています。それぞれの施設

は地区内の拠点施設として活用するとともに、地域全体の共有施設として分散拠点として

活用されています。 

 
地区名 施設名 主たる使用内容について 

夏梅 

夏梅会館  

田和集会所 隣保で管理 

中在家集会所 隣保で管理 

下什集会所 隣保で管理 

区民広場 前は運動会などに使用していた 

由良 交流推進センター「ゆら」 集会場（区民、老人会、子供会他） 

中 リサイクルセンター クリーン作戦、盆踊り、川下祭、秋祭り 

公民館 会議、各組の寄り合い等 

おうみ 集会所 区民連絡行事、子ども会活動、福祉活動 

樽見 樽見会館 行事全て 

上山 上山会館 区の総会、親睦会 

宮垣 

宮垣会館 区民会議、親睦会、区内団体の 

和田垣集会所 該当隣保の会議、親睦会 

橋本集会所 該当隣保の会議、親睦会 

姫の宮集会所 該当隣保の会議、親睦会 

琴弾桜公園 区民でお花見 

運動場 レクレーション大会、子供の遊び場 

グランドゴルフ、ドクターヘリポート 

その他の施設（公の施設等） 

中 口大屋高齢者コミュニティーセンター 

宮垣 宮垣結の里 
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４ 趣味や地域づくりの団体 

 
   地域内には、地域の活性化や親睦を図るために多くの組織が構成されています。これら

は、地域内の活動の中心的な役割を担うとともに、共通の目的のため他の地域団体との連

携も図られています。地域づくりに活動に資する主な団体を次に掲げます。 

 

地区名 団体名 構成員 活動の目的、内容、課題など 

夏梅 

手芸の会 ６ 夏梅の知っている人が指導している年に３～４回 

ボランティア ７ 口大屋の行事がある時 

ヨガ教室 ６ コミセンで夏梅では６人参加 

由良 
ふれあいサロン 福祉 お茶やお菓子を食べながら交流を図る 

手芸サークル ４ 集に 4～5日家に集まり趣味の手芸をおこなう 

中 

老人会 ２０ ふれあい、区内の美化 

子供会 １０ 子供の育成、秋祭り、山車 

アベマキ保存会 ５０ 大アベマキ周辺の保存、整備 

おうみ 
子ども会 １２ クリスマス会 

おうみ区 ４０ 新年会 

樽見 

樽遊会 １８ 地区内の活性化、大桜保存活動 

生活応援隊 ６ 
地区内の活動に限定し、依頼を受けて高齢者の仕事

を代行 

宮垣 

老人クラブ ４５ 会員の連携、情報交換、親睦会開催 

女性会 ４０ 会員の連携、情報交換、親睦会開催 

子ども会 １９ 会員及び保護者の連携、情報交換、親睦会開催 

桜を守る会 １８ 琴弾桜公園の桜の手入れ、会員の親睦 

琴弾の会 １２ 福祉ボランティア活動、会員の親睦 

福祉連絡会 １０ 福祉ボランティア活動 

天満せせらぎ会 ２０ ラジオ体操グループ、健康づくり、体力づくり 
 

５ 地域の祭や行事など 

   各地区では、古くから伝統行事が継承されています。これらは、地区に愛着や誇りを感

じたりする心を育み、住民同士のつながりを深めるものとして、引継ぎ後世にも伝えてい

きたいものです。 

   口大屋地域内における各地区の特徴的な祭や行事などは、次のようなものがあります。 

（１）夏梅区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

お祭り １０月第１日曜日二宮神社祭礼、餅まき 子供会御輿 

 

（２）由良区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

どんど祭 10 月の第 2 日曜前日の夜若宮神社で焚き火

をして足や腰を癒やす 

各隣保で順番に行う 

川下祭 7月 30日夜 女性の方に御利益がある 中と由良の交互で当番 

一宮神社祭 10月第 2日曜 子供奉納相撲がある     〃 

盆踊り 8月 24日 正垣地蔵前で 1～3組が当番 
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（３）中区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

川下まつり ７月３０日昔ながらのお祭りのみの伝統祭 各組順番 

盆踊り ８月中旬に中区ふれあい祭りと併せて開催 区役員、福祉委員、子供会 

秋祭り １０月第２日曜に五穀豊穣に感謝 各組順番 

 

（４）おうみ区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

新年会 １月 区民 

秋祭り １０月第２日曜に五穀豊穣に感謝 中区と合同（子供会） 

 

（５）樽見区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

文化財保存 「樽見の大桜」の保存作業(4月 6日～15日) 樽遊会、大桜保存会 

お大師祭 お祭り（4月第 3日曜）、餅まき 当番隣保、区民 

地蔵祭り お祭り（8月 23日）、盆踊り、ビンゴゲーム 区役員、子ども会 

樽遊会 

不動尊祭り お祭り(9月 28日)、物故者の慰霊、懇親会 老人会 

三柱神社祭り お祭り（10月第 3日曜）、餅まき 隣保当番、区民 

秋葉神社祭り お祭り（3月第 3日曜）、餅まき 隣保当番、区民 

卯の当蔡 お祭り(12月第 1日曜)、当番引継ぎ、懇親会 隣保当番、区民 

 

（６）上山区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

坂益神社祭り 秋の収穫祭（10月第 3日曜） 氏子 

毛室神社祭り 秋の収穫祭（10月第 3日曜） 氏子 

お大師祭り お大師様を祭る（8月 20日） 区民 

 

（７）宮垣区の活動 

行事名 内容、実施時期、場所、留意事項など 担い手、組織 

お大師祭り お祭り（4月第 4日曜）と餅まき 隣保、区民 

男坂神社祭り お祭り（10月第 3日曜）と餅まき、子供神輿 隣保、区民 

大日如来祭り お祭り（1月第４日曜）とくじ引き 隣保、区民 

お姫祭り お祭り（7月第 3日曜） 姫の宮隣保 

妙見祭り お祭り（10月第 3日曜） 下河原隣保 

愛宕祭り お祭り（8月 23日） 上垣隣保 

いぼ地蔵祭り お祭り（8月 23日） 橋本隣保 

荒神祭 お祭り（10月第 3日曜） 和田垣隣保 

レクリエーシ

ョン大会 

10月第２日曜 区民、役員 

盆踊り ８月 14日 区民、役員 
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（８）各地区の特徴と自慢できることなど 

   各地区では、有志による各種の団体が結成され、特色のある地域の活性化活動を行っ

ています。 

地区名 地区の自慢、一言コメント など 

夏梅 梅の会 ６０才代で結成。会員１２人親睦会で御婦人方も同席の時あり 

由良 区内にはセカンドハウスが有り、由良区セカンドハウス管理組合を発足して

いて多数の有志、会員により管理されており、地域の活性化や親睦に繋がっ

ている。 

樽見 樽遊会・・地区の活性化を目的とし、若者も参加して区の活動に協力し、年

末には大型イルミネーションを毎年作成し続け、区民だけではなく、地域の

人達にも喜ばれています。（１３年間） 

生活応援隊・・定年退職者を中心に活動。高齢により出来ない農作業の手伝

いを行い、大変喜ばれています。 

おうみ 高齢者の方が、グラウンドゴルフを毎週 2回、ツーゲットボールを毎週 1回

他地区の方と一緒に旧口大屋小学校のグラウンドやおうみ広場で、にぎやか

に楽しんでいます。 

また、おうみ区では、不定期ですが区の事業で区民の皆さんとの“ふれあい

運動会”を 7回ほど行っており、大いに盛り上がっています。 

 

  



 10 

第３章  アンケート調査および検討の経過 

１ 「地域づくり」アンケートの結果より 

   平成２６年１０月に、各家庭に１部配布して行ったアンケート調査には、２６５件の回

答があった。回答には大変貴重な意見が多数記入されており、口大屋の将来について、熱

心で真剣な地域のみなさんの考えが反映されている。以下にその集計結果を記載する。 
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２ 地域づくり計画会議の検討経緯 

   平成２６年１０月に、各家庭に１部配布して行ったアンケート調査には、２６５件の回

答があった。回答には大変貴重な意見が多数記入されており、口大屋の将来について、熱

心で真剣な地域のみなさんの考えが反映されている。以下にその集計結果を記載する。 

 

（１）平成 27年 8月 20日 第 5回地域づくり計画会議 

 

口大屋現状の課題 

①高齢化 

高齢化社会への対応 

高齢化の問題点［老年になる｜なかなか(外に)出ることを嫌う｜独居老人の増加｜人口減少］ 

②若者減 

人口減少［若者が減る｜活力が無くなる｜結婚しない男性が多い｜行事が出来なくなる］ 

・働く場所が少ない。⇒若者の流出 

③買い物 

買い物先が少ない｜買い物手段が限定される｜高齢者が買い物に不便 

④病院 

高齢者が病院に通うための手段 

⑤荒廃農地 

荒れた農地｜遊休農地の増加｜耕作放棄地が増えた｜農地の荒廃が多くなっている 

⑥後継者 

農業の後継者不足［耕作放棄地の増加｜農村の景観が悪くなる］ 

⑦空き家 

空き家が増加｜荒れた空き家｜不在地主（空き家）のサポート（管理） 

⑧交流 

会合への参加が不足している｜地域との交流が少ない｜住民が集まり交流する機会が少ない 

 

（２）平成 27年 9月 25日 第 6回地域づくり計画会議 

 

課題抽出と解決作は？ 

①買い物 

買い物代行サービス（大屋に実例有り）｜移動販売｜安否確認も兼ねてやる 

買い物に連れて行くサービス⇒福祉施設など昼間空いているバスがある 

既存のものを活用する⇒大屋町全体の自治協で運用する 

単一の自治協で出来ぬこと 

足の確保（ハイエースを買う） 

お年寄りは自由に動きたい＜バスは一回 150円＞ 

全但バスは余り利用されていない 

トヨダの入口前まで行くバス｜トヨダにも協力してもらう｜あそうが買い物送り迎えしている 

②嫁募集（テレビ番組誘致） 

③家族ごと受入（移民引受） 

④空き家問題 

潰れそうな家ほっておくしか無い⇒地区との関わりを拒否している家 

墓と空き家は手出しできない  ⇒自治協で扱うのは難しい面もある 

十把一絡げに空き家じゃ無い。 ⇒二種類ある（完全に放置されているもの｜そうでもないもの） 

所有者見つけて手紙出すまでは市でも出来る 

養父市には空き家撤去補助金の制度が（今のところ）ない。 

空き家リフォーム、空き家バンク制度 

⑤耕作放棄地問題（どうしても解決しなくてはならない課題） 

獣の巣、災害に、隣に迷惑、人が住めなくなる。 
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米では採算が合わない。高い米を作る。 

生きがいを感じる⇒働く、人の役に立つ、地域のため。⇒地域で仕事を作る。 

農業が一番やりやすい。 

上山高原に耕作放棄畑多い。活用できないか。入植して貰える人を探す⇒自治協で世話をする 

使えない農機具を集めて安く提供 

未登記で、貸し借りできない。 

 ⑥口大屋カルチャーセンター 

喫茶店をやる？｜囲碁、将棋クラブ｜カラオケ喫茶 

⑦地域内交流 

コミュニティセンターをもっとオープンに使えるように。 

ふれあい喫茶時々やっています。 

ロビー使えます。 

 

（２）平成 27年１０月２８日 第７回地域づくり計画会議 

口大屋地域づくり計画の骨子（案） 人・まち・住まい研究所 浅見さん提案 

 

◎「基本テーマ」 

〇 課題 

地域住民の足（移動手段）をどうするか 

免許を持たない人が増える可能性がある。｜お年寄りは自由に動きたい。 

全但バスはあるが、それほど便利と言えない上に、路線がいつまであるか分からない。 

このままでは、通院難民・買い物難民が発生することが予想される。 

農業を維持していけるかどうか 

高齢化に伴い、農業従事者が減っていく可能性が高い。 

このままだと耕作放棄地が増えていくことが予想される。 

米を作るだけでは採算が合わない。 
地域内交流が減っている 

小学校が無くなったことをきっかけにして、地区全体で集まることが少なくなった。地域内の

コミュニケーションが不足している。 

空き家が増えている 

口大屋には、空き家が増加しており、問題となっている家もある。 
地域のために活躍してくれる若者が少なくなっている 

人口減少・少子化・若年人口の流出に伴い、地域の若者が減っており、地域のために活躍して

くれる人材が不足している。 

 
〇 地域づくりの基本姿勢 

口大屋に住み続け、口大屋を愛し続けよう 

全ての基本は、皆が口大屋を好きであると云う事。これが大事。 
良い口大屋地区を子供達に残すために必要な事は続けていこう 

苦しくても諦めずに、出来るだけ良い環境を子供達に残そう。 

区を超えた交流を促し、地域内のコミュニケーションは維持しておこう 

お互いの様子が何となく分かっている関係を大事にしよう。 
役員だけで決めずに、出来るだけ皆の意見を聞くようにしよう 

皆で決めて皆で実行。なるべく多くの人が参加出来るようにしよう。 
無理に押しつけたり、無理して引き受けたりしないようにしよう 

無理をすると続かない。出来るだけ無理の無いことをしていこう。 
出来ませんという人、やらない人を責めないようにしよう 

参加出来ない人にも、余力が出来たら参加してもらうつもりでいよう。 
皆が積極的に参加出来るような、楽しい事をしよう 

皆が興味を持ち、参加出来るようにするため、楽しい事を考えよう。 
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◎ 地域づくりの目標 

〇地域づくりの実践計画１ 

地域住民の足（移動手段）を確保するための方策 

地域のみなさんの移動手段を将来に亘り確保するアイデア 
〇 地域づくりの実践計画２ 

農業を維持していける仕組みを作る 

農業を維持し、出来るだけ休耕農地を増やさないためのアイデア 
〇 地域づくりの実践計画３ 

地域内の交流を出来るだけ増やす取組 

地域内の交流を増やすコミュニケーションを取り戻すためのアイデア 
〇 地域づくりの実践計画４ 

空き家が増えている 

空き家を出来るだけ減らして、出来れば活用するためのアイデア 
〇 地域づくりの実践計画５ 

地域を支える若い人の力を維持するためにどうしたらよいか 

地域を支える若い人の力を維持していくためのアイデア 

（若い人達は、どうしたいんだろう？） 

〇 その他解決すべき地域の課題 

 

 

 

   以上のような検討をもとに、地域づくり計画会議では、地域づくり計画をまとめた。 
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第４章 地域づくり計画 

 

基本テーマ 

口大屋の住民全てが元気にやりがいをもって暮らしていくために 

〜何もないけど全てがある地域を目指して〜 

 

課題 

■高齢化が進行していき、人口が減少していくことによる課題 

１）若者が減り、地域の担い手が減っていく 

若者が減り、自治会運営や日役など、地域の仕事が維持できなくなる。 

区長の負担が大きいため、区長になる「なり手」がいなくなっている。 

区の組織そのものの存続が難しい地区が出てくる可能性がある。 

２）空き家や、耕作放棄地など、管理の行き届かない資源が増える 

危険な空き家が増えるなどの問題が生じつつある。 

農業従事者が減っていく。米を作るだけでは採算が合わない。 

田畑を世話するものが減り、近隣の迷惑になる耕作放棄地が増加している。 

３）一人暮らしの高齢者が増え、支えあいが不可欠になっていく 

災害時の助け合いや、高齢者の見守りなどもできなくなるかもしれない。 

４）地域住民の足（移動手段）が確保できなくなる 

免許を持たない人が増える可能性がある。お年寄りは自由に動きたい。 

全但バスは運行しているが、それほど便利であるとはいえない。 

また、バス路線がいつまで維持されるかは分からない。 

このままでは通院難民・買い物難民が発生することが予想される。 

■地域内外の交流のための機会や場所が減っていることによる課題 

５）地域内のコミュニケーションが不足し、支えあいができなくなる 

小学校がなくなり、地区全体で集まることが少なくなっている。 

地域内のコミュニケーションが不足している。 

６）子供たちに口大屋の歴史や文化を伝えていく仕組がなくなりつつある 

地域で子供たちを育てる機会が減少している。 

地域を愛する子供の心を育てる機会が減りつつある。 

７）地域外からの来訪者が少なく、外からのお金や情報が入ってこない 

観光資源や特産品が少なく、来訪者を受け入れる体制もない。 

■地域の皆さんに、自治協議会への理解が得られていないことによる課題 

８）自治協が地域全体の将来を考える主体として機能できない状態にある 

あて職で運営しているため、任期が短く、検討の継続性が担保できない。 

もっと自治協の役割を地域住民の皆さんに知っていただく必要がある。 

９）計画をつくっても、地域の皆さんが主体的にやらないとうまくいかない 

地域の皆さんが、将来の口大屋の課題を共有できていない現状がある。 

地域の皆で取り組まないと、どんな計画があってもうまくいかない。  
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地域づくりの基本姿勢 

●口大屋に住み続け、口大屋を愛し続けよう 

全ての基本は、皆が口大屋を好きであるということ。これが大事。 

●良い口大屋地区を子供たちに残すために必要なことは続けていこう 

苦しくてもあきらめずに、できるだけ良い環境を子供たちに残そう 

●区を超えた交流を促し、地域内のコミュニケーションは維持しておこう 

お互いの様子がなんとなく分かっている関係を大事にしよう 

●役員だけで決めずに、できるだけ皆の意見を聞くようにしよう 

皆で決めて皆で実行。なるべく多くの人が参加できるようにしよう。 

●無理に押し付けたり、無理をして引き受けたりしないようにしよう 

無理をすると続かない。できるだけ無理のないことをしていこう。 

●できませんという人、やらない人を責めないようにしよう 

参加できない人にも、余力ができたら参加してもらうつもりでいよう。 

●皆が積極的に参加できるような、楽しいことをしよう 

皆が興味をもち、参加できるようにするため、楽しいことを考えよう。 

 

 

地域づくりの目標 

 

 

 

 

地域住民が、支えあい敬いあえるような地域をのこしていくために 

 

地域住民が、元気にやりがいをもって生活できる地域にするために 

 

 

 

地域内のコミュニケーションをできるだけ豊かにし、 

 

支えあいの仕組みをつくり、老若男女の生きがいを育て、 

 

地域住民が朗らかに過ごせる口大屋であり続けることを目指します。 
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各課題解決のための取り組み（１） 

１）若者が減り、地域の担い手が減っていくことに対する取り組み 

若者が減りつつあり、このままでは、地域活動が維持できなくなる可能性

がある。しかし、今のところ、若者は全くいないわけではなく、活躍の機

会を与えられていないために、活動できていない可能性もある。 

また、区長の負担が大きいと思われており、区長になる「なり手」がいなく

なりつつあるなど、区の組織そのものの存続が難しい地区が出てきている現

状である。 

【対策】 

① 若者が活躍できる機会を増やす 

・若者による、地域づくりの提案事業を募集し、助成金を出す 

② 区長の負担を自治協で軽減し、区長を楽にする 

・広報の配布の手間を、自治協事務局で援助する仕組をつくる 

・区長会の事務局を、自治協で引き受けることを考える 

③ 区の組織そのものの存続が難しい場合には隣区との統合も検討する 

・区の統合をいきなり考えるのではなく、事務作業を共同化するなど 

 

各課題解決のための取り組み（２） 

２）空き家や、耕作放棄地など、管理の行き届かない資源が増える 

人が減り、空き家が増え、危険な空き家などが増加しているため、これら

を適正に管理していく必要がある。また、農業従事者が減りつつあり、米

作では採算がとれないことから、新しい農業の担い手が現れることも考え

にくい。 

結果的に、田畑を世話するものが減り、近隣の迷惑になる耕作放棄地が増

加するなど、農地景観が阻害されるなどの問題が生じている。 

【対策】 

① 空き家の現状調査を行おうとする市役所の事業をできるだけ手伝う 

・所有者に意向調査を行うなどの作業についてもできるだけ協力する 

・活用できそうな空き家については、自治協でその活用方策を考える 

② 耕作地の現状調査を行い、耕作者や農地所有者への意向調査を行う 

・農業がいつまで継続可能か、将来耕作地はどんな状況になるか 

・耕作放棄地に関しては所有者の意向調査を行う 

③ 耕作放棄地を管理するための方策を検討し、実行する 

・耕作放棄地の維持管理方法を考える 

 （例）営農組合等を組織して農地を維持｜花畑にして観光地化する 

    企業等に依頼して農地を維持してもらう 
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各課題解決のための取り組み（３） 

３）一人暮らしの高齢者が増え、支えあいが不可欠になっていく 

一人暮らしの高齢者が増え、見守りや手助けが必要な高齢者も増えてい

る。これが進行すると、災害時の助け合いなどもできなくなりつつある可

能性がある。 

【対策】 

① 見守りや手助けを必要としている高齢者の意向調査を行う 

・見守りや災害時の助けが必要かどうか、意向把握をする 

② 意向調査に基づき支援の方法や体制を行政とともに立案し実行する 

各課題解決のための取り組み（４） 

４）地域住民の足（移動手段）が確保できなくなる 

高齢化が進むと、免許を持たない人が増える。とはいえ、お年寄りも自由

に動きたいと考えている。全但バスは運行しているが、本数やバス停の位

置など、それほど便利であるとも言えない。そして、バス路線がいつまで

維持されるかは分からない。 

このままでは、自力で移動できない、いわゆる「通院難民・買い物難民」

が発生することが考えられる。 

 

【対策】 

① 全但バスの路線が維持されるよう、できるだけバスを利用する 

・ 全但バスデーをつくる 

・ 自治協の行事で、できるだけ路線バスを利用する 

② 地区タクシーやタクシーバスなどの仕組みの導入を検討する 

・ 地域の有志が運転する地区タクシーの制度や、 

 タクシー車両を使ったバス運行などの、 

 先進的な取り組みを学び、口大屋で実現できないか検討する 

③ しんどい地区から取組みを始めて見る 

・ あまり無理して話を大きくせず、必要なところ、できるところから始

めてみる 

・ 実施にあたっては、取組地区内の住民の皆さんの意向を大切にし、地

域の皆さんが気持よく参加できるような仕組みを考える 
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各課題解決のための取り組み（５）（６） 

５）地域内のコミュニケーションが不足し、支えあいができなくなる 

小学校がなくなり、地区全体で集まることが少なくなっていて、地域内の

コミュニケーションが不足してきている。 

６）子供たちに口大屋の歴史や文化を伝えていく仕組がなくなりつつある 

地域で子供たちを育てる機会が減少しているため、地域の歴史や文化を伝え、

地域を愛する子供の心を育てる機会が減りつつある。 

【対策】 

① 地区で集まれる機会を増やし、お互いに顔の見える関係をつくる 

・地域住民の負担をできるだけ増やさない範囲で集まる機会を増やす 

② 地域内のかくれた才能を発見し、地区内カルチャーセンターをつくる 

・地域内でいろいろな能力をもった人に先生になってもらう 

・お互いが先生になり、生徒になって、教え、教わり合う 

・子供たちに、口大屋の歴史を教える講座なども検討する 

③ 地区内で気軽に集まれる場所、活動できる場所を増やす 

・ ふれあい喫茶など、多くの人達が気軽に集まれる場所を、できるだけ

増やす。特に口大屋には屋内体育施設がないため、ふれあいの家のよ

うな施設は、できるだけ維持できるように行政に働きかけをしていく 

 

 

各課題解決のための取り組み（７） 

７）地域外からの来訪者が少なく、外からのお金や情報が入ってこない 

観光資源や特産品が少なく、来訪者を受け入れる体制もない。 

【対策】 

① 観光客が来訪しやすいよう、来訪のための案内を行う 

・ 看板を掲示する。散策マップを作る。ホームページをつくるなど 

・ 特産品を開発し、来訪者などに販売できるような仕組みをつくる 

② 口大屋ファンクラブをつくる 

・ 口大屋出身者などを中心に、口大屋を応援してくれる人を募集する 

・ ファンクラブとして組織し、イベントなどの案内をお送りする 

③ 特産品の開発を行い、来訪者にＰＲするなど販促の方法を考える 

・ 地域には、山菜おこわなど商品価値のあるものも多い。これらを再発

掘して、商品ＰＲができるような体制づくりを行う 

④ 口大屋自治協議会のホームページ作成 

・ 口大屋から、口大屋出身者や、来訪者への情報発信を行うため、口大

屋自治協議会のホームページを作成し、リアルタイムの情報を発信す

る 
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各課題解決のための取り組み（８） 

８）自治協が地域全体の将来を考える主体として機能できない状態にある 

あて職で運営しているため、任期が短く検討の継続性が担保できない。 

もっと自治協の役割を地域住民の皆さんに知っていただく必要がある。 

【対策】 

① 自治協規約を改変し、継続的に地域づくりに取り組める体制をつくる 

・ 自治協の役員・部会などに出来るだけ若い人や女性に参画してもらう 

・ 各区長・区長会は、自治協役員の決定を承認する役割を担う 

 

 

各課題解決のための取り組み（９） 

９）計画をつくっても、地域の皆さんが主体的にやらないとうまくいかない 

地域の皆さんが、将来の口大屋の課題を共有できていない現状がある。 

地域の皆で取り組まないと、どんな計画があってもうまくいかない。 

【対策】 

① もっと自治協で考えていることを地域の皆さんに知ってもらう 

・ 自分たちの地域の問題を、自分たちの手で解決していく取組みを、も

っと多くの人に知ってもらう工夫をする 

 例）自治協ニュース｜自治協ホームページ 

   各自治会での広報活動など 

・ どんな場合でも、できるだけ多くの人が参加できる仕組みを工夫する 

② もっと自治協の活動を、地域の皆さんに手伝ってもらう 

・ 自治協の取組みは、地域全体の課題解決の取組みなので、もっと、地

域の皆さんに手伝ってもらえる仕組みを考えて実行する 

③ 多くのことをやるよりも、少なくても小さくてもいいので継続する 

・ できにくいことをたくさん抱えるのではなく、やれそうなこと、すぐ

にできそうなことに人的・物的資源を集中投入する 

・ 多くのことをやろうとせず、できることを継続することを優先する 

④ この地域づくり計画は、ダイジェスト版を全戸配布する 

 

 

 

 


