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西谷自治会 地域づくり計画策定のあらまし 

 

●西谷自治会の設立 

 西谷地域では、西谷地域における自治活動を推進し、地域住民自らが地域課題を明

らかにし、その解決に向けて取り組むことにより、福祉の向上ならびに地域住民相互

の連携及び協働による住みよい地域づくりを促進することを目的に、平成24年９月、

地区内の旧西谷小学校区の「蔵垣・筏・中間・栗ノ下・横行・若杉」の６区が協力し

合い「西谷自治会」を立ち上げました。 

●地域づくり計画策定に向けた取り組み 

 自治会成立後の３年間、西谷自治会では、今後、西谷地区の将来に向けて、どんな

取り組みを行っていけばよいか、どのような地域をつくっていくべきか、地域づくり

の目標として「地域づくり計画」の策定に取り組んできました。 

 「地域づくり計画」の策定にあたっては、地域住民全体で地域の課題を発見し、地

域住民全体で課題解決の方策を考えるということを基本方針とし、皆が納得できる計

画づくりを進めてきました。 

 ○アンケートの実施 

 平成 26 年７月〜８月にかけては、地域づくりに関するアンケートを実施しまし

た。アンケートは、西谷地域内に住む 20 歳以上の皆さん全員に配布し、536 名（回

収率 82％）もの多くの皆さんに回答をいただきました。アンケートの結果は、巻

末の資料編にまとめましたが、西谷の多くの皆さんが、西谷の地域を愛し、西谷地

域の将来について真剣に心配し、悩み、考え、希望を持っていることがわかりまし

た。 

 地域づくりアンケートでは、20〜50 代の比較的若い世代の皆さんが、将来の地

域づくりに積極的な意見を持ち、より住みよい西谷地域づくりに前向きであるとい

ことが分かりました。また、普段の自治会の役員会には参加されない女性の皆さん

も、アンケートには積極的に答えていただきました。 

 ○女性・若者ワークショップの開催 

 これを受けて、平成 26 年 10 月には、地域内の女性を集めた地域づくりワークシ

ョップ・若者世代を集めた地域づくりワークショップを開催し、多くの意見をお聞

きしました。その結果についても、巻末にまとめてあります。 

 ○各区の意見交換会の開催 

 地域づくりアンケートの結果と、２つのワークショップの結果をもとに、自治会

役員会で地域づくり計画（案）を作成し、平成 27 年５月の西谷自治会総会でこれ

を発表し、６月〜７月には、地域内の全６区で計画案の説明と各地元の皆さんのご

意見を聞く会を開催しました。皆さんの意見についても、巻末の資料にまとめまし

た。 

以上のような経過を経て、計画案を策定しました。 



 

 

 

●地域づくり計画策定の基本的考え方 

 地域づくり計画の策定にあたっては、 

○できることだけ書く 

 計画案策定の基本姿勢は「できないことは書かない。できることだけ書く」とい

うことにしています。実現できそうもない計画を作って、結局実現できずに、計画

が「絵に描いた餅」になるよりも、少しでもいいので実現が可能で、よりよい地域

づくりにつながるような計画を目指しました。 

●西谷の将来に向けて 

 西谷自治会では、この計画を、西谷地域内のできるだけ多くの皆さんと共有し、で

きるだけ多くの皆さんがこの計画の実現に向けた取り組みに参加いただけるよう、取

り組みを進めていきます。 
  



 

西谷自治会 地域づくり計画の基本的考え方 

 

 
 

 

 

  

基本テーマ 

１０年先に生活ができる環境を維持するために 

課題 

 

 高齢化・人口減少にともなって 

●各区が維持できるかどうか 

区長になる「なり手」がいない、区長会などの会合に出るのが大変など 

区の運営が大変になってきている。 

 

●防災・安全対策をどうするか 

西谷は比較的災害の少ない土地柄だと言われてきたが、 

昨今の状況をみると、いつ、どんな災害が起こるかわからない。 

さらに、高齢化により相互の助け合いが機能しなくなる可能性もある。 

 

●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一方、 

全但バスが路線を維持していけるかどうかが分からない 

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。 

 

 将来の地域づくりに向けて 

●地域資源を活かしきれていないのではないか 

西谷には、天滝・渓谷・スキー場・養蚕農家・かいこの里など、 

地域資源がたくさんあるにも関わらず、これらを活かしきれていない。 

 

●西谷自治会はどんな組織になっていくのか 

西谷自治会は今後重要な役割を担っていく可能性があるのに、 

知名度が低いのが問題。予算配分だけをしている主体でよいのか？ 

 



 

 

 

 

地域づくりの目標 

●基本的な自治の機能は維持できるような、基礎体力のある地域を目指す 

これまでのような地域を維持することを最低限の目標とします。 

●共に助けあう仕組みにより、災害時に亡くなる人が出ない地域を目指す 

災害の時に亡くなる人や、１人で亡くなるお年寄りが出ない地域とな

ることを目標にします。 

●耕作放棄地が少ない、田園風景の美しい地域を目指す 

今よりも美しい田園風景の残る地域になっていくことを目指します。 

●高齢世帯でも暮らしやすく、不便なく暮らせる地域を目指す 

お年寄りでも、不便なく暮らせるような地域を目指します。 

●若い人が暮らしやすく、いつまでも住み続けられるような地域を目指す 

若い人ができるだけ西谷に住み続けられるような地域を目指します。 

●地域の皆がお互いに分かり合い、尊重しあえるような地域を目指す 

皆が、助け合い、支えあい、敬いあえる地域を目指します。 

 

 

  

地域づくりの基本姿勢 

●西谷に住み続け、西谷を愛し続けよう 

全ての基本は、皆が西谷を好きであるということ。これが大事。 

●良い西谷地区を子ども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どもたちに残そう 

●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。 

 



 

西谷自治会 地域づくり実践計画 

地域づくり実践計画 

●西谷のことは全て分かるようなプラットホームを自治会につくる 

西谷に、気軽に集まり、地域内の情報交換ができる場所をつくる。 

すべての人々がゆるやかにつながるプラットホームをつくります。 

【実践事例】 

◆コミュニティ・カフェ 

： ふれあい喫茶などの活動に加え、自治会事務局でも、老若男女

が気軽に立ち寄れるカフェ運営を行う。 

●日々の地域内コミュニケーションを密にすることを考え実行する 

西谷には地域内、世代間のコミュニケーションが不足しがちなので、

こうした人達が交流できる仕組みをつくります。 

【実践事例】 

◆あいさつ運動 

： 日頃のあいさつが大事だと再認識し、「あいさつ運動」を展開す

る。なんとなく「今さら感」はあるけど、実は大事なこと。子

どもたちは挨拶をしているのに、大人になると挨拶をしなくな

るのは、実は大人達がしていないからです。 

 子どもたちにもぜひ続けてもらえるようにしましょう。 

◆村ビアガーデン 

： 年に１度か２度、自治会の庭を使ってビアガーデンを開く。運

営グループをつくって、できるだけ若者に参加してもらう。 

◆村カフェ 

： 地域内のガレージなどを借りて、コーヒーやビールを提供する。

誰もが気軽に寄れて、気軽に話ができる場所をつくる。 

 



 

●誰もがその役割を知っていて、皆が集まる自治会のあり方を考え実行する 

自治会の存在と、その役割をアピールし、地域コミュニティの核となり、

誰もが頼れる自治会のあり方を考えます。 

地域内の情報共有の方法を考え、できるだけ各集落の課題を、地域全体で

共有できる仕組みを考えます。 

【実践事例】 

◆地域づくりニュースの発行 

： 市の発行するような広報ではなく、できるだけ地域色が豊かで、地

域の皆さんに親しんでもらえるニュースを定期的に（毎月、たいへ

んならば隔月、あるいは四季に１度でも）発行し、自治会の活動を

皆さんに知っていただく。 

◆「西谷がすき」Ｔシャツの製作と販売 

： 私たちが「西谷のことが好きなんだ」ということを自分たちで確認

するため、あるいは来訪者に販売するため「西谷がすき」Ｔシャツ

を製作して販売する。 

●地域の皆が集まれる機会を増やし、地域内に 

            できるだけ豊かなコミュニケーションを生み出す 

地域の皆が気軽に集まれる機会を増やし、コミュニケーションの機会

を増やします。 

【実践事例】 

◆参加しやすい新しい地域イベントの実施 

●地域内の多くの才能を、地域づくりに活かす方法を生み出す 

地域内には特技を持つ人がたくさんいます。こうした人達に先生になって

もらい、趣味や実益につながる講座を開くなど、地域内の人達の才能を地

域のコミュニケーションづくりにつなげるような方策を考え実行します。 

【実践事例】 

◆地域内カルチャーセンターの実施 

： 地域内の「教えてあげられる人」と「教えて欲しい人」をつなぎ、

場所を提供してカルチャーセンターのようなものを運営する。これ

により、多くの人達のコミュニケーションの幅が広がる。 

 

 

 

 

 

 

 



 

●地域住民の皆の、移動手段が途絶えない工夫を考え実行する 

運転免許証がなくなっても、買い物や通院などに出かけられるよう、

移動手段が途絶えない工夫をします。 

【実践事例】 

◆「全但バス感謝デー」をつくる 

： 全但バスが西谷を走ってくれているのは、とてもありがたいことで

す。西谷ではこの全但バスを全力で支援するため、月に１度の全但

バスデーをつくり、全但バスにできるだけ乗るようにします。 

 運転手さんにお礼の手紙を渡すなど、全但バスの営業所を訪問して

お礼を伝えるなど、全但バスさんが「経営が苦しくなっても西谷の

バス運行をやめたくない」と思ってもらえる努力をします。 

◆デマンドタクシー／地区タクの運行などを検討する 

： 全但バスには頑張っていただかなければならないとして、それでも

地域の人たちの移動手段を確保しておくことは重要です。近隣の人

達の善意だけで運用し続けるのは、頼る方も頼られる方も気を遣い

ます。 

 地域の中で、バス会社とも競合せずに、地域の足を確保できるよう

な仕組ができないかを自治会で検討していきます。 

◆「買い物ツアー」を企画する 

： 少し遠くの大きなスーパー（和田山のイオンなど）に出かけたくて

も出かけられない人達がたくさんいると考えられます。 

 このような人達が、たまには買い物に出かけられるよう、自治会で

「買い物ツアーバス」を用意して買い物に出かけるイベントを行い

ます。もし需要が多ければ、定期的に出かけられるような仕組にし

ていくことも検討します。 

●困ったときに助け合う仕組みを考え実行する 

お互いに助け合えることを探し、生活を維持していける仕組みを考えます。 

【実践事例】 

◆地域内シルバー人材の仕組を考える 

： 各家庭でのちょっとした頼み事ができるよう、地域内での助け合い

の仕組を用意します。 

 ◎想定される業務 

  ・雪かき支援        ・安否確認見守りサービス 

  ・空き家管理サービス    ・一時託児サービス 

  ・家の修繕サービス     ・買い物代行サービスなど 

◆地域内での困り事を共有する 

： 各家庭での困り事を、地域全体で共有できる仕組みを考え実行する。 

 



 

●休耕農地を増やさない工夫を考え実行する 

農業従事者を呼びこむなど、耕作放棄地をできるだけ増やさない方法

を考えましょう。 

【実践事例】 

◆農業支援人の募集 

： 地域外に出ている子や孫を中心に、もちろんそれ以外の人達でも、

地域の農業を支援してくれる人を増やすことを目標に、農業支援人

を、できるだけ西谷に呼びこむことを考えます。 

◆空き田んぼ・空き畑の斡旋サービス 

： 空き田・空き畑についての情報を一番よく知っているのは地元の人

達です。国家戦略特区との関係調整も必要ですが、こうした農地を

どんな人たちに維持してもらえるかを考え、実行にうつしていくこ

とが必要です。 

●若者が住み続けられる地域づくりをしていく 

少子高齢化・人口減少により、西谷でも若者人口が減ってゆきます。でき

るだけ若者が減らないようにするためには、若者が暮らしやすい地域にし

ていかなければなりません。 

若者が暮らしやすい地域になれば、地域外から居住者がやってくる可能性

もあります。そんな地域になるような方法を考え実践します。 

 

●若者が活躍できる場所や機会を設ける 

地域で若者が活躍できる場所や機会を用意し、若者が地域づくりに関与し

やすい地域を目指し、そうした仕組みをつくります。 

【実践事例】 

◆新しい地域づくり事業コンペの開催 

： 地域内に公募し、地域の活性につながる事業主体を募集します。地

域づくりに資する事業を考えて応募してもらい、良い提案には、必

要資金全額の補助金を出します。 

 この補助金を人件費に用いるのを可とし、これを原資に収益事業を

することも可能なものとすれば（これまでの行政による補助金とは

違い）地域内の若者の地域づくりのための力を育てることにつなが

ると考えられます。 

 

 

 

 



 

●地域の観光資源をできるだけ活かした地域づくりをしていく 

西谷の観光資源は、たくさんあります。西谷に興味を持つ人への情報提供

を行うことにより、多くの皆さんに、西谷の魅力を知ってもらい、より多

くの皆さんに西谷を訪れていただけるような仕組みを考えます。 

【実践事例】 

◆西谷観光部をつくり、西谷観光キャンペーンをする 

： 西谷に訪れる人を増やすには、西谷の魅力についての情報提供が重

要であるので、自治会のホームページなどで観光情報などの情報提

供を行うことを視野にいれておきます。 

◆農家民泊の取組などを側方支援する 

： 地域内での先進的な取り組みについては、自治会をあげてバックア

ップできる仕組を整えます。 

●最終的には西谷を１つの区にすることも視野に入れておく 

今すぐに西谷を１つの区にすることは考えなくてもよいとして、現在、各

区で行われている煩雑な事務作業を自治会で負担するなど、各区の運営が

しんどくないような方法を目指します。 

【実践事例】 

◆自治会による事務代行サービス 

： 現在個別の区でやっている、各区とも似たような事務作業を、自治

会で負担すれば、各区の運営の手間は少し楽になります。 

 ◎想定される業務 

  ・イベント会計代行     ・イベントバスの手配 

  ・パソコン会計の代行（講習） 

  ・パソコン作業（チラシ作成等）の代行（講習）など 

 

 

 
 


