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伊佐地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

①買い物  ・車がないと移動が難しい。歳を

とるのが不安。 

・買い物に行くのに便がない。｟

２名｠ 

・停留所が遠いのでタクシーでの

出入りは大変。 

・近くに店がない。｟２名｠ 

 

・コミュニティーバスの運

行時間を密にしてほし

い。 

・移動スーパーがあったら

良い。｟２名｠ 

・買い物の送迎。 

②環境 ・自然が豊か。 ・有害動物に悩まされる。 

・悪臭がひどい時がある。 

・空き家が増えて野良猫の巣にな

っている。 

・昨年は熊が出たので心配。 

・採鉱音が有る。 

・休耕地が多い。雑草が処理でき

ない。 

・野良猫が多い。餌をやっている

人がいる。 

・災害時の避難場所が狭い。 

・災害時（台風など）特に雨の時

が不安。 

・動物のフンの始末はどこ

に相談すれば良いか。看

板を立てても駄目。 

・餌をやらない。 

・有害動物を駆除する。 

③高齢者問題 ・人が良い。そのため、信じ

やすいためにオレオレ詐

欺等に遭わないか気にな

る。 

・引きこもり独居者がいて心配。 

・高齢化が進み災害時の避難等心

配。水害。 

・緊急時、身内への連絡が把握で

きていない。（区長として） 

・高齢者の独居者が多くいるので

孤独死が心配。 

・高齢化｟４名｠ 

・郵便局の方に見てもらう。

（声をかけてもらう） 

・福祉員がよく見守りをす

るようにする。 

④地区の行事 ・みんながよく話し合い、ま

とまる。 

・狭い町なのでお年寄りの状

態がよく把握できる。 

・声を掛け合うことが町内で

出来る。 

・争い事をあまり聞かない。 

・昔からの行事、盆踊り、天

神祭を大事にし、参加され
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る。 

・自治会行事がよく残ってい

る。 

⑥地区の交流 ・花壇作りへの参加が積極

的。 

・いこいサロンが２ヵ月に１

回開催され、皆参加してい

る。 

・有志の人で食事会を１年に

４回開催している。 

・ふれあいいきいきサロンで

話をすることが良い。 

・老人クラブでグラウンドゴ

ルフ等をして顔を合わせて

今の状態を知るようにして

いる。 

・青年会の人達が季節（夏）

に消毒又は地区の空地の草

刈り等をされていて喜んで

いる。（※野崎地区） 

・狭い所なので、良い所も分かる

が、悪い噂もよく入ってくる。 

 

働く場所  ・企業が少ない。  

空き家  ・空き家が多い。｟３名｠ 

・野崎地区の空き家の草刈りをし

てもらう連絡をどこへお願いす

れば良いか。 

・崩れている空き家が多く、火災、

台風などの不安がある。 

・空き家利用。｟２名｠ 

・空き家に税金をかける。 

つながり ・他所から帰ってきてもすぐ

仲間に入れてもらえる。 

・昔からの人との付き合いが

良い。 

・物々交換が盛ん。（野菜や

果物） 

・老人が多いので声をかけや

すい。 

・高齢者の付き合いがよく取

れている。 

・挨拶が良い。｟６名｠ 

・見守りで歩いていても声を

・団地内の繋がりが希薄。 

・どこの誰なんだろうと思うおじ

さんが 1人いて不安に感じる。 

・住民の集いの機会が減っている。 

・中学生になると声をかける子と

かけない子と両極端に分かれ

る。 

・追及されることがある。 

・共同作業が出来ない。 

 

 

・サロンを増やす。 

・応答を気にせずに自分か

ら声掛け。 

・伊佐公民館を改装して大

いに住民が集まる場所

に！明るい場所に！ 
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かけられる。声をかけやす

い。 

・隣同士の付き合いが良い。

｟２名｠ 

・住民間で各家庭の状況を把

握している。 

・周囲の家が近いので、すぐ

コミュニケーションが取れ

て安心。 

・互いの支援がある。｟２名

｠ 

・連れ合って買い物に行かれ

る。 

・隣のゴミ出しをしてあげて

いる人がいる。 

子供 ・子ども達がよく挨拶をす

る。｟３名｠ 

・子どもが少ない。 

・子どもの遊ぶところがない。 

 ※外で遊んでいたら近所の方か

ら苦情がでる。 

 

交通機関  ・公共機関（バス）の本数が少な

いので自家用車がないと不便。 

・交通の便が悪い。 

・長ヶ坪（ナフコ付近）にある踏

切、使用しないのに一応止まる

ようになっているので交通渋滞

となる。 

・公共機関が吉則周辺に固まりす

ぎている。 

・小さいバスで便数を増や

す。 

・免許のない人が買い物さ

れるのにタクシー又はバ

ス利用されるか、タクシ

ーの割引があれば良い。 

少子高齢化  ・少子高齢化。｟２名｠ ・企業誘致。 

外灯  ・伊佐の町中には外灯が多いが、

外れた所にはほとんどない。｟３

名｠ 

・補助金を利用する。 
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上野地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

①人口減少  ・子どもが少ない。 

・空き家が多くなる。（限界集落）

｟３名｠ 

・日中人に会わない。 

・現在一人暮らしの老人が多く、

将来が不安。｟２名｠ 

・若者が地区外に出たため、将来

老人ばかりになる。｟２名｠ 

・年の取った時の食事が心配。 

・上野地区に暮らす人が減った。 

・家事の代行。（２時間） 

②自然 ・田んぼの景色がきれい。 

・米が美味しい。 

・蛍が飛ぶ。 

・夏が涼しい。 

・のんびり出来る。 

・静かである。 

・空気が清潔。 

・水が清らか。 

・冬が寒い。 

・猿、猪の横行は生活を脅かす。 

・田んぼが荒れる。 

 

・地域の活性化のため力にな

りたい。（組織づくり） 

③交通  ・福祉バスが来ない。（医者、買い

物が出来ない。） 

・交通の便が悪く、将来が不安。 

・お店が遠い。 

・赤いバスの便が悪い。｟２名｠ 

・車が運転出来なくなった時不安。 

・きめ細やかな福祉バスの運

行実施。 

・赤いバスを上杉谷まで通っ

てほしい。 

④上野東会の

活動 

・中山間地で暮らしやすい。 

・東会（老人会、子ども会、

消防団）を中心としてまとま

りがある。 

・住民同士の仲が良い。 

・盆踊り大会がある。 

・外部の人はすぐ分かる。 

・地域住民は安否確認ができ

る。 

・消防団（サポート部隊）が

若者組織として地区を支え

ている。 

・初日の出が見れるイベント

がある。 
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・上野東会で様々な事業を実

施している。 

・地区で運動会がある。 

⑤地域伝統の

継承 

・協力的 

・宇部興産の会社があり、毎

日トラックを見ることが出

来て心が元気づく。 

・老人同士よく挨拶をする。 

・地域の親睦、友和を目的と

した「東会」組織がある。 

・老人クラブの会員が多く、

例会（月１回）で健康相談を

行う。 

  

 

 

・上野地区の運動会 

 今年初めて、地区の運動会に外に出て暮らしている方が運動会に参加しに帰ってきたら、１人２㎏の新米のお米

をプレゼント。 

 米は地区で持ち寄り、とても盛況だった。 



資料編 

 

河原：河原ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ H27.11.6 

- 132 - 

河原地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

①公害  ・重機の音がうるさい。  

②人口減少  ・嫁が来ない。 

・お年寄りばかりになる。 

・空き家が多い。 

 

③交流 ・河原地区はまとまりがあ

る。 

・運動会４４回目になる。 

・各自協力性がない。  

④農業 ・田が広くなった。 

・法人ができた。 

  

⑤交通 ・バスが通る。 ・車の運転が出来なくなった時に

不安。 

・市道が悪い。 

 

 

口頭での意見 

・車がある間は不便は感じないが、運転しなくなったら、買い物や通院が不安 

・砕石の音が気になる（公害） 

・地区内にもデイサービスなどを利用している人がいる 
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堀越地区 地区内の要因（強み） 地区内の要因（弱み） 外部の要因（脅威・機会） 

豊かな農地 ・農業等、自由に行える。 ・農業をする人が少ないので田畑

が荒れて寂しい。 

 

移動手段  ・店がない。｟２名｠ 

・バスの便が極端に少なくなった

こと。 

・買い物病院等、交通の便に不安

あり。｟２名｠ 

・近所が遠い。 

・高齢になり免許がなくなれば交

通の便が悪いため困る。 

｟２名｠ 

・冬の道路が怖い。 

・交通、道路の悪さ。 

・買い物が大変。 

・道路の拡張。 

・日用品の店。 

・家の前までの迎えがほしい。 

・働く場所。 

自然 ・空気がきれい。｟２名｠ 

・公害が少ない。 

・自然が多く住みやすい。 

・観光資源がある。 

・自然が豊か。｟２名｠ 

・お米がおいしい。 

・星がきれい。 

・自然の水が飲める。｟２名

｠ 

・災害が少ない。 

・鳥獣被害が多い。 

・大雨の時は被害、山崩れ等にあ

いやすい。 

 

少子高齢化  ・高齢者が多く、若者に負担がか

かる。 

・若者が少なくなっている。 

・将来を担う子どもが少ない。 

・老々介護。 

・人口が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・若者に定着してほしい。 
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地域づくり ・人が温かい。 

・協力性がある。｟２名｠ 

・近所の方と立ち話が出来

る。 

・人間が優しい。 

・近隣との絆が強い。(横の

連絡) 

・草刈りを集落の協力で出来

る。(中山間地) 

・人の和が保たれている。 

・住民同士で仲が良い。 

・情報交換が出来る。 

・行事を続けるのが大変。 

・若者の集落内の行事への参加が

少ない。 

・農業に関心を持つ者(特に女性)

が少なくなった。 

・昔からの行事が減っている。 

・空き家が多い。｟２名｠ 

・特産品を作る。｟２名｠ 

・地域の祭り継続。 

・空き家バンクの充実を！ 

地域の将来 ・他の集落に比べ若者が多

い。 

・比較的集落内のリーダーが

しっかりとしている。 

・元気なお年寄りが多い。 

・健康で体が動けば自分で作

ったもので生活出来る。 

・子どもの声が聞こえない。 

・若い地域を支える人をどうする

か。 

・集落内の出生率が低い。 

・子どもが少ない。 

・老人ばかりになる。 

・現在の生活がいつまで続くか。 

・定年になったら地域に帰っ

てきて楽しい地域づくりをす

ることが出来る。 

・仕事があると良い。 

・子育てしやすい生活にして

ほしい。 

・子ども達が帰ってくれば良

い。 

・他の地区の人が入って生活

したいような村づくりが出来

たら良い。 

・子どもが年をとって帰って

きたい経験をするような子ど

も時代を過ごすことが出来

る。 

・３世代で住める家族になっ

てほしい。 

 


