資料編
於福：於福公民館

H27.7.31

（４）各地区グループワーク主な意見

於福地区
①つながり

地区内の要因（強み）
・近所の様子がよく分かる。

地区内の要因（弱み）

外部の要因（脅威・機会）

・以前は「集金集会」があった

・声掛けができる関係づく

・集金集会が月 1 回あり、地区

が、近年は振り込みが主流に

の方に会って話ができる。

なり毎月開催が年 4 回になっ

｟３名｠
・畑の植え物をみんなで分け合

た。
・人が少ない。

って苗の出来具合を話し合

・隣が離れている。

っている。

・人間関係が昔より薄くなって

・人に優しい、親切。｟２名｠
・住民同士仲が良い。
・孤立している家がない。

り。

おり相互扶助が困難。
・コミュニケーションがとれな
い。

・人々のコミュニケーション。 ・人口減少の歯止め政策が無い。
・週 2 回(火、金)グランドゴル
フを楽しみに過ごしている。
シーズンになると月に 2、3
度の遠征試合をやっている
のか励みになっている。
②こども

・子どもの遊ぶ広場や公園がな
い。

・若者が増えると良い。
・若い人に移住して欲しい。

・子どもが少ない。｟８名｠
(地区の子ども会が成立しない)
・地域に子どもがいない。
③高齢者

・毎週土曜日はお年寄りの人が

・高齢化｟４名｠

・福祉施設がある。

集まってカラオケをして楽 ・高齢者の方が今は元気だけど 5

・老人クラブ会員を増やす。

しむ場がある。

・サロンを増やす。

・火、金曜日にグランドゴルフ
がある。

年後が不安。
・一人暮らしの方が倒れても分
からない可能性がある。

・生活苦の人がいない。
・昔の同級生に会ってもすぐに
童心に戻って話ができる。
・子どもを見守る会があり、登
下校が安心。
・お年寄りが楽しく住んでい
る。
・ケアハウスがある。
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於福：於福公民館
④施設

・道の駅ができて人が集まる場

H27.7.31

・お店がない。｟４名｠

・道の駅に人が集う。

・道の駅「やさい市」

・市営住宅ができると良い。

・古屋、西寺の水が良い。

（・地元の人だけではない。

・空き家で協同生活。

・そうめん流しがある。｟２名

・店番が出来る人でないと参加

所がある。

｠

できない仕組み。）

・駅前の道の駅。｟４名｠

・病院が一つしかないので不安。

・医院がある。

（夜は特に）

・介護施設が多い。

・空き家が多い。

・移動スーパーが来る。

・商店が少なく買い物が問題。

・サロンが多い。
⑤交通

・汽車が通る。
・交通の便が良い。(国道、駅)

・交通の便が悪い。｟３名｠
（赤いバスの便が少ない地区

・赤いバスが通る。

がある）

・渋滞がない。

・車が運転できる間は良いが、
できなくなった時が問題。
・常駐のタクシーがなくなった。

⑥自然

⑦その他

・災害が少ない。

・道(316)の花壇が汚い。

・自然が多い。｟２名｠

・害獣が多い。

・自然が良い。｟２名｠

・畑が荒らされる。

・自然が豊か。(山、川、鹿、

・鹿、猪、猿等の被害。｟２名

猪、猿、たぬき、野うさぎ)

｠

・仕事がある。

・バスの便が少ない。
（交通の便）
・中山間地区の休田が多い。
・下水道がない。
・水を嘉万（半田べんてん）ま
でくみに行っている。
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田代地区
①交流

① 地区内の要因（強み）

H27.8.7

地区内の要因（弱み）

外部の要因（脅威・機会）

・ふれあいいきいきサロンがあ ・一人暮らしの高齢者が増えて

・見守りの方法を考えてほし

る。
（がんびサロン）

い。

いる。

・田代夏祭りがある。（８月１
４日）
②環境の美化

・道路に空き缶が沢山落ちてい
る。
・明蓮寺～赤間さんの間にある
ｶｰﾌﾞに長い間ｶｰﾌﾞﾐﾗｰがな
い。
・県道のそばの道刈りを梅雨が
開けたら早めに刈ってほし
い。
・上田代公会堂の前、県道は広
くなったが前の「上田代第一
橋」は幅が狭く交通が不便。
道を広くしてほしい。
・伊藤喜文さん宅前の橋を広く
してほしい。
・家の裏山の急斜面、雨が降っ
た時崩れないか？
・大雨が降ったときに堤が多い
ので決壊しないかが心配。
・平野上田代間（大堤の上）道
路のり面の崩れ道幅が狭い。

③交通

・病院が遠い。

・交通手段の確保。

・バスの便が少ない。マイクロ ・いろんなお店がくるとよい。
バス程度でよいのでは？
・公共交通機関が少なく不便で

・田代コミュニティセンター
の活用を増やしたい。

ある。

・将来のために移動スーパー

・交通の便が悪い。

がほしい。

・道路カーブ多い。
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④動物

・動物が多い。

H27.8.7

・動物が出るので心配。

・駆除してほしい。

・田畑の放棄地が多く動物が増
えて困る。
・もぐら、カラス、猿、鹿、猪
など人間以外の動物
が多く、畑、田作りが難しい。
・野生の動物が増え、被害が
年々大きくなる。
⑤田代コミュ ・田代コミュニティセンターの ・体育館が有効利用できていな

・水道がくれば体育館を合宿

ニティセンタ

場

ー、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

体育館や多目的広場を市

い、もったいない。

内の中学、小学校の子どもに ・田代コミュニティセンターの
利用してほしい。

利用が少ない。

や、グランドをキャンプ場
に

・旧田代小学校の有効利用をお
願いしたい。それには一日も

利用。
・田代コミュニティセンター

早く水道をお願いしたい。
・田代コミュニティセンターの

をエコセンターなど作り、
人

放送を地区が利用したら良
いと思う。

が集まる所、働く場となっ
て
ほしい。
・田代地区は高い所にあるの
で自転車などのサイクリング
コースなどになれば良い。

⑥子ども

・子どもの通学、見守りができ
ていない。
・小学校がなくなり、子どもが
帰ってくることが期待できな
い。
・子どもが少ないのが心配。
・家の後継者が気になる。
・子どもの通学が不便。

⑦自然

・自然がいっぱい、豊かである ・栗ヶ原から於福の岡田地区間

- 68 -

資料編
田代：田代コミュニティセンター

H27.8.7

｟４名｠

の道の木の伐採。

・空気が良い｟３名｠

・桜の木やあじさいなど沢山植

・星がきれい。

えてもっときれいな地区にな

・涼しい。

るよう希望する。

・自然が美しい。

・野生動物の増加により農作物

・空気がゆったりしている。

の被害の拡大。
・ゴルフ場跡地の活用。
・草刈りの作業が負担（道路沿
いは特に危険）
・草刈りが間に合わない。

⑧人

・地区の共同作業に協力的であ

・人数が少なくなる。

・若い人を受け入れる。

る。

・各戸とも跡継ぎが不安な状

・先進地の活かしを聞く機会

・地域の人が顔見知りである。

態。経済活動するには不利な

・人間は悪くない。

地域。

・地域の人の顔がよく分かる。 ・リーダーがいない。（農業で
｟２名｠

・生涯現役の経済活動。
・地区の将来と指南する「リ

も何でも）

・親切。

・子ども世代が帰って来ないの

・各戸が自立している。

で将来運転ができなくなると

・仕事に一生懸命。

生活が不安（買い物、病院など）

⑨高齢者

がほしい。

ーダー」の育成。
・山村留学の受け入れ。

・一人暮らしの方が増え、目が
行き届かない。｟４名｠

⑩医療
⑪その他

・医療機関が遠い。｟２名｠
・雁飛登山の整備。

・後継者不安。

・水道の便利が良くなったら

・ゴルフ場の跡地がどうなって

合

いくのか心配。

宿 等も 出 来た ら良 いと 思

・水道工事を早くしてほしい。 う。
・雁飛山の登山道がちょっと険
しい。
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