
ワークショップ

分類 分野 内容 地区
コミュニティ 伝統行事 お祭りは心を一つにする 口仙俣
コミュニティ 伝統行事 10月氏神祭（日が決まっている平日でも）　規模が小さくなってい

る（戸数：27→９）
口仙俣

コミュニティ 伝統行事 旧暦６／１２お薬寺さん　←他地域の祭りとの関連（神主）により勝
手に日程を変えられない

口仙俣

コミュニティ 近所づきあい 村の中で陰口を言わずいい近所付き合いをしたい 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 地域みんなが家族のようなつきあい（街の暮らしは楽だが寂しい） 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 良好な隣近所の付き合い 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 顔を合わせない日はない　美味しいものを食べすぎて困る 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 今まで通りのおつきあいができれば 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 温かさ、心の繋がりがある 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい みんなで集まり笑って楽しくできればいい 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 空気はいい人も穏やか皆さんのやりたいようにやってほしい 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 山のほうが困ったとき協力してくれる 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 戦後ここに来てたくさんではないが、良い思いをしてきた。山で良

かったと思ってる。
口仙俣

コミュニティ 近所づきあい 60年住んでつまらない寂しいと思わない。精神的に安定した生活
を送ってきた。

口仙俣

コミュニティ 近所づきあい ここを出る人達を気づかう温情がムラの人にはある 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい この地域は戻るといつでも受け入れてくれる 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 街での生活でいつも心に口仙俣はある。安全・安心を担えればと

思う
口仙俣

コミュニティ 近所づきあい 集まる機会を増やす 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 取材のテレビを見た人から（集落を出た人）反響のTEL有り 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 歩いて集まる所ではないのが難しい 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 今回の話合いは、状況は変わらないが地区のことを考える良い

きっかけになった
口仙俣

コミュニティ 近所づきあい 困ったことがあればいつでも来てほしいと思う 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 子どもや孫を地区に来る機会をどのようにつくるか？ 口仙俣
コミュニティ 近所づきあい 葵区にたくさん子供達がいる（なにかあれば、すぐに来れる）→常

にムラを意識
口仙俣

コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 安全・安心　ふるさとはいつかは帰るところ　困った時に帰るところ 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 帰る帰らないは条件次第。そのために何が貢献できるかと思う 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 現在の生活の本拠地(市街)に条件も関わってくる 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 口仙俣への想いはみんなある。高齢で気持ちが離れている人もい

るが…
口仙俣

コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 小さい頃からこの地域に世話になり地域を出た心の痛みがある 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 集落を出た人が地域の想いをもっと持ってもらえれば… 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 尐しでも今いる人が安心・安全に暮らせるにはと思う 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 交流人口拡大⇔コミュニティ活性化 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 若い人が必要 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) お嫁さんが… 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) お葬式は見たけど、最近結婚式は見ない 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 新陳代謝が尐ない 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 人が増えたほうがいい。（若い衆にある程度） 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 人口が増えてもらいたい。人が増えれば仕事ができる。畑も無駄

にならない。
口仙俣

コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) お嫁さんに来てもらいたい 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 10年後も人口を維持できればいいと思う。何かしないとという責任

は感じているが
口仙俣

コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) ここにいた人に戻ってほしいというのが皆の願いと思う。でも収入
のことなど生活の保障がないと暮らせないのが現実。

口仙俣

コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 人口が増えてもらいたい（若返りも）若い人のパワーが欲しい 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 若い人もいてお年寄りもいる。年齢層のバランス 口仙俣
コミュニティ 人口減尐(尐子高齢化) 有事のときのよりどころ、セカンドハウスとして家があれば 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 ゲストハウスのようなものに関心ある人が入れば 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 普段こちらに来ない人を呼ぶのが難しい 口仙俣
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ワークショップ

分類 分野 内容 地区
コミュニティ 観光・地域資源 単なるお茶摘みではつまらない。栽培の全過程を体験してもらえ

れば定年の人むけに
口仙俣

コミュニティ 観光・地域資源 お客で来る人とお助けで来る人のバランスがとれれば 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 家や茶畑を体験施設にする 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 民宿のようなものがあれば 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 温泉が出ればね 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 お祭りを活かしたい（ただし土日に組めるとは限らない） 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 大間地区の縁側カフェのようなもの（第１第３日曜７件） 口仙俣
コミュニティ 観光・地域資源 温泉でもでれば 口仙俣
コミュニティ 空家 空き家はある　使ってもらえば嬉しい　→村の人が困るような人で

なければＯＫ
口仙俣

コミュニティ 空家 別荘のような2軒目としては大変 口仙俣
生活サービス 買い物 買い物（高いモノを買わされている）　→移動販売（主に食べ物） 口仙俣
生活サービス 買い物 高くても来てくれるのはありがたい 口仙俣
生活サービス 買い物 お茶とジュースとタバコの自販機があれば 口仙俣
生活サービス 上下水道 トイレのくみとり式→くみとり料かかる 口仙俣
生活サービス 上下水道 地域で同じときにやればコスト減 口仙俣
生活サービス 上下水道 浄化槽（合併処理）30万円１基くらい 口仙俣
生活サービス 上下水道 300万円トイレの上物工事費含めて（コンポスト分なら200万円くら

いか）
口仙俣

生活サービス 上下水道 補助があれば百姓は助かる 口仙俣
生活サービス 上下水道 トイレを改修して休憩スペースを作ることもできる 口仙俣
生活サービス その他 ライフラインの確保 口仙俣
生活サービス その他 プロパンガス高い 口仙俣
生活サービス その他 停電は困る 口仙俣
生活サービス その他 コンポスト式トイレ（バイオトイレ）肥料は簡単に運べる 口仙俣
生活サービス その他 肥料として大量生産はできない（自宅の畑くらい） 口仙俣
生活サービス その他 ムラをでた自分にとってはここの生活は不便 口仙俣
生活サービス その他 まきで焚く風呂は、沸かすのに冬場は2～３時間かかる 口仙俣
子育て 小中学校 かつては分校（小学校）があったが、遠くの小学校の寮に入るよう

になり、やがて寮もなくなった。
口仙俣

子育て 通学・習い事 子供の進学がたいへん 口仙俣
子育て その他 現実では帰って来て住めと子供には言えない 口仙俣
子育て その他 娘は茶畑嫌い（地域の皆にはかわいがってもらえたので、この地

域は好きだが…）
口仙俣

防災 防災 地震のときふるさとは大事（帰る場所依り処がある） 口仙俣
防災 防災 地震がきたら恐い 口仙俣
情報インフラ インターネット ネット環境がＩＳＤＮしかない 口仙俣
情報インフラ 携帯電話 携帯電話が繋がらないと若い人は来ない。市内でUHFが映らない

のはここだけ
口仙俣

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が使えない 口仙俣
情報インフラ 携帯電話 携帯電話（不感地域）・インターネット等情報インフラの整備 口仙俣
情報インフラ テレビ 道路整備・交通整備とくにテレビ通信情報網の強化を 口仙俣
情報インフラ テレビ テレビ（ＵＨＦ）が映らない（奥仙俣は映る） 口仙俣
情報インフラ テレビ テレビ（ＵＨＦ）が映るようにしてほしい　→地デジになったらどう

か？
口仙俣

農林業 農作物 農林業の維持のためには利益がでないと 口仙俣
農林業 農作物 農産物がお金にならない（赤字になってしまう） 口仙俣
農林業 農作物 ここのお茶の出荷時期は遅い。現在は八十八夜を過ぎると価格

が下落してしまう。出荷の早い鹿児島茶も登場している。
口仙俣

農林業 農作物 昔は江戸への茶として出荷していた（江戸茶） 口仙俣
農林業 農作物 直接売らなくなった。直接売ったり、ブランド化したいがそれをやる

若者がいない
口仙俣

農林業 農作物 収入源、ここに生活がある 口仙俣
農林業 鳥獣害対策 色々な作物をつくっても動物にやられる→意欲減 口仙俣
農林業 鳥獣害対策 カモシカ、サルが出る（ブルーベリーを食べる）　→対策で犬を飼う 口仙俣
農林業 林業 山の手入れが大変（お金にならない）　→森林法で切ったら植えな

いとダメ
口仙俣
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ワークショップ

分類 分野 内容 地区
農林業 林業 １万本／ha植えれば森林の価値はあるが、この辺りは3000本／

ha程度。
口仙俣

農林業 林業 間伐の補助金削減（大規模な森林所有者のための制度となって
いる）

口仙俣

農林業 林業 小口の山の所有者にとっては負担（自転車操業）山を切っても赤
字になる

口仙俣

農林業 林業 林業者は一人（春夏はお茶、秋冬は山） 口仙俣
農林業 今後の意向 定年後の業はないだろうが先祖を守りたいとは思っている 口仙俣
農林業 今後の意向 先祖の残したもの（お墓・茶畑）を維持したい 口仙俣
農林業 今後の意向 守れるための何かがあればいいが、今のままでは不安 口仙俣
農林業 その他 水量の減尐。昔ほど水が出なくなった（降水量減） 口仙俣
産業・雇用 産業・雇用 昔は色々な収入源があったが、２０～３０年前からお茶としいたけ

だけになった。新しいものが必要。
口仙俣

産業・雇用 産業・雇用 年金受給までは街で働くことは仕方ないと思う 口仙俣
産業・雇用 産業・雇用 仕事がない　→道が整備され、生活が便利になれば住める（通勤

可能）
口仙俣

産業・雇用 産業・雇用 昔はこのムラで皆お金を稼げたが今はほとんどできない 口仙俣
産業・雇用 産業・雇用 ここで稼げれば状況は変わるが 口仙俣
産業・雇用 産業・雇用 新しいモノを作って、まずは年金の足しになれば… 口仙俣
道路・交通網 道路整備 街に行くには時間がかかる。静岡市街から３６km（1時間） 口仙俣
道路・交通網 道路整備 ガソリン代が高くなって帰りづらい 口仙俣
道路・交通網 道路整備 道路はこの頃よくなった 口仙俣
道路・交通網 道路整備 温暖化で雪も尐なく、対応もスピードのアップで最近はよくなった 口仙俣
道路・交通網 道路整備 冬は道路凍結 口仙俣
道路・交通網 道路整備 道路をよくしてもらいたいよくならないと人が来ない 口仙俣
道路・交通網 道路整備 桟橋状態になっている道がある 口仙俣
道路・交通網 道路整備 道路を整備してほしい。（ただし、人がいないとダメだろう） 口仙俣
道路・交通網 道路維持 土砂崩れで道がふさがる　→対応は早くなった（半日くらいで復

旧）
口仙俣

道路・交通網 路線バス 上落合のバス停まで行く（歩く）のに大変 口仙俣
道路・交通網 路線バス バスは本数が減った 口仙俣
道路・交通網 路線バス バスの本数の確保のためには人口がいないと 口仙俣
道路・交通網 路線バス 1人1台車が欲しい。家族に頼むのが一番いい。大所帯なら融通

が利く
口仙俣

道路・交通網 路線バス 車に乗せてもらっている 口仙俣
道路・交通網 路線バス バスが上落合まで。そこから口仙俣まで徒歩30分超（車がないと

生活できない）
口仙俣

道路・交通網 その他 交通事故などない。 口仙俣
その他 その他 地区の将来に向けた取り組み時期だ 口仙俣
その他 その他 やるなら今これ以上後回しにはできない 口仙俣
その他 その他 行動を起こすには動く人が何人か必要。うまく回れば続いていくか 口仙俣
その他 その他 なるべく良くしてもらいたいとは思う 口仙俣
その他 その他 良いコトはないが悪いコトもない 口仙俣
その他 その他 今までと同じものでは時代が変わっていてむり 口仙俣
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ワークショップ

分類 分野 内容 地区
コミュニティ 近所づきあい 近所付き合いは親子のよう 大間
コミュニティ 近所づきあい 新たな近所づきあいの模索 大間
コミュニティ 近所づきあい 周りに気をつかわず気楽に生活できる住むだけならいい（仕事の

面から離れたら気楽）
大間

コミュニティ 近所づきあい 他の他出者は墓参りだけだとしても 大間
コミュニティ 近所づきあい 個人は一生懸命やっている。年寄りも自分でやれることはやって

いる。
大間

コミュニティ 近所づきあい 集落は残したい！住民主体で無理せず行い。行政の側面支援も
期待。住民のやる気を再度奮い立たせる意識づくりを。

大間

コミュニティ 近所づきあい 何も知らない人でないと昔の思いがよみがえる。 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 別荘の人が定住するのか？まだわからない 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 昼間住む人はいない 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 高齢化率70％超 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 大川地区全体で限界集落になりかけている 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 住所登録と実際の居住地が違う人がいる 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 別荘４　空き家借り１ 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 40代50代がいない 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 交流人口の導入検討 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 大間はほっといたら無くなると思っていたが村の人はそうでもな

い？
大間

コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 気軽に住んでいるのでほっておいてもらいたい 大間
コミュニティ 人口減尐（尐子高齢化） 将来的な明るい部分もみえてきた。 大間
コミュニティ 観光・地域資源 お茶カフェで誰かと話すのは元気の素。話をしないと気分が滅入

る。親戚も友達つれて帰ってくるきっかけ。
大間

コミュニティ 観光・地域資源 別荘の人は増えている（縁側カフェは手伝ってくれる） 大間
コミュニティ 観光・地域資源 街中には田舎暮らしに憧れている人もいる。風向きが変わってい

るのでやれることはやるべき
大間

コミュニティ 観光・地域資源 景観はすばらしい　街中の人にとって魅力的 大間
コミュニティ 観光・地域資源 自然はすばらしい 大間
コミュニティ 観光・地域資源 ラモスも田舎に泊まろう！景色をほめてた（静岡の知人から聞い

てたらしい）
大間

コミュニティ 観光・地域資源 田舎に泊まろう！の収録があった 大間
コミュニティ 観光・地域資源 縁側お茶カフェを実施している。 大間
コミュニティ 観光・地域資源 地域を認知するきっかけづくりが必要 大間
コミュニティ 観光・地域資源 大学生参加の山村体験・体験下宿を進めてはどうか 大間
コミュニティ 観光・地域資源 子供が友達連れて一泊してくれた。自然に遊んでもらった。普段

通りまた次来てもいい？
大間

コミュニティ 観光・地域資源 来てもらわないと良さがわからない。 大間
コミュニティ 観光・地域資源 静大あっぱれ塾人文学部10人位来る。昔話聞こう。 大間
コミュニティ 観光・地域資源 大川地区の大間としての特性 大間
コミュニティ 観光・地域資源 縁側お茶カフェで子供が友達連れて一泊し、また来たいとのこと。

将来的な明るい部分もみえてきた。来てもらわないと大間の良さ
がわからない。

大間

コミュニティ 観光・地域資源 地区特性を活かした不妊治療などのテーマ戦略 大間
コミュニティ

空家
空き家活用としては、中長期的には子供が帰って来れるように残
す。

大間

生活サービス 買い物 買い物は車で　自分が運転できなくなると、ここでの生活は考えら
れないと思う

大間

生活サービス その他 生活面では大変 大間
高齢者 介護サービス ホームヘルパーで大間まで来てくれなかった（今は１件あるが断ら

れ続けた）
大間

高齢者 介護サービス デイサービスは大川が拠点（複合施設） 大間
高齢者 不安 高齢化し、車の運転ができなくることへの不安 大間
高齢者 不安 病気になると大変。元気なうちはいいが・・・ 大間
高齢者 不安 将来の不安は健康 大間
子育て 子育て環境 田舎の子は50歳過ぎになれば帰って来たくなる。子育てが終了し

ないと余裕がない。
大間

子育て 子育て環境 子供の数が尐ない仲良くなれる反面競争がない 大間
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ワークショップ

分類 分野 内容 地区
子育て 子育て環境 村の人はみんないい人だけど子供を育ててきた上で大変さを実感

してきた
大間

子育て 子育て環境 子育て環境が充実しないと子育てを抱えた家族は難しい 大間
子育て 通学・習い事 小学校は送迎。中学は寮高校は下宿→教育にお金かかりすぎ 大間
防犯 防犯 戸締りもいらない 大間
医療・救急 医療 中山間地域救急医療の充実が課題 大間

医療・救急 医療
ヘリポート連結。高齢者世帯の冷蔵庫開かないと親戚に連絡がい
くようなシステム。携帯も通じないので。

大間

医療・救急 救急 救急車を呼ぶのに１時間半かかる 大間

医療・救急

救急 ボタン押したらすぐ来てくれるには莫大なコストかかる。病気に
なってしまったら生活できないが、病気にならないように元気に暮
らすには最適

大間

医療・救急 ドクターヘリ ヘリが止まるところはない（ドクターヘリ） 大間

医療・救急
ドクターヘリ 最近では健康福祉のサポート。ドクターヘリ。安心感。めったに必

要ないが。
大間

農林業 後継者 新たな担い手の模索 大間

農林業 後継者
村を残すためには最低２人くらいがお茶・しいたけなど農作業継続
し畑を残すことが必要。

大間

道路・交通網 道路整備 大きな道路があるとみんな出ていく（外の情報が入るし） 大間
道路・交通網 道路整備 雤で街から行くのは大変　道の面では住みにくい 大間
道路・交通網 道路整備 大きな道路があって、街中の子供たちが近くになれば… 大間
道路・交通網 道路整備 狭隘道路の拡幅が必要 大間
道路・交通網 道路維持 土砂等災害の危険地区の道路維持が課題 大間
道路・交通網 路線バス 買い物など生活を維持する公共交通のしくみが必要 大間
道路・交通網

路線バス
佐久間町は当番でマイクロバスを運転。掛川・清水でも地区社協
がマイクロバスを所有している。

大間

道路・交通網

路線バス
昔は福祉センターから送迎バスでヒッチハイク式で融通きかせて
やっていたが今は×

大間

道路・交通網

路線バス
買い物ツアーをきっかけに他の人や地区社協に広がって福祉バ
スにつながれば。

大間

多面的機能 多面的機能 自然環境の維持が必要 大間
多面的機能 多面的機能 外部の支援による森林や中山間の環境を守る方法の模索 大間
その他 その他 やる意欲が削がれている。10年前ならよかったが。 大間
その他 その他 無理に残すのでなく横からサポートを行政に期待する 大間
その他 その他 年金も無駄遣いせずしっかりとくれれば。 大間
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