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分類 分野 内容 地区
コミュニティ 道路水路の維持管理 美原町が管轄している地域の草刈り（春秋2回実施）について

は、町内会も老齢化してきており危険を伴うので今後の実施をど
うしようかと考えている。今後の希望としては、平成21年度からは
市で実施してもらいたいと思っている。

足久保

コミュニティ 道路水路の維持管理 草刈りの機械を操作できない。傾斜地で危険 足久保
コミュニティ 町内会の役員 消防団員、体育委員等の役員になり手がない 足久保
コミュニティ 町内会の役員 自分たちの区（部落）が４月時点では39戸あったが、老人の死な

どで2戸減り現在は37戸になった。
半分以上は1人～2人住まいであり、役員などのなり手がなく困っ
ている。（特に体育委員等）

足久保

コミュニティ 町内会の役員 消防団員の欠員　消防団後継者　水防団も不足　消防団行事が
多い　担い手が無い

足久保

コミュニティ 町内会の役員 消防団のなり手がない（高齢地区）。若い人はならない。 足久保
コミュニティ 町内会の役員 人口が尐ないと役職が多く回ってくるので、出て行く若者が増え

てくる。
庵原

コミュニティ 町内会の役員 若い人は親と暮らしたくないのと、地域の役が多いため、外に出
て行く。

庵原

コミュニティ 町内会の役員 消防団員の確保 庵原
コミュニティ 町内会の役員 人口の割に役員の数が多い。 庵原
コミュニティ 町内会の役員 消防団については、常設を増やせばよい。 庵原
コミュニティ 町内会の役員 消防団員1350人中庵原は148人と清水区で一番多い。 庵原
コミュニティ 町内会の役員 消防団員の不足　俵沢に消防・救急の拠点 梅ケ島
コミュニティ 町内会の役員 自治会（町内会）維持が難しい。若者が尐なくなって災害等発生

の場合の心配。荒地がふえるのではないか。
梅ケ島

コミュニティ 町内会の役員 3,500円/月　会費　高齢世帯増　市への依頼にも費用がかかる
役がある

大河内

コミュニティ 町内会の役員 人材育成　リーダーの養成 大河内
コミュニティ 町内会の役員 消防団など地域活動をしたくても、勤務先の会社の了解を得られ

ない
北沼上

コミュニティ 町内会の役員 消防団など地域活動への参加を政策的に促してほしい 北沼上
コミュニティ 町内会の役員 消防団に社員を参加させている企業を行政で表彰してみては 北沼上
コミュニティ 町内会の役員 平山は役回りの負担があまりない。 北沼上
コミュニティ 町内会の役員 消防団21人実際出れるのは10人強 北沼上
コミュニティ 町内会の役員 ＰＴＡ役員の負担が大きい 北沼上
コミュニティ 町内会の役員 町内に極力参加協力したいが、仕事（職場）上会社の理解が得ら

れない
清沢

コミュニティ 町内会の役員 ＮＰＯ法人として「フロンティア清沢」を設立して地域活動をしてい
るが、地元企業等との連携してもっと協力者を増やしていきた

清沢

コミュニティ 町内会の役員 消防団は人材不足で、ＯＢにも入ってもらっている。 賤機中
コミュニティ 町内会の役員 消防団は活動資金の確保が難しくなってきている（戸別訪問がで

きないので)
賤機中

コミュニティ 町内会の役員 地域活動の担い手不足 賤機中
コミュニティ 町内会の役員 中学区　現役世代が動けないか？人手不足 賤機中
コミュニティ 町内会の役員 核家族が進み生涯現役の人が多くなりボランティア活動が進め

にくい状況である
賤機中

コミュニティ 町内会の役員 高齢化の進展により、地域産業ならびに自治会活動の担り手が
減尐していること

中藁科

コミュニティ 町内会の役員 町内役員の負担が大である 中藁科
コミュニティ 町内会の役員 町内に役が多くて困っている。（消防団、ＰＴＡ、町内会、体育委

員、女性部会など）
中藁科

コミュニティ 町内会の役員 合理化がいいが一人の人がしょいこむのもどうか 中藁科
コミュニティ 町内会の役員 若者が出てしまい高齢化が進んでいるため町内会等の運営が困

難
中藁科

コミュニティ 町内会の役員 町内会など自治活動の運営費を行政にもっと出してもらいたい 中藁科
コミュニティ 町内会の役員 町内会長の役割が行政の下請けになっている 服織西
コミュニティ 町内会の役員 老人会の活動が弱まっているが大事な存在。もっと入ってもらえ

るよう促してほしい
服織西

コミュニティ 町内会の役員 敬老会は出席率が悪い。もっと予算を老人会に回してほしい 服織西
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分類 分野 内容 地区
コミュニティ 町内会の役員 役員の担い手不足 両河内
コミュニティ 町内会の役員 高齢化が進み1人暮らしが増えたので、自治会の役員のなり手が

ない。
両河内

コミュニティ 伝統行事 足久保祭など行事に楽しんで行っている 足久保
コミュニティ 伝統行事 お祭りはできている。 庵原
コミュニティ 伝統行事 お祭りについて茂畑では、20歳代が多くでてきて、10年前よりや

れるようになっている。
庵原

コミュニティ 伝統行事 コミュニケーションが取れるように、お祭りをやっている。 庵原
コミュニティ 伝統行事 地区の行事等を実行するのに若い人が尐ないため無理がでてく

る。若者の負担が多い。
梅ケ島

コミュニティ 伝統行事 昔ながらの文化維持 大河内
コミュニティ 伝統行事 祭・寺神の維持 大河内
コミュニティ 近所づきあい 若い人は町内会との関わりを持たない人多い 足久保
コミュニティ 近所づきあい 新規住民地元との関係はＯＫ 足久保
コミュニティ 近所づきあい 若い人たちは車を使って地元にサービスをしてほしい。 足久保
コミュニティ 近所づきあい 公民館（町内用）建設負担8万円/人 足久保
コミュニティ 近所づきあい 田舎は、隣近所の付き合いが良いのでは。 庵原
コミュニティ 近所づきあい いくつかの自治会には、自主的に活動している団体がある。茂畑

文化塾、広瀬洒落倶楽部、杉山快演隊など。それらの団体の
方々の考え方を基に様々な活動を展開してみれば。（広瀬）

庵原

コミュニティ 近所づきあい 庵原中学2年生は総合学習でお茶の手もみ、手打ち蕎麦、切り
絵、フラワーアレンジメントや太鼓などをやっている。地域伝承。

庵原

コミュニティ 近所づきあい よいところ　人間性は良い　奥ゆかしい 梅ケ島
コミュニティ 近所づきあい 婦人会員の減尐。どうしたら増やすことができるか良い案があっ

たら教えて欲しい。
梅ケ島

コミュニティ 近所づきあい 今私達の地域はいろいろな考えをもっている人はいて、意見はあ
る。しかし体力がないので話し合いに出てこない

大河内

コミュニティ 近所づきあい 近隣・仕事のつきあい　役が多い！！ 大河内
コミュニティ 近所づきあい 自治会の協力　会費 大河内
コミュニティ 近所づきあい 地区問題解決のしくみ 大河内
コミュニティ 近所づきあい 高齢者が増え法事の助け合いがやりにくくなった 北沼上
コミュニティ 近所づきあい 12/7地域消防訓練　学生が来てくれた 北沼上
コミュニティ 近所づきあい 公民館は農協跡地に建てたもの。拠点がない。 北沼上
コミュニティ 近所づきあい 別荘は杉尾地区に10件くらい。近所づきあいはあまりない。 清沢
コミュニティ 近所づきあい 子供を守る（通学時、犯罪などから）ことができない 賤機中
コミュニティ 近所づきあい 新しく来た人が自治会の活動にスムーズになじめるかが問題

（入ってもらいたい）
中藁科

コミュニティ 近所づきあい 若い奥さん達の活性化楽しみ等を作る。
例えば公民館での料理教室、子供の育て方講座などを市の主導
でやってほしい。小規模でも人が集まり、そこから地域内でのコ
ミュニケーションが図れる。

服織西

コミュニティ 近所づきあい 松野の町内会は移住者が20数人来ている。子供が巣立った50～
60代が多い。
近所つきあいは良く、祭典にも協力・参加してくれる。

松野

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若者、高齢者の対策は 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 別荘　定住化（足久保）人による 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 定住、移住交流 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 買物が不便など、若い世代に魅力が無いため高齢化が著しい勢

いで進んでいる。
足久保

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 他出者は戻るのか？ 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口減と高齢化 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 1区目上、相沢、口組では人口減（高齢化） 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 2年間人口は増加しているが、既存集落は減っている。 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） バランスの良い年齢構成 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若者の定住には？ 足久保
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 地域の日常生活の存続が心配。（茂畑） 庵原
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 後継者不足による高齢者だけの家庭が増えてきている。 庵原
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若者が結婚しなくなった。 庵原
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分類 分野 内容 地区
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 転入者の意見：家を建てるのに土地が安く比較的街場に近いの

で車を使えば自分は苦にならないので、広瀬を選んだ。ただし、
子供は苦労している。

庵原

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若い人が帰ってこない 梅ケ島
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 自然環境の良さ、必要性をアピールし都会より山間地が良いと意

識変換させ移住させる。
梅ケ島

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 梅ケ島に市営住宅を建てたらどうか（畑付） 梅ケ島
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口の減尐・若者の流出 梅ケ島
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 道路もだいぶ良くなりました。静岡の街中まで通勤圏になってい

ると思います。市営住宅を建てたらどうでしょうか。どんな人が
入ってくるか心配ですが家族限定にし学校、保育園の人数も増え
るのではないでしょうか。

梅ケ島

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口・居住が一番困る。町内会の運営、茶工場の運営、学校、保
育園の活動、維持ができなくなっている。金融を残してもらいたい
が人口が尐ないことにはなにもできない。でも、いまさら新しい産
業をつくるのは大変なので街中から定住してもらうように考えた
い

梅ケ島

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 定住人口の増加 大河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） １０年間もすればほんとうに老人社会になってしまう 大河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 市営住宅を建てていただき学校を誘致する事が必要 大河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 公共住宅の整備 大河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 市営住宅の整備　家賃補助 大河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若い人達が定住しない　生活上の環境充実（一貫教育を！！） 大河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 二世代同居は若い人が望んでいない 北沼上
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 瀬名は過密状態だが、こちらは人口が減っている。 北沼上
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若い人が住みやすい環境づくりが必要 北沼上
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 住みたいと思う人を引っ張って来たい 北沼上
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 中小学校生が殆どなく兹農業等が出来なくなっている 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 昔は600人くらい→今は44人（清沢小） 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 昼間の人口が尐ない（いても高齢者のみ） 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 高齢者家族が増加し、老人1人もしくは2人の人が多くなってい

る。中間層（青年）は仕事に追われて地域活動が出来ない。
清沢

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 高齢化 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 地元に残る若者が減っている 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 住むにはいいが場所がない、と言われる。 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若い人に安い住宅を提供して定住人口を増やす 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 小学生含む家族限定での市営住宅の建設 清沢
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 空き家を改築したり市営住宅を建てるなどして子供のいる若夫婦

に住んでもらう。以前この提案をしたところ「どんな人が来るかわ
からないから嫌だ」と言われましたが、出て行った人は相当のこと
が無い限り戻って来ないと思います。

清沢

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 外から来たお嫁さんは地域のことを気に入ってくれる。きっかけ
づくりがあればと思う。

清沢

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 結婚しない30歳以上の男女が増えていて、尐子化につながって
いる。40～50才の結婚を壮励するような方法はないか

清沢

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 以前は移り住んでくる人がいたが、子どもは出て行く 小島
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 雇用促進住宅は残したい。現在4棟→3棟に（現在は入居停止

中）
来年11月までの廃止が閣議決定された。最大で120世帯入るとこ
ろ、現在37世帯残っている。

小島

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 小島の雇用促進住宅に永年住んでいるが、国の方針（雇用促進
住宅の廃止）によりせっかく若い人達が住んでいる場所がこわさ
れそうとしている。私共の団地から奥の方へ家を建てたり借りた
りしていたが、残念ながら今ではそれも出来ない（件数減尐によ
り）

小島

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 団地１つあるだけでも子供の数がふえたり若い人も多いのにとて
も残念に思う。せっかく住めば都でいい所なのにあればもっと若
い人も多くなるし何故か矛盾を感じる（昔100軒位あったのに）

小島

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 郷島など増えている 賤機北
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分類 分野 内容 地区
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 高齢者の生活　身内でカバーしているところが多い 中藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口減尐　通勤はできるが市街地に住んでしまう 中藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 大原町内会で１人暮しは２５人。(全体９００人） 中藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 市街地にマンションが増えている（山間地の人が住むらしい） 中藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 富沢では２軒増えて子供も６人（１０人くらいに）増えた。祭りでお

みこしを担げる人数がそろった。
中藁科

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 小布杉も７～８軒空いたが後の人が来た。来る人は50～60代が
多い。

中藁科

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 子供の働き口がない。進学で市外県外に出て行きそのまま帰っ
てこない。

中藁科

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 18歳以上の人口流出が市全体の問題（大学に進学して流出して
しまう）

中藁科

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 担い手不足 中藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 70代が多く、10年後が不安（月ヶ谷） 服織西
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 老人つどいの家は通うのに遠い（10kmの場合も） 服織西
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 老人は増えているが姥捨て山になっている 服織西
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 10年前は人口があった。今はいなくなっている 服織西
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 市街地から10kmのところに位置しているが、それでも人口は減

る。
服織西

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 独り暮らしが増加（高齢者） 松野
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 福祉住宅の計画があるが、１軒のみ移転に応じず話が進んでい

ない
松野

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 大学に進学するとみんな外へ出て、そのまま帰ってこない 松野
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 住宅需要はある 南藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 他地域に住んでいるが、別宅として家を残している（吉津） 南藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口は安定している。 南藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 吉津は4軒増えている。（身内・若い人） 南藁科
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） インフラの整備（水道、下水道、道路）山林、竹林の整備（里山作

り）1人暮らしの方にための集合住宅の建築　空家を整備し地区
外者の誘致

両河内

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口減尐　高齢化　今は車が利用できるけど将来的に心配。農
業で生活できない。

両河内

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 人口減尐 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 地区内の18戸のうち、独居老人が2世帯、高齢者所帯2世帯と高

齢家庭が増している。
両河内

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 組の中で1人暮らしの方が増えている（各種の行事が出来ない）。
空家が増加、各種の公共施設までが遠い（時間がかかる）

両河内

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 高齢化 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 独居老人多い 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 若者が結婚しない人が多くて困っています。結婚は法律で年を決

めてある程度義務づけられれば良いと思う
両河内

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 結婚をしても離婚をする人が多くてこまる。昔ほどがまんがない 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 独身者が多いので結婚紹介 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 出会いの場づくり 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 独身者が多い。８～９割市街へ行ってしまう。 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 空家（貸し手が不足）。アパートでもあればもっと人が入ってくるの

では
両河内

コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 団地。100坪単位で半分住宅、半分野菜畑 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） アウトドアー好きの人（ログハウス・車好き）が移り住んできた。 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 土地があった人の甥が家建てた 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 別荘４軒　定住者もいる。 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） ２軒夫婦　人口増 両河内
コミュニティ 人口減少（少子高齢化） 数年前に田舎が良いと１軒増 両河内
コミュニティ 観光・地域資源 魅力ある地域、健康増進のためのスポーツ広場がほしい 足久保
コミュニティ 観光・地域資源 観光茶園の整備や来訪者へのおもてなしの出来る施設整備など

も考えたい。
文化施設や商業施設等も身近にほしい。
新広域交通環状線やサイクリングロードの整備

足久保
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分類 分野 内容 地区
コミュニティ 観光・地域資源 住み始めて3年目ですが、できるだけ自然をいじらないでほしい。

自然環境が良く移ってきたので
足久保

コミュニティ 観光・地域資源 安倍川河川敷の有効活用 足久保
コミュニティ 観光・地域資源 足久保川に水を流したい（県管理？） 足久保
コミュニティ 観光・地域資源 よいところ　お祭りも多い梅・桜・温泉・盆おどり・もみじ・あべ峠 梅ケ島
コミュニティ 観光・地域資源 よいところ　温泉 梅ケ島
コミュニティ 観光・地域資源 一社一村に手を上げたら気持ちよく手伝ってくれる人がいる。静

大の学生も
梅ケ島

コミュニティ 観光・地域資源 宿泊客の減尐 梅ケ島
コミュニティ 観光・地域資源 自然が多く環境的には良い 梅ケ島
コミュニティ 観光・地域資源 よいところ　阿倍峠～（山梨まで）富士山が美しく見える 梅ケ島
コミュニティ 観光・地域資源 よいところ　梅がある 梅ケ島
コミュニティ 観光・地域資源 竜爪山へのハイキング客はありがたいが、ゴミ捨ては困る。 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 県外のワンダーフォーゲル団体がマイクロバスで来ることもある

あ、サービスを出せないのがもったいない
北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 市内の小中学校も遠足に来るが、竜爪山以外に寄るところがな
いのがさみしい。

北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 竜爪山に来る人に常時何かサービスを提供できればいいが（手
打ちそばなど）。

北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 西里温泉（竜爪の先）につながる道があれば←車で行ける 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 県の山岳連盟の訓練拠点になっている（予選会開催地） 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 平山は毎週日曜に公民館で朝市を行っており、リピーターも来て

いる。
北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 野菜、みそ、きんつばなどを出して午前中に売り切れる 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 観光施設があればいいが 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 竜爪の登り口の湧き水は、外からの人がペットボトルで汲みに来

る評判。
北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 温泉はかつて5件あったが今は１件（湯量が出ない） 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 長尾３０年間同じメンバーでお祭りを行っている。

花火で毎年協賛金が集まる
北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 手筒花火が珍しい同じ花火をする浜松の人とも交流 北沼上
コミュニティ 観光・地域資源 花火は学区最大のイベントで、地域外からも含めて３０００人来

る。
北沼上

コミュニティ 観光・地域資源 アユ釣りの人とバーベQに来る人のトラブル（ゴミ）が絶えない。両
河内では清掃活動への補助があるようだが

小島

コミュニティ 観光・地域資源 街場から来て竹の子を無断で掘る人、バーベQの後ゴミを捨てる
人（最近多い外人）がいる

小島

コミュニティ 観光・地域資源 農林道は狭い道なのに、外から来る人が車を停めてしまう。 小島
コミュニティ 観光・地域資源 安倍ごころは予想外の利用がある。駐車場が混んでいるので重 賤機北
コミュニティ 観光・地域資源 地域の活性化、人口が多くなるような工夫

地域おこしのような特色ある地域素材を生かしたものをやる。（祭
り・市場など）

賤機北

コミュニティ 観光・地域資源 竜　　真富士散策ハイキング道の整備 賤機北
コミュニティ 観光・地域資源 安倍ごころ建設によって若い人の利用が増えた。 賤機北
コミュニティ 観光・地域資源 中山間地域ならではの処点作り　医療施設や市民が利用できる

貸農園やスポーツ施設
賤機北

コミュニティ 観光・地域資源 神寺など油島城　遊歩道整備など観光化 賤機北
コミュニティ 観光・地域資源 いこいの場所に　牛妻　たんのら沢 賤機中
コミュニティ 観光・地域資源 親水公園　放流　動物　散策路 賤機中
コミュニティ 観光・地域資源 現在市の水道、県の工業用水、集水場周辺に桜を植えようと動

き始めている。
安倍川にできた水辺の楽校と一緒に整備し、将来子供達が帰っ
てきたいと思う街にしたい。
4月は桜、6月はホタルを見て、夏はカブト虫取りが出来る街にし
たい。

賤機中

コミュニティ 観光・地域資源 （38番の提案に対して）連合町内会で取り組んでいて、国・県は
協力的だが市の企業局はいまいち。

賤機中
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分類 分野 内容 地区
コミュニティ 観光・地域資源 地域資源（農林業）を活用した生活基盤の確立。インフラ整備（道

路、交通通信、教育）宅地化（一部規制緩和）ＵターンＩターンを。
中藁科

コミュニティ 観光・地域資源 夏期6月～9月頃はキャンプ客が多くなり、来てくれるにはいい
が、マナーの問題（トイレ・ごみ処理）で年々町内会では困ってい
る。

中藁科

コミュニティ 観光・地域資源 市のスポーツ尐年課が簡易トイレを２基取付けているが、清掃（ト
イレ）問題でも来年度の事で困っている。道の駅のような（常設
の）トイレを市で考えてほしい。

中藁科

コミュニティ 観光・地域資源 駐車場も尐ない。２ケ所に３００人くらい来る 中藁科
コミュニティ 観光・地域資源 新間谷川の土手に桜並木があり、日本桜の会で表彰された。300

本の桜を自前で管理していて、外からの人が来てもゴミなどトラ
ブルが起きるので来てもらいたくない。

服織西

コミュニティ 観光・地域資源 美和地区整備推進協議会を結成していて、地域づくりを進めてい
る。

松野

コミュニティ 観光・地域資源 農地と調和した集落づくり 松野
コミュニティ 観光・地域資源 藁科川の湧水を地域資源として利用したい。コイが死んでいる

が、外来種の影響か？
南藁科

コミュニティ 観光・地域資源 人が集まる交流事業を考えて、農業振興を図る。（コスモス畑、
山イモ・みかん・かきの販売など）

南藁科

コミュニティ 観光・地域資源 森林公園の活用。四季の花など沿道に植栽 両河内
コミュニティ 観光・地域資源 両河内の風景に合った家や建物を作る（地元の建設業の人を使

う（他の産業でも地元の人を使いお金がまわるようにする
両河内

コミュニティ 観光・地域資源 森林公園の充実。興津川ぞいに歩いたり杉尾山や龍爪山へ歩い
たりしたくなる公園にするため道ぞいに四季の草花、紅葉をする
木、桜並木等を植えたい

両河内

コミュニティ 観光・地域資源 両河内地区・小・中学校へ市街地からの山間留学のあっせん、し
くみ作り。観光資源としての興津川の有効利用　地元の子供達だ
けでなく市街地の子供達も楽しめる川づくり（興津川は漁業だけ
のものではない）子供達が将来住みたくなるような里を作る。

両河内

コミュニティ 観光・地域資源 茂野島大網地区の河川敷にグランドゴルフ場を作って利用して、
両河内を宣伝したい。

両河内

コミュニティ 観光・地域資源 秋の川べりの紅葉が美しい。夏はホタルがまう。 両河内
コミュニティ 観光・地域資源 清流の里　秋の紅葉　夏のホタル 両河内
コミュニティ 空家 空家増加 足久保
コミュニティ 空家 空家はある程度存在するが手を入れなければならない。貸す気

があるのかも不明→公的機関が仲介されたい
梅ケ島

コミュニティ 空家 空家を地区外の人に貸し又は売却し生活してもらう（ある程度の
条件必要）

梅ケ島

コミュニティ 空家 平山町内会は1軒、北沼上町内会は2軒ある。 北沼上
コミュニティ 空家 長尾町内会は空き家に居住希望者が入った 北沼上
コミュニティ 空家 本川根から彫刻家の人が移り住んで来た 北沼上
コミュニティ 空家 空家が増えている。郷島で1件、俵沢2件。

駐車場が有無
賤機北

コミュニティ 空家 空き家は門屋0件、牛妻10件 賤機中
コミュニティ 空家 空き家はない 松野
コミュニティ 空家 空き家は牧ケ谷0軒、小瀬戸4軒、産女1軒。 南藁科
コミュニティ 空家 子育て世代を誘致。受け入れには空家で対応 両河内
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分類 分野 内容 地区
生活サービス 買い物先 買物する店舗が近くにない 足久保
生活サービス 買い物先 お店がないのは寂しい。 北沼上
生活サービス 買い物先 スーパー等の店がほしい。老人の一人暮らしには困る 小島
生活サービス 買い物先 小売店の撤退、閉店 賤機北
生活サービス 買い物先 車で買物　スーパーもちづき　静鉄ストア 賤機中
生活サービス 買い物先 保冷車の移動販売車 賤機中
生活サービス 買い物先 コンビニが1軒のみ 賤機中
生活サービス 買い物先 女性の買物は1台に３～４人が相乗り（吉津） 南藁科
生活サービス 金融サービス 郵便局が簡易局のため金融の取扱ができない。 梅ケ島
生活サービス 金融サービス 静岡市農協梅ケ島支店が地区からなくならないように静岡市でも

協力してほしい。
梅ケ島

生活サービス 金融サービス 農協・金融信用機関の維持 大河内
生活サービス 金融サービス 農協・郵便局といった地域の拠点がなくなった。 北沼上
生活サービス 金融サービス 郵便局員さんや農協の人のおつかい役がいなくなった 北沼上
生活サービス 金融サービス 簡易郵便局も（廃止の可能性）　せめてATMの設置を 賤機北
生活サービス 金融サービス 金融機関がない（農協撤退） 賤機北
生活サービス 金融サービス 情報社会でとり残されたような地域になってしまい若い人は帰っ

てこない。金融機関、商業施設、病院など生活をする為のあらゆ
るものがない。

賤機北

生活サービス 金融サービス 農協の撤退　地域商店の廃業　バスの本数が尐ない　林業の不
振　土木事業の激減　調整区域がネックで人口減

賤機北

生活サービス 金融サービス 郵便局が存在するので 賤機中
生活サービス 金融サービス 農協が下へ移転 賤機中
生活サービス 金融サービス 農協、郵便局の統廃合で、地域の支店・営業所が廃止されるの

は大打撃。切り捨てられる不安は大きい。
中藁科

生活サービス 金融サービス 金融機関の維持。農協・郵便局の統廃合が行われているが、地
域の拠点維持のために行政は支援をしてほしい。

服織西

生活サービス 金融サービス 特定郵便局の残続を！ 両河内
生活サービス 上下水道 あべごころ付近？過去の浸水排水の問題がある。 梅ケ島
生活サービス 上下水道 沢の水を飲んでいる状態。詰まってしまう。メンテナンスが高齢化

で大変
梅ケ島

生活サービス 上下水道 水源の管理が大変 梅ケ島
生活サービス 上下水道 水はいい。水道のほか、山からの水も取っている。 北沼上
生活サービス 上下水道 水の問題。上水道のインフラ整備が追いついていないため、取水

権をめぐる近所トラブルがある。
清沢

生活サービス 上下水道 上水道整備遅れる　下水道 賤機中
生活サービス 上下水道 水源地が簡易水道はおかしい　合併の理由 賤機中
生活サービス 上下水道 市街地区域と山間地の中間で法的に空白地域になっている。上

下水道整備等が不備である。
賤機中

生活サービス 上下水道 町内会の終末処理場の老朽化していて、新しくするには巨額の
費用がかかり住民だけでは無理。新東名ができるので下水道を
引いてほしい。また、水道も簡易水道であり、市の水道にしてほ
しい。

賤機中

生活サービス 上下水道 早急に下水道整備を 賤機中
生活サービス 上下水道 集中→個別　浄化　今、合併浄化 賤機中
生活サービス 上下水道 山間地農業集落配水 賤機中
生活サービス 上下水道 企業誘致などの基本条件　下水道整備 賤機中
生活サービス 上下水道 井戸水　山の水がかれる（飲料水）町へ出る 中藁科
生活サービス 上下水道 県道から上→井戸を引いても水が出ない（山の中伏に住む人が

街に出たがる
中藁科

生活サービス 上下水道 雑廃水の処理を考えていかなければならない 服織西
生活サービス 上下水道 飲料水は問題ない 松野
生活サービス 上下水道 水不足で飲料、防災にも困っている。水道と消火栓の設備を作り

たいが皆負担などできない
両河内

生活サービス その他 安心して暮らせる 足久保
生活サービス その他 住みやすいが生活上の魅力が不足している。 足久保
生活サービス その他 住民票は玉川・大河内まで取りに行く。 賤機北
生活サービス その他 人通りが減っていて不安 賤機北
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分類 分野 内容 地区
高齢者 介護サービス 高齢者介護施設を 大河内
高齢者 介護サービス 老々介護の家庭が増えている 大河内
高齢者 介護サービス S型デイサービスが進まない。山間地では月２回の活動は酷。 清沢
高齢者 介護サービス お金は尐なくていいので、山間地にあった条件でのデイサービス

に対する補助をしてほしい。（Ｙ型とかで）
清沢

高齢者 介護サービス S型デイサービスもできない 賤機中
高齢者 介護サービス 高齢者の健康と交流のための場を月ケ谷にもほしい 服織西
高齢者 介護サービス 高齢者にとって医療施設がある羽鳥へバスで行くのは大変。帰り

の便がなくなることもある。
服織西

高齢者 介護サービス S型ディサービス人材不足 両河内
高齢者 その他 福祉の里　安心ネットワークの会　人を支える！！ 両河内
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分類 分野 内容 地区
子育て 子育て環境 よいところ　子供が尐ないが育てやすい環境にある。地域ぐるみ

周辺がみでくれる。
梅ケ島

子育て 子育て環境 小島幼稚園新入生4名のみだった　子供減、産科減は全国どこで
もそう→山間地はますます住みにくい所に

小島

子育て 子育て環境 学区外（市街地）からの通学者を募る 小島
子育て 子育て環境 学費の軽減 小島
子育て 子育て環境 子育て中の親（若い人）ですが仕事をしたくても子供を預る所が

ない　小河内幼稚園も3年保育が始まるようですが、預ってもらえ
る時間をなるべく長い間出来るようにお願いしたい

小島

子育て 子育て環境 学童保育が行われていないのが難点でしたが、21年度解消され
るので期待。児童館や子育て支援センターなど人口の多い地域
に偏っているため、人口の尐ない地域は切り捨てされている。本
当に必要としているのはこういう地域であることを念頭において
下さい。便利な所に施設を集中するのでなく分散させて人の移動
を促すようにしたらどうでしょうか。

服織西

子育て 子育て環境 自然が豊かで、子どもたちがのびのびしている。 服織西
子育て 子育て環境 教育にはすばらしい環境 服織西
子育て 子育て環境 12月から静岡市で児童クラブの募集をしている。4月からスタート

予定。
服織西

子育て 子育て環境 子育て支援センターが地域内にほしかったが、羽鳥になった。人
口の多いところに持っていかれてしまう。

服織西

子育て 子育て環境 人口が多いことが必ずしもベストではない。生徒が尐ないことを
生かした密度の濃い教育を行う。

服織西

子育て 子育て環境 子供ができるとまちへ出る（若い世代減） 松野
子育て 小中学校 小学校　クラス数増の対応は？→7クラス200人が270人になる。

（仮設対応・特別多目的教室対応→5年後計画）
足久保

子育て 小中学校 人口・居住による学校教育に不安がある。 梅ケ島
子育て 小中学校 学区選択ができるようになって子どもが街へ下りてしまった。 北沼上
子育て 小中学校 保育園は一杯なのに小学校は来ない 北沼上
子育て 小中学校 北沼上小学校の児童が年々減尐している　環境の良い所だけに

廃校になってしまうにはおしい
北沼上

子育て 小中学校 子供が尐なくなっている 清沢
子育て 小中学校 子供の数が尐なく当然親の数（家庭数）も尐ないため１人１人に

かかるPTA活動の負担がとても大きい。尐ない人数なので友達
が尐ししかいない。未就園児もあまりいないので再来年くらいに
は成り立たなくなると思う。

清沢

子育て 小中学校 小学校の児童数の減尐 小島
子育て 小中学校 学校の廃校 中藁科
子育て 小中学校 尐子化（小学生の減尐）学校の存続が心配　地区の核 中藁科
子育て 小中学校 児童減尐 中藁科
子育て 小中学校 尐子化により教育施設が移転 中藁科
子育て 小中学校 子供が尐なくなっているので、要対応。（160人くらい） 服織西
子育て 小中学校 学校は維持したい 松野
子育て 小中学校 松野小学校の生徒は現在80名、来年は5人しか入学しない。23

年度には複式学級になるという話。子供の数30減
松野

子育て 小中学校 小規模学級では競争する環境ではないため、外で育てたいと思
う親が出てくる。

松野

子育て 小中学校 小学校三校の合併 両河内
子育て 通学・習い事 子育て中の育児の家庭では病院、学校、塾など習い物への通う

のが大変！子供が尐ないため複式学級、高齢化が進んでいるた
め老人ばかりの家が多い

賤機北

子育て その他 自然環境と活した障害児の受け入れ対応 大河内
子育て その他 環境教育 大河内
子育て その他 教育環境の充実！ 大河内
子育て その他 学区外の児童をスクールバスで送迎して来てもらったららどうか。

尐ない児童なのできめ細かな教育が出来るし、地域と結びつい
た思いやりのある子が育つと思う。

北沼上

子育て その他 行財政改革で予算を削減して尐子化対策に 服織西

83



意見交換会

分類 分野 内容 地区
子育て その他 教育地特区の創設。 両河内
子育て その他 同学年の子どもが尐ないので、教育特区的に市街地の子どもを

連れて来きて人を育てる。
両河内
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分類 分野 内容 地区
防災・災害 防災 洪水危険地域（安倍川の河床が上がる） 足久保
防災・災害 防災 土手が切れている 足久保
防災・災害 防災 山林も竹林化が進んできている。大雤による山崩れ、洪水は下

流域の人達にも被害を及ぼす。
庵原

防災・災害 防災 防災へり公共のヘリポートが尐ない 梅ケ島
防災・災害 防災 ヘリポートを地区毎に作ってほしい 梅ケ島
防災・災害 防災 県にも防災へりを増やしたのにいつでも止まれる所がないから

もっと作ってほしい
梅ケ島

防災・災害 防災 大河内地区にもヘリポートを作ってほしい（災害時孤独になった 大河内
防災・災害 防災 希望　宍原グランドにヘリポートはできないのか　第二東名事故

を考えて
小島

防災・災害 防災 障害物が道路河川の境界にあった時市なのか県なのか行政の
たて割りが難しい

小島

防災・災害 防災 災害時の担当医師（トリアージができる医者）がいない 賤機中
防災・災害 防災 働きに出ていると消防団の消防車も出るのが遅い。消防署があ

れば。
中藁科

防災・災害 防災 高齢化が進む中災害等による孤立化が予想されます 中藁科
防災・災害 防災 孤立化はやむを得ないことであり、連絡などその後の体制が大

事。それでも市街地へつながる道があれば。
中藁科

防災・災害 防災 小布杉～清沢の間に広い土地がある（道路が通ればヘリポート
にもなり災害に強くなる）

中藁科

防災・災害 防災 災害時も救護拠点は羽鳥・藁科になる 服織西
防災・災害 防災 沢筋が崩壌する危険がある。近年の豪雤が山のほうで起きれば

市街地にも被害が及ぶ恐れがある。
松野

防災・災害 防災 台風・大雤による山崩れが気になる。 南藁科
防災・災害 防災 木が成長していて、災害の危険がある。 南藁科
防災・災害 防災 急傾斜崩壌危険地区である。 南藁科
防災・災害 防災 藁科川流域内の木が大木に成長している。 南藁科
医療・救急 医療 庵原の厚生病院の営業が難しい。 庵原
医療・救急 医療 今はいいけれど病院をなくさないで欲しい。 梅ケ島
医療・救急 医療 北部に救急の拠点を 梅ケ島
医療・救急 医療 診療所の維持 大河内
医療・救急 医療 往診して下さる医師がいなくなるのが心配なので診療所などを早

くから考えておいて欲しい（秋山先生８５才）
清沢

医療・救急 医療 医療に不安（在宅） 清沢
医療・救急 医療 中山間地のみでは無いが産科医減尐により産婦難民が増え、尐

子化に拍車がかかる　総合病院に産科復活をしてほしい（山間
地にはよけい住み難くなる）

小島

医療・救急 医療 医者がいない 小島
医療・救急 医療 将来的に中山間地に総合病院を建設し住み易い場所に改革が

必要
小島

医療・救急 医療 救急の(病院）拠点を中間点（に置いてほしい） 賤機北
医療・救急 医療 学区内に病院がない 賤機中
医療・救急 医療 松冨　福田ケ谷に病院 賤機中
医療・救急 医療 学区に医者がいない 賤機中
医療・救急 医療 医者の確保 両河内
医療・救急 救急 当町内会も大変高齢化が進んでいますが救急車が着くまでに時

間がかかります　病院が遠いのは仕方ないですが、時間短縮を
要望します（現在どこからきてるのか何分かかっているのか調べ
ているわけではないですが）

足久保

医療・救急 救急 現在山崎から救急車が出ているが、常設の救急車が地域にほし
い。

足久保

医療・救急 救急 現在、救急車などあまり時間はかからない。 庵原
医療・救急 救急 急な病気やケガ等の時の対応が不安 梅ケ島
医療・救急 救急 緊急事態を要する場合、時間的な問題があるような気がする。市

内では大体6分以内には救急車が到着するようです。蘇生率も低
くなり助かるものも助からない。

梅ケ島

医療・救急 救急 合併した効果として救急車の設置がある 小島
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分類 分野 内容 地区
医療・救急 ドクターへり 市立病院にヘリポートがないことも問題（駿府公園から救急車で

市立病院に）公民館から最低10分
梅ケ島

医療・救急 ドクターへり 緊急、救急時の対応→救急車が間に合わない時のドクターヘリ
を利用する際のヘリポートがない。

梅ケ島

医療・救急 ドクターへり 梅ケ島の上に・中・下くらいにヘリポートを設置してほしい。常時
10分以内には病院に行けるようにしてほしい。

梅ケ島

86



意見交換会

分類 分野 内容 地区
農林業 農作物 お茶の価格低迷 足久保
農林業 農作物 農産物の価格低迷が農業人口の減尐に歯止めがきかない。農

業人口の減尐は、産地の崩壊を意味する。
庵原

農林業 農作物 自給率を上げたいという国策が見えない。 庵原
農林業 農作物 農業資材の値上がり。 庵原
農林業 農作物 農産物の価格が安いため収入が尐なくて困る。（伊佐布） 庵原
農林業 農作物 茶業の製品の価格が低迷している。やる人がいなくなる。（吉原） 庵原
農林業 農作物 農作物を作っても売れない。地産地消対策をしてもらいたい。 庵原
農林業 農作物 高齢化、茶価の低迷等による荒廃園ができつつある。 庵原
農林業 農作物 放任農地が多く出て竹林化している。 庵原
農林業 農作物 昔のソ連の農業、国営でコルホーズ、ソフホーズとかいう農業を

行っていたと勉強したが、集落内で農業運営をある程度統合する
か、企業化した農業かが必要だと思う。

庵原

農林業 農作物 地元の農産物（加工品含む）及び竹のザル生活用具の製品の販
売ルートの確保

梅ケ島

農林業 農作物 こんにゃく、ザル（竹）ミソは都市部の人が喜んでくれるが、どこで
売っているか知らない。販売ルート、場所があればと思う。

梅ケ島

農林業 農作物 農林作物の価格低迷 大河内
農林業 農作物 農林業の活性化 大河内
農林業 農作物 葵高原野菜産地にしたらどうか　標高1000ｍ 大河内
農林業 農作物 中山間地域の農業補助金のハウスの補助金×わく組無くす　規

制・制約が多い　じまん市
大河内

農林業 農作物 農産物の加工は個人個人で行っている 北沼上
農林業 農作物 農地法等の規制緩和 清沢
農林業 農作物 中山間地域の産業（農林業）がなりたっていない（お金が取れな

い→下流へ（サラリーマン）出てしまう）
清沢

農林業 農作物 茶、木伐の価格低迷 清沢
農林業 農作物 茶園の状況は大部分が傾斜地であり、機械化も困難。

栗等による転植はむりとも思われるが検討して欲しい。
清沢

農林業 農作物 山は荒廃していて、遊休農地が増えている。 清沢
農林業 農作物 清沢の土地を借りて農業をやっている地域外の人がいる。 清沢
農林業 農作物 基幹産業である農林業で生活が成り立たない為、若者が離れ後

継者とはなりえない　廻りは荒地が増加している（農業に魅力が
ない）

小島

農林業 農作物 じまん市ができて売上減 賤機北
農林業 農作物 放棄地農作物で賃貸料 賤機北
農林業 農作物 農業の補助支援 賤機北
農林業 農作物 茶生産量が減っている。 賤機中
農林業 農作物 茶工場の処理能力が足りないので持込量が限定される。 賤機中
農林業 農作物 専業農家が尐ない。（中学区5軒）

花、イチゴの栽培をやっている。
賤機中

農林業 農作物 兹業農家が多い 賤機中
農林業 農作物 農家が山間地へ通うこともある。 賤機中
農林業 農作物 農協職員のフォローはありがたいが自由は効かない 中藁科
農林業 農作物 農業の不振。地域の基幹作物である茶業がたいへん厳しい状況

にある。
農業の後継ぎがない。荒廃農地（茶園）が増加傾向にある。

中藁科

農林業 農作物 農業経営の不振 中藁科
農林業 農作物 農業所得が減尐している。 中藁科
農林業 農作物 誰でも農産物を売れる場所があればいいと思う。地産地消のた

めにも産直所を作ってほしい（お金をかけなくても）
中藁科

農林業 農作物 中山間地の産業の中心である茶業・林業が寂しい。 服織西
農林業 農作物 農地の荒廃 服織西
農林業 農作物 企業の農業への参入 松野
農林業 農作物 お茶の加工場は9名で有限会社化した。 松野
農林業 農作物 地域内に専業農家お茶3～4軒ある。専業農家でなければ経費が

かかりすぎてお茶をやるのは大変。
松野
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分類 分野 内容 地区
農林業 農作物 耕作放棄地にならないよう、農業を行わない土地は100円/坪で

貸している。
松野

農林業 農作物 住宅地域なので、農薬の散布などに気を遣う 松野
農林業 農作物 松野はお茶栽培のみ。油山はいちごなどいろいろなものを栽培し

ている。
松野

農林業 農作物 農林業で生活（生計）できないこと 南藁科
農林業 農作物 日照時間が短いので1回しか収穫できず、借り手はいない。 南藁科
農林業 農作物 生活可能な生計確保 南藁科
農林業 農作物 お茶放棄地の対応 南藁科
農林業 農作物 農業衰退 両河内
農林業 農作物 農業（価格）の不振 両河内
農林業 農作物 茶価が安くなり肥料農薬が高く非常に困る。化学肥料を控え

肥、有機質を入れる
両河内

農林業 農作物 両河内の産業である農業が元気がなくなってしまい地域も同様
になりつつある（生産しても値が安すぎる）。山岳農業を行かす手
法が見つからない。農林業の活力を見出さなければ地域全体が
消えていく一途となりつつある。

両河内

農林業 農作物 農業物全ての価値低迷による生活不安定の為、子供は会社勤
務、このままでは両河内の山から畑が消える可能性

両河内

農林業 農作物 学校給食への地元産野菜の導入促進。 両河内
農林業 農作物 農産品の付加価値化、農業販売の相手先は誰にするか？ 両河内
農林業 農作物 新製品をと思ってJAと共に考えてはいるが、これといった打開策

なし
両河内

農林業 農作物 両河内の筍はかつて大田市場等で有名で丸両の筍との事だった
が

両河内

農林業 鳥獣害対策 球根掘りかえる穴だらけ（イノシシ） 足久保
農林業 鳥獣害対策 イノシシ、サル、カモシカ獣害　電棚対応 足久保
農林業 鳥獣害対策 ニーズはあるが、獣害のリスクがあり拡大出来ない。 梅ケ島
農林業 鳥獣害対策 動物は色々出てくる。イノシシ　サル→品評会に出すものがない

→さみしい
梅ケ島

農林業 鳥獣害対策 イノシシ・サル・シカの飼育（肉を利用する） 梅ケ島
農林業 鳥獣害対策 獣の被害はすごい。防護柵を設置してもやられる 北沼上
農林業 鳥獣害対策 熊も出てくる。 北沼上
農林業 鳥獣害対策 警察は銃の事故を避けたいので猟に厳しく、林野庁の方針と合

わない
北沼上

農林業 鳥獣害対策 ミツバチの巣箱を置く人がいるので熊が来てしまう（出荷ではなく
道楽でやっている人が多い）

北沼上

農林業 鳥獣害対策 イノシシ等の獣害がこの頃特に多くなってきた。 北沼上
農林業 鳥獣害対策 サル、イノシシ、シカなどが多い。 清沢
農林業 鳥獣害対策 クマまで出るサファリパーク状態 小島
農林業 鳥獣害対策 可能であれば農地を全て売ってしまいたい 小島
農林業 鳥獣害対策 獣害　イノシシが穴を掘り、サルも出てくる。 賤機北
農林業 鳥獣害対策 植林してもシカに食べられる。 賤機北
農林業 鳥獣害対策 この地域もサル、イノシシ、タヌキ、キツネ、ハクビシン（イタチ）、

カモシカ被害が多いがこれらの狩猟期間緩和出来ないか　有害
で1年中可能

賤機中

農林業 鳥獣害対策 鉄砲を打つ人が尐ない 賤機中
農林業 鳥獣害対策 イノシシ　サルの害 中藁科
農林業 鳥獣害対策 狩猟許可が出るまでスピードが遅い　イノシシ、サル、ハクビシン

により実のなるものは大体なくなる。
中藁科

農林業 鳥獣害対策 動物は山が荒れて食べ物がなくなり下へ降りてきた 中藁科
農林業 鳥獣害対策 新間地区でも学校の裏にニホンカモシカが出る 服織西
農林業 鳥獣害対策 野生動物が家の周りまで来て困る。 南藁科
農林業 鳥獣害対策 ハクビシンがカキを食べて屋根にフンをする。タヌキ・サル・イノシ

シはこれからもっと増えてくる。
南藁科

農林業 鳥獣害対策 （牧ケ谷）タヌキ、イノシシ　電柵対応できる所もある 南藁科
農林業 鳥獣害対策 作物を動物に荒されてしまう。 両河内
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農林業 鳥獣害対策 役所指導で鳥獣保護区にしたが10数年前から急に被害が増え

た。罠等で取る事は許可なくて農業不振＝人口減
両河内

農林業 鳥獣害対策 タケノコに対してイノシシの被害が大きい 両河内
農林業 林業 山の管理に公共の投資を！！1割の林業従事者→基幹産業　森

林監というポストをつくり計画的につみ上げて事業を
梅ケ島

農林業 林業 島田市では地元木材で家を建てると補助金が出る。静岡市は木
材の現物支給で補助しているが、お金のほうであれば（利用しや
すい）。

清沢

農林業 林業 山の仕事　間伐　下草　材木は西へ産出 賤機北
農林業 林業 森林組合の仕事有 賤機北
農林業 林業 竹林が増加して獣の居場所になっている。中国産の影響で採取

量が減った。
賤機中

農林業 林業 山林へ入る人が減り、山が荒れている。この地域も林業で生活で
きる状況ではない。

松野

農林業 林業 林業で生活していたが農業も不振 南藁科
農林業 林業 山林・竹林に手を入れられなくなっている。 南藁科
農林業 林業 森林整備　人まかせ　境界が不明 両河内
農林業 後継者 高齢化により農業の継続が難しく、お互いに助け合っていかない

と難しいとおもう。忙しい時期は助け合っていったほうが良い。
庵原

農林業 後継者 農業従事者が減尐していき、今は管理されている畑も荒れ畑に
なると考えられる。それらの荒れ畑をどうして行くのかが問題。

庵原

農林業 後継者 農業後継者がいない。（広瀬） 庵原
農林業 後継者 後継者がいないことが心配です。特に農業関係。 庵原
農林業 後継者 後継者がいない。農業がサラリーマンと同等の収入があれば。 庵原
農林業 後継者 最近よく聞く言葉ですが自分の地区を限界集落一歩手前までき

ていると認識している。理由として木伐農産物等の価値低迷。子
供にかえって来てあとを継いでくれと言ってもなかなか生活して
いけないと思う。

梅ケ島

農林業 後継者 高齢化で畑は荒れている 北沼上
農林業 後継者 中山間地域の将来の展望がつかめない。具体的には経済面で

林業茶業の衰退、それを伴う後継者不足など。
清沢

農林業 後継者 主産物である茶価の低迷と肥料農業の価格の高騰により経営が
困難で後継者不足は誰もが困っている問題である産物の変更も
困難である良い方法はないだろうか

清沢

農林業 後継者 子どもの方が30代で親より年収が高い。絶対にやって欲しいと言
えない

小島

農林業 後継者 将来をになう子供達が尐ない。農業（茶栽培）現在は夫婦（60才）
でやっているが、自分達ができなくなった時どうなるか不安

小島

農林業 後継者 農業従事者が減尐 賤機北
農林業 後継者 農業後継者がいない 賤機北
農林業 後継者 後継者不足である。サラリーマンが多く、忙しい時は手助けの

み。農地維持は難しい。
賤機中

農林業 後継者 80才でも現役　農業技術の維持が難しい 賤機中
農林業 後継者 農家の後継者不足 賤機中
農林業 後継者 水見色ではお茶の担い手不足し、放棄地が増加している。 中藁科
農林業 後継者 農業従事者は高齢化していて、担い手が不足している。 服織西
農林業 後継者 後継者問題　先進地を参考にしてほしい（島根） 服織西
農林業 後継者 農家資格の条件緩和など特例措置があれば若い人、団塊も農

業に参加しやすくなるのでは
服織西

農林業 後継者 農業法人の年間雇用はリスクが大きい　研修制度、市の支援な
どでもっと農業従事者を増やしてほしい

服織西

農林業 後継者 企業が農業に参入できるように静岡市で特区を設けてみればど
うか。
ただし、企業は現在採算が合わない際に撤退できるよう借り上げ
で行っているが、責任を持ってやってもらえるよう所有制にしてほ
しい。

服織西

農林業 後継者 都市部の人に農業に関わってもらいたい 服織西
農林業 後継者 若い人で農業をやりたい人もいる一方で、手離したい人もいる。 服織西
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農林業 後継者 農地の放棄地が増えている（墓地の裏あたり） 松野
農林業 後継者 農業は60歳前後の人が中心で、後継者がいない。土地を貸す相

手も高齢化している。
南藁科

農林業 今後の意向 原田地区の水田耕作者が尐なくなって用水管理がむずかしくなっ
てきた（草刈り、ゴミ撤去等）

足久保

農林業 今後の意向 耕作者が2人のみになった。側溝の水があふれる（ゴミ、草など
で）。

足久保

農林業 今後の意向 放棄地が増加(借手も尐ない） 足久保
農林業 今後の意向 自分も含めて地域の農業の将来が大変である。（茂畑） 庵原
農林業 今後の意向 お茶10年間で収入は半分→若い人に帰ってこいとは言えない。

やれる限りやるだけ。
梅ケ島

農林業 今後の意向 清沢まもり隊の活動で、平成19年は５ヶ所荒地の整備を行った。
整備した土地は花を植えることなどを検討。

清沢

農林業 今後の意向 30億円（森林環境基金）の積立をこの時期に取り崩す。 賤機北
農林業 今後の意向 荒地を借地化(畑など） 賤機北
農林業 今後の意向 農業がだめで産業がないので親としては子供を出させたいという

のが本音
中藁科

農林業 今後の意向 後継者がいない。お茶は1町歩あたり150万円くらいの収入なの
で3町歩はやらないと生活できないが、そんなにやるのは大変す
ぎる。

松野

農林業 その他 土地改良事業で農道の修理。市の予算が尐ない。早く修理して
もらえない。

庵原

農林業 その他 （有東木）背景　農林業の低迷　後継者不足　高学歴化　保育園
の人数が横ばい

大河内

農林業 その他 土地改良事業ができず、それに関連した河川道の整備もできな
い。

服織西

農林業 その他 加工場に行くまでは農道なので事故の危険がある。 松野
農林業 その他 生活できれば中山間地でも若者が定住してくれると思う。これか

ら中山間地をどうしたいのか見えていない。
経営企画課の方が２～３名中山間の空家を借りて生活してみた
ら、何か見えてくると思う。

南藁科

農林業 その他 周囲の民家の迷惑とならないか心配 南藁科
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産業・雇用 産業・雇用 若者が定住できるような地域作りが欲しい。大きな会社（職場）の

誘致、交通の便の良さ等を望む。
庵原

産業・雇用 産業・雇用 勤め先がない。 庵原
産業・雇用 産業・雇用 地区の産業で生活できる収入が得られず、後継者がいなくなる。 梅ケ島
産業・雇用 産業・雇用 奉仕作業は多いが、お金の取れる仕事が尐ない。 梅ケ島
産業・雇用 産業・雇用 職場尐ないことから若者の定住の歯止めがかからない。 梅ケ島
産業・雇用 産業・雇用 農業の収入も減り若い人が働く所もなく、生活していくのかとにか

くたいへんです
大河内

産業・雇用 産業・雇用 就業の場として活用 大河内
産業・雇用 産業・雇用 産業がない。 北沼上
産業・雇用 産業・雇用 農業・林業の一次産業に加え、建設業その他の産業とでワーク

シェアリングする組織を作って地区の仕事を地域でまかなって行
く。

清沢

産業・雇用 産業・雇用 収入面（土建　林業　茶） 賤機北
産業・雇用 産業・雇用 生活費など支援を 賤機北
産業・雇用 産業・雇用 就業の場の確保 賤機北
産業・雇用 産業・雇用 若い人が尐なくなる原因として、働く場所がないことがあるかと思

う。近くに職場があればよいと思う。
賤機中

産業・雇用 産業・雇用 東名高速道路の完成にともない企業誘致はできないか 賤機中
産業・雇用 産業・雇用 郷島など工場誘致している。 賤機中
産業・雇用 産業・雇用 保育園の園児が91人いるので、地元店を利用すれば経営が成り

立つ。
賤機中

産業・雇用 産業・雇用 直接支払いの条件外 賤機中
産業・雇用 産業・雇用 周辺だけではなく、静岡市自体で勤め先が限られる。 中藁科
産業・雇用 産業・雇用 働く場（雇用の機会）がない 中藁科
産業・雇用 産業・雇用 大企業の誘致 中藁科
産業・雇用 産業・雇用 工業誘致　藁科川水位では難しいか 中藁科
産業・雇用 産業・雇用 働くところがない。静岡市の北部に働く場所があればいいと思う

が。
松野

産業・雇用 産業・雇用 市街地から近いこと、自然環境等がいいことを生かして、介護施
設などが向いているのでは。（働き場として）

松野

産業・雇用 産業・雇用 近くの仕事場がほしい。通勤可能なこと。 両河内
産業・雇用 産業・雇用 両河内地区に企業誘致をしていただきたい 両河内
産業・雇用 産業・雇用 企業誘致したい 両河内
産業・雇用 産業・雇用 良いところ地元に百花園、老人ホーム（花）があり収入を得るよい

働き場所となっている。
両河内

産業・雇用 産業・雇用 個人では限界になっているので集団で力を合わせて行う事業を
みい出すことを考えなければならない。集団で事業を起こす会社
みたいな産業　名の付く事業アイデア？である

両河内

産業・雇用 産業・雇用 第二東名で穴原から興津に車・人が流れて混むので、両河内に
入れることで（穴原→両河内→清水）産業を作っていく。

両河内
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分類 分野 内容 地区
道路・交通網 道路整備 自転車のネットワーク整備（土手など） 足久保
道路・交通網 道路整備 足久保小学校上下道路がせまい為通学生徒が危険なので早く

道路整備してほしい
足久保

道路・交通網 道路整備 足久保地区には道路の狭い所が何ヶ所かある。道路の拡幅を望
む。

足久保

道路・交通網 道路整備 道路渋滞など広くなるとよいのでは？ 足久保
道路・交通網 道路整備 道路拡幅を 足久保
道路・交通網 道路整備 道路網ネットワーク形成 足久保
道路・交通網 道路整備 歩車道分離のない狭小な道路の拡幅整備　危険な道路の解消

は早急に検討したいもの　又もっと周辺に広がる道路網の拡充
整備一人とモノの交流をもっと豊かに

足久保

道路・交通網 道路整備 交通量の増加。 庵原
道路・交通網 道路整備 道路整備を早くしてもらいたい。（今住んでいる所は中山間地でも

街に近い所で、狭い農道等へ奥から出てくる車で危険である）
（吉原）

庵原

道路・交通網 道路整備 県道が狭くて交通量が多くて困っている。道路を広げるか新しい
道路を作って欲しい。（伊佐布）

庵原

道路・交通網 道路整備 子供達の通学路が無いため危険である。通学路が欲しい。（伊佐
布）

庵原

道路・交通網 道路整備 朝夕の交通量が多くて困る。朝7時より8時の間に車の交通量が
上下合わせて600台くらいあるため、小学生の登校によく交通事
故がないのが不思議なくらいである。（伊佐布）

庵原

道路・交通網 道路整備 道路整備と拡幅。生活環境の変化が早い。 庵原
道路・交通網 道路整備 大和田のうえのダム上の県道を広くしてもらいたい。見えにくい 梅ケ島
道路・交通網 道路整備 子供が市内へ通勤しているが台風や冬の道路の凍結が心配。

道路整備（全線二車線）を望みます。安定した収入が得られる企
業があったら良いと思います。

梅ケ島

道路・交通網 道路整備 よいところ　意外に近い　道路走りやすい 梅ケ島
道路・交通網 道路整備 作業道の整備が大変おくれている（お茶） 大河内
道路・交通網 道路整備 規制を一般的な条件よりもやわらかくする事が大切ではないか

市県道化　規制緩和
大河内

道路・交通網 道路整備 道路整備（市中まで距離があるので時間がかかる） 大河内
道路・交通網 道路整備 駅まで12ｋｍ市街地に近い 北沼上
道路・交通網 道路整備 道路整備 清沢
道路・交通網 道路整備 第2東名の建設でICが出来る 小島
道路・交通網 道路整備 環状に回る道路がない（南北に道路はあっても） 小島
道路・交通網 道路整備 静岡市が大きくなって、南北道路はいっぱいあるが、それらの環

状線がないと困る
小島

道路・交通網 道路整備 250mm以上の降雤量になると通行止めになり孤立してしまう、交
通事故でも道路が封鎖されて同様の事態になる

小島

道路・交通網 道路整備 土地の高度利用を考えながらの幹線道路を結ぶ環状道路を新
設して下さい

小島

道路・交通網 道路整備 市域の8割が山間地であり、大規模農林道を整備し、周遊できる
ようにする。市費で整備

小島

道路・交通網 道路整備 交通の問題 賤機北
道路・交通網 道路整備 1.5車線→2車線化 賤機北
道路・交通網 道路整備 道路の拡巾整備 賤機北
道路・交通網 道路整備 県道井川湖御幸線の交通安全対策（交通に対し幅が狭い、かつ

拡幅不能）
賤機中

道路・交通網 道路整備 通過車を処理するため河川敷に道路を設置できないか 賤機中
道路・交通網 道路整備 県道バイパスを河川敷、低水護岸内へ設けたら解決する 賤機中
道路・交通網 道路整備 堤防通学路　通過車河川敷へ 賤機中
道路・交通網 道路整備 安西橋北側の道路も改善してほしい。 服織西
道路・交通網 道路整備 安西橋の工事をできるだけ早く 服織西
道路・交通網 道路整備 特に通勤時間帯の渋滞を解消すれば、働く若い人も住める地域

になり、魅力のある団地になる。
できるだけ早く安西橋からの渋滞をなくすことを希望する。

服織西

道路・交通網 道路整備 交通渋滞　若い人が通勤できるようにしてほしい 服織西
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分類 分野 内容 地区
道路・交通網 道路整備 基盤整備の地元負担8%（新間土地改良区ほたる工区）は現在

の茶業の厳しさから考えると大変。
公共性の強い道路・水路は市の負担でお願いしたい。

服織西

道路・交通網 道路整備 生活道路整備（災害避難）をしてほしい。 松野
道路・交通網 道路整備 車で20～30分で市街地へ行けるので、利便性が良い。 松野
道路・交通網 道路整備 道路を広げてから朝夕の交通が激しくなり、子供達が戸惑ってい

るようす。
南藁科

道路・交通網 道路整備 歩道を片側から両側にしてほしい。（牧ケ谷） 南藁科
道路・交通網 道路整備 現行道路の拡幅をお願いしたい。学童の安全を確保したい。（産

女、吉津、牧ケ谷地区の道幅が狭い）
南藁科

道路・交通網 道路整備 渋滞、歩行者の安全性確保 南藁科
道路・交通網 道路整備 通学の安全性を確保してほしい。 南藁科
道路・交通網 道路整備 河川敷内の道路整備（バイパス） 南藁科
道路・交通網 道路整備 両河内への進入路（小島・庵原側）が狭い。農道等近くの2東名と

の格差を是正して下さい
両河内

道路・交通網 道路整備 交通事情の不安、早急に道路整備をしてほしい。 両河内
道路・交通網 道路整備 早急の道路作り 両河内
道路・交通網 道路整備 駅まで20分 両河内
道路・交通網 道路維持 狩野橋より足久保にかけて歩道側に街灯が殆どない為高校生、

一般の方が暗くてあぶない
足久保

道路・交通網 道路維持 通学路になっている安倍川沿いの土手ですが街灯がなく暗く、い
ろんな意味で危険

足久保

道路・交通網 道路維持 街灯代の負担等の問題もありますが何とかならないものかと 足久保
道路・交通網 道路維持 車道側にはついているので歩道側にてけてほしい　又歩道にアッ

プダウンがあるのでケイマー塗料他でわかりやすくしてほしい
足久保

道路・交通網 道路維持 外灯なし　狩野橋～　歩道側が見えない　通学時 足久保
道路・交通網 道路維持 相沢　家の無い区間（２ｋｍ）外灯 足久保
道路・交通網 道路維持 安倍峠の通行期間延長など（5月～12月） 梅ケ島
道路・交通網 道路維持 （静岡は4月に開通するが）5/連休～12/中部まで可→早く開通す

れば身延のサクラが見れる（暖冬なので大丈夫なのでは）
梅ケ島

道路・交通網 道路維持 凸凹の道路狭い幅など自転車に乗ると危ない 賤機中
道路・交通網 道路維持 曙橋から賤中小まで歩道が整備されておらず危険である　整備

計画はあるか
賤機中

道路・交通網 道路維持 歩道、自転車の安全確保 賤機中
道路・交通網 道路維持 上流部に施設ができ、通過交通が多くなり危険　今後さらに渋滞

が心配　切り通し
賤機中

道路・交通網 道路維持 橋が落ちる土砂崩れで封鎖されると孤立化してしまう 中藁科
道路・交通網 道路維持 谷津１号線に続く農道にだいぶ痛みが生じている。早期補修で経

費も尐なくなると思う。過去には市役所からの材料支給で地元住
民により補修している。

服織西

道路・交通網 道路維持 拡幅によって橋の入口の見通しが悪い。スピード制限、ライン線
などを。

南藁科

道路・交通網 道路維持 道路が時々デコボコでせまい。ガードレールがない所がある。デ
コボコした道をなかなか直してくれない

両河内

道路・交通網 道路維持 和田島スーパーこむらの前の交差点（変形でT字路）に信号機の
設置を。カーブミラーは予定されているが。

両河内

道路・交通網 トンネル トンネルを山梨側に開通させ身延、南部町等に行きやすくする
（静岡市街だと1時間かかる）

梅ケ島

道路・交通網 トンネル 道路の整備、身延町に常時通れる道を（トンネル） 梅ケ島
道路・交通網 トンネル 交通調査測量まで　現道拡幅、河川敷、トンネルの対応を 賤機中
道路・交通網 路線バス バス停など雤にぬれないようになれば。屋根 足久保
道路・交通網 路線バス 奥長島までバスターン　大川～井川　山間林道整備 足久保
道路・交通網 路線バス 広域環状線の検討（路面バス電車） 足久保
道路・交通網 路線バス 宮中のバス停待ち合いスペースに屋根を（地主の了解で） 足久保
道路・交通網 路線バス 山間地域のバス路線の本数の減尐。 庵原
道路・交通網 路線バス 高齢化が進み車の運転ができなくなるとバス等を利用しなくては

ならなくなるがバスの１日の本数が尐なくなって不便になる。
庵原
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分類 分野 内容 地区
道路・交通網 路線バス 子供がバスで通学していますが、帰りのバスが13時の次が16時

となるため、不便さを感じる。15時のバスがあれば・・・。（広瀬）
庵原

道路・交通網 路線バス バスの運行本数が尐ない。（広瀬） 庵原
道路・交通網 路線バス 大井川町はコミュニティーバスを運行している。日や時間を決め

れば使うのではないか。高齢者は、それの方が使いやすいので
はないか。

庵原

道路・交通網 路線バス 早朝、夕方、日祝のバス本数を考えてほしい。高校通学も可能に
なってくるのでは

梅ケ島

道路・交通網 路線バス バスの時間（朝早くからあれば高校にも家から行ける） 梅ケ島
道路・交通網 路線バス 通勤、通学、観光などバスの利用が不便　本数が尐ない。時間

帯が短い。
梅ケ島

道路・交通網 路線バス バスの本数 梅ケ島
道路・交通網 路線バス バスの本数が減ったので静岡市内での用事が大変という事を聞

いた。
梅ケ島

道路・交通網 路線バス 学校、病院への送迎は大きな負担 大河内
道路・交通網 路線バス 静鉄バスの運行が打切になった場合老人、子供たちが困ってし

まう。
大河内

道路・交通網 路線バス 静岡市で自主運行バスを運行していただきたい 大河内
道路・交通網 路線バス 自主運行バスは市街地まで 大河内
道路・交通網 路線バス 自家用車があるとバスに乗らない 北沼上
道路・交通網 路線バス 路線バスは１日１０本ぐらい。 清沢
道路・交通網 路線バス バスは必要だが、現在のうちは自家用車のほうが便利で利用し

ている。尐なくなってからでは遅いので、住民でどんな形が望まし
いか意思統一ができるよう今のうちから話をしていかなければな
らない。

清沢

道路・交通網 路線バス バスの本数をふやすのは無理だと思うし、市からの補助金が
減ってバス運行自体がなくなると困ると思う。近い将来そうなりそ
うな気がする

小島

道路・交通網 路線バス 高齢化に伴い公共交通のバスの本数が尐なく不便。通学の足が
ない

小島

道路・交通網 路線バス 但沼で乗り換える必要があり、（市街地への）直行が欲しい 小島
道路・交通網 路線バス 市街地へ直通するバスの利用が出来る様にしたらどうか 小島
道路・交通網 路線バス コミュニティバスの運行を検討してはどうか。安曇野のように自治

会と市との協力体制で自主運行での道を探れればと思う。
小島

道路・交通網 路線バス バスを使用する高齢者にとっては運賃がかかりすぎる。（片道
760円）

賤機北

道路・交通網 路線バス バスの本数減 賤機北
道路・交通網 路線バス 油山から小型バス(8人乗り）を 賤機北
道路・交通網 路線バス 小型化 賤機北
道路・交通網 路線バス 賤機中はバス通学 賤機北
道路・交通網 路線バス 足の便が悪い（バス）　生徒の送り迎え 賤機中
道路・交通網 路線バス バス小型（普通車のバンでも良い）を使用して便数を増加させる。

夕方も増加させる。
静鉄退職者を利用して人件費を抑える。

賤機中

道路・交通網 路線バス バスの採算ラインは中小屋まで。高齢者がこれから増えると困る
では。

中藁科

道路・交通網 路線バス バスの時刻表に合わせて学校のスケジュールを決めなければい
けない

中藁科

道路・交通網 路線バス いつ廃止になるかわからない。早めの対策が必要では 中藁科
道路・交通網 路線バス バスの時間本数が尐ない　病院 中藁科
道路・交通網 路線バス バスの本数は１時間で２本、２１時台でラスト 中藁科
道路・交通網 路線バス 町までのバス代を検討したい。気軽に安価でバス利用できること

がこの地域（服織西）に若い人が住んでいける地域になると思
う。海外の事例で学んでみたい。

服織西

道路・交通網 路線バス バスの料金も高い 松野
道路・交通網 路線バス バスの回数が尐ないので不便（買物・通院等） 南藁科
道路・交通網 路線バス バスは30分に1本なら利用する 南藁科
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分類 分野 内容 地区
道路・交通網 路線バス バスに乗る人が尐ないので便数を減らされ、ますます便数をへら

される
両河内

道路・交通網 路線バス バス自主運行の見直し。 両河内
道路・交通網 路線バス バスの本数を増やす（朝早く夕方遅くまで） 両河内
道路・交通網 路線バス 通院には1日がかりでバス代も高い。親が運転できなくなるとゾッ

とする。老人のバス無料化を。
両河内

道路・交通網 路線バス 地域密着型の自主バス運行。高齢者足となる（生活環境）運行バ
スの充実。行政の負担によるマイクロバス

両河内

道路・交通網 その他 運転中に何か面白い事がないか（ラジオとかメロディーロード） 梅ケ島
道路・交通網 その他 道中長いので疲れる（同じ景色でつまらない） 梅ケ島
道路・交通網 その他 車利用だが（運転できない）高齢者にとっては生活が大変 北沼上
道路・交通網 その他 市街地に近いので通勤圏ではある 北沼上
道路・交通網 その他 国交省との連携　低床護岸を利用 賤機中
道路・交通網 その他 道路の渋滞　買物等食料　夏キャンプによる汚れ 中藁科
道路・交通網 その他 第二東名（飯間、小瀬戸サービスエリア）の開通でETCインターが

出来る予定であり、道路混雑が予想される
南藁科

道路・交通網 その他 バイパス牧ケ谷インター上り線入口の信号機が廃止されると聞
いている。

南藁科

道路・交通網 その他 シノハラトラックターミナル建設予定であり、渋滞が予想される。 南藁科
道路・交通網 その他 フルインター化を要求している。（期成同盟会を設立してある）力

添えをお願いしたい
南藁科

95



意見交換会

分類 分野 内容 地区
情報インフラ インターネット 光を早く導入してほしい 梅ケ島
情報インフラ インターネット 光ケーブル 梅ケ島
情報インフラ インターネット 仕事でパソコンを使ってインターネットを利用しています。しかし、

写真から細かいデータを送るのに時間がかかりすぎる。仕事にな
らない。

梅ケ島

情報インフラ インターネット インターネットの環境が良くない。生活の質の低下 梅ケ島
情報インフラ インターネット インターネットの動作状況（地上デジタルはどうなっているの

か？）
梅ケ島

情報インフラ インターネット 光ファイバー（データーが遅い） 梅ケ島
情報インフラ インターネット インターネットに接続スピードが遅い。データ等を送る時に時間が

かかりすぎる。
梅ケ島

情報インフラ インターネット 本当にITを使いたいのは温泉の人達（生活、お客様） 梅ケ島
情報インフラ インターネット ブロードバンド工事は今月スタートし、ＡＤＳＬが入る。 北沼上
情報インフラ インターネット ブロードバンドが出来ない 賤機北
情報インフラ インターネット 光ADSLが通じない　局が光対応していない 賤機北
情報インフラ インターネット NTT予定無　市情報管理課対応 賤機北
情報インフラ インターネット 衛星対応でと言われている 賤機北
情報インフラ インターネット インターネットブロードバンド化を早急にお願いしたい（光化希望） 賤機北
情報インフラ 携帯電話 携帯電話はだいたい繋がるが、奥の方はダメ。 北沼上
情報インフラ 携帯電話 ハイキングコースも場所により入らないところがある。電話を借り

に来る人もいる
北沼上

情報インフラ 携帯電話 携帯電話は入る 服織西
情報インフラ 携帯電話 ADSLなどインターネット環境は良い。携帯が一部繋がらない地

域がある。
松野

情報インフラ 携帯電話 携帯電話が入らないので中三の奥の湯沢や樽に携帯電話のア
ンテナをたてる。

両河内

情報インフラ 携帯電話 携帯が通じない。ハイキング客も困っている（障害に合った時） 両河内
情報インフラ テレビ 山間地のため、日当たり、ＴＶ電波等の入りが悪い。 庵原
情報インフラ テレビ 市や県、国などの光ケーブルを運用すると予算も、尐なくデジタ

ルのテレビ化にも通じると思います。
梅ケ島

情報インフラ その他 情報通信不便 賤機北
情報インフラ その他 同時放送無線がひけない（西又地区11戸）１戸当りの負担が大き

い
南藁科

情報インフラ その他 市の広報（同報無線）が聞こえない 南藁科
情報インフラ その他 同報無線が聞こえない（飯間） 南藁科
情報インフラ その他 災害時など情報提供したい 南藁科
情報インフラ その他 車の通行止めなどの情報 南藁科
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分類 分野 内容 地区
多面的機能 多面的機能 林業（高齢化）間伐が遅れ土砂が危険 足久保
多面的機能 多面的機能 業者の伐採跡　崩落危険→許可制？ 足久保
多面的機能 多面的機能 森・水の大切さを市民にもっとPRする。 大河内
多面的機能 多面的機能 山の維持する施策 大河内
多面的機能 多面的機能 山林の保全・管理 大河内
多面的機能 多面的機能 中山間地の治山治水がなおざりにされているように感じる。 服織西
多面的機能 多面的機能 中山間地の住民は山間地を守っているということを、市街地の人

に理解してもらいたい。
松野

多面的機能 多面的機能 森林環境基金の30億円で山林を管理する。そこで働く人の収入
にもなる。

松野
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分類 分野 内容 地区
その他 カラス、ハトの害 足久保
その他 奥長島地区施設指導員の報告不足→整備しない 足久保
その他 意見の反映は？緊急性　地域特性　明らかに 足久保
その他 税金の負担減 足久保
その他 第2東名、複合施設化にする環境変化　都市のイメージビジョン

や施設整備はどうなる？
足久保

その他 役所が中心になって中山間地域に目を向けて小回りの利く行政
にしてもらいたい。（伊佐布）

庵原

その他 もっと、地域の中に入って来て、小さな意見も聞いてもらいたい。
（伊佐布）

庵原

その他 「限界集落」の名前が暗い。もっと、再起できる希望のもてる名前
が良い。意向調査の対象者が中高齢者に偏っている。中山間地
おこしをするには若い人の考えが重要である

庵原

その他 先行的に事業を行うことでかえってコスト減につながる（後後にな
らないように）確実に話し合いの成果を生かす。会合が事業調査
のみで終わるのはみじめ。対策のスピードアップを

梅ケ島

その他 行政がもっと関心をもってほしい 梅ケ島
その他 政令市になってサービスの低下 梅ケ島
その他 生活基盤（財政） 大河内
その他 気持ちを１つに 大河内
その他 体力生活に追われている 大河内
その他 調査目的を方向性を出すために事前に発言・要旨等カード（今ま

で発言・要旨等参考資料）を配布し家庭で話題にする
大河内

その他 平野サイコ島　４町歩埋め立て　環境　　河川区域内の埋め立て
土地有効利用

大河内

その他 サイコ島埋立について 大河内
その他 土地の有効利用 大河内
その他 有意義に土地を利用するために市・県も理解してもらいたい 大河内
その他 ごみ等の不法投棄（産業廃棄物トラックで）がこの頃多くなってい

る。
北沼上

その他 環境は良い 北沼上
その他 いったん街に住むと便利さに慣れてしまう。 北沼上
その他 経済的負担（山林等の固定資産税、交通費バス乗車賃、町内会

費、慶弔費）が都市部よりかかる
清沢

その他 思い切った行政のテコ入れ　元気を起こすための 清沢
その他 静かで環境が良い 小島
その他 色々な施設や人が来ても今の自然環境は変えないで守りたい。 小島
その他 核となる公的施設（小さなものでも多く）を中山間地に誘致する。

（高校、病院など）
小島

その他 地震には強い地域としての病院、大学等公共施設を希望（後か
ら交通手段が方法がついて来るのではないか）

小島

その他 夢のような話だが、あらゆるインフラが整い地域の中で生活が完
結するような山間地になればと思う。

小島

その他 人口の流出を防ぐ方法の一つとして分担金等の割合を中心地等
の割合を（税の使い方）尐なくして我々の方に多分にする

小島

その他 将来を見据えた計画を 賤機中
その他 山間地の活性化は途中の地域の整備（基盤）から 賤機中
その他 行事などで市街地へ高いお金と時間をかけてバスで行くが、逆に

市街地の人が自然に触れられるよう政策的に誘導してほしい。
市街地から田舎のほうに人が来る流れをつくってほしい。

服織西

その他 第2東名の下に人が集まるような施設があれば（高架下の利用）
地元の考えとしては多目的広場がほしい

服織西

その他 宮前広場（グランド）簡易トイレなので管理が大変 服織西
その他 源田川に鯉を放したのでトンボ、メダカ、アメンボ、ザリガニがい

なくなってしまった。
生態系復活のためによそに移すべきと思う。

服織西
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分類 分野 内容 地区
その他 中山間地の抱える課題は全国共通であり、課題（弱点）を強みに

変えるアイデアを募るなどして思索に反映してほしい。（お金の掛
からない方法で！）

服織西

その他 計画は二ヵ年で策定するとのことだが、現在の調査から計画が
実行されるまで２年近いタイムラグがあるのか。

服織西

その他 ゴミを捨てに来る人がいる（農道の終点）
焼却灰が放置されている（10,000㎡）
吉津出川の藻をなんとかしてほしい。

南藁科

その他 裏山の木が大きくなり、日当たりが悪くなった。 南藁科
その他 飯間～岡部野田沢線に産廃目的の車が出入りしている。 南藁科
その他 産廃車確認　市へ連絡済み 南藁科
その他 大間地区谷に産廃影響は　検査している 南藁科
その他 中河内の生活環境の改善　肥料（企業）臭い 両河内
その他 行政・企業・地域住民との話し合い 両河内
その他 土地は有るが、所帯制限がある。 足久保
その他 土地利用と規制緩和 足久保
その他 子どもたちも戻りたいが自分の家を建てられない 北沼上
その他 急傾斜区域指定も規制となっている 北沼上
その他 調整区域の中で何ができるか考える必要ある 北沼上
その他 建て替えだけでもできるようにしてほしい 北沼上
その他 火事で焼失した家の立て替えができない 北沼上
その他 市街化調整区域の規制は外してほしい 北沼上
その他 調整区域を外してほしい。作業場も建てられない。 賤機北
その他 宅地化できない（調整区域） 賤機北
その他 住宅や工場が建設できない。 賤機北
その他 宅地化(土地利用） 賤機北
その他 土地の有効利用 賤機北
その他 区画整理で減歩を３割（都市計画で進めていた） 賤機中
その他 新東名の開設に伴う　西脇　土地利用宅地　企業進出 賤機中
その他 第２東名までは開発、道路整備が進行しているが、門屋より上の

地域の今後の計画はどうなっているのか。計画はあるのか。
賤機中

その他 工場・住宅地の誘致 賤機中
その他 当地区は調整区域のため戸数増加が難しい状況。住宅建築等

に特例等があれば良いと考える。
中藁科

その他 住宅が建てられる状況になれば 中藁科
その他 何か特例措置がほしい 中藁科
その他 市街地調整区域は外してほしい 中藁科
その他 当地域は市街化調整区域の指定があるので農地の転用ができ

ないため、　建築ができず困る。
農業振興がどうして必要性あるのか。

服織西

その他 土地利用の規制の緩和は？ 服織西
その他 山間部に人が住めるような状態にしてほしい 服織西
その他 農家にとっては市街地調整区域は外してもらいたくない 服織西
その他 そもそも市街化調整区域の農地に宅地並み課税かけることを見

直す必要があるのでは。
服織西

その他 市街化調整区域の見直しは昭和45年度からされていない。 服織西
その他 無指定区域として管理すべき 服織西
その他 移住希望者がいても、農業振興地域であるため農地を宅地化し

て転売できない。次男・三男が近所に家を建てて住みたいと思っ
ていても結局外に出て行ってしまう。

松野

その他 農業振興地域の規制で宅地化ができない。 南藁科
その他 農地以外の土地を所有していない場合、認められるケースが有

る。
南藁科
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