
美和集落支援活動について

岩国市美和総合支所

集落支援員 岡川 まちこ



北中山地区北中山地区北中山地区北中山地区

北中山地区北中山地区北中山地区北中山地区

岩国市（H18.3合併）

岩国市人口（H25.7.1現在）

人口 143.859人 世帯数 66.904世帯

H22年度国勢調査 高齢化率 29.2％

美和町人口（H25.7.1現在）

人口 4.362人 世帯数 1.999世帯

長谷地区長谷地区長谷地区長谷地区

人口 4.362人 世帯数 1.999世帯

高齢化率 39.7％

長谷地区 4自治会 （ 〃 ）

人口 212人 世帯数 109世帯

高齢化率 51.4％

北中山地区 6自治会（ 〃 ）

人口 132人 世帯数72世帯

高齢化率 55.3％



みんなが暮らしやすい集

落になるにはどうしたら

いいのかな

今度「集落支援員」という

制度が出来たらしいわ

集落支援員って何？

これからの集落の持続を図るうえで、住民自身がどんな活動をすることが

望ましいのか、住民自身が考え実践する仕組み作りを応援するための事

業です。

集落支援員は、集落に住むみなさんの生活や農地・森林の状況、産業など

を調査・点検し、集落の良いところ、困っていることなどを把握して、これか

らの集落の維持や地域活性化に向けて、みんなで考え、話し合って取り組

んでいけるように支援を行います。

平平平平成成成成22222222年年年年7777月月月月よよよよりりりり、、、、長長長長谷谷谷谷地地地地区区区区にににに集集集集落落落落支支支支援援援援員員員員をををを配配配配置置置置しししし、、、、各各各各家家家家庭庭庭庭をををを一一一一軒軒軒軒一一一一軒軒軒軒回回回回りりりり困困困困りりりりごごごご

ととととやややや悩悩悩悩みみみみ事事事事ななななどどどど聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調調調調査査査査ををををおおおおここここなななないいいい、、、、地地地地域域域域のののの現現現現状状状状をををを把把把把握握握握しししし活活活活性性性性化化化化ににににむむむむけけけけてててて『『『『長長長長

谷地区の夢プラン』を作成しました。谷地区の夢プラン』を作成しました。谷地区の夢プラン』を作成しました。谷地区の夢プラン』を作成しました。

ここここのののの取取取取りりりり組組組組みみみみにににに地地地地域域域域ののののみみみみななななささささままままののののごごごご理理理理解解解解、、、、ごごごご協協協協力力力力ををををいいいいたたたただだだだききききまままますすすすよよよよううううおおおお願願願願いいいいいいいいたたたた

しますしますしますします。

 

旧美和町の合併前、坂上村の旧美和町の合併前、坂上村の旧美和町の合併前、坂上村の旧美和町の合併前、坂上村の

中で高齢化の高いところ（長中で高齢化の高いところ（長中で高齢化の高いところ（長中で高齢化の高いところ（長

谷）から取り組んで行こうという谷）から取り組んで行こうという谷）から取り組んで行こうという谷）から取り組んで行こうという

ことになったんよ。ことになったんよ。ことになったんよ。ことになったんよ。

10101010年後の長谷を想像してみ年後の長谷を想像してみ年後の長谷を想像してみ年後の長谷を想像してみ

て！て！て！て！

 

    

地域の課題を抽出しながら、目地域の課題を抽出しながら、目地域の課題を抽出しながら、目地域の課題を抽出しながら、目

指すべき将来像を明らかにし、指すべき将来像を明らかにし、指すべき将来像を明らかにし、指すべき将来像を明らかにし、

実現できる計画・しくみをつくり行実現できる計画・しくみをつくり行実現できる計画・しくみをつくり行実現できる計画・しくみをつくり行

動につなげていくものよ！動につなげていくものよ！動につなげていくものよ！動につなげていくものよ！

なお、支援員の集落への派遣は1年を基本としますが、皆さんで作り上げた夢プラン

（集落の未来予想図）が実現できるよう次年度においてもサポートしていきます。

※７月１日から、長谷地区に集落支援員を配置しました。

僕も手伝うよ！

こんにちは！集落支援員の岡川まちこです。ご家庭を訪

問し、皆様から直接お話を伺いますので、調査の趣旨を

ご理解のうえ、ご協力くださいますようよろしくお願いいた

します。

―　お問合せ先　―

（美和総合支所　地域振興課　地域振興係）

℡：0827-96-1111　担当：集落支援員　岡川

（岩国市総合政策部　政策企画課　地域づくり班）

℡：0827-29-5012　担当：手島、安久

＜美和・長谷地区担当＞

集落支援員・岡川まちこ

人口の減少・高齢化・農地の荒人口の減少・高齢化・農地の荒人口の減少・高齢化・農地の荒人口の減少・高齢化・農地の荒

廃など不安だらけ！少しでも住廃など不安だらけ！少しでも住廃など不安だらけ！少しでも住廃など不安だらけ！少しでも住

みよい地域にするため、今のうみよい地域にするため、今のうみよい地域にするため、今のうみよい地域にするため、今のう

ちに地域の問題（現状）を出しちに地域の問題（現状）を出しちに地域の問題（現状）を出しちに地域の問題（現状）を出し

合い将来どんな長谷になった合い将来どんな長谷になった合い将来どんな長谷になった合い将来どんな長谷になった

らいいか（夢）を描いて実現すらいいか（夢）を描いて実現すらいいか（夢）を描いて実現すらいいか（夢）を描いて実現す

るための仕組み（プラン）をつくるための仕組み（プラン）をつくるための仕組み（プラン）をつくるための仕組み（プラン）をつく

り、みんなでできることから実り、みんなでできることから実り、みんなでできることから実り、みんなでできることから実

行していけばいいんじゃないか行していけばいいんじゃないか行していけばいいんじゃないか行していけばいいんじゃないか

な！な！な！な！

 

    

ふるさとづくり協議会の役員さふるさとづくり協議会の役員さふるさとづくり協議会の役員さふるさとづくり協議会の役員さ

んや、夢プラン作成委員のんや、夢プラン作成委員のんや、夢プラン作成委員のんや、夢プラン作成委員の

方々を中心に、集落支援員や方々を中心に、集落支援員や方々を中心に、集落支援員や方々を中心に、集落支援員や

支所・本庁・県庁職員も参加し支所・本庁・県庁職員も参加し支所・本庁・県庁職員も参加し支所・本庁・県庁職員も参加し

て、話し合いをしたんよ！て、話し合いをしたんよ！て、話し合いをしたんよ！て、話し合いをしたんよ！

　　　　

    

・お年寄りや子どもたちが

気兼ねなく集まれる場所

があるといいね。

・他地域の人と交流ができ

たらいいね。

 

 

・助け合うには連絡をとりま

とめる場所が必要だよね。

 

 

・夢プランの課題を地域で話

し合い実施していきたいね！



これまでの活動内容

�平成22年7月より長谷地区に入る

1.長谷地区ふるさとづくり推進協議会に集落支援事業長谷地区ふるさとづくり推進協議会に集落支援事業長谷地区ふるさとづくり推進協議会に集落支援事業長谷地区ふるさとづくり推進協議会に集落支援事業

の趣旨説明、協力依頼の趣旨説明、協力依頼の趣旨説明、協力依頼の趣旨説明、協力依頼

2.聞き取り調査開始（広報により長谷地区全戸に配布）聞き取り調査開始（広報により長谷地区全戸に配布）聞き取り調査開始（広報により長谷地区全戸に配布）聞き取り調査開始（広報により長谷地区全戸に配布）

3.3.聞き取った内容のまとめ、ふるさとづくりと協議をかさ聞き取った内容のまとめ、ふるさとづくりと協議をかさ聞き取った内容のまとめ、ふるさとづくりと協議をかさ聞き取った内容のまとめ、ふるさとづくりと協議をかさ

ねて「夢プラン」を作成ねて「夢プラン」を作成ねて「夢プラン」を作成ねて「夢プラン」を作成

4.できる可能性大◎、可能性中○、可能性小△に分けできる可能性大◎、可能性中○、可能性小△に分けできる可能性大◎、可能性中○、可能性小△に分けできる可能性大◎、可能性中○、可能性小△に分け

た「夢プラン」の実現にむけ、ふるさとづくり・老人クラた「夢プラン」の実現にむけ、ふるさとづくり・老人クラた「夢プラン」の実現にむけ、ふるさとづくり・老人クラた「夢プラン」の実現にむけ、ふるさとづくり・老人クラ

ブ・中山間集落協定を中心に取り組むことを確認ブ・中山間集落協定を中心に取り組むことを確認ブ・中山間集落協定を中心に取り組むことを確認ブ・中山間集落協定を中心に取り組むことを確認

5.現在、岩国往来の保全活動、ほたる観賞の夕べ開催、現在、岩国往来の保全活動、ほたる観賞の夕べ開催、現在、岩国往来の保全活動、ほたる観賞の夕べ開催、現在、岩国往来の保全活動、ほたる観賞の夕べ開催、

安心情報カプセル全戸配布、旧長谷小学校の跡地利安心情報カプセル全戸配布、旧長谷小学校の跡地利安心情報カプセル全戸配布、旧長谷小学校の跡地利安心情報カプセル全戸配布、旧長谷小学校の跡地利

用など、数々の計画案を実行中用など、数々の計画案を実行中用など、数々の計画案を実行中用など、数々の計画案を実行中



サロン風景サロン風景サロン風景サロン風景

安心情報カプセル安心情報カプセル安心情報カプセル安心情報カプセル

情報カプセル情報カプセル情報カプセル情報カプセル

岩国市では平成23年度、65歳以上ひ

とり暮らしの家庭を対象に「あんしん情

報カプセル」を配布。

長谷地区ふるさとづくり推進協議会で

は、全世帯を対象に「情報カプセル」を

配布しました。

安心情報カプセル安心情報カプセル安心情報カプセル安心情報カプセル

長谷サロンの会

毎月1回 第1水曜日午後、みなさん

が集まって食事会に行ったり、しめ縄

を作ったり、この日は牛乳パックを

使って籠を作りました。

私も参加して作りましたが・・・



岩岩岩岩 国国国国 往往往往 来来来来



H24 6/9 「ほたる観賞の夕べ」 開催



竹竹竹竹 燈燈燈燈



平成平成平成平成24年年年年6月月月月9日日日日 20：：：：20頃頃頃頃



ほたる観賞にむけて協議会メンバー総ほたる観賞にむけて協議会メンバー総ほたる観賞にむけて協議会メンバー総ほたる観賞にむけて協議会メンバー総

出の草刈作業です。出の草刈作業です。出の草刈作業です。出の草刈作業です。

雨の中ずぶ濡れになりながらの作業雨の中ずぶ濡れになりながらの作業雨の中ずぶ濡れになりながらの作業雨の中ずぶ濡れになりながらの作業

でした。でした。でした。でした。

今年の様子今年の様子今年の様子今年の様子

山林などに繁茂した竹を伐採し竹燈を作成山林などに繁茂した竹を伐採し竹燈を作成山林などに繁茂した竹を伐採し竹燈を作成山林などに繁茂した竹を伐採し竹燈を作成

（山林整備や資源の有効活用）（山林整備や資源の有効活用）（山林整備や資源の有効活用）（山林整備や資源の有効活用）



H25/6/8 第2回 ほたる観賞の夕べ

ふるさとづくり会長挨拶ふるさとづくり会長挨拶ふるさとづくり会長挨拶ふるさとづくり会長挨拶

当日は大正琴グループ「アソシエ」

のみなさんによる演奏がありました。

来場されたみなさんやスタッフもう

っとりしながら聞き入っていました。



「語り部」「語り部」「語り部」「語り部」



6/136/136/136/13 上長谷付近上長谷付近上長谷付近上長谷付近

撮影者撮影者撮影者撮影者 藤森氏（岩国往来）藤森氏（岩国往来）藤森氏（岩国往来）藤森氏（岩国往来）



これからの集落の持続を図るうえで、住民自身がどんな活動をすることが望ま

しいのか、住民自身が考え実践する仕組み作りを応援するための事業です。

集落支援員は、集落に住むみなさんの生活や農地・森林の状況、産業などを

調査・点検し、集落の良いところ、困っていることなどを把握して、これからの集

落の維持や地域活性化に向けて、みんなで考え、話し合って取り組んでいけ

るように支援を行います。

みんなが暮らしやすい集

落にするにゃぁどうした

らえぇんかのぅ？

今度「集落支援員」が

各家庭を回るんと～。

集落支援員って何？

牛ケ多和牛ケ多和牛ケ多和牛ケ多和

11世帯・16人

高齢化率100%

大峠大峠大峠大峠

8世帯・11人

高齢化率64%

北中山地区北中山地区北中山地区北中山地区

六呂谷六呂谷六呂谷六呂谷

H17消滅

二ツ野上二ツ野上二ツ野上二ツ野上

交流館交流館交流館交流館

至　広島県

落合落合落合落合

6世帯・14人

高齢化率43%

程野程野程野程野

17世帯・31人

高齢化率58%

交流館～４㎞

交流館～２㎞

交流館～２㎞

交流館～３㎞

 　　　なお、支援員の集落への派遣は1年を基本としますが、皆さんで作り上げた夢プラン

　　　（集落の未来予想図）が実現できるよう次年度においてもサポートしていきます。

   　　＊    平成22年７月１日から、長谷地区に集落支援員を配置

　　　　　　夢プラン（集落の未来予想図）作成に向けて取り組み中

　　　＊    平成23年７月より、北中山地区に集落支援員を配置

こんにちは！集落支援員の岡川まちこです。ご家庭を

訪問し、皆様から直接お話を伺いますので、ご協力くだ

さいますようよろしくお願いいたします。

―　お問合せ先　―

（美和総合支所　地域振興課　地域振興係）

℡：0827-96-1111　担当：集落支援員　岡川

（岩国市総合政策部　政策企画課　地域づくり班）

℡：0827-29-5012　担当：野村、安久

＜美和町北中山・長谷地区担当＞

集落支援員・岡川まちこ

僕も手伝うよ！

高齢化率100%

至　岩国・大竹

総合支所総合支所総合支所総合支所

二ツ野上二ツ野上二ツ野上二ツ野上

9世帯・13人

高齢化率54%

二ツ野迫二ツ野迫二ツ野迫二ツ野迫

21世帯・47人

高齢化率40%

美和西小美和西小美和西小美和西小

交流館～２㎞

交流館～７㎞

県

道

２

号

線



北中山交流館北中山交流館北中山交流館北中山交流館

（旧北中山小学校）（旧北中山小学校）（旧北中山小学校）（旧北中山小学校）

二ッ野地区二ッ野地区二ッ野地区二ッ野地区

標高標高標高標高 458M458M458M458M



北中山文化祭北中山文化祭北中山文化祭北中山文化祭

北中山子ども神楽北中山子ども神楽北中山子ども神楽北中山子ども神楽

（３～１４歳）（３～１４歳）（３～１４歳）（３～１４歳）

山代白羽神楽保存会山代白羽神楽保存会山代白羽神楽保存会山代白羽神楽保存会



美和西小学校交流会美和西小学校交流会美和西小学校交流会美和西小学校交流会

（（（（4444年生年生年生年生 20202020名）名）名）名）

グランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフ

数珠玉数珠玉数珠玉数珠玉づくりづくりづくりづくり



美和西小学校美和西小学校美和西小学校美和西小学校 校区一周ウォーク校区一周ウォーク校区一周ウォーク校区一周ウォーク

（（（（6666年生と保護者による学校めぐり）年生と保護者による学校めぐり）年生と保護者による学校めぐり）年生と保護者による学校めぐり）



アンケート調査開始（8/10～8/31）

� 15歳以上を対象に、全住民にアンケート調査

を実施（107名）

� 北中山地区出身者アンケート配布（30名）� 北中山地区出身者アンケート配布（30名）

� 回収 在住者：102名 他出者： 29名

� 集計後、報告会を実施



アンケートの結果から

Q.現在困っていることは何ですか？

・イノシシ、サルなどの被害

Q.北中山地区で住み続けていくために、あればいいと思うものは何ですか？

・草刈や農業などを手伝ってくれる地区内の組織

Qあなたがお住まいの自治会は好きですか？

☆好きと答えた方の意見

・協力しあうところ、人柄がよい、お互い助け合う精神がある

Q.都市部の人が北中山地区に魅力を感じて来てもらうために何を充実させたらQ.都市部の人が北中山地区に魅力を感じて来てもらうために何を充実させたら

よいと思いますか？

・道路の整備、興味深い観光地

・自然との交流（ほたるがり、キャンプ）

・神楽を地区外の人にも親しんでもらえるようにもっとPRする（神楽の里の定着）

・米、野菜作りの体験

・開放できる空き家の確保、農地の無料貸付

・田舎の豊かさを知ってもらうための体験ツアーの企画

・まずは受け入れ体制の充実



今後の課題

• 高齢化等による集落機能の低下

• 行事の継続

• 草刈などの労働力の確保• 草刈などの労働力の確保

• 地区全体で行う行事の継続

• 集落単位の小さな「夢プラン」の作成



ご清聴ありがとうございました


