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山水画（花）のまちづくりプロジェクトチーム 

はじめに 
 

本最終報告書は、昨年度取りまとめた、中間報告書をさらに発展させ、塙町

の長期総合計画を意識して、塙町のまちづくりの理念を検討し、その基本的考え

方及び具体的事業を取りまとめました。 

 これからの塙町を考えたとき、少子高齢化と人口減は避けては通れません。 

これまでも議論されてきた縮む社会が、具体的に現れる中どのようなまちづくりが

必要か、どうすれば町民みんなが安心して暮らしていけるのか、真剣に考えなけ

ればなりません。まさに１００年に一度の変革期に私たちはいるのです。 
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１．プロジェクトの目的 

 本プロジェクトは、本町の「豊かな山、清らかな水、美しい花」を後世に伝えると

ともに、現代にふさわしい自然との共生のあり方を模索し、本町が取るべき施策の基

本的考えを取りまとめることを目的とし平成２０年７月２９日に発足したものです。 

 

過疎化や少子高齢化が進む中、塙町の人口は１万人を割り込むのが目前となってい

ます。山間部だけでなく町全体で、高齢者世帯が増加し、地域行事の伝承さえままな

らない状況下にあります。 

一方で、長引く丌況は、誘致企業などの規模縮小あるいは撤退までも引き起こし、

さらには、リーマンショックに始まった１００年に一度の経済危機の中、雇用情勢は

極めて厳しいものがあります。 

 

このような中で、この地域をもう一度見つめなおし、ない物ねだりから、あるもの

探しに考えを転じ、この地域に根差したまちづくりを再構築していかなければなりま

せん。 
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２．まちづくりの理念 

 

本町の「豊かな山、清らかな水、美しい花」を後世に伝えるとともに、現代にふさわしい

自然との共生のあり方を模索し、住んでいる人が、「住みつづけたい」、「住み慣れた場所で自

信と誇りを持って暮す」、「この町に暮らしてしあわせを感じる」というまちづくりを進める

ため、町づくりの理念を「山水花のまちづくり」とします。 

 

「山水花のまちづくり」 

 

１ 山（資源を生かし人と調和するやすらぎのあるまち） 

 ・「山」はもともとあるものを意味しています。本町の林野率は８０％に

も上り、文字通り山である。そのほか、風景や伝統など、ひいては農業

や林業など地域に根差した産業などの均衡ある発展を意味する。 

 ・山のイメージ：自然、四季、源、ふるさと、伝統、文化、神々 

 

２ 水（人と人のつながりで、たすけあい、支えあうやさし

さのあるまち） 

・「水」は人を意味しています。人々の歴史は、水の流れのごとく営々と

続かなければならない。そのためには、お互いに助け合い支えあう精神

が必要である。 

・水のイメージ：清流、原風景、人の元気の源、交流、創造、共栄、オ

アシス、人の活動、人とのかかわり、湧き出る、命の源、運ぶ 

 

３ 花（郷土を愛し、夢を実現できるまち） 

・「花」はしあわせを意味しています。もともとあるものに人が働きかけ、

しあわせを作り出す。それは、町民というだけでなく町を離れ都会で

生活をしている人も含め塙町に関係する人すべてが、町に誇りを持ち、

しあわせを感じられるようになることである。 

・花のイメージ：果実、結果、実り、人の生活の場、里山、夢、未来、 

子供たち、人間が住みやすい場所 
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３．塙町の将来像 

 

 

 

 

「みんなが主役 しあわせ実感のまち はなわ」 

 

 

＊意味するもの 

 

・町民一人ひとりが、自分の町に誇りを持ち、生きがいを感じることができるまち

を目指すものです。 

・「モノの豊かさから心の豊かさへ」は、これまでも言い続けられてきましたが、

大きな転換点にある現在、新しい時代に向かって、「人がしあわせに感じる原点

を追求」するものです。 

・自分たちの生活に誇りを持ってそこに住み、それをしあわせと感じられることが

重要です。その地域やそこに住む人々を最大限尊重することをまちづくりの基本

とします。 

・子どもからお年寄りまで、それぞれの世代が、それぞれの地で生き生きと生活す

ることを目指しています。 

 

塙町は、「町民一人ひとりが、自分の町に誇りを持ち、生きがいを感じることがで

きるまちを目指す。」というものです。 

これは中間報告でもふれたように、「モノの豊かさから心の豊かさへ」の転換であ

ります。これまでの右肩上がりの経済成長や右肩上がりの人口増は、戦後続いてきた

拡大成長路線を継続させ、私たちは、「モノの豊かさ」を追求してきました。モノの

豊かさでしか、人々を満足させるすべを知らなかったとも言えるでしょう。政治・行

政は、その政策を税の分配により実現します。お金を使ってモノを整備し、お金を配

って人々の支持を得るのです。その結果、私たちの身の回りにはモノがあふれ、あら
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ゆることがお金で解決できる世の中になっています。 

・・・テレビは２台以上、大型冷蔵庫を備え、部屋は冷暖房完備で、真冬でもシ

ャツ１枚で過ごせます。日用品以外は、休日などに白河市や郡山市などで買い物をし、

それ以外は、ネット通販を利用します。使うか使わないかにかかわらず、モノはあふ

れかえっています。それでも生活に満足はできません。・・・・・・ 

以前「三丁目の夕日」という映画が大ヒットしました。昭和３０年代のいわゆる「高

度経済成長期」の時代背景で、貧しくてもたくましく生きる人々の物語です。この時

代は、みんなが豊かになるという共通の夢がありました。頑張れば自分もいい生活が

できるという希望があった時代です。 

今はどうでしょう。当時の人々が描いた夢の多くは実現されましたが、何か物足り

なさを感じます。「三丁目の夕日」の時代とは大きく違っているのです。 

しかし、それでもその時代の手法を続けているのが今の私たちではないでしょうか。 

すべてがピークを迎え、大きな転換点にある現在、私たちは、新しい時代に向かって

すべての原点に立ち返る必要があるといえます。 

中間報告では、メンバーが町内視察を実施したことに触れました。以下その内容を

再掲します。 

・・・・・・（略）・・・・・・・ 

 本町は、標高差５００ｍの場所に人が生活しており、大きく分けて、平たん部、中

山間地、山間地に分類されるが、それぞれに生活が営まれている。当然、気候も違い、

生活の仕方も違う。 

私たちが訪れたのは１月下旬で雪の季節であった。一般的に塙の気候は温暖で雪も

少ないというのが一つの売りであるが、はたして山間部はそうでもない。降雪量は少

なくても、いったん雪が降るとなかなか解けず、特に日蔭は凍りついて、いつまでも

残ってしまう。この冬は、比較的雪は少なかったが、山間部の道路は凍結個所が何カ

所もあった。このように、塙町といっても場所によって条件はさまざまで、一つの物

差しでは測ることができない。しかも、平たん部に住む人から見ればなぜこんな思い

をしてここに住まなければならないのかと疑問がわき起こりそうな、そんな地域もあ

る。 

途中車窓から次のような光景が目に付いた。 

 山道を老夫婦が何か運んでいる。もしかすると薪かもしれないがあたりには家は見

当たらない。家には、若い人はいるのだろうか？買い物や病院にはどうしていくのだ

ろうか？こんな丌便な所に住む理由は何なのだろうか？  

しかし、改めて考えてみると、そこにもその人たちの生活があり、ささやかではあ
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るかもしれないがしあわせがあるのではないか。そのように思えてくる。自分たちの

生活に誇りを持って（そのようには考えていないかもしれないが）そこに住み、それ

をしあわせと感じられることが私たちにとって一番の幸せではないか。行政の使命は、

それを守り励ますことではないか。道路や建物をつくることも重要であるが、まずは

その地域や地域に住む人々を最大限尊重することが大切であると思う。・・・・ 

 

このことは、決して自己満足的、内向きの「幸せ」ではありません。誇りとは、他

と比較して優れていると思え、自慢できるから沸き起こるものです。決して競争とい

うことではありませんが、その前提に「比較」があります。他に比べてどうかという

視点は、俗っぽいのですが非常に重要なことでもあります。 

しかし、これまでの比較は、誰かに不えられた物差しで、誰かが決めたルールで行

われてきました。その誰かとは、政府であったり、政治であったり、マスコミであっ

たりいろいろな見方があるでしょうが、最終的にはそれらを受け入れてきた私たちな

のでしょう。それは、他人の決めた物差しで自分たちを計り、一喜一憂していた他人

依存の私たちだったのではないかということです。 

そこで、「みんなが主役」なのです。すなわち、みんなそれぞれが自分の物差しを

もって、自分たちで決めたルールで新しい価値観を創っていこうということです。他

人依存症の方々には、まことに厄介で、煩わしいことではありましょうが、それが、

未来永劫に渡って生き生きと生活することにつながるということです。 

私たちは、塙町の将来像を実現するため、山水花の理念をもってまちづくりにあた

ることを提案いたします。 
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基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎まちづくりの基本政策 

 

 

 

「みんなが主役 しあわせ実感のまち はなわ」 

 

まちづくりの理念 

「山水花のまちづくり」 

① 『山』（資源を生かし人と自然が調和するやすらぎのあるまち） 

② 『水』（人と人のつながりで、たすけあい、支えあうやさしさのあるまち） 

③ 『花』（郷土を愛し夢を実現できるまち） 

まちづくりの基本政策 

 

１ 地域資源を生かした産業育成に取り組みます（産業・経済） 

２ 健康で安心して暮らせる町をつくります（健康・福祉） 

３ 郷土を愛し夢を実現できる人材を育てます（教育・文化・人づくり） 

４ 豊かな自然を生かし家庭と地域に安全の町をつくります（まちづくり、環境） 

５ 町民みんなが主役の町をつくります（行財政・協働） 
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４．将来像に向けての分野別方針 

 

～まちづくりの基本政策～ 

 

将来像実現のために次頁以降のまちづくり基本政策 5項目に重点を置いて、分野ご

とに、これまでの状況とこれからの政策について、具体例を織り交ぜながら提案いた

します。 
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（１）地域資源を生かした産業育成に取り組みます（産業・経済） 

 ①地域特性を生かした農業振興 

   施策 農業生産、農業基盤、販売システム 

○これまで 

本町の基幹産業は、農林業であると言われ続けているが町内総生産からみた主要産業はサービ

ス産業である。農業は、従事者数や農地の多さからイメージされているだけである。確かに、こ

んにゃく栽培が盛んなころは、こんにゃく御殿が建つと言われるほど儲けもあったようである。

しかし、こんにゃくの衰退により、当地方の｢売り｣がないまま今日に至っている。 

本町では、蔬菜
そ さ い

、花卉
か き

、イチゴなどの生産に取り組んでいる人たちが、いわゆる農家といわれ

る人たちであるが、全体的に見れば尐数で、大多数は米を中心とした第二種兼業農家である。 

また、尐数ではあるが、畜産業を営む農家もある。畜産業は、輸入品への安全性の不安から国産

品の価格が上昇したため、多くの畜産農家は安定経営していると言える。この分野で唯一、後継

者問題が尐ない業種でもある。 

農業の課題として、後継者不足による、農業従事者の高齢化及びそれらに伴う遊休農地(耕作放

棄地)の増大がある。その中にあって、道の駅による直売施設は、新たな農業の展開の芽生えとも

いえる。 

（基礎数値） 

  農家数等の状況 

総 農 家
数

農 家 人
口 ( 人 )

自 給 的
農 家

販 売 農
家

専 業 農
家

兼 業 農
家 内 第 １ 種 内 第 ２

種

2 0 0 0 年 1 2 6 1 5 6 6 9 2 1 0 1 0 5 1 1 0 5 9 4 6 9 7 8 4 9

2 0 0 5 年 1 2 2 5 5 1 6 1 2 2 6 9 9 9 1 5 2 8 4 7 1 1 1 7 3 6
 

                                 出典：農林業センサス 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別農業就業人口 
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経営耕地規模別農家数(販売農家)
 

0.5ha未満

0.5～ 1.0ha

1.0～ 2.0ha

2.0～ 3.0ha

3.0ha以上

 

耕作放棄地の推移                          

年 2000年 2005年 2009年 

面積 ２３９ｈａ ３１７ｈａ ３９２ｈａ 

                                     まち振興課資料 

※耕作放棄地は林地化されるなど、復旧が困難な面積をさしている。耕作放棄地の恐れがある農

地を遊休農地としているが、２００９年現在 ２６７ｈａに上り今後耕作放棄地になる恐れがあ

る。 

主要農産物生産量 

  水稲 

ｔ 

トマト 

 

ｔ 

きゅう

り 

ｔ 

さやい

んげん 

ｔ 

ばれい

しょ 

ｔ 

りんご 

ｔ 

もも 

ｔ 

かき 

ｔ 

葉たば

こ 

ｔ 

こんに

ゃく 

ｔ 

そ  

ば 

ｔ 

りんど

う 

千本 

平成 9年 3,830 384 834 148 322 30 - - 4 197 -  36 

平成 13年 3,820 328 844 139 339 54 - - 4 43 5 80 

平成 18年 3,350 281 733 70 187 40 3 33 2 0  6 14 

                                      農業統計書 

○これから 

■地域環境を活かした土地生産性の高い多品種作物の栽培をおこなう。 

花栽培(ダリア、桜、鉢物、花木)、施設園芸(トマト、きゅうり、イチゴ)、小規模畜産(繁殖)

など地域にあった農業経営(規模拡大路線からの脱却)を行う。 

■農産物の高付加価値化   

 安全安心をキーワードに古来の農法(自然を見習った農業生産)など(食べて健康になる健康 

野菜)、土づくりからの農業（体の健康は食べ物から、食べ物の健康は健康な土から）薬を薬局で 

買うように健康野菜を直売所で購入するといった状況をつくる。 
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■販売手法の開拓      

 直売施設の活用だけでなく、直販など流通コストの削減を行うとともに情報基盤の有効活用を 

図り、塙町産商品のＰＲを行う。 

■農業経営の改善促進  

 農業経営のススメ。つくるだけでなく売ることも意識した農業経営、ものをつくって遠くの場 

所で売るのではなく、ものを買いに遠くから人がやってくる仕組みづくりを行う。 

■農のプロの養成と新規参入者の支援及び拡大   

 はなわのうぎょう塾(仮称)を設置して、新規参入者に農業の垣根を低くして、誰でも気軽に 

取り組める農業をつくる。 

 

 ②多面的機能を生かした林業振興 

施策 林業基盤、林産物 

○これまで 

本町の林道密度は他町と比べ比較的高く（林道等基盤の整備はある程度進んでいる）その地形

からいっても、搬出コストはあまりかからない利点がある。しかし、それ以上に木材価格が低迷

し、林業の魅力はほとんどないという人もいるほどである。昭和 59年に木材流通センターを設置

し、それまでの不透明な取引を一掃し木材売買の透明化をはかった。同センターは、現在も当初

の目標である 5 万㎥の取引があるが、間伐等は補助金を入れても赤字の場合が多く、取引の減尐

が懸念される。 

 大多数の山主は、利益が出ない山林の整備も行わず、森林荒廃が進んでいる。 

 

林野面積（平成 19年度）                          単位：ｈａ 

総数 国有林 
民有林 

公有林 私有林 

17,180 9,031 152 7,998 

                                    林業統計書 

○これから 

森林は、これまでの木材生産基地としての価値は今後も変わらないと思われるが、水源涵養、

空気清浄、ＣＯ２削減、癒しの空間、山菜の宝庫といった多面的機能が活かされるようになると

考える。特に、地球温暖化に関しての国際公約として 2020年度までにこれまでの二酸化炭素の排

出量を 25％削減するとしており、このための森林の活用は重要になってくる。 

戦略プロジェクト参照 

■山林を利用した なめこ、オウレン、山菜の栽培(今ある自然をそのまま活かした産業) 
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 山林を利用し、山菜の栽培を行う、これまでの市場では、品質と量が不足するため販売が難し

かったが、道の駅の直売所での販売は十分考えられる。 

■荒廃山林の復活   

 間伐等の実施による山林整備、樹種転換によるイメージの改善を行いながら、癒しの空間とし

ての活用をする。 

■エネルギーとしての山林の見直し   

 木炭、木質ペレットなど燃料の生産、火事を恐れずまきストーブの普及促進を図る。 

■二酸化炭素排出規制と山林の整備によるＣＯ２削減 

交流都市とのカーボンオフセット（戦略プロジェクト参照） 

■癒しの空間として観光との連携    

 森林ウォーキング、ハイキングコースの作成、森林セラピー、花粉症がひどい人のショック療 

法などで利用する。森林インストラクターの養成も必要である。 

 

 ③地域産業の振興と創造 

施策 産業間連携、地域産業の活力、雇用、勤労者福祉 

 

これまでは、観光産業と農商工業は別物として扱ってきたが、特に農林業は観光事業といって

もいいほど密接につながってきている。各種産業の連携による新たな産業を創り、育てる必要が

ある。 

■山林を利用した土地生産性の高い作物の栽培   

 山菜、花木の栽培と観光、観光山菜園、薬草園等の設置運営など 

■原材料を利用した新たな食の提供 

焼酎製造販売、地元産食材レストラン、農家食堂、ばあちゃんの手作り料理村など 

■担い手育成または体験型観光のための農林業スクール（塾） 

荒廃林を活用した大人の遊び場(トムソーヤやハックルベリーの世界創造)の設置 

■農林業産物加工等の企業の育成 

山菜の長期保存及びその利用促進、ペレット製造工場の設置など 

 

 ④人が集まり活気のある商工業 

施策 経営基盤、企業誘致、商店街の活性化 

○これまで 

本町の商業の年間商品販売額は、８６億円でこの 10 年間に約 16 億円減尐している。また商店

数も小売店で 176店で 52店減尐している。特に大字塙以外の商店街では、ほとんどの店が閉店し、
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商店街がなくなっている。ある地区の商店主は、「塙以外の商店（飲食店以外）は２０年後には

なくなる」とさえ公言している状況である。 

町内の動向としては、食料品以外は白河、郡山で買い物する人が増えているという。品物がな

いから、商店街での買い物はしない。買い物する人が尐なくなるから品数も置けない。という悪

循環が蔓延し、改善の兆しは全く見えないという。 

製造業の事業所数は 41事業所でこの 10年間に 22の事業所が減尐している。本町の企業の特 

徴として本社機能がないところが多く、景気の状況によっては、容易に撤退するなど、地元に愛

着がないところが多いと言える。町が誘致した企業の中にも、撤退する企業が出てきている。 

（基礎数値） 

 塙町の工業と商業の推移 

(26)　　工　　　　　　業

商　　　店　　　数
年度 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 従業者数 年間商品販売額

総　数 卸 売 業 小 売 業
人 万円 店 店 店 人 万円

11 65 1,021 1,781,022 243 15 228 764 1,016,902

16 56 791 1,115,141 214 18 196 772 873,421

21 41 839 1,115,920 195 19 176 669 857,136

(27)　　商　　　　   　　　業

 

                                  工業統計書、商業統計書 

■塙厚生病院を核とした商業圏の整備 

【交通手段】 

 今の路線バスやタクシーをさらに実情にあった形にする。（デンマンドバス、デマンドタクシー、

バスのルート・ダイヤ改正等） 

【既存施設の利活用】 

 バス待合所（充実化）⇒  駅コミュニティプラザ、図書館、商店（街） 

【病院来院者を商店街に導く方法】 

 ターゲットを「外来患者」「付添い人」にする手法 

・病院に来たついでに買い物する人は多いはずである。当日、塙厚生病院領収書持参で、値引

き、おまけ、特典を付ける。（大手スーパーにはない物・もてなしの心） 

 ・年寄りの気持ちをくすぐる特典（孫にあげられるもの） 

各商店にお茶のみ場を設け、行きたくなる店づくりを進める。 

・病院前でバスに乗るより、商店街のバス停で乗ったほうが運賃が安いなど（笹原鮫川方面）

特典を設ける。 

【商店街が病院敷地へ出向く場合】 

病院へ配達する（御用聞き） 
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 例えば、毎月○○日、毎週○曜日とかに病院駐車場で商店のフリーマーケット（定期市場） 

を行う。 

・道の駅を核として商店街とを結ぶスタンプラリーを行う。 

■安らぎのある商店街をつくる。 

【ハード面の整備】 

・商店街も見た目 9 割である。商店街で統一した雰囲気を作りだす。たとえば、現在進行中の街

灯整備や路面の嵩上げなどは、今までにない新鮮さと一体感がでる。見た目９割で、誰が見て

もビジュアル的に一体感を感じ取れたほうがよい。安らぎがあるようなカラー舗装なども、目

に入るだけで商店街の一体感が出る。外壁の色統一なども考えられる。 

 

■道の駅を核とした商業圏の整備 

【食堂のメニュー改善】 

・塙の地物を使用したメニューづくりにより口コミで広がる仕組をつくる。 

地物食材を使用していることを PRし、健康志向、季節感、限定的なメニューを考案する。例え

ば、けんちんうどん、ぶちうどん（限定○○食）、伊奈養鶏の卵、地元野菜、伊奈養鶏の味付け

卵、・燻製卵、玉こん、季節感のある料理（おせち、キノコ、山菜のてんぷら、ふきのとう、タ

ラの芽定食）、ゼンマイ、いもの芽など。 

・食事メニューのカロリー表示を行い、健康志向を    

強調する。 

【販売】 

 ・提案型販売。 

地元の食材を使用して、できる料理を紹介する。

道の駅の農産物食材を使って作れる料理レシピ

（家庭料理、郷土料理）の作成や地元食材を使った料理教室を開催する。 

【レジャー】 

道の駅にレンタサイクルを置き貸出しし、サイクリングロードや商店街を周遊できるようにす

る。 

■農産物加工販売など地元産業に密着した商い 

 道の駅に備えてある加工施設の有効活用とともに、当町でとれる野菜などを加工販売するなど、

地域の産品を使った商品開発とその支援が必要である。 

■地元産業との連携をもった企業の誘致 

 製造業に限らず、地元産業と関連のある企業（農作物の加工業、畜産業など）の誘致を進める。

また、近隣町村の関連会社を誘致することも検討すべきである。 
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■塙工業高校と地元企業の連携により、雇用の確保、技術の向上を図る。 

 企業の技術者との交流により、企業の予備校的位置付をし、確実な雇用の確保を図ることも検

討すべきである。 

 

⑤地域資源を活用した多彩な交流 

施策 都市との交流・観光体制、観光拠点の整備 

○これまで 

 本町には、観光の目玉といわれるものがないと言われるが、交流人口の増加を目指し、次のよ

うな取り組みを行ってきた。 

・湯遊ランドの整備など交流の拠点の整備 

・都市との交流事業（葛飾区、練馬区など） 

・農業者団体と都市商店街の交流 

このような中で、独自に民泊施設経営にのりだした農家があるなど、「交流」が地域に根差しつ

つある。また道の駅の農産物販売額も毎年伸びているように、あらたな販路開拓も実現しつつ

ある。一方で、風呂山公園でのＪＲとタイアップした事業や風呂山公園、羽黒山などの整備な

ど、地域住民や都市住民を巻き込んだ施策も進み始めている。 

 

郡内町村別　観光客入込状況調査
         道の駅売上高の推移     

 

 

 

 

 

 

            まち振興課資料                   まち振興課資料 

○これから 

■湯遊ランドを核とした観光エリアの整備 

 川上川上流から下流までを一体のエリアとして考えた観光エリアの整備。特に、「道の駅はなわ」

「湯遊ランドはなわ」を結び付ける観光エリアの整備を行なう。主として、山林、道路、河川等

の景観整備により現在ある物理的資源の価値を高めていく。⇒戦略プロジェクト参照 

また、湯遊ランドはなわを利用した観光では食を楽しむ観光、癒される観光、体験できる観光

の組み合わせが考えられる。湯遊ランドはなわでしかできない四季折々の農業体験、民家の利活

人 

円 
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用などを実施するものよい。 

■山林、道路、河川等の景観整備により現在ある物理的資源の価値を高める 

 普段何気なく見ている光景であっても、他の人が見ると違った見方もある。地域を再度見渡し、

整備ポイントを洗い出すためのツアーを企画する。多くの人に参加していただき、あらたな魅力

を探してもらう。 

■町の歴史、言い伝えなどから地域の物語を作り内外にＰＲする。 

 民話や歴史の中から物語を創りだす。 

■地域の伝統行事、新たなサークル活動などから地域間交流を進める。 

 町内各地区の伝統行事等を調査し、一覧にまとめＰＲするとともに、後継者たちの交流会を企

画する。 

■緊急時の援助協定、カーボンオフセット、山村留学、自然体験交流、植林ツアー、 

家族間の交流、産品販売の交流 

⇒戦略プロジェクト参照 

 

■都市との交流、久慈川流域市町村との交流、塩の道の交流など歴史、自然、人などあらゆる手

段を尽くし、町の存在感を高める交流を行う 

 物的交流から食的人的交流へ。都市交流先から「人」「カネ」を呼び込み、取り込む必要がある。

体験を受入れ、川上川流域の森林等の整備を行い、景観を保つ。田舎暮らしの希望者（男女問わ

ず就農林希望者）を受け入れ、地元農家との交流を行ない、就農・結婚へと繋げる。学校給食な

ど、塙産の食材の供給をできるようにする。 

 

 ⑥地域のブランド化 

■やすらぎのある風景づくり  

 草刈り、下刈り、間伐、樹種転換、ごみ処理、花栽培、花木の植樹により「はなわの景観」 

を創る。 

■安心できる食の提供    

 地域独自の安全基準等による農産物等食料品の選別化をする。独自に安心表示をし、内外にＰ

Ｒする。 

■町全体を「山水花」としてブランド化する 

 「山水花」のフレーズを登録する。 
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（２）健康で安心して暮らせる町をつくります（健康・福祉） 

①安心して子供を産み育てられる町をつくる 

施策 児童福祉、母子保健、幼児教育 

○これまで 

本町では、子育て支援として次のような事業を実施している。 

・中学生まで医療費の無料化 

・ 妊婦（５カ月）から産婦（１カ月）まで医療費無料化 

・ 出世届時にお祝いのプレゼント･相談 

・母子健康診査の実施、母子手帳交付の際の相談、「こんにちは赤ちゃん訪問」 

・児童福祉（児童扶養手当・特別児童扶養手当など）の実施 

・保育園２箇所・幼稚園３箇所の健全な運営 

このほか、子育てサポーターや子育てスクールなどの活動を実施しているボランティア組織等

がある。 

 

（基礎数値） 

出生数の推移                         単位：人 

年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

出生数 116 103 103 79 79 74 99 99 76 70 81  

                                     福島県勢要覧 

合計特殊出生率  

年度 18 19 20 

出生率 1.89 1.89 1.74 

                     福島県勢要覧 

 

◎これから 

■子育てをしながら安心して働くことができる環境づくり 

 本町では、祖父母との同居世帯が多く、平常時の保育サービスの要望は多くない。しかし、核

家族化が進行している現状を考えると、保育園や学童保育を利用し、安心して働ける環境を作っ

ていく必要がある。一方で、３世代家族が比較的多い現状を生かしつつ、地域社会全体で子育て、

孫育てを行なっていくことも重要である。 

■旧高城幼稚園を利用した子育てセンター 

地区の方々による、子育て、孫育てと併せて、育児相談を行なう地域子育てセンターを設け地

域子育てのモデル的事業に取り組むことが考えられる。 
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■子育ての悩みを一人で抱えない環境づくり 

 子育てサポーターや子育てスクールの活動を支援し、保護者自身が心に余裕を持ってのびのび

と子育て出来る環境を作っていくことが必要。一人で抱え込まず、なんでも相談できる関係を作

る。例えば、核家族が増えてきているので、地域で「昔ながらの行事（節分・ひな祭り等）」を行

い、さまざまな年代の方と交流していく場の設定などが考えられる。 

■家庭内における男女協働の推進 

母親だけが、育児にあたるのではなく、何事にも母と父それぞれの個性を生かし個人を尊重し

ながら、共同で子育てが出来る環境を整えることが必要。また、父親も育児が出来るよう社会的

保障の充実や父親教室の開催などの支援をおこなう。 

■第三子以降の優遇措置  

第三子以上がいる世帯は約三割ある。（児童手当支給件数からの推計 20年 2月現在支給件数 572

件のうち第三子以降 170 人）家庭の子どもの数を増加させる施策として 幼稚園、保育園の無料

化（矢吹町）、第三子以降へのお祝い金（浅川町）などが考えられる。 

 

②健康を実感し、健康づくりを推進します 

施策 健康、衛生、医療 

○これまで 

本町では、健康推進のため次のような事業を実施している。 

・疾病の予防・早期発見につながる、各種予防接種や結核検診・各種健康診査やがん検診 

・地区活動を担える、地区の「健康」リーダーとして保健推進員の育成 

・誰もがいつでも安心して必要な医療を受けることが出来るよう休日当番医の体制整備 

 ・健康への意識付けや普及啓蒙のため地区単位で実施する、健康に関する健康教育・相談会 

 

（基礎数値） 

・平成２０年度より「特定健診」制度が実施され、各保険者が責任を持って健診を受けさせる

制度に変わった。（国保受診率・・・全国３０%台：塙町 ５５％） 

・死亡原因死亡率（Ｈ１６～２１：①悪性新生物②心疾患③脳血管疾患） 

  ・・・悪性新生物の内訳①胃②肝・胆③肺④大腸であるが、大腸死亡率が伸びている。 

 

○これから 

自分の身体を知り「健康でいること」への意識の改善をはかり、自らが行動できるよう 

支援していく必要がある。 

■食と健康推進運動   
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 保健推進運動の充実 （地元産材料を使った健康メニューを考案し、町のメニューとし 

て商品化していく。） 

■職と健康推進運動  

 家庭菜園の普及と、適度な運動・農作業などによる健康の意識の高揚 働きざかりの方へ   

の健康相談を行い 生涯現役で暮らせるような社会的保障の環境も整える。 

■全町民的運動の普及  

 どの年代でも出来る「柔軟性・バランスを保つ運動」の推進。毎日健康体操の時間を作る。 

■８０２０運動 

 食育・むし歯予防・肥満予防・認知症予防として、いつまでも自分の歯でおいしく食べら

れるような支援を行う。 

■心の健康推進運動  

 うつ・経済的不安など、あらゆる相談に対して的確な援助ができるよう専門機関との連絡 

調整を図り、地域で見守る体制を作る。 

■笑と健康推進運動  

 地域単位で集まる機会を多く持ち、さまざまな体験を通して自分の楽しみ・趣味を見つ 

けられるようにする。何にでも前向きに、自分のペースで自分の出来る範囲で出来ることを 

取り組む雰囲気を創る。 

 

③お互いを支えつつ、いきいきと過ごせる町をつくる 

施策 地域福祉、社会福祉、ボランティア、男女共同社会 

 国民健康保険、介護保険、障害者支援、国民年金、後期高齢者医療制度 

    高齢者福祉、老人ホーム、シルバー人材センター 

○これまで 

本町では、各種保険制度の定着と健全な運営のため各種事業に取り組むほか 

・一人暮らし世帯への支援（友愛訪問、緊急通報装置の設置等） 

・包括支援センター等による介護者・高齢者・障害者等の総合的なケアマネージメント 

・各種保健事業の実施 

・養護老人ホーム米山荘の運営 

・シルバー人材センターの活動支援による高齢者への支援 

・社会福祉協議会によるボランティアセンターの運営、心配事相談事業、民生委員活動取り

まとめ、老人クラブの運営を委託などを実施してきた。 

（基礎数値） 

・高齢化率（県より５年ほど先行：Ｈ２０は３１．４％であるが、今後さらに加速） 
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・身体障がい者手帳所持者数（Ｈ１７ ４５５人 ⇒ Ｈ２０ ４７７人） 

・介護認定者数（Ｈ１２～年々増加し、４５０人超 施設利用者の増加） 

・一人暮らし世帯数（Ｈ２１ １８４世帯（友愛訪問対象一人暮らし者数） 

・老人クラブ数（Ｈ１７ １６クラブ（９３２人）⇒Ｈ２１ １５クラブ（７３９人）） 

・老人ホーム入所者数（Ｈ２２，１，１現在定員６０人のところ５２人）で待機者なし 

○これから 

金銭的社会保障サービスから、人的社会保障サービスへの転換が必要で、すでに相談員の配

置などが必要になっている。 

一方で、元気な方はいつまでも元気でいられるような支援が必要である。単なる、措置では

なくすべての人がいきいきと過ごせる（“いきいき”とは 存在を認められ 役割を持ち、仕事、

趣味等一生懸命になれるものをもつ）必要がある。また、これまでのように精神的身体的弱者

の対応ばかりでなく、一人暮らしなど社会的弱者の対応が重要になっている。たとえば、山間

部の一人暮らしの高齢者の生活をどう守るのかが重要な課題になると思われる。 

■ダリア栽培など地域貢献型の高齢者の仕事確保 

高齢者にこれまでの経験を活かした、仕事をしてもらい、役に立っているということを自覚し

てもらう。 

■情報通信機器を利用した健康、医療、心配ごと相談事業の実施 

情報伝達手段の整備により、様々な利用が想定される。それらに対応した新たなサービス提供

方法を検討しなければならない。 

■ボランティア推進（ボランティア手帳の発行によりボランティアの普及） 

これまでの経験を活かしボランティア活動をしてもらい、それを点数化するなどして、ボラン

ティアの推進を図る。 

■山間部独居老人対応のグループホームの設置 

山間部の独り暮らしの方などが必要に応じ入所できる、グループホームを設置する。基本的に

は、その地域で暮らせる施策が原則であるが、多くの集落で地域が崩壊することも想定される。

その場合の受け皿は、当然検討されなければならない。 
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（３）郷土を愛し夢を実現できる人材を育てます（教育・文化・人づく

り） 

 ①進んで学び、自己実現に努力する人材育成 

施策 生涯学習、生涯スポーツ 

○これまで 

 本町では、各文化団体への支援及び各種公民館活動を実施してきた。今年度町が実施したアン

ケートによると、生涯学習、地域活動は他の施策と比較すると重要度が低く、満足度が高い結果

になっている。このことは、ある程度満足しているので、このまま続けてほしいともとれる。 

このことは、これまでの実績から見てもうなずけるところである。 

 しかし一方で、「参加者が限定している。」「参加者確保のため、学校の授業として行っている。」

などとの指摘もある。 

 スポーツの面では、塙ふれあいスポーツクラブを立ち上げ地域でスポーツに取り組む姿勢を打

ち出している。しかし、会員の多くは中学生であったり、本来の姿からは若干距離を感じる。 

近年時代の要請で、ボランティアの養成も実施している。しかし、学校での授業等の一部など

全町的広がりが薄いと言える。 

文化講演会を毎年実施しているが、ほとんど毎回大盛況である。 

開催期日 行事名 参加者数

6/20～6/21 野外活動指導者養成セミナー 14名

7/12 子どものつどい 25名

7/21～7/22 自然体験キャンプ 42名

7/29 女性団体連絡協議会研修会 35名

9/26～9/27 親子ふれあいキャンプ 37名

10/14 文化財めぐり 17名

11/13 塙町文化講演会 400名

1/31 文化財防御訓練 150名

6月から2月 はなわ探検隊 46名全11回

1月から3月 子育てサポート研修会（計5回） 58名

地域学級（19学級計35回） 674名

長寿学園(7回) 279名

なかよしルーム(12回) 286名

塙子ども教室（35回） 955名
春季・秋季 クリーンふくしま清掃活動 88名

8/28
海外音楽鑑賞ウィーンの風クラシッ
クコンサート

400名

平成２１年度各種行事参加者（主なもの）

            

                       塙町公民館資料 
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                              生涯学習課資料 

体育施設利用者の推移を表しているが、利用者の多くは中学生の部活動である。 

 

○これから 

地域づくり、まちづくりは｢人づくり｣といわれるように、人づくりは重要である。 

特に、地域でのリーダーの育成は急務である。 

しかし、今までの取り組みにおいては必ずしもそうはなっていないように思われる。 

各種事業は、地域リーダー育成のために有益であることに違いはないと思うが、まずは何のた

めにやっている事業なのかを、主催者が理解し、そこに誘導する戦略が必要であろう。 

さらに、趣味の範疇の各種教室とリーダー養成事業との区分を明らかにし、場合によっては、

教室等の主催は外部委託等も視野において事業に当たるべきではないか。 

一方で、地域公民館活動の充実を図るべきである。地域単位で、さまざまな体験を通して、

家庭・学校・年代を超えた「地域」のつながりを実感できるような、各種教室を開催・運営ま

たは支援していくべきではないか。 

■各種町民塾の実施～だれでも先生～ 

 自分の得意分野を活かし、町民塾の講師になってもらう。 

■しつけ教室の実施 

 本来しつけは、家庭で行うものであるが、できにくい状況にある。しつけをすべき保護者及び

子供を対象にして実施してはどうか。学業及びしつけを学ぶ場を創設する。 

⇒戦略プロジェクト参照 

 

 ②塙町を誇りに思い強く優しい子供の育成 

施策 幼児教育、学校教育、青尐年教育 

○これまで 

幼児教育、学校教育については、国の指導により実施している。 

教育内容については、国・県の方針指導によるところが大きいため、町独自の方針は出し切れて
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いないが、教育環境の整備はここ数年、児童生徒数等の減尐に伴い、議論され、各学校等の統廃

合を含めた整備方針を策定している。 

本町には、幼稚園４、小学校７、中学校１の施設があったが、現在では幼稚園３、小学校６、中

学校１となっている。次表に示すように生徒等数の減尐により、教育環境も変わらざるを得ない

状況にある。 

 

塙町の園児、児童及び生徒数の推移（学校教育課資料） 

年　度

Ｈ１６年 199 670 344

　２１年 141 △ 29.2 557 315

　２２年 142 515 328

　２３年 153 473 343

　２４年 　　？ 457 320

　２５年 　　？ 452 286

塙町の人口 平成１６年４月１日現在　　　１０，９９６人

幼稚園児数
（人）

前年度比較
（％）

小学児童数
（人）

前年度比較
（％）

中学生徒数
（人）

前年度比較
（％）

小学+中学
比較（％）

　△16.9 　△ 8.4 　△14.0

　　 0.7 　△ 7.5 　　 4.1 　△ 3.3

　 　7.7 　△ 8.2 　　 4.6 　△ 3.2

　△ 3.4 　　 6.7 　△ 4.8

　△ 1.1 　△10.6 　△ 5.0

平成２１年４月１日現在　　　１０，２１２人　　　５年で△７．１％

平成２５年（４年後）の小学校児童・中学校生徒数　７３８人　　２１年（今年）より　△１５．４％

 

青尐年教育については、生涯学習の一環として実施しているが、各地区に青尐年健全育成町民

会議が組織されている。これは、県の指導等により町が誘導して組織されたもので、各地区でそ

れぞれの事業を実施している。いずれも、対象児童等の減尐で対応に苦慮しており、学校とタイ

アップした事業展開をしているところもある。 

 

○これから 

学校教育を始め次世代育成は、町の重要な施策である。しかし、これまでのかかわりは、施設

整備等教育の基盤整備が中心であった。これからは、この地域に根差した教育そのものの実施が

必要と考える。特に、学校教育が過密スケジュールのため、児童生徒が学校一辺倒になっている

ことは危惧すべきことで、本プロジェクトとしては土曜日の復活という大胆な提案をしたい。復

活した土曜日に、地域の伝統行事や生きる力を学ぶ機会を設け、郷土を愛する心を育むべきであ

る。 

■地域文化の事業実施 

 各地域の伝統行事をはじめ、風習歴史を学ぶ機会を設ける。副読本の作成をする。 

■土曜講座の実施 

地域ボランティア等による町文化の学習を行う。合わせて学力向上を狙った学習を行う。 

■学力向上のため課外事業の実施（有料スーパー家庭教師） 
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放課後等の空き教室を利用して、塾の講師に基礎学力向上の授業を実施してもらう。 

かつては、できない生徒は放課後残って学習をした。現在教師がそれを行うのは困難である。 

■読み書きそろばんの徹底  

朝の読書、書き取りなど一定時間必ずそれを行う。 

図書館で実施している読書マラソン参加を義務づける。 

 

その他、戦略プロジェクト参照 

 ③ふるさとに親しみ、心をうるおす文化の振興と伝承 

施策 芸術、文化、郷土史、文化財保護 

○これまで 

 塙町史を編纂したのち、目立った活動は行っ

ていない。町内にある文化財の紹介、文化財の

修繕等にとどまっている。 

 芸術分野では、那倉地区に小学校を改造した

美術館がある。来館者数は右図のとおりで芳し

くないが、那倉地区のシンボルとして位置付け

られている。 

種別 名称 所在地

天然記念物 向ヶ丘公園のしだれ桜 桜木町

建造物 台宿薬師堂 台宿

県指定文化財

 

                 生涯学習課資料 

 

 

○これから 

■町の歴史講座の開催 

 地域の歴史を後世に伝えるため、町の歴史講座を 

定期的に開催するとともに、小学校、中学校の授業 

に取り入れる。 

美術館来館者数

0
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来館者数

種別 名称 所在地

彫刻 十一面観音立像 伊香

建造物 古宿観音堂 伊香

〃 台宿薬師堂 台宿

〃 常世観音堂 常世中野

〃 湯舟観音堂 山形

〃 東浄寺薬師堂 川上

史跡 陸奥代官　塙陣屋跡 本町

彫刻 地蔵尊半跏像 本町

名勝地 向ヶ丘公園 桜木町

考古 板碑 上渋井

彫刻 木造如意輪観音菩薩坐像常世中野

〃 木造地蔵菩薩半跏像 川上

町指定文化財

人 



 28 

（４）豊かな自然を生かし家庭と地域に安全の町をつくります（まちづ

くり、環境） 

 ①安全な生活の提供 

施策 交通安全、消防・救急、防犯、防災、消費生活 

○これまで 

本町は、気候温暖にて、生命を脅かすような自然災害は尐ない。そのため、町民の災害に対し

ての危機意識はあまり高くない。一方で、交通事故、火災等の人為的災害については、交通安全

協会、消防団、防犯協会など町民で組織する団体が中心に活動するなど、地域の意識は低くはな

い。 

消費生活については、近年振り込め詐欺等の新たなトラブルが頻発しているが、本町での事例

はほとんど確認されていない。 

 

（基礎数値） 

火災件数の推移 

年　　　度 13 14 15 16 17 18 19 20 21

火災件数（件） 18 11 4 11 9 16 6 9 8

人口１万人当たり出火率（％） 15.5 9.5 3.5 9.7 8.1 14.6 5.5 8.5 7.7

建物火災の損害額（千円） 94,431 18,590 457 9,250 4,678 10,432 14,277 25,043 12  

交通事故件数の推移 

年　　　度 13 14 15 16 17 18 19 20 21

交通事故発生件数（件） 52 53 49 54 36 42 40 36 28

死者数（人） 3 1 1 2 - 2 - 2 -

傷者数（人） 61 63 69 68 41 57 51 40 31  

                                 福島県県勢要覧 

○これから 

■危機管理の徹底 

 本町住民の安全に対する危機感は希薄であり、有事の際の対応を危惧するところであるが、い

たずらに危機感をあおることは、いらぬ誤解を与えかねないので、取りまとめに当たる関係部局

の訓練、連携、シュミレーションを徹底しておくことが重要である。一方、住民については、日

ごろから地域活動に参加してもらうなど、本施策とは別な視点からの地域コミュニティーの醸成

が重要であり、あらゆる分野での住民参加が一朝有事の最大の対策といえる。 

本町全体を見れば、若年層の減尐が各組織の高齢化と担い手の減尐を招いており、組織のあり

方の再考が必要である。特に消防団員の高齢化は目前に迫っており、本町の危機管理の根幹にか

かわるものとして認識しなければならない。 

■自主防災組織、防災ボランティア等の支援により、自らのことは自らで守る体制を強化する 
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 前項のことからも、地域住民の組織化が重要である。 

■高齢者の運転教室 

 高齢者のドライバーが増える中、高齢者にやさしい運転マナーが必要である。運転できなけれ

ば、生活がおぼつかないという高齢者は今後ますます増加すると思われる。 

 

 ②快適な生活環境づくり 

施策 住宅、上下水道、環境衛生、交通 

○これまで 

・住宅団地の造成を行い、ほぼ完売している。また、町営住宅を整備してきた。 

・平成元年度から HOPE計画に取組み木の町はなわの住宅等町並み作りを行ってきた。 

・平成 10年度から本格的に下水道施設の普及をしてきた。 

・ごみ処理等は、東白衛生組合が実施している。 

・地域交通は、路線バスが中心になるが、利用者が尐なくなり、支援金も年々増加している。 

 

（基礎数値） 

下水道普及率の推移（水道課資料） 

年　　　度 13 14 15 16 17 18 19 20 21

下水道普及率（％） 15.9 15.9 20.3 37.3 37.3 37.3 45.8 45.8 45.8  

ごみ排出総量の推移（東白衛生組合資料） 

年度 19 20 21 

g/人･日 895 778 798 

 

○これから 

■高齢化に対応した地域交通のあり方（デマンドタクシー等）を検討する。 

■ごみ処理施設の延命化、環境問題対策などからごみの分別化徹底を進め、ゴミの減量化を検討

する。 

■合併浄化槽の普及と維持管理を強化し、生活環境の浄化を促進する。 

 

 

 ③地域を支える基盤づくり 

施策 土地利用、都市計画、中心市街地、通信基盤、道路 

○これまで 
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 本町の面積は、211.6 平方キロメートルと広く、またその 80％が山林であるなど、土地利用の

点では極めて条件が不利である。また、中心部は都市計画区域がある一方、山間部の大部分は辺

地に該当するなど、生活環境としても多種多様である。このような中、町は各種施策を確実に進

め今日に至っているが、山間部生活道路の未舗装及び光通信サービスのエリア外であるなど課題

も多い。  

（基礎数値）道路延長、舗装率の推移 

年   度 10 15 19 20 21 

町道延長（ｍ） 201,747 205,493 207,616 204,524 204,690 

舗装率（％） 55.6 66.2 68.9 69.1 69.4 

                              まち整備課資料 

○これから 

■道路整備 

生活道路の改良または現道舗装を陳情のみに頼らず計画的に実施する。このため、道路計画を

早急に定める。 

■情報通信基盤整備 

 現在町で進めており、平成 23年度には全町に光ケーブルが張り巡らされる。その有効活用を検

討する。 

■地域で実施する建設工事等への支援 

現在、農用地にかかるものは町単土地改良事業で支援を行っているが、生活環境の整備も合わ

せ、住民参加型の地域整備を支援する。 

■事業の円滑な進行 

 基盤整備の多くは、維持管理に移っている。これまでの、整備と管理混在の状況から管理主導

となることは明白である。外部委託を進めるなどして、迅速で的確な対応ができるような体制整

備が必要である。 

 

 ④人と自然が調和した空間づくり 

施策 自然環境の保全と活用、循環型社会の構築、公園・景観、美化 

 

○これまで 

 本町は、面積の 8 割が山林で占められており、その多くが人工林である。これは、本町の強み

でもあるが、一方で、近年山林が荒廃しつつあり、弱みにもなっている。このような中、間伐事

業の取り組みなど、国県の森林整備事業を実施している。 

一方で、平たん地の取り組みとして、南原住宅団地の建築協定にみられる、景観整備及びそれ
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に付随した生け垣への助成事業などが実施されてきた。残念ながら、現在は実施されないでいる。

自然と調和した住環境整備の理念は、今後も持ち続けるべきである。 

また、水辺空間整備の取り組みとして、ふるさとの川モデル事業による河川整備が実施され、久

慈川の整備を道の駅付近から塙小学校までの区間で県事業で実施されている。 

本町は、風呂山公園のイメージからか、町の花に山つつじを指定した。(平成２年制定)その後、

地域づくりを進めるための戦略の一つとしてダリアを町の花としている。 

これまでは、建設することが第一で、その目的、理念は二の次になってしまった点がある。自

然を守り育てるということより、地域の整備(河川敷の整備、住宅団地の整備)のために、国県の

事業を利用したという節がないでもない。したがって、その事業終了と同時にその理念も忘れ去

られてしまったといってもいいと思う。この点は大いに反省すべき点である。 

 これらとは別に、近年地域で自然を守ろうとしている動きが出てきている。 

・片貝川を守る会：かつての景観を甦せ、地域の世代間交流を実施している。 

・紅葉を守る会：県道改良に伴って一部伐採された自然林を守り復活させるため植樹を実施 

・地域観光ボランティア：地域の清掃等を通じて地域の自然を守る活動をしている。 

・あんずの会：遊休農地解消のため杏を植栽し、あんずの里づくりをしている。 

・羽黒山里山整備事業 針葉樹を広葉樹に樹種転換し、かつての里山復活を目指す。 

そのほか、各行政区等を単位として地域の景観づくり事業を実施している。これらの中には、

県・町の事業として補助金などで取り組んでいるものもあるが、かつての行政主導でなく、地域

主導の事業になっている。 

 

○これから 

■地域活動の充実と支援 

 当町の環境・景観は町民の財産である。これまでは、それらの価値を十分に理解されなかった

ため、結果として放置され、財産の価値を低下させてきた。 

まずは、これらの景観を地域の共有の財産であるという認識をもってもらい。地域が自ら守り育

てようとする意識の醸成が必要である。当面は、活動費の一部を補助するなど、それぞれの地域

が自ら進めることを促すための支援を行うべきである。（各地区の優良事例を表彰するなど、地域

のやる気を引き出す事業） 

■川上川流域をモデルにした景観整備事業 

 川上川及びその支流は、町内を源流として久慈川に合流するまでの河川である。すでに各地区

にある環境保全の団体の連携を図るなどして、各地区の取り組みを支援する。また、一定区間を

定め、環境美化員の重点地区として、ゴミのない河川を目指す。 

また、現在実施されている各地域のイベントを内外に知らせ、流域全体での事業化を進める。 
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⇒戦略プロジェクト参照 

■道路沿いの間伐と広葉樹化 

 道路沿いの針葉樹(特に手入れのされていない)は、イメージ的に暗く、冬場は道路の凍結の原

因にもなっている。本町では、これまで日陰解消事業として、針葉樹の伐採経費の一部を負担し

ているが、その後の状況は手入れされないままになっている個所が多い。 

一定エリアの針葉樹伐採(間伐、全伐)と広葉樹植樹の奨励を図り、明るい道路づくりを進める。 

■遊休農地への植栽事業（菜の花、花木等） 

 遊休農地、耕作放棄地への花の植栽を奨励する。すでに、町内花木生産組合が着手しているが、

花木生産の点からでなく、景観保持の点からの施策が必要である。 

■残したい風景 211選による全町的景観保全、創造運動の実施 

 当町の景観そのものが地域を象徴するブランドとなり得る様なソフト事業を展開する。 



 33 

（５）町民みんなが主役の町をつくります（行財政・協働） 

 ①自立した行財政 

施策 行政組織、財政、広域行政 

 

○これまで 

本町では、昭和 60年に塙町行政改革大綱を制定して以来、4度にわたって行革大綱を改定しな

がら、行財政改革を実施してきた。しかしながら、町の多くの財源を国に依存している構造であ

ることから、自立できない環境にある。 

このような中、地方分権と財政再建が全国的な課題となった。その解決策の一つとして、国は

全国的に市町村合併を進め約 3千の自治体を 1,000 以下にするとの目標を立てた。 

当地方でも、平成 14年から合併をしないとしていた矢祭町を除く、棚倉、鮫川との 3町村合併

の協議が進められたが、平成 15年住民投票の結果合併は否決された。否決された要因として、合

併に関し議論が尐なすぎたこと（当時のアンケートから）、役所がおかれる地域以外の周辺部の衰

退が一層進むと判断されたことがあげられる。（鮫川村は圧倒的、塙は僅差で合併否とされた）こ

れにより、本町も自主自立の道を進むことになる。 

また時を同じくして、平成 16年の小泉内閣の構造改革により、国庫補助金、地方交付税が見直

された。これにより、一般財源（地方交付税等）が約 2 億円削減されるという本町始まって以来

といってもいいほどの削減があった。これにより、本町の行政改革は本格的に進むことになった。 

 

本町の財政状況は、税収割合が低いなど構造的な問題はあるものの、実質公債費比率など財政

指標に深刻な問題はない。したがって、国の制度改正などによるもの以外に財政状況が一転する

ことは想定されない。しかし、経常収支比率が基準を超えており、財政の硬直化が懸念される。 

 

○これから 

これまでの財政規律を堅持するほか、現在実施している事業の見直しを行い時代に即した又は

時代をリードする行政経営を目指すべきである。 

■情報公開を一層進める。 

かつては、“依らしむべし、知らしむべからず”との行政運営であったが、ある程度成熟した社

会にあって、様々なニーズに対応していくためには、住民に満足を与えるばかりでなく、納得を

してもらう必要がある。役場の持っている情報はできるだけオープンにする必要がある。住民に

考えろと言っても、その材料を与えられなければ考えられないのである。 

■政策評価を全町的に実施 

 これまでは、やりっぱなし行政であった。中にはその成果を検証し、次に生かす手法が採られ
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ていたが、大方はそうはなっていない。ＰＤＣＡ（計画-実行-評価-改善）サイクルを導入すべき

である。 

■国の定住自立圏構想の検討 

 国は市町村合併に変わる手段として、定住自立圏構想を打ち出している。本町の所属する中心

市は、白河市である。同市のそれに向けた動きはないが、地域間の連携により町のみならず、こ

の地方という視点で政策を創る必要がある。町民の多くは、町という小さい枠にはこだわってい

ないように思われる。ただ、現状が大きく変わるかもしれない、生活が今より悪くなるかもしれ

ないという不安があるために、現状維持を望むのである。 

■近隣町村との連携事業の検討 

 定住自立圏構想は、中心市への集権の一面がある。一方で、近隣町村が対等な立場で連携でき

るものの検討が必要である。白河広域圏、郡町村会など組織はあるものの、特定事務の受け皿で

しかない。行政手法を変えていかなければならない今日、これらの組織の在り方の見直しは急務

である。 

 

 ②みんなが主役のまちづくり 

施策 広報・広聴、コミュニティづくり、地域内交流、町民の参加体制 

○これまで 

 当町の広報誌は、かつて日本一になるなど、評価が高い。これは、単なるお知らせでなく、中

味を深く掘り下げ、その意味するところを町民に訴えかけようとしているからだと思う。 

しかし、一方通行の情報伝達は必ずしも、町の意図するものにはなっていないようである。（アン

ケート）一方、町民参加の点では、町内一斉清掃、地域内道路の除草、町民球技大会の参加率等

からみると比較的住民意識は高いように思われる。しかし、後継者不足、尐子高齢化などから、

町民参加の母体となる組織の維持が困難になっている。 

 当町には、高齢者の割合が 50％を超える、いわゆる限界集落はまだないものの、その予備軍で

ある準限界集落は、平たん部、山間部を問わず散見される。 

「自分のことは自分でやる」という基本が成り立たなくなる日が迫っていると言える。 

○これから 

■地域担当職員の配置と地域交付金の創設により、各地域の自主性を高める。 

 尐子高齢化は、全国的なものでここ塙に限ったことではない。産業振興等により人口を増やす

施策も重要であるが、その地域に住む住民が生き生きと暮らせることは、いっそう重要なことで

ある。 

 このためには、今は尐なくなったボランティア的地域のリーダーが必要である。そのリーダー

を中心として、各地域で何ができるか改めて考える必要がある。各地区とも、団塊の世代が退職
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し、新たな人生を送ろうとしている今、その方々が中心となって、自分の地域を考えることがで

きるようなサポートを検討すべきである。 

■地域協議会（行政区再編）の設立運営、地区別計画の策定と実施 

 各地区の地域運営の成熟度によって差はあるが、地域の計画を地域でつくり、その実現に補助

金を出していく仕組みを検討すべきである。これは、各地域の自主性を高めるうえで重要である。 

■ＩＰ告知端末による情報の伝達及び意見の集約 

 現在町で進めている、防災行政無線に変わるＩＰ告知端末は、双方向通信という点で利用度が

高まると思われる。単に役場の情報を一方的に発信するのみならず、様々な分野に応用できるよ

う役場あるいは住民を上げて検討すべきである。 

■地域リーダー養成塾 

“まちづくりは人づくり”といわれるように、その地域の浮き沈みは人によって左右されると言

える。地域を愛し、地域のために汗をかく人の養成が重要である。 

これまでも、間断的に地域づくり塾に相当する事業は実施しているが、息の長いものにしていく

必要がある。その時の為政者、経済情勢により変わることのない、人づくり塾が必要である。 
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５．戦略プロジェクト 
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（１）カーボン･オフセットの実現 

１ カーボン・オフセットを実現するための提案 

■京都議定書に基づく温室効果ガス吸収源としての森林の活用 

・森林による二酸化炭素の吸収量を温室効果ガス削減目標の達成手段として算入できる条件をつ

くるために、1990 年以降新たに造成された森林（新規植林、再植林）に対する適切な森林経営が

行われた森林を育成する。 

・大きな３つの考え方 

新規植林 過去 50 年間森林がなかった土地に植林する 

再植林  1990 年以降、森林でなかった土地に植林する 

森林経営 持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に発揮するための作業実施 

・具体的施策 

間伐の実施、育成複層林への誘導等 

木材利用に関する普及啓発、住宅・公共部門等での木材の利用拡大、木質資源の利用の多角化 

森林ボランティア活動、森林環境教育、森林の多様な利用 

  

■温室効果ガス削減に向けた自治体間などによる広域連携 

○「地球環境保全協定（カーボンオフセット協定）」を締結 

人口が集積し CO２の排出量の多い都市部の地方自治体であり、相互防災協定を結んでいる練馬

区と「地球環境保全協定（カーボンオフセット協定）」を締結し、練馬区が塙町内の森林の保全事

業を支援する代わりに、その森林保全事業により増加した森林の CO2 吸収量を練馬区内の CO2

排出量から減算する仕組みづくりをつくる。 

 

○町有林の整備 

練馬区とカーボン・オフセット協定を結び、塙町内の町有林の一部を「練馬の森」と名付け、そ

の森林の整備を練馬区の基金で行い、その代わりに、森林 CO2 の吸収量の増加分を練馬区の CO2 

排出量と相殺する。可能ならば、練馬区の区民参加の森林整備や練馬区内の大学などによる研究

機関の実証実験の場として「練馬の森」を整備・活用する。 

 

■企業の森の育成 （和歌山県、高知県などの事例の活用） 

塙町が町内の林業従事者や森林組合等と、環境貢献に関心の高い企業や都市部の練馬区などの住

民とを結びつけることで、森林の整備保全に向けての取組を進める。 

たとえば、森林（土地）所有者が、都心企業に無償で森林を貸し付け、企業は、借り受けた森林

を社員の環境教育やレクリエーションの場として活用できる代わりに、日常の森林管理を地元の
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森林組合に委託し、その費用を当該企業が負担する。 

あるいは、企業と塙町（広域的な紹介機関として福島県が入っても良い）が原則３年以上のパ

ートナー契約を結び、企業が森林整備のための協賛金を拠出し、この協賛金は協定を締結した塙

町に直接提供され森林整備等に活用する。 

 

■ファンドによる森林整備 （西栗倉村の事例の活用） 

森林事業は、間伐・搬出等の作業コストを削減することが必要となっているが、小口の地権者の

権利が入り組んだ森林が多く、効率的な間伐作業のためには、小口の土地を集約することが不可

欠となる。そこで、塙町が、森林再生を手がけている東京都内のコンサルティング会社、(株)トビ

ムシと組む。同社は、小口に分散する土地を集約化し、その土地を一括管理・運用することで、

間伐等の森林整備費用を大幅に削減する。また、(株)トビムシは、山主から集めた所有権を信託に

出し、受益権を証券化することで出資を一般から小口出資の形態で募ることでファンドを立ち上

げる。ファンドとして集めた資金は、地元森林組合への間伐作業の委託費等の森林整備費用にあ

て、同地域で生産される木材の販売による収益により配当が支払われる。このように、小口出資

形式のファンドという仕組みを活用することで、企業だけでなく、環境保全や地域振興に関心の

ある個人も出資という形で、地域の森林に関わる問題の解決に参加できる。 

 

２ 解説 カーボン・オフセットについて 

■カーボン・オフセットとは、   

市民、企業、NGO/NPO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を

認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他

の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等（以下「クレジット」という。）を購入する

こと又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、自

らの排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいい、我が国でも民間での取組が始まりつつあ

ります。（H20 環境白書より） 

※「オフセット」・・・差し引き計算する、埋め合わせる etc. 

【参考例】 
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■温室効果ガス排出削減の背景（地球温暖化防止への国際的な取り組み） 

 京都議定書（1997 年 12 月、COP3 で採択）・・・地球温暖化問題について、 

①先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定 

→ 2008～12 年に、温室効果ガスを 1990 年比で先進国全体で 5％（日本は 6％）削減 

  ②目標を達成するための仕組みを導入（排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施な

ど） 

■世界各国に向けての日本の公約状況等 

 京都議定書（1997 年 12 月、COP3 で採択） 

・・・2008～12 年に、温室効果ガスを 1990 年比で 6％削減 

 国連気候変動首脳会合（2009 年 9 月）←鳩山首相が表明 

・・・2020 年までに、温室効果ガスを 1990 年比で 25％削減を目指す 

■排出削減のために想定される主な方法 

 ①排出削減の自助努力（新エネルギー導入、技術革新、循環型社会の構築など） 

 ②排出量取引（他の場所での排出削減などを利用して埋め合わせる） 

■排出削減に向けたこれまでの主な取り組み 

これまでは、事業者・住民等に対して排出削減への取り組みを誘導 

環境省（国）・・・ 

①平成 17 年度から「自主参加型国内排出量取引制度」 

温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、

一定量の排出削減約束と引換えに、省エネルギー等による二酸化炭素排出抑制

設備の整備に対する補助金を交付することにより排出削減を支援するとともに、
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排出削減約束達成のために排出枠の取引という柔軟な措置の活用も可能とする。 

②一定規模以上の事業所について温室効果ガス排出量の算定・報告義務 

 （地球温暖化対策推進法） 

 東京都・・・排出削減に向けて国・自治体に先駆けて独自施策の実施 

       ①CO２削減の計画書提出を大規模事業所に義務づけ（H14～） 

        地球温暖化対策計画書制度（現行） 

       ②CO２排出削減義務化、排出量取引制度の導入など（H22～実施予定） 

        総量削減義務と排出量取引制度（大規模事業所） 

        地球温暖化対策報告書制度（中小規模事業所） 

■今後の動き・・・排出量削減義務などの規制段階へ移行 

 地球温暖化対策基本法（案）・・・2020 年までの 25％削減を目指し、今国会に提出予定 

  【主な基本的施策】  

   ①キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度の創設 

企業ごとに排出量の上限を定める 

   ②対策税の検討、税制全体の見直し 

   ③全量買取方式の固定価格買取制度の創設（家庭における太陽光発電など） 

   ④温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化  など 

  

 主な政策手法・・・環境省資料より 

   ①キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度 

   ②カーボン・オフセット制度 

   ③バイオマス資源等の利活用 

    吸収源である森林等の整備、国産材利用促進 

                            など 
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温室効果ガス吸収源としての森林の活用策 

 「京都議定書」において、森林による二酸化炭素の吸収量を温室効果ガス削減目標の達成手段

として算入できることとなっている。 

  対象は・・1990 年以降新たに造成された森林（新規植林、再植林） 

       適切な森林経営が行われた森林 
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  想定される主な内容・・・ 

   ①間伐の実施、育成複層林への誘導等 

   ②木材利用に関する普及啓発、住宅・公共部門等での木材の利用拡大、木質資源の利用の

多角化 

   ③森林ボランティア活動、森林環境教育、森林の多様な利用 

                               など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

（２）まちなか花づくり運動  景観整備 

 

１ 花と景観のまち塙町をつくるための提案 

●ソフト事業（経年的事業） 

・国や県などで定める景観優良団体としての指定を受け、町民に意識づくりを進める。 

具体的には、“外はみんなのもの、内は自分のもの”というコンセプトをつくり、住民と行政の

役割を明確にし、「１、美しいまちづくり ２、心の文化を育てる ３、町の資源を有効活用す

る」などの基本方針を掲げる。 

・総合計画に定める町民と行政のパートナーシップ（協働）による重点プロジェクト事業として、

花と緑に囲まれた「ガーデンタウンづくり」などを位置づける。この事業の町民側の推進組織

として、自治会などの各種団体による「（仮称）塙町花と緑と交流のまちづくり委員会」を設立

する。そして、同委員会が中心となり、これまで地域や団体で独自に行っていた自主的な地域

づくり活動を基礎に、子どもたちから高齢者の方まで全町民が参加する事業として仕立てる。

中学校生徒会などにも緑化部をつくり、子供達が育てた花を、地域において老人会・育成会と

ともに行う花壇づくりを進める。 

・花の町づくりを進めている先進事例に学ぶ機会をつくる。たとえば、花の町と友好都市提携を

結ぶ。ヨーロッパ諸国やニュージーランドのような海外都市でも良く、身をもって学ぶ機会を

つくる。 

・町の地域・景観特性にあわせたまちづくりを推進する。 

① 町なか 

町の中心となる商店街には、歩道にフラワープランターの設置、店先も各店が工夫を凝らした

花で飾る。春から秋にかけては花、冬はイルミネーションやアイスキャンドルで彩る。  

② 郊外・農村 

雄大な自然や農業生産活動が生みだす農村景観に加え、コスモスやポプラ並木などによる緑の

回廊づくりを農業者らの手によって行う。  

③ 沿道や個人家庭、商店など 

道路の植樹帯花壇に植栽された花は、沿道の事業所や自治会、家庭の方々が「里親」となっ

て毎日の管理を行う。また、住宅地域の個人ガーデンは街往く人が楽しめるように、通りに

向かってつくられたオープンガーデンとする。 

オープンガーデンとは、町に登録した一般家庭や商店、学校、寺院などの自慢の庭を一般観

光客に公開するもの。観光客らは紹介雑誌を見て訪ね歩き、新たな交流が生まれる。 

④ まち全体 

町内に、町民応募による「景観スポット 100 選」のような地区、地点を選定する。あるいは、
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田園の散歩路（ウォーキングトレイル）の制定。ロングコースやタウンコース、森林浴コース

など町内の各地に特色あるコースを設け、豊かな自然や農村景観とふれあいながら四季折々の

ウォーキングを楽しむ。また、各コースでウォーキング大会などを行う。 

 

●ソフト事業（一時的・イベント事業） 

・毎年６月から９月までの間など、花・みどりに関するお祭り、フェスティバル、イベントなど

を実施する。 

「花とみどりの潤いのまちづくり事業」、農村景観と自然を満喫できる「田園の散歩路（ウォー

キングトレイル）事業」、都市農村交流や定住・移住、国際交流を中心とする「地域間交流事業」

などを位置づけ、１年を通じて町の魅力を発信する。 

・春から秋にかけて「花・みどりフェスタ」の期間をもうけ、フォーラムやコンサート、ワーク

ショップ、オープンガーデンツアーなど多彩な行事が開催する。  

・全国の景観コンクールなどに応募する。全国規模の大会、たとえば農村景観 100 選などに選ば

れることで、町民の気運の盛り上がりをつくる。 

・塙町で「フラワーコンクール」、「景観賞（生け垣・緑化部門）」などを実施し、毎年、美しい庭

や景観を表彰する。 

・都市農村と地域間交流 

国内交流事業として農業や自然体験を織り込んだ修学旅行や家族留学を中心とした山村留学

などを受け入れる。 

国際交流事業では、中高校生と町民を結ぶ友好都市提携などを活用して、ヨーロッパやニュ

ージーランドなど、花の町づくりを進める先進地との交流機会を設ける。 

 

●ハード事業 

・町の景観を規定する「町の景観グランドデザイン指針」「環境デザイン協力基準」のような指針

をつくる。これに基づき、公共施設周辺の芝生、広葉樹を中心とした公園を整備、緑地整備や

緑の回廊づくりなど、緑の環境づくりを計画的に進める。 

・楽しみながら花について勉強できる拠点施設、花と緑に関する情報発信を行う中核施設として、

「（仮称）はなわフローラルガーデン」を開園する。 

・花を産業として育成するため、農林水産省の許可を得て花苗生産施設「（仮称）はなわフラワー

センター」を建設する。この施設は、農家が花苗として市場に流通させる事を目的に、種から

プラグ苗までを育成し生産農家に渡すことにより、町内における花苗需要に対し、良質な生産

をもって即時対応が可能となり、併せて花苗生産農家の育成につながり、果樹に加えた新たな

産業としての確立を図る。 
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●間接的事業 

・花のまちづくりを進める背景として、町の自助・共助・公助を規定する「町自立計画」を策定

し、町民一丸となった自主的なまちづくりへの取組みを推進する。公募委員を含む「自立のま

ちづくり委員会」をつくり、花のまちづくりを進める機運をつくる。 

 

２ 解説 

塙町のまちなか花づくり運動、景観整備の現状 

（風呂山公園のツツジ、湯遊ランドのダリア園、杉林など、省略） 
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（３）寺子屋学習活動   寺西 8 ヶ条普及 

 

１ 世代間交流（寺西重次郎封元学習活動）をつくるための提案 

●町の偉人としての再評価 

・寺西封元の関連資料館やゆかりの史跡の整備・保存を進める。 

・寺西八か条を生かしたまちづくり・人づくりとして寺西八か条に関する学習機会の提供や、劇

や太鼓、創作オペラなどの様々な取り組みを実施する。 

・寺西封元や郷土の偉人などを特集した小中学生を対象とした社会科副読本の作成し、授業等で

活用する。 

・小中学生などによる代官屋敷跡地の清掃など、実践活動による郷土学習を行う。 

・寺西八か条を活かしたまちづくりや総合計画を策定する。 

・寺西代官の一生や寺西八か条に関する映画の制作および上映会の開催、ビデオ・ＤＶＤの販売 

などを行う。 

・町民の劇団などによる舞台「寺西封元」やオペラ、コンサートなどの活動・公演を行う。 

・町内の名所や観光地、小学校校庭などに寺西代官の石像・銅像などを建てて、身近な存在とし

て位置づける。 

・寺西封元にちなんだフォーラム（講演やシンポジウム）を開催する。 

・地元ＮＰＯや商工会などにより、寺西封元に関する検定試験を実施し、一級、二級などに応じ

て表彰すると共に、ボランティアガイド要員として活用する。 

・全国レベルでの寺西封元サミットを開催する。 

 寺西封元のゆかりの地である安芸（広島県三原市が誕生の地とされる）、桑折町・台東区（墓が

ある桑折町の無能寺、西日暮里・南泉寺）などのゆかりの町が集まりサミットを開催する。 

 

●教育・文化水準の向上 

・町営塾の運営 

 小中学生などが都市部の塾などに行きにくいため、寺西封元の精神を生かした町営塾の運営に

より、教育機会の拡大や教育水準の向上をはかる。 

・生涯学習活動の実践として、町民（成人、高校生）を対象としたふるさと文化学習プログラム

を実施する。 

・町民の多世代交流をめざして、町内地区対抗運動会（体育大会）を開催する。 

  

２ 解説 

○寺西重次郎封元（てらにしじゅうじろうたかもと） 
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生年：寛延 2（1749）、没年：文政 10.2.18（1827.3.15）  

江戸後期の代官。通称は重次郎。浅野家旧臣寺西弘篤の子。幼尐のころ寺に入ったが,15 歳のと

き還俗,安永 1(1772)年西丸の徒士となり,寛政 4(1792)年徒士組頭から幕府代官となり陸奥国白川

郡塙(福島県塙町)代官 6 万石支配に任ぜられ,小名浜領(福島県いわき市)3 万石も管轄した。 

領内に「寺西八カ条」「子孫繁昌手引草」を配布,子間引き・堕胎の防止,小児養育に努め,公金貸

付の資金で農村復旧をはかり,農村人口の増加や心学講和会による農村教化に尽力した。この民政

策は注目され,文化 8(1811)年,同 12 年に「民風改正要綱」の実行のため水戸藩ほか,隣接諸藩が参

集し会議を行った。11 年陸奥国伊達郡桑折陣屋(福島県桑折町)3 万石支配に移り,塙,小名浜領 8 万

石と半田銀山も併せて管轄しさらに川俣領 2 万石も支配した。文政 1(1818)年勘定組頭兼務で,一

時,江戸在勤したが,2 年再び桑折代官となる。 

代官在任 36 年,桑折陣屋で没した。墓は福島県伊達郡桑折町の無能寺。遺徳を偲び旧領内 9 カ

所に寺西神社をはじめ生祠,頌徳碑がある。 

<参考文献>誉田宏『寺西封元』(『福島人物の歴史』5 巻),金沢春友『寺西代官治績集』  

（村上直）  

出典：朝日日本歴史人物事典：（株）朝日新聞出版 

http://kotobank.jp/word/%E5%AF%BA%E8%A5%BF%E5%B0%81%E5%85%83 

（追記） 

福島県伊達郡桑折町無能寺に「墓」「寺西代官碑」、福島県白河郡塙町に「誕育家碑」、福島県石川

郡平田村に「寺西神社」がある。 

http://www6.ocn.ne.jp/~kubo386/teranishi1.htm 

○寺西八か条 

一、天はおそろし   天はすべてお見通しである（勧善懲悪） 

二、地は大切     耕地の管理をしなければならない 

三、父母は大事    父母への孝養をつくすこと 

四、子は不憫・可愛  子は平等に大事に育てること 

五、夫婦むつましく  お互いを支え一生仲良く暮らすこと 

六、兄弟仲よく    兄弟は親密にして助け合うこと 

七、職分と出精    勤勉に働き生活では倹約を守ること 

八、諸人あいきょう  人とのつきあいは忍耐と愛きょうで  

http://rakuras.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-9f99.html 

 

 

 

http://kotobank.jp/word/%E5%AF%BA%E8%A5%BF%E5%B0%81%E5%85%83
http://www6.ocn.ne.jp/~kubo386/teranishi1.htm
http://rakuras.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-9f99.html
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（４）川を利用した住民交流・都市住民交流 

 

１ 住民交流・都市住民交流をつくるための提案 

（川上川とともに、町中心部を流れる久慈川と読み替えても良い。） 

●観光振興・産業振興関連 

・川上川流域ブランド化の推進 

 川上川流域市町村の情報発信・共有を行い、市町村の特産品・食等の販売の拡大と川上川流域

ブランド化を目指し、地域の活性化を図る。 

・下流地域と友好自治体提携を結び、官民問わず活発な交流を行う。たとえば下流自治体のリバ

ーサイドフェスティバルや物産展などがあればこれに参加するとともに、下流自治体からは住

民らが塙町を訪れてもらい、野外体験や観光地巡りなどを行う。  

・下流域で個別に開催しているボート大会、カヌー大会、釣り大会などのイベントがあれば、お

互いの連携をはかり、川上川全体の資源と魅力を活かしたイベントを行う。 

・川上川流域に「川の駅」（道の駅の河川版）の整備をはかり、関係市町村の特産品を集めた「連

携物産展」を開催する。 

・下流地域の協力的な住民を「川上川交流大使」として任命し、塙町のＰＲに協力してもらう。 

・下流住民が塙町内の施設や宿泊施設の利用の際に、優待サービスを受けることができるような

サービスを提供する。 

・広い下流域にある多くの企業との連携を求める。川上川の水や水流を利用している漁業組合、

食品関連会社、電力企業などを対象として、相互利益につながる活動をさぐる。 

・全国レベルの上下流交流活動連盟・団体などへ参加して、知名度の向上、イメージアップを進

める。 

 

●環境・森林保全関連 

・「川上川一斉クリーン作戦」として、流域周辺の自治体・住民に協力を要請して、清掃活動を行

う。高水敷あるいは河川樹林に散在する生活ゴミ等を清掃するとともに、意識啓発する。 

・下流自治体の協力のもとに、川上川の下流住民が使用する水道水１立方メートルにつき１円な

どの形で積み立て、その基金を活用することで、塙町の森林整備を進める。また下流住民とと

もに森林の手入れを行い、水源地域保全活動を行う。 

・流森林の形成と流水量の安定供給、水源涵養機能、水質の健全化などを目的として、周辺樹林

の幼木などを植樹する。また、管理のための間伐を行い、間伐した木材を下流自治体内の公共

施設に活用してもらう。 

・塙町と下流自治体のあいだで、「地球温暖化対策に関する研究会」を設立し、地球的規模で進行
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している温暖化に連携して対応する。 研究会では、木質バイオマス資源やカーボン・オフセッ

ト手法などについて調査・研究を行い、連携した取組みにつなげる。（この項は、カーボン・オ

フセットの戦略プロジェクト検討提案も参照） 

・「森林再生」「新産業開発」「源流文化再生」「健康づくり」「木づかい」などをテーマとして、エ

コ・スクールや研究機関を立ち上げ、それぞれのテーマに地域住民や下流域住民、学生らがメ

ンバーがとして所属し、流域連携による地域づくりを進める。たとえば、「100 年の森づくり」、

水土保全型路網（環境共生型の林業作業道）の普及、魚料理など新商品の開発、源流古道の再

生、炭焼き窯の再生、ヒノキの間伐材の活用など。 

・川上川の健康診断として、環境調査、環境研究、流域清掃、河口域清掃及び水源地の植林と水

環境の健全化事業などを組み立て、水源地から河口域までの交流・連携活動を進める。河岸清

掃の応援及び塙町での森づくりなどは、学校週５日制に対応した総合学習の一つとして参加で

きるようにする。 

 

●地域・文化交流関連 

・川上川の上下流域自治体と「友好・交流に関する協定書」を締結する。そして、たとえば塙町

の川上川流域で採れるドングリなどの種を下流自治体が育てて、生長した苗木を塙町に植える。 

・市町村の首長の施策交流・研修等を行なうため「市町村長会議・研修会」を開催する。 

・下流自治体で、塙町の自然環境に関する教材を利用した授業を行う。 

・塙町の環境・社会資源を活用して、無業やひきこもり状態にある若者らの社会・経済的な自立

を支援する「若者自立塾」事業を立ち上げる。（この項は、寺西重次郎封元学習活動の戦略プロ

ジェクト検討提案との連携も考えられる） 

・「川上川源流大学」の開校。塙町全体がそのまま環境学習の場として生かされるように、山の大

自然と町民講師や先生が、廃校になった小学校分校の校舎などを活用して、下流自治体の生徒・

学生を受け入れる。住民の知恵や技、貴重な源流文化などの財産が、下流地域・都市地域のキ

ャンパスだけでは学べない部分を補完する。学生・生徒らは塙町に数日間滞在して、森林、農

業、源流と源流文化などについて実体験する。 

 

２ 解説 川上川の概要 

福島県東白川郡塙町を流れる久慈川水系の河川。紅葉の渓谷美が見られる観光地、周辺に温泉

地などがある。（久慈川流域の自治体は福島県東白川郡棚倉町、塙町、矢祭町、茨城県久慈郡大子

町、常陸大宮市、常陸太田市、那珂市、日立市、那珂郡東海村） 
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６．おわりに 

 本プロジェクトは、（財）ふくしま自治研修センターのアドバイザー事業及び共同調査研究事

業として実施してきました。 

 当役場で、このような形での職員プロジェクトは初めてで、戸惑うことばかりの２年間でしたが、

研修センターの皆さんのご指導により、なんとか形にすることができました。一人ひとりの思いを、

活字にしたものがこの報告書です。「たったこれだけ？」と思われる方も多かろうと思いますが、

このプロジェクトを通して、改めて、自分達の町“はなわ”を見つめなおすことができました。 

これは、通常の業務では絶対に得られないであろう貴重な体験です。この経験を、業務に生

かし、「しあわせ実感の町はなわ」づくりに努めたいと思います。 

最後に、研修センターの吉岡さん、蓬田さん、坪井さんに心より御礼申し上げます。 
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７．参考資料 

（１）会議の経過 

平成２０年 ７月２９日 第 １回ＰＴ会議   ＰＴ活動内容について 

      ８月２２日 第 ２回ＰＴ会議   まちづくりに関する意見交換 

      ９月３０日 第 ３回ＰＴ会議   塙町の特徴について 

     １０月 １日 第 ４回ＰＴ会議   町の強み、弱みについて 

     １０月２１日 第 ５回ＰＴ会議   町の強み、弱みの取りまとめ 

     １０月２３日 第 ６回ＰＴ会議   山水花のイメージ確認 

     １０月３０日 分科会議       町内現地調査候補地選定 

平成２１年 １月２９日 町内現地調査 笹原地区、常豊地区 

      ２月１２日 第 ７回ＰＴ会議   まちづくりの理念について 

      ２月２７日 先進地視察  岩手県住田町 

       ～２８日 

      ３月１９日 第 ８回ＰＴ会議   まちづくりの基本政策について 

      ４月１０日            中間報告とりまとめ 

      ５月２７日 第 ９回ＰＴ会議   平成２１年度の活動について 

      ６月１９日 第１０回ＰＴ会議   中間報告書について 

      ８月 ６日 第１１回ＰＴ会議 

      ９月 １日 第１２回ＰＴ会議   総合計画とＰＴについて 

     １０月２３日 第１３回ＰＴ会議   まちづくりの理念について 

平成２２年 １月 ８日 第１４回ＰＴ会議   基本政策・理念について 

１月２２日 第１５回ＰＴ会議   まちづくり理念について 

      １月２７日 第１６回ＰＴ会議   戦略プロジェクトについて 

      １月２８日 サブリーダー会議   

      ２月 ２日 「塙町の将来をいっしょに語る会」開催 ３４名参加 

      ２月２６日 第１７回ＰＴ会議   最終報告書協議 

      ３月１８日 第１８回ＰＴ会議   最終報告書協議 
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（２）現地調査報告 

大仏次郎氏も見た 林道入口県道の下

に幻の泉あり 

給食で食べた味 完成したばっか 

有名な１級町道

塙勿来線を 

スカイライン? 

藤田邸を越え山越えて 

ぢの名湯 

田代から那倉呼石へ 那倉小学校を改造 昔は有名だった観音様 

昔は有名だ

った山形区 

ヤマメつかみ取り

イベント会場 

つきました、○○の里 

省略 

あの有名な 

これか・・・ 

 

殿様の畑？ 地域の人たちが整備しました。 

名前のとおり、皆の

希望が「桜」に 

湯遊ランドの湯はここから 

やっと昼食です。各自「マネー」を準備し

てください。１時過ぎるかも？ 

入浴はしません見るだけです 

この辺は、ナガシます？ 入り口だけにするかも? その昔僧侶が修行した? 

笹原の眺めビューティフル! 穏やかな川の流れ 

総務課長邸も 
水源にもなっています。 

 

9：20～9：40 

9：58～10：05 11：10～11：40 10：48～11：01 

12：18～12：28 12：39～13：06 

13：10～13：18 13：23～1４：16 
14：20～14：34 

14：38～14：48 
14：50～15：06 

15：15 15：28～15：34 

15：44～15：53 

山水花プロジェクト現地調査日程（笹原地区） 

 

 釜 藤 薩摩酒造 

湯舟観音堂 

笹原パン 

関場財産区もみじ植栽 湯岐温泉共

同浴場 

不動滝 雷滝 

矢塚 小野田自然塾 

川上農集排

施設 

片貝川源流 

川上親水公園 

干泥源泉 希望が丘 

美術館 

笹原水源地 

伊奈養鶏場 

蒼が島 

河童のすり鉢 殿畑 

川上川（和久） 

湯遊ランドはなわ 

谷川の湯 

 

志保の湯 

塙町役場出発 

９：００ 

塙町役場着 

１６:４５着 
東河内・湯沢・一本木・江竜

田・田野作（広域農道） 

水源地 

自然林 

 

現地調査の感想等 

・単独で観光客を呼ぶにはインパク

トがない

・町全体のテーマパーク化が必要　

一つ一つではダメ

・山は手入れが行き届かずマイナス

ポイントになりかねない

・安心して生活できる環境整備が必

要⇒荒れてしまう

・体験活動を通した観光

・資料の整備、看板の設置、パンフレットの整備

・物語化

・旅館に頑張ってもらう

・時間の流れもゆっくり感じさせるよ

うな非日常的空間

・お金にならなければ放棄される可

能性あり

・流行的な魅力でなく、塙町に備

わっているものそのものが魅力なの

である

・森林整備が必要

・道路整備、交通手段の整備

安心して生活できる環境？

・非日常的空間はどのような場合に強みになる？

・お金にするにはどうするのか？

塙町にある魅力とは？　自然？それだけか？

あるがままの自然が魅力ならそれを誇れるものにしよう

皆がこれがいいんだと思い込むこと！（内からの誇り）

話題づくり、ＰＲによりやっぱりいいんだと思い込むこと（外からの誇り）

意見１

意見２
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・地域の人たちが資源の重要さを認識し守り育てるように仕向けること

・塙町の知らないところを知ってもらう、塙町を好きになってもらう

・故郷への想い、住んでいるところへの想い、守り生かしていく努力

・子供たちが大きくなって塙町で頑張りたい、塙町に帰ってきたいと思ってもらうこと

・この町に誇りを持つこと

自分たちの地域を好きになることとは？

・誰かが好きになる方法を教えてくれる？

・塙町の自然？自然はどこにでもあるが・・・

私はソバは好きではないが、自分で育て、
自分で打ったソバは何よりもうまかった。

自分たちで行動し、小さな成功を得る

その積み重ねが大きな成果に！

まずは何かを始めよう！！

それにはどうすればいいのか？

●自信を持つ
●他人のものさしではない自分のものさし（地域の価値）
●地域の素晴らしさを自らが知る

意見３

 

 

山水画（花）とは

自然　四季　ふるさと　伝統　文化
清流　命の源　人の活動　交流

果実　実り　未来　笑顔　喜び

町にある資源（あらゆるもの）に人が働きかけて実を結ばせること

山 水

花
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（３）先進地視察報告 

 復命書写し                     

復  命  書 

 

 平成２１年２月２７日から平成 21 年 2 月 28 日まで プロジェクトチーム先進地視察のため岩

手県住田町に出張しましたが、その内容は下記のとおりなので復命いたします。 

平成２１年３月５日 

  塙町長 菊池基文様 

 

山水画（花）のまちづくりプロジェクトチーム 

リーダー 総務課 課長補佐 天沼恵子 

記 

１ 視察者   塙町職員 ９名 

２ 視察内容   

２月２７日（金）午後１時～午後５時（会場：農林会館多目的ホール） 

住田町における農業について－住田型農業の展開、現状、今後の方向 

（１３：００～１３：３０ 対応：産業振興課 佐々木光彦 安全農業推進係長） 

住田町における林業について－住田型林業の展開、現状、今後の方向 

（１３：３０～１４：３０ 対応：産業振興課 多田裕一 森林林業日本一の町推進係長） 

住田町における情報化の推進策について－地域情報通信基盤、地域情報の発信 

（１４：３０～１５：３０ 対応：町づくり推進課 堀尾昌史 主事） 

 現地視察 １ １５：３０～１６：３０ 木工団地 

        ・協同組合さんりくランバー ・三陸木材工事加工協同組合 

けせんプレカット事業協同組合 

 現地視察 ２ １６：３０～１７：００ 園芸 阿部ハウス（イチゴ栽培） 

２月２８日（土）午前８時００分～午前１２時 現地研修（千葉修悦氏対応） 

 住田町内の寺、神社、気仙川、橋、町並み、公園など 

３ 概要 

 岩手県住田町は、岩手県南部北上山地に位置し、旧水沢市（現在奥州市）から東へ車で約１時

間３０分のところにある。大船渡市、陸前高田市、遠野市、一関市、釜石市に隣接している。ま

た、宮城県気仙沼市も商業圏である。 

町の約９割を山林が占め古くから、林業で栄えた町である。塙町と同様、町内には製材工場が多

くあったが、木材価格の低迷から、早くから素材生産だけでなく、製品加工の木工団地を設置す
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るなど付加価値を付けた林業に力を入れてきた。また、町内の気仙大工といわれる優れた大工に

よる住宅建築の販売までを手掛け、一方でプレカット工場などを設置し、林業の振興を積極的に

行っている。 

土地利用状況比較 

田 畑 宅地 山林 牧場 原野 雑草地 その他 総面積

住田町 518.7 703.7 263.7 24,464.3 489.0 2,833.1 91.8 4,118.7 33,482.9

（％） 1.6 2.1 0.8 73.1 1.5 8.5 0.3 12.3 100.0

塙　町 1,037.1 849.3 282.5 15,492.0 842.2 196.1 2,460.8 21,160.0

（％） 4.9 4.0 1.3 73.2 0.0 4.0 0.9 11.6 100.0  

 

主な指標の比較 

住田町 塙町
6,577 10,106
2,178 3,198

37.9 31.1
834 25 1,113 20.2

1,164 34.9 2,028 36.9
1,335 40.1 2,362 42.9

484 247
1,122.8 1,115.9

2,707,465 3,321,390
0.19 0.28
14.1 13.8

工業製造品出荷額（千万円）
標準財政規模
財政力指数
実質公債費比率

1次産業
2次産業
3次産業
農業産出額（千万円）

人口
世帯数
老年人口比率

 

人口は、塙町の約３分の２で、６５歳人口割合は約３８％である。典型的な過疎の町である。

財政力は、塙町以下であるが、農業、工業出荷額とも塙町を上回っている。農業については、畜

産が盛んで養豚団地や養鶏場などがある。また林業については、昭和５０年代に整備した木工団

地があり素材生産から製品加工まで取り扱っており、町の雇用の場となっている。しかし、その

経営は必ずしも順調でなく、町から融資を受け（基金の運用という形）ながら雇用を確保してい

る状況である。 

東白川郡のように製造業の工場はあまり見られなかったが、第１次産業系の工場など雇用の場

はある程度確保されている。町の姿勢としては、林業の係を「日本一の森林林業係」としてから

もわかるように、林業に力を入れており、以前から林野庁との人事交流を行っている。これによ

り、有利な事業を導入するまたは住田町の手法を国が取り入れるなど、先進的な取り組みが数多

い。なお、林業視察で来町する団体が多く、視察は有料になっている。（＠２０００円） 

 

４ 視察の概要 

（１）農業について 

地形的にも大規模農業は行えず、さまざまな作物等を周年栽培することで農業経営を行ってき
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た。いわゆる「集約的複合経営」である。おもな作物は、キュウリ、イチゴ、さやいんげん、ト

マトなどで、特にイチゴの拡大を目指している。しかし、通年労働方式で休みが取りにくいなど

から、後継者不足が問題となっている。 

①特産品栽培の推奨 

地区ごとに農林業振興会を組織し、その地域での特産品を１０ａ作付しようという取り組み 

で、現在、菜の花、そば、タラの芽などが栽培されている。これらは、転作作物として栽培され

ており、転作の座談会などで本事業の説明を行っている。 

町では、新規作物補助、面積拡大補助、振興作物栽培時の転作奨励金のアップなどでバックアッ

プを図っている。 

②安全安心農業の推進 

安全安心農業ネットワーク会議を組織、年５回農業講座を開催し無農薬栽培を試験的に実施し、

安全安心農業の普及を図っている。なお、本会議は約２０名の会員が実際に作物の栽培を行って

おり、会員の多くは農業者であるが、農家以外の人も興味を示すなどしており、町では町民運動

へつながることを期待している。なお、ここで栽培されたものは、給食センター、老人ホーム等

に納品され約６０万円の収入を得たという。 

また、安全安心農産物認証制度・表示制度を導入し２１年度から実施する予定である。現在でも

ＪＡ等のエコファーマー制度があるが定義があいまいで、市場の認知度が低いことからより厳格

な基準で商品価値を高めるため町独自の認証制度を考案した。２１年度導入であるため詳細はに

詰めなければならないが、付加価値をどうつけるかが課題である。 

③土づくり対策事業 

 農業は土作りが原点であるとの認識から、家畜排せつ物のたい肥化による有機質資材の開発を

推進し、安全安心農業の推進を図る。 

現地（イチゴハウス） 

２０ａ約８５００株のイチゴ栽培 周年経営を行い産地化を目指している。 

このハウスは、木工団地に隣接している。木工団地では木くずを燃料にボイラーを運転し、さら

に発電を行っているが、その温水や電気をイチゴハウスに供給している。このため、暖房費用が

安価で昨年の石油高騰時には大いに役立ったということでる。 

 

（２）林業について 

森林面積は約３万 ha。人工林率５４％ 内１３．３千ｈａが町有地（もともと、伊達藩の山林

であった。国有林はほとんどない。）という特徴を持つ。人工林の約６割は杉でそのほか、カラマ

ツ、アカマツなどである。 

①川下からの林業振興 
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住田林業の特徴の一つは、「川下からの川上まで」で、木造住宅建設、プレカット工場、製材工場、

素材生産というように、木材の生産から加工販売まで一連して行っていることである。 

まず、素材生産までの施策であるが、間伐事業等国県の事業を導入しているほか、それを補完す

る形で町独自の事業を実施している。 

開発作業道開設事業費補助金、らくらく道開設事業補助金、間伐施業補助金、持続可能な森林整

備推進事業費補助金など多種にわたる。 

特筆すべきは、山林全体の 4 割を占める町有林の施業である。年間約 8 千㎥の素材を生産し、森

林組合に委託し保育を実施している。年間を通して木材供給の調整役を担っており、民間の生産

が多い場合は尐なく、多い場合は尐なくというように調整できることは、安定した製品の生産と

安定した雇用が図られている。 

②木工団地 

木工団地には、製材工場、集成材工場、プレカット工場がありそれぞれ別経営体が運営している

が、お互いに連携して事業に取り組んでいる。 

○協同組合さんりくランバー 

 集製材の材料を製材している。 

設立 平成 14 年 

雇用 20 名  売り上げ 3 億 7 千万円 

 

○三陸木材高次加工協同組合 

集成材加工 

設立 平成 10 年 

雇用 58 名  売上 13 億 9 千万円 

 

○けせんプレカット事業協同組合 

     プレカット、木質ペレット製造 

     設立 平成５年 

     雇用 １１９名 売上 ３０億円 

    ○住田住宅産業株式会社 

     住田住宅の建築 気仙大工の継承につながっている。現在新築は年２～３棟リホーム

が多い。 

     設立 昭和５７年 

     雇用 １０名 売上 １億１千万円 

③森林資源のエネルギー利用 
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  平成１２年度に地域新エネルギービジョンを策定し、木質エネルギーの利用を検討した。そ

の中から、木質ペレットを燃料とした暖房の導入が考案され実施に至っている。 

   町内各所にペレットストーブが導入されている。保育所のペレットボイラーを視察したが、

導入されているボイラーは、ボイラー技士の資格がなくてもよいもので、保育士が管理をしてお

り、灰もほとんど出ないという。また、平成１４年に導入してから修繕等はほとんどなくメンテ

ナンスフリー状況とのことである。なお、一般家庭の暖房で使用するペレットは約１ｔで、費用

は４万円とのことである。 

④森林認証制度 

 製品の付加価値の向上と違法伐採当防止のため、野菜のトレーサビリティーのような仕組みを

導入し、適正な森林管理による製品の創造を図っている。一般の製品との差別化により、住田材

の価値を高め、利用者に安心感を持ってもらえる効果的取り組みと思われる。これは、住宅にも

導入ししている。 

⑤森の科学館構想 

 町内全体が森林博物館であるとして、あらゆるところで森林体験の機会を設け、特に保育園児

等に森林にふれあってもらうために「森の保育園」を定期的に行っている。また、森林の案内が

できる人材育成のため各種講座も実施している。 

西欧では、森林に携わる人をフォレスターといい、社会的地位も高く名誉なことであるそうだが 

、日本では林業従事者＝作業員のイメージがある。このイメージを払拭し、あこがれの職業にし

たいとのことであった。 

 

（３）情報通信基盤施設について 

 住田町の９８％がデジタルテレビの難視区域になることから、地デジ対策としてブロードバン

ド化を進めた。また、防災無線はＳ５８年度導入と古くその対応も必要であった。 

① 検討委員会の立ち上げ 

総務省、県職員をアドバイザーとして１８名からなる情報化検討委員会を立ち上げ、町内の 

情報通信基盤について協議 

最終的には、地デジ対策を突破口に町内全体のブロードバンド化を目指した。 

多くの町民はブロードバンドに関しては知識がなかったので、説明会を実施するなど理解し

てもらうように努め、さらにイベントなどを利用して防災告知などの機器に実際に触れても

らい意見を聞いた。その後アンケート調査を行い事業に着手した。スムーズに進んだのは町

長の強い意志があったからであると職員がコメントしていた。 

② 整備内容 

・自主放送（議会放送、遠野テレビとの連携によるお知らせ番組の放送）、地デジ等再配信 
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・ブロードバンド 光ケーブル２芯整備、ひかり電話 

・防災・コミュニティ情報（行政情報無線） 

・地域イントラネット（公共施設間の通信網整備） 

これに付随して携帯電話会社による基地局の整備が進んだ。 

③ 利用料等 

加入分担金  63,000 円／件（当分の間は無料） 

テレビ放送等の加入 ９８％  1,150 円／月 

防災告知等          1,890 円／月 

  ブロードバンド  ＮＴＴのサービス 加入率約 30％ 

④ 防災情報について 

無線方式で、屋外スピカー、戸別受信機が整備されていたが、今回の事業で有線によるＩＰ

告知方式とした。防災は無線方式という話もあるが、想定する災害は有線での対応可能とし

て無線方式から切り換えようとしているが、現在は屋外スピーカーはそのまま残し、使える

だけ使おうという姿勢でいる。無線はアナログであるが、カバー率の関係からデジタルへの

変更は考えていないそうである。 

 

 

流失橋（大雤のたびに地域住民が架け替えを行なう。） 
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（４）町の強み弱みについて 

 ○人づくりについて 

のんびりしている

お年寄りが元気

老人会が元気
ダリア作り、注連縄作
り、ゲートボール、など

時間の流れがゆっくりし
ている

地域の結びつきが強い

人柄が良い

県外などで活躍してい
る人が割りと多い 地域のまとまり感が乏

しい

何でも首長に言えばと
おると思っている人が
いる

役場ＯＢの影が薄い

新発想に消極的変化を好まない

自分の自慢をする人が
尐ない

声の大きい人が正しい
と思ってしまう（風習）

純粋な人が多い

町民が行政に依存して
いる

選挙大好き

飽きっぽい

滞納に慣れている人が
いる

指導者がいない 地域のリーダーがいな
い

多くの人が交流できる
場がない

熱しやすく冷めやすい

人づくりを理解していな
い

高齢者の活躍の場設定
地域の人材発掘
町外の人材発掘

地域リーダーの育成⇒集落支援
員制度

役場職員ＯＢなどボランティアの養
成

町民自らがまちづくりに参画
する意識の醸成

行政情報のわかりやすい伝
達

生涯学習の充実

ともに考えともに行動する町民
町、町民の情報共有

 

○農業について 

何でも作れる、作ること
が出来る

いろいろな農産物が取
れる

和牛が多い

米がおいしい 各家庭で野菜を作って
いる

後継者の中に夢を語れ
る人がいる

直売所がある（人気が
ある）

標高差を活かした農業
が可能

おいしく安全な野菜が
たくさんある

木材の皮が多くある

貝化石の肥料がある

都会には農業後継者に
なりたい人がいる

担い手がいない

農業所得が低い

若い人が農業を学ぶ場
がない

道の駅で満足しきって
いる

循環型農業がない

産地作りまで待てない、
根気がない

農業従事者が高齢化し
ている

まとまった作物団地が
作れない

販売までつながってい
ない

遊休農地が多い

農業従事者が減ってい
る

安全安心な尐量多品種農業

農業等廃材の利用
安全な土作り
バイオマスエネルギー

・高齢者が主役の味わいの
あ　る農業
・作る農業から売る農業へ

農業体験型観光
農業学習制度
民泊農業
農業高校、農業大学、農民大
学構想
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○工業について 

協和木材（全国規模）
の会社がある

製材業者が多い

貝化石が取れる

社員を毎年地元から採
用する会社がある

地元の企業はがんばっ
ている

地元に貢献したいと
思っている会社が多い

大企業がない

働きたい企業が尐ない

若い人が働く企業が尐
ない

企業間の交流が尐ない

企業間交流の窓口を作
る採用しようと思っても適

した人が尐ない

働く人の賃金が安い

地元企業ででないと景
気により撤退する可能
性が高い

企業誘致⇒
完成道路から遠い、
労働力が尐ない、土
地が狭い ・小規模企業の誘致

・比較的大きな企業との連携
による起業

・内発型産業の育成

・立地条件に左右されにくい
企業

地元企業を伸ばす
みんなで忚援

企業間の交流推進
情報通信基盤の整備

 

○商業について 

丸正薬局に良い薬があ
る

金沢魚店の宴会は安
い

坂本やのたいやきがあ
る

鈴木かばんやは遠くか
らお客さんが来る

商店街ごとにイベントが
ある

道の駅のお菓子屋は
売れている

笹原パンは人気がある

清華の中華料理には
特徴がある

喜多方ラーメンの麺は
上石井の緑川製麺製
造と聞く
人口の割りに飲み屋が
多い

こんにゃくが売れている

食堂はどこも特徴があ
りうまい

ガソリンスタンドが沢山
ある

酒屋が多い

直売所が３箇所ある

移動販売をする人がい
る

店のすぐ近くに駐車場
が欲しい

従業者の高齢化

欲しいものを売っていな
い

商店街に活気がない
（人がいない）

特産物がない

行きたい店がない

商法が古い（待ちの姿
勢）

商店街には金持ちが多
すぎる

閉店時刻が早い８時は
ほとんど閉店

商品券は使い道があま
りない

休日に開いている店が
尐ない

店に入ると何か買わな
ければならない雰囲気
がある

商店街のイベントが尐
ない

商店街のまとまりがな
い

後継者がいない

起業家精神がない

飲食店には後継者もい
る

特色ある商店の存在

特色ある店もあるが多く
は・・

特色ある商店のPRと
利活用

駐車場の整備とイベン
トの実施

商店街の連携

一歩前に出る商売

大型店にはないものを売る

農家など生産者との連携

地元の商品を売る

移動販売
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○自然環境について 

自然環境が豊か 汚い環境がある

美しい自然環境がある

地域ビジョンの方向性

花が多い

雪が尐ない

川魚が豊富である

サイクリングロードの桜
がきれい

山菜が採れる

川がある

面積が広い

多くの山林がある

地域の人しか知らない
自然が残っている

名水がある
２千万年の鼓動

昔のままの自然がある

高低差がある

木の町

空気がきれい

きれいな渓流がある

川上地区内の川と家
並、木立の風景すばら
しい
地震が尐ない

野生動物が多い

川の水量が尐ない（水
深が浅い）

杉が多い

米山からの朝日がすば
らしい

羽黒山、風呂山からの
町の風景が良い

環境問題の取組みが
遅れている

恵まれた自然が活かさ
れていない

川にごみが多い

山が荒れている

花粉が多い

川魚が豊富である

花が多い

川魚が豊富である

サイクリングロードの桜
がきれい

山菜が採れる

川がある

多くの山林がある

地域の人しか知らない
自然が残っている

名水がある
２千万年の鼓動

空気がきれい

川にごみが多い

山が荒れている

きれいな渓流がある

川上地区内の川と家
並、木立の風景すばら
しい

野生動物が多い

羽黒山、風呂山からの
町の風景が良い

環境問題の取組みが
遅れている

改善すべきテーマ

推進すべきテーマ ・美しい自然環境を生かす
　（花のまちづくりの推進としても良い）
・豊かな自然環境を保全・活用する
・自然や生活環境の改善を進める

 

 

 

○観光について 

道の駅、直売所が繁盛
している

温泉がある

サイクリングロードから
の眺めがすばらしい

ダリア園がある

松茸祭りがある

桜団地を有志で造成

花見山を作ろうとしてい
る人たちがいる

美術館がある

桑折町との交流（寺西
代官つながり）を図る

観光といえるようになっ
てよかった

若者が楽しめる場がな
い

観光の目玉がない

農業と観光の交流が尐
ない

湯遊ランド、道の駅、コ
ミプラがある

将来性を考えるべき

道の駅の食堂メニュー
は地域を意識させるよ
うなものにする。

・小さな観光地を大きくつなぐ

・風光明媚な観光でなく体験型観光

・歴史文化から物語を作る

・町の再発見
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○福祉・健康について 

歯医者が５件もある

福祉施設が多い

老人ホームがある養護
（町営）、特老（民間）

厚生医院がある

福祉そのもののイメー
ジがない

福祉関係に目を向けた
施策でなかった

病院が近いので通院者
が多い

石川医院がなくなった

専門医へかかるのは遠
くの病院である

健康推進事業が手薄で
ある

保健センターがない

高齢化率３０％超

町民全体の健康状態を
町民が知る機会が尐な
い

医療施設は比較的充実してい
るが、ちょっと立ち寄れる施設
がない。石川医院はちょっと立
ち寄れる医院であった。

当町は、地域集会所等を利
用して積極的健康推進を進
める計画であったため、保健
センター等の中心施設を建設
しなかった。

・予防医療に特化した施策

・健康推進事業の推進

・健康相談会などによる地域単位の健康促
進事業の充実

・地域住民と町のコミュニケーション

・住民同士のコミュニケーション

・生きがい対策(働くこと)の創設

 

○教育子育てについて 

子供があいさつをする

無料のプールがある

幼稚園と学校の交流が
ある

育児支援事業が多い

子育て地蔵、子育て
サークルなど地域で母
子に優しい

小学校が多い

スポーツ活動（スポ尐な
ど）にがんばっている人
がいる

学力が低い

人材育成に力を入れる
必要あり

大人が子供たちに何を
望むのか見えない

子供が尐ない、集まら
ない

子供が安心して遊べる
公園（広場）がない

勉強・部活に忙しく自然
にふれあう機会がない

尐人数学級で尐数精鋭
化している

祖父、祖母の子育てを
推進すべき

尐子化が進んでいる

家で面倒を見ないで、
保育園にすぐ入れよう
とする

塙町の教育方針を決める

・家族での子育てを原則

・地域行事等への積極的参加

・塙っ子の育成

親の教育

教師の教育

子供の教育

小野田自然塾の精
神の再確認

学習も大切だが、
ふるさとを大切に思
う心の育成も重要
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○歴史・文化について 

宿場があった

天領であった

３０００本のつつじがあ
る

人情味のある人が多い

太鼓の保存会がある

お月見泥棒がある

知られていない文化人
が多い

特徴ある建物がある

代官所があった

真名畑に金山があった

年寄りの昔の知恵が伝
承されない

・歴史文化の再発見と伝承

・教材としての利用

・地域自慢のPR

・町民全体で伝承するという気質

・専門家の育成

 

○交通通信について 

防災無線が全戸にある

スクールバスがある

地元紙（２誌）町の情報
が入りやすい

水郡線には田舎のロマ
ンがある

水戸、白河、いわきどこへ
行くのも同じ距離である

道路が狭いので注視して
運転し、交通事故が尐な
い

バス停まで遠い

公共交通機関が充実し
ていない

高速道路まで遠い

歩いて通りたい町に
なっていない

車がないとどこへもいけ
ない（生活できない）

バス利用者が尐ない

福島空港は便数、路線
が尐ない

ブロードバンド環境が未
整備

日中のバスにはほとん
ど乗客が乗っていない

交通標識で「塙」とつく
ものがあまりない

携帯電話未整備地域
がある

国道１１８号の通過距
離が短い

道路が狭い

水郡線の上野直通がな
い

バスの補助金が大幅に
低下する

・高齢者の足の確保

・公共交通機関の再編

・道路改良

情報通信基盤整備の実施

観光へ結びつけ
る
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○生活環境について 

下水道整備が進んでい
る

木の香りがする

ごみの有料化に取り組
んでいる

井戸水が飲める

積極的に省エネに取り
組んでいない

生活ごみを自宅で燃や
している人がいる

町内排水路大雨時にあ
ふれる

公園が整備されていな
い

野良猫が増えている

畜産公害がある

工業団地、製材所など
騒音がある

工業団地調節池の水
が汚い

最終処分場残り１０年
でいっぱいになる

ごみの最終分別処理が
徹底していない

ごみのポイ捨てが多い

犬の散歩で、糞の後始
末を出来ない人がいる

町の公害

人のモラル

・環境政策からの省エネルギー
・自然との共生

・町内都市計画

・モラルの向上

・ごみ処理の長期計画

 

○安全安心について 

隣近所など地域のつな
がりが強い（安心して生
活）
消防団が活発である

犯罪が尐ない

自然災害が尐ない

地震に強い

台風が来ない

町全体が暗い

危機意識がない

夜道は暗い

犯罪意識が低い

高齢者の運転が危険

放火が多い

危機管理体制が十分
浸透していない

・自主防災組織の充実

・自助、共助の精神高揚

防犯灯の計画的
設置？

高齢者の足の確
保

定期的な防災等
訓練

住みやすい地域である

災害は忘れたころにやってく
る

忘れない仕組みづくり
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（５）塙町の将来をいっしょに語る会議事録 

「塙町の将来をいっしょに語る会」会議録 

実施日時  平成２２年２月２日(火) １９：００～ 

場  所  塙町農村勤労福祉会館 小研修室 

出 席 者 

 一般参加者 ２１名、 ＰＴ関係者 １３名 

  

次第 

１．開会  

２．コーディネター紹介 

   ふくしま自治研修センター教授 吉岡正彦氏 

３．これまでの説明  プロジェクトリーダー 天沼恵子 

３．自己紹介 

４．意見交換 

５．本日のまとめ 

６．閉会 

 

議事要旨 

 

ＰＴ：塙町役場のプロジェクトチームということで、平成 23 年からの 10 年間、塙町を良く

しようとその基本理念、基本計画を定めて取り組んでいこうというチームです。これ

まで若い職員を中心に計画を立ててきました。これまでに考えてきた計画、理念をま

とめて資料にしてきました。資料のイメージで、塙町を運営していこうという考えで

すが、あくまでもこれは塙町役場だけの狭い視野での考えなので、皆様の意見を頂い

て、我々の報告書として町にあげていこうという思いです。ただ、みなさんの今回の

意見がそのまま計画書になるというわけではなくて、報告書としてまとめていきたい

と思うので、よろしくお願いします。 

本日、福島自治研修センターから吉岡先生にお越しいただきました。町づくりに関し

て造詣が深い方です。本日はこの会議をコーディネートして頂きます。よろしくお願

いしたいと思います。 

それでは吉岡先生の進行で、会を進めていきたいと思います。 

 

司会：紹介を頂きました。吉岡と申します。市町村の調査、研究のお手伝いをしており 
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  ます。この会では塙町の職員さんたちが考えたプランを皆様に報告し、さらに意見を

聞いていきたいと思います。私は町から依頼を頂いて、この町づくりの計画に携わっ

てきました。本日は司会・進行という役をつとめます。中身に入りたいと思いますが、

まず手元の資料について、天沼課長から説明をして頂きます。プロジェクターなどを

使って説明して頂きます。その後、皆様から自己紹介をして頂いて、意見交換をして

いくという流れになります。 

 

ＰＴ：それでは、説明の方に入りたいと思います。なぜこのチームが出来たかというと、 

   長期総合計画ということもありますが、いま町職員には若くて優秀な人材が入っ 

 ております。この人材をどう生かしていくか、塙町のために職員が本気になって 

取り組むことは何か、を考えていこうという目的です。そういった所を色々な形 

で具体的に考えようということです。 

平成 20 年 7 月にチームは 13 人で構成されています。2 年間で何をしてきたかと 

いうと、会議 15 回、町内外の視察（町の山間部、岩手県住田町）などを行っ 

てきました。年齢層が幅広く、みんなの意見がひとつにまとまるまで時間がかか 

るので、まずは町をよく見ようということから始めました。 

職員が本気になることを狙いにして始まりまったこのチームでは、これから「山 

水花」プロジェクトとして、町のあり方、進め方を考え、問題点などをあげて、みな

さまの方に報告したいと思います。 

まず、皆さんもご存知のとおり塙の人口は一万人を割りました。町の人口はこ 

れまで 10 年ごとに 1,000 人減尐しています。これからこの速度が加速してい 

く恐れもあります。 

 

（人口の減尐、高齢化） 

    現在の高齢化率 30.7 パーセントですが 20 年後には 41 パーセント、5 人に 2 人が 65 歳

以上となるのも間近です。さらにこれが早まる恐れが懸念されます。 

    塙町には 43 の集落があります。限界集落数（＝集落人口の半数以上が 65 歳以上）

は０ですが、65 歳以上が 40 パーセントまできているという集落は４つ、準限界集落

（＝集落人口の半数以上が 55 歳以上）は７集落、この７集落は真名畑、湯岐、田代の

ほか町内では上町が該当します。限界集落は山間部というイメージがありますが町内

にもあるということを頭の中に入れておかないとなりません。 

   私たちは、岩手県住田町へ視察に行き、勉強してきました。住田町は山間部にある山

村で、交通の便が悪いという第 1 印象でした。人口は 6329 人、面積は 334,83 平方キ
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ロメートルと広く、行政負担も多く大変ですが、林業が盛んなことで有名な町です。

林業生産額の比較すると、塙は 25 億、住田町は 48 億、工業団地も持っているが塙は

111 億、住田は 112 億と差がついている、光ケーブルをいち早く整備をして町内の情

報交流はもちろん町外からの情報の取り込みにも積極的です。どの分野においても「町

の目標がはっきりしている」、林業、農業でも価値があるものを行っているという印象

でした。 

   住田町のような町づくりを見て、塙町は首都圏に近いなど、住田町に比べ優位にある

と考えることができます。今ある資源をもっと活かすことができると思います。こう

いう考え方も出来ると視察へ行き感じました。 

   そこで、塙町の様子をもっと見てみようということで、町を振り返ってみました。 

   （プロジェクターを使っての説明 スライドの内容は別紙のとおり） 

   自然的→災害が尐ない、昔のまま自然がある、米がおいしい、景色がきれい、温泉が

ある 

   人 的→地域の結びつきがある、貝化石がある、作ることが出来る、何かをしようと

している人がいる。 

   いま、非常に大きな転換期を迎えようとしています。 

   物の豊かさ、心の豊かさ、地域のものを活かしていこう、塙町はどちらも可能性があ

る。 

（行政の原点） 

    町民の幸せ 

    町内の視察、 山間部、雪が残っている、老人しかいない 

    色々不便だけどもそこに住む＝幸せ 

    集落や人がある→町がある→仕事がある 

    確立した生活とは→人間らしく生きること 

    住む人のために最低限の生活基盤を作らなければならない。 

・ 誰かに認められること 

・ 自分が参加できる社会 

・ 実感、生きがい 

    この３つを住民に与えられる 

   みんなが主役、幸せを実感できる町にしたい 

    山→自然、風景 

    水→流れるもの、交流、人の動き 

    花→喜び、夢、生きがい、子供、心 
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   町づくりの理念「山水花の町づくり」を計画して提案。 

              ↓ 

・ 山→自然と共生 

・ 水→人のつながり 

・ 花→郷土愛 

→ それからまちづくりの基本政策について、資料の中の５本柱として、 

1.地域資源を生かした産業育成に取り組みます。（産業・経済） 

2.健康で安心して暮らせる町をつくります。（健康・福祉） 

3.郷土を愛し夢を実現できる人材を育てます。（教育・文化・人づくり） 

4.豊かな自然を生かし家庭と地域の安全の町をつくります。（まちづくり・環境） 

5.町民みんなが主役の町をつくります。（行財政・協働） 

 

今日は１と２と３について絞り、皆さんから意見を聞きたいと思います。 

 プロジェクトチーム 山水花 

「みんなが主役、幸せを実感できる町にしたい」を目標として定めるためにこの事業を進め、

基本の５本柱を考えていきたいということで、プロジェクトチームの発表とします。 

 

司会：天沼課長より２年の成果の一部を発表して頂きました。塙町の基本的な考えをベース

にしてみなさんで語り合っていただこうと思います。進め方は、まず、自己紹介を兼

ねてこの会議に向けて一言頂いて、また３つの大きなテーマがありますので、それに

ついて意見を頂くということで進めていきたいと思います。 

 

～各自自己紹介～ 

 

司会：町づくりの５本柱からの３つの各テーマについて話をしていきます。 

   まず、一つ目の産業、経済のテーマなのですが、この分野に関してサブリーダーであ

るまち振興課、大越さんから説明していただきたいと思います。 

 

ＰＴ：産業、経済についてたくさんの意見が出たのですが、それを凝縮して発表していきま

す。 

   ○産業、経済の発展  仕事がなければ食べていけない 

   ○企業誘致      働く場を作るために、いまある資源を活かして内発的な産業

を行えたらいいのでは 
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   ○農林業       農産物や林業を活かす 

平成２１年９月アンケートでは、今後の重要な課題として、特に重要とされたのが 

① 就労対策の充実（64.1％）、②地場産業の充実（54.3％）、③農業の振興（53.7％） 

と特に重要とやや重要という数値を合わせても、70％という数値を示しており、塙町

では、仕事の確保が重要であり、農業にその期待がよせられている。ことが示されま

した。 

 

司会：色々、問題提起あると思いますが、特に農業は若い人がやらない、農業の敷居 

が高いという問題があります。本日は、農業関係の方、道の駅の方、商店街の 

方がいらしていると思うので、ご意見を聞いていきたいと思います。どうでし 

ょうか？ 

 

Ｓ ：産業経済について塙町がやっていかなければならないことは、都会との交流、物流、

都会から人を呼ぶ、塙町に来る目的は、癒し、田舎体験、観光、グルメなど。物流は

農産物、ブランドのもの、Ｂ級グルメなどを塙町から発信していかなければならない。 

人を呼ぶキーワードは「オールド」古いという意味ではないです。オールウェ 

イズ～三丁目の夕日～という映画が大ヒットした、そのわけは“懐かしさ”だ 

といえます。このキーワードをアイデアとして活かしていったらどうか。人は 

きますが、人口が直接増えるわけではないので……。交流、物流でそういう風 

に考えていけばどうでしょうか。 

司会：人口には定住人口と交流人口というものがあって、今の話では交流人口を増やし 

 て町ににぎわいをもたらすという意味ですね。 

 

Ｕ ：Ｓさんの意見の延長として、いま塙町は葛飾区と練馬区との交流を図っていますが、

もっと都会の人との交流を持つことが大切ではないか。 

塙町は広く、標高差もある。非常に未開発の場所があり、研究の余地がたくさ 

んある種がたくさんあるような気がして、わたしはムズムズしています。ここで発言

したいのです。県などのプロを呼んで、新たな研究のシステムを作ったり、農家自身

が研究していったらどうか。例えば、標高差を利用して時期を変えて作物を作れば、

品種が変わって同じ作物でも商品価値が違ってくる。これを活かして、営業用と消費

用で、たった一つの作物でもたくさんの可能性があるのです。宝の山だと思います。

専門家を呼んで専門スタッフを揃え、新たな研究を行い、開発していくべきである。 
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司会：埋もれている資源の掘り起こしということですね。 

 

Ｅ ：いま現在、塙では何が一番特徴的なのか。自然的、人的に強みがあるとおっしゃいま

したが、率直に考えて、いま塙で一番人が集まるという場所は塙厚生病院ではないで

しょうか。医療・福祉の分野で、施設などを進化させて、高度医療を受けられるとい

う風に評判高くすれば、もっと人が集まってくるのではないか。交通機関を充実させ

た方がよい、バスの待ち時間を利用して、使える施設を作ったらどうでしょうか。 

 

司会：健康・福祉の話なので、後ほどまたうかがいます。 

 

Ｓ１：塙町は遊休農地である。菜の花畑やレンゲ草畑やからし菜、コスモス畑など植えてみ

てはどうか。お金をかけなくても誰でも経営できることもある。 

花は特に企画しなくても人が集ってくるので、花と遊休農地を利用してみてはどうか。

個々でやっている方もいるが、みんなでやればもっと良いと思う。 

 

司会：非常によい話だと思います。 

 

Ａ ：白石禎美元町長の企画では、塙厚生病院、林業試験場、こんにゃく試験場もありまし

た。農林業は、昔はこんにゃくと言えたが、今は特産品と聞かれても答えられない。

それは、指導者も農民も悪かったと思う。ある程度の農林予算はあるが何をやってい

るのか解らない。目玉がない。本腰を入れて指導者と農民が緊密に関り合い、これと

いったものを作っていくべき。指導者に期待します。 

 

Ｈ ：塙町は、林業で成り立ってきました。林業関係の仕事を増やすべきだと思います。需

要がないからといって、山を放置して置くのは、劣化するだけ。町民が山と関り合い、

マーケットを広げたり、手入れしたりした方がよい。また技術養成も必要である。町

や県が職業訓練場などを作り、就職させて、家族で塙に住む。このことを全国に呼び

かけるべき。まず資源を利用してできることからやっていくべきであると思います。

生活の基盤を作るべきだと思います。 

 

Ｆ ：自分が行っている団体の現況を説明したいと思います。塙町は『木の町』を作るとい

うことで町の補助を受けて商工会などと行っています。案として町内の看板全て木で

作るということをしたいと思います。町中の看板がバラバラです。半分ボランティア
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で看板を手彫りで彫る。町の木を利用して作る。レトロな部分もだせると思います。

今動いている部分とこれからの部分をもう一度振り返り取り組むことが大切ではない

でしょうか。かつてＨＯＰＥ計画という計画があったが、これらも再度見直したらど

うか？ 

 

Ｋ ：商業関係についてですが、悲観的な意見だと、お菓子・食堂以外の店は 10,20 年でな

くなってしまうのではないか。人口の減尐を止めるのは難しいことだと思います。 無

駄な抵抗をやめて、限界集落であれば、その集落の人を集めて、老人ホームと独居老

人のアパートで住んでもらう。空き地になった所は、土地購入などにいかす。商売と

限界集落の活用を行う。産業祭をやることで商店街は空っぽである。産業祭自体もマ

ンネリだ。その予算を別のところに移して、人気なイベントなどは、町の商店街の方

へ移していってはどうか。とにかく商店街を中心地として賑わうような企画をしてほ

しい。 

 

司会：Ｋさんは自己紹介で、生涯学習やボランティアなどについておっしゃっていましたが、

町民の方で何かボランティアなどは考えていますか。 

 

Ｋ ：子供から歩ける老人まで参加する。世話をして世話になるという町のしくみをつくり

たい。ボランティア手帳を作り評価していくシステムを作る。 

町職員は１年の３分の１が休みだからボランティアリーダーとして、率先して行うべ

きです。 

 

司会：全国の地域では地域通貨といって必要なボランティアを互いに行って、より豊かな生

活にしようという考えがあります。塙町でもできないかということですね。 

Ｋ：里山がありますよね、あそこで是非奥久慈神社をのせてもらいたい。 

 縁起物（億クジ）として人が来るのではないか。 

 

Ｙ ：塙町の現状でも子供は生めますか。育てられますか。今ないものを作っていくことが

町、町民としてやっていくこと。将来継続してできることを考えるべき。林業は需要

がないから現状になっている。その林業をこれからずっとやっていけるかというと不

安。 

 

司会：では、20、30 年やっていける産業は何だと思いますか。 
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Ｙ ：私が行っていることは、有機農業、無農薬での野菜、米、＋αで農家民宿。 

田舎に興味がある人にアルバイトさせて定住させています。塙町に定住させる。今後

その人たちが 20 年 30 年自給できるような農業支援をしていきたいと思う。 

塙町のイベントというのは、単発で自己満足で終わっていると思う。ダリアといって

も年中ではない。単発に終わっている。誰に満足してもらうのか、どれだけリピート

してくれるかが大切。「美しい町づくり」ではイメージが各人バラバラ。もっと具体的

目的をもって取り組むべき。また、町ではなく民間がリーダーシップを取るべきだと

思う。 

 

ＫＩ：子供たちが「町に残る」町であって欲しい。自分の子供達が後継者になっているか。

さしあたっては、小中学生に町をもっと知ってもらうことが必要。 

 

司会：産業経済に関しても様々な分野が関っている。テーマを絞らずに話を進めたい。 

 

Ｏ ：人づくりの分野で大切なのは、自己実現である。今は『人』人の個性を伸ばすことが

大切。例えば塙のイベントである灯篭流し大会は若い人達が中心となって運営をして

いる。行政に対して考えていない人、考える人の格差が大きい。 

古い体質が固定観念を生み出し、若い人が自由に身動き取れないでいると思います。

個性をいかに出してあげるかがこれからのまちづくりに関しては重要だと思う。 

自分の意見が言えるということは自分で考えるということで日常でニュースや新聞を

みても何でも塙町と関連づけて考えるようになるとまちづくりに興味をもって取り組

める。 

 

Ｅ ：幼児教育が大切だと思います。自分の意見が言える人になる、教育が大切である。子

育てサポーター研修を行っているが、20 人くらいとみてましたが、50 人くらい 

の方が参加しています。実際には子供を育てたいという親が多いので、子育てサポー

ターを増やして伸ばしていきたいと思う。多くの参加して頂いて、伸ばしていく。お

年寄りが安心して住める町、レクダンスがありますが、年配者が（70,80,90 代）踊っ

て元気になるので、そういうことも積極的に行っていきたいと思います。 

 

Ｋ３：団体でも、参加する人が決まっている。また厚生病院はとても価値のあるもの。医療

の研修現場として、近くに学校などを作るということもよいのではと思います。 
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司会：なかなかこういう場にくる人も本当に限られています。声の届かない人に届けたいと

は思いますが、なかなか難しい。まだ発言していない方はどうですか。 

 

Ａ ：塙のダリアとして、漬物の方の会長をやっておりますが、本当に軌道にのってないの

で勉強して頑張ります。 

 

Ｋ３：こういう場は大切ですが時間をとって未来についてきちんと考えて色々な人と 

意見交換することがもっとできればよいと思います。2 時間では語れないですか 

ら。 

 

司会：今回は一回目ということもあって、皆さんの都合もありますし、時間は多く取れない

ということと、また予想よりも多く集まって頂いたので、もちろんこれで終わりとい

うわけではないので、またこういう機会を作って頂きたいと思います。 

 

Ｈ ：若者がいないということが問題。区長は行政として義務としてこなければいけないが、

若者もリーダーを育成し、このような機会に参加できるようにしたらいいと思う。そ

ういうことを行政が進めていくべきである。 

 

Ｕ ：幸せを感じるときとは希望があるときである。塙町に希望があるという計画に 

してほしい。 

 

Ｅ ：要望的な発言になるが、人口対策等を広域的な視野。例えば郡単位等で考える 

必要もあるのでは。 

 

Ｔ ：『レトロ』というキーワードがありますが、たなばたがあったり、チャンバラもやった

り、町の元気はこういったことが原点ではないかと思います。日本の経済は人口が 7

千万人から 1 億 2 千万になったときに日本経済は成り立った、子どもは国を作る、そ

こが大切だと思う。東京は若い人であふれている。活発になっている。大田原市や、

白河市も学生が増えてそうなってきている。『レトロ』という言葉を出しましたが、そ

ういう懐かしさや子ども心を利用してみたら若い人も集まってくるのではないでしょ

うか。 
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Ｓ：皆さんの意見を聞くことができてとても参考になりました。 

 

Ａ２：「協働」について話を聞きたかった。また、町職員の皆さんから裏話などを聞きたかっ

た。 

 

Ｙ２：自分達がそれぞれの業種を楽しんでそれぞれの得意分野を伸ばして評価し合う 

ことが大切だと思います。みんなでひとつのことはできないと思うので。ただ 

Ｓ１さんの『花を植える』という意見は良いと思います。以前に首都を移すと 

いうことが流行っていて『全町都市公園化』という言葉が流行っていたのです 

が公園を作るということは良いことだと思います。 

 

司会：皆さん意見がでました。時間も過ぎているので、そろそろしめたいと思います。事務

局の方から何かありますか。 

 

ＰＴ：本日はありがとうございました。こういう場で意見を言える職員、考える職員になる

ことを第一歩としてプロジェクトチームを立ち上げてきました。この会議は、第 1 回

目ですが、専門的な分野に急に入れないので、まず代表の方に集まっていただきまし

た。また次年度から皆さんとの交流、地域に入って現状を知るということをもっとや

っていきたいと思います。地域の資源を活かす、みんなは主役で自分の意見が言える

ようなそういうまちづくりにしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いしま

す。 

                             以上 終了２１：００ 
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（６）プロジェクトチームメンバー名簿 

ＮＯ 所属 職 氏名 

1 まち振興課 副主幹兼地域づくり係長 金澤祐介 

2 まち振興課 主事 羽田友哉 

3 まち振興課 課   長 天沼恵子 

4 老人ホーム 専門主任調理員 金澤ノブ子 

5 総務課 副主幹兼企画情報係長 江田一寛 

6 まち振興課 主任主事 下重敬子 

7 町民課 主査 藤田和成 

8 公民館 主任主事 鈴木しのぶ 

9 まち振興課 主任技師 大越伸房 

10 まち整備課 主査 白石宗光 

11 健康福祉課 専門主任保健師 吉成美和 

12 水道課 主査 遠藤安弘 

事務 総務課 課長補佐 藤田衛昌 

 

 


