資料編
東厚：東厚小学校

H27.11.20

地区内の要因（強み）
・地域で運動会や駅伝、文化祭がある。
・老人クラブが体育館で卓球やゲートボールをしている。
・村の市場で子ども達の作品を展示する。
・防災訓練として、避難の呼びかけ、避難訓練、消火体験、防災指導などを行っている。
（山中地区を守る会）

地区内の要因（弱み）
・ミニバスがあるが、市役所・市立病院・スーパーへの行きは時間があるが、帰りはタクシーを使わないといけな
いので不便。
・高速の事故の影響が大きい。
・祭りなどの行事が少なくなっている。
・病院…休診が多い。→充実を望む。
・若者がいない。→若い人の定住を望むため、働く場づくりを求める。

外部の要因（脅威・機会）
・ゴミだしを車でしている人が多い。→自宅の前で回収できるようにしてほしい。
・若者がいない。→若い人の定住を望むため、働く場づくりを求める。
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資料編
川東：川東小学校
川東地区

地区内の要因（強み）

防災の不安

H27.11.27

地区内の要因（弱み）

外部の要因（脅威・機会）

・ハザードマップは実態にそぐわ
ない。
（避難場所は問題）
・防災マップの利用状況。

少子化

買い物

・子どもの声がない。
（中学生が 1

・若者の定住促進。

人のみ）

・自由校区、選択校区にする。

・少子化｟７名｠

・川東地区に市営住宅を。

・車がないと生活は困難。

・移動販売車。｟４名｠

・公共通機関の今後がどうなるの

・公共交通機関の充実。

か不安。

・買い物をする店が欲しい。

・自家用車が使用できなくなると、 ・どなたかお店を出す。

高齢化

買い物が出来ない。

・ジビエ料理が出せるよう

・高齢者の買い物に行く足。

に！

・お店がない。｟４名｠

・四郎ヶ原駅に目玉をつくる

・一軒に老人夫婦という世帯が目

（店、温泉、特産品など）

立つ。

・コンビニがあると良い。

・近所の人との会話が少ないよう

・独居の人の緊急時の合図が

に思う。

あれば良い。

・一日中人と話をしない日がある。 ・地域住民同士の交流がも
・独居老人の動向が気になる。

っとあったら良い。

・障害者の実情が分かり難い。

・仲間づくりの情報が欲し

・個人情報保護法施行後、見守り

い。

をしにくくなった。

・高齢者の働く場所があっ

・高齢者同士が集まる機会が少な

たら良い。

い。｟２名｠

・厚保駅のようなサロンが

・隣の独居高齢者の安否が分から

あれば使いやすいのではな

ない。

いか。

・個人主張が強すぎる所がある。
住民の繋がり

・隣近所の会話が活発。

・隣の人とめったに会わない。

・近所の方と何名か組になっ

・顔見知りの方が多い。

・自分たちが家の周りの草刈りが

て訪問し合うことが出来たら

・家族のことがよく分かって

出来なくなったら我が家は森にな

良い。

いる。

る。

・子どもを遠くに出さない。

・地域内での付き合いが多い。 ・顔を合わせる機会が少ない。

・市営住宅、県営住宅があれ

｟２名｠

・猪が家の周りを荒らす。

ば良い。（若者が住む所）

・働き者が多い。

・休耕田が多くなり、景観が悪く

・リーダーがいると良い。

・挨拶がよくできる。｟６名

なりそう。

・近所に卓球、テニスの出来

｠

る場所があれば良い。
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資料編
川東：川東小学校

H27.11.27

・何事にも一生懸命に取り組

・三社参りの格安ツアー。

む。

・子どもの遊ぶところが欲し

・行事に関心がある。

い。

・住民同士の声掛けをしてい

・子ども達が元気で学校に行

る。｟２名｠

ってほしい。

・会えば体調を気遣って心配

・親切な人がいっぱいという

してくれる。

アピールをすると人が増える

・隣同士が気を遣いすぎるく

のでは。

ら い のお 付 き合 いを する こ

・仕事をする場所があると人

と。

が増えるのではないか。｟２

・思いやりのある人が多い。

名｠

・住民同士仲が良い。
・助け合う気持ちが常にある。
｟２名｠
・子どもをよく見守っていた
だいている。
・子どもが明るい。
・年 2 回集落での川の草刈と
道刈。
・隣のことはお互い気にして
いる。
・地域の方が優しい。
・近くに住んでいる方と会う
と話が弾んで楽しい。
・運動会は皆参加して楽しい。
管理機能の低

・空き家（所有者不明）の問題。

・農業の法人化（東厚保で一

下

｟２名｠

本化）

・耕作放棄地の管理。
金融機関の不

・ＪＡ、郵便局の今後が気になる。 ・金融機関が巡回する。

安

・公的金融機関を設置してほ
しい。
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資料編
川東：川東小学校
自然環境

H27.11.27

・のんびり過ごせる。

・大雨のあと洪水。

・自然に沿った暮らしが楽し

・鳥獣被害が多い。｟２名｠

める。

・ハクビシン被害がある。

・景色が素晴らしい。
・鳥が沢山いるので心が穏や
かになる。
・空気がきれいで緑がいっぱ
い。
・自然が豊か。
・鳥の鳴き声が朝から聞こえ
る。｟２名｠
農地荒廃

・農地管理ができなくなる。
（土地

・高齢者が多いので地域周囲

が荒れる）

の草刈りをしてほしい。

・田、畑が荒れている所が多い。
交通不便

・ミニバスがあり、助かる。

・買い物をするお店がない。｟２

・買い物の移送サービスがあ

名｠

れば良い。｟２名｠

・交通の便が悪い。｟４名｠

・買い物代行者がいると良い。

・病院が遠い。

・ミニバスをもっと便利なも

・車の運転が出来なくなった時の

のにしていく。

不安。

・ミニバスのコースをもっと
増やしてほしい。

不安

・市民病院の休診が気になってい
る。
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資料編
厚保：厚保公民館
厚保地区
①見守り

地区内の要因（強み）

H27.12.4

地区内の要因（弱み）

外部の要因（脅威・機会）

・運動のために歩いている人
が多い。
（防犯）

②少子高齢化

・高齢者の力が凄い。

・若者がいない。

・空き家の有効利用。

・田、畑を守る後継者が減少して

・二世帯住宅への増改築、新

きた。

築への補助。

・独居の高齢者が多い。

・住環境の整備。
・働く場所が増えてほしい。

③田舎の良い

・厚保栗が有名。

所

・町内がきれい。
・自然が豊か。
・旬の食べ物が手軽に食べら
れる。
・自給自足の生活も目指せば
出来る。

④心の豊かさ

・親切な人が多い。｟２名｠

・若い一人暮らしが多い。

・世代交流。

・小、中学生の子ども達が挨

・人が減り行事が難しい。

・小学校を住民交流の場にす

拶をよくする。

・後継者について不安。

る。

・集落での気が合う。

・防災の高齢化。（消防団等）

・リーダーを育てる。

・近所同士仲が良い。

・老人同士の交流が少ない。

・地域にたまり場がほしい。

・協力し合える。

・行事に参加人数が少ない。

・廃校の利用について。

・控えめすぎることがあり、意見

・少数意見も大切。

が出ないことが多い。

・一人一役。

・空き家が増加。｟３名｠

・目標を考える。

・受益者負担を考えていくことも

・地区単位で考えることも大

大事ではないか。

事だが、他地区も巻き込むこ

・厚保の子ども達は素直で良
い子が多い。
・交流センターの設置は良か
った。
⑤地域の運営

とも大事。

病院

・三澤医院がある。

買い物
交通

・店舗が少ない。
・インターがあって良い。

・バスが通らないため不便。
・自分が車に乗れなくなった時の
対応。ミニバス。

自然

・災害が少ない。

・畑が荒らされる。｟３名｠

・自然が良い。

・鹿が多いため被害が多い。
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・道の駅の事業に期待。

