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次第 １．開会 

２．会長あいさつ 

３．議題 

  ・審議会の傍聴（公開）について 

  ・第４次長期総合計画基本構想の体系について 

  ・第４次長期総合計画基本構想について 

  ・第４次長期総合計画基本計画について 

  ・その他 

４．閉会 

 

資料 １．第２回かつらぎ町長期総合計画策定審議会における意見等に係る

検討事項 

２．新旧対照表（基本構想） 

３．第４次かつらぎ町長期総合計画基本構想の体系図 

４．指摘事項に基づく修正案（序論、基本構想） 

５．第２回審議会議事録 

 

 

 

 

 

 

 



１．開会 

 事務局より開会のあいさつ。審議会の開催にあたり、委員１３名中１２名の出席に

より本会議が成立していることを確認。 

（事務局） 

今回の議事については非公開とする案件を含まないために公開としてよろしいか。 

＜「異議なし」の声あり＞ 

本日の会議は公開とさせていただきます。それでは、藤田会長からご挨拶をお願い

します。 

 

２．会長あいさつ（藤田会長） 

みなさまこんばんは。 

本日の議論というのは本当に大事な部分であり、今日はその分時間をとっておりま

すので、ご審議よろしくお願いします。 

それでは最初に、前回の議事録の確認と前回皆さまから頂いた意見に対して、特に、

基本構想に関わる部分、前段の序論に関わる部分についての意見等々頂いております

ので、そのあたりの修正について確認していただきたいと思います。では、お願いし

ます。 

 

３．議題 

・審議会の傍聴（公開）について 

  開会において確認及び承認済 

・第４次長期総合計画基本構想の体系について 

・第４次長期総合計画基本構想について 

  事務局より配布資料の確認 

前回審議会における議論（序論、基本構想）に対する修正点について説明 

 

（会長） 

ありがとうございました。今回お手元の資料と併せて、議事録も丁寧に作っていた

だいていますので、前回の議論の結果がどうであったかということを振り返るうえで

参考になると思います。 

前回のみなさんの意見が充分に盛り込まれた形であるのか、その辺についてのご意

見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

前回ご自身で発言していただいた内容に対する修正対応が、できている、できてい

ないも含めて、全般的なことで結構なのでご意見を頂きたいと思います。 

1 点だけ確認したいのですが、今日説明いただいた１７０００人という数字は、は

じめて出てくる数字ですよね。 

（事務局） 

そうです。人口目標として提示するのは今回が初めてです。 



（会長） 

前回の資料には、推移として掲載されていますが、目標値の人口数値は入っていな

いですよね。 

（事務局） 

前回お示しした数値の中には、目標人口というのは設定しておりませんでした。推

計値ということで、掲載しておりました。このあたりについて人口推移の点を含めて、

資料がわかりにくいということでした。 

今後、様々な施策を進めるにあたり、数値的な目に見える目標が必要であると考え、

その一つとして今回初めて目標人口を出させていただきました。 

（会長） 

前回はまちづくりの目標という中で推計人口という項目があり、今ご説明があった

ように推計人口１７０００人、１８０００人、１９０００人、３つのシュミレーショ

ンを載せているだけで、目標にならないという議論がありました。今回はその中で、

１７０００人という推計人口を目標に掲げられたということですね。これは非常に大

きなことだと思います。 

（事務局） 

このまま、何もしなければ１５０００人へと減っていく人口を、様々な施策を推進

していくことによって、引き上げる、曲線を緩やかにしていくというのが重要と考え

ています。 

（会長） 

日本全国が東京一極集中の中で、どの県も人口減少トレンドに入っている中で、推

計値よりプラス１４００人、１割近く増を保とうということですよね、なかなか大変

な目標を掲げているなと思うんです。 

そういうことが、これから議論していく基本計画によって、１５６００人に減って

いってしまうだろうという推計を、プラス１４００引き上げるという目標、この計画

を進めることによって、確保できるのかという議論をしなきゃいけない話なので、相

当責任の重い話ってなりますね。目標値は、何か考えていないと出せないと思うので

すが、どうですか？  

（副会長） 

１５０００人から、１７０００人になるというあたり、１４００人ほどの差を１７

０００人にまで引き上げるということだが、どんな計画によって人口減少を止められ

るのか、自然減は止められないので、自然増、社会増をどうしていくのか、いろんな

対策があると思います。 

具体的な計画は後ほどになると思いますが、その辺がちょっと厳しいかなと…そん

な思いになるのが、以前人口３万人構想を立ち上げて、７つの里づくり構想とやって

きた経緯があります。しかし、構造的な問題があって、計画どおりにいかなかったと

いうのもあって、計画倒れになってしまったと、そういう経験があるので、あまり無

理しない方がいいような目標設定する方がいいんじゃないかっていう心配はありま



す。 

（会長） 

みなさんもう一度２１ページ見ていただけますでしょうかね。 

将来推計人口と目標について、現在の平成２２年が１８２００人、これが、なにも

策を講じないと、１５６００人、つまり２６００人減ってしまう、というのが推計値

なんですね、それを１７０００人に留めたいっていうのは、マイナス２６００をマイ

ナス１８００に止めようということですね。 

その部分を、若い人が来てここで子育てをしてくれれば、自然増につながるかもし

れないし、移住や定住で来てもらう人が増えれば、社会増というかたちで歯止めがか

かるだろうということでこの数字ということなんですね。 

（事務局） 

そうです。現在の人口より増えるというのは、現実的に考えられない部分があり、

やはり、計画を進めていく中で、どの自治体もそうだと思いますが、人口、特に若い

世代に定住してほしいというのは、どこの自治体も一緒だと思います。 

人口目標について悩みましたが、目標の達成のために２２ページの取り組みをこれ

から進めて行くということを掲げないと行政としていろんな施策を進めるにあたっ

て、縮小な取り組みになる恐れもあります。 

今０歳の子が大人になれば、その子たちが２０年先に、いまの出生率から見れば少

ないですが、魅力あるまちづくりというのを掲げるのであれば、これが１８０００人

だと無茶な話だと思うんですけども、１７０００人に近い数字に上げていきたい、ゆ

るやかなカーブを保ちながら人口形成を進めるということが、２２ページに掲げた目

標であります。 

（会長） 

減少の曲線を少しでもなだらかにしたい、ということですね。 

（事務局） 

そうです。全国的に目標人口定めない自治体、総合計画において目標人口を掲げな

い自治体が最近非常に多い、増えているのも現実です。ただ、考え方によると思いま

すが、目標人口、人口規模を想定していないとなった場合に、いろんな施策の中で財

政的な規模、住環境の整備、ライフライン、下水などの様々な施策は人口を１つの材

料にして設計しますので、そのあたりを示すものとして人口というのも大事と考えて

います。 

（会長） 

ここで、みなさんにお願いしたのは、なんの根拠もなく、この数字がいいのか悪い

のかここで議論してもなんの意味もないと思います 

ただ、１５０００人以下を行政が目標と掲げるのは、おかしいと思う。やっぱり、

それか、それより少し上ぐらいをたぶん目標と掲げることになると思うんですけども、

その掲げ方が１７０００人だということですね。さっき言ったように、減少幅を少し

でも減らす、こういうことになるんですね。それに見合ったような計画が果たしてで



きるかどうか、ということを考えた上でこの目標というのは設定しなければいけない

数字かもしれないので、とりあえず、事務局側から示された１７０００人を頭に入れ

ていただいて、最終的に基本計画の議論の後で目標については見直すということでど

うでしょうか。 

掲げないというのは、最近の傾向かもしれないけれど、おかしいと思うんですね。

行政が町民に町の将来を示さないということでもあるので、掲げるべきだと思う。そ

れをどこまで掲げるかについては、中の議論をしないと絵物語だけな数字だけを掲げ

ても仕方ないし、ほんとにそれに見合うだけの、自然増に見合うような若い人が定住

して子育てできるような計画になっているのか、社会増が増えるような、移住定住が

増えるような、戻ってきたくなるような地域づくりが本当にできているのかどうか。

そこを最後見定めて、１７０００人が妥当かどうかということを改めて決めるという

ことでどうでしょうか。 

最後に立ち返って、この数字が妥当かどうか、そういうつもりで、今日の基本計画

の議論を進めていきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

また、前回皆さまから頂いた意見に対する修正部分については、それでよろしいで

しょうか。 

（委員） 

１６ページに前回から男女共同参画を加えて頂いているが、表現の仕方が「男性と

女性の連携へ」では弱いので「男女共同参画の時代へ」という言葉に変えていただき

たい。 

（会長） 

「男性と女性の連携の時代へ」よりは、「男女共同参画の時代へ」という表現、内

容はこれでいいですか。 

では、少なくとも、見出しの部分ですね、そこは少し修正いただければと思います。 

（事務局） 

させていただきます。 

（会長） 

前回、就業状況とか雇用問題、現状認識としてもっと持つべきではないかと意見が

あったかと思いますが、今回の対応では、この過疎化の現状というところを追記して

その中に雇用対策に入れていただいたということですが、雇用不安などについて充分

に書き込んだようには感じませんが、みなさんどうでしょうか。 

タイトルですが、全て「何々の時代へ」となっているんですけども、ここだけ過疎

化の進行なので、ちょっと掘り下げていった方がいいのかなと思います。雇用の話に

ついてあまり書いているように思えないんですね。 

仮に書き込んでいただけるとすれば、１番と２番の「何々の時代へ」は、こういう

時代へ入りつつあるっていう現状認識であり、３番目からの「何々の時代へ」という

言葉は、わりと積極的な意味合いで書いているのかなという気がするんです。 

２番目も仮に時代へという言葉をつけるのであれば、限界集落化、雇用不安の同じ



ような文言を揃えられる方がいいのかなという気がしますので、事務局の方でちょっ

とご検討いただけますでしょうかね。 

他にご意見ございませんか。 

 

では、前段の序章、基本構想にかかる事務局の対応については、人口目標をどうす

るかについてどうするかについては、のちの議論、再度確認するということにして、

次の基本計画、具体的な中身に議論を進めるということにしてよろしいでしょうか。 

それでは、皆さまから了解いただけたとおもいますので、今日はいよいよ第３部、

基本計画に関わる議論を進めていきたいと思います。 

事務局の方から簡単に第３部の構成を少しご説明いただけるのであれば、お願いし

ます。 

 

・第４次長期総合計画基本計画について 

 事務局より基本計画について説明 

 

（会長） 

はい、わかりました。できれば網羅的にいろんな意見を頂戴したいと思います。 

まずは、１章についてご意見頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 

（委員） 

上下水道は、１章に入るものなのか。豊かな自然と歴史文化のまちづくりに関係な

いのではないか。 

（会長） 

タイトルからいえば、おさまりが悪い気がします。３節のところに上下水道の整備

が出てきますが、どうでしょうか。 

１章の第３節快適の潤いのあるまちづくりという項目の中に、上下水道の整備とい

う項目で出てきますが、収まりとしてここでいいのかというご指摘ですね。 

内容としてはよくても、おさまりとしてここはどうかということで、事務局として

ここに入れた思いはどのようなものですか。 

（事務局） 

今、委員さんが言われたようなところもあります。第一章に入れたのは、まちづく

りをするにあたって、いろんな環境整備が必要になります。自然、河、住環境などを

考えたうえで事業展開をしていかなければならないと考えたところから第一章に入

れております。 

（委員） 

それなら、２章に当てはまるのではないか。 

（会長） 

別のところにくる可能性もありますよね。例えば、３章の活き活きと暮らせるまち

づくりのところもインフラの部分だ、という理解で入れられないことはないですよね。



他の項目から見ていると、豊かな自然歴史文化というところにはなじまない気がしま

す。 

（事務局） 

もう一つは、ライフラインというところから考えたら、安全・安心に入れてもどう

でしょうか。 

（委員） 

1 章にはそぐわないという話。 

（会長） 

いろんなご意見でいいので、感じたことをお願いします。 

（委員） 

公共交通、コミュニティバスについてですが、山間部に住んでいる人にとっては、

このバスはすごい大事なので、確保に努めますという表現がちょっと弱いと思う。現

状維持が前提にあって、それ以上のことを期待していいのかというところが気になる。 

実際、住民の立場からすると、もっと遅い時間まで走らせて欲しいとか中学生くら

いまでは無料にとか、ニーズに合わせて走らせて欲しいという気持ちがある。 

（会長） 

例えば、地方公共交通手段の確保・拡充に努めますというようなことでしょうか。 

（委員） 

期待が持てる表現にして欲しい。目標としてはして欲しいなという部分がある。 

（委員） 

先ほどもありましたが、中学生以下は無料で乗せて欲しい、もしそれがダメであれ

ば半額も検討してほしい。というのは、自宅がある地域はスクールバスが走らない地

域であり子どもの足では学校までおおよそ１時間くらいかかる。それでもスクールバ

スが走らない。その時間に走らせていただくことはできないのか。 

（会長） 

コミュニティバスに関わってのご意見ですね。今コミュニティバスに関わるご意見

出ていますが、事務局からありますか。 

（事務局） 

コミュニティバスについて、採算性ということもありますが、住民の方の日常の交

通手段ということで、特に山間部の方には、公共施策として取り組んでおります。 

また、今言われように、経費削減の努力も当然必要です。赤字のままでいいという

ことでは決してありません。乗車人員数やコースなどを改善していくというのは、庁

内で検討しておりますが、今は見直しの段階までには至っていません。 

（委員） 

今後、路線設定などを考えて、集客率・乗車率を上げるというのも一つの案ではな

いかと思う。 

（会長） 

その部分は、計画書き込む・書き込まない以前の問題として、必要なところですね、



ほんとに必要なところに行き届いてないのであれば当然改善しなければなりません

ね。 

（事務局） 

利用が少ない路線については、今言われたように今後見直していく必要があると思

います。 

（委員） 

第 1章の上下水の件ですが、広域公共下水道の進捗状況が全然わからない。どこま

で本管がきているなどの情報がない。後半に書かれているが、浄化槽設置の補助制度

については時々情報提供がある。しかし、広域公共下水道の設置・本管がどんな形で、

どこまでどうなっているのか情報として全然ない。 

だから、どんな形でどうなっているか、どうなっていくかということについてもわ

かるようにできないか。 

（会長） 

少なくとも住民が選択できるだけの情報提供は必要という指摘ですね。 

（事務局） 

今、広域下水の資料持ち合わせていませんので、進捗状況等についてお答えするこ

とができません。しかし、４０ページの課題の中にもありますが、将来的に計画区域

の見直しということも合わせて考えなければいけない時期にきているということを

掲げております。 

下水のない地域については、合併処理層の普及を推進していくということで、総合

計画の中では課題ということで記載しております。今の計画の中であればそれが将来

的に、何年かかるのかなど未知数なところもありますので、その部分については、計

画区域について多少見直していくという表現でとどめさしていただきたいと思いま

す。 

（委員） 

上下水の整備・維持という部分ですが、家庭排水が流れてくるところもある中で、

昔のようなきれいな水質、環境に戻すという観点から第一章のところに留めてもいい

のではないか。 

（会長） 

今、委員がおっしゃったのは単なるインフラの整備にとどまらず、例えば魚が遡上

できるような川辺をもう一度工事の際に配慮するなど、そういった環境保全的な姿勢

が当然問われてきているわけですけども、そういったことをもう少し盛り込む必要が

あるというご指摘ですね。 

（事務局） 

章が違うという部分と、もう一つは、インフラの部分で環境に配慮した整備という

部分と理解させていただいてよろしいですか。まず、２つ考え方があると思います。

１つは環境に配慮した整備を念頭においた生活基盤の整備から始まって、水質の関係、

施工関係とか住環境を中心にここに水道・下水道関係を入れたというのが、（最初に



発言された）委員がおっしゃられた章が違うのではないかという考えです。 

もう一つは、いつまでも安心・安全な水の提供という部分も少し考えられるとも思

いました。その中から将来にわたって、特に大事な水を飲めるということは非常に大

事かなと思ったんですけども、水の根本と言うのは、我々が言う上下水であれば紀の

川だったり、山で言えば取り水・簡易水道であったり、そういった部分から摂取して

いるのが現状です。そんな分野で考えた時に、自然環境を大事にしたうえで、飲み水

も確保するということが２つ目の考え方です。 

その点に関しては、考え方によってどの章に入るか、いろいろあると思います。１

章が、自然環境の保全と環境から始まったのは、まず自然があって我々が生活をして

いるという土台があるので、その部分は第 1章にしてほしいと思います。 

（会長） 

今、委員からご意見頂いたことですが、生活用水だけの問題じゃなくて、農業用水

とか、水管理全体に関わっての環境保全であれば、例えば、３３ページの１章の自然

環境保全のところに、河川・水辺環境の項目があったりしますので、そこのところに、

今のご意見を盛り込むということは可能ですよね。 

生活用水の部分は章を移すにしても、今の水辺環境という点で自然を守っていく、

環境を守っていくということであれば、ここに入れても今の話ならいけると思います

ね。 

他に 1章いかがでしょう。 

他に章を移した方がいい内容のものがあるかもしれませんので、一通りいってみま

しょう。 

２章ですが、この地域の特性を生かした活力あるまちづくりとなっています。一番

産業に関わる重要な部分であると思いますが、先ほどの人口曲線を最小限の右肩下が

りに止めるという点で、非常に重要な部分です。 

地域特性を生かした農業の展開、農業経営の構造、改善、促進、担い手の育成、そ

の他いろいろ出ていますが、これで大丈夫でしょうか。 

（委員） 

認定農業者という言葉は以前知らなかったが、実際どのような形で町が関わってい

るのか。新規就農者に対して、あまり積極的に支援しているようには思えない。 

新規就農者は、初めて農業に携わる人であり不安もあるので、情報提供などの支援

をもっとやって欲しいし、もっと具体的にどうしていきますという言葉が欲しい。 

（会長） 

今、新しく農業やりたいという人が増えてるんですね。そういう方々が、定住・社

会増の大きな力になっていくにも関わらず、そういう方に対して、農業をやって、生

活していくっていう情報提供などが十分できていないんじゃないかというご指摘で

すが、他の委員の方はどうでしょうか。 

（委員） 

魅力ある農業といえば、最初に所得をあげるのが早道ではないか。そのために農業



に力を入れる。自然のことで左右されることもあるが、収入の安定した農業であれば

就農してくれる人が増えると思う。 

（会長） 

私の意見ですが、この計画に書かれていることはすごくありきたりだと思います。

担い手育成確保もそうだし、認定農業者という自立経営の仕組みだけで、今例えば、

かつらぎ町がこれだけ都市圏に包摂されてきて、どんどん兼業に出て行こうかという

地域の農業で１，２００万以上の所得を農業だけで得ていけるような、こういう方向

で認定農業者を描いているわけなんです。 

そのことが、これから農業とか農村暮らしに関心を持って、社会増につながってい

ただける人たちにとって魅力ある施策なのかといえば、これは国の施策なので、これ

だけですよね。 

例えば、それぞれの地方独自に準認定農業者制度などを作ったり、新規就農の方々

でも気軽に取り組みやすいように直売所での販路を確保したり、あるいは、細やかな

いろんな資材の補助制度をつくったりなどしています。 

仮にこのフルーツ王国かつらぎが、いろんな人が魅力を感じ来てくれる地域になる

とすれば、スキルとか交流型の農業経営作りなどを打ち出す必要があるのではないの

かなという気がします。 

各地でやり始めているので、そのあたりの書き込みが、生産基盤とか地産地消とか

書いてあるんですけども、あんまり見えてこないですね。だから、かつらぎ町に魅力

を感じて、農業とか農村暮らしを担いたいという人にとっては不親切な状態になって

いる気はします。 

（委員） 

少し話はずれますが、かつらぎ町のゆるキャラのかきおうじが今、十六茶のＣＭに

出ているが、あれをうまく活用できないか。 

（会長） 

一昨日の新聞にも掲載されていましたよね。 

（副会長） 

あれはかなりＰＲできたのではないか。 

（委員） 

問い合わせとかはないのか。 

（事務局） 

残念ながらないんです。発信はしたんですけども。 

（会長） 

ＰＲの部分ですね、ここでは書いてないように思いますけど、農商工連携ですね、

農業のところだけで作ってＰＲするんじゃなくて、商品化してＰＲするとか、いろん

なところで当然必要になる。農商工連携、魅力ある商工のところに出てくるのかな。 

ブランド化に向けてのＰＲのところに重なってくると思うんですけども。 

今、全国の農村で求められているのがいいものを作っても農家の顔が見えなかった



ら消費者は値段でしか判断しません。 

だから、どういう地域で、どういう景観のなかで、どんな農家がどんな思いで作っ

ているのかというような、農業の生産物以外の価値を農業に付加して売っていかない

といけない時代になってきています。それがまさに交流とかいろんなことによって可

能になるわけですね。 

（委員） 

その形の中で、例えば加工できないかということで、平核柿であれば「あんぽ柿」

に加工していったということもある。今四郷を中心にして、あんぽ柿が評判いいので

全国的に売り出しているし、インターネットで、梅や桃、柿も品物をインターネット

で売っている人が、かなり利益を上げている。 

また、道の駅のような形で直売をしていくとか、観光農園でやっていくとか、そう

いうやり方をしてきて、効果をあげている。 

（委員） 

いかにしてこの地域を、まさに地域のブランド化を考えていかないといけない。Ｐ

Ｒしていけば、農家所得が上がるし、新規就農者も出てくるかもしれない。 

（会長） 

地元の中で地元の食材を使って加工してくれるメーカーを育てる必要があります。

メーカーも含め地元である場合は、経済は小さくても、地域の中でお金はまわります

からそういう仕組みをどう作っていくのか。まさに地元の商工業と農業者とのマッチ

ングの機会ですね 

今、政府は輸出促進を掲げていますが、非常に高い。特に、日本の果実は世界トッ

プレベルなので、それなりの所得層のいるところに持っていけば売れます。ただ、そ

ういう形で残っていく農業であれば頑張れると思うんですけども、そんな人ばかりが

かつらぎ町に来てくれるわけではないので、規模は小さくても自分が食べていける農

業から始めたいとか、農村暮らしをしながら、自分の食べ物は自分で作りたいんだと

いうような形で魅力を感じてかつらぎ町に来られるような方を増やしていく一つの

手法として、農業・農村という地域資源を上手に使うということが重要になってきま

す。 

例えば、農家レストランなどの取り組みが始まりつつありますよね。作ったものを

売るだけの農業だけじゃなくて、農家・農村の持っているいろんな価値をＰＲしてい

くということを通じて農家の暮らしが成り立つのがもちろんなんですけども、それに

魅力を感じた人が来てくれる、そのような地域をどうつくっていくのか、日本が活力

生みだすひとつの源泉として、農業・農村の地域資源十分に活用されていないんじゃ

ないかというところがあるんですね。 

そのあたりを考えると、農林業の地域特性を生かした展開のところで従来型の施策

が並んでいるだけでは不十分なので、農業の新しい展開みたいな施策の書き込みが欲

しいと思います。先進地の事例を見ていくと、確実に社会増につながっていっていま

す。交流型の農業、それに向けては、政策を図っていくというようなところがあって



もいいと思います。 

他にも、商工業のところもありますので商工連携と絡みますが、２節のところの魅

力ある商工業とか、あるいは３節の先ほどの農業の生産以外の魅力、観光サービス業

に繋がってくるようなところでもあるんですけども、他どうでしょうか。 

この２章に関してご意見ありますでしょうか。 

（委員） 

商工業の現状と課題のところで、中小企業、工業関係の支援の部分が入っていない

のではないか。近隣の地域に比べて地場の企業も育っているし、そういう土地柄とか

の表現も必要ではないか。あと、製造建設とか建築・商業・サービス業、バランスよ

くある町とも思う。町の基幹産業である農業とともに工業関係が栄えてこそ、商業・

サービス業が育っていくんじゃないか、栄えていくんじゃないかと思う。 

それと、農業、観光サービスに比べて、ボリュームが少ない。販路拡大の事業とか

商品開発、中小企業支援策いろいろありますけども、農商工連携もありますけど、農

業の部分、商工業の部分等々で、農商工連携で対応してもらった方がいいのではない

かと思う。 

（委員） 

移住・定住促進施策のところで、５０ページの施策体系の７番が田舎暮らしの報提

供となっていますが、５１ページの７番は、移住定住の促進となっている。あと５１

ページの３から５番に書いてあることは、他のページにも書いてあることが多くて、

例えば５１ページの３番に関わることは、次の章のところでも重なってくる部分があ

る。４、５も他のところで書いてあるようなことが書いてあって、それ自体は大事な

ことを書いてあるが、移住・定住に限定したことをここで書いた方がいいのでは思う。 

限界集落についてのことは、どこかに詳しく記載されてあるのかというのが気にな

って、移住定住のところの限界集落が入るのか、地域コミュニティというところに入

るのかわからないが、限界集落への移住定住の問題と街中への移住定住というのとは

意味が違う、感覚として違うことになる。 

限界集落の問題は、住んでいる者にとっては切実な問題。まったく別の問題として

とらえて欲しい。 

移住定住の１つの場所として山間部もあるというような、限界集落をなくすという

方向性も入れていただきたい。 

（会長） 

限界集落というのは、現状認識なので、詳しく限界集落がいまどんな問題に直面し

ているのかというのは、３部ではなく２部のところにもう少し詳しく書いてあるんで

すけど、そこなのかなと思います。 

委員がおっしゃるように、移住定住を考えた時に、平地と、限界集落に直面してい

るような中山間地での意味合いが違うと、そこはもう少し丁寧に書く必要があるとい

うのは大事な意見だと思います。 

ちなみに、限界集落っていうのは 65 歳以上が半数で、従来祭りができていたとか、



道普請できていたとか、そういった共同作業が担えなくなったところを限界集落とい

う言い方をしているわけですけども、限界集落イコール廃村ではありません。ちょっ

と若い人の力が入ったり、都会の人の力が入ったり、集落以外の外のいろんな支援が

入ることによって、息を吹き返しているところはいくらでもあります。 

もし、移住定住というようなことを社会増という施策として考えられるのであれば、

このあたりの書き込みをもう少し丁寧にする必要がありますね。 

他にありませんか。 

２章について、農業の部分と商工業の部分と移住・定住の部分に関してご意見頂い

たわけですけども、事務局の方からまとめてご意見頂けたらと思います。 

（事務局） 

新規就農者に対する情報提供については、情報提供の表現はどうするかということ

があります。そのあたり、具体的にどういう施策という表現でいくのか、もう一つは

情報提供の部分で、ここに含めるかについては、担当課と協議したいと思います。 

（会長） 

難しいと思うのは、農業、新規就農、新規就業関係については、第２節につながっ

てくるとこでもあるので、意味合い的にはかぶるような気もするんですけども、ここ

は農業に特化した節でもありますので、どういう形で町が関わっていくか、農業はか

つらぎ町以外でもできるわけですから、かつらぎ町に来てもらうということを一つの

テーマとして捉える必要があると思います。 

京奈和自動車道ができて来る人たちにもっと大いに魅力を感じてもらえるような

地域づくりをしないといけないときに、1 番の地域資源は農業とか農村だって言われ

ているわけですね。 

単にブランド化されたものを売るだけでいいのか、来てもらった人にもっと体験と

か、田舎暮らし体験・農業体験とか、そのことを一つの手がかりとしてするのであれ

ば、既存の者であれば、観光農園で動いている人もいるだろうし、そういったところ

をもっと後押ししたり、あるいは、新規で関心をもってやってみようという方々にも

っと、支援できるようなスキルを用意したりということが必要なのではないかという

気がします。 

商工業の点はどうですか。書き込みが少しあっさりしているのともう一つ工業部分

ですね。 

工業部門がないというご指摘ですが、これからの取り組みの中での、ご指摘いただ

いた部分は入れていただきたいと思います。 

２番目の起業とか新規分野、今、大企業誘致とか前面に掲げる時代じゃないです。

むしろ、地元の資源を生かした６次産業化を支援するような起業の方が、若い人たち

にとっては、魅力ある地域になるわけですね。ここの２節のところに６次産業化など

についてしっかり書いておいた方がいいですね。 

（事務局） 

先ほど企業誘致の話があったと思います。当然、大きな大事な項目ですが言葉とし



て外せるかと言えば、我々としても考えていくものがある。その部分は非常に難しい

取り組みになるとしても、やっぱりいれておく必要はあると思います。 

もう一つは、若者雇用という部分の中で、企業に地元雇用の推進ということでの斡

旋活動、そのあたりも平行に進めていく必要があると思っております。 

重複しているというご指摘ですが、重複していることを承知で書いております。 

移住定住促進というのは、具体的に何かと考えた時に何が大事かという部分はあり

ますが、一つの事業だけで移住定住が促進されるとは考えておりません。いろんな施

策を充実させていく中で一つの選択肢としてＩターンとか、Ｕターンによる定住者の

増加を目指すということです。 

体系図との違いについては、記載誤りです。田舎暮らしの情報提供という部分が本

来書くべき部分で７の部分が誤字の誤りです。 

（会長） 

７のところも観光と農業を融合した交流事業の推進とか、田舎暮らしニーズに対す

る情報発信とか、ここの部分も内容的には農業の部分に重なってきます。 

ちょっと情報提供ですけども、この分野ではかつらぎ町だけ遅れていて、紀の川市

はめっけもんを直売所だけでなく民泊も含めた体験農業の方向に相当力を入れて県

の施策と連携してし始めています。 

かつらぎ町でも２つの地域で手を挙げて民泊を実施し推進していますが、町が全然

バックアップできていないのでもったいないと思う。町がバックアップすればもっと

県のいろんな事業と連携して、グリーンツーリズムとか、事業をやっていけると思う

ので、そういう意味でも、ちゃんと書き込んでおいた方がやりやすい、地域も動きや

すいし、県とも連携しやすい気はします。 

今、仕組みを作っておかないといけないと思います。 

皆さんからご意見いただいたところを、次回、もう少し書き加えていただくという

ことで、他に２章についてないですか。 

なければ、３章に入りたいと思います。 

３章についてどうですか。 

（委員） 

内容的には、これでいいと思う。 

（会長） 

あとは、消防の話などもここにありますし、３章の部分他にご意見ないでしょうか。 

（委員） 

子育て環境の充実、６５ページのところで、いろいろ書いてありますが、かつらぎ

町は子育て支援、きめ細かいと感じているが、子育て支援が、幼稚園・保育所に入る

まで・幼稚園・小学校・中学校と分断されているような感じがする。 

一貫した子育て支援体制が大事で中学校ぐらいまで子育てだと思う。 

母子推進委員・民生委員・保健師・学校の先生とかいろんな人がバラバラに動いて

いるのを一貫して、一つのチームとして取り組む方がいいのではないか。そういう視



点で、子育て支援を書いていただきたい。 

もう１点は、コミュニティ活動の活性化７０、７１ページのところに、高齢化など

で組織運営の停滞と書いてあるが、高齢化でほんとに人がいない地域では地域コミュ

ニティが大変な状況になる 

消防団などは人がいなくて欠員ができても誰も入る人がいないという状況で、子ど

も会も子どもがいないという状況で、ひとつの自治区で現状どおりのいろんな組織を

やっていくのが困難になっている。 

それを書いてくれているが、今後、隣接地域との交流などが必要となってくると思

う。今一つの自治区で全部やっていくのはほんとに難しくなってきているので、隣接

地域との協力していく部分や、学校が統廃合になって今まで学校を中心に地域が動い

ていたのがなくなってしまった。 

ずっと山にいた人が下の学校のコミュニティに入っていくというのが難しい部分

もあるので、地域連携の在り方みたいなのは書いていただきたい。 

（会長） 

一つは、子育て支援のところがもう少し一貫性を持つような、他の章・節との関係

性も出てくると思うんですけども、そのあたりのご意見が一点。 

もう一点はコミュニティ組織の話ですね、これはどこも問題になっていて、公民館

とか自治組織が維持できなくなってきているわけですね、新しい自治組織を作るとい

うような議論が全国の自治体であちこち起こっているわけですが、その１つのポイン

トが広域連携というような視点だと思いますが、ここには確かに活性化支援で持続可

能なコミュニティ組織の形成に向けた施策を検討しますと書いてありますが、あまり

ここからは、今委員がおっしゃられたように、具体的なイメージは持ちにくいので、

もう少し具体的に書き込んでいく必要があるのではないかということですね。 

（委員） 

消防団員の確保については、町によって定年が異なる。また活動は若い人がいいと

思うが、自営業者の参加が少なくなっているため、後継者がおらず日中の活動につい

て難しい面がある。 

（会長） 

現状だと思います。それを充実と施策のところに書いてあるんですけども、既存の

組織をそのままにした充実は非常に難しいと思います。先ほど委員がおっしゃられた

ように若い人に、農協の役、区の役、消防の役などが重なって、それが嫌で離れてい

っちゃうってこともあります。 

コミュニティ組織はいろんな意味で見直しは必要になのかもしれないので、考えて

いく必要があると思いますね。 

（委員） 

７８・７９ページのところなんですが、読ませていただく中で２点あります。７８

ページの基本方針の上から５行目、一人一人の違いを豊かさとして認めあう、なんで

すが、ひとりひとりの違いを豊かさとして「受け止め」認め合うっていう表現に変え



ていただきたい。 

（会長） 

認め合いの前に「受け止め」を追記するということですね。 

（委員） 

７９ページの町民の役割のところに、解決に向けて必要な行動の実践に努めますと

ありますが、必要な行動のところが気になるところですが、そこを、「必要な実践に

取り組み、人権意識の高揚に努めます。」というふうにしていただきたい。 

（会長） 

高揚の実践に努めますというのは、変な言葉ですね。貴重なご意見だと思います。

そういったご意見非常に大事だと思いますので、町の文章として、おそらく今回の会

議だけで、発言されなかった細かいところについて、もう一回ぐらい議論重ねますの

で、その間に気づいたこと、事務局のほうにお知らせいただくとか、そういうことも

していただいた方がいいと思います。 

ぜひ、そういったことご指摘いただければと思います。 

３章、相当ボリュームのある章なんですけども、主として、子育てのところとコミ

ュニティのところとあと消防、人権尊重のところに関わってのご意見ちょっと頂戴し

ておりますけども、他なにかお気づきのところないでしょうか。 

（委員） 

少子高齢化であるからかわからないが、高齢者サロンについて依頼を受けた。 

高齢者対策としてサロンを作って、元気なお年寄りが、長く元気でいられるように

ということだが、そのようなサロンを立ち上げて欲しいと言われた。 

そのような流れになってきていると感じたが、先ほど委員が言われたように、あち

こちで同じようなことをしている。だから、どのような受け方をしていけばいいのか

わからない。 

（会長） 

キレイに分業化はできないと思いますけど、少なくとも連携は取れていないという

ことですね。 

（委員） 

委嘱を受けたにもかかわらず、必要な情報の提供を受けられなかったり、事業を進

めていくための連携がとれていなかったりする。 

（委員） 

高齢者サロンについては、この前聞いたばかりなので、内容についてはよくわかっ

ていないですが、地区に分かれて、いろんな準備をしている段階。 

（委員） 

どうしても高齢者が増えてくるので、高齢者になられた方の経験とか体験を上手に

生かしていく、そうした社会参加によって地域全体が盛り上がっていくような内容に

していただきたい。 

（会長） 



生涯学習教育というところに書いてありますね。生涯学習教育で高齢者というか、

キャリアを持った方を活かして、移住者のかたにも団塊世代の方がこられる場合も、

その中に書き込みありましたかね。生涯学習教育とか、いま高齢者の社会参加という

ところでは、書き込みとしているかもしれませんね。他ありませんでしょうか。 

（委員） 

防災対策のとこで、７２・７３ページ、表現はこのような書き方で、他に方法がな

いのか。不安に思っているのは、東南海地震が起こった場合に、地理的にみてかつら

ぎ町はどういうふうな被害が想定されているのか、想定しなければいけないのかとい

うのを入れる必要があるのではないか。 

１月に資料頂いたときに、庁内ヒアリングの資料があったが、防災対策のことでは

なかったが、もう少し、具体的な事例をあげられないのか。 

２点ほどあったと思うが、もう少し具体的な形で書けないか。人口１７０００人は

難しいかどうかは後にして、一つの具体的な数字が出されてたことについては、これ

はこれでいい。だから防災についても、防災訓練を通じてとあるが、どのような形で

被害が出るのかをある程度入れておく必要があると思う。 

（会長） 

ほか、特に３章よろしいでしょうか。大丈夫ですか。 

それでは、３章に関わっていただいたみなさんのご意見についての事務局のコメン

トをしていただいて、最後に、次回の宿題を確認して終わる、という形でいきたいと

思います。事務局の方から３章、子育て支援連携・コミュニティ連携・人権・消防・

防災対策について、多様なご意見頂いたんですけども、応えられる範囲と、宿題とし

て持ち帰って考える範囲と分けていただいて結構だと思います。コメントお願いした

いと思います。 

（事務局） 

高齢者サロンについて意見があったと思いますが、守秘義務についてはわかりませ

んが、今後かつらぎ町は高齢化していく、高齢者が地域で健康で暮らしていってもら

うためにもこういった身近なところで集える場所の必要性については、大事かなとい

うことで、サロンということで入れさせて頂きます。必要だと思っております。 

（委員） 

高齢者サロンは、必要なのはわかるが、必要でない地区もかなりある。自分たちで

盛り上がっていろんなことをしている地域と、その中でも、ひとりふたり絶対出てこ

ないという人、その辺のギャップがある。 

出てこない人に来てもらっていうのは必要だと、山間部であれば畑忙しくて出て来

れない元気なお年寄りもいる。 

（事務局） 

元気なお年寄りにいつまでも元気に過ごしてもらうための事業です。 

現に老人会などの組織がありますから、それはそれでやっていただいていいと思い

ます。 



老人会が活動しているのであれば、その場を利用した中での活動を行うなど、いろ

んなやり方はあると思います。新たに作るか、既存している組織を上手に活用するか

というのは、今後議論されて行くと思います。 

コミュニティの活動の中の活動支援の中での最大の問題、表現の問題、課題の中で

継続、推進という表現を使っておりますが、取り組み事項のなかでもそのあたり具体

的な言葉として、取組めるかどうかという部分については持ちかえって検討します。 

災害のことに関しては必要と感じております。 

（会長） 

地域の連携ということは大事だと思います。 

（事務局） 

防災についての、具体的なところは、担当課と協議します。 

（会長） 

町にとっては非常に大事な計画に対して、このように意見をしていくことは大事な

ことだと思います。今日は３章終わりまでいきましたけど、できましたら、先ほど頂

きましたように、文言的に見てこのような表現はもう少し、こうした方がいいのでは

という意見はできましたら、次回までに事務局にメール等でご連絡いただければと思

います。 

次回は、今日の３章までの議論を受けて、事務局でお考え頂いたものを前回同様、

丁寧な議事録を作っていただいて、どこをどういう風に解決されたのかということを

わかるようにして、ご提案頂いたうえで、議論を始めていけば、スムーズに４、５、

６にもつながっていくと思いますので、そんなことでよろしいでしょうか。最後に、

本日の議論を通じて副会長よりまとめをお願いして、閉会としたいと思います。 

 

４．閉会 

（副会長） 

長時間にわたりまして、ご苦労さまでございました。いくつかの宿題は残ったわけ

ではありますが、序論から第３章までやったと、こういうことでございます。残りに

つきましては次回。 

大変お忙しい時期ではございますが、みなさまよろしくお願いいたします。ご苦労

さまでございました。 

 


