
現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（下市田1区） 子ども（0～15歳）

大人 シニア（65歳以上）

【課題】

・常会未加入世帯が多い（特に新築、若い世代）。

・繋がりが難しい。

・年齢・活動等を理由に脱退する世帯が多い。

・加入世帯に不公平感がある。

常会加入

【良い点】

・昔からの子どもたちの行事は続いている。

・子どもの地区や常会の行事への関わりが多い。

【課題】

・コミュニティや行事が減っている。

・アパートの方の顔がわからない。

コミュニティ

【課題】

・結婚しない、子どもが帰ってこずに跡取りがいない世帯が多い。

・定年後、夫婦とも地元でないと戻らない。

就職・Uターン

【良い点】

・条件が良ければ空いてもすぐに入る。

・休耕田もわりと少ない。

空き家・空き地

【良い点】

・役場、公民館、学校、駅、店などが近く、町の中心地で住みやすい。

生活環境

こんな１区に

なるといいな・・・

・常会への加入を基盤とする。

・お年寄りの手間・負担を軽減する。

・隣近所が仲が良く、災害時に支えあう。

常会加

・人付き合いや横・縦の繋がりを増やす。

・子どもたちの自主的なイベントを増やす。

コミュニティ

・子どもが帰ってきてほしい。

就職・Uターン

・空き家バンクの活用。

・空き地の活用。

空き家・空き

【良い点】

・新築で常会加入する人は、新築時の条件に関わらず自主的に加入している。

【課題】

・定年が延びて地域の役員をお願いできない。

・現役世代は仕事を頑張っており、地区の行事からは少し距離を置いている。

常会加入

【課題】

・子育てや介護の悩みなど大人が集まれるコミュニティがないのではないか。

・親世代が忙しい。

コミュニティ

【課題】

・若者の就職先が、実はあるのに気づいていない人が多い。

就職・Uターン

・親が子どもと一緒に、地元の良いところを教

える体験をする。

・大人が自分の仕事の魅力・誇りを伝える必要

がある。

就職・Uターン

・現役世代の地域との関わりを取り戻したい

常会加

常会加入を

進めるために・・・

子どもたちが

地元に帰るには？

【良い点】

・お年寄りがサロンに集まり元気。

・趣味の会を自分たちで作っている。

・80歳前後でも元気な人が多い。

・お年寄りが学ぶイベントが多い。

【課題】

・男の人より女の人が元気に仕切る。

・男の人は、仕事の話はできるが地域に出ての話はできない。

コミュニティ

・一人暮らしや日中独居の人がいる。

【良い点】

・ことぶきタクシーがありがたい。

【課題】

・足が不自由で、車の運転ができず送迎する身内もいない人が買

い物等不便。

生活環境

・お年寄りが引きこもらないようにサロンに呼ぶ。

・高齢者に向けた活動（少人数でもできること）を考える。

コミュニティ

・福祉バスのルートの予約ができると良い。

生活環境

お年寄りが元気な

１区を目指したい！

住みよい地域を

作るため、町へ提案！

【良い点】

・公民館活動は、常会加入・未加入関係なく呼びかけている。

常会加入

・子どもが外で遊ばない⇔中央公園などで遊ぶ声は聞こえる。

【課題】

・学年を超えて遊ぶことは少ない。

・放課後、習い事が多くて遊べない。

・子ども会・育成会のイベントがない。

（親世代が忙しい）

コミュニティ

【良い点】

・子どもの人数は少なくない。

就職・Uターン

【良い点】

・保育料無償化は必要なこと。

・小学校の教材を再利用できるとよい。

生活環境

・小さくても良いので、遊べる拠点があるといい。

コミュニティ

・今の人数を維持したい。

・地元の良いところを教える体験をさせたい。

就職・Uターン

子どもたちの繋がりを

増やすには？

子どもたちが

地元に帰るには？

立地条件が良いこともあり、人口減少も深

刻な状況ではない「下市田１区」。

この現状を維持するためには、子どもたち

に将来帰ってきてもらうことが必要です。

そのために必要なことは・・・

①大人は自分の地域や仕事に誇りを持ち、魅

力を子どもたちに伝える。

②お年寄りが、元気で活躍する地域を作る。

③各年代の繋がりを増やせるようなコミュニ

ティ活動に取り組む。



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人（16～64歳） シニア（65歳以上）

②学校の教員が地元の魅力ある企業や仕事の存在を学んで
子どもに伝える。

④⑤子どもの前で町のポジティブな面を伝えられるようにな
る！

④農業を継承。

④地域内に家を建てて定住。

⑤⑥⑦⑧時代に合った地区運営（負担軽減、気軽に参加でき
るようにして女性の参画や活躍を促す。役員の定年制。）

⑧⑨子どもの頃から「地域活動に参加する」という積み重ねを
経験した大人が増える。

⑧シニア任せでなく世代交代を進め、地域活動に働く世代が
主体的に参加できる。

⑧「かわまち」拠点を活かした各世代の繋がり創出。

●歩いて行ける商業施設（自転車専用道路等の整備）。

③④働けるうちはしっかり働く！
⇒健康寿命の延伸、働く場所の確保、生きがいづくり。

③働く能力ある人が登録する人材バンク制度をつくり、地域クラブ活動
の指導者等として活動してもらうことで、親・子・孫世代の繋がりが生ま
れる。

⑤若い世代が地域で主体的に活動できるよう、シニア世代からバトン
タッチ！（シニアは見守りサポートする側に）

⑥寿タクシーが24時間利用できる。

⑦行政の支援を受け、都会から期間的な労働力（農業支援のボランティ
ア等）としてシニア世代を呼び込む。

地域（　竜口　） 子ども（0～15歳）

⑥「かわまちづくり」「リニア」を利用し、外の人が竜口を訪れ、
龍神の舞に興味を持ってもらい担い手として参加してもらう。
⇒地元の受け入れ体制整備も必要。

⑥⑧⑩単身世帯等の常会未加入者を取り込み、地域の行事
や芸能活動の維持継続を図る。

⑨⑬ＪＡとの連携、結婚相談、移住相談、農業が会社化され収
入増による魅力ＵＰ⇒就農者の確保！

●「竜神大橋」が開通（４年後）

●高齢者の足（気楽に出歩けるようなシステム）。安心して歩
ける歩道の確保。

●リニアが開通した時、訪れた人に誰もが高森町の良い所を
アピールできるようになる！

④住宅地の斡旋などで常会間のバラつきがなくなる。

⑤大学等で学んだことを生かせる場所がある。若者が「学んだことを生
かして故郷に貢献したい！」と思える町になる。

⑤北部５町村で連携して学校を運営。

⑥⑦地域の中で沢山の経験を積み、地域ぐるみで子ども達を育てる仕
組みづくり。

⑦「かわまち」拠点を活かして中高生を地域活動に巻き込む！

⑦学校のクラブ活動だけでなく地域活動に出られる仕組み。⇒地域にク
ラブ活動が誕生！（指導者の確保や手当等の検討が必要。）

●ほたる祭りがさらに充実し、山吹全体のコミュニケーションの場に！

①地域のまとまりがある、人柄がいい。

②龍神の舞によって子どもが参加できる場がある。

③地理的に恵まれている（交通の便がよく商業地にも近い、気候が温暖）。

④健康長寿。

⑤分館行事に若い世代の参加もあり、若者がいないわけではない。

⑥龍神の舞の担い手不足。

⑦浸水、土砂警等の災害リスク地を多く抱える。

他の地域よりも少子化が進んでおり後継者がいない。

⑧常会により戸数バランスが悪い。

⑨結婚しない長男・長女が多く団塊の世代が抜けた後が心配。

⑩高齢化や常会新規加入者が減少し、常会編成の見直しを議論をしている。

⑪小学校が遠く幹線道路横断等の危険もある。

⑫地区等の役の多くを高齢者が担っていて、世代交代が進まない。

⑬少子化で農業等の現状維持が困難。

⑭ドンキが出来て交通量が増えた。

⑮地域内の若者の多くが、一度は他地域に出てから戻って来たパターンが

多い印象。

④常会間・世帯間で子どもの有無や人数にバラつきがあり、格差や不

均衡が生じている。

⑤県外の大学・専門学校への進学率70～80％で、そのまま帰ってこな

い。

⑥少子化で龍神の舞の担い手不足。

⑦中高生になると育成会もなくなり、学校のクラブ活動がメインになる

ため、地域の活動に参加する機会が減る。

⑧子どもたちが外で遊ぶ姿を見ることが減った。

①新しい住宅を建てられる土地がある常会は若い人が多い印象。

②育成会では以前子どもたちの喜ぶ芋づくりなどやっていた。

③龍神の舞を通じてコミュニケーションを取り、地域の大人から学

び・支えられている。

①消防団へ所属することへの勤め先の理解が進んだ。

②働く場所や魅力がない？⇒実際はあるのにそのとこが知られていないのが問

題。

③働き手が戻って来ない。⇒一度町外に出ることで良くも悪くも高森町の見え方

が変わる。

④核家族化、跡継ぎ問題⇒根本には親世代が子どもが町外へ出て行ってしまう

ことを止めない、むしろ推奨している。

⑤子どもの前で消防団や地区行事の愚痴や文句を言っている⇒子どもの潜在

意識に町の負のイメージが刷り込まれる。

⑥地区行事が多く、仕事との両立が困難。

⑦地区や分館の役割や負担が男性に偏っている。

⑧役に出てくる人が毎回同じ。若い人が出てきづらい？無関心？40・50代の参

加が少ない。

⑨以前よりも「なぜ消防団に加入しなければならない？」と参加することを面倒

だと考える人が増えているように思う。

①健康長寿

②農業・行事など頑張って参加している。

③高齢化（高齢者が占める割合が高い）。

④身体が悪い。

⑤元気なシニア世代と同居する若い世代は、地域活動に出てこない傾

向がある。

⑥寿タクシーが平日しか利用できない。

⑦地主のシニア世代が他界し、耕作地等の適切な管理が出来なくなる。

（持ち主不明、都会の子どもが相続⇒管理されない「負動産」。）

こうなったらいいな！

Ｇｏｏｄ↑

Ｂａｄ↓

Ｇｏｏｄ↑

Ｂａｄ↓

こうなったらいいな！

こうなったらいいな！
こうなったらいいな！

Ｇｏｏｄ↑

Ｂａｄ↓

Ｇｏｏｄ↑

Ｂａｄ↓



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

　

地域（下市田4区） 子ども

　

・子どももいる世帯の転入が多い。
・今は子供の数が多いが、これまでも世代によって人数

の波がかなりある。

・消防団に入れる世代の人数が元々少ない。
・高齢者の増加。

・いつまでも元気で常会の役がこなせる。

常会人口 常会人口

常会人口 常会人口

・どうして4区に転入したのか聞けば次のヒントになる。 ・せっかく転入で来てくれた子供たちが居続けることがで

きるようになるといい。

・松岡城址公園、松源寺はリピーターが多い。

・飯田に近い、利便性が良い。

環境・観光

・遊び場が少ない。

環境・観光
・子育て世帯の転入が多いので子供のあそび場があると

良い。

・高齢者人口が増えるので、巡回バスは大事になってくる。

・「高森町の南の玄関口」
・リニア、スマートインター、エスバードへの橋。

・人の流れが変わるので、道路整備が必要。

・農地か宅地か→ゾーニングが必要。

・高齢化。

・常会未加入者はゴミ当番なし、加入のメリットは無い。

・地区内が上下段に分かれているので、行事やサロンの

時に降りて来なきゃいけない。

常会の運営

・コロナのために育成会やお祭りができない。

・常会には加入していなくても学校、子供同士や近所の

つながりはある。

・部活、スポ少等、親の面倒が多く地区の行事まで手が

回らない。

・職場体験等、地域を知る機会が多く良い。

・中学生のMV(ミュージックビデオ）やマスクコンテストの

事業はとても良かった。

・常会をなくす（災害の時の共助が無くなってしまう）。

・下市田１区や３区も上段、下段と分かれている問題があ

る。町として常会の再編成も必要かもしれない。

常会の運営

・消防団に入る世代の人数がそもそも少ない。

・ソフトボールチームやゴルフなど若い世代も仲良く行っ

ている。

・昔から４区に住んでいる世帯の親世代の方が元気で区

の役や行事を頑張るので、子供世代の出番がない。

・道つくりや山作業は３０～４０歳代の方が出てきてくれる。

・小さな地区なのでいざという時はすぐにまとまれる。

・地域の現状(地域特性、地元企業)の把握が必要。

・コロナ禍の県外学生支援が良かった。

（カレーやお米、特産品）

・コロナの抗原検査助成事業が良かった。

・コロナが収束したら何かみんなで集まれる行事をやりた

い。

・山作業や道つくりなどの重労働は大変だが、（親世代が

やりきれない分）若い世代の参加につながるので続けた

方が良い。

・地域の良さを次世代へ継承することが大切。

・大人が夢のある生活を送っている有様を子どもへ見せ

ていくことが大事。

・女性の参加できるサロンはある。男性が集まれる場所

がない。

・高寿会やゲートボール、老人会も役が嫌で適齢になっ

ても参加する人がいない。

常会の運営

常会の運営

・サロンやクラブが維持できるように、役の人の負担軽減

できる方法が必要。

・コロナ禍が治まったら「元旦マラソン」などの行事を復活

させたい。

・大人になっても高森町に居続けたいと思えるような楽し

い行事や経験を積ませたい。

・グローバル化も良いが、地元を知り次にグル―バルな

考えを持つようにしたい 。

・進学や就職の選択肢を多く持たせたい。

・会所の位置がレッドゾーン（避難所がない）。

・避難訓練が形式的。

防災・減災
・もっと現実的な避難訓練をしたい。

・具体的な避難場所の見直しが必要。

こんな４区がいいこんな４区がいい

こんな４区がいい こんな４区がいい

・このまま地域を支える一員でいてほしい。

環境・観光



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（吉田中） 子ども

大人 シニア

・住宅が増えている。

・常会への加入割合が高い。

・保育園や小中学校が近い。

・ハザードマップを見ても、危険個所が

少ない。

・生活しやすい場所である。

・夏祭りを開けば転入者の方も参加して

くれる。

・面積的にも人数的にもまとまりやすい。

・規模感がちょうどいい。

ＧＯＯＤ

・コロナで転入者の方と会う機会がなく、

顔がわからない。

・吉田保育園の跡地利用に課題がある。

・新墓地あたりに施設ができて活性化し

ているとよい。

・穏やかで都会にはないいところを残し

たい。

・お寺と周りの関わり合いを残したい。

・コミュニティのまとまりがあるままであっ

てほしい。

・吉田保育園跡地はうまく活用されてい

ると嬉しい。

・高齢化が進む。

・農地の維持が難しい。

・農業の後継者がいない。

ＢＡＤ

期待的展望

現実的展望

・都会から戻ってきても、働く場所、魅

力的な会社が少ない。

・農家で跡取りがいれば良いが、いな

い世帯は「農業はもういい」というところ

もある。

ＢＡＤ
・働く場所があって、地元に定着してい

ると良い。

・下市田工業団地に期待したい、三遠

南信も明るい。

・学生が戻ってきてくれるか不安。

・それぞれに合った職が高森にあるか。

・学生が戻ってきてくれれば良いが、

戻ってきてくれなれば親世代しか残ら

ず、高齢化が進む。

現実的展望

期待的展望

・伝統芸能への参加を続けてくれてい

る。

・お祭りの時に合わせて帰ってきてくれ

る子もいる。

・段ボール獅子も子ども達の記憶に残

り親しみやすさがあり、有効的だったと

思う。

・遊んでいる姿を見ない。

・外で遊ぶというよりもお金のかかる遊

びに行ってしまっている印象。

・大人が頑張って続けることで、将来

戻ってくるきっかけになると良い。

・子どもの数が維持される。

→大学が1つの地元定着になるかも。

・少子化が進んでいるかもしれない。

→行事の維持も難しくなる。

ＧＯＯＤ

ＢＡＤ

期待的展望

現実的展望

・農業をやってきた方がだんだん面倒

になる傾向にある。

・一人暮らしと家族で暮らしている方で

は差がある。近くに店もなく、買い物弱

者には厳しい。

・公共交通バスが通っているが少なく、

バス停も少ない。

・組織に居た人は、退職後に組織（自

治組織）に入りたがらない。

・昔活躍していた人たちが、ずっと地域

に出てこられると良い。

・皆が気軽に集まれるような場があると

良い。

・スーパーと町が連携して、自宅まで宅

配してくれるサービスがあると良い。

・常会加入率も維持できていると良い。

・高寿会に75歳よりも下の方が入らず、

シニアの後継者が減っていってしまう。

ＢＡＤ 期待的展望

現実的展望



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

地域（ 上平 ） 子ども

・２０～３０代の親世代が帰ってこないため、子どもも少な

い。

・若い世代とシニア世代の交流機会が少なくなっている。

・「常会に入らなくていいや」という考えの人が増えてきた。

・消防団に入りたくない若者が多く、団員が減っている。

・２０～３０代が「帰ってきたい」と思えて、「実際に帰って

こられる」地域を目指そう！

・若い世代同士の交流、若い世代とシニア世代が対等に

交流できる場をつくる。

⇒消防団員も増える？

・ただ、新しい人に入ってきてほしいが、これまで築いて

きた常会ならではの人付き合いを保っていけるのか…。

新しい形を受け入れつつも、不安…。

常会の運営

・果樹園、観光農園が多く、農家が活躍している。

・家業を継いで頑張っている若手もいる。

・地形的に恵まれているが、下段の高齢化が顕著。後継

者不足で伝統的な技術が地域内に残っていかない。空

き家も増えてきている。

農業

・リニア中央新幹線の開通。

⇒都会から農業をしに来る人はいないだろうか？

・後継者がたくましく育ち、技術が継承されてく地域へ。

・４０～５０代が率先して交流を楽しみながら地域活動を

している。

・２０～３０代の中には「常会に入らなくてもいい」という考

え方が許されている。

・昔は農業の手伝いなどで若者と話したり見かけたりす

ることがあったが、今は接点がなくいるのかいないのか

もわからない。

・地域内で面倒なことも協力し合っている。

常会の運営

・地域を引っ張っていく若い世代がいなくなってしまう。

⇒常会に入りたくなるような環境づくりが必要！

⇒若い世代の価値観（常会参加への考え方、スマホの

活用等）を理解することも大切！

⇒地域の飲み会などは交流する良い機会かも？

・法人化して若者が積極的に農業に取り組める環境づく

りを。

⇒外国人労働者を積極的に受け入れよう！

⇒リニア中央新幹線開通により都会から積極的に兼業

農家を呼ぼう！

農業

・子どもは減少傾向。

・それでもまだ子どもたちが外に出て遊んでいる姿をよく

見かける。

常会の運営

・外で元気に遊ぶ子供の姿はいつまでも見ていたい！

・子どもの頃から経験してきたことはしっかりと残ってい

て、次の世代につないでいくことができる。

・体が動く限り頑張って農業を続けている。

・老人クラブや趣味などで地域の人たちと繋がっている。

常会の運営

・シニア世代はこれからどんどん増えていく。

・病気にならないよう可能な限り健康に働き続ける。

⇒若い世代や子どもたちに伝えられること、繋いでいける

ことは積極的に残していく！

・若者に頼らずに生活できる（年金、交通）

⇒ただ、頼れるところは若い世代にどんどん頼っていくこ

とで次につながっていくのかもしれない。

・若い世代の価値観を理解して、こちらから寄り添って関

係を作っていくことが大切！

・地域の伝統行事（花踊りなど）に参加する機会を作り、

子どもたちが地域の伝統に触れることを大切にしている。

伝統芸能

・地域の伝統は大切にしていきたいが、子どもがいなく

なってしまうと継続していくことは難しい。

⇒地域として氏子ではなくても伝統行事を経験できるよう

参加を促していくことが大切！

⇒子どもが参加すれば、自然と親も参加することにな

る！



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（吉田東） 子ども

大人 シニア

・常会未加入者の増加。

・戸建てを建てる場所が少なくなってきている。

・お年寄りの単身世帯への対応が必要。

・地区の中でも住みやすい場所とそうではない場

所の差がある。

・コロナの影響もあり、コミュニケーションが思うよう

にとれない。

・空き家が増えた。

・常会加入者未加入者で地区の行事に参加できた

りできなかったりする。

・もっと世帯数が減る？認定子

ども園ぱどまができることに

よって、その周辺に家を建てた

い人が出てくるのではない

か？

・常会未加入でも地域の活動

に参加できる仕組みづくりが必

要！

・子どもの人数が減った？

・外で遊んでいない（場所はある）。

⇒勉強が忙しい？

⇒家でゲーム？

・働く場所がないので帰ってこれない。

・勉強したことを活かす場所がない。

・通学路を安全に子ども達が歩けるようにしてほ

しい。

・やりたいことが実現できるよう

になれば・・・

・地域の中でやりたいことを見

つける。

・地域行事の楽しさを知ってほ

しい。

・認定子ども園ぱどまなどを起

点に、地域との交流の場を増

やしていきたい（子どもが参加

すれば親・おじいちゃんたちも

ついてくる）。

・自分たちより下の世代が少ない。

・継いでくれる人が少なくなっている。

・非農家の方に草刈りや清掃をやってもらうのは

難しい（自分事として参加してほしい）。

・消防団の加入が少ない。

・高齢化が進んでいく。

・常会の世代交代をしていく必

要がある。

・お年寄りが元気。

・町の中では世帯数が多い。

・一時的に外からの若い人も増えた。

・国道沿いには店舗がある。

・地域の行事が多い。

・防災意識が高い。

・組合合併。

・新しい人が多い。

良い点

課題点

・天神まつりで子どもがみこしを担ぐ！大勢参加

する！

良い点

課題点

・働くことに対する価値観の変化。

・常会長をやって地域を知ることができた。

良い点

課題点

良い点



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

地域（吉田南） 子ども

・県住の人は話を聞いてくれない。 

・地区の引継ぎがうまくいっていない。 

・空き家の樹木が大きくなり困る。 

・リニア、工業団地で大きく変化。 

・ものづくりを中心とした人が多くなる。 

・防災意識が高く、避難する時には声を

掛け合って助け合える地域。 
 

・減っている。 

・コロナ前のあいさつが聞けない。 

・検討会と地区の活性化との方向性のあ

り方は。 

・空き家に若い人（夫婦）が住めるように

なればいい。 

・子どもを絡めてこの世代を巻き込む。 

・働き盛りだと顔が見えないので何とかし

たい。 

・横のつながり。 

・進学した子どもが高森に戻ってくること。 

・大学生が少なく、将来が心配だ。 

・結婚すると別世帯暮らし。 

・安心して住んでいる。 

・健康に関心がある（ウォーキング等）。 

・趣味を持っている人が多い（マレットG、

麻雀、卓球等）。 

・高齢になっても役を担い、地域が嫌に

なっている。 

・家庭菜園を楽しむ。 

・地区に関心のある人が多い。 

・たばこのごみが減った。 

・隣人の敷地の草刈りを行っている。 

・家庭菜園の野菜をシェア。 

・団地なので距離が近く、顔が見える、気

にする。 

良い点 

課題点 

・小中学生が自主的にゴミ拾い。 

・積極的なあいさつ。 

・公園があるので外で遊ぶ姿がみられ

る。 

良い点 

・良く散歩（ペット連れ、夫婦）。 

良い点 

課題点 

良い点 
・何も考えず生活したい。 

・元気良く過ごす。 

・健康維持。 

・孤独死を防ぐ。 

・高齢者が多い。 

・一人暮らしが多い。 

課題点 

 

・地元に戻ってくるような場所になってほ

しい（働く場所）。 

就職・Uターン 

 

・県職寮跡地を高齢者が住めるところに

するとよい。 

・介護付き高齢者向け住宅。 

・商業などと組み合わせてみんなで安心

して暮らせる仕組みを。 

高齢者住宅 

 

・みんなが続けられるような自治組織の

仕組みが必要。 

自治組織 

 

・役の負担がないように。 

自治組織 

課題点 



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（下市田6区） 子ども

大人 シニア

・商店街の活気がない。

・人の関わりが減っている。

・人口減少、転入者の減少。

・土地の有効活用（農地が少なく、住宅を新たに建てられる土地が少

ない。一方で使われていない土地が点在している。）

・老朽化で危険な遊具が撤去され、子どもの遊べる遊具が減少。

・灯ろう流しが重荷になっている。

・リニアにより市田駅の価値が向上する。

・灯ろう流しのやり方を変えていく。

・空き家の活用で商店街に活気が戻る。

・子どもが減っている。

・子どもが遊べる遊具が少ない。

・消防団や保存会の人数減少。

・地域外で働く人が増え、地域に関われる時間が減ってきている。

・40代以上の人口が多く、それ以下は少ない。

・働く場が増えるようにする。

・長野県の南の玄関口として活性化し

ていく。

・企業、大学、研究施設の誘致（住環境

を整備をして誘致に伴う居住者の増加

につなげる。）

・病院が近くにある。

・自営業者が多いため、働く環境があり、健康に

つながっている。

・近所お隣が近く、コミュニケーションがとれてい

る。

・チョコボラで草刈り、清掃を行っている。

・歩いて買い物に行ける。

・介護が充実している。

・インフラ（病院、駅、銀行、スーパー、公園、防犯灯）が整っていて住

みやすい。

・農村地域ではないのでしがらみが少なく住みやすい。

・商店街が基本となっており、住宅がまとまっていて、コミュニケーショ

ンがとりやすい。

・歩いて行けるところが多く健康増進につながっている。

・天竜川が近くにあり、景観が良い。花火が近くで見られる。

・坂があり、雨水が流れるので災害リスクが少ない。

良い点

課題点

・あいさつができる子どもが多い

・公園が多く遊べる場所が多い。

・病院が近くにあって安心。

良い点

課題点

・コロナ禍でもがんばっている飲み屋、焼肉屋がある。

・40～50代中心に今後地域を良くしていくための話し合いをしている。

・町に対して事業者、住民が協力的。

・持ち家の方の自治会加入率が高い。

良い点

課題点

良い点

・免許を返す人が増える。

・終の棲家（定住）。

・チョコボラを継続し、元気に暮らす。

・介護保険料なし。

・年金の維持。

・隣近所で助け合っていく。

・高齢者が多い。

・一人暮らしが不安。

課題点

・郷土を自慢できる子どもになってほし

い。

・一旦は都会に出るが地元に戻ってきて

ほしい。

・祭りや地域に関われる取り組みをした

い。

・若い世代が増え、子どもが増えている。

リニア

・都会からの移住者に来てほしい。

・空き家をリノベーションをして活用する。

・住んでいる人が楽しめるようなイベント

をしていく。

移住・定住



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（　山吹上　） 子ども

大人 シニア

・地域の団結が強くまとまっている。

・南を向いていて地形、段丘で南アルプ スがよく

見える。

・顔見知りが多い。

・レディースクリニックができた。

・看板など景観を害するものがなく、風景がいい

（田園風景・朝日・夕日）。

良い点

・遊休地が増えている。

・農地転用できない。

・住宅街が少ない。

・人口増の要因が少ない。

・公共交通の便が悪い。

・分館活動に出てくる人が限られている。

・木や竹が成長し、以前よりも景観が悪くなった。

・本学神社が知られていない。

・サルが出る。

改善点

・育成会活動に参加する子どもが多い。

・運動ができる元気な子どもが多い。

良い点

・子どもが少ない。

・道が暗い、動物が出るなどの理由で通学に車

での送迎が多い。

・政策的に子どもを増やす努力がされていない。

・子育て世帯が少ない。

改善点

・人柄がいい。

・行事への参加率が高い。

・地域の女性同士や仲間同士の仲が良い。

良い点

・後継者・担い手が少ない。

・人が減ってきている。

・地区の役がすぐに回ってくるため住みづらい。

・行事が多く自分のやりたいことができない。

改善点

・元気に働く人が多い。

・長生きしている人が多い。

良い点

・若い人が家におらず常会を抜ける人が多い。

・追分・田沢の老人クラブがなくなった。

改善点

・兼業農家が増えた。

・土地を有効利用し、遊休地をこれ以上増やさないようにし

たい。

→住宅地・工場などへの転用。

・本学神社の整備。

・整備された竹林・里山。

→景観が良くなることで人口増加にもつながっていくこと

に期待。

・しっかりした雪対策。

・自然災害の少ない地の利を活かし たい。

環境

・企業、サテライトオフィスの誘致。

・大学の誘致。

・コンビニ等の誘致で便利になるといい。

⇒単に人口が増えればいいのか。

いち地域で動くより大きな範囲で動く必要があるのでは

ないか。

人口

・子供たちが安全に通学できるように通学路の

安全性が確保されるといい。

環境

・若い人を増やす。

・子どもたちが帰ってきたくなるようなベースづくり

が必要。

→住みやすさ・働く場の確保。

→定着すれば子どもも増えていく。

⇒このままでは子どもがもっといなくなる。

人口

・Ⅰターンの人を増やす。

→農業のニーズが高まっていることに併せて。

・後継者の確保。

→結婚している人が増えるような状態。

→20・30代が定着できるような働く場の確保。

⇒働き方の変化で高森から出ていく必要なくなるのではな

いか。

人口

・常会に入っていない人ともつながっていけるよう

なサロンを充実させる。

コミュニティ

・人口が減った中で行事縮小の検討が必要。

・隣近所の付き合いを大切にしたい。

コミュニティ



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

地域（大島山） 子ども
・景色がきれい。

・水がきれい。

・人のつながり。

・困らない。

・瑠璃寺中心に伝統芸能、

文化財。

・伝統芸能通じて移住者が地

域に溶け込める。

・Uターン増。
・安心な地域。

・消防団を大島山だけで構成。

・虫食い開発になっていない。

・優良な農地が多く、遊休農

地が少ない。

・お店が少ない。

・満足ではなくあきら

め？

・新しい人の参入が少

ない。

・宅地になる土地が少

ない。

・核となる施設、湯ヶ洞のあり方研究、景色を活かした

グランピングなど、都市部に刺さる武器。

→上段全体として農地、森林、宅地etc.の土地利用

計画。

・上段道路・座光寺スマートインターチェンジの先線。

スマートインターチェンジ 利用者へのアピール。

・別荘、住宅。

・リニア通勤、リモート勤務。

・区役員に若い人を取り入れる、隣組制を見直す。

→コミュニティ・組織作りのモデル地区に。

・大人が地域の良さや特徴を伝えられる。

・地区名を「ダイトウザン」に。山号を売り出す。

・スマートインターチェンジで飯田から高森・松川周辺が

地域の中心になっている。

良い点 課題など こうなったらいい

・あいさつしてくれる。

・純真、素直。

・伝統芸能を通じた世代交

流がある。

・常会によっては子どもが

増えたところも。

良い点

・コロナで接する機会減

少。

・全体では子どもが少な

課題など

・子どもが増える（大人世代の若者定住とのつながり）。

・すぐに子どが増えるわけではないので、まずはUター

ンにつながるよう地域の良さを子どもに伝える。

→子どもがふるさとを思う気持ちを持つ。

こうなったらいい

・人柄がいい。

・みんな顔見知りで仲良し。

良い点

・逆の場合も？

・独身の方が目立つ。

課題など

・若者の定住、住宅地の確保（就職先は本当にないの

か？）結婚し家庭を築く、出会いの場・機会作り。

→子どもが増えるにつながる。

・地域のコミュニティ、つながりを保って暮らす。

→元気なシニアにつながる。

・地域で伝統芸能を楽しみ、子どもに魅力を伝える。

→Uターンにつながる。

・休耕田畑、構造改善した土地の活用。農地のまま行く

のか？

・環境、エネルギー、太陽光など。

・リニアで大学通学。

・大学（信大）誘致。

→都市部から地域への若者の流入。移住までつなが

らなくても交流は生まれる。

・女性の活躍。

こうなったらいい

・地域で一番元気。

・よく働く。

・80代でも現役。

良い点

・高齢化が進む常会があ

る。

・コロナで交流減少。

課題など

・これまで通り、長寿で元気。

・地域のことを若い人たちに語り伝える。

・外出方法の充実、自動運転や道路整備など。

こうなったらいい



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域(　牛牧　） 子ども

大人 シニア

・伝統芸能（お祭り等）が

ある。 

・人とのつながりがある。 

・自然環境が良い。 

・スマートICがある。 

・区民会館がきれい。 

・湯が洞があり、新みつば

保育園ができる。 

・農業が成り立っている。 

 

・空き家が多い。 

・人口が横ばい。 

・区から脱退する人が多

い。 

・常会の人数に差がある。 

・区の組織の改善。 

・野生動物が多い。 

 

・日本人の人口減少に伴う外国人の介護を受け入れ

ている現状がある中で、外国人の介護を受け入れる施

設の設置。 

・交通の便が良くなる→観光農園。 

→...ただ若い人が農業をやってくれるのか心配。 

・農業を個人ごとやっているが、共同化したら面白そう。 

・座光寺ICが開いたことにより、牛牧が初めの受け口

になる。→受け口として強く推せるものがあるといい。 

・働く場所増→人口増につながる。 

・住んで楽しい地域に。 

・自然を大事に・景色がいい。 

・子どもが帰りたくなる地域。 

・子どもと高齢者が交流し、認知症防止。 

・湯が洞を展望温泉にするとか。 

・有名人を出す。 

・関係人口を増やす・アクセスを整える。 

・個人を豊かにする。 

・若い人たちを中心とした町づくり。 

GOOD↑ BAD↓ FUTURE 

・子どもの行事が多い。 

・学年を超えた遊び。 

・挨拶ができる。 

GOOD↑ 
・挨拶がない。 

・新みつば保育園へ安全

に通園できるか。 

・子どもが減っている。 

BAD↓ 

・牛牧を引っ張る主体になっている。 

・将来を作る人。 

・出産時に祝い金を出す→補助金。 

・新みつば保育園ができて人口が増える。 

FUTURE 

・地域貢献の意識が高い。 

・都会化していない。 

・団結力がある。 

・宴会が多い。 

・役が多いけど、達成感

がある。 

・60歳元気！！！ 

 

GOOD↑ 

・家族構成が二極化。 

→多世帯もあれば高齢

者のみも。。。 

・若い人は宴会が好き

じゃない。 

・中段に引っ越してくる人

は多いけど、上段は減っ

ている。 

BAD↓ 

・若い人たちの集まりを多くしたい。 

・若者がUターンしてほしい。 

・地域づくりに参加してほしい。 

・子どもが増える。 

・働く場所づくり。 

・自然環境を増やして、交流人口増。 

・新しい人が入りやすい地域。 

 

FUTURE 

・元気なお年寄りが多い。 

・ボランティア活動に熱心

な人が多い。 

・お酒が強い。 

・農業を頑張っている人が

多い。 

・知識人が多い。 

・毎月の神社の掃除が多

い。 

GOOD↑ 

・定年後も働いている。 

・一人暮らしの方が増え

ている。 

BAD↓ FUTURE 



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（吉田西） 子ども

大人 シニア

人
・人があたたかい。

・穏やかな人が多い。

・人柄がよい。

地域
・気候があたたかい。

・眺めがよい。

・見晴らしがよい。

・自然豊か。

・農地がまとまっている。

・農振農地が多い。

・昔ながら。

暮らし
・お互いの顔がわかる。

・独立世帯が少ない。

・転出者が少ない。

・スマートインターが近くに

できて便利。

・開発されてなく昔からの

人が暮らす地区。

・住宅が少ない。

・転入者が少ない

・昔はバスが通りJAや商

店、床屋、電気屋もあっ

た

・サルが多い

人
・しっかりと挨拶ができ

る。

・挨拶が大人と話をする

きっかけになっている。

・子どもが少ない。

・地域の外へ出てしまう。

・地域の伝統に関わる

機会が減少している。

人
・元気がよい。

・女性が特に元気。

人
・元気がよい。

・共働きが多いため日

中「大人」がいない。 ・高齢者が多い。

・車がないと不便。

地域
・遊び場がある。

・通学で長い距離を歩く

ことが健康や成長によ

い。

地域
・高齢者が多い。

・横の繋がりが強い。

・車に乗っている。

・働いている。

・農業ができている。

・春と秋にサロンを開い

ている。

地域
・大人が集まれる場所

「地区館」がある。

農業の地域でありたい
・農業体験を通じた交流ができる。

・農業で人を呼べる地域。

・市田柿を見ることができる。

・あんしん市場のような新鮮な野菜を売り買いでき

る施設。

・地元産の農産物を扱う農家レストラン。

今の暮らしを守りたい
・地区行事の継続。

・公共交通の充実。

・眺望、柿、風景を生かしたイベントの開催。

・常会を超えた地区での活動。

→吉田区では唯一常会を超えた活動が

できている地区（モデル地区）。

新たな取り組み
・農地や住宅に外部の人が入れるような仕組み。

・スマートインターやリニアにより住みやすい地域。

・I、Uターンで若い人の移住を推進。

・空き家を利用したお試し移住。

・農業の後継者に企業や働き手を繋げる取り組み。

住みたい場所でありたい
・高森町に帰ってきたい。

・働く場所がある。

・リニアが開通することで遠方へも通える。

今の暮らしを守りたい
・自然の中で遊べる場所が増えるとよい。

・お神輿などの伝統行事を復活したい。

新たな取り組み
・もう少し増えてほしい。

・増えることは難しいが現在の人数を維持。

住みたい場所でありたい
・仕事の確保。

・リモートワークの定着。

今の暮らしを守りたい
・人と人との繋がりを継続したい。

・お酒を交えた交流を継続したい。

住みたい場所でありたい
・生活の「足」を確保したい。

・定年して帰ってくる。

・買い物支援。

今の暮らしを守りたい
・元気に生活できる。

・集いの場（サロン）が継続できる。

・施設入所者が増えるかもしれない⁈

→人口減少に繋がるのか…

良 悪 悪

悪悪

良

良良

世代を超えて吉田西地区全体の繋がりを！
・子ども行事の充実（伝統継承）←現在）子どもが減り常会単位では難しい…

↓ では）常会を超えて吉田西地区として実施！
↓

・子どもの行事には大人が集まる←現在）役員や係が大変…

↓ では）常会を超えて大人数で実施！
↓

・孫や地域の子どもたちの活躍を見にシニアが集まる



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（上市田） 子ども

大人 シニア

・子どもの人数が減ってきた。

常会人口

環境・観光

常会の運営

常会の運営

防災・減災

・そばの方が、荒廃地を活用し、そばと麦を作っている（６ｈ

ａ）。そのため、景観がよい。

・家の鍵を閉めなくてもいいぐらい安心した地域。

・農業や伝統芸能の後継者の育成。

・女性が活躍できる、声を出せるようになるといい。

・納涼祭のように来たくて来るような行事があれ

ばいい（大人も子どもも楽しめるもの）。

・女性と子どもを重視してほしい（周りが男性で居

場所がない）。

・コロナが落ち着けば元に戻り地域のコミュニ

ティーが維持され活気が出てくる。

・地域のお祭りが存続する。

・地域のまとまりがよく暮らしやすい。転入しやすい。

・区山の活用方法、方向性がよくわからない。

・行事に参加する人が多い。

・男性がリードしていることが多い（総会も男性が多い）。

・コロナ禍で人寄りがなくなり寂しい。何もやらないことが当

たり前になってきた（地域のコミュニティー減少）。

・ハザードマップに危険なところがない（災害が起こる可能

性が少ない）ため、安心。

・座光寺スマートインターやリニアによって人の往

来が増える。交通の便が良くなる。

・地域の医療機関が存続する。

・登校時、交差点で子どもの見守りをしてくれる大人がい

る。

・地区の行事に仕方なく出ている姿がある。

・習い事が優先、習い事をしている子たちでまとまりはあ

るが、地区としてのまとまりが薄れている。

・育成会でさつまいもなどの農作物を育てる機会がある。

・自然に集まれる場所があるとよい。そ

こに行けば仲間がいる感じ。安心安全

な場所。

・お宮の杉が暗いので、明るくなるように

杉の管理。安心して集まれる場所になっ

たらいい。

・多目的広場や区民会館でよく遊んでいる姿をみるが、昔

より外で遊ぶ子どもは減った。

環境・観光

みつば保育園の新設。

・就活困難。

・農業の後継者が少ない。

・外へ出ないのか、人を見なくなった。

常会人口
常会人口

・地域の作業に参加する大人が多く、まとまりが良い（山

作業参加者８０人）

・消防団員が２人しかいない。

・飲み会が減ってしまった。

・早起き野球が続いている。

・今はコロナ禍で行事等の運営をやらなくてよい理由がで

きてしまっている。

常会の運営

環境・観光

・スマートインターやリニアで人の移動が増えれば

都会から田舎へ移動もあるかも。

・交通の便が良くなれば、勤め先が遠くても住みや

すい。

・若い世代が、どう上市田を意識していくか。

・コロナが終息し公民館行事などが継続される。

常会の運営

・行事に参加する方が多い。勝負に熱い。元気がいい。

・昔に比べて集まりが少なくなった。老人クラブもなくなっ

た。

・役員のなり手が無くなった。

・農地が守らている（そば作りに励んでいる）。

環境・観光

・高齢者は増える（介護の問題）。

・定年を迎えても小遣い稼ぎ程度の仕事

があるといい。

・近場に子どもとふれあえて農業の手伝

い程度の仕事があるといい。



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（　新田　） 子ども
・世代間がつながる地域。

・今と変わらない新田が理想。

・ライフステージが変わりつつ、それぞれの人が
地域での役割がある。

・遊休農地が増えていくことが予想される。→その
土地を利用して団地、直売所、コンビニ等を作り、
外から遊びに来たり住みたいと思ってもらえる地
域にしていく。

・他の地域から農業をやりたい人を受け入れる。
空き家の活用をする。

・農業が儲かる仕組みを考えていく。

・子どもの減少。→北小学校の存続を考えて、町
全体で学区割り等を考えていく必要がある。

・学校の質が上がることで、魅力を感じて子ども
が増える。

大人 シニア

・外に出た人が、故郷を思い出す（地域愛）。

・大学生へ町内企業の情報提供を行う。

・大学生への物資の郵送の継続。（コロナ禍関係
なく、高森町を思い出してもらうため。）

・町のイベント情報の発信。（虎舞、お練等)

・仕事ができる環境をつくる。（大手企業、リモー
ト）

・企業の誘致を行う。

・女性が常会や地区で役割を持って活躍出来る
ようにしていく。

・多世代へ地域の良い活動、文化等を伝え続け
ていく。

・河川清掃等の地域の活動に出ていけなくなる人
が増える。

・サロン等に出ていき、地域の方とのつながりを
持ち続けられるようにしていく。また、そのような
集まりが多くあるとよい。

・IT関係のインフラ。高齢者は難しい。→テレビ電
話等を各戸へ配布する。足の悪い方などへの対
応も可能となる。

 

・フルーツタウンに若い人々が来てくれて、公民館活動や納涼

祭に協力的に参加してくれてありがたい。 

・田園地帯、豊かな農村、果樹園、景観が美しい。 

・世帯数が増えてきている。常会加入率はほぼ100％。 

・育成会活動がとても活発。 

・地域みんなが顔見知りで、年齢関係なく平たい関係性である。 

・お助けマンの活動が充実している。 

・人が柔らかい。相手を思いやる言葉（方言）が良い。 

・人柄がよく、住みやすい。他の地域から家を建てて定住する

方も多い。 

・伝統芸能 虎舞がある。 

・子どもが減った。 

・コロナで集まる機会が減ってしまっている。 

・空き家問題。 

・地域の傾斜が大変。特にお年寄りは交通手段も限られている

ためとても不便。 

・高校卒業後、多くが外へ出ていってしまう。 

・伝統芸能の継承者不足。 

・以前と比べると子どもが減った。 

・子どもたちが仲良く通学している。 

 

・山吹の中で見れば、新田は子どもが多い。 

 

・育成会活動が活発に行われている。 
 

・地域の方々の人柄がよく、他の地域から越してきた人の受け

入れもよいため、すぐになじむことができ、住みやすい。 

 

・お助けマンの活動が充実している。何年ごとと決めて役をま

わす方法ではなく、昔からのお助けマンに残ってもらいつつ、

若い方にも新たに加わってもらうような仕組みに工夫している。 
 

・働き盛り世代の現状が見えずらい。 

・出会いの場が少なく、未婚率が高い。 

・働く場所が少ない。 

・青年団、若妻会、踊りなどがなくなっている。 

・核家族化。 

・農業等、高齢になっても現役で頑張って働いている人が多く

いる。 

 

・お助けマンの活動が充実している。 
 

・独居高齢者の増加。 

 

・高齢者世帯の増加。 

 

・デジタル対応が難しい。（若い世代であれば、line等を駆使で

きるが、現状は回覧板。） 

 

・農業の後継者不足。打開策として、より良い農機具を購入す

るも町の補助が出ず。 

良い点 

課題 

良い点 

良い点 

課題 

良い点 

課題 

Uターンのために 

課題 



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（下市田５区） 子ども
・色々な会の存続の為に圧力をかけずに参
集する方法の模索が必要。

・自治組織の内容を事前に知った上で転入
してもらう必要がある（不動産会社、住宅
メーカー等と連携）。

・世代を超えて集まり、知り合える機会（夏祭
り、運動会）を大切にし、結果自治会の加入
に繋げる。
・若い人がゆとりのある暮らしができるような
取り組みが必要。時代にあった組織にして
いく必要がある。
・自治会に入ると税の優遇といったメリットあ
ると良いのでは。

・子どもが産まれ、将来的に戻ってきやすい
ような地域づくりが必要（大学の誘致等）。

・5区には公園がない。南部広場という遊び
場があるが、危険だからと言って遊具を撤去
してしまった。居場所を作ってあげることも重
要。

大人 シニア
・若い人たちの考えやビジョンを聞ける場を
作ることが重要。

・自治会の負担を減らすことも検討。

・子どもが楽しめる場を作ることで加入促進
に繋がると考える。

・農業を個人的に継続することは難しいの
で、法人化により、組織で農業を行う必要が
ある。

・地区の会も若い人が引き継げるような組織
づくりが必要。

・顔が見れる場を作ることで、コミュニケー
ションも活性化し地域づくりや防災力の向上
にもつながる。

・他の地区に比べれば比較的多い。 

           １年～3年＝12名 

          4年～6年＝13名 

          中学生    ＝15名 

・５区はひとりっ子が少ないので、色々な学

年と交流ができる。 
 

良い点 

・以前と比べると子どもが減った。 

・そもそも子どもと関わりが少ない。 

・このようなご時世の中、挨拶してよいか分

からない。 

課題 

・農業をやっている人は元気！ 

・「おいなんよの会」を定期的に実施。 

・「おーいお茶だにの会（5区全体の会）」

には80人程集まることもある。 

・高齢者世帯の増加。 

・自治会に出られない人が増えている。 

良い点 

課題 

・男性の集まる双葉会という会がある。 

 

・昔は女性が集まるための若妻会という

会があったが無くなり、交流が減ってし

まった。 

・50代の独身者が多い。 

・イベントのやり手がいない。 

・組合存続において個人情報の扱い方が

曖昧。 

・双葉会は国道の掃除を行ったりしていた

が、メンバーが変わらない為、ずっと同じ

良い点 

課題 

・おいなんよの会など、今までコロナででき

なかったが、実施できれば楽しい。 

・大型スーパーが近いのはメリット。 

・飯田市座光寺に近い。 

・5区は家同士が近く、仲良くなりやすい。 

・転入者の自治会未加入世帯が多い。 

・様々な会があり、繋がりができることはあ

りがたいが、負担感もある。 

同世代の集まりが少ない。 

良い点 

課題 



現状 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア
・参青会が元気。
・学校の先生が多く暮らしている。

・働く場所がある。
・若い人どうしの健康作りができる場所や仲
間作りが大事。

・地域活動の担い手が高齢化。 大人とシニアが楽しく生活してい
る

地域（下市田３区） 子ども
コロナの影響で人とのつながりが弱く
なっている 将来（9年後）

世代を越えたつながりを維
持

・地域的に恵まれている（中心地）。
（学校施設、ＪＲ駅、商業施設・遊べる広場があ
る。
・団結力がある。
（町民運動会、お好み演芸会、多世代交流会、
行事や準備に人が集まる）。

・自治会　（良い面）
・地域の作業に参加してくれる。
・若い世代が増え役も積極的にやってくれる、ま
とまりがある。
・高寿会の人数が増加。
・新しい人が入りやすい地域（でも自治会には入
らない人もいる）。

・自治会　（良くない面）
・常会によっては常会を脱退する人が多くなって
いる（学校平、荒神前等）。
・作業が多い→見直しが必要。
・昔・義務（やるのが当たり前）、　今・やらなくても
良い。

・女性ふるさとの様な活動も大事（女性同士のつ
ながり）。
・ボランティアや社会活動を積極的に参加してく
れる人を増やす。

自治会について
・オンラインでも地域活動に参加できるようにす
る。
・自治会の負担金を無くす。
・自治会の決まりをゆるやかにする。
・自治会の加入増（自治会という形式にも変化が
必要とも思われる）。

・現状の下市田３区の自治会の良い面を継続。

・子どもの人口が多い。 ・それを見た子どもがこの地域での活動や
生活が楽しいと感じてくれる。

・地域に愛着を持つ。

・高森の外に出た子どもが高森に帰ってく
る。



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

・家を建てて下平に住んでもらいたい。
・進学後、町に戻ってきてほしい。
・子どもが来たら大人も集まる。
・農業（所得）を上げる仕組み作り。
・企業誘致で働く場所が増える。
　もっと働く場所を！
　企業と地域がイベントをからめて交流。

・一人暮らしになっても安心できる地域。
・地域で支え合う仕組み。
・農業を趣味として続ける。
・今までやってきた取り組みが表彰され
る。
・いつまでも元気で長生き。

地域（下平） 子ども

大人 シニア

・リニア開通による人口増を期待。
・かわまちと下平をどうにかしてつなげる。
・駅周辺に施設を誘致し集客。
・地元就職の情報提供。
・農地と住宅地のバランスが取れた地域。
　営農と居住の場所を分ける、住宅団地、
　農地転用の条件緩和。
・農業も体験できる町（週末農業でもOK）。
・レジャーランド、スポーツ施設を誘致。
　小さな富士急ハイランド。
・天伯峡のキャンプ場としての活用。
　星空、山は魅力、商業施設で飲食料調達。
・自然環境生かし、保つ。
　国道と電車に囲まれた環境、桜の保全。
・各地の良い所を結び、生かすことが重要。

・自然を楽しむことができる環境を残す。
　昔よりも減っている（山、川、虫、魚）。
・子どもが遊べる場所があるといい。
　子どもが来たら大人も集まる。
・地元の良い所を知ってほしい。
・戻ってきてほしい。
・素直に元気に育ってほしい。

・子どもが増えている。

・育成会でのつながり。

・子どもが少ない（保育園・小学校・中学校）。

・若い人がいない。

・アパートから世帯が退去すると子どもが減少

する。

・川で遊ばない。

・農業をやっている人が多い。

・家の周りが農地の方が多い。

・死ぬまで百姓ができる。

・元気な人が多い、元気がある、元気が良す

ぎる。

・行事には決まった人が出席している。

・構成する人口のうち高齢者が増加。

・後継者がいない。

良い点

課題

・人がどんどん入ってきている。

・自分の家を建てている人もいる。

・専業、兼業農家がともに多い。

・みんな元気！

・人当たりが良い人が多い。

・行事には決まった人が出席している。

良い点

課題

・立地条件が良い。

・買い物に行きやすい。

・子育てするのに良い。

大型商業施設・国道・駅が近く、平らで温暖。

・自然が多い。

・桜の名所（九頭竜）はとてもきれい。

守っていきたい。

・天竜河原のお米がおいしい。

・地区内の結びつきが強い。

祭りなど、とてもまとまっている。

良い点

・地域の行事が少ない。

・公園やスポーツ施設がない。

・作業が多く、自治会に入らない理由の

一つになっている。

課題

良い点

課題

子
ど
も
と
シ
ニ
ア
を
ど
う
つ
な
げ
る



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

地域（山吹中） 子ども
【地形】
■平らな農地が多く作物が作りやすい。
■荒廃地を無くすようそばを作っている。
■水害のリスクが少ない。

【住環境】■アクセス、買い物に便利。

【人とのかかわり】
■元々小さい地域の分、まとまりがある。松川よ
りまとまりある。声掛けしてくれる。
■新しく入ってきた人でもやっていける。
■母親同士の飲み会が頻繁に行われている。

【コロナ】
■コロナで地区の行事がなく、顔が見えなくなっ
てしまった（どこの嫁さんかわからない）。

【土地利用】
■野菜作りをしながら住み着いてくれるといい。
■農振除外の条件を緩やかに。土地利用のバラ
ンスを考える。高森に住みたい人は多い。
■地域に協力することを理解していただける方
向けの住宅政策をしてみては。

【交通】
■竜神大橋城坂の交通量が増えるのでは。
■道路整備が必要。

【仕事】
■リニアができると名古屋が通勤圏となる。高森
やこの地域に住んで仕事に行ける。
■昔からある産業があまりないのでは。産業を育
てる。

【人とのかかわり】
■育成会活動が活発（花火なども）。特に昔
は盛んだった。
■子供から大人まで含めてまとまりがある。
■山吹保育園の子どもは増えている。
■ほんやりの時は和気あいあいとできてい
る。子どもも大勢いる。

【コロナ】
■新型コロナ６波が心配で行事ができず、
つながりがない、子どもがいるかどうかわか
らない。
■子どもと何かする機会がない。

【人とのかかわり】
■自治組織への加入は子どもにも関わるの
で子どものことを考えて入ることも推進する
べき。
■子どもを増やすには未婚を減らすことが
重要。婚活のネットワークを広げる。

大人 シニア
【人とのかかわり】
■以前、障害のある方が越してきた際に、地
域が温かくて良かったと聞いた。分館活動が
活発。
■特に女性の元気がいい。

【自治組織】
■越してくる前にいた地域でいやな目にあっ
た人が入らない。
■町が退会届をくれたのでやめた等、中古
住宅に越してきた際に町の窓口で説明がな
かったなど、改善点はある。
空き家対策としても重要。

【仕事】
■兼業農家が多い。働きに出ている。

【人とのかかわり】
■地域のつながりを維持。
■同じ年代で関わりが持てるといい。

【仕事】
■子どもが帰ってくるまで元気に働く。
■田舎なのはいいが、働く場所がほしい。や
りたい仕事がないのでは。企業の集約・合
併でなくなってしまう場合もあり。
■結婚などを機に戻ってきてもらえるとよ
い。
■自然が豊富なので自然の中で働ける場
所を増やせば。
■小規模企業の育成も大事。
■地産地消を進める。

【後継ぎ】
■高齢者ばかりの世帯。
■後継ぎがいない家もある。

【コロナ禍】
■コロナで活動ができていない。
■老人クラブ等の集まりの機会がない。

【後継ぎ】
■跡取りの無い家の対策、縁結び。
■Iターンの人への橋渡し。

【健康】
■健康でありたい（寝たきりにならない）。
■健康診断を受ける。



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

地域（　駒場　） 子ども
 
・保育園と北小学校が隣接していて安心で

きる。 

・子どもたちと地域の方が自然と挨拶ができ

る。 

・個々人で考えられ、好奇心がある。 

・子安太鼓に子供隊が声をかけあって取り

組めている。 

・良い意味で大人ぶってない。 

・少人数学級による教育。 

 

良い点 

 
・『見守り隊』の方が小学生を送り見守って

いる。 

・子どもたちの声や活気で元気がでる。 

良い点 
 
・農業を行いながら生活をする。 

・生涯働き続ける(働き続けることが健康の

秘訣)。 

・楽しくやりたいことがある。 

・周りの方とコミュニケーションがとりやすい

環境でありたい。 

・生き甲斐をもてる9年後にしたい。 

 
・小学校・保育園が無くならないように人数

の確保。 

・子どもたちの声、活気から元気をもらえる

地域にする。 

・地元に帰ってきたいと思える環境にする。 

 
・子どもたちから『地元に戻ってきたい』と声

が上がっている。 

・帰省して実家の傍に家を建てる人が増え

ている。 

・親切（シニアの方が歩いていたら声をかけ

てくれて車に乗せてくれた）。 

・早朝に柿をしてから仕事に出掛けていて、

よく働く。 

良い点 
 
・若い人たちに帰ってきてほしい。 

 
・空家が少ない。 

・農地が、高齢化で後継ぎがいない。 

・子安太鼓は昔は賑やかにやっていたが今

は人数が減ってきている。 

・保育園の子どもたちは送り迎えになり見

かけなくなった。 

・外で遊ぶ子どもたちを見かけなくなった。 

 
・農業経営の担い手の確保。 

・農業で生活していく仕組みの構築。 

・農地の維持をしたい。 

・農業体験を実施し、子どもたちに関心を

もってもらい将来空いた土地で農業を始め

てほしい。 

・土地計画の見通しをもって考えていきたい。 

・駒場の平らな場所を開発してほしい。 

・他町村からの移住してもらえるように環境

を整える。 

・山吹地区に保育園を残したい。 

良い点 



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

地域（出原） 子ども
人
・人があたたかい。

・区、常会がまとまってい

る。

地域
・災害、危険個所が少な

い。

・丸山公園が近い。

・景色がいい。

・動物に会える（自然豊

か）。

・旬彩館での買い物が便

暮らし
・家が建つのは広域農道

近く。

・駅、バス停が遠い。

→町のバス、ラクー

ター。

・伝統芸能ができなく

なった。

人
・昔より子どもの数が

増えた（保育園～中学

で50人位）。

・地元へ帰る若者が多

い。

・コロナで行事ができ

ない。

・坂が多く自転車に乗

れるところがない。

人
・元気。

・80歳以上の現役が多い。

・若い世代に「ため」になる

話をしてくれる。

・はぐくみの会は子どもた

ちと活動している。

・サロンでは定期的に健康

体操等で交流している。

人
・まとまりがある。

・行事への参加率が高

い。

・地区内の人の顔がわ

かる。

・郷土愛が強い。

・青年部ができた。

地域
・丸山公園に歩いて行

ける。

・上段部は子どもが少

ない。

・最近は子どもが減っ

ている。

地域
・旬彩館に歩いて行ける。

・あまり畑で見なく

なった。

・一人暮らしの老

人世帯が多い。

地域
・アンジャーネで飲める。

・勤め人が多くなり、伝

統芸能の継承が困難

になった。

・若い人が農業をやら

ない。

つながりを深める
・地域内のつながりを継続する。

・縦のつながりのある行事をしたい。

・広域農道沿いに飲み屋が欲しい。

・伝統芸能を復活する。

暮らしを守る・便利に
・景観の維持（遊休農地や空き家を増やさない）。

・人口を維持する。

・歩いて行けるコンビニが欲しい。

元気になる・人を呼ぶ
・千早原が元気になり、人が集まる。

・伊那谷が連携した観光（キャンプ場やグランピ

ング等）。

地域を好きになる
・顔の見える関係や地域行事を継続して、地域に

愛着を持ち続けてほしい。

・親のまとまりを見て、学生が地元に帰りたいと

いう気持ちになると良い。

リニアの活用
・大学を誘致し、この地で学びや体験ができる。

・リニアができると通学が楽になり、進学後にも

帰ってきやすくなる。

地域を元気に
・ある程度の子どもの人数は確保したい。

つながりを深めたい
・今後も交流を続けていきたい。

・将来の自治組織のあり方を考えていく。

リニアの活用
・時間的距離が短くなり、職場の制限がなくなる。

人を増やしたい
・遊休地を住宅、アパートにして若い世代が住め

るようにする。

・働く場所（テレワーク・サテライト含）、遊びの場

を増やす。

次の世代へ
・農業や知恵を次の世代に教えることで、元気で

いる。

今の暮らしを守りたい
・健康で長生き。

・退職後もやることや役割がある。

・交通手段の確保。

良 悪 悪

悪悪

良

良良

人のつながりを更に深め、リニアも活用して元気な地区にする
・今のつながりの良さを継続していく
↓

・子ども達が地域に愛着を持つ
↓

・将来、この地域に帰ってくる
↓

・シニアから農業や知恵を教わる
↓

・地区内のすべての人たちが元気に！

「リニア開通」
・千早原が元気になる

・通学、通勤しやすくなる

・働く場が増える



現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

現状 将来（9年後） 現状 将来（9年後）

大人 シニア

地域（下市田２区） 子ども
人
・独立世帯が多い。

・人口が増えている。

生活環境
・主要な施設が近い（ 店、役場、学校、駅、マレット

ゴルフ場、 医療機関）。

・畑を管理できない。

・堤防散歩できる。散歩コースが色々ある。

・雪が少ない。

・市田駅周辺渋滞している。

・平坦な土地。砂が舞う。

・高森町の中心街である。

コミュニティ
・納涼祭。

・世代ごとのグループがある。共星会、明星会、壮星

会。

・常会加入者多い。

・都会にないコミュニティがある。

・あさぎりサロン。

・まとまりがある。

人
・子どもが少ない。

・子どもが多い。

・空き家に引っ越してくる人があり子どもが増えた。

人
・サロンなどでまとまりがあり元気がある。

・老人クラブ解散でも、ひとりひとり元気。

・高齢化が進んでいる。老人の人数が多い。

・健康に気を付けている人が多い。

・畑の管理ができない。後継者が少ない。

人
・大学で外にでる→就職先が地元にない。

・地元企業の魅力を大人が知らないので子どもに

それを伝えられない。

・中間層の年代（20-30代）が少ない。

・未婚者が多い（世話焼きさんがいないから？）。

地域
・公園がたくさんある。

・保育園を立て替えてほしい。

今の暮らしを守りたい
・今の情景を守りたい。住宅と田園風景の区分。

・災害がなければ堤防が保てる。

新たな取り組み
・工業団地化の研究、誘致。

・２区のまとまりが高森町の全体の見本となる。

・リニア開通し東京名古屋のベッドタウンとなる。

・働く場所の確保、Ｉターン受入。20～30代が帰って

くる。

・都会にない魅力づくり。自然に触れられる場所。

・農地の宅地化。

コミュニティ
・あさぎりサロンの新規メンバーを増やしたい。

・２区に新しい家を建てても、共星会、明星会、壮

星会に加入してくれないと納涼祭の運営が厳し
い。

・世代を超えた交流。子どもとシニアが繋がる触れ

合う。そんな地域に見守られていることで親は安心

できる。

子ども
・子どもの人口が多いことを望む。

・子どもが増える。

・一回は町外に出てほしい。その後戻ってきてほ

しい。

コミュニティ
・おやすづくりのような伝統行事をとおした交流を

増やして子どもとシニアが顔見知りになる。

・子ども会を継続する。

大人
・20代～40代が帰ってくる。

・大学、専門学校を出た人が戻ってくる。

生活環境
・高校を卒業して学べる場所。

・リモートワークができるような環境。

・リニアができるから通勤も可。

コミュニティ
交流が減らないような工夫をしたい。

シニア
・元気がなくなっていくことが心配。

・シニアが元気がよく、大人が真似をしていく。子

ども世代もついてくる。

・健康で医療費ダウン。

コミュニティ
・サロンに子どもたちが参加し、活性化した形に

なる。

・人とのかかわりを増やす。

・小さなコミュニティをつくる。

・奉仕活動を軽減する。

コミュニティ
・コロナ前は親子遠足やプラネタリウムに行く行事

があった。

・コロナ中は、納涼祭中止のかわりに育成会で花

火を配った。

コミュニティ
・新しい人がコミュニティに入ってきて良い。

・役について盛り上げてくれる。

・共星会が納涼祭をしている。子どもシニアも参加

し繋がりができる。

・伝統行事のことを親世代が知らない。

コミュニティ
・あさぎりサロンが町内で一番早く始まった。参加

者も多く楽しみにしている。


