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平成２８年１月１６日（土）に 

プラザ西伯にて開催しました 

事例発表会で参加者の皆様 

からのご質問とその回答を 

公開致します。 
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【担当課】南部町企画政策課 ０８５９-６６-３１１３ 

 

～あなたの地域の「地域振興協議会」～事例発表会 

南部町合併後、地域の課題を自ら解決し、より住みやすく、活気あふれ

魅力ある地域づくりを行う場として、平成１９年に７つ地域振興協議会が

設立されて今年で９年目となります。今では地域づくりの核として、住む

人が元気になるような特色ある様々な取り組みが実践されています。 

そこで、これまでの９年間の成果とこれからの地域振興協議会の未来に

向けて、広く住民の皆さんに活動内容を知っていただきたく、事例発表会

を開催しました。 

 

 

■発表内容：７つの地域振興協議会の事例発表〔発表順〕 

①東西町   「住民参画がどのように形成されてきたか」 

②あいみ富有の里  「新たな地域運営の担い手」 

③天津      「ふるさと天津紀行ができあがるまで」 

④あいみ手間山    「グリーン＆エコツーリズムの取り組みについて」 

⑤南さいはく    「地域を元気に～交流で賑わいづくり～」 

⑥大国     「まめなかや畑の世代間交流」 

⑦法勝寺地区    「西伯小学校との交流について」 

 

 
 



№ 質門・助言・意見 回答・説明

1

地域独自のエコポイントのことをもう少し
詳しく教えてください 🔴開始のきっかけ：南部町が可燃ごみ減量化の施策を

実施したのに伴い、20年12月～23年３月までの間、可
燃ごみの減量と町づくりをつなげるようにと、独自の
エコ推進運動を実施しました。
🔴原資：町から、可燃ごみ減量化に参加することで５
万円、更に５％減量化が達成できれば10万円、計15万
円の補助金を原資とした。
🔴方法：分別ごみの指定収集日に軟質プラスチック類
とざつがみ(ティッシュペーパー箱より薄い紙)を排出
した時に、立ち当番から、それぞれ１ポイント(20円
相当)ずつスタンプカードにエコポイントを押しても
らいます。ポイント５個以上で商品又は地域通貨(エ
コマネー100円)と交換できます。
🔴地域通貨(エコマネー)の利用：東西町内で開催され
る行事(さつき祭や夏祭りの屋台、運動会のバザー、
わくわくショップ、野菜市等)で金券として使用でき
ます。また、事務所で指定ごみ袋やトイレットペー
パー等の日用品と交換することもできます。
🔴効果：以前は、軟質プラスチック類やざつがみは可
燃ごみに出していましたが、この運動を開始したこと
で、可燃ごみが大幅に減量されるとともに、ポイント
カードをもって集積場に集まるということでコミュニ
ティづくりや楽しみながら環境を考えることが出来
た。また、行事の参加者も増え、エコ推進運動が終
わった現在でも、引き続き可燃ごみの減量化に成果が
出ています。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

①【東西町地域振興協議会】

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》

■地域通貨・エコポイント・ありがとうポイントについて

発表テーマ：「住民参画がどのように形成されてきたか」
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№ 質門・助言・意見 回答・説明

2

エコ・ポイントを全町に拡げる為に必要な
こと、課題はありますか？ 🔴先ず地区での意識合成が必須である。併せて、リー

ダーの意欲。

3

ありがとうポイントの詳しい内容を知りた
い

🔴詳細について：これから検討に入るが、協議会が認
める様々な行事や事業に参加された方又は役員として
協力していただいた方等にエコポイントと同様にポイ
ントを押し、地域通貨を発行し、東西町内で開催され
る行事等で使用するというもの。
🔴目的：地域行事への関心を仰ぎ、交流することに
よって安全で安心な町づくりにつなげることを目的と
する。
🔴原資：町が地区内の空地や空き家情報を提出するこ
とで、1件あたり3,000円の助成が出るので、それを原
資に進めることにしたい。

4

事業活動にポイント制として地域通貨を利
用することは（対価）本来の住民参加とし
ては若干異なるのでは

🔴自主的な住民参加が理想であるが、待っていても始
まらない。
🔴住民が楽しみながら健康な生活を送り、交流するこ
とで町づくりへつなげることを目的とする。
🔴その効果として健康寿命の延長や介護保険費、病院
費用等の軽減になる効果が得られるのであればどんど
んチャレンジするべきと思う。

№ 質門・助言・意見 回答・説明

5

部員の確保は大変であると思うが東西町と
して部員確保の取り組みについてお聞きし
たい

①広報誌で公募
②理事や班長は各班から順番制になっているので日頃
あまり参加されないような方でも知り合いになれる
チャンスがある
③４部ある部員は①で応募された方や、②で出られた
方に声をかけることもある
④大きな行事等では実行委員会制で開催しているた
め、役員以外で協力していただけそうな方に協力依頼
する。若い人にも積極的に声かけをし、役を任せ、次
世代を育てる。
⑤日頃から事務局がアンテナを立ててこの人はという
人には声かけを行い、勧誘する。部員からの推薦等も
ある。
⑥役員の方には、達成感や仲間意識等を持ってもら
い、大変だけど自分の住む町づくりに役立つ事を認識
してもらう。
⑦年配のベテランが若い人を潰すようなことは絶対さ
せない。
⑧日頃から講座参加者、施設利用者等には得られた知
識や健康を地域に還元していただきたいと言い続け
る。長く言い続ける事で結果として現れてくる。

■役員・人材について

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》
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№ 質門・助言・意見 回答・説明

6

事務局のリーダー性とは 🔴事務局のリーダー性とは地域の課題をしっかりと把
握し、町づくりに対する想いを住民のみなさんに解っ
てもらい、協働する仕組みを作ることだと考えます。

7

東西町の将来の姿をどう描いておられるの
か

🔴団塊の世代の子供達が戻って来て地区内の親の近く
に住むことが増えて来た。
🔴東西町は比較的新しい団地なので、以前からふる里
づくり事業を行なってきたこともあり、一度地区外に
出て行っても戻りたいと思える町づくりの成果だと思
う。また、親にとっても子供達をこの町に住ませたい
と思えるからだと思う。

8

社会福祉協議会との連携はどうしておられ
るのか

🔴平成21年「地域の福祉力」向上事業のモデル指定を
受け、見守りの方法を学んだ。これが災害時の要援護
者台帳の作成に生かされた。
🔴協議会発足時に福祉部を作ったが、地区の課題で
あったご近所福祉に目が向けられていなかったが、社
協のアドバイスで組織を変えた。これが現在の集落福
祉で全国から注目される起点となった。
🔴サロン活動についてもアドバイスをいただいてい
る。

9

新しく転入して来られた方にどのように地
域活動に参加してもらっているのか

🔴全戸配付の広報紙で紹介する。
🔴班で歓迎会をされたりしているところもある。若い
方であれば運動会には声をかけ参加を促している。中
高年の方であれば、七夕会やクリスマス会等の合同サ
ロン的なものに声掛けをしたりして先ず地域の方を
知ってもらうことに力を入れている。

10

地域の中で全戸が協議会員として入会して
いるか
会員になっていない家の対応はどうしてい
るか

🔴会員外でも地区内に居住する方は見守る体制をとっ
ている。
🔴事業への参加については加入促進を図るため会員外
は一部制限をしている。

11

ささえ愛台帳を個人情報保護との合意形成
の過程は

🔴地域で行なっていることに関しての個人情報保護法
は適用されない。
🔴行政に頼らず自分達で集める。

№ 質門・助言・意見 回答・説明

12

取り組みはどこで決めていますか 🔴行事等の計画は各部に任せているが、各部に事務局
の担当を置き、方向性を示すこともある。
🔴方向性や大きな事業については、事務局内で話し合
い計画する。

13

新しい取り組みを住民（グループ主体）で
される手法は

🔴町づくりに必要だと思う事業があったら、理解し、
協力していただける住民の方を指名し、少し強引でも
立ち上げる。

14

地域の方が興味、関心を持ってくださるよ
うな取り組みはありますか

🔴最近では、東西町を舞台にして、南部箕蚊屋広域連
合（伯耆町、南部町、日吉津村）で初めて開催された
認知症SOSネットワーク模擬訓練がある.

15

行事に参加された方の声は反省会で取り上
げられていますか
参加してない方の声を吸い上げる方法は

🔴行事後に役員の反省会を行なっています。反省会に
出席された方全員に発言をしていただき、誰がどんな
発言をしたか、そのことについて事務局意見はどうな
のかをまとめて次年度に活かしています。
🔴参加されない方の意見は、事務局へ直接や、区会、
一斉清掃の後の班会、行政要望、総会でも意見を言え
る機会があります。

■事務局について

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》

■事業・活動について
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№ 質門・助言・意見 回答・説明

16

参加者の固定化はないですか 🔴ある程度の固定はあるが、昨年と全く同じというこ
とはなく、少しずつ新しい方も増えています。たくさ
んの方が参加されるように、広報と同時にとにかく声
かけや仲間づくりを行なっています。

17

事業をこなすことを目的としないためにど
のような具体的な配慮、取り組みをしてお
られるのか

🔴参加者が楽しんで居られて良かったで終わるのでな
く、何のためにこの事業を行なっているのか、この事
業の先にあるものを先ず、事務局や役員が共有し、繰
り返し住民に伝えています。

18

参加できない世帯もあると思うが、個別に
はどのような働きかけをしておられるのか

🔴様々な事業を展開しているのでどこかで参加してい
ただきたい。
🔴優先順位を変更させるほどに事業に関心を持たせる
こと。

19
事業への人集め、参加者を増やすためのご
苦労は何ですか

🔴住民が何に関心があるのか、如何に関心のあるタイ
ミングに仕掛けるかが大事。

20
会報「まち」は協議会と合致するか 🔴毎月全戸配付の会報は、協議会事業推進には欠かせ

ないもの。単なるお知らせで終わってはいけない。

21

活動の経費に会員の拠出はありますか 🔴東西町は従来からあった自治会活動を引き継いでい
るので、協議会費として1カ月450円を負担していただ
いています。これは防犯灯の維持管理、夏祭り等の地
区事業費等に充てています。役場からの交付金とは別
にしています。

22

見守りは手上げ方式ですか？手上げの場
合、手を上げないが気になる方はどうして
おられますか

🔴見守りを希望される方の意向を重視し、誰に見守っ
て欲しいのかも聞いて対応しています。
🔴また、気になる方や、拒否される方でもお元気かど
うか夜間の灯火を陰ながら見守り等を行なっていま
す。

23

「西町の郷」の運営費・利用料は
🔴「西町の郷」は補助金と、利用者負担金でまかなっ
ています。
利用料は、利用者登録年間3,000円、１回利用するご
とに300円(昼食代別)

24

空き家に住みませんか対応はいかに 🔴「東西町に住みませんか」をホームページに掲載し
ている。
🔴夏祭り時に帰省してきた方へも東西町の活動と地域
に興味を持っていただくためにアドレスを配付してい
る。

№ 質門・助言・意見 回答・説明

25

高齢化率が現在32.3％ですが、５年、10年
過ぎるとかなりの高齢化率になると思いま
すが、高齢や独居で買い物に出かけること
ができない人への支援は

🔴移動販売車の継続運行、買い物機会の提供のわくわ
くショップ、野菜市の開催がある。その他の移動販売
業者でも、できるだけ利用してもらい、買い物機会の
場を守って行くことも需要だと広報している。
🔴「西町の郷」でボランティアヘルプサービスを行
なっている。

26

若い方の参加はありますか。もしくは若い
方の意見を聞く機会は（企画提案等）

🔴30年前から、子供育成会や中学育成会そして青少年
育成会が協力しながら子供と保護者そして地域と関わ
りを持つような活動をしている。
多くの事業の企画に育成会の代表にも参加していただ
いている。

■高齢者・若年層について

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》
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■町外からの意見
№ 質門・助言・意見 回答・説明

27
地域通貨制度を環境だけに留めず幅広く展
開していくことが重要だと思います（福
祉・子育て）

🔴ありがとうポイントでは、健康づくりを含めた多く
の部分で対応できるように考えています。

28
子供の保護者同士の集まりを次の地区の担
い手につないでは

🔴保護者の中からリーダーを選任し若い人をまとめて
若いグループをつくることを考えている。

29
住民を巻き込んでゆくメニューが多彩で関
係者の方々の工夫が感じられた

30

良いと思われることはどんどん実行される
姿勢がすばらしいと思います。ここまでの
活動をされていることに敬意を表します。
頑張ってください

31

琴浦町放課後児童クラブでは鳥取大学生が
ボランティアで定期的に参加していた。鳥
大米子キャンパスの子供にかかわるサーク
ルに声をかけてボランティアで参加しても
らうのはどうか。ボランティアをきっかけ
で町にも興味を持ってもらえます。

32

安心できる地域にプラス何かキラっと光る
地域の特性、ブランドのようなものや（魅
力が感じられるもの）紹介していただける
と更に良かったのでは

33

どうしてコミュニティーができたのか？　
リーダーになる方が多かったのか？ご教授
ください

🔴他地域からの寄せ集めで出来た町のため、古い人も
新しい人も平等に発言できる環境であったし、それを
意識的に続けてきた。
🔴以前の自治会と公民館も仲良くまとまりがあった。
🔴行事開催は大変だがとにかく楽しく実施する。
🔴リーダーを選出し適材適所に配置した。

■学んだこと
№
1
2
3

4

5

6

7 団地特有の地縁血縁が薄い集落と思っていたが、住民参画をよくまとめられたと思います

質門・助言・意見
住民参画を進める手法、良いことはしつこく、タイムリーな課題を提案しつづけた
地域通貨を独自にされていることを初めて知った
大所帯の中でもコンパクトな取り組みとフットワークの良さがとても勉強になります

東西町の中で良い循環をつくりだしておられること（子供へ、介護者へ、ありがとうポイントカー
ド他多数）

過去の公民館活動から振興協議会に変わっても尚、幾多の行事の開催がある。その都度消化するこ
とを目指していたが、東西町の消化することが目的にならぬようは勉強になった

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》

ありがとうポイントカードは協議会をもっと知ってもらう、もっと参加してもらうために良いこと
だと思う
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№ 質疑 回答

1 ＪＡ店舗の活用は見込めないか？
ＪＡ側は８月１日付けで第三者（農産物加工者）に賃
貸しており、困難である。

2
閉店したＪＡ店舗の利用の考えはあるの
か？あればどのような活用があるか。

ＪＡの施設であり困難である。

3 ＪＡ店舗の利活用について、住民の意見は?
存続を望む声が多くあったが、ＪＡの経営方針上止む
を得ないものと判断した。

4 ＪＡ店舗の今後の活用策は? 同上（不採算事業の撤退は全国的な流れ？）

5 ＪＡ店舗の買手は見つかったか。
ＪＡ側は８月１日付けで第三者（農産物加工者）に賃
貸。

6
振興協議会が運営して店舗を継続する意欲
はないか。

ＪＡ施設に期待はできない。他の方法を模索中であ
る。

7
地域住民は買い物対策にどのような要望を
しているか。

買い物店舗の必要性は十分理解できる。何とかした
い。

8
買い物難民対策では、現状ではどのような
買い物を住民はしているか。

把握できていない。

9
年配者の方は買い物をどのようにしている
か。

把握できていない。

10
買い物店舗がなくなり、これからどういう
方法で店舗を持ってくることを考えている
か。

地方創生事業に期待している。

11
過疎化・少子高齢化・買い物難民等にどの
ような対応をしているか。今後の対応は。

特定団体（例えばＪＡ）に期待できない。行政の支援
を望む。

12
えぷろんを核とした交流拠点「多機能型」
とは具体的にどういうことか。

特定の事業展開を図ることではなく、交流拠点として
多目的利用を考えている。

13
ユニットハウスの活用は、外部(協議会以
外）の方でも可能か。

所有権が不明確であり、現状では地域内利用に限定的
に考えている。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

②【あいみ富有の里地域振興協議会】

《　質　疑　回　答　一　覧　》

発表テーマ：「新たな地域運営の担い手」
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№ 質疑 回答

14 ユニットハウスの当初の利用目的は？ 多目的利用を検討した。

15
ユニットハウスの誘致への取り組みはどの
ような意志があったか。

ユニットハウスは地域の交流拠点と位置付けている、
えぷろんの付帯設備でありであり、多目的利用施設と
して位置付けている。

16
ユニットハウスはどこが、どんな目的で作
られたのか。

地元産木材の活用モデル事業の一環

17
高島屋(ローズちゃん号）の利用状況とその
効果は。

把握できていない。

18

ユニットハウス拠点化といっても住民の送
迎はどうなのか。買い物ができない状態の
中でユニットハウスを拠点化しても住民の
集まりが上手くできるか。

ユニットハウスは地域の交流拠点と位置付けている、
えぷろんの付帯設備であり、ユニットハウスを拠点化
するものではない。

19
なぜ「えぷろん」を離れたところに作った
のか。人の出入りが日常はないように見受
けられる。

南部町の農産物加工施設であり、協議会から回答でき
ない。（指定管理を受けている）

20
花回廊に行く県外者をどのようにして取り
組んでいるか。

青空市開催時には幟を立てＰＲしている。（時々立ち
寄る来客者もある。）

21 もっと花回廊との連携はできないものか。
地域内にある施設であるが、設置形態が異なり、連携
が取れていない。集客は常に意識しているが実現でき
ていないのが現状であり、今度の課題である。

22
えぷろん行事の開催情報を花回廊の客へ流
しているか。

青空市以外は想定していない。

23
花回廊と協議会のイベント等の関連性及び
協力体制はあるか?

協議会の会員が協力している。

24
えぷろんへの集客、特に花回廊観光客、県
内外の観光客を呼び込むための工夫や企画
案があるか。

集客は常に意識しているが実現できていないのが現状
であり、今度の課題である。

25 えぷろんの事業主体はどこか。
南部町の農産物加工施設であり、協議会が指定管理を
受けている施設である。

26
青空市の収益は協議会、出品者のいずれ
か。

出品者から販売委託料１０％を徴収している。

27

イルミネーションのもっと強い発信を乞
う。あいみ富有の里にふさわしい「アイミ
ナラコソ」のインパクトある発信を期待す
る。

今後とも情報発信に努めたい。

28
えぷろんという言葉を初めて知った。語源
は？名前の由来は？

農産物加工施設で活動する姿（服装等）をイメージし
たものである。

29
バス存続運動の地域住民の関わりは。バス
を守る意気込みは認めるが、老人・若者な
ど地域住民の協力体制は。

バス存続運動のＰＲ不足は認めざるを得ない。地域住
民を引き付ける運動を展開したい。

30
住民自身がバスを本当に利用する意識と必
要性を感じているか。

交通弱者にとっては必要不可欠なものと理解してい
る。

31 バス利用乗車活動は具体的にあるか。

32
バス利用促進の取組で、通学定期券(回数
券）以外にはどのようなものがあるか。

33
協議会の活動へ若い人の参加状況はどう
か。

事業内容によりバラつきがあるが、若い人を限定した
活動は意識していない。

34
ホタルを活かした今後の地域づくりの展開
は。

環境美化及び自然環境の保全と活用を図り、美しい農
村・田園づくりを目指している。

《　質　疑　回　答　一　覧　》

県の補助事業を受け、ギャラリーバス・フルーツバス
を運行し利活用の啓蒙を図った。自転車搭載・ダイヤ
改正・運賃補助・バス停の美化活動も実施してきた。
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№ 質疑 回答

35

地域で起こる様々な問題解決に取り組んで
いるが、こうした問題をどのように集約さ
れているのか。身近な問題が多いだけに逆
に難しい面があるのではないか。

今まで行政に頼りがちな姿勢から脱却し、自分達で出
来ることは自分たちでやるという基本方針に基づき活
動を行っている。

36 協議会の行事に関する関心度は。
９年が経過し、一定の認知度があるものと理解してい
る。

37
子ども子育て世代の取り込みをどう進めて
いるか。

特に意識した活動は行っていない。

38
「町づくり」は「人づくり」に尽きると考
えるがイルミネーションやえぷろん活動の
ほかにどんなことを行っているか。

子供は地域の宝であり、安心・安全な町づくりを図る
ため、児童の下校時見守りパトロールを毎日実施。歩
道除雪支援。子供の交流事業。地域の人材発掘のため
「富有塾」の開催。

39

現在行っている事業で、集落間の連携・協
力を深めるのに、効果的な事業があるか。
また連携を深めるために取り組む予定の事
業は。

電子版地域防災システムを稼働している。

40
将来のビジョンとあるが、３～５年後のビ
ジョンはどう考えているのか？

各期毎（5年計画）に地域づくり基本方針を策定して
いる。現在二期地域づくり計画を実施中である。

41
集落間の連携は様々な活動を通じて進んだ
のか。

充分とは言えない。今後の課題でもある。

42
地域の未来を考え学校と連携した取り組み
があるか。

小中学校のＣＳに協議会から代表者を出している。

43
他に独自でやっている地域住民参加事業は
あるか。

多種多様であるが代表的なものとして、旧町合同運動
会、Ｇ・Ｇ大会等がある。

44
地域の中で人々のコミュニティー的な場所
ができないか。

協議会単独で設置することは困難であり、えぷろん周
辺での地方創生事業に期待している。

45 協議会不要論が根強かったのはなぜか。

46 協議会不要論はどんな内容であったか。

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

買い物難民対策はどこでも困っている課題。積極的に対応を進める。良い案があれば教示を願いた
い。

えぷろんイルミネーションは知らなかった。富有の里祭り等ももっとＰＲして、花回廊とも連携し
何か継続できる事業を企画すること。

えぷろん特産品。ここでしかないという品物を置いてはどうか。町内全体に周知されていない感が
ある。ユニットハウス活用も他地区へ周知し、応募してはどうか。（ＰＲ不足？）

花回廊へ観光客が通る道路もあり、有効活用できるチャンスの場。梨・柿の加工品などの特産品の
取り組みに力を入れる。

えぷろんを地域のコンビニ(地域ステーション集いの場)にしてはどうか。

助　言

ＪＡの空き店舗に青空市を使ってはどうか。

ＪＡ店舗を東西町のように、住民で運営できないか。

ＪＡ店舗を高齢者向けへの施設に利用変更できないか。

買い物難民とバス利用の促進として、町内・米子市への買い物ツアーを計画してはどうか。

買い物施設がなくなった地域内のサポートを、今後協議会が担っていく。その方向性に期待した
い。

《　質　疑　回　答　一　覧　》

《　助　言　一　覧　》

行政の下請け化が懸念された。
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№

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

「地域に自信と誇りを持つ」いいですね。その通りだと思う。

中山間地における高齢化率の向上にたいし、小さな集落合併が必ず必要になってくる。私も集落合
併の準備を進めている。

拠点施設を「いこい荘」に。あるいはもっと近くに持ってくるべきでは・・・

人口減少化に伴う子供たちとの共同活動を考えたらどうか。

協議会不要論があったとのことであるが、やろうという人達だけで、出来ることを少しずつ広げら
れると良い。少しずつ輪が広がれば良い。

発表のテーマの設定が良かった。

地域で運営するデマンドバス導入に向けた勉強会をやってはどうか。

町内で一番子育て環境が良い地域である。そういった切り口で地域活性化に繋げたら良い。

住民参画の仕掛けが見えない。中山間地の景観を守りる仕掛けが見えない。

ホタルの里とその基軸をひとつとした通年の取り組みは考えられないか。キーワードは環境・景
観。

イルミネーション・えぷろん売り場・花回廊などたくさんのセールスポイントがあり素晴らしい。
それを今後は総括的に生かせるような取り組みが考えられる。

緑水園にあるキャンプ場やバンガローを使って幼児のキャンプに利用してはどうか。

バスの時刻表をカードにして配布したらどうか。

日ノ丸バスは天万庁舎までとし、手間山と富有の里でデマンド的な自主運行するとサービス面の向
上につながる。費用面でも安くなる。

路線バスと関係のないと思われる地域の人たちにも協力や意見を求める。

えぷろん・いこい荘から離れた地域の交通手段としてデマンドバスの運行(小型）を考えないか。

乗り合いバスを何が何でも守ろうという姿勢は素晴らしい。

えぷろんの取り組みはとても良い。もう少し回数が多いと良い。

青空市の時に移動販売車を招いてはどうか。

富有柿を使ったお土産品などの食品開発・製造販売ができると町外からの来訪に繋がる。(種とばし
の時にも販売する)

会見・賀野地区を訪れて一番感ずることは「食の場がない」ということ。食べさせてコーヒータイ
ムのできる店創りのロマンはないのか。花回廊は除いて一歩前へ！！

えぷろんで地域住民の運営する食堂など考えられないか。

《　助　言　一　覧　》

花回廊に多くの県外客を取組むこと。まちづくりに繋がる。

えぷろん加工施設で賑わいが生まれる事業交流を検討する。月別計画を策定すれば面白い。異世代
交流の促進を。

ユニットハウスの活用は近くのイベントを補足する機能を果たすようにしたらどうか。

ユニットハウスの利活用について、地域住民によりワークショップを実施したらどうか。

ユニットハウスでジュラ―ト屋を開設してはどうか。町内に酪農家もある。

ユニットハウスはレンタルスペースとして活用。個人事業主の方のアトリエやオフィスとして活
用。カフェや買い物スペースの管理人を委嘱する。

助　言
ユニットハウスを「お接待所」にドライバー・ライダー・サイクリング・休憩施設に。室内には四
季の風景写真を展示。
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1
天津地域のまちづくり活性化とは具体的に
何か。

伝統文化の保存継承活動等を通じて、世代間交流を図
ることがまちづくり活性化のひとつになると考えてい
ます。

2 今住民から出ている地域の課題は何か。
協議会の行事を行う際の人集めや、役員のなり手がな
かなかないようです。特に子育て世帯は負担に感じる
方が多いようです。

3
申し上げ祭り等の実際のやり方は年配者が
いなくなるとわからなくなる。どうやって
伝えていこうとされているのか。

区の行事は持ち廻りで役目がくるようになっているの
で、家の後継者に伝えています。その他にもやり方等
をビデオに撮って誰がみてもわかるよう記録していま
す。

4

天津地区のまちづくり（特に文化遺産・史
跡紹介はホームページ等で県外にアピール
されていますか。県外の町出身者はどの程
度知っていますか。

ホームページ等でアピールはしていません。県外の町
出身者は天津の史跡等、ほとんど知らないと思われま
す。ＰＲ方法を検討します。

5
下阿賀の参加を呼び掛けることについては
どうか。

協議会に加入していただいて一緒に活動していきたい
と考えていますので声掛けはしておりますが、今のと
ころ加入の予定はないようです。

6

様々な神話、古代史跡、伝統文化が根強い
地域だと思う。史跡や遺産などのガイドの
後継者はどのように育てられるのでしょう
か。養成方法も考えていただきたい。

現在ガイドは２名ですが、後継者については今後検討
します。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

③【天津地域振興協議会】

《　質　疑　回　答　一　覧　》

発表テーマ：「ふるさと天津紀行ができるまで」
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7

歴史、観光活動に参加される町内の方はど
んな方が多いですか。ボランティア？役
目？子ども達？保護者？高齢者？またその
方々はどんな思いで参加していらっしゃい
ますか。仕方なく？楽しく？自分から？

観光活動の一環として環境美化に取り組んでいます。
役目やボランティアで出ていただくことが多いです
が、自分達の地域に残る財産を守っていこうという意
識が高いと感じられます。

8

史跡を活かしたまちづくりで町外の人も
ターゲットとしているのですか。その場合
どのようにお金を落としてもらう仕組みを
お考えですか。

実際、町外から来られる方もいらっしゃいますが、お
金を落としてもらう仕組みづくりについては検討しま
す。

9
母塚山は大切な地域の財産です。なんとか
活用したいですね。

母塚山から望む大山は、町内外のカメラ愛好家の方に
人気のスポットです。口コミでも広がっているので、
もっと多くの方に訪れていただきたいと思います。

10
伝統を守り続ける意識が高いと思いますが
若い方への関心はいかがでしょうか。

伝統行事については、毎年育成会でしめ縄づくり、餅
つきを行っています。その他でも若い方が感心を持っ
てもらえるような工夫が必要だと思います。

11
人材を育てなければ行事は続きませんが、
一体どのようにして人材発掘をなさってい
るのでしょうか。

行事を行うにあたり人材発掘はしていませんが、「自
分達の地域を守り、よりよくしていきたい」という意
識の高さが「継続」に繋がっていると思います。

《　質　疑　回　答　一　覧　》
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1
てま山農園の入植者の選定や募集の方法に
ついて教えてください。

入植は誰もでき、自分の作りたい面積が借りられま
す。また栽培方法も教えます。募集は協議会の広報な
どや情報発信コーナーでも随時お知らせしています。

2 入植者の募集方法は？募集対象地域は？

募集は協議会の広報などや情報発信コーナーで随時お
知らせしています。募集地域は協議会エリア内として
いますが、情報を入手された米子市の方も居られま
す。

3

てま山農園に参加できるのは町民のみで
しょうか？全く農業体験をしていない都会
や市部に住む人は関心が高いのではないで
しょうか？

あいみ手間山地域振興協議会エリアとしていますが、
町外の方も参加は可能です。

4
てま山農園だけでなく区民農園もＰＲして
は？（三崎、宮前一、田住などもある。）

区民農園は集落独自で営んで居られ、作物の栽培管理
等の情報は区民農園にも提供しています。

5
てま山農園のねらいとする対象者は誰か？
町外交流？異世代交流？農地問題？

農園のねらいとする対象者は、あくまで農家と非農家
の交流拠点であり、子どもから大人までの世代間交流
が主眼で、この事業を通じて食育・交流・ふれあいが
盛んになり賑わいを期待しています。

6
てま山農園の日常的な管理はどうされてい
るか？その費用は？

日常の管理は、土日の午前中に事務局、ボランティ
ア、総務企画部・ふれあい部の有志が実施。費用は、
主に事業費から支弁、急な場合は会長が提供していま
す。

7

「できる人が、できる時に、できること
で」日常の管理作業の人が固定化してはい
ないのか？不満のようなものはないです
か？

日常の管理が一部固定化するのは、やむを得ないが休
憩の楽しみで解消しています。

8

野菜づくりを南中生徒も取り組んでおられ
るようですが、ただ単に生徒が取り組んで
いるのか、あるいは学校行事等となってい
るのか？

南中生徒の取組みは、地域貢献活動の一環の｢ふれあ
いデー｣として、学校側から受入れ要請がありまし
た。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

④【あいみ手間山地域振興協議会】

《　質　疑　回　答　一　覧　》

発表テーマ：「グリーン＆エコツーリズムの取り組みについて」
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9

中学校との協働事業はなかなか難しいと思
いますが、どのように働きかけをされまし
たか？何かエピソードがあれば教えてくだ
さい。

南中との係わりは、南中主催の年２回の防災訓練・コ
ミュニティスクール参画・土曜開校への協力、後輩へ
のメッセージなど教育環境の整備に連携しています。

10

玉ねぎの収穫体験に来た人と、日常管理に
携わってくれた人との人数のギャップはど
れくらいありますか？管理作業を手伝って
くれる人を増やすための工夫は？

収穫体験と日常管理に携わった人数のギャップは３倍
強です。今後手伝ってくれる人を増やす工夫は、人的
つながり、賛同者など機会あるごとに募りたいです。

11 収穫した玉ねぎの活用方法は？
収穫体験で来られた人が全部収穫されますが、残った
場合は高齢者・独居世帯に配付します。

12 農園を増やしていく考えですか？ 農園の規模(20a)はこれ以上増やしません。

13
耕作放棄地は協議会で目をつけたところに
交渉したのか。それとも、貸したい側が手
をあげてくれて確保できたのか？

農園を開園した耕作放棄地は、県道沿いで住民に分か
りやすい場所にあり、農業委員会に相談して特定農地
貸付により借用できました。もちろん地権者の方々に
は主旨を理解して頂いた結果です。

14
てま山農園の活動の波及効果を教えてくだ
さい。

農園の活動の波及効果は、｢大地に学ぶ｣をマスコミで
取り上げられたが、住民には関心がうすく、今後は採
れた食材を活用したイベントを企画し、賑わい交流に
繋げたいです。

15
トレッキングコースの「自然体験ゾーン」
にはどのようなものがあるか知りたい。

トレッキングコースの「自然体験ゾーン」は、現在は
絶景地ポイントから眺める景色と植物観察であるが、
今後の企画として｢雑木林を歩く｣｢落ち葉のベッド｣な
どを考えています。

16
赤猪岩さんを核とした手間山有効活用をど
うお考えか？

赤猪岩神社と手間要害山は一体的な観光スポットなの
で、復路のトレッキングコースを創るなど往路・復路
の２種類のコースを考え、赤猪岩神社に直接下山する
ことを考えています。

17

町内唯一の“パワースポット”赤猪岩神社
のスダシイの木、タブの木との合体、一人
ずつ撮影してアルバム帳に並べて貼ると
“結婚”できる樹と言う。発信乞う！

「比翼連理の木」といわれ、パワースポットとして紹
介されています。

18
交流拠点の一番手に天津とタイアップさ
れ、散策ツアーを企画されたら嬉しいな♡

天津とタイアップした散策ツアーは、大国主命が再生
復活された清水井もあり、合同企画の実現に向けて検
討します。

19
エコツーリズムの今後の展開、予定を教え
てください。

エコツーリズムの今後の展開は「自然体験ゾーンの新
設」「往路・復路のトレッキングコース新設」遊歩道
に椅子設置など自然木を使用した物づくりを検討しま
す。

20
エコツーリズムは、町外からの人を呼び込
むことなども考えているか？プランがある
か？

町外から人を呼び込むことは考えていませんが、口コ
ミで町外の参加者もあります。トレッキングコースは
勿論、周辺環境が整備されたら町内外に情報発信も考
えています。

21
エコツーリズムを持続させていくには何が
大切と思いますか？

「自然を楽しむこと」に共感してくれる人を募り、自
主的参加者が増える魅力ある自然環境の整備に努める
ことではないでしょうか。

22
エコツーリズムにおける当初の参加者は継
続されていますか？

当初の参加者は継続参加されており、この事業に共感
される方々だと思います。今後は開催時期(春・夏・
秋)の検討を考えています。

23
グリーンツーリズム・エコツーリズムでの
収入は？

グリーンツーリズム・エコツーリズムとも収入は全く
ありません。

24

グリーンツーリズム、エコツーリズム、人
と共に地域活動をつくり上げ、参加者みん
なで過ごす時間はとても素敵な時間だと思
います。計画を立て実施するまでに何回ぐ
らいの事前打ち合せが必要でしたか？

事前打ち合わせは、部会で検討、役割分担を決める等
２～３回実施していますが、事前準備等は事務局の役
割が大きいです。

《　質　疑　回　答　一　覧　》
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25
素晴らしい取組みの今後これからどのよう
に外にＰＲをしていかれますか？

外へのＰＲは具体的には考えていませんが、本事業が
当初の目的を達成し、軌道に乗った段階で他協議会や
近隣市町村にパンフレット等を配布していきたいで
す。

26
小冊子などを学校や米子駅等に配付したら
どうですか？

学校等には小冊子の配布を、今後前向きに検討したい
です。

27 行事の参加、関心度は？
行事の参加や関心度はやや低調であるが、住民の中に
は期待度が高い方もいらっしゃいます。

28
協議会活動への理解を住民に深めてもらう
にはどうしたらよいか？

活動への理解を住民に深めてもらうには、住民ニーズ
を的確に把握し、各年齢層に合致した事業展開を企画
し、実施にあたっては、時期・周知方法等を分かり易
くＰＲしていきたいです。

29
住民の「あったらいいな」はどうやってそ
の声をひろっておられますか？

「あったらいいな」の声？　本協議会はⅡ期地域づく
り計画書策定にあたり、集落からの声を吸い上げ策
定、単年度では部会・区長会・評議会で地域からの声
を聴いて事業活動に活かしています。

30 中高年の力が活かせる場は？
中高年の力が活かせる場は、見守り活動、伝統文化の
継承、スポレク等事業内容によって参加・活動できる
場面があります。

31
企業との関わりがよく分からなかった。ど
んな企業で、どんな支援を受けているの
か？

企業との関わりはありませんが「サマーフェスティバ
ルin手間山」ではエリア内の事業所等からゲームの賞
品の提供を頂いています。

32
一般住民の参加が少ないようでしたが…。
役員の請負い事業になっているのでは？

役員の請負事業となっているとのご指摘ですが、事業
実施日が必ず土日になり、他の各種団体の事業実施日
と重複し、役員自ら率先して事業参加せざるを得ない
状況にあり、今後各団体ととの共催を視野に入れて検
討していきます。

33
各部のメンバーはどのように選ばれていま
すか？また、その人数、構成（男女比、年
齢）は？

各部のメンバーは、各集落からの推薦でお願いしてい
ます。１０集落なので各部１０名、４部で合計４０名
の部員で構成しており、男女比はふれあい部は女性８
割、他３部は女性２割程度で、平均年齢は５５歳位だ
と思います。

34

様々なコンセプトを持って事業を展開して
おられますが、参加者やスタッフに、その
コンセプトは伝えていますか？また伝えて
いるなら、いつ、どのような形でつたえて
いますか？

コンセプトは、新年度に行なう新旧部員引継ぎ会、各
部の第１回部会等で会長が説明しています。

35

米子市等からの移住につなげることは考え
ておられるでしょうか？
・住宅敷地確保も可。
・団地もあり若年層多い。
・米子に近い。

ご指摘のように移住・定住の環境は整っていますが、
私たち協議会自ら動くことはありませんが、移住等さ
れた方には、この地の良さを伝授させていただきま
す。

№

1

2

3

助　言

てま山農園は良いですね。ここに住む人が集い楽しむことが大切ですから、ぜひ、みんなでおいし
く食べることを見せることも必要だと思います。

地域内の非農家も増加しているのでは。「てま山農園」で野菜づくりを体験していただいた成果
を、自分の食べる野菜は自分で作るという次のステップに進めてはどうでしょう。町民農園など。

無農薬玉ねぎを商品化（例：ドレッシング）

《　質　疑　回　答　一　覧　》

《　助　言　一　覧　》
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4

5

6

7

8

9

10

11

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№

1

2

3

4

5

てま山農園を中心に子ども達とのふれあいを大切にしておられるのがとてもいい。

農園を地域の子ども達との世代間交流の場として活用する発想はよい。この取組みを今後も継続し
ていただきたい。

◦各部連携による「手間山」の拠点づくりは素晴らしい。
◦地域の宝を磨き上げる発想が良い。

うまく田舎の魅力を引き出しておられています。感心しました。これをどう発信しておられるのか
聞きたいです。

鳥取県が行なっている「共生の里」に取り込むことを検討されてはどうか。
（農村と企業との連携事業）

《　学　ん　だ　こ　と　一　覧　》

助　言
「大地に学ぶ」基本フレームに元気をもらいました。
「オセの背中をみせる」そのチャレンジへ前進を垣間見ました。
⇒住民同士の交流が「発展」を見るガンバッテ！

中山間の荒廃地を利用した点と（課題解決）フレーズが素晴らしい。
「大地に学ぶ」「自然を楽しむ」

ブッポウソウに出会えるスポット、時期などを周知する方法を考える。

ブッポウソウのパンフレットをつくることを提案します。
◦キャッチコピーを考えてみました。「ブッポウソウって何？」「ブッポウソウは草ではありませ
ん」「ブッポウソウってどんな意味？」など

山登りが好きな兄が「山がきれいになった」と喜んでいました。

地元ガイドさんの養成（手間のみに限らず）。センター設置。

行事が良かったとの話で終わらないで、何が良かったのか、又、何が問題があったのかを反省会を
開き、次回につなげてください。

町内だけでなく町外の方にも参画ができるようなイベント等の発信ができればどうか。

《　助　言　一　覧　【町外から】　》

助　言
野菜のおいしい食べ方、試食など一緒にあるといいと感じた。（たまねぎで血液サラサラとかの取
組みがあるといい。

グリーンツーリズムとして地域外（米子市、境港市）に拡大されてはどうか？

◦てま山農園を活用したコミュニティー作りはよいと思う。
◦朝市etc.できないのか…道の駅等の地域力集中点を作っては？
◦子育て支援は必要。
赤猪岩神社の伝説をモチーフにして「復活」「立ち上がる」「よみがえる」をキーワードに、お守
りやお札などを作っては？
➔話題をつくる、広げる。町外に知ってもらう。

樹木プレートをもっと充実させて欲しい。

雑木林を使った「住み家づくり」を親子で行なう。（簡易ツリーハウス）

天津地区の観光資源とタイアップし、例えば「歴史ロマンとグリーンツーリズムを楽しむ」をテー
マに広い活動にしていかれたら如何でしょうか。

環境問題も一緒に考えるとより一層良くなるのでは？

地域イベントに子どもが参加するのは良い切り口だと思います。

「自治」への移行に必要ないことは、まず地域の生活課題解決への取り組みと思います。

◦ちょこっと菜園というような小さな菜園の貸出しをしてみたらどうか。井戸水を掘って。
◦要害山でクロスカントリーができるといいと思う。

手間山トレッキングコースで見られる木や草花の写真を載せた簡単なリーフレットを作っていただ
けたら嬉しいです。

《　助　言　一　覧　》

助　言
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1
明道公民館との交流は地域の人の負担と
なってはいないか？

地域の事業に取り込みをしたので、負担と喜びを天秤
にかければ、喜びが大きいかと！

2
明道公民館との交流以外にどんな取り組み
をされていますか？住民の方々の理解は？

五つの活動部を中心に活動展開していくことで地域の
融和が図られてきた。活動の理解は高まってきている
が十分とは言えない！

3
明道公民館との交流を通して変わってきた
こと、住民の方から例えばどんな声があり
ましたか？

地域の事業に参加してもらうことで、周りから地域に
対して期待している姿を見て、地域の自然や環境に対
する自信ができてきた。まちからまとまって来られる
ことでの住民自身が閉塞感の解消になった

4
明道公民館から草刈りボランティア清掃等
の考えはないのか

緑水湖周辺の桜並木の手入れや肥料やりなど参加、今
後共生の里などの取り組みに発展を期待している。

5
交流の成果としての移住された方はありま
すか？

まだ地域に受け入れ態勢が十分でなく協議会が手掛け
た人はいない、まちづくり会社や行政と連携し取り組
みたい

6 交流、親との交流に広げていくことは？
明道の交流は出発は子どもの交流でしたが、5年間の
交流で交流回数も内容も変わり大人の交流も実施中

7
若い人の交流は良いか、Ｕ，Ｉターンの取
組みかどうなのか

子育て世代は教育環境の良いまちに移住するケースが
多いが、町のCCRCなどの動きと連携し検討したい

8
南さいはく明道公民館の交流事業のスタッ
フの確保に困っていないのか

人口減少の中なので慢性的な不足はあるが、交流はそ
れぞれの事業に組み入れる形でしているのでスタッフ
が任務を理解。

9 食の南さいはくとしてＰＲされては？
清流や自然の豊かさは自慢なので、これと併せ山菜・
農産物や加工品等をPRしたい

10 高齢化今後の対応又は対策は？

高齢化対策の処方箋は難しく今後の課題。南さいはく
を軸に集落の元気な姿を作り、年取っても安心な地域
づくりをすることが、CCRCやIUターンにつながるので
はないか！

11
特産品開発一部門としてスタッフは何人？
目標は設定されているのか？

特別な目標は定めていないが、商品が成熟していけば
そのグループで自立し地域の雇用へとつながればと考
えている。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

⑤【南さいはく地域振興協議会】
発表テーマ：「地域を元気に～交流で賑わいづくり～」

《　質　疑　回　答　一　覧　》
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12
都会の人をうけいれやすくするためにはど
のような条件が大切ですか。

食えるだけの仕事と住まいが必要だが、まずは地域に
ある色々なしきたりや決まりを解りやすくし改善改革
をすること

13
地域の閉塞感の減少とは具体的にはどうい
うことですか？

暮らしの中で人口減少や高齢化で集落の運営がしずら
くなってきて、どうしようもないとのあきらめが閉塞
感でありこの減少のこと

14
交流は地元の人に役立っているのか？都市
部へのサービスとなっていないか？

交流参加のスタッフはボランティアで町からの参加者
サービスになっているかもしれないが、地域をまちの
人に宣伝し地域の理解を高めてもらえることは、情報
発信効果はあるのではないか。

15
山と人が生活してこそ里山。山があれるこ
とは他の地域も大きく環境変化となる。

そのためにも南さいはくのように山のふもとに住む地
域を維持し環境保全・見守ることは大切であり地域が
絶えないよう必死で頑張りながら、行政・まちの人た
ちや他の地域に協力をお願いできることはお願いした
いと考えている。

16
しめ縄の技術の後継者は何人位ですか？育
成されてますか？受注はされていますか？

少なくなる一方です。あくまでも自分の家のものを作
成できるようにと考えて教室をしている。

17
田舎体験お試し施設への挑戦で空家の利用
を検討しているのか？

移住定住を前提とした田舎体験として、空き家を利用
したお試し施設を南部町と協議しながら検討したい。

18
明道公民館との交流のスタートはどのよう
なきっかけですか？今後交流をどのように
進めていく考えですか？

交流のきっかけは現鳥取県地域振興局の紹介による。
今後は地域資源の消費地域として考えたい、併せて自
然を満喫できる農業体験なども考え、その上で第二の
故郷として思われ地域の賑わいづくりも含めた地域づ
くり参加となれば・・・・・・・・

19
ＣＣＲＣをどのように活用しようとしてま
すか？

地域の閉塞感を解消するためにも、住民に近いところ
で新規事業者や新しい取り組みが誕生することで新風
を起こしてほしい。

20
地元の人が気づいた地域の魅力のいくつか
を教えて下さい。

この山の中にも人を呼ぶことができること。地域の物
産をふれあい祭りで販売したときに多くの人が立ち
寄ってもらえた。地域で何気なく作っている注連縄な
どもまちの人からすれば目を引くものであったこと。

21
イベントは旧上長田で行うことが多いと思
いますが旧東長田の資源でできるようなも
のはないですか？

東長田には、中国地方名山百選の南部町で一番高い鎌
倉山、サンショウウオの生息する川、ほうき観音霊場
2番札所と県指定自然林の金華山や旧家の生田家など
資源はたくさんあるので、観光資源としていくよう今
後の課題と考えている

22
明道の子どもたちが体験交流で学んだもの
は？南さいはくの子どもたちが学んだもの
は？

明道の子ども達は自然豊かな中で南さいはくの人情に
接することで日ごろの生活とは違う新たな生活体験が
できたのではないか、また、南さいはくの子ども達も
米子市のジュニアリーダーのてきぱきした対応に目を
輝かしながら知ることができた。また米子の子供と同
じ行動をすることで競争も生まれ意識の成長ができた
のではないか。

23
町全体で里山認定をうけた南部町ですが４
割の面積のある里山の管理は大変ではない
ですか？

行政の後押しを受けながらでなければ難しいが、里山
すべてを管理していくことは現体制では無理、他の
色々な機関の協力がなければだめです。下流域や海の
資源を豊かにするにも山は大切。

24
地域づくりに「都市の人も協力」とは具体
的にどの様なことですか？

地域の居場所づくりなどで活動している緑水湖周辺整
備などでは、整備事業に参加協力していただいてい
る。また、ふれあい祭りなどでは公民館でまとまって
消費に来ていただいている。

25
上長田と東長田との連携を図られるための
具体的な策はありますか？

これまで行ってきたのは行事を一体化して顔合わせや
心合せをしてきた。9年間たった現在では両地域で力
を合わせてどう賑わいのある地域づくりをしていくか
を考える時期に来ており、新地域づくり計画もその一
つの目標。

26
独居世帯の見守りについて具体的にはどの
ようなことをしていますか？

月1回のペースで実施。話に行ったり、手づくり
ジュース・配食などを行ったりお出かけ会に誘ったり
している。

《　質　疑　回　答　一　覧　》
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27 将来「限界集落」がささやかれ文献にも

限界集落＝即、集落滅亡ではない。ただ、10年後20年
後に向けて人口対策や地域の環境対策をしていく必要
に迫られていると、集落・地域や行政に問いかけられ
ていると自覚すべきではないか。

28
町の人の受け入れを行うためにあたって大
変だった点、または留意されたことをお知
らせください。

まずは、人集め、集まれば交流が生まれ、その中でさ
らに拡大や交流内容の手直しなど新しいものが生まれ
育ってくる。

29
町外以外に今後どのように知ってもらう取
組みを考えていますか？『もっと南さいは
く大好き人』について

出来ればHPなどに地域の事業など、特産品や地域の施
設紹介の情報を発信したい。

30
取組みのリーダー育成はどうされています
か？

特別にはしていない。活動部の活動を通じ地域の現状
を知ることで育成につながっているのではないか。

31
他地区と同じように山間部の不便な立地で
ありますか？在住者また移住者の不便さに
は何か対策は考えておられますか？

現在このようになっているのは子育て世代の転出、そ
の後帰ってこないことに起因している。地域に暮らす
ものは少人数でも地域の維持保全で手いっぱいとなっ
ているが、地域が崩壊すれば町の人も大変なことにな
る理解が少ない。行政を通じながらこのことの理解を
町の人にも求めるようにしたい。

32
地域の活性化向けて今後緑水湖及びその周
辺施設の活用はどのように考えておられま
すか。

緑水湖周辺は、南さいはく自然休養村として平成12年
まで次々に施設ができたが、鳥取西部地震後は十分な
手入れがされないままとなった。協議会としても地域
振興の柱としてこの地域を観光・リフレッシュ・山菜
など町内特産品展示即売・スポーツ村として見直し再
建ができないか行政に要望していく。

33
明道との交流を通して南さいはくの子ども
たちの地域に対する思いに変化はありまし
たか、少し紹介してください。

毎年参加者が新しくなるので変化については不明。夏
休みサマーキャンプなどでの参加者は来た時と帰った
時とは変わったとよく保護者からは言われる。また芋
づくり教室では地域の子どもたちはまちの子どもの話
に興味あるようです。

34

空家の実態把握されていますか。空家対策
の取り組みされていますか。地域住民の声
の聞きとり移住者への理解など意見交換は
されていますか？

空家は集落の人は理解しており、協議会は現在調査
中。それ以外は今後の取り組みの中で検討実施してい
く。空き家利用等でアイデアがあったら教えてほし
い。

35
自然観察員を養成してはどうでしょう。移
住者として来てもらうことも良いと思いま
すがお考えは？

現在、自然観察員として桐原さんに頻繁に出入りして
もらっているが、行政のＣＣＲＣ人材として求めるの
は面白いかも！

36
連携する公民館とは職員のことですか？利
用者（利用団体）をふくめてのことです
か？

交流をしている明道公民館とは公民館所属の地域全体
が対象ですが、交流時に内容協議するのは公民館職員
であり公民館役員の皆さんになる。

37
鎌倉山も有名ですが他地域振興協議会のよ
うなこと（案内板、エコツーイズム等のよ
うなことは考えられないか

鎌倉山については協議会のシンボルでもあるが、身近
な問題で手いっぱいです。鎌倉山の好きなグループ・
町内団体・行政などの動きに協議会として協力し取り
組みたい。現在、ふもとのこもれび広場の清掃作業を
地区の皆さんで実施中。

38
都市と農村の交流で他の地域との交流も視
野に入れている？

求めるものが合致し、地域に受けられるだけの人的・
時間的・物質的余地があればできると思う。

39

東長田地区、上長田地区と集落が隔れてい
るが事業実施に当り地理的な条件に制約が
あると思う。事業のバランスはとれている
か。

施設的に上長田地域が多いので、結果的に開催場所が
上長田が多いが、各活動部も意識してバランスはとる
ようにと考えている。ただし、一つの地域であるとの
認識の上、上長田・東長田の隔てなく事業は一緒に
行っている。

40
特産品への取組み‘うど’など今後も商品
開発など可能性はどうなんでしょう。

地域に有る産物を磨き上げることで特産品に結びつか
ないか検討中。（当面は柚子の加工品等）

41
地域を元気に！！の取り組みの成果をどう
人口減阻止につなげようとされるのか、プ
ロセスをどうお考えか？

当面地域が元気な姿（安心安全な地域）を作る中で、
行政との連携で人口減のペースダウンを！その中で行
政のCCRCなどの取り組みの連携や、地域住民の皆さん
の子弟へのIUターンの呼びかけなど！有効な方法があ
れば助言願いたい。

《　質　疑　回　答　一　覧　》
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№ 助　言 回答

1
緑水湖キャンプ場に富有の里ユニットハウ
スを設置してはいかがですか？雨も家族で
使えます

富有の里が鳥取県の補助を受けて建築。現在利用促進
に向け討議中で移設には無理があります。

2
町外の小学生交流、大人の交流がもっとさ
かんになれば良いですね！

キャパを考えながら進めます。

3
サマーキャンプを発展させて、子どもだけ
で泊まれる事業もしてみてはどうか？
ショートステイ的な。

子ども達が中心のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟで、大人は準備・サポー
ターで実施。子どもを預かる責任もありますが、
ショートスティの企画は面白いですね！企画を伺いた
い

4

他の地域に比べ条件が非常にきびしい中で
がんばっておられることに敬意を表しま
す。町内の他地域からもボランティアや活
動スタッフを募ってください。

ご助言ありがとうございます。今後発信できるよう検
討します。

5
明道竹林（山林）を提供し、管理や竹の子
収穫をしてもらう。

検討して行きます。現在水田で検討中

6
山菜、きのこ等が多く収穫出来ると思いま
すが地域外での販売検討されては。

協議してみたいと思います。

№ 助　言 回答

1
交流会は明道公民館だけではなくイベントの中
の１つだけ町外に発信したらどうか。米子市内
の子どもを対象に発信したら。

キャパの問題があり、現在は明道公民館としている。

2
特産物を有効に活用すべきと思います。・・・松
茸、しいたけetc（イノシシ）

連携関係にある緑水園とも協議し検討したい。

3
明道公民館の子どもだけはなし、大人も含めた
交流にしていけば良い。

明道公民館とは順次そのような交流に変化中

4
米子市と交流するためのキャンプ場などはでき
ないか？

現在ではキャンプ場は、森の学校（テント８張）オートキャン
プ場程度。しかし、キャンプはできないが森の学校の屋内
の床の上でも宿泊は可能。

5 コミュニティー作りの方策は？
まずは、話し合いの場づくり、地域の現状を知り未来予想
をすることで、その問題を見える様にしながらそれぞれの
コミュニティーで話し合うこと。

《　助　言　一　覧　》

《　助　言　一　覧　【町外から】　》
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№ 質疑 回答

1
まめなかや畑への参加者の増加は地域の絆
のアップにつながると思いますが、増加の
方策はどうしますか？

現状を割らない位の参加者で、参加者が充足感を感じ
ればよいのではないか。事業はこれだけではないので
住民が選択して事業に参加していただければ良いと感
じます。

2
保護者世代の方はこの事業をどのように評
価しておられるんでしょうか？

参加状況通りだと思います。

3
まめなかや畑以外にどのような事業を手掛
けていますか？

ため池点検や、ハザードマップによる防災シュミレー
ション、消防機器点検、人権学習、合同いきいきサロ
ン、地域守り隊による高齢者の見守りと支援、また山
遊びや、しめ縄・餅つき大会等多岐に亘っています。

4
高齢化率が上がっているが、協議会として
どのように考えておられますか？

現実を受け止めている。20年先には年少人口１５％生
産人口４５％、高齢人口４０％と想定される。その中
で住民同士がどう連携するのか協議会、集落とも考え
ておくことが必要

5 地元企業との交流事業はありますか？
大国まつり時に会社のPRコーナーを設置。NOKまつり
には模擬店を出店。広報誌の配布も実施している。

6

他の協議会事業に参画とありますが、どの
ような事業か計画がありますか？またどん
な事業を手掛けている協議会が良いです
か？他の協議会との連係プレーは有効と考
えますが。

世代間交流、防災事業等共通あるいは類似の事業を手
掛けているところと。協議会も徐々に熟成してきてお
り有効と思われる事業は連携し実施することも必要と
考える。

7
参加者拡大の方策はされていますか？もと
もと少ない児童数でこれ以上の拡大は無理
でしょうか？特に気をつけられた事は？

対象となる子どもはスポ少、塾等あり全員が来るに越
したことはないが、参加した方が何かを感じてもらえ
ればそれで良いのでは。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

⑥【大国地域振興協議会】
発表テーマ：「まめなかや畑の世代間交流」

《　質　疑　回　答　一　覧　》
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№

1

2

3

4

5

6

7 親世代が今、大国地域に何を求めているか知る必要があるかもしれませんね。

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

農業だけではなく、自然環境や、歴史、文化に触れる活動にもウイングを拡大すべきだと思いま
す。

子ども、高齢者、女性、三つの活用が重要

他の振興区との協力体制は是非とも必要と考えております。

課題はどこでも同じ、保護者世代の参加が少ない。他地区との交流が不可欠と肝に銘じた。

世代間交流良いですね。大人になってから思い出すんですよ。ああしてもらったとか、こうしてもらったとか、
良かったなって。

まめなかや畑の事業推進の課題である保護者世代の参画について、事業の実施日、時間帯などの変
更を柔軟に考えられており、是非実行していただきたいと思いました。

労働者世代の参加が少ないのはある程度仕方がないと感じます。孫世代と祖父母世代が交流してい
るだけでも素晴らしいと思います。

平日の夜だと例えばスポーツ大会などで小中高生と大人で交流が図れるかも？

世代間交流、中学校生徒とも出来るといいのでは。
（恐らくまめなかや事業に中学生が参加出来れば更に良いとの意味か？）

子どもの対象をもっと小さな子に絞ってみれば親子で一緒に参加されると思います。

父ちゃん、母ちゃんが主体的に企画すれば参加されるようになると思います。

伝統文化と繋げた事業をすると高齢者と子どもの交流が図れる。

保護者世代が少ないのは一面では地域を信頼して子どもを参加させているとも思える。保護者世代
は別な形での参加でも良いのでは？

保護者世代にグループを結成して参加を求めてはいかがですか？

参加者の固定化を防ぐ意味でも他の協議会のイベントに参加というのは良いアイデアだと思いま
す。他の協議会と連携してイベントの共同化を図ることは活動の見直しをし、スクラップ＆ビルド
を図る上で有用な考え方と思いました。

おじいさん、おばあさんが地域の子育てを担うと割り切って、自信を持ってやりましょう。父母も
いずれおじいさん、おばあさんとなってくれることを願って。

父ちゃん、母ちゃんはPTAがあるので、無理にこの取組に入れようとしなくても良いのでは？

《　助　言　一　覧　》

助言・意見
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■農業体験について

№ 質疑 回答

1
学校の授業との連携なのか。それとも課外
活動との連携なのか。 学校の授業との連携です。

2
農業体験に関わる大人は振興協議会関係者
の方ばかりなのか。ボランティアの方がい
るのならどの様に声をかけているのか。

地域づくり部の部員が中心ですが、小学校のコミュニ
ティスクールの関係者の方も一緒に取り組みます。

3 小学生の農業体験の仲間は何人くらいか。
協議会の地域づくり部の部員が中心で、部員数は現在
15名です。

4
農業体験の指導者の育成はどの様に考えて
いるのか。

現在は地域づくり部の部長が中心となり指導していま
す。指導者の育成は今後の課題として考えていきたい
と思います。

5
農業体験の取り組みについて、学校(教員)
との意見交換(ねらいの共有)、反省などは
出来ているのか。

毎年4月に一度事業の取り組みについて話し合いをし
ますが、意見交換・反省は現状出来ておりません。農
業体験実施中に改善すべき点や、それぞれの思いを話
すという事はあります。

6 農業体験への保護者の参加はどうなのか。
授業内での活動という事もあり、保護者の参加はほと
んどありません。

7
農業体験では地域の方も参画されているの
か。

参画は小学校・コミュニティ・協議会で行っていま
す。

8 畑の管理は誰が行っているのか。
地域づくり部の加納部長を中心として、地域づくり部
で管理しています。

南部町地域振興協議会事例発表会　〔平成28年1月16日開催〕

⑦【法勝寺地区地域振興協議会】

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》

発表テーマ：「西伯小学校との交流について」
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■見守り活動について

№ 質疑 回答

1

子ども見守り活動について。毎朝朝早くか
ら見守りを行っていらして頭の下がる思い
です。この様な取り組みを続けてこられた
秘訣を教えてほしい。

朝の見守り活動はコミュニティの皆様方が中心です。
協議会としての見守り活動は毎週水曜日の下校時見守
りと、同じく毎週水曜日の青色パトロールです。この
取り組みが続けられている秘訣はただただ見守り活動
に参加していただいている皆様のおかげです。暑い時
も寒い時も皆様が駆けつけてくれ、中には当日飛び入
りで参加される方もいます。皆で見守りをしていこう
という気持ちが地域全体に流れているという事ではな
いかと思います。

2
青色パトロールは一日も欠かさずやってい
るが全て協議会事務局なのか。

青色パトロールは毎週水曜日に活動しています。参加
してくださる方は協議会事務局以外です。皆様のご協
力のお陰で欠かさずの活動出来ています。

3
青色パトロールは協議会役員以外の方はど
のくらいいるのか。

現在参加者は14名です。協議会役員以外は9名です。

4
毎日防犯パトロールを続けることはかなり
負担になっていると思うが、負担軽減のた
めどの様な工夫をしているのか。

見守り活動は毎週水曜日に活動しています。毎日では
ないですが週1回でもかなりの負担かと思います。そ
のため青パトは運行表を作成し、お１人が月に1回程
度当番になる様にしています。また小学校前での活動
は、自由参加としており、参加できる日に参加してい
ただくという形をとっています。

5
見守りパトロール(青パト)は16人で毎日実
施なのか隊員に負担感はないのか。

現在は14名で活動しています。当番制にし、なるべく
負担を軽減するようにしています。

№ 質疑 回答

1
コミュニティースクールとの連携はどうし
ているのか

学校内にコミュニティの担当者がおり、そちらを通し
連絡を取り合いながら連携しています。

2
コミュニティースクールと地域振興協議会
の取り組みの役割について。

特に決め事はなく、協働で行うという考えを基本にし
て活動しています。

3

こうした小学校との交流事業企画で、コ
ミュニティスクール・PTA・父兄との関わり
はどの様に参加要請などを行っているの
か。

学校の担当者とは常に連絡を取り合っているため関わ
るという点では学校を主体としています。ですが、年
度初めに学校主催の連絡会が必ず開かれていますの
で、そこで各々と協議する機会をいただいています。

4
PTAとの連携は子ども見守り活動以外にある
か。

特にありません。

5 小学校との交流で苦労した点は。
農業体験は天気次第ですので、特に稲刈りの場合は雨
が降ると日程を調整する事が難しく苦労します。

6 交流事業を続けて来ての失敗談はあるか。
特にありません。小学生との交流は私達も、楽しく活
動させていただいています。

7
西伯小学校との交流で、(数値でも)具体的
な目標はあるか。

これからも続けて行きたいという目標はあります。続
けることが大事だと思っています。

8
各種ボランティアスタッフの確保はどうし
ているのか。

ボランティアは特におらず、協議会の部員等で活動し
ています。

9
活動に関わる人を増やすためにどの様な働
きかけをしているのか。また実働している
のは何人くらいか。

地域づくり部・総務企画部が中心となって農業体験・
見守り活動を行っていますが、他部の部員にも参加の
働きかけをしています。活動内容により異なります
が、農業体験では常時10人前後の方が参加してくれて
います。

10
西伯小学校との交流を参加しない地域の方
はどう思っているのか。

参加しない地域の方の意見をお伺いしたことがありま
せん。

11
小学校児童は他協議会から通う児童もいる
が、他協議会と連携して行っているのか。

現在は特に行っておりません。

12
協議会に対して無関心の方をどう活動に引
き込むのか。

皆様に関心を持っていただける様な活動にしていけれ
ばと思っています。

■その他(農業体験・見守り活動両活動への質問、協議会への質問等)

《　質　疑　回　答　・　助　言　一　覧　》
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№ 質疑 回答

13
学校行事を通した子ども達との関わり以外
に、地域の人たちの子ども支援の取り組み
はあるのか。 (見守り以外に)

通学路の除草・除雪作業を行っています。

14
小学生との交流の中で高齢者との関わりは
どうされているのか。

バウンスボール大会・グラウンドゴルフ大会・運動会
は三世代交流を目的にした事業で、その中で小学生と
高齢者の交流を図っています。

15
各地区とも高齢化率が上がっているが、協
議会と してどの様に考えているのか。

高齢化率の問題は地域福祉の観点から協議会としても
強い関心を持っています。敬老会を開催したり、お正
月用にとお餅を配布したりという事業を現在行ってい
ますが、今後は見守り活動も行えるようにしていきた
いと考えています。

16
小学校がある振興協議会という事で学校関
係の事業が集中すると思うが、なぜ自分た
ちだけという様な事はないのか。

その様な事はございません。小学校行事の本当に一部
ですが、子ども達と関わっていくことは協議会として
とても有意義な機会だと思っています。

17 独自の活動はどの様なものがあるのか。

それぞれの部で主体的に活動を行っています。総務企
画部では防犯・防災活動、生涯学習部では地区運動
会・魚つかみどり大会、地域づくり部では田んぼアー
トふれあい部では敬老会・餅つき大会などを行ってい
ます。これら 事業を協議会全体で協働しています。

18
児童の農業体験以外にどの様な活動をして
いるのか。

小規模多機能自治組織として４つの部(総務企画部、
生涯学習部、地域づくり部、ふれあい部）を組織し、
それぞれ多様な取り組みを行っています。詳細につき
ましては下記の「法勝寺地区地域振興協議会　各部の
1年間の事業内容(平成27年度)」をご参照ください。

19
この取り組みは町づくりに繋がっているの
か。

繋がっていると確信しています。

20
人口・集落数が最も多い協議会の長所・短
所とは。

長所や短所を考える事はせず、協議会として地域の皆
様に出来る事をしていこうという考えを元に活動をし
ています。

21 費用等のやりくりはどうしているのか。 交付金の範囲内での活動をしています。

22 外との交流はするのか。
南さいはく地域振興協議会と米子法勝寺町との交流を
行っています。

質　疑　回　答　・　助　言　一　覧
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■助言(町内)

№

1

2

3

■助言(町外)

№

1

2

3

4

5

6

7

■学んだこと(感想)

№

1

2

3

4

質　疑　回　答　・　助　言　一　覧

各イベント等は良くても悪くても反省会を開き、良いは伸ばし、悪いは考えていく。

助言

こういう安心の地区に住みたいと思う方は多いと思います。取り組みを見てもらう機会を作りたい
です。

地元の良さを伝えることを西伯小学校コミュニティースクール・河畔クラブ・他団体と一緒に連携
する。

学校を有する地区だから出来るケース。うらやましく感じた。他の取り組み状況を知りたかった。

助言

減少している人口をこれからどの様にしていくのか。取り組みをお願いします。

学んだこと

子供の笑顔。働くことでの喜び。ゲームばかりでなくて安心。

西伯小学校の子ども達は良い経験をしていますね。素晴らしい。これからも継続よろしくお願いし
ます。

地域で食農教育。日本農業の原点を活かしての取り組みに法勝寺地区の真骨頂を見た。減少な児童
たちと共に学校のある地域の前向きさに尊さとたくましさを学んだ。

子育てがしやすい環境づくり。住民と学校の取り組み。勉強になりました。

多様な層の人が関われるように、(時間)部会などの時間を工夫してみてはどうか。

農業体験や見守りパトロールを続けられ、地域の子どもは地域で育てるという活動は今後も是非続
けてください。

子育て事業は重要と考えます。他職種・高齢者との交流が教育に有用だと思います。

農業以外の自然・歴史・文化まで幅広い地域資源を子どもに伝えて、地域に誇りを持ってもらうこ
とが重要。

植え付け・収穫だけではなく料理教室も行い、食育教育を充実されたら良いと思います。
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