
平成２７年度   ふるさと未来づくり事業   ～これからも住み続けたいまち・戻ってきたいと思うまちづくり～ 
                                             地域づくり振興課 地域づくり・女性参画係（52－2116） 
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（平成 27年８月実施）※参加者 73名の方々からお聞きした回答です 

地区名 １ 馬越・上戸鎖 ２ 下戸鎖 
３ 村井・千足 

浅小沢、木売内元村
橋場・保礼羅 

４ 細野 ５ 端神 
６ 深田日当、横倉 

深田元村 
７ 小田瀬 

■地域の資源・魅力 

 
 
地域のお宝 
自慢できる
もの 

・中戸鎖洞清水 
・鍾乳洞の中の湧き水 
・沢の水、洞窟の水をひい
ている。４軒くらい。夏も冷
たいし、冬は凍らない。とて
も美味しい 
・こうもり穴 
・山根温泉 
・製鉄所の跡地 
・石灰はドリーネ地形だから

取れるはず 
・山根名水の会 48 
・人が良い、協力的 

・お水 
・温泉、冷泉（細野、川俣） 
・べっぴんの湯 
・郵便局 
・冷泉 
・郵便局 
・支所 
・山根の中心部 
・鉱泉・釣り、魚・豆腐屋 

・旧山根小中学校の校舎 
・少々さびれてきたが豊か
な自然、空気も水もきれい 

・空気 
・水、名水、湧水 
・星空 
・ドリーネ、カルスト地形 
・大豆 
・味噌 
・木が多い 
・肉 
・水（龍泉洞に近い水質） 
・べっぴんの湯の温泉、冷

泉 
・団結力がある 
・美人が多い 
・木売内工房 

・水がきれい 
・空気が美味しい 
・長寿 
・食べ物が豊富、粗食 
・剣舞（250年前からの口承
の舞） 
・豆腐作り 
・あずき料理 

 

・自然 
・お金がかからない 
・水道料がかからない 
・水がきれい 
・美人が多い 
・人のまとまり、力を合わせ
る 
・水車広場 
・のんびりしている 

・温泉（下戸鎖だけど、地
域全体の宝） 

・水 
・自然 
・温泉、冷泉 
・川又線 
・仲良く助け合っている 
・盆踊り（復活させた） 

・小田瀬の水 
小田瀬の水はアトピーや漆
かぶれに良い、皮膚病に
良いなど昔から言われてき
た 

 
 

美しい風景
など 

・白樺平の一本桜 
・ドリーネ（くぼ地）がある。
本来ジオパークに入るべき 
・おきな草 
・遠島山に上がるところか
ら見る朝日 
・和佐羅比山からの太平

洋。久慈の市街地一望で
きる 

・神社のけやきの木 
・川 
・遠島山 
・和佐羅比山 
・山並み 
・山桜 
・湧水、名水の表示 

・白樺平、牧場 
・端神に行く道の景色が最
高（特に紅葉） 

・遠島山からの景色 
・一本桜 
・端神にある「かまぶち」。 
・川又にぬける道からあが
っていったところから見る遠
島山の景色。 
・お墓のところ 

・カタクリの花、フクジュソウ 
・保礼羅（山桜、きのこ、斜
面の紅葉） 

・福寿草 
・カタクリ 
・春→山桜、秋→紅葉 
・公民館のまわり 
・木売内から細野に入る橋
の看板のところ 

・春夏秋冬が美しい 

・紅葉 
・カタクリ、フクジュソウ
（春） 
・桂の水車広場近く 

・藤の花 
・川沿いの紅葉 

・カタクリの群生地 
・遠島山が綺麗に見えると
ころがある（まさかつさん宅
の上、たかねから） 

 
遺跡・史跡
など 

 

 

・熊野神社 
・七面大明神（中戸鎖洞清
水の穴の中） 
・すずめい（七面）様 
・塩の道（野田～間明～和
佐羅比山～安家ルート

か？） 
・こうもり穴 

・失水洞（うしみずどう） 
・塩の道（ねんねん） 

・下戸鎖公民館手前の川
の向こう側にある水神様 
・塩の道 
・大けやきの木（天然記念
物） 

・塩の道のはんこ 
（２種類ある。牛が来たとい
うはんこと、ここの道を通っ

たという証明のはんこ） 

・縄文遺跡が出る 
・縄文時代の遺跡 

・縄文の器→昔は出た 
・宝篋印塔（深田元村） 
・鉱山跡 
・羽黒神社 

・おてんま様（お天満様、山
の神様） 
・ほこら 

久慈市では、平成 27年度を「未来づくり元年」とし、地域の皆様と共に地域の未来を描いてい

くための取り組みを行っています。「ふるさと点検」では、地域の魅力・宝や課題の意見を出し

合い、地域を再発見することを目的として、山根地区７か所の各公民館で行いました。 

ふるさと点検結果の一部をお返しします！ 
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地区名 １ 馬越・上戸鎖 ２ 下戸鎖 
３ 村井・千足 

浅小沢、木売内元村
橋場・保礼羅 

４ 細野 ５ 端神 
６ 深田日当、横倉 

深田元村 
７ 小田瀬 

郷土芸能、
祭り 、工芸
など 

 

 

・神楽 
・例大祭（6月 15日） 

・山根神楽 
・念仏剣舞 
・なにゃどやら 
・ぴりか焼き 
・山根の方言 
・昔はなもみがあった 
・熊野神社の例大祭 
（神楽、ししまいが各家をま
わり、来たらお祓いをしても

らい、おさいせんを渡す） 
・町民文化祭は全員参加 
・みずきだんご（小中学校
があった時） 

・端神の神楽は山根町全
体でみんなで継承している 
・細野剣舞 
・木売内工房 
・盆踊り 
・昔は盆どりが各部落であ
った 

・各家では旧正月、小正月
正月は忙しい 

・木売内工房（細野の人々
との出会いを大切に） 
・今はなし 
（昔は盆踊り大会を開いて
いた（10年くらい前まで） 

・神楽の歌がある 
・神楽・剣舞 
・昔は盆踊りがあった 

・立石神楽（熊野神社で奉
納、端神神楽と一緒に活
動） 
・盆踊りを今年から復活さ
せた（昔盆踊りは出会いの
場だった） 
・正月の神楽 

・羽黒神社のお祭り（旧暦 6
月 15日） 

・盆踊りの太鼓 

文化を継承
する後継者 

・いる 
・いない 

・いる 
（清水川さんから子供に神
楽を伝承している） 

・いる 
（太鼓は中平さん） 

・いる 
・神楽の後継者がなかなか
いないから他地域の方にも
お願いしている 

・立石、小田瀬に 50代で 2
～3人いる 

・山下さん 
・数人いる 
・太鼓はいるが、歌い手が
いない 

 
 

郷土料理 
食文化 ・豆腐、田楽、ゆかべ 

・しだみまんじゅう 
・蒸しパン 
・うどん、そば 

 
・豆腐、豆乳、田楽 
・もち、まんじゅう（しだみ、
栗、小豆、あんこ） 
・軍配もち 
・まつたけご飯 
・おにしめ 
・ひっつみ・ 
・うきうき 
 

・豆腐、田楽 
・凍みどうふ、凍み大根 
・ごとまめ 
・いわな 
・ひっつみ 
・はっとう 
・そば 
・豆しとぎ 

・うきうきだんご 
・そばきり 
・かっけ 
・豆腐、田楽、ゆかべ 
・くるみ、あずき 
・軍配もち 
・柏の葉でくるむ小麦、そば
粉に塩を入れてこねたもの 

・田楽、ゆかべ 
・軍配もち 
・そばきり 
・夕顔の油いため 
・いわな 
・赤飯 
・しとぎ、草もち 
・にしめ 
・ひえめし 
・まつたけご飯、お吸い物 

・田楽、そば 

・うきうき、あずきばっと 
・まんじゅう（くり、あずき、し
だみ、とちもち） 
・背中当て餅（小麦粉をゆ
でて四角い形に切る。ぶど
うの葉を下にひき、赤飯を

あげ、その上に背中あて餅
を置き、神棚にお供えす
る。砂糖醤油で食べる。湿
布サイズ） 

・豆腐、田楽、ゆかべ 
・凍り豆腐、 
・くりまんじゅう 
・あずき、おはぎ 

 
特産物 

・きのこ、まつたけ 
・山菜（フキ、ワラビ） 
・クレソン 

・まつたけ 
・木炭 
・くり 
・くるみ 

・わらび（山根で一番採れ

る） 
・しどけ 
・みずふき、たらぼ 
・まつたけ、きのこ 
・くり、くるみ 
 

・山菜 
・くるみ 
・くり 
・名水→長生きの秘訣かも 

・いわな 
・大豆 

・いわな 
・山菜 
・まつたけ 

・くり 
・くるみ 
・まつたけ 
・山菜（たらぼ、ふき、しど
け、うるい、わらび） 
・山の幸 

 
 
地域ならで
はの産業 

 
 

 
 
 
・陶芸 
 

 

・豆腐屋 
・べっぴんの湯 
・デイサービス 
・細野中村木炭（山形） 
・昔は製炭業、養蚕業が盛

んだった 

・木工 
・畜産 
・畑、田 
・べこ、黒毛和牛５頭 
・昔は麻の織物があった

（藍染めをしていた） 

・炭焼き 
・炭焼き 
（ならの木だけ） 
 

・漆 
・養蚕 
・鉱山 
・炭焼き 
・繁殖（牛馬） 

・酪農 
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地区名 １ 馬越・上戸鎖 ２ 下戸鎖 
３ 村井・千足 

浅小沢、木売内元村
橋場・保礼羅 

４ 細野 ５ 端神 
６ 深田日当、横倉 

深田元村 
７ 小田瀬 

■共同の財産 

共同の施設
など 

・馬越公民館 
・ごみステーション 6か所 

・下戸鎖公民館 
・ごみステーション 
・消防屯所 
・ゲートボール場（H26まで） 

・木売内公民館 
・ごみステーション 
・停留所 

・細野公民館 
・ごみステーション 3か所 
・屯所はないがポンプある 
・旧小学校の校庭（町内会） 
・昔のゲートボール場（町内
会） 

・端神公民館 
・ごみステーション 2か所 
・水車小屋 
・桂の水車の広場（町内
会） 
・屯所（町内会） 

・深田公民館 
・ごみステーション 6カ所 
・屯所 

・小田瀬青少年会館 
・ごみステーション 3か所 

共同の備品 
・草刈り機 1台（衛生班所
有） 
（除雪機がほしい） 

・除雪機 1台 
・草刈り機１台 

（なし） ・草刈り機 2台（町内会） ・水道（みんなで） （なし） 
・衛生班で草刈り機 2台 
・除雪機 1台 

■共同の作業 

 
共同作業 

 
・公民館掃除（年 2回） 
・草刈り、缶拾い、ごみ拾い
（年 2回） 

・市道の草刈り（年 2回） 
・ごみ拾い、缶拾い（年 2
回） 
・熊野神社の例大祭に合

わせて清掃・盆払い 

・ごみ拾い、草刈り（年 2
回） 
・バス停清掃（年 3～4回） 
・サロン月 1回（とても楽し

み） 

・草刈り（年 2回） 
・ごみ拾い（年 2回） 
・広場の草とり（年 2回） 
・泉の掃除（山根名水を守
る会） 

＊老人クラブでは奉仕の
日を決めて取り組んでいる 

・草刈り（年 2回） 
・湧水の草刈り 
・水道の管理（1年に 1回） 
・サロン（昨年度は 2回） 

・墓地の整理 

・道路清掃（年 1回） 
・サロン（月 1回） 
・草刈り（年 2回）+盆前、 
・盆踊り（7～8年終始して
いたが去年から再開） 

・新年会 

・草刈り（年 1回） 
・缶、ごみ拾い（春秋 2回） 
・盆道ふり 
・水道検針と集金（小田
瀬） 
・水道の検針年に 1回。 

・掃除、花見（たもの木） 
・自家水道（遠川） 

共同作業の
参加状況 

ほぼ全員参加 
（高齢者、病人以外） 

・ほとんど、全世帯から出て
いる 
・高齢者世は免除 

・全世帯参加している 
・久慈におりた人たちも参
加してくれる 

・ほぼ全世帯出席 

・草刈りは半分以下の参加
→高齢化が進んで出られ
る人が減った 
・自分も地域の人も歳をとり
作業が難しくなってきた 

・ほぼ全員 
・昨年までは参加できない
人は 1世帯 3,000円出して
刈れる人にやってもらって
いた。今年からはみんなで
出るようにやり方を変えた。
参加率はアップした 

・ほとんどの世帯から出て
いる 

困っている
こと 

 

・高齢化により作業が大変
になってきている 
・自分のところをやるだけ
でも面積が多くて大変 
・公民館そうじも不安 
・市道→部落のみの人で
やっているので大変 
・人数が少なくなると一人
あたりの負担が大きくなる 
 
 

・高齢化により、作業が大
変に。 
・機械があっても使えない、
難しい 
・安全な機械の操作、使い
方の講習会を開いてほし
い 

 
・年寄りばかりであと何年続

けられるか不安 
・今後は体が動かなくなっ
てしまったら草刈、除雪が
心配 
・人が減って草刈りの範囲
も長くなっている 
・地域に子供がいなくなる
ことによって除雪の優先度
が下がり、来るのが遅くなる
のではないか 
 

・草刈りも若い人がいなくな
ってきているため、時間が
かかるようになった。 

 
・特に草刈りが大変 
・やれないことは助けてもら
っている 
・区長さんがやってくれる 

・ゴミステーションに勝手に
捨てていく人がいる 
・道路の陥没 
・高齢化により作業が大変
になった 
・共同で出なきゃいけない
けど高齢者など出られない
人が増えてきて、一人一人
の範囲が広くなってきた 

・隣の部落の空き家の草刈
りをやっている。隣の部落
が半分までやっているの
で、全て綺麗にするために
こちらでも半分やっている 
・県道へ移管となり市道の
除雪が遅い 
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地区名 １ 馬越・上戸鎖 ２ 下戸鎖 
３ 村井・千足 

浅小沢、木売内元村
橋場・保礼羅 

４ 細野 ５ 端神 
６ 深田日当、横倉 

深田元村 
７ 小田瀬 

■地域での助け合い 

助け合いの 
有無 

・除雪、草刈り・緊急時で
頼れる人はとなり近所 
・隣近所の見守り、気配りは

いつものこと 
・除雪も自分でやったり
時々助け合ったりしている 
・基本的に自分のことは自
分で。普段から様子を見た
り気にかけたりはしている。
自分のことでいっぱいにな
ることもある（除雪など） 

・自分の家の両隣くらいは
顔をみにいったり、おしゃべ
りをしに行ったりしている 
・草刈り、雪かきはできない
人の家はやってあげるし、
やってもらっている 

・除雪は民生委員は自分
の所を終わってから１人暮
らし世帯を手伝う。 
・山舘商店さんに欲しい商
品を届けてほしいとお願い
すると家まで届けてくれる
ので大変助かっている。あ
りがたいサービスだ 
・買い物も頼まれればやっ
てあげる 

・えんとつ掃除 
・雪かき 
・野菜をあげたありもらった

り 
・草刈りはお年寄りや体調
が悪い人には無理させな
い 
・区長配布、郵便局配達の
とき、意識して声掛け 
・買い物に行くとき声かけて
送ってあげる 

・草取り、少々 

・薪切り 
・雪かき、雪おろしの手伝
い 
・民生委員が 90代の１人暮
らしを町へ行くとき乗せて
いく。 

・畑の作業（よいこだって）
お互いに気にかけ助けあっ
ている 
・おすそ分け、差し入れ 

・様子見 
・送迎 
・草刈り、雪かき 

・月１のサロンを公民館で
開催している。楽しみで 12
日会という名前がついてい
て、みんな 12日を楽しみに
している。お茶のみやゲー
ム、お弁当を作ったり。1日
ゆったり過ごす。送迎も民
生委員がしてくれる 

・生委員さんが見守りをや
っていた 
・一人暮らし老人が少な
い。元気な方だと思う 

頼りになる 
グループ 

・いない 

（地域の 2/3が一人暮ら
し。自分のことは自分でや
る意識。スノーバスターズ
にならない。） 

・いない ・火事の時は消防団 
・集落で助け合っているの
でない 

・いない 
（個人個人、民生委員、区
長さん） 

・スノーバスターズが 5、6
年前まであったが開店休
業中 

・スノーバスターズあったが
開店休業中。でもお互いに
除雪は助け合ってやってい
る。 

他地域と 
連携して 
行う行事 

・祭り 
・文化祭（宇部公民館） 

・文化祭 
・敬老会 
・神社祭り 

・サロン（月に 1回） 
・ソフトボール大会 
・文化祭 
・敬老会 

・熊野神社のお祭り（かつ
て） 
・剣舞は他の地域からも募
集 
・水車祭り（かつて） 

・細野剣舞 
・山根文化祭 

・盆踊り（太鼓、踊り手の不
足で小田瀬と） 

・草刈り 
・盆踊り（深田、小田瀬） 

地域活動で 
良いと 
思うもの 

 ・草刈り（地域がきれいにな
るので） 

・山根町全体の町民文化
祭（１１月）、敬老会（９月） 

・例大祭（旧 6月 15日） 
・昔は水車祭りを親戚など
に言われてお手伝いしてい
た 
・昔は盆踊りを集落ごとに
開催していて、それが楽し
みだったし、男女の出会い
の場でもあった 
・サロン 

・サロン 
・道草の駅ほれいらを第１
日曜日開催している。 
・木売内の地域はまとまりが
良い。文化祭ではまとまっ
て歌や踊りを披露 

・月 1回のサロン。12～13
人 
・老人クラブの旅行が年に
２回ある 
・細野の念仏剣舞、文化祭
でも披露 

・水車祭り 
・くるま市 

・盆踊り 
・サロン 

・ふれあいサロン 
・初午、新年会（小田瀬） 
・お盆、正月の集まり 

これから 
必要と 
思われる 
助け合い 

・買い物と通院 
・1人暮らしの方の見守り、

声掛け、緊急時の連絡 

・食事 
・宅配サービス 

・移動販売、日用雑貨 
・草刈、除雪 

・特にない 
（山根の中では 2番目に若

い地域。今はそれほど高齢
化が深刻ではない） 

・お互いに見守り合う、気に

かけ合う 

・困ったときは必要、今のと

ころ自分でできる 
・救急、病院 

・外からの支援を強化して
もらいたい 

・雪が降れば大変、スノー
バスターズ 

・除雪 

・隣近所での声かけ、見守
り 
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地区名 １ 馬越・上戸鎖 ２ 下戸鎖 
３ 村井・千足 

浅小沢、木売内元村
橋場・保礼羅 

４ 細野 ５ 端神 
６ 深田日当、横倉 

深田元村 
７ 小田瀬 

その他の 
地域の課題 

・バスも利用できばくなると
市内から子供に送迎に来
てもらっている 
・月と金だけ山根支所～赤
間立を運行するが他の日
も赤間立まで走ってほしい 
・防災無線が届かないとこ
ろがある（上戸鎖） 
・携帯電話つながらない地

区がある 
・民生委員さんに見守りに
きてほしい 
・ヒカリが届いた。使い方説
明会を実施してほしい 

・一つしかない商店の店主
の高齢化。 
・１０年後は集落なくなるか
も。 
・人が減っている 

・子供がいない 
・若者の会に期待 

・移動販売の人も高齢で心
配 
・生もの（お肉、魚）をあつ
かっている商店がない 
・これからのことだが、運転
できなくなったら交通が不
便になる 
・大雪が降った時、緊急時

の道路の確保が心配（救
急車、消防車） 
・スクールバスがなくなった
こと 

・地域の人が膝を交えて何
かについて話し合う機会が
必要と考えていた 
・高齢化については不安・
歳をとってきて助け合うこと
が必要 

・地域の人同士で集まる回
数を増やすことが大事では
ないか 

・若い世代が少ない 
・くるま市の高齢化 
・子供が近くにいない 

・相沢地区のごみステーシ
ョンに不法投棄 
・スクールバスが路線から
外されてしまった 
・バスが家の前まで来てく

れたら行事行ける 

・除雪は屯所を先にやって
ほしい 
・市道の草刈り 
・1人になった時が不安。
連絡ができなくなってしま
う。 
・広報は月 2回だけなので

その他に様子見や見守り
が必要かもしれない 
・水道の検針と集金 

【5年後、10年後にどんな地域になっていてほしいか】 

・ 温泉を中心にした食品の販売所を設け、そこに皆が作った物を販売、憩える場所を作ることで住人以外の温泉客がたくさん集まって賑やかになっている（馬越・上戸鎖） 

・ ゆるやかな現状維持・行政区以外でも集まれるコミュニティをもって山根という地域があってほしい（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 自分のことももう少し心配だが地域は元気に残ってほしい（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 子供の声が聞こえるまちになってほしい（馬越・上戸鎖） 

・ このまま残っていてほしい（馬越・上戸鎖） 

・ 空き家が増えないでほしい（馬越・上戸鎖） 

・ みんな元気で。望みはなにもないか（下戸鎖） 

・ 暮らしの安全が保たれてゆったりした気分になれる地域（下戸鎖） 

・ いききと元気な老後を過ごせる楽しい集落（下戸鎖） 

・ 若い人たちがいてほしい（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ デイサービスが来てほしい（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・これ以上人口減ることなし。出会ったとき笑顔であいさつし合える地域（小田瀬） 

・ 現状が守れれば嬉しい、今の状態でいてほしい（端神） 

・ 仕事場を作ってほしい（端神） 

・ 観光（端神） 

・ まずは部落の存続、（深田日当、横倉、深田元村） 

・ 現状維持、今の状態であってほしい（深田日当、横倉、深田元村）、今のまま続いてほしい（小田瀬） 

・ 皆仲良く楽しく集まって話をしたい（深田日当、横倉、深田元村） 

・ 若い人が増えてほしい（深田日当、横倉、深田元村） 

・ 4人の子供のうち半分ぐらいは地元に帰って来てほしい（小田瀬） 

・ 数少ない住民の暮らしが平穏無事であるよう、住民同志の賢い協力体制が機能する地域（小田瀬） 
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【将来像の実現に向けた夢やアイデア】 
 

・ 山根の今後で確実に可能なのは、山根温泉を中心にした事業だと思います。今の時代は若者、年寄共通しているのが温泉、スパを中心としたことではないかと考え、ぜひそこから発展さ

せる中身をぜひ充実させて欲しいです。現状では、サービス不正、不潔、宿泊施設が防音にはなっていない等が知人を紹介し、利用してもらった時の意見です。「声」として書いてカウン

ターに届けても改善されないと利用者から聞かされます。職員サービスの研修・お料理は山根や久慈の特産品利用等、取り入れてもっと味を良くすること。他の地域の声も聞く方法を取ら

ないと自己満足になるかも。（馬越・上戸鎖） 

・ 生活スタイルとして１月～３月は田尻の息子夫婦、孫夫婦のところに行く（馬越・上戸鎖）、サロン（たぐきり）は続けたい。楽しみ（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ ドンアルマスのメンバーから剣舞を伝承する若者、生徒たちに対するメッセージビデオをもらってほしい！！剣舞は素晴らしいものだ、剣舞はずっと伝えていかなければならないものだとい

うことを若者たちに気づかせたい！（細野） 

・ 温泉の入浴料を市民の老人と子供と山根町民には無料にしてほしい。（端神） 

・ 山根の風土は山野草の宝庫と思います。庭で厚盛草、熊谷草、白根あおい等々育てられます。今、販売は禁止されていますが育て観光に役立つことと思います。お金もかかりますので市

の援助に期待致します。（端神） 

・ 水車祭り、くるま市に使用する物イ、食器丼と花でんは栗沢様のご厚意で頂きました。他の食器もピリカ焼で統一したと思います。椅子とテーブル、30年近く使用しているので古くはなりまし

た。お客様に申し訳ない思いで胸を痛めております。新品とはいいません。よろしくお願い申上げます。（端神） 

・ 高齢のため、自分のことで精一杯であり部落のことまでは考えられない。自分が元気なうちにずっと山根に住み続けたいが気づかいせずに生活できる。（端神） 

・ みんな健康でみんなで 1か月に 1回は会って、腰痛い、足痛いと言っても集まること！（深田日当、横倉、深田元村） 

・ いずれ山根では 5～10年明らかに人口減少は進み、高齢化率は上昇する。そうした中で住民が協力し合い、生活の質を守りながら暮らしていくことは容易ではないが、やりとげなければな

らない。現在の民生委員の協議会等を強化充実するとか、認知症になるひまがない程活発に活動することが求められるのでは？公民館の事業の中で健康寿命をどのように延ばしていく

かをテーマにした講座等が人気であるような山根になってほしい（小田瀬） 

・ この地域は人口減少、高齢化しているのでまずこれ以上人口減にならないように！（小田瀬）、若い人がこの地域で安心して生活できる様な仕事、雇用の場がほしい（小田瀬） 

・ 休耕地を活用して何かできる事を！（小田瀬） 
 

【将来像の実現に向けてできること】 

・ 施設があればサロンで伝承して活気を取り戻す（馬越・上戸鎖）、結束力を強くして共助共援できる「まとまり」（下戸鎖） 

・ 今のような農作業をやり時々温泉に行って草取りなどの仕事をやる・健康、皆と協力し明るく過ごすこと（下戸鎖） 

・ 若者の仕事増（下戸鎖）、若者の生計がたつ産業（細野）、働く場所とあそぶ場所（勉強する場所含む）がほしい（小田瀬） 

・ 住んでいる住人が元気な未来をつくる元気が必要（下戸鎖）、協力しあっていくしかない（端神） 

・ よそ者を入れるしか方法が無い（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 女性が働ける場所が必要（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 若者たちに来てほしい（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 健康第一（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 若者の定住が一番だと思う（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 都会に野菜を売れるようにしたい（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 

・ 若者がほしい（端神）、若者に戻って来てほしい（深田日当、横倉、深田元村） 

・ 世帯を増やすこと（深田日当、横倉、深田元村） 

・ 仕事場所があるといい（深田日当、横倉、深田元村）、若い人が戻ってきてもらうため働く場所があればいいと思う（深田日当、横倉、深田元村） 

・ 元気に過ごすように体調に気を付けること（小田瀬） 

・ 地域住民が互いに認め合い、できる事を区別してもいいから分担、目標を持って行動する（小田瀬） 

・ どんどん人が減って行くと思うのでいる人たちが顔を合わせる機会が少しでもあればと思う（村井・千足浅小沢、木売内元村、橋場・保礼羅） 


