
住民懇談会 意見交換記録 

1 

 

 

 

 

 

川上村総合計画策定に係る住民懇談会 

意見交換記録（要旨） 
 

 

 

 

期日：平成29年５月１日（月）       

場所：川上村文化センター からまつ広場  

17：30～19：30   

 

 

■出席者数：81人 

住民52人、村議会11人 

村役場18人（理事者、課長級、職員（会議進行、書記、取材）） 

 

■懇談会形式 

出席者の皆さんに５つのテーブルに自由に分かれてもらい、各テーブルごとに自由に意見

を出し合ってもらった。 

 

■意見交換記録（要旨） 

（次ページ以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画課 政策調整室 
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    テーブル① ： 住民９人                                                           

〇どんな村であってほしいか 

Ａ：私の家族は 15年前に家族で Uターンしてきた。それまでは転勤が多く、様々な場所で

子育てをしてきたが、川上村は子育てしやすい環境だと思う。看取りなどの終末医療の

システムもよく構築されている。ただ、ずっと村に住んでいる人や新しいお嫁さんが、

村の良さに気づいていない。住んでいる人が、村の魅力に気づいてほしい。 

Ｂ：男の子を３人育てたが、誰も村に帰ってこないし、それで良いと思っている。最終的に

は夫婦二人になってしまうが、最後まで川上村で過ごしていきたい。これから先は、そ

ういった人が増えると思われるので、介護政策の行き届いた、一人暮らしや高齢者夫婦

にとって過ごしやすい村であってほしい。 

Ｃ：消防団でも話が出るが、各地区で防災対策を検討し、緊急の際の住民相互の連携を考え

ていかなければならない。災害時に救急車は来ないということを前提に考えるべきであ

り、住民同士の助けあいが必要になる。男性の多くは救助にまわってしまうため、救護

は残された女性や高齢者の役割になるので、そういった人たちが救護の講習をうけ、知

識を習得することが必要ではないか。村全体で応急対応を考えていく必要がある。 

Ｄ：消防団員の人数は年々減少している。消防団員の人数の確保は、村のなかで若い人が増

えるという意味でもある。消防団のためだけでなく、若い人の多い活力ある村にするた

めにも、若い人がかえってくるようにしなければならない。それには、農業以外の仕事

やそういった人たちが住むところなどの整備が必要ではないか。 

Ｅ：農業は頑張っているように思うし、全国に誇れる村だと思う。川上村が今よりも有名な

村であってほしいし、憧れの対象でありたい。コマーシャルなどで、村の魅力を全面に

アピールしていければいいのではないか。それは住民が村の良さに気づく機会にもな

り、村外の人が知る機会にもなるのではないか。昔は、佐久地域の中でも川上村は山奥

という偏見があったが、県内で放映された CMなどのお陰で、村に対する見方が変わっ

たように思う。 

Ｆ：資料にもあるように、村は少子高齢化が進行しているが、それを支える社協などの組織

の職員が少ない。そういった担い手を確保するためにも、村の中に限らず、職員用の住

宅などが必要ではないか。また、専門的な資格の習得を支援することが就職に繋がるよ

うに思う。（看護師も含む）。  

Ｇ：行政サービスが充実していて、住民税が安いのが理想。介護の問題は、介護をする立場

になると愕然とする。本来は家族で見なければいけないのかも知れないが、介護の知識

もなく、農業に従事していると何もできないというのが現実だと思う。また、介護によ

って、家族全員が共倒れになりかねない。これからの高齢化を見据え、介護施設の整備

や仕組み作りが必要ではないか。 

Ｈ：介護、教育が重点課題となる。教育は、子供の人数が少なくなり、その少ない人たちが

高齢者を支えていかなければいけなくなる。そういった負担をかけないためにも、介護
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に力を注いでいく必要があるのではないか。社協はこれから必要とされる施設だと思う

が、老朽化が進んでいるだけでなく、手狭であり、改修を検討してほしい。今のままで

は、災害時に対応できないと思われる。また、社協では職員を必要しているが、就職を

希望する人が少ない。社協（施設、組織）を改善していけば、就職する人も増えるので

はないか。 

Ｉ：川上村は他の町村と比べて国保税などが高いように思う。診療所では、不必要な薬など

が多く処方されるように思うし、それが国保税の高い原因なのではないか。下水道料金

も高い。施設などの維持等もあるとは思うが改善の余地があるのではないか。マルシェ

かわかみのオープンの際に、ガールズコレクションの若いお嫁さんたちがアイディアを

出し合い能力を発揮しているのを見ると川上村の底力を感じる。また、川上村の発展の

可能性を見たように思う。そういった能力を更に発揮する場を広げていけたらと思う。 

〇将来に対して何を不安に思っているか 

Ｂ：介護。気楽に預けられるショートステイなどの仕組みを構築してもらえれば。 

Ａ：中学卒業後、親元を離れてしまう学習環境。通学や下宿にはどうしてもお金がかかる。

高校の下宿を村で作るなど、支援する方法がないか。 

Ｃ：小学校の統合はやめたほうがいいように思う。少人数学習の方が、行き届いた教育がで

きるのではないか。また、給食費は村で負担してもいいのではないか。 

Ｄ：道路の整備。川上村だけでなく、周辺市町村とも協力し、農業が更に発展するような整

備ができないだろうか。 

Ｅ：少子化が課題だと思う。 

Ｆ：少子高齢化が問題。村独自の下宿先があれば、進学先や進学後の部活動などの選択肢が

広がるのではないか。 

Ｈ：小学校の統合は必要ではないか。統合によって経費が削減され、その経費は新たな教育

支援に使えるように思う。物事を進めるにはお金がかかるし、行政に要望ばかりしても

応えきれないように思う。これからは、経費をどのように捻出するかも考えていかなけ

ればいけない。 

Ｉ：大弛峠は川上村側が舗装されておらず、観光客から舗装してほしいという要望も多い。

それが解消されれば、もっと観光客が増えるのではないか。 

Ｇ：実習生頼みの農業に不安を感じる。今はいいが、先行きが不透明で不安に思う。 

〇どうすればいいのか 

Ｈ：若い人の配偶者対策。結婚支援こそ、人口を増やすことに繋がるのでは。 

Ｃ：年に一回の防災訓練の際に、救護訓練も行ったほうがいい。また、高等教育については

お金の補助だけではなく、村独自の宿舎（下宿）を作ってはどうか。 

Ｉ：奨学金制度の改善。お金が必要なのは４月だが、支給が６月というのは不便。 

Ｆ：充実した介護を行うには人材、人数の確保が不可欠だと思う。 

Ａ：空き家が増えており、そういった家屋の老朽化などが心配。人口を増やす際に、空き家

をうまく活用できないだろうか。 
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    テーブル② ： 住民９人                                            

Ａ：どの村でもそうだが、人口が減ることが一番困っている。村が良くなるには人口が増え

る、増えていくことだと思う。これは難しいことだと思う。田舎だけれども、沖縄あた

りで人口が増えている村もある。地域が栄えて、最終的には人がいなければだめ。地域

に魅力があれば人口は増えるのではないか。川上村は農業が主力で盛んなので、対外的

に農業に関することで他の地域と交流できれば。一方で農業に関することはとても増え

ているが、その他の観光面や、人がいっぱいきてくれるような、工夫が必要。川上村に

は廻り目平、源流など観光資源はある。また南相木にはダムがあり、行ってみたことが

あるが、いい観光資源である。川上村、南相木村どちらも観光資源は村の一番奥にあり、

峠は冬期の通行止めの期間も長いので、将来的に見て、大深山から馬越へトンネル、川

上バレーから南相木村のつつじ祭りの会場に抜けられるような道路があればいいのでは

ないか。 

Ｂ：林野保護組合の組員になって感じるが、部落の中のインフラについいて。部落の中で安

心して暮らせる村づくりが必要。道路や河川等いろいろ作っているが、修復、修繕が間

に合ってない。希望を出してもお金がないなどなかなかやってくれない。これからは長

期的に見て、やれることをきちんとやったほうがいいのではないか。 

Ｃ：御所平の区長をしているが、一人の親として農業を継がせたいと、考えているが、その

背景として、安心して暮らせる村がいい。医療にしてもインフラにしても、交通にして

も。また、道路の舗装工事に関しても国調があるにも関わらず、現状でやってしまうの

でいざこざがたえない。住民同士お互い、にこにこしているように見えるが、実はあま

りよくない。そんなところ息子をおいておきたくない。最近はモラルの欠如などが著し

い。自分の考えだけを主張してしまっているので、しっかりした第３者が必要なのでは

ないか。そうしないと今後の川上村の未来はない。そうしないと、いつか川上村を離れ

る時に、土地を他の村の人にあげてしまうということが起こってしまうのではないか。

現在も勝手に人の土地の名義をかえてしまったりということが横行にある。区で分けた

土地に関しても、その時にきちんとやらなかったために、５年後１０年後に問題が生じ

る。国調ができてから確認したら実は自分の土地ではなかったということもある。しっ

かり杭をうち、確認をしていかなければ将来的に問題が生じる。  

Ｄ：やはり活力のある村。Ａさんが言ったように人口減が問題。あの家は１５年もすれば終

わり、などと言う言葉も聞こえてきたり、最近あまり結婚しない人も増えているので将

来はやはり不安。梓山の毛木場駐車場と山道を整備しているが、駐車場は無料で観光客

はごみを捨てて、ほぼ日帰りで、村内の店には見返りはない。村内のお店も潤おえるよ

うな工夫が必要なのではないか。せっかく観光で来る人がいるのだから、滞在型、お金

を落とせるような工夫。また、避難場所の一覧を見たが、梓山は、公民館くらいしか非

難するところがない。もう一度考え直さないといけないのでは。 

Ｚ：川端下もあまり河川が氾濫したらどうするのか、また全体的にどの公民館も建物が古い。 
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Ｃ：人口が増えるには産業が第一。農業、観光だけでなく。この村に働く場所は役場、公社、

農協しかなく、他は村外に出ていき探さなければならない。しかし佐久市に行くのに一

時間半かかり、道路は非常に混んでいる。中部横断はいつできるのか分からない。佐久

までもっと早く着けるような道路整備が喫緊の課題ではないのか。医療センターが遠く

一時間もかかるので、そのような整備も早く必要。村からの出口もなるべく簡単な道路

があればいい。少しでも不便あると住みにくい。佐久医療の崩壊も問題で、救急で受け

入れてくれるところが少ない。夜間治療も問題だと思うので、充実した医療があればい

い。難しい病気は都市部にいかなければ治らないし、このような医療が充実していない

地域に人は住まない。 

Ｅ：川上は農業が一番だが、廻り目平などは観光客が多く来ている。そこを利用し農業と観

光をうまく結びつけるようなことにも力を入れたほうがいいのではないか。秩父多摩国

立公園のような、自然を壊さないようなものをつくっていけたら。また、川上村は国道

から入らないと着かないので南相木との連携などそんなようなことも考えていかなけれ

ば。農業だけでもいいが長い目で見て、それだけではだめだと思うので、観光面をどう

にかするような政策を。廻り目平は首都圏からも近く、日帰りで来る人もいるので利用

できればいいのではないか。 

Ｚ：観光客が増えてもゴミを落としていくことや、渋滞などマイナスな面もある 

Ｆ：このようにみんなの意見を聞くのはいいと思うが、やはりアイデア不足なのではないか。

強力なリーダーシップがほしい。リーダーが政策を考え、それについて村民がいいか悪

いかを言える村であってほしい。今は、野菜が作れなくなったらという不安があるので、

野菜にかわる産業を今から作っておかなければいけないのではないか。人口減少に関し

ては今から新しい産業の確立をしておかなければいけない。 

Ｇ：村の人たちは、福祉医療が充実していないと安心して暮らせないのではないか。医療に

関しては国もすごくお金を出してくれるが、看護師不足に関しては、もう少し力を入れ

てほしい。現在は次の担い手不足に直面している。働く場所があっても住む場所がない

ので、雇用できない。福祉の施設は充実しているので、次はそれを支える人が必要。福

祉以外でも、川上に住んで佐久市に働きに行くような、ベットタウンのようなことでも。

もし将来農業がなくなり使わなくなった畑があったら、そこを住宅地にして住んでもら

えるのではないか。産業はすぐにつくれない。やみくもに招いてもだめではないか。住

みたくなるような村になってほしい。 

Ｚ：山形村が松本市のベットタウンになっていたりとそのような事例もある。 

Ｃ：なにかひとつのきっかけで増えることもある。ベットタウンにするなら、問題はテレビ

のケーブルをひかなければいけないこと。家を建てると、何十万もかけ自分で引かなけ

ればならない。そのようなことに対しての助成なども必要。下水などに関しても、もう

すこし安価に。 

Ｈ：一番は川上を日本のラスベガスにしたい。これだけ細かい５か年計画をして進めてきて

も今は人口が減ってきている。発想の転換で。 
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Ｇ：農家は長男が継ぐイメージで長女、女性は村外にでることが多い。農家の女の子が住め

る村になればいい。 

Ｃ：他の地域だと農業研修で農業をし、そのまま住んでなどがあるが、大学卒業で新規でだ

と川上村では入りづらい。研修制度などもいいが、川上にはそのような土地がない。 

Ｉ：活力のある村。そのためにこどもたちの笑い声が聞こえ、老人が楽しく遊んでいるよう

な村が理想。私は川上を回って見たことがあるが、いいところがたくさんある。ただ整

備がまったくいきついていない。村に言っても予算がでない。観光地は年配の方が多く

来るので、マナーがいい人が多い。子どもが遊具などで遊んでいると活気があると思う

が作っただけで誰もいない。東京や甲府では川上村から来たと言うと、いいですね、行

きたいと言われる。 

Ｚ：観光の問い合わせがあるが、駐車場がなかったり活かしきれていない。 

Ｄ：駐車場だけ作ってもだめなのでお金をおとすような工夫が必要。 

Ｚ：人口増の話があるが、そのためには何が必要か。 

Ｃ：恩納村へ行ったが、国の教育機関がある。そのような異業種の機関ができることで、違

う人が来る。村では難しいかもしれないが、誘致してみたらいいのではないか。農業だ

けに 頼らないように。 

Ａ：夏はいいが冬は遊んでいる。冬になにか魅力があるものを考えられればいいのでは。油

井亀美也さんの存在もその時だけでなく、どこかに永久的に見学できるような施設があ

れば。そのようなことも資源として、見捨てないでなにかできないか。 

Ｉ：沖縄の施設は固定資産税をとらない、それで人をたくさん呼んでいる。 

Ｇ：福祉医療の充実が必要。働く人が不足している。高齢者住宅の建設があるが、そこで働

く職員の住宅を作らないと、働きたくても働けない。 

Ｚ：野菜がここ何年かいい状況が続いているが、永久に続いていくか分からない。一次産業

でなにか考えられるか。例えば、野菜以外の果樹など他の作物 

Ｃ：限られた果樹になる。リンゴの系統はだめ。一番は、さくらんぼかプルーン、ソルダム。

ぎりぎり実をつけられる果樹。温暖化になっても川上は霜があるから難しい。佐久市の

リンゴは温暖化の影響であまりおいしくない。 

Ｆ：観光は難しいと思う。川上村のような自然を売りにしている観光を農業の代わりにとい

うのは難しい。やはり就業場所の確保。農業を利用した就業を考えるのが一番手っ取り

早いのではないか。 
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    テーブル③ ： 住民１２人                                           

Ｚ：どんな村であってほしいか？ 

Ａ：みんなが元気で、縛られることなくやりたいことができる村であってほしい。若い人た

ちはやりたいことがあるはずだから、それができる環境であってほしい。 

（その他、意見出ず） 

Ｙ：漠然と問われても意見は出しにくい。考え方として、現状に対する不満から見えてくる

ものはないか？ 

Ｂ：この村は（職種としても住民の考え方にしても）農業が主。年配の方の中には、農業以外

は仕事ではないように思っている人もいる気がする。上の人に自分たちも若いころは農

業をするしかなかったと言われてしまうとやりたいことができなかった。 

Ｃ：親世代と仕事の価値観が違うというのは昔からそうで、分かり合えないと割り切って考

えるしかない。昔から「我慢するのが当然」でやってきた分、今はさほど不自由さを感

じていない。ネット社会になり情報も豊富にあるから窮屈な思いはしていない。村民運

動会のような村の行事が中途半端に行われているように思う。どうせ人を集めてやるの

なら、もっと大々的にやってほしい。 

Ｂ：公民館を利用できる機会が少なくてもったいない。（地元の秋山公民館の場合は）設備が

古いせいというのもある。お菓子作りなどができて、若い人たちが集まれるような場に

なればいいと思う。 

Ｄ：居倉にも新旧２つの公民館があるが、旧公民館は古くて利用が少ない。 

Ｅ：役場職員の対応が悪い。PTAから村へ要望を出したことことがあるが、担当からは検討す

る、善処するなどという返事だけではぐらかされてしまった。また、県なら結果はどう

であれその日のうちに返事をくれるが、役場は返事が遅い。公務員はあぐらをかいたよ

うな仕事をするべきではない。 

Ｙ：ただダメ、できないという対応はよくない。どうしたらその課題を解決できるかという

ことを考えるよう指導している。限られた予算の中で事業を行わなければならないため、

すべての要望を聞き入れることができないことをご理解願いたい。 

Ｂ：住民向けのアンケートをとっても結果が示されなかったり、どの程度反映されているか

が不明瞭だったりすることが多い。しかし、自分が生まれた埼玉では、まちが大きく意

見交換会などは開かれないから、こういう機会はありがたいと思う。地元（埼玉）の人

にも川上村を勧めたいが、何としても仕事が少ないし、自分の土地をもって新規で農業

を始めることができないから呼ぶに呼べない。 

Ｆ：外国人実習生が多くなる中で、ゴミの問題が気になる。ゴミステーションのルールが守

られていない。 

Ｇ：（同様に外国人実習生に関して、）２列、３列で道に広がって走る自転車の乗り方や、夜

な夜な集まってする話し声が騒がしいのが気になる。受け入れる農家には指導を徹底し

てもらいたい。 
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Ｈ：マルシェかわかみについて、何をしているのか分かりにくい。もっと大々的に展開して、

川上村の特産品を PRする場としてアピールした方がいい。 

Ａ：現在、マルシェかわかみの理事長を務めている。（開店当時、）樹木里の下が空いていて、

そこを活用する形であの場所にオープンした。ノウハウはほとんどなく、かかわってい

る生産者一人一人が工夫して、独自の看板を作るなどのアピールをして盛り上げてきた

が、役場のかかわりが薄いと思う。具体的にどういうところがよくないか。 

Ｈ：何があるのか、何の店かが分からないから入りにくい。村外の人は村の特産品を欲しが

っているから、そういう人が来てくれるように改善しないといけない。 

Ｅ：役場のかかわりが薄いというが、村はマルシェかわかみに対して（議会で反対意見が出

るほど）資金援助をしている。 

Ａ：お金を出してもらっているのはわかるが、実際にマルシェかわかみを盛り上げていくた

めに具体的に力を貸してほしい。 

Ｘ：（マルシェかわかみについて、）女性が活躍できる場ができた点においてはよかったと思

う。資金だけではなく、知恵を出して盛り上げていけたらよい。 

Ａ：マルシェかわかみを盛り立てていくために、そこにかかわっている人が実際に動いてい

る事実（実際の苦労）をもっと知ってほしい。 

Ｚ：出してもらったような不満を解消し、よりよい村にしていくためにはどうすればいいの

か？ 

Ｙ：かつては村の行政はトップダウン（役場の一方向的な行政）であったが、村（役場）と各

林野保護組合とが連携して、だいぶ各地区の意見も通りやすくなってきた。そのような

中、（新たな問題として、）農業中心で農業が忙し過ぎる現状で、介護や子育てに手が行

き届かない家庭が増えてきている。その解決を行政（役場）だけの課題としても、役場

にも限界がある。（地域社会や家庭など）みんなで解決していく方法を見つけなければな

らない。 

Ａ：（高齢者の介護について、）看てもらうのが当たり前ではなく、老後も自分のことは自分

でできるように、自分のやりたいこと、生きがいをもって元気に生きていきたいと思っ

ている。（生きがい探しについては、）男女の違いは関係ない。もっと女性が活躍してい

く場も必要。例えば、農業委員に女性がいてもいいのではないか。 

Ｙ：女性が委員になってもいいことになっている。むしろ、積極的になってもらいたい。 

Ｚ：冒頭に意見があったが、若者がやりたいことができるようにするにはどうすればいいの

か？ 

Ｉ：若者が活躍する場の一つとして、公民館教室や発表会などをしたいとき、どこへ相談す

ればいいか。 

Ｙ：まずは公民館へ相談してほしい。国の施策としても、若者や女性が活躍できる機会を増

やしていこうという流れになってきている。西尾副村長のプロジェクトの中で若者に意

見を求めたり、マルシェかわかみを立ち上げたりしたのもそのような流れの中で行った

もの。 
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Ｃ：担当者によってやり方が変わることがないよう（中途半端な事業にならないよう）、その

ような施策を村として一貫して進めてほしい。 

Ｂ：先ほど老後の話が出たが、老人が元気で自分自身のやりたいことをもっていれば若い世

代も家を離れることができる。自分も村内の公民館行事などには積極的に出るようにし

ているが、そういう集まりに参加する人は大体決まっている。もっといろいろな人が参

加すれば、コミュニケーションもとれていいと思う。特に、男性の参加が少ないから、

男性も積極的に参加すればいい。 

Ａ：そのような、人とかかわる場が増えれば、やりたいことができて元気な老後を送ること

ができる。 

Ｚ：外国人実習生についての問題にはどうすればいいのか？ 

Ｙ：外国人実習生の受入団体は、以前は３つほどだったが、現在はおよそ 25の団体がかかわ

っている。これらの団体とは連絡会議の場も設けているが、出席する団体も少なく、こ

ちらの問題も伝わりにくい。今年度は、各公民館に Wi-Fi（ワイファイ）のルーターを設

置し、実習生が集まれる場所を決める。     

    これまでの話を整理すると、 

    ・縛られることなく、自由で生きやすい村になってほしい 

    ・親と考え方にズレがある 

    ・公民館など既存の施設を有効利用したい 

    ・道路など生活基盤の整備については役場で対応していきたいが限界がある（千曲

川左岸道路の建設など大事業も多い） 

などの意見が出たが、それらを踏まえ、自分自身はどう生きていきたいかという視点で

何か意見はないか？ 

Ｂ：自分としては、これからも村のいろいろな活動や集まりに参加していきたいと思ってい

るが、集まる人が決まっていて、どうすればより多くの人を集めることができるか……。 

Ｘ：オブザーバーという立場ではあるが……。これからは「住民参加」がキーワード。農業に

関して言えば、今はそれぞれの農協の組合長や理事者のような上の者が集まってあれこ

れ決めているが、これからは若い者が集まって意見を出せるような場が必要。介護につ

いては、各自が、介護を必要としないように自ら生きていくことは必要だが、現に、介

護を必要とし、なおかつ支える家族がいないような人に対しては、行政（役場）が手を

差し伸べなければならない。また、マルシェかわかみについてはもっと話し合いの場を

設けて、広く意見を聞く必要がある。 

Ｙ：農業経営については、確かに若者の意見を取り入れる必要があるかもしれない。親の口

出しが多く、次世代のチャレンジする意欲の重荷になっている。 

Ｈ：子どもの少子化に対する村のヴィジョンは？小中一貫（学校の統合）の可能性は？ 

Ｙ：子どもの減少が避けられない以上、将来的には小中一貫（統合）していかざるを得ない

のではないか。ただし、用地の確保、設置場所に対する住民の感情（下地区ばかり……）

など課題は多く、十分に検討していく必要がある。 
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Ｘ：住民懇談会について、何の予備知識もなくいきなり集まって意見を出せと言われても出

てこない。事前に資料を配るなどして考える時間を与えておかなければ無理ではないか。 

Ｙ：それもそうかもしれないが、その場での率直な意見も大事。グループごとに分かれ、懇

談の中で出てくる声（日ごろ感じている不安など）を聞きたかった。 
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    テーブル④ ： 住民１２人                                           

〇どんな村であってほしいか 

Ａ：私の希望としては、川上の産業は高原野菜が第一でありまして、この高原野菜が長年継

続していくためにやっていかなくてはと思っています。それから農地、畑地のインフラ

整備。整備してもらいところも多々あるが、財政難であることから村に助成をお願いし、

村と共に災害に強い産地形成に取り組んでいきたいと考えております。 

Ｂ：川上も高齢者が多くなってきたので、老人施設を重点的に考えてほしいと思います。 

Ｃ：私もＡさんと同じです。埋沿いなど災害があった際にかなり畑がやられてしまうので、

あの辺の排水を考えてもらいたいと思います。あと農業用水について、御所平は結構傷

んでいて畑に水が入るので、災害に強い産地にするためにそういった点が改善されれば

いいと思います。 

Ｄ：川上第二小学校 PTA会長のＤです。PTAをやっていて思ったことなのですが、子供たちの

通学路に関して、危ないところが改善されずにずっと放置されているところが多いと感

じています。例えば道幅が狭い、歩道がない場所などがあり、夏場に大きいトラックが

通るにも関わらずそのままになってしまっている。グリーンベルト一つあるだけでも違

うと思うので、そういった点は見直していただきたいです。それから冬の雪はき作業に

ついて。通学路の歩道に対しては支部でやっているが、人手不足で対応できないことも

あるので、村でも対応を考えてほしい。あと村全体に対してなのですが、農業が盛んで

あることが一番の売りであり、自然が多いというのも魅力であるはずなのですが、農薬、

消毒の余りを垂れ流したまま普通に道路を走る車がかなりあります。それは一人二人と

いうレベルではなく、地区単位でかなり見られます。そういう地区は農業を優先するあ

まり、自然保護を疎かにしていると感じています。農業も大事ではありますが、それで

自然を壊すというのは、村を盛り上げていく上で村全体の意識改革をしていかなくては

いけないと思っています。周りへの気遣いという面でも必要だと思うので、取り組んで

いってほしいと思います。以上です。 

Ｅ：私は民生委員をしていますので、その関係から話をさせていただきます。この村は子供、

障がい者、高齢者など様々な人で村は構成されていて、どれが欠けてもこの社会は成立

しません。色々な仕事があり、色々な顔ぶれがあり、それは相互に支えあって生きてい

るということが根底にあります。そこを前提に一人一人がそういう社会であるというこ

とを受け入れることが大切だと考えます。その中には一Ｄさんの話の中にもありました

が、自然というものも含まれます。私たちは生きているのではなく生かされています。

地球という大きな問題を考えるうえで、今生きている人に課せられた責任をしっかりと

考えて生きることだと思います。水や土、色々なものがこの中で生かされている私たち

には欠かせない大切なものだと思います。ここで余った農薬が垂れ流しにされている実

態が明らかにされています。これはあってはならないことです。農業を考えるときに、

これから 5年という計画期間の下に話をしていますが、この先 10年、50年、100年先こ
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れからもずっと生きていけるという自信をもって村づくりをしなければいけません。自

然と農業というものは相反するものがあります。ある面では、自分たちに厳しく生きる

ことが大切だと思っています。これはそれぞれが仕事をしながら受け入れることができ

るかということが大きな分かれ目になってきます。子供たちや弱者は、今私たちがやっ

ていることの上に生を続けることができるわけです。健全に健康に生きられるというこ

とと引き換えになるものでは決してありません。健康を考えつつ同時進行で進めていく

ことが大切だと考えます。高齢者の問題について、これから大きく飛躍するものと、極

めて右下がりになるものとどちらが大切かということはありません。両方を同じレベル

で考えていかないといけないと思います。例えば今、65歳以上の高齢者を問題にしてい

ます。お荷物ではないんです。今この時代を作り上げたのはその人たちです。第 2 次ベ

ビーブームが今の 40代に来ています。ここで言えることは、今主力になっている皆さん

がいずれはそうなるということです。私たちが生まれたときから進行しているのは、老

化に向かうという紛れもない運命であります。長くなりますのでここで一旦終わりにし

たいと思います。 

Ｆ：私は老人クラブの会長ということで来ております。昨年からの計画の中にもありました

が、ますます高齢化が進んでいる中で、川上村の高齢化率も 31％という事態に相成って

しまいました。野菜作りという面においても、70歳くらいまでは一緒にやっているみた

いですけれども、それ以上の人たちになれば家で留守番をするような状況です。老人ク

ラブは各地区あるのですが、数にしてみれば 200人足らずであります。そういった中で、

小海町では小学校の空き校舎を利用した囲碁や将棋、手芸などのグループ活動を行う場

にしているそうです。そういうことができれば、村の中で趣味のある人たちが集まって

くるのではないかと思っています。 老人会では花づくり運動で資金集めをし、そのお

金で旅行に行くといったことをしていますが、それぞれ年齢のこともあり、体の調子な

どからその日に出られないこともあります。そうすると旅行にも行きづらいといったこ

とが非常に多く、中々会員も増えてこないわけであります。昨年度の計画にもいろいろ

ありますが、それらを伸ばす方向で、組織作りということも考えてほしいと思います。

家族との関りもなくなれば活動にも出てこなくなるということもあり、そういったとこ

ろを改善できるようこれから考えていかなければいけないと考えております。 

Ｇ：JA長野八ヶ岳川上支所のＧです。農業関係の話になってしまうのですが、近年水害が多

く、特に基盤整備の中で排水面が各地区多くなっているので改善できるよう考えていけ

ればと思います。それからうちの支所の話になってしまうのですが、農業生産量はこの

15年で約 1.4倍になっています。それに対して施設の整備が追い付いていない状況です。

村も道路などのインフラ整備をされているようなのですが、農協の方ではそれが見えな

い。特に千曲川左岸道路はこれからどうなるのかお聞きしたい。そういうのを含めてう

ちの方も施設整備を考えていきたいと思っています。そういう時に場所や資金の問題に

ついて、村と相談していきたい。それから農業後継者の問題について、今後も婚活等を

行ってほしいと思います。 
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Ｈ：秋山公民館副館長のＨです。今村が直面している危機は、すべてにおいて人口減少が問

題かと思います。今の時代、大学を出て村へ帰ってくるかとなったときに、まず村は働

く場所が少ないことが心配です。先週新聞に高齢化率について書かれてあったのですが、

村の人口 4,000 人を切った状態に対して 30％、つまり 65 歳以上の方が約 1,200 人いら

っしゃるということ。それから子供が少ない。第二小学校では一学級に数人しかいない

というような話を聞くと、小学校の統合ということも考えていかなければいけないと考

えております。それから農業をやっていて一番不安なことは、年寄りがいて倒れてしま

うと施設に預けざるを得ない。そうなった場合川上ではどのくらいを受け入れられるキ

ャパシティがあるのか。将来の村として、高齢者と子供を大切にしてもらいたいという

思いがあります。 

Ｉ：立場で言いますと農協と区の両方で来ています。私は今 JAで野菜販売に携わっているの

ですが、やはり川上村の一番の産業は農業が主体ということで、その皆様の経済を預か

っている仕事になるわけですが、将来的にも川上村は高原野菜を中心とした野菜産地と

して未来永劫できる職業としてあり続けることが大事なのではないかなと思います。後

継者が入って、働く場が確保できているという点に関してはまだいいとは思うが、他に

も就職口の選択肢があった方がいいとは思います。後継者が他へ流出することも考えら

れるので、いかに農業収入を安定させ、後継者が安心して暮らせる地域を考えていくこ

とが大事だと思います。また、農業は観光資源として十分活用できると考えられます。

川上村というブランドとして全国や世界に宣伝していって、野菜消費量を落とさないよ

うに考えながらやっていければと思っています。そういったところで、村の手助けを得

ながらやっていければと思っています。それから子供が少なくなり、高齢化社会の話も

ありましたが、65歳以上で農業を頑張っている方々は元気です。そういった方々とも共

に働いていけるような健康推進施設の整備を考えていってもらえればと思います。後継

者の収入や経営の安定対策といった話もあったが、資金面の援助やそれぞれの出荷施設

の整備など、様々な補助事業等援助をしていって、後継者が安心した村づくりをしてい

ってほしいと思います。 

Ｊ：原の林野保護組合ということで来ました。どんな村であってほしいかというところで、

住んでいて買い物をするお店が少ないということで、佐久に行くなり山梨に行くなりと

いった大変さがありますので、お店が近くにあったらいいと思います。高齢化の話で、

これからまた人口はどんどん減っていき、高齢化率が上がることが予想されていて、お

年寄り世帯も増えてくるので、民生委員さんや村も目を配っていただき、安心して暮ら

せるような体制にしてほしいと思います。高齢世帯ですとやはり買い物の不便さがあり

ますので、移動販売などの便利なものがあればお年寄りが助かるのではないかと思いま

す。 

Ｋ：観光協会開発部長をしています。よろしくお願いします。私は漁協の管理もしているの

ですが、先ほどのお話があった農薬の管理について、梓山で 2 回、秋山で 3 回イワナや

カジカの大量死の問題がありました。特にひどかったのが 3 年前です。秋山から居倉に
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かけて魚が全滅しました。コンテナが 20数個あったかと思います。その点については農

協からも管理のご協力をお願いしたいと思います。観光面について、登山道など少しず

つ整備ができていると思います。お金がかかることでありますので、少しずつ今後も改

善していってほしいと思います。梓山あたりについては、環境省が集落の財産地を提供

して看板などを立てていますが、そのペンキが剥げたり破損したりしているので、環境

省と話し順次直してほしいと思います。それから自然環境について、廃棄物の不法投棄

の問題があります。私も監視員をやっていますが川上村は非常に多いです。車でゆっく

り走ればよくわかります。各集落、村の方で協力して美化運動をお願いしたいと思いま

す。 

Ｌ：秋山公民館長のＬです。先ほども出ました小学校の統合について、いつどこに来るのか

わからないが、そういう話が出た場合は、地域住民と話す場を設けてほしいと思います。

私の理想なのですが、第二小学校は人数が少なくても残してほしいと思っています。小

学校がなくなればコミュニケーションがなくなり、秋山地区の元気がなくなってしまう

ような気がします。それからもう一点。昨日マレットゴルフの大会があり、若い人やお

年寄りたちと話をしたが、何でもいいのでみんなが楽しくコミュニケーションができる

活動を立ち上げてほしいと思います。 

Ｚ：これまで皆さんにどんな村であってほしいかということや将来の不安についてご意見を

頂きました。不安はあると思いますが、それをどのようにすれば解消できるかというこ

とを皆さんと話しあっていければと思うのですが、村への要望については毎年各地区か

らお話を頂いているので、この場では村への要望を一旦置いていただいて、自分たちの

工夫でどのようなことができるのかを考えていきたいと思います。例えば子供の安全、

コミュニティのあり方、各世代の方々がいきいき生活するための交流などについて考え

ていきたいと思います。まずコミュニティのあり方について、Ｌさんからは広い世代で

楽しめるスポーツについて、Ｆさんからは囲碁将棋ができる場所についての話がありま

したが、このようなことについてご意見があればお聞きしたいと思います。 

Ｄ：信州型コミュニティスクールを長野県が推奨していて、学校と地域の方をつなげた全体

で子育てをしようというプロジェクトを進めています。川上村では源流教室で地区のい

ろんな特技を持った人たちを招いて、子供たちがそれに参加して技術を会得したり、交

流を持ったりしている。特に冬場に生涯学習教室などでいろんな特技を生かしているグ

ループの人たちはたくさんいるので、そういう方々と子供たちをつなげていろんなこと

を教えてもらったり、高齢者の方もかなりいろいろなことを知っているので、例えば昔

のことを教えてもらうことでコミュニケーションをとったり、活性化につながるのでは

ないかと思います。それから合同職員会に行ってきたのですが、子供たちの登下校に対

して見守り隊を結成してはどうかという話が出ました。それは保護者だけでなく地域の

方に協力していただくのが一番ではないかとの意見もありました。お年寄りの方に道に

立っていただいて、子供たちに挨拶してもらえれば子供たちもうれしいし、交流を持て

て楽しめるのではないかと思いました。子育てが中心となってしまいましたが、地域ぐ
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るみでお互いに交流をもてて活性化できればいいと思いました。 

Ｚ：少し前までは三世代同居で自然と交流もあったが、今はだんだんそういった機会も減っ

てしまう中で、お互いに交流がとれるのでいい案だと思うのですが、例えばそれをやる

となった場合に、老人クラブの皆さんとしてはどうお考えでしょうか。 

Ｆ：要望が出た場合、募集すれば先生あがりの人たちもいるので参加者はいると思いますよ。 

Ｚ：例えばデイサービスを利用されている方にも元気な方はいらっしゃるので、そういった

方と交流をしてみるのはいかがでしょうか。 

Ｅ：確かに今は世代の住み分けは日常的に考えられています。それぞれの横のつながりを強

くすることは大切だと思います。特に子供には親以外におじいさんやおばあさんがいる

んだよ、こういう生活をしているんだよ、どういう人かなっていう関心を持つことが大

切だと思います。先ほども話がありましたが、社協が公民館を使って地域交流を行う事

業もあるんです。具体的に言いますとふれあいランチサービスというものがあります。

これは非常にいい機会です。高齢者の方は思いやりがあって人生を生きてこられた人た

ちなので、例えばトランプをしてもこどもに対して優先権を与えて取り組んでくれます。

世代の住み分けと最初に言ったのですが、家はどんどんできるが人口は減少しています。

どういう生活かといえば、今核家族の典型を走っているような状態です。互いの生活へ

の理解や思いやりが必要なのかなという感じがしています。 

Ｚ：今子供と高齢者をつなげるという話がでて、かなり具体的なアイデアも出てきました。

では次に農業と自然保護について話を聞いてみたいと思います。先ほどの話にもあった

ように、農業を優先すれば自然が破壊されてしまうというようなこともあり、難しい話

だと思うのですが、どのくらい譲り合えるかと思いますか。 

Ｅ：では私からよろしいでしょうか。生産性と環境問題、これは表裏の関係であり、絶対に

譲れないものであります。農業生産をしながら環境問題を同時進行で考えていかなけれ

ば将来はありません。子供に何も言えない時代になってしまいます。その辺は譲るとい

う感覚よりも、正義感を持って今を生きる子どもに対し将来を確かなものでおく、子供

に対して夢を与える。何もなければ何のために生活していくのか。生産するだけの機械

化されたものではなく、そこには立派な自然があり、子供に対して自然を考えることは

教育だけでなく体験させる学習が大切だと考えます。教育、家庭、社会の 3 つの次元で

横をつないでいく。生活の習わしを実際に体験してもらう期間を置ければいいと思いま

す。水の中にいる生物の観察など、これからのどんなことを子供たちに見せていくかと

いう機会をもっていけばいいと思います。 

Ｚ：自然保護の点からいくと、結構開墾などをしていますが、その辺りについて皆さんの意

見をお聞きしたいと思います。下地区では林が切られて畑になっていることが結構あり

ますが、それによって農業の生産量が上がるということもあると思いますが、ある程度

のところで開墾の制限も必要ではという考え方もあると思うのですがどうお考えでしょ

うか。 

Ａ：確かにここ何年かの農業収入も上り調子できているので、生産者の生産意欲も旺盛にな
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ってきたと思います。海外の実習生も順調に来るようになり、後継者の定着などにより

経営形態も変わってきたと思います。先ほどから農薬や環境問題の話が出ていますが、

農業を最優先にした村ではまずい。やはり環境とも調和のとれた状態で、住民の資質向

上のための勉強会なども考えていかないといけないと思います。農業が主産業とはいえ、

最優先にして環境が破壊されることは当然あってはならないことですので、今後各機関

で個人の資質向上に向けて取り組んでいかないといけないと思っています。 

Ｃ：実習生だと思うのですが、千曲川河川敷のゴミがすごい。それが上から下へ流れ、用水

路へ詰まる。3日に１回やってもやりきれない。そういったことも環境破壊になっている

と思うので指導していただきたいと思います。 

Ｚ：実習生が入ってくること自体は労働力の確保につながるのでいいと思いますが、マナー

の徹底もしていかないといけないですね。 

Ｌ：実習生のごみに対し、公民館などもやりきれない。ごみはたまる一方でどうしたらいい

のか。 

Ｋ：何年か前に役場が公民館の役員を任命して、環境保全委員というものを設置したことが

あったが、そういうのがまたあってもいいのではないかと思います。 

Ｉ：農業関係から、色々な交流事業があって視察が来るんですよね。そこで村の農業を紹介

するときに、川上村の歴史から始まりこれまでの一通りの流れを紹介したり買い物をし

たりできる施設があるといいと思います。新たに施設を建設するのではなく、今ある施

設を活用して、消費宣伝事業につなげていけるようなところを作っていただければ、農

協などの団体が協力しながら消費宣伝に活用できるのではないかなと思っています。マ

ルシェもあり、地産地消の感じはあるが、川上村はこういうところなんだよっていう全

体的なところを一括して PRできる場所があるといい。企業の工場見学のような感じで川

上村を紹介できるといいと思います。そういったところから川上村に興味を持ってもら

えればいいかなと思っています。 
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    テーブル⑤ ： 住民１０人                                           

Ａ：人口減少が課題になっているが子供の多い村にしてほしい。子育て支援も大事だが出産から

結婚・新婚家庭への住宅支援若い人たちや村外の人が住んでくれるような村にしてほしい。 

Ｂ：安心安全不安の少ない村へ 老人から若い人も安全であれば不安なく暮らせるのではないか。 

Ｃ：人口減少はしているが、農業後継者は順調なので、外からの受け入れをオープンにして安心

して暮らせる住みやすい村 

Ｄ：Ａと同意、入学者の数が減ってるが、将来を担う子供や若い人がいないと、老人の村になっ

てしまう。時代に沿った考えや、若い人の考えを重要視した政策を行ってほしい。 

Ｅ：農繁期の介護力不足等を解消してほしい。介護施設の待機者が減るような施設がほしい。子

供のことを考えた政策を行ってほしい。 

Ｆ：産業基盤の維持整備、右肩上がりよりも現状維持できる政策を 

Ｇ：介護が多くなってきているが、支える人間の負担（費用や体力等）を軽減できるような政策

を 

Ｈ：後継者を受け入れできるように、新しい就農者の支援をすれば帰ってきやすい村になるので

は 

Ｉ：長男だけでなく次男なども就労できる環境を 

Ｊ：村外の人たちが住みやすくする政策を、新婚住宅の補助など 

Ｚ：子供の人口減少が深刻という意見が多く出たが、どうすればそれを防げるかを考えていきた

い 

Ｄ：指針だが、農業だけではなく企業誘致ができないかそうすれば雇用増や村外からの人が入っ

てきたり等交流できるのでは。 

Ｚ：若い人たちはどうゆう所でから嫁と出会うのか 

Ｉ：冬場のバイト先等 

Ｈ：学生時代、村の中でという話はあまり聞かない 

Ａ：村内の人が戻ってきて子供の人口が増えるのは難しいと思う。村外の人で川上村に住みたい

と思う家庭が増えれば人口も増えるのでは。川上村で働かなくても、川上村に住んで他市町

村で働く人が増えればいい。働き口の確保が重要、村内介護施設を作ればそこで雇用が生ま

れる。農業だけでなく、他のものに舵をきっていくのがいいのではないか。 

Ｅ：保育園の先生と結婚した例があるように、女性も含めて村に残れるような場所があれば、結

婚率も上がるのでは 

Ａ：下条村が他市町村で働くような状況ではないか 

Ｘ：下条村は近くの町のベッドタウンとしてうりだした。一時期は人口が増えたが、今はどんど

ん人が出て行ってしまい社会減少がひどい。川上は自然減少で、社会現象に影響してないか

らまだいい。いかに今の人口の減少率をへらして村民の幸福度を上げてくかだと思う。 

Ａ：農業で川上村に住んでいる若い人の嫁を探さなくてはいけない 

Ｚ：企業誘致とかはどう考えているか 
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Ａ：次男は帰ってきても経営者になれない 

Ｘ：川上村は一人当たりの出生率が少ない（１．５６）それが上がればいいと思う。子供を産ん

でもらえないのが最大の悩みだがこれは川上だけの問題でもない。 

Ｂ：新婚住宅が増えればありがたい。配偶者の確保と子供を 2、3人産んでくれる環境を作るのは

どうか。 

Ａ：たとえば 3人目の子供には支援金をだすなど 

Ｅ：婚活は今どうなっているのか 

Ｚ：そのイベントにはどの年代の女性が参加してくるのか 

Ｈ：自分は参加したことはない 

Ｚ：奥さんをもらえるのが一番だが、川上村は何もなく夏は働きっぱなしだ。なにがあれば若い

お嫁さんが定着してくれるか 

Ａ：自分の時間をもっとほしいとか言ってる人もいるが、川上村にいれば子供の面倒を見てくれ

る人が多いので、都会に比べれば自分の時間を作れる。そこを売り出せれば人が増えるので

は 

Ｚ：同居している人はどれぐらいいるのか 

Ｈ：男坂団地や新婚住宅で済んでいる人も多い 

Ｚ：ある程度必要なものがそろうところではないと奥さんが大変ではないかと思うことがある。

ナナーズがあるから今はまだいいと思う。 

Ａ：東京からの嫁を探してくるのではなく、田舎からの嫁を探す機会を作ったほうがいいのでは

ないか 

Ｃ：婚活の話を聞いても女性側が結婚する気がないっていう話を聞く 

Ｄ：婚活イベントを担当したことあるが、冷やかしが多いと思う。5、6 組あったが残ったのは 3

組ぐらい 

Ｚ：婚活の見直しは必要だと思うが、なかなかうまくいかない 

Ｂ：成功しようがしまいが機会を作ることが重要 

Ｙ：若い人は女性に対してのアプローチに積極性がないと思う。 

Ｚ：まとめると婚活の内容をもう少し改善したほうがいいのか 

Ｄ：都会だけでなく南相木や田舎同士のほうが付き合ってから気負いしないのでは価値観が近い

ところでないと付き合っていくのは難しい。 

○介護福祉関係 

Ｄ：老々介護も問題、それを分析したほうがいいのでは 

Ｂ：介護施設は足りなくなるのでは 

Ｚ：箱ものか在宅支援なのか 

Ｂ：在宅は負担が大きい 

Ｅ：在宅をたのみにくい 

Ｂ：家族がいると一人暮らしより優先度が低くなってしまうが、どちらも負担は同じではないか 

Ｃ：施設の規模を大きくしたらどうか 特養のような 
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Ｅ：若い人としての就職先としても増えるのでは 

Ｄ：作るのに大変な金額がかかるから広域でやっている 

Ｚ：将来自分の親が介護しなくてはいけなくなるとかを考えたことはないか 

ＨＩＪ：まだ考えたことはない 

Ｈ：今の規模ではきついのではないか 

Ｄ：人を集めるのが重要、そうすれば何か起きるのでは。人口の構成に年寄りが多い。 

Ｂ：若妻会などの組織を見直してほしい、人が少なくなってきてるから組織の維持ができなくな

ってきた。いろいろな団体で呼ばれて家にいる日がないようなことが起こらないようにして

ほしい。 

Ｚ：地元で仕事を割り振っているが、地元の見直しを考えたほうがいいのか 

Ｂ：地元のなかでやるのは顔見知りが多いからやりやすいが、村の行事までなると大変 

Ｃ：役をもらっていると行事に出なくてはいけないという義務感があって余計大変 

Ｂ：よそから来た人だといきなりいろいろな行事に行かされるから大変、余計よそから来ないの

ではないか 

Ｄ：結婚して 2、3年で若妻会長をやるような状況もあった 

Ｗ：選挙の時間が長いのでは 

Ｚ：農業などの産業についてですが、人口減少とともに需要が減ってくるが、実習生とかの関係

で数は出さなくてはいけない。そういうのをどう考えてるのか。今の農業に対する不安や期

待とかを世代を超えて話してもらいたい 

Ｉ：農業をはじめてからどん底を体験したことがないのであまりわからない 

Ｅ：実習生依存が不安、普通のアルバイトがこない 

Ｙ：実習生の賃金とかも上昇してきている 

Ｚ：国内の需要でなく海外っていう考えはどうか 

Ｄ：前提が今の農業がそのままできるだが、生産量が落ちてきたときにどうするかも考えては、

農業基盤をしっかりしておかないと、２，３年不作なら首が回らなくなってしまうのはよく

ない 

Ｅ：年寄りが増えたら、今の生産量を維持できないのでは 

Ｄ：後継者に恵まれてればいいけれど、後継者がいないところをいずれ農地が空いてしまうので

は 

Ｅ：農家が二極化しそう 

Ｚ：夏場はどれぐらい睡眠時間があるのか 

Ｈ：5時間ぐらい、数を出さなきゃお金にならないから数を出すが、その価格を自分たちで決めれ

ないから安くなってしまったら不安ではある。 

Ｚ：数を調整することは可能なのか 

Ｄ：農協とかが調整すればいいが他産地との調整があるから難しい。 

Ｆ：他産地は減ってきているので、需要が減ったら産地も減ると思う。川上村としては農業基盤

を整備して現状を維持すればいいのではないか。労働力の確保も頑張っていただきたい。 
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Ｅ：そばが足りてないので、補助をしたらどうか。政策奨励金を増やすや、面積を増やしたらど

うか。 

Ｚ：多品目って考えはどうか 

Ａ：結局儲かるのはレタスだから結局そこに戻ってしまう 

Ｄ：売り場が小さいのがいけない 

Ｚ：数は作れなくても単価が高いものもあるので、レタスは量をつくるので成り立つところがあ

るので、高齢者などには大変 

Ｈ：今すぐは大変だけど違う品目があってもいいとは思う 

Ｂ：いちごとかはどうなのか 

Ｙ：農家の数が定着してしまっている 

Ｅ：病気の関係もあり連作が難しいレタスを残すためにも多品目にしたほうがいいと思う 

Ｚ：イチゴは設備投資が大変 

Ｙ：南牧で転作奨励をやったがやはりはやらなかった。どうしてもレタスに戻ってきてしまう。 

Ｚ：村で畑灌とか整備していたが、老朽化とかがあり、維持するのも難しくなってきている。他

になにかあるか 

Ｃ：役場の建て替えの話を聞いたが、各支部の公民館についても考えてほしい避難場所に指定さ

れてるが誰も避難しないから、役場と一緒に考えてほしい。 

Ｙ：役場や公民館だけでなく学校もあるので大変だ 

Ｚ：若い人はどうですか 

Ｉ：嫁は今のところ結婚生活に満足している。 

Ｅ：子供が増えないと友達が増えないから小人数学級として先生を増やしてほしい 

 

 


