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はじめに 

   平成 18 年３月の合併により、香取市の行政

区域は拡大しましたが、各地区においては、自

治会や各種団体がそれぞれ主体となり、まちづ

くりに取り組んできた地域性があります。 

まちづくり協議会は、それらの地域性を尊重

しつつ、住民の皆さんが互いに助け合いながら地域の課題に取り組むこ

とができる仕組みです。 

住民座談会では、交通の便が良くない、一人暮らし高齢者などの生活

が心配、子どもたちの遊び場が少ない、ごみのポイ捨てが目立つなど、

住民の方々から多くのご意見をいただきました。 

これらを地域の課題として捉え、福田小学校区一体となって考え、行

動し、また行政と役割分担しながら連携・協力して解決したり、地域の

明るい将来を実現させたりするのがまちづくり協議会です。 

『福田小学校区まちづくり協議会』は、本計画書に基づき、福田小学

校区の目指す将来像の実現に向けて、住民同士の絆を深め、皆さんの知

恵と力をお借りしながら、今後の活動を進めたいと思いますので、住民

の皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 福田小学校区まちづくり協議会 

 会長 伊能 孝明 
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第 1 章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 香取市においては、高齢者の割合が 2035 年には 4 割を超えると予測さ

れ、さらに世帯構造も単身世帯や小世帯の割合が増加し、核家族化が進行し

ていくことが考えられます。 

 福田小学校区においても例外ではなく、少子高齢化や人口減少が進み、世

帯構造が変化する中で、地域コミュニティの再生を図ることが喫緊の課題と

なっています。 

 また、直近の将来に学校統合による福田小学校の閉校が予定されている中、 

他の地域とは違う大きな課題を抱えています。 

 

 福田小学校区地域まちづくり計画は、こうした地域が抱える課題を自分た

ちで克服し、子どもから高齢者までのすべての方が、将来に向けて安心して

生き生きと暮らすことができ、そして、「福田小学校区に住んでよかった」 

  と思えるようなまちづくりを進めるために、福田小学校区の将来像を共有

し、地域一丸となって取り組む活動方針等を定めるもので、福田小学校区

におけるまちづくり活動の基本となるものです。 

 

 

２ 計画の位置づけ・期間 

 

この計画は、概ね 20 年先を見据え、当面の活動像を描くものですが、社

会情勢の変化も踏まえ、随時見直しを行っていくものとします。 

 

また、本計画に掲げる施策（活動）等の実践については、活動体制や取り

組むことのできる環境が整ってきたものから順次取り組んでいくこととし、

実際に協議会の活動にご協力いただく住民の皆さんの負担とならないよう、

無理のない範囲で、できる活動から始め、徐々に活動の多様化を図っていく

こととします。 
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第２章 福田小学校区は、こんな地域 

１ 地区の概要 

（１）沿革 

  福田小学校区は、明治 22 年の町村施行により誕生した旧香取郡香西村 

の一部の地域です。香西村はその後、昭和 26 年に佐原町、香取町及び東大

戸村の 3 か町村と合併（佐原市誕生）。さらに、平成 18 年の合併（平成の

大合併）により香取市となり、市の行政区域は拡大してきました。 

  現在は、福田区、伊地山区、本矢作区、福田中央区、伊地山新田区、本矢

作新田区、台深区、北ノ台区、ニュー北の台区、九美上第 4 区の 10 区で

構成されています。 

（２）地勢 

  福田小学校区は、香取市の西部に位置し、西は成田市、東は神南地区、南

は栗源地区、北は竟成地区とそれぞれ接し、地形的には、水田地帯と台地や

畑が広がる、緑豊かな自然が息づく地域です。 

また、主な農作物として、水稲、さつまいも、野菜などのほか、ぶどうや

梨などの果樹が栽培されています。 

（３）交通 

  地区の西側に国道 51 号、東側に主要地方道県道佐原八日市場線が走り、

東総有料道路が地区を横断しています。 

（４）歴史・文化 

   福田小学校区には、多くの神社・仏閣が点在しています。 

また、鎌倉時代初期に千葉常胤の五男である胤通が築き、その後国分氏が

居城したと伝えられる城跡で市の指定文化財となっている本矢作城址や江

戸幕府が軍馬育成のために設けた佐倉七牧に数えられる油田牧・矢作牧の一

部や江戸時代から伝わる神楽など後世に伝えるべき文化財が数多く残され

ている、歴史と文化の薫る地区です。 
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第３章 こんな地域にしていこう 

 

１ 福田小学校区の目指すべき将来像 

■まちづくりの全体テーマ 

  福田小学校区の目指すまちづくりのテーマを次のように設定します。 

   ・テーマはみんなの「合言葉」・「約束事」とします 

 

【まちづくりの全体テーマ（将来像）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福田小学校区が目指すまちづくりの方向性（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

互いに助け合い いきいき暮らせる 

福田の郷 

 

基本方針Ⅰ 
【防災・防犯 

・交通安全】 

基本方針Ⅲ 

【住民交流・歴史・

文化】 

基本方針Ⅳ 

【生活環境・産業】 

基本方針Ⅱ 

【福祉・子ども】 

 

将来像 
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２ 地区の課題から見えたまちづくりの方向性と活動例 

福田小学校区の現況や地区別まちづくり座談会及びアンケートでの意見等

をもとに、福田小学校区におけるまちづくりの課題を整理・集約するとともに、

本協議会が取り組むべきまちづくりの方向性について、次の４つの基本方針に

整理しました。 

  また、基本方針に基づく活動を例示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲計画策定本部会議の様子 

福田小学校区内で栽培されている

ぶどう（上）や梨（右） 
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■課題 

 

 

 

〇東日本大震災や、全国各地で頻発する自然災害などで、地震や水害などの

自然災害への住民の不安を解消していく必要があります。 

 また、避難場所や避難経路について住民同士で共有していく必要がありま

す。 

〇子どもや高齢者などが犠牲となる犯罪や交通事故が全国的に発生している

ことから、地域で子どもや高齢者を犯罪や事故からどう守っていくか検討

する必要があります。 

   

〇道路が狭く、見通しがきかず暗いため道路沿いの枝木や雑草、側溝などを適

切に点検・管理等道路環境の良好な維持に協力する必要があります。 

 

■活動例 

１）防災 

    ・災害時の避難場所等の確認 

    ・地域の危険個所の確認、周知 

    ・共助の内容、方法の確認 

    ・防災訓練の実施等共助の拡充 

２）防犯・交通安全 

・道路沿線の点検と適切な管理の推進 

・交通安全教室の実施 

・住民同士の見回り、パトロールの実施 

・子どもたちや高齢者への声掛け・見守りの実施 

課題１  安心・安全な地域の創出 

 

  

防災訓練などを実施し、地域住民のやさしさ・思いやりを育み、連携と協調が図れ

る災害に強い地域づくりを展開するとともに、一人ひとりの防犯意識及び交通安全意

識を高め、安全に暮らせる、犯罪や交通事故のない環境づくりを行います。 

まちづくりの基本方針 Ⅰ 

“やさしさと思いやりの心で安心のまちづくり” 
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■課題 

 

 

 

〇高齢化が進行しており、高齢者一人暮らし世帯や高齢者夫婦世帯の増加も

目立ち、地域内の防犯・防災面や健康などの福祉面において、不安を解消

していく必要があります。 

〇高齢者の見守りの体制や生きがいづくりの場があまりありません。 

〇車が利用できない高齢者の日常的な通院・買い物などの交通の不便さが感

じられます。 

〇全国的に見ても、生活習慣病や成人病、認知症などが増える傾向にあるこ

とから、健康診断の受診や運動不足の解消など健康づくりに関する意識を

高めていく必要があります。 

○少子化や保護者の就労環境及び地域社会の様態の変化により、幼児教育や

学童保育の充実など、安心して子育てができる環境づくりが求められてい

ます。 

 

〇学校統合に伴いスクールバスが運行されると、グリーンバスの存続が難し 

くなります。そのため、グリーンバスに替わる地域交通手段の確保を検討す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

課題２  少子高齢化への対応 

（福祉・健康、子育て環境の充実） 

 

 

   

 住民誰もが健康で、充実感や生きがいを持って暮らせるように、地域ぐ

るみで互いに助け合える環境づくりをするとともに、地域で子供たちを育

み、安心して子育てができる環境を作ります。 

まちづくりの基本方針 Ⅱ 

“健康で互いに助け合える生きがいの持てるまちづくり” 
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■活動例 

１）福祉・健康 

・散歩の促進、健康体操、デイサービスやお年寄りが集まれる場所の提供 

・認知症予防等の推進 

２）生活支援 

・移動販売車の実施などの買い物支援の推進 

・乗り合わせタクシー、乗り合いバスの運行等交通手段の確保 

３）子育て・教育 

・農業体験等地域資源を活用した郷土学習の推進 

・学童保育等地域教育の推進 
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■課題 

 

 

 

 

〇隣近所や人と人とのつながりがあり、交流を深めてきましたが、近年、地  

区全体で集まる機会や、若い世代の地域行事や地域活動への参加が少なく、

地域に対する関心や愛着、世代間の交流が薄れていくことが懸念されます。 

〇少子化の進行や若年層の地域外への流出が目立ち、人口が減少し続けてい

ることから、自治会や消防団などの地域活動に支障をきたしつつあります。 

〇地区の豊かな歴史と文化を次の世代に引き継いでいくためには、世代間交

流を通して、ふるさとの歴史・文化、伝統行事を学び、ふるさとに誇りが

持てるようにする必要があります。 

 

 〇学校統合に伴う福田小学校の閉校を控え、跡地の利活用を市と共に検討し

ていく必要があります。 

 

■活動例 

 １）住民交流・地域コミュニティの活性化 

・地区対抗の運動会の開催 

・バーベキュー大会の実施、フリーマーケットやバザーの開催 

・スポーツ大会、料理教室の実施 

２）歴史・文化 

・下座の定期演奏会、神楽の披露 

  ・矢作城、福大神、天降神社、天宮神社、脇鷹神社、竜性院、知足院等の

遺跡めぐり 

課題３  住民交流の促進、地域コミュニティの活性化、 

歴史・文化の継承 

 

   

住民同士の交流の機会を提供し、地域の歴史・文化を学ぶことで、住民

相互の交流と相互理解を深めるとともに、次世代へ歴史や文化を継承しふ

るさとに誇りを持てる地域づくりを行います。 

まちづくりの基本方針 Ⅲ 

“自然・歴史・文化を活かし 心ふれ合う まちづくり” 
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■課題 

 

 

 

 

〇ごみのポイ捨てや分別の不徹底、また、ペットの飼育マナーの悪さ（糞の

不始末など）が見受けられるなど、緑豊かな自然景観が阻害されることが

懸念されます。そのため、豊かな自然の保全・活用を図るとともに、清掃

や美化活動の推進が必要です。 

〇福田小学校区は、農業が盛んな地域ですが、近年、農業の担い手が不足し、

地域農業の存続のために、農業後継者を育成していくことが必要です。 

 

 ■活動例 

１）環境保全・美化 

・ゴミ拾いや草刈りなどのボランティア、花壇の設置 

  2）地域産業 

   ・六次産業化等の農業振興 

   ・婚活支援の実施 

課題４  生活環境、地域産業（農業）の振興 

 

   

地区の豊かな自然環境と主産業である農業を守り、次世代へ伝えるため、

保全活動や環境美化を進めるとともに、生活環境の向上に努め、農業後継

者を育てるなど農業の振興を図ります。 

まちづくりの基本方針 Ⅳ 

“美しい環境と豊かな大地を守り次世代につなげるまちづくり” 
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3 推進体制 

福田小学校区まちづくり協議会は、地域の課題解決のために、地区内の住民

や各種団体が話し合い、調整、実践していく場として位置づけ、住民や各種団

体等が互いの持ち味を活かしながら、横につながり合い、将来像や活動目標の

実現に向けて、協働で計画を推進していきます。 

 

■まちづくり協議会の組織構成図（イメージ）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域まちづくり計画実践の流れ（イメージ）                

◆会長、副会長、会計、監査 

◆区長会・各種団体の代表 

◆各部会長 

総会（委員：各区長、各種団体代表者等） 

理事会 ■意思決定・調整 

・地域まちづくり計画、 

事業計画案等の決定・

調整 

・予算案の決定・調整 等 

■実施機関 

・担当事業の実施計画・ 

予算計画 

・担当事業の準備・実施 

・担当事業の反省・見直し 

部会 部会 

 

部会 

（実行委員会） 

会員（地区住民・各種団体構成員等）は協議会活動へ参加・協力 

手上げ方式（ケース2）

◆求められる活動にチャレンジした
い人の発案
◆実行委員会を組織
　　事業計画書、予算案の作成

理事会

総　会

各部会
(実行委員会)

部会方式（ケース1） 地
区
担
当
職
員
、

支
援
セ
ン
タ
ー

に
よ
る
支
援
・
相
談

◆部会による実施事業の検討
◆必要に応じ、実行委員会を組織
　　事業計画書・予算案の作成

 事業計画書・予算案の協議、総会への提案

 事業計画書・予算案の承認

 活動の実践・事業報告、次年度への改善　等

※連携体制を整えるため、手上げ方式による場合も関連する部会に所属します



【資 料 編】 

  



 



１．福田小学校区まちづくり協議会　計画策定経過

日にち 会議名等 概要

平成28年
11月16日

計画策定委員会　座談会
・地域まちづくり計画策定において住民意見集約の
要である座談会を講師を招いて実施

12月4日 座談会（九美上第4区）
・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

12月4日
座談会
（５部落＋ニュー北の台区）

・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

12月11日 座談会（福田区）
・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

12月20日
座談会
（地域女性協力委員）

・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

平成29年
2月4日

座談会（伊地山区）
・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

2月17日 座談会（地域の女性）
・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

2月21日 座談会（本矢作区）
・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

3月1日
座談会
（児童保護者座談会）

・地域の課題、今後取り組みたい活動について各
区、各部会で意見を集約するため座談会を実施

3月10日 第2回計画策定委員会
・座談会の集約結果報告
・地域まちづくり計画の策定について

5月 PTA保護者対象アンケート実施
・PTAの保護者を対象に、座談会と同じ内容のアン
ケート調査を学校の協力のもと実施

6月16日 第1回計画策定本部会議 ・地域まちづくり計画（案）について概要説明、協議

8月3日 第2回計画策定本部会議 ・地域まちづくり計画（案）について協議

9月14日 第3回計画策定本部会議
・地域まちづくり計画（案）について
・平成29年度定期総会について

9月25日
第1回計画策定委員会
（理事会）

・地域まちづくり計画（案）について
・平成29年度定期総会について

1
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２ 人口統計データ 

（４月１日現在） 

地区名 
平成19年 平成29年 人口 

増減率 人 口 世帯数 高齢化率 人 口 世帯数 高齢化率 

福 田 227 66 25.6 178 68 35.4 ▲21.6 

伊地山 258 69 27.5 237 77 37.1 ▲8.1 

本矢作 432 130 30.3 347 135 38.3 ▲19.7 

福田中央 93 24 23.7 80 35 35 ▲14 

伊地山新田 172 56 19.2 165 60 24.2 ▲4.1 

本矢作新田 112 33 21.4 103 34 27.2 ▲8 

台 深 106 30 17.9 81 28 37 ▲23.6 

北ノ台 187 60 25.7 149 51 29.5 ▲20.3 

ニュー北の台 28 15 14.3 60 33 30 114.3 

九美上第4 125 40 24 102 40 29.4 ▲18.4 

地区計 1,740 523 25.3 1,502 561 33.4 ▲13.7 

※平成29年市平均高齢化率：33.5％ 
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計画策定委員会 座談会開催結果 

   開 催 日 平成 28年 11 月 16日（水） 

開催場所 福田小学校 視聴覚室 

 

１.出席者 24名         

                     （計画策定委員・福田小学校長） 

                    

 

２.方式及び班編成等 

                    ワークショップと発表 ５班編成 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：空き家の増加に伴い火災が心配・消防団の人員不

足・車を盗まれる・夜道が暗く、街灯がない・道が狭く危ない・カ

ーブミラーが少ない・車のスピードが速くて危ない 

 

●好ましい現状：犯罪が少ない 

今後取り組

みたい活動 

監視カメラの設置・防犯灯の設置・駄菓子屋の復活（犯罪防止の見

守り効果）・消防団の合併・住民同士の見守り・空き家を都会の若

者に提供し住んでもらう 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：子どもが少ない・学童保育がない・産婦人科がな

い・若い人の独身が多い・昼に高齢者の 1 人留守番が多い・高齢

者が多くなり、地区の行事等へ参加する人が減少している 

 

●好ましい現状：高齢者が元気 

今後取り

組みたい

活動 

福田小の跡地をデイサービスと学童保育に利用・高齢者が集まる場

所に子どもたちの遊び場を設置・集団でのお見合いパーティの実

施・親子での料理教室・農業体験の実施・高齢者の健康相談、健康

体操・産婦人科病院の誘致 

 

 

 

３ 地区別まちづくり座談会関係資料 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：日常の付き合いがなくなった 

 

●好ましい現状：近所付き合いが良く、困ったとき助け合える・人

間関係が良い・若者がまとまっている・祭事が好き・郷土芸能、下

座、寺子屋跡等歴史がある 

今後取り

組みたい

活動 

部落対抗の運動会・フリーマーケットの開催・神楽を地域住民で挑

戦・福田小学校区住民でのまつり・下座の定期演奏会 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：病院まで遠く車がないといけない・コンビニ、ス

ーパーが近くにない・交通機関が不便（グリーンバスだけでは限界

がある）・不耕作地が多く、草刈が大変・働く場所の不足・ごみが

道路に捨てられている・ゴミステーションへの不法投棄 

 

●好ましい現状：水や空気が良く、蛍がいる・騒音が無く静かで自

然豊か・野菜の種類が豊富・空港が近い・ごみを捨てやすい（伊地

山クリーンセンターが近いため）・子どもの遊ぶグラウンドがある 

今後取り

組みたい

活動 

病院行きの乗り合いタクシー・県立佐原病院の充実・小型乗合いバ

スの運行（市内一律料金）・不耕作地の草刈りなど補助金を活用・

個別集団でのごみ拾い等ボランティア活動・移動販売車の利用（野

菜、弁当など）・道路の整備 

 

５ その他 

現状 ●好ましい状況：いい男、いい女が多い・小学校にエアコンがある 

今後取り

組みたい

活動 

福田小学校区まちづくり協議会の広報紙の発行・大学を誘致 

 

 

 〇特筆事項 

  いい男、いい女が多い 

     



【別紙】　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成２８年１１月１６日（水）　午後７時～

 場所　福田小学校 視聴覚室　　参加人数　２４人　　　班編成　５班

（順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 伊能　孝明 福田

2 鴇田　光市郎 伊地山

3 土屋　俊春 本矢作

4 田谷　志郎 九美上第４

5 齋藤　一夫 本矢作

6 伊能　優 福田

7 佐藤　三郎 福田中央

8 加藤　章 北ノ台

9 飯田　政義 本矢作

10 川嶋　健一 本矢作新田

11 橋沢　政寛 福田中央

12 田中　稔 北ノ台

13 栗田　八郎 ニュー北の台

14 山口　茂 伊地山新田

15 長谷川　潔 福田

16 椎名　久子 福田

17 長谷川　一夫 福田

18 長谷川　謹二 福田

19 鈴木　真吾 北ノ台

20 八木　和男 本矢作

21 椎名　功 福田

22 伊藤　利之 台深

23 香取　勸 伊地山

24 宮　清美 福田小学校

25

5
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九美上第４区 座談会開催結果 

   開 催 日 平成28年12月4日（日） 

開催場所 九美上第４公会堂  

 

１.出席者 20名         

                      

２.方式及び班編成等 

   ワークショップと発表 3班編成 

 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：夜道が暗い・街灯がない・大災害時にどこに物資

が届くのかわからない・車のスピードが速くて危ない・大型トラッ

クが多い・下水道が整備されておらず、行き場のない雨水が道路に

あふれて危険・泥棒が多い 

 

●好ましい現状：畑地帯のため地震や火事に強い・治安がいい 

今後取り組

みたい活動 

・防犯灯の設置 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：子どもが少ない・地区に人が少ない・レクリエー

ション施設がない 

 

●好ましい現状：  

今後取り

組みたい

活動 

・レクリエーション施設ができたらよい・使われていない施設を有

効活用したい・旧佐原三中の跡地に小学校を統合する 

 

 



7 
 

 

３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：香取神宮行事に関わることにあまりピンとこない  

 

●好ましい現状：地域の交流がある・昔からの行事を続けている・

太田鮮魚店を復活してほしい 

今後取り

組みたい

活動 

・バーベキュー大会の開催・地域ぐるみのイベントの開催 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：病院まで遠い・車がないと生活できない・スーパ

ーが遠い・交通機関が不便・公園がない・買物が不便・学校が遠い・

夜飛行機の音がうるさい・グリーンバスだけでは不便・バスが少な

い・道が狭い・飲食店が少ない 

●好ましい現状：自然豊か・土地が広い・野菜が豊富 

今後取り

組みたい

活動 

・グリーンバスのチケットレス化・バスとタクシーの中間のような

車両があればいい・老人が安心してくらせる地域にしたい・企業を

誘致して雇用を増やす・路線バスを増やす 

 

５ その他 

現状 ●気になる状況：お嫁さんがいない  

今後取り

組みたい

活動 

 

 

 

 〇特筆事項 

   ５ その他 「お嫁さんがいない」 



【別紙】

（順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 田谷　志郎 九美上第4

2 太田　昭寿 九美上第4

3 川口　和宏 九美上第4

4 大木　通義 九美上第4

5 石毛　彰一 九美上第4

6 太田　隆雄 九美上第4

7 野崎　文洋 九美上第4

8 土屋　とし子 九美上第4

9 光井　正師 九美上第4

10 島田　キエ 九美上第4

11 林　惠子 九美上第4

12 増田　光吉 九美上第4

13 鈴木　操 九美上第4

14 増田　明義 九美上第4

15 宮﨑　努 九美上第4

16 香取　勘蔵 九美上第4

17 金坂　正 九美上第4

18 比留間　勝 九美上第4

19 金坂　正夫 九美上第4

20 香取　勝之 九美上第4

21

22

23

24

25

福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２８年　１２月　４日（日）　午前９時～

 場所　九美上第4公会堂　参加人数 ２０人　班編成　３班

8
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五部落＋ニュー北の台区 座談会開催結果 

 開 催 日 平成 28年 12月 4日（日） 

開催場所 伊地山新田公民館  

 

１.出席者 20名    

. 

   ２.方式及び班編成等 

   ワークショップと発表 ４班編成 

 

 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：（夜）道が暗い・街灯がない・道が狭く危ない・

ダンプカーの危険運転・車のスピードが速くて危険・戸締りがされ

ていない・無灯火の自転車が危ない・時間帯によって交通量が多く

なり大変危険・歩道が少ない 

 

●好ましい現状：犯罪が少ない・交通に対する注意の看板が多い・

防犯パトロールが実施されている 

今後取り組

みたい活動 

道路整備 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状： 子供が少ない・若い人が少ない・産婦人科がな

い・病院の充実を 

 

●好ましい現状：  

今後取り

組みたい

活動 

福田小学校の跡地をデイサービスや学童保育、老人ホームに活用・

病院をつくってほしい・高齢者家庭の支援・病院行きのバスの増加 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：  

 

●好ましい現状：近所付き合いが良い・人間関係が良い・人情味あ

ふれる地域性が良い・自治会のまとまりが良い 

今後取り

組みたい

活動 

（部落対抗の）運動会・フリーマーケットやバザーの開催・昔のゆ

いの復活・いも祭り・グラウンドゴルフ大会・ヘルスバレー大会・

カラオケ大会・ゲートボール大会・旅行に行きたい・気軽に参加で

きる交流の場・朝市・ボーリング大会・子供たちの野球大会やソフ

トボール大会の開催・料理教室の開催 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：病院まで遠い・車がないと不便・交通機関が不便・

買い物が不便・グリーンバスだけでは不便・一人暮らしの家が多く

なっている・道が狭い・空き家の増加・不耕作地が多い・働く場所

の不足・若者が地元に残らない・ゴミや缶が捨てられている・水た

まりが多くできている・側溝が埋まっている・ペットの糞の処理が

できていない・他地区のゴミが捨てられている 

●好ましい現状：気が付いて除草してくれる人がいる・ゴミ捨て場

が近くにあるクリーンセンター・自然が豊か・野菜が新鮮 

今後取り

組みたい

活動 

乗り合わせタクシー・小型乗り合いバスの運行・協議会でゴミ拾い

の実施・老人会の開催・病院から検診に来てほしい・病院の誘致・

企業の誘致・住宅地として開拓・グリーンバスの継続・時期によっ

て砂埃がひどいので何か植えたらいいのでは 

 

５ その他 

現状 
●気になる現状： 

●好ましい状況：  

今後取り

組みたい

活動 

都会に住んでいる人が移住しやすいように補助金制度をつくって

みてはどうか 

 

特記事項 

 交通機関についての不満が多いように感じられました 

      



【別紙】　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２８年　１２月　４日（日）　午後１時～

 場所　伊地山新田公民館　参加人数　２０人　班編成　４班

 （区　五部落・ニュー北の台　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 人見　浩一 本矢作新田

2 遠藤　一夫 本矢作新田

3 田中　稔 北ノ台

4 橋沢　政寛 福田中央

5 高橋　龍夫 福田中央

6 高橋　司 台深

7 椎名　正治 台深

8 伊藤　仁 台深

9 伊藤　幸治 台深

10 高山　忠 福田中央

11 鈴木　義勝 伊地山新田

12 寺嶋　壽生 伊地山新田

13 山口　茂 伊地山新田

14 菅谷　嘉一郎 －

15 川嶋　健一 本矢作新田

16 佐藤　三郎 福田中央

17 夏目　敏明 北ノ台

18 鈴木　孝 北ノ台

19 伊藤　利之 台深

20 横山　武彦 伊地山新田

21 岩佐　浩司 伊地山新田

22

23

24

11
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福田区 座談会開催結果 

 開 催 日 平成28年12月11日（日） 

開催場所 福田公民館  

 

１.出席者 37名         

                      

２.方式及び班編成等 

  ワークショップと発表 4班編成 

 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：夜道が暗い・台風で川が氾濫する・空き家の増加

による火災が心配 

 

●好ましい現状：治安が良い・災害が少ない・洪水災害がない・雪

が降らない・車が少ない  

今後取り組

みたい活動 

交通手段の増加・老人の送迎・セグウェイに乗れるようにする・安

心して暮らせる地域にしてほしい・パトロールの実施 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：高齢者の通院手段がない・若い人が減っている・

子供が少ない・後継者がいない・独居老人が増えている 

 

●好ましい現状：長生きの人が多い 

今後取り

組みたい

活動 

高齢者用のタクシー・介護施設の設立・お年寄りが楽しめる施設が

ほしい・病院の充実 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状： 地区行事の維持が困難である 

 

●好ましい現状：周りの住人とコミュニケーションがとれている・

地区のまとまりが良い・グリーンバス等協力的に地域参加が行われ

ている・隣近所仲が良い・昔ながらの伝統がある・行事が維持され

ている・住民の顔が見える・田舎・同級生と生活できる 

今後取り

組みたい

活動 

祭りなどの行事・スポーツイベントの開催・公民館の宿泊イベン

ト・地域住民が交流できるイベントを開催してほしい・カジノ・テ

ーマパーク・婚活・散歩・小学校を使ったイベントの開催・毎年 1

回部落で旅行に行きたい・特産品づくり・地域のたまり場を作って

ほしい 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：木の枝が出ていて危ない・道路が狭い・東関東自

動車道の整備・バスが少ない・お店がない・コンビニが遠い・空き

家が増えている・救急病院がない・ゴミ出し分別・娯楽がない・ゴ

ミのポイ捨て・排水溝がない・コミュニティバスの維持はどうなる

のか・農地が荒れている・移動手段がない・交通の便が悪い・職人

不足・上下水道がない・地区の道路の舗装が荒れている・蛍がいな

い・野生の動物が多く不安である・小学校がなくなると困る 

 

●好ましい現状：静かに生活できる・絶滅危惧種がいる・のどかな

地域・地下水がきれいで安心して暮らせる・野菜が多い・地産地消

ができる・小学校が近い・お米がうまい・蛍が多くなり環境が良好・

山がきれい・星がきれいに見える 

今後取り

組みたい

活動 

ゴミ拾い（道路沿い）・街灯の設置・カーブミラーの増設・老人に

なっても安心して暮らせる地域にしてほしい・雇用場所がほしい・

空き家の有効利用・耕作地の有効利用・１R・工業団地化・農家に

支援・廃品回収・上下水道の設置・休田の整備・川の整備・新しい

公民館の設置・グリーンバスに変わって市のバスを通してほしい・

道路の拡張 
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５ その他 

現状 ●気になる状況：今後の校舎の使い道は？  

今後取り

組みたい

活動 

 

 

 

 〇特筆事項 

     最多意見が、老後に安心してくらせる地域にしてほしいでした 



【別紙】

　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２８年　１２月　１１日（日）　午後１時～

 場所　　福田公民館　参加人数　３７人　　班編成　４班

   （区　　福田　　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 伊能　大栄 福田

2 前田　光義 福田

3 伊能　忠 福田

4 伊能　隆男 福田

5 長谷川　太一 福田

6 長谷川　一夫 福田

7 飯嶋　正樹 福田

8 伊能　正 福田

9 篠塚　弘之 福田

10 平川　清栄 福田

11 金坂　敬二 福田

12 伊能　昭一 福田

13 前田　千明 福田

14 前田　種雄 福田

15 原　邦雄 福田

16 明妻　輝男 福田

17 伊能　功一 福田

18 椎名　衷 福田

19 平川　誠 福田

20 椎名　功 福田

15



【別紙】

№ 氏　名 地　区 備　考

21 伊能　孝明 福田

22 伊能　優 福田

23 長谷川　隆雄 福田

24 矢澤　雅 福田

25 伊能　毅 福田

26 長谷川　謹二 福田

27 伊能　勝己 福田

28 長谷川　正己 福田

29 伊能　博 福田

30 長谷川　豊 福田

31 明妻　慎 福田

32 長谷川　定男 福田

33 伊能　一栄 福田

34 尾形　武男 福田

35 伊能　弘 福田

36 椎名　美文 福田

37 椎名　秀明 福田

38

39

40

16
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福祉（女性）部会（第 1回）座談会開催結果 

 開 催 日 平成 28年 12月 20日（火） 

開催場所 伊地山新田公民館  

 

１.出席者 15名         

                      

２.方式及び班編成等 

  ワークショップと発表 3班編成 

 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：夜電灯が少なく暗すぎる・地震の後から車が通る

たび家が大きく揺れて心配・道路が狭くカーブも多いため危ない・

東総有料道路が無料になった時の交通量が心配 

 

●好ましい現状：天変地異が少なく過ごしやすい・治安が良い（家

の鍵を閉めずに外出しても安心） 

今後取り組

みたい活動 

街灯（電灯）の設置 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：体中が痛い、子供が少ない 

 

●好ましい現状： 

今後取り

組みたい

活動 

体操やストレッチをみんなでやりたい 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：若い世代の人たちと集まりがなく寂しい・同じ部

落でも交流がない・お年寄りの家庭が多くなり生活が心配になる・

区の集まりや決め事に女性が参加しづらいシステムのため意見が

偏る・コミュニケーションの場がない・小学校のラジオ体操がない

のが寂しい・地域活動に関わる人が減っている・地区での活動が何

もない・地区で集まる機会が少ないため情報がない・地域の人たち

からの協力が得られない 

 

●好ましい現状：変わり者がいない、近所付き合いが良い、どこに

だれが住んでいるのかわかる・お母さん方とのおつきあい（お茶講）

がいまだに続いているのでとても良い・挨拶が自然にできる・5年

に一度だが区の祭りでみこしや笛、踊りを細々とでも続けている・

おびしゃがある 

今後取り

組みたい

活動 

学区内の行事を増やす・元気なお年寄りの集まる場所がほしい・デ

イサービスのような施設がほしい・福田小学校区の運動会・料理教

室・子供たちの出会いの場・体操や頭を鍛えたい・空いた福田小学

校で花火大会・ほかの区との交流の場・小学校をみんなの憩いの場

に・子供たちとの交流の場・廃園になった幼稚園をみんなが使用し

てみては（スポーツができる施設等）、何かイベントを計画してほ

しい・地区ごとに集まりレクリエーションなどをしたい 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：水質が悪くて井戸を掘りなおしたのにまだ悪く早

く水道がほしい・ハクビシンが増えて野菜や果物が食べられてしま

う・昔からのしきたりが今でも根強く残っている・犬の散歩のマナ

ーが悪い・田んぼの休耕が増え荒れてしまっていて困る・大風で道

路にほこりがたまって困っている・道路にはみ出た木が邪魔・野良

猫が邪魔・雨が降ると道路に水たまりができる・バスが大きいので

もう少し小さいバスでもいいと思う・家人がなくなり空き家が増え

ている・10年 20年後に老人だけになってしまいそうで心配・荒

れ地が増えている・買い物難民や介護難民の増加 

 

●好ましい現状：空気がきれい・緑が多い・街灯が地域に多く設置

されていて助かる・地区がきれい・ 
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地域の道路が良くなり対向車が来ても安心して暮らせる 

今後取り

組みたい

活動 

上下水道を早く引いてほしい・道路の整備・草刈りの実施・マイク

ロバスの運用・道路清掃などを続けてほしい 

 

５ その他 

現状 ●気になる現状：福田小学校がなくなったらどうなるのか心配 

●好ましい状況：学校でサツマイモを作ったり食育としてとても良

いと思います・廃品回収はありがたいです 

今後取り

組みたい

活動 

投票所の改善（駐車スペース、足のない人の送迎 等） 

 

 

 〇特筆事項 

   ハクビシンについての意見が多く挙げられていました 



【別紙】　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２８年　１２月　２０日（火）　午後６時３０分～

 場所　伊地山新田公民館　　参加人数　１５人　班編成　３班

     （福祉部会　座談会協力員　　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 山口　きよ子 伊地山新田

2 伊東　豊子 伊地山新田

3 伊藤　智子 台深

4 伊藤　美佐子 台深

5 椎名　才子 福田

6 椎名　久子 福田

7 鈴木　麻理 北ノ台

8 松田　智恵子 伊地山

9 矢澤　トミ 福田

10 髙橋　惠子 本矢作新田

11 香取　友重 伊地山

12 畔蒜　光江 本矢作

13 明妻　幸子 福田

14 鴇田　八栄子 伊地山

15 根本　惠子 本矢作

16

17

18

19

20

20
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伊地山区 座談会開催結果 

   開 催 日 平成 29年 2月 4日（土） 

開催場所 伊地山公民館  

 

１.出席者 １５名         

                      

２.方式及び班編成等 

   ワークショップと発表 3 班編成 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：街灯が少ない・交通の便が悪い・道路の修理をし

てほしい・防犯が不安・夜が暗くて不安・両総川が危険・地区内県

道の草刈りの未実施が多くなっている・地区内のバイパス道路の交

通、車のスピードが速く運転マナーが悪い・交通量が多い・大型車

の通行が多い・道が狭い 

 

●好ましい現状：治安がいい 

今後取り組

みたい活動 

街灯、歩道の整備 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：独居老人が増えている・子どもが外で遊ぶ場所が

ない・30 代、40 代が少ない・小中学校の廃校・子どもが遊べる

公園がない・子どもが少ない 

●好ましい現状：（ほかの地区より）子どもが多い 

今後取り

組みたい

活動 

子どもを中心にイベントを開催・学童保育が必要・老人のための施

設があるといい・お年寄りの健康相談を月に 1 回くらいでひらい

てほしい・老人の集まれる場所、集まりたくなるような場所がほし

い 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：昔の風習が忘れられている・地域の交流が少な

い・地域行事に参加する人が少なくなっている・レクリエーション

の場がない 

 

●好ましい現状：住民の付き合いがいい・野菜がおいしい・住民の

交流が良い 

今後取り

組みたい

活動 

スポーツ大会を開催してほしい・独居老人との交流・老人のための

運動場がほしい・世代間交流・子どもたちとのイベントをしてみた

い・福田小学校区地域住民の交流・各世代が集まれる憩いの場を作

る・スポーツクラブがほしい・野球、ゴルフスポーツの場所がほし

い・老人向けのパークゴルフ場をつくってほしい・独居老人になら

ないための対策・部落全体で楽しめる行事をしたい・地域レク（部

落旅行やもちつき、食事会）を開催したい・子どもと大人が交流で

きるイベント、福田学区特産品の朝市・バーベキューの実施・公園

の設置 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：バスが少ない・公園がほしい・バイパス沿いのゴ

ミが多い・車が道路にはみ出ている・勤め先が近くにない・店がな

い・自販機がない・ハクビシンが多く困る・中学校、高校が遠く通

学手段がない・両総水路が現状の草刈りだけでなく散歩、自転車道

がほしい 

●好ましい現状：２世代で暮らせる・暮らしやすい・静かに暮らせ

る・空港、IC が近い・星がきれい・道のゴミが少ない・静かで落

ち着く、自然が豊か・静かで住みやすい・区費が安価・米、サツマ

イモや果物がおいしい・水がおいしい 

今後取り

組みたい

活動 

バイパス沿いのゴミが多いので片づけたい・東総有料道路を無料に

する・クリーンセンターの前の道路を広げる・コンビニがほしい・

病院までの送迎・老人の買い物の足の確保・地域の人が安心して暮

らせるようにしてほしい・両総水路沿いに散歩コース、自転車道路

を作ってほしい・商店を誘致してほしい・安心して住める地域にし

てほしい 

 

   



【別紙】　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２９年　２月　４日（土）　午後６時３０分～

 場所　伊地山公民館　参加人数　１５人　　班編成　３班

   （区　伊地山　　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 鴇田　春樹 伊地山

2 鴇田　秀夫 伊地山

3 斎藤　正司 伊地山

4 石橋　勇夫 伊地山

5 香取　勸 伊地山

6 鴇田　光春 伊地山

7 香取　勝明 伊地山

8 鴇田　勝彦 伊地山

9 天海　勝芳 伊地山

10 岩佐　栄一 伊地山

11 鴇田　光市郎 伊地山

12 鴇田　健 伊地山

13 斎藤　利夫 伊地山

14 香取　良昭 伊地山

15 天海　一夫 伊地山

16

17

18

19

20

23
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福祉（女性）部会（第２回）座談会開催結果 

 開 催 日 平成 29年 2月 7日（火） 

開催場所 福田小学校 視聴覚室 

 

１.出席者 28名         

                                         

 

２.方式及び班編成等 

                         

あワークショップと発表 ５班編成 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：道幅が狭く歩道がないため危険・カーブが多く危

険・大風が吹くと長いビニールが飛んできて危ない・雨や風の後に

道路の脇の木や竹が倒れて車が通れないことがある・災害の時井戸

では停電時に使えないので水道をひいてほしい・道が暗く寂しい・

災害が起きた時に避難する場所がわからない・災害時の備蓄品等

（福田小学校は備蓄しているのか）・田畑の耕作放棄が増えている

ので枯草火災や何か悪いことが起きないか心配・畑のものが知らな

いうちに盗られている・セールスが来て家の様子を見て帰ってい

る・避難場所に行くまでにけがをしないか心配・高速道路の側道の

溝にふたがないので危ない・人気がないので帰り道が怖い・地区全

体が夜くらい 

 

●好ましい現状：治安が良い・12月の消防車の見回りはありがた

い・消防車の鐘の音を聞くと防災の意識を強く持つことができる・

大きな問題はなく治安はいいと思う・防犯パトロールをしてくれる

こと・見知らぬ人がとおると気づくことができる・街灯が多く治安

が良い・畑に行くときに鍵をかけなくても安心していられる 

今後取り組

みたい活動 

防犯パトロールを続けてほしい・防犯パトロールを兼ねたウォーキ

ング大会 
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２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：高齢化が進んでいる・老人の集まりや遊ぶところ

がない・単身家庭が増えている・子どもが少ない・独居老人が増え

ている・子どもが少なくなって環境が良いわりには外で遊んでいる

様子を見かけない・子どもの遊び場がない・外で遊ぶ子供を見かけ

ない・結婚してもほかの場所に行ってしまうことが多い 

 

●好ましい現状：子どもたちはとても元気が良くおいさつもしっか

りできている・子育ての面で横のつながりがあり助言を先輩方から

もらうことができる・外で畑仕事をしている人がいるので子供たち

の見守りになる・小学生、中学生が多き声で挨拶してくれる・地区

に結構子供たちがいるので楽しみです 

今後取り

組みたい

活動 

体を使った運動（ヨガなど）をしてみたい・デイサービスのような

集まる場所をつくってほしい・独居老人にお弁当などを配ってほし

い・年配者のために気軽に集まれる場所があればよい・老人たちが

集まって運動などをしてくれるとよい・地区訪問看護があると良

い・体を動かすストレッチやスポーツをしたい・福田小学校生徒と

高齢者の交流・公会堂などを利用し高齢者が集まれる場所を・学童

があると良い 

 

３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：部落内で困ってる人たちがいる家の情報が入って

こない・大人同士のかかわりも希薄になっている・近所同士でコミ

ュニケーションをとってない・地区の伝統行事を若い人に伝えられ

ていない・広く話し合うことができないでいる・昔に比べると何事

にも無関心になっていると思う 

 

●好ましい現状：近所仲が良い・近所とのコミュニケーションがと

れている・近所に住んでる人を把握できる・男女ともにおびしゃが

ある・隣近所との程よい距離感で子供が気兼ねなく騒げる・部落の

行事などに若い世代の人たちも参加していること・地区で 8 月に

お墓の掃除や缶拾いをしている 

今後取り

組みたい

活動 

みんなで体を動かせる場所を作る（ヨガ・健康づくり）・地域交流

のためにバスハイクをしたい・レクリエーションをしたい・料理教

室をしたい・趣味の教室（囲碁、将棋、料理、手芸、楽器）・娯楽
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の場をつくってほしい・地域住民での運動会を開催したい・リサイ

クル活動・福田小学校の施設を利用して高齢者でもできるものを・

学校の建物を利用した文化教室の開催・図書室を利用して幼児への

読み聞かせ・情報交換できる場がほしい・若い夫婦の集まれる場所

を作る・地域の現状について勉強できる場がほしい・世代交流会の

実施・体育大会などがあれば楽しい・農業イベントの開催・何かス

ポーツをやりたい（ウォーキング大会、交流会）・学区のみんなで

調理実習をしたい 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状： 田んぼや畑の空いているところが目立つ・田畑

の後継者不足や荒れ地が増えている・東総有料道路が無料化になっ

たら交通量が心配・グリーンバスが大きすぎる（利用者が少なそう

なのに）・道路の周りが雑草だらけで車がとおりにくい・道路の凸

凹が目立つ・空き家が目立つ・道路に枝がはみ出ている・大雨が降

ると道全体に水たまりが何か所かできている・埃が道路に積もって

車が走りづらい・ハクビシンが多い・若い人がどんどん都会に行っ

てしまい消防など地域活動に参加する人が少ない・上水道をひいて

ほしい・下水道の設備が良くない・店がない・交通手段が心配・学

校に通う交通手段がない・バスの本数が少ない・自家用車以外の交

通手段がない・何もなくて安全そうに見える地域だが果たして本当

に大丈夫なのか・運転免許証を返還したらどこにも行けなくなる・

道路が狭く緊急車両が入ってきづらい・店がないので車に乗らない

と不便・道端にゴムが捨ててある・歩いて行けるところに店があれ

ば良い・道路にペットボトル、空き缶、たばこの吸い殻が捨ててあ

る・お年寄りや子供はいるが中間の若者世代がいない 

 

●好ましい現状：農業が盛ん・自然が多い・空気がきれい・自然が

豊か・自然の環境を肌で感じることができる・野菜がおいしい・中

学校へのバス通学は大変だけど良い・各部落で道路わきの草刈りや

ゴミ拾いをしてくれること・四季の変化を感じられる・子どもたち

がのびのび暮らしやすいところ・子どもたちの挨拶が良い・時間が

ゆっくり流れていてよい（せこせこしていない） 
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今後取り

組みたい

活動 

区長会などによる高齢者への声掛け・東京のように安いタクシーが

あればよい・どこにでも行けるような足があると良い・タクシーや

マイクロバスなどを簡単に利用できるようにしてほしい・ゴミ拾

い・道路わきに花壇を作り花を植えてほしい・防災放送が聞きづら

い・移動販売車など来てくれると良い 

 

５ その他 

現状 ●気になる現状：独身者が多い・勤め先がない・福田小学校が廃校

になったらどうするのか 

●好ましい状況：廃品回収を中学校が実施してくれる 

今後取り

組みたい

活動 

笑いがほしい・若者の出会いの場を作るとよい・移住してくる人を

増やしたい・小学校を地域のケアハウスに・福田小学校廃校後は観

劇等を呼ぶのがいいと思う 

 

 

 〇特筆事項 

  笑いがほしいという意見は印象に残りました 

     



【別紙】

　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２９年　２月　７日（火）　午後７時～

 場所　　福田小学校視聴覚室　参加人数　２８人　　班編成　５班

   （福祉部会　地域の女性方　　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 椎名　才子 福田

2 伊藤　知子 台深

3 伊能　良江 〃

4 秋本　恵子 〃

5 伊能　美佐江 〃

6 田谷　みどり 九美上

7 土屋　美斗里 〃

8 太田　智美 〃

9 明妻　幸子 福田

10 伊能　美佐子 〃

11 矢澤　トミ 〃

12 原　美代子 〃

13 飯嶋　正子 〃

14 香取　友重 伊地山

15 鴇田　いづみ 〃

16 香取　よみ子 伊地山新田

17 野島　一恵 〃

18 伊東　豊子 〃

19 松田　智恵子 伊地山

20 髙橋　恵子 本矢作新田

21 根本　浩美 〃

22 遠藤　敬子 〃

23 根本　恵子 本矢作

24 森田　恵子 〃

25 篠塚　昌子 福田

26 山口　きよ子 伊地山新田

27 前田　広美 福田

28 岩佐　和枝 伊地山

28
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本矢作地区 座談会開催結果 

 開 催 日 平成29年2月21日（火） 

開催場所 本矢作公民館 

 

 １.出席者 11名        

２.方式及び班編成等 

 ワークショップと発表 2班編成 

 

 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：夜道路が暗い 

 

●好ましい現状：治安が良い 

今後取り組

みたい活動 

 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：子どもが少ない・一人暮らしの高齢者が増えてい

る・若い人が少ない・・高齢化が進んで子供が少ない 

●好ましい現状：  

今後取り

組みたい

活動 

一人暮らしの方が増えているので確認ができる仕組みが必要 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状： 

 

●好ましい現状：人間関係が良い・近所、地域の交流ができている・

地域活動に積極的である 

今後取り

組みたい

活動 

バンド、ギター・フリーマーケットを実施したい・近所にバーがほ

しい・矢作城、観音様、天降神社、天宮神社等知足院、道祖神の遺

跡めぐり・縁台将棋・麻雀・ドローンのユースをやりたい・佐原囃

子、神楽等の披露・芋ほり体験 

 

４ 生活環境 

現状 

●気になる現状：部落の道路に穴ぼこが多い・道路が狭く細い・カ

ーブが多いためカーブミラーをつけてほしい・大きな病院がない・

土埃が激しい・ゴミステーション・ゴミの放置・道路が狭い・排水

整備ができていない・高齢化の進行で今までのような地域活動が大

変になってくる・埃をなんとかしてほしい 

 

●好ましい現状：環境が良い 

今後取り

組みたい

活動 

古民家で PR・移動式店舗がほしい・ 

 

５ その他 

現状 

●気になる現状：土地相続等の問題を簡素化に・いずれ限界集落に

なりそう・農業後継者がいない・後継者不足 

●好ましい状況：  

今後取り

組みたい

活動 

 

 

 

  

       



【別紙】　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２９年　２月 21日（火）　午後７時～

 場所　　本矢作公民館　参加人数　11人　班編成　2班

   （区　本矢作　　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 齋藤　一夫 本矢作

2 香取　政典 本矢作

3 土屋　俊春 本矢作

4 根本　久夫 本矢作

5 根本　勝 本矢作

6 鈴木　良宜 本矢作

7 畔蒜　弘明 本矢作

8 藤﨑　勝富 本矢作

9 畔蒜　正明 本矢作

10 八木　和男 本矢作

11 飯田　政義 本矢作

12

13

14

15

31
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 若者部会 座談会開催結果 

開 催 日 平成 29年 3月 1日（水） 

開催場所 福田小学校視聴覚室 

 

１.出席者 12名（児童保護者対象） 

        

２.方式及び班編成   

ワークショップと発表 3班編成 

 

 

３.出された意見等 

 〇各班共通事項 

１ 防災・防犯・交通安全 

現状 

●気になる現状：暗くて危ない・夜になると暗く一人で行動すると

危険・道を歩いている人が少ない・一人歩きがしにくい・カーブミ

ラーが見えない 

 

●好ましい現状：治安がよい 

今後取り組

みたい活動 

交通指導をしてもらいたい・子供たちの見守り 

 

２ 健康・福祉・子ども 

現状 

●気になる現状：少子高齢化が進んでいる・老人が外に出る環境が

ない・高齢者が現役で仕事をしているので高齢者の娯楽的なものが

なくなっている（ゲートボールなど）・児童がいない・朝食をとら

ない子が目立つ・すぐかかれる病院がない 

 

●好ましい現状：PTA の祭りがある・地区子ども会は、少人数な

がら活発に活動している・お年寄りが元気 

今後取り

組みたい

活動 

昔遊びの機会がほしい・敬老会・こども、老人で出来るクリーン運

動をしたい・児童館 
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３ 住民交流・文化・歴史 

現状 

●気になる現状：学校に関わってくれる老人が少なくなった・老人

との関りが薄い・地域の人達へのあいさつができない（人が少ない） 

・イベント的なものがない・伝統を守れなくなってきている・地域

での活動行事がなくなってきた・廃校後のＰＴＡ活動をとおした交

流の場が少なくなる 

●好ましい現状：見学できる農家、牧場がある・神楽など伝統行事

がある・近所付き合いがよい・地域の人が親切・すぐみんな集まる・

近くの家同士のつながりがある 

今後取り

組みたい

活動 

観劇などの地域イベント・福田地域ならではの行事・学校と連携し

収穫祭や運動会等・地域でのリサイクル活動・地域の発表会・地域

でダンスやゲートボールみんなでできるスポーツ・郷土芸能の発表

会・小学校で盆踊り・ゴルフ大会開催 

 

４ 生活環境・産業 

現状 

●気になる現状： 遊べる広場公園がない・店がない・ここに住み

たいという魅力がない・働く場所がない・交通の便が悪い・田畑の

休耕地が多くなり荒地が気になる・夏は草が道幅を狭めている・ハ

クビシン等が増え農作物に影響を与えている・バス利用が少ない 

●好ましい現状： 芋、落花生がおいしい・野菜が豊富・農家が多

い・クリーンセンターが近い・東総、東関道が近い・自然が豊か・

井戸水・星がよく見える・地震に強い・成田、鹿島に近い 

今後取り

組みたい

活動 

直売所・農業体験、貸し農園など休耕地を利用した取り組み・農産

物のアピール・店がほしい・川をきれいにしたい・古民家カフェが

ほしい・お母さん方で農家食堂・山の中にキャンプ場を開く・グラ

ンピングできる場 

 

５ その他 

現状 ●気になる状況： 小学校廃校後の跡地利用が心配 

今後取り

組みたい

活動 

お見合いパーティー 

 

 〇特筆事項 

  クリーンセンターの熱利用で人を呼ぶ！ 



【別紙】　　福田小学校区まちづくり協議会「まちづくり座談会」参加者名簿

 開催日時　平成　２９年　3月 1日（水）　午後４時30分～

 場所　福田小学校　視聴覚室　参加人数　12人　班編成　3班

   （若者部会　PTA保護者　） （順不同・敬称略）

№ 氏　名 地　区 備　考

1 髙橋　洋子 本矢作新田

2 藤﨑　純也 本矢作

3 鴇田　静子 伊地山

4 柳原　公孔 福田 教諭

5 齊木　恵美子 福田 教諭

6 熊谷　紀子 福田 教諭

7 萩原　良尚 福田 教諭

8 野崎　明子 福田 教諭

9 伊能　諒 福田 教諭

10 宮　清美 福田 教諭

11 貞野　かおり 福田 教諭

12 石川　有美 伊地山

13

14

15

34



４　PTAアンケート調査関係資料

1．お住いの区（自治会）は、どこですか？ 2．性別は、どちらですか？

№ 区 回答数 割合 № 回答数 割合

1 本矢作区 9 23% 1 男 17 44%

2 本矢作新田区 2 5% 2 女 22 56%

3 福田区 4 10% 計 39

4 福田中央区 1 3%

5 北ノ台区 2 5% ３．あなたの年齢は、満何歳ですか？

6 ニュー北の台区 2 5% № 回答数 割合

7 台深区 2 5% 1 19～29歳 0 0%

8 伊地山区 14 36% 2 30～49歳 34 87%

9 伊地山新田区 3 8% 3 50歳～ 4 10%

10 九美上第４区 0 0% 無回答 1 3%

計 39 計 39

4．福田小学校区は住みやすい地域だと思いますか？

№ 回答数 割合

1 思う 18 46%

2 思わない 14 36%

3 わからない 7 18%

計 39

５．これからも福田小学校区に住み続けたいと思いますか？

№ 回答数 割合 ３を選んだ理由

1 ずっと住んでいたい 16 41% ・ほかに住みたい場所がある

2 当面は住みたい 13 33% ・すべてにおいて不便なため

3 いずれは他地域に移りたい 4 10% ・スーパーがない、買い物がとにかく不便

4 わからない 6 15% 　学校が遠い、砂埃がひどい

計 39 ・生活環境面で不便すぎる

6．福田小学校区の良いところ（自慢できるところ）をあげてください。（複数回答可）

№ 回答数 割合

1 35 52%

2 6 9%

3 11 16%

4 2 3%

5 7 10%

6 2 3%

7 3 4%

8 0 0%

9 0 0%

10 0 0%

11 0 0%

12 1 1%

67

自然が豊か

人情がある

犯罪が少ない

特になし

　このアンケートは、「地域まちづくり計画」を策定するにあたり福田小学校区にお住まいの子
育て世代の皆さんの意見を大切にし、反映させることが重要であることから、学校の協力のもと
実施したものです。（実施期間：4月21日～5月2日）

買い物が便利

交通の便が良い

働く場が豊富である

計

地域コミュニティが充実している

老後も安心して生活できる

安心して子育てができる

歴史や伝統がある

その他

福田小学校区まちづくり協議会　福田小学校区まちづくりアンケート　集約結果
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７．福田小学校区の住みづらいと感じるところ（不安なところ）があれば、お答えください。

（複数回答可）

№ 回答数 割合

1 16 12% 15．その他意見

2 17 12% 　・教育環境の向上

3 4 3%

4 28 20%

5 24 17%

6 5 4%

7 3 2%

8 4 3%

9 3 2%

10 2 1%

11 3 2%

12 15 11%

13 10 7%

14 1 1%

15 1 1%

16 3 2%

139

８．福田小学校区の将来を考えるうえで、特に重視すべきことは何ですか？

　 また、今後自分たちで取り組みたい、取り組んでもらいたい活動など

（複数回答可）

№ 回答数 割合

1 10 6% 19　その他意見

2 2 1% 　・教育力

3 11 7%

4 24 15%

5 17 11%

6 10 6%

7 8 5%

8 4 3%

9 0 0%

10 3 2%

11 6 4%

12 4 3%

13 4 3%

14 15 10%

15 9 6%

16 22 14%

17 6 4%

18 1 1%

19 1 1%

157

老後の生活

子育て環境

青少年の育成の場

交通の便

買い物が不便

防災体制

防犯体制

年々自然が失われていく

ごみなどが目立つ

歴史や伝統が大切にされていない

文化、芸術にふれあう機会

魅力ある働く場が少ない

地域コミュニティの衰退

自治会や地域活動に参加しにくい

その他　

特になし

計

地域の清掃活動、ごみのポイ捨て解消などによる生活環境の改善

田園景観、水辺や緑などの自然環境の保全

子どもの安心・安全の確保

子育て支援活動の充実

高齢者の生きがいや健康づくり

祭りやイベント、スポーツ等を通じた地区住民の交流

個人のプライバシー

青少年の健全育成

住民の健康維持や介護予防のための取り組み

通院や買い物時の交通手段の確保（バスなどの公共交通の充実）

地域を担う人材の育成

震災、水害、火災などに対する防災対策

治安維持のための防犯対策（活動）

歴史や文化の保存・継承

ボランティア活動の推進

その他

計

近所や地域のつきあい・助け合い

農業後継者の育成（農業の振興）

雇用の場の確保
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９．これからのまちづくりには、住民参加が不可欠だと思いますが、

あなたは、どのようにお考えですか？

№ 回答数 割合

1 5 13% 　6　その他意見

2 11 28% 　　・福田地区に住んでいる以上

3 18 46% 　　　住民参加は避けられない

4 1 3%

5 3 8%

6 1 3%

39

10．あなたは、「福田小学校区まちづくり協議会」が設立されたことを

知っていましたか？

№ 回答数 割合

1 知っていた 28 72%

2 知らなかった 11 28%

計 39

計

内容や頻度等によっては、積極的に参加したい

頼まれれば、可能な範囲で参加・協力したい

関心がない

わからない

その他

何事にも積極的に参加したい
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