
第2回　まちづくり委員会　事項書

1．会長あいさつ

2．前回のふりかえりと今日の進め方について

1）前回委員会のふりかえり

2）今日の委員会の進め方について

平成27年2月25日（水）午後7時～

小山田地区市民センター会議室

【時間配分の目安】

〔5分〕

〔10分〕

〔5分〕

グループでの作業となります

3．グループ討議

1）小山田地区の「守っていきたいもの」、「育てていきたいもの」、「活かしていきたいもの」、

「変えていきたいもの」を出し合いましょう

2）グループ討議の振り返り

4．グループ討議の発表

5．その他（連絡事項など）

再び、全体会となります

【今後の予定】　次回の役員会（準備会）　平成27年3月　2日（月）午前10時～

次回のまちづくり委員会　平成27年3月25日（水）午後7時～

〔60分〕

〔5分〕

〔15分〕

〔5分〕



グループ討議（その2）の進め方

【今回の討議内容】

前回意見の『良いところ』

lもの・活かしていきたいもの

前回意見の『悪いところ』をヒン

○自然資源がある

○景観がよい

○文化財や伝統行事がある

○病院が近くにある

○商店や施設がある

○集まれる場がある

○ミルクロード沿いに可能性がある

○近所同士の付き合いがよい

○高齢者が元気、子どもが元気

○二世代・三世代同居が多い

○子どもが安心して過ごせる

○文化・スポーツ行事を続けている

○スポーツ選手がいる

○天災に強い

○おいしいものがある

×交通アクセスが悪い

×地区が広く、集落間が遠い

×道路が狭い

×通学や高齢者の歩行が危険

×若者が出て行く、子どもが少ない

×保育園や学童がない

×子どもの遊び場がない

×買い物が不便

×空き家が増えている

×荒れ地、耕作放棄地が多い

×獣害がある

×悪臭がある

×病院や福祉施設が少ない

×産廃の埋め立て地が多い

×世代間交流が希薄

×農業後継者が不足

×特産品がない

×政治家がいない

将来に向けて、守っていきたいも　は 

何ですか？ 

（具体的に、何のどのような状態を守ってい 

きたいですか？） 

将来に。て壷妄云こ　こい表 ヽ  かしていきたいもは何ですか？ 

（具体的に、何をどのように育てて、または、 

活かしていきたいですか？） 

‾▼‾‾mL、 

将来に向けて・変えていきたいも如 

何ですか？ 

（具体的に、何をどのように変えていきたい 

ですか？） 

回

体

※ウラ面に続きます。

かしたい

もたちの自然

などというように具

悪
い
と
　
こ
　
ろ



第2回まちづくり委員会／平成27年2月25日



女化財 ��景色 ��施設 ��コミュニティ　行事 ��災害 

○ �遺跡が多い �クー■ 0．… 十 �茶畑 �○ �小中の学校環境が 良い �○ �近所のつき合い �○ �天災に強い（高潮・ 地震・浸水に強い） 

○ �久問臼神社 �○ �田園風景 �○ �小山田病院 �○ �盆踊りがあって帰省 ふるさと、地域の人々 コミュニケーションが 図られている 

○ �遠生寺 �○ �南部工業回地 �○ �住民の気質が温和 

○ �小山田美術館 あい染め 陶芸 �○ �幸福村公園 �○ �南部工業団地があるが 余り活用されていない �○ �小山日地区一周駅 
桜・梅 ��将来の発展を期待した い ��伝 

○ �イスラム寺院 �○ �和無田池のヒメコ ウホネは観光資源 になるかも �○ �集落センター 大広間 �○ �H戸が充実している 

戸 島 �神明社 �0 �マンボ �○ �フラウ一・ミルクの 

大桶の木 ����沿線は可能性がい 

堂ヶ山町 ����っぱい 

○ �良い所も有る 

○ �内部川 桜並木 堂ケ山町 �○ロウホネ 

○ �小山田小学校 
風声 



小山甲地区　第1回まちづくり委員会の記録

行事 ��環境 ��人口 ��交通 

× �夏まつり・秋まつり等で テーマソング（ふれあい 舌頭）を作成しPRが必 要かな �× �獣害 さる・イノシシ・鹿 等 �× �人口減 �× �交通手段 �× �東西の交通は良い 南北方向は不便 

l l l 喜× l l l �悪臭（南風の場合） �×至 �わるい所も有るが �× �集落間の距離が大 きい �× �地区内の交通便が 悪い（南北） 

l l l 奉× l �道路沿のゴミ �× �空屋問題 �× �交通の便が悪い �× �堂ケ山町一→山田町 ミルクロードの棄 側 あれが通学路か？ 

× �堂ヶ山 土地が低い 水害 �× �店が少ない �× �鹿間町内の県道が 危ない �× �パスの本数を増や す 

× �風向きによって鶏 のフンの臭いがし て気分が悪くなる �× �保育園・幼稚園・学 �×‾ �倉田スタンドの所 右折ラインがない �× �パスの本数が少な 
童ない ��美里から来た時、堂 ケ山の方へ入る時 ��い 

‾× �病院が近くにない �× �荒地多い �× �交通・通学（小学校） 買い物に困る（バス の回数） �× �パスの本数 最終パスが早いのでど うしてもマイカーにた よらなければならない 

× �デイサービス施設 
不足 

× �瓢花堂前の十字路 �× �通学不便 

× �鈴鹿市行き四日市行き 山臼行きのパス バスターミナルとして �× �三交通のパスの回 数 CBパスほしい 

活用できないか 

蔓（通学路）歩道が整 
×潅されていない 

担転車道（中学生） 

絹妄言二ティパス 



小山町、内山町、美里剛

《住環境・まちなみ》

動物 ��環境 

琴○ l �野生動物が多い �○ �自然が豊か 

× �獣害対策 �○ �治安の良さと犯罪 が少ない 緑が多く環境が良 い 

× �サル・イノシシ・ア �U ○ �i コスモスひまわり 
ライクマが多い ��等花が美しい 

○至 �然が豊か 

！ ○… �さなぎんなんの 

がある 

× �管理されていない 雑学地が増えてき 
た 

×星 �遊休農地が多い 
特に畑 

× �空家が増えてきた 

× �内山・西山・小山田 周辺で産廃埋立地 
毒が多い 

ちょっとしたもの

が買える商店があ

る

サロン「ひだまり」

があり、集える場所

がある

子どもに声をかけ

る様な変な大人が
いない（？）

スーパーがない

防災対策

いこいの広場

せせらぎ公園

世代・三世代同居

帯が多い

衣類等が購入でき

るスーパーがない

入会の加入乳が

い

買物をする所が少
ない

大きな病院がある 高齢者が元気

飲食店がない

神社の行事を通じ
て、多世代が集まれ

る場所・機会がある

畑をしている人が

多い



小山田地区　第1回まちづくり委員会の記録

《道路・アクセス》

○ �隣近所の輪が良い �○ �伝統行事がある �× �若者が出て行って しまう 

○ �地縁・血縁等 土地のつながりが 強い �○ �地域に昔話が残っ ている �× �子供が少ない 

○ �近所のつきあいが � ��× �人口と子供の数が 
ある ����減少している 

○ �苗から住んでいる 人が多く、地縁や近 ���× �少子高齢化で学校 
隣のつながりがあ る ����児童がいなくなる 

○ �子供が元気 朝こはんをちゃん と食べる子が多い 

× �高齢化が進んでい る（良いところ？） 

× �高齢者が多い 

× �高齢者世帯が増え てきた 

× �一人暮し高齢者が 増えてきた 

× �後継者が少ない 

× �パス等、交通機関の ない町がある �× �狭い道が多い 消防車が入れない 所がある 

× �定期パスの運行本 �×室 �ミルクロード 
数が少ない ��大型車が多く、自転 

県道・市道を除けば ��車歩行するのがこ 
道路幅がせまい ��わい 

× l �パスの本数、路線が 少なく不便 �× �子ども達・老人が安 全に歩ける歩道が 少ない 　草履夕 

l l ！× l l �交通が不便 �× �通学路にて、朝、車 

車に乗らない人は ��が多い 

l × �移動するのが大変 �× �小中学校の通学路 

が狭い 非常に危険である 早急に改善を望 

× �車がないと外出が �× �道路幅が狭いわり 
に車が多く、高齢者 

大変 ��子どもには危険が ある 

× �買物の為のアクセ スが不便（車に頼る しかない！） �× �坂道が多い 

…地区が広い 

× �川や丘が町を分断 

している 

歩いて行ける範囲
・にいつでも気車至に

妻立ち寄れる場所が

ない



山田町、

静かで住みよい町
病院が近くにあり

安心

獅子舞をひきつい

でいる

ひだまりハウスが

ある（憩いの場）

地区の文化祭や運

動会を続けている

竹やJSトJl卜自然が

ある
G．スタンドがある

地区文化財がある

安性寺・暁覚寺・3

寺

高齢者が元気 駅伝大会

PZ〆・・

自然が豊富

ホタル（鎌谷川）
商店がある

伝統文化の継承が

守られている

子どもが元気よく

あいさつをしてく

れる

小山田　SS（西

FC）

美術館がある

も

絶滅危倶種

和無田の池

ヒメコウホネ

秋桜・ひまわりを蒔

：いている

スポーツ選手（Jリ
ーガー・ラグビー）

スターが居る



小山田地区　第1回まちづくり委員会の記録

× �信号がない �× �農業者の減少・後継 者不足 耕作放棄地の増加 自然の荒廃 �× �人口減少 �× �学童保育がない ��× ��世代間の交流が希 薄 

× �高齢者にとって近 くに買物の出来る 店が少ない � ��× �空家が増えている �× �町内に保育所がな い 学童 ��×室政治家がいない 獲ろおこしになる ×妻ような特産品がな 恒 

× �交通の便がわるい × �荒地が多い �× �子どもの遊び場が ない 

＿× �通学路の未整備 町全体が暗く、外灯 が不足 × �鳥獣害により荒地 が多い � 

× �山田町のメイン通 りが危険 ��� 

× �町内道路が狭い フラワーロードか らの延長道路が欲 しい 

× �道が狭い 

× �歩道が無く危険 

高齢者対策 纏路整備 大童一人住まいの方へ 吾の援助 室危険場所への対応 

× ��バス（小型パスが欲 しい） 例：小山田地区～高 花平 


