
第4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

平成27年4月15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〕

〔5分〕

3．『資源マップ』『課題マップ』の作成－『文化・人』分野 〔20分〕

○　大切にしたい「資源」や、取り組んでいくべき「課題」を小山田地区みんなで共有するため

に、『資源マップ』『課題マップ』を作成しましょう！

グループでの作業となります

4．グループ討議－『文化・人』分野

1）小山田地区の「守っていきたい」「生かしていきたい」「変えていきたい」ものについて、ど

んな取り組みをしていくとよいか、考えてみましょう！

2）グループ討議の振り返り

5．グループ討議の発表

6．その他（連絡事項など）

再び、全体会となります

〔55分〕

〔5分〕

〔10分〕

〔5分〕

【今後の予定】　次回の役員会（準備会）　平成27年5月11日（月）午前9時30分～

次回のまちづくり委員会　平成27年5月27日（水）午後7時～



第3回まちづくり委員会　グループ討議『自然・農業』分野用記入シート
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自然資源を守りたい �ヒメコウホネを守りたい �◆ �池の水をキレイに保つ。川の水の管理。周囲の環境 �� 

ホタルを守りたい �● �ホタルのことを知る！！ �� 

マンボを守りたい �◆ �看板などでPRする。周囲の清掃をする。 �� 

小山田桜を守りたい �⇒ �看板などでPRする。周囲の清掃をする。ライトUP。夜桜を楽しむ。 �� 

堂ヶ山大楠の木を守りたい �● �周囲の清掃を心かける。 �� 

川の環境を保全したい �◆ �生活排水の現状を知る。 �� 

自然資源を活かしたい �ヒメコウホネやホタルを周知したい �ヰ � �� 

ヒメコウホネをキャラクター化したい �・｝ �小山臼地区のイメージキャラクターを公募して、活用する。 �� 

竹やぶを整備したい �◆ �里山つくり。他の地区にも広げる。 �� 

コスモス畑を活かしたい �◆ �他の地区にも広げる。誰でもが遊べる工夫をする。（迷路） �� 

ひまわりを活かしたい �◆ �ひまわりOilやハムスターのエサに、収穫して販売する。 �� 

花づくりを進めたい �・｝ �花ひろばを検討 �� 

獣害をなくしたい �獣害対策を進めたい �● �市がテストしているウナに期待する。 �� 

害獣をジピエ料理に活用したい �⇒ � �� 

風景を守りたい �田園風景を守りたい �◆ �「私のお気に入。風景の募集とマップつく。 �� 

茶畑を守りたい �● �」 �� 

不法投棄をなくしたい �ごみの不法投棄をなくしたい �・｝ �看板を立てる。ごみのステ二クイ環境つくり �� 

農業を守りたい �農業後継者を育成したい �◆ � �� 

茶業を振興したい �・｝ � �� 

農産品を育てたい �小山田朝市を開きたい �・｝ �お家で取れたものを持ち寄って実現する。 �� 

農産物をミルクロード沿いで販売したい �・｝ � �� 

地産地消を進めたい �● � �� 

特産物を開発したい �◆ �健康長寿のエコマを作ろう！！ �� 



第3回まちづくり委員会　グループ討議『自然・農業』分野用記入シート
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自然資源を守りたい �ヒメコウホネを守りたい �◆ �保存のしかたの勉強会が必要　　　　　「 ��� 

ホタルを守りたい �◆ �どのようにしたら守れるか ��保存会を作る、ボランティアを募集． � 

マンボを守りたい �◆ � �� � 

小山田桜を守りたい �・｝ �今のままで継続して �� � 

堂ヶ山大楠の木を守りたい �■● �樹木医の診断を受けたい・ �� � 

川の環境を保全したい �・｝ �農薬・洗剤の削減　　下水道の整備 �� � 

自然資源を活かしたい �ヒメコウホネやホタルを周知したい �・◆ �名所マップを作成　　手書きのオリジナルが良い ��� 

ヒメコウホネをキャラクター化したい �す �公募する　■子ともたちからも ��� 

竹やぶを整備したい �◆ �竹の広場に舞台と客席を作る　　コンサートや茶会　　ライトアップ ��� 

コスモス畑を活かしたい �・｝ � ��� 

ひまわりを活かしたい �● � ��� 

花つくりを進めたい �・｝ � ��� 

獣害をなくしたい �獣害対策を進めたい■ �・◆ � ��� 

害獣をジピエ料理に活用したい �● �イベントの時にジビエ料理でもてなす→PRする ��� 

風景を守りたい �田薗風景を守りたい �・｝ � ��� 

茶畑を守りたい �● �お茶を飲みましょう ��� 

不法投棄をなくしたい �ごみの不法投棄をなくしたい �・◆ � ��� 

農業を守りたい �農業後継者を育成したい �・｝ �もうからない→ブランド米、ブランド茶を作る　　会社経営にする（協力し合う） ��� 

茶業を振興したい �● � ��� 

農産品を育てたい �小山田朝市を開きたい �● � �コンビ三や記念病院のとなりをかりて販売するところからスタートしてはどうか �� 

農産物をミルクロード沿いで販売したい �● � � �� 

地産地消を進めたい �● � � �� 

特産物を開発したい �⇒ � � �� 



第3固まちづくり委員会　グループ討議『自然・農業』分野用記入シート

三岩雄額薫き �二・ゝ－ン 宥恕擁轍顧廟密行 � �㌍絹地鹿‾■艦■■・三、：：‾・′萱：・‥ん　　　療じシーー腑∴止腑－き■しこ1｛＝∴＝如丑丑冨、．． �烹凍結婆差 

自然資源を守りたい �ヒメコウホネを守りたい �◆ �水質・水位の保全、地区全体で管理 � 

ホタルを守りたい �◆ �J廿を汚さない（コミ、家庭排水、農薬等） � 

マンボを守りたい �・｝ �水質・水位の保全、地区全体で管理 � 

小山田桜を守りたい �◆ �「地区民力関心を持ち、周知する0イベント等を開催する。 � 

堂ヶ山大楠の木を守りたい �◆ �」 � 

川の環境を保全したい �・｝ �コミ、排水を捨てない。日頃から河川管理 � 

自然資源を活かしたい �ヒメコウホネやホタルを周知したい �◆ �広幸臥　学校の授業等で取り上げ、PRをする。 � 

ヒメコウ7Rネをキャラクター化したい �● �公募（イラスト等）する。 � 

竹やぶを整備したい �● �里山保全会に多くの人が参加する。 � 

コスモス畑を活かしたい �● �「補助事業を継続活用 � 

ひまわりを活かしたい �・｝ �l � 

花つくりを進めたい �・｝ �」 � 

獣害をなくしたい �獣害対策を進めたい �÷ �農地を荒らさず、保全につとめる。 � 

害獣をジピエ料理に活用したい �● �行政が方向つけをしてほしい。 � 

風景を守りたい �田園風景を守りたい �●■ �「農業振興と集落で農業を守る仕組みつくりをする。 � 

茶畑を守りたい �・◆ �」 � 

不法投棄をなくしたい �ごみの不法投棄をなくしたい �・｝ �農地の保全とパトロールの強化 � 

農業を守りたい �農業後継者を育成したい �・｝ �「農業振興と集落で農業を守る仕組みつく‾りをする。 � 

茶業を振興したい �● �」網、食生活ゐ見直し。パン→米、コーヒー→お茶 � 

農産品を育てたい �小山田朝市を開きたい �・｝ �110日市の開催・ミルクロードざ飢1で！ � 

農産物をミルクロード沿いで販売したい �● �」育山里会に協力してもらえないか？ � 

地産地消を進めたい �す �地元で積極的に消費 � 

特産物を開発したい �・｝ �荒地、耕作放棄地を利用　＿ � 



第3回まちづくり委員会　グループ討議『自然・農業』分野用記入シート

草弾塞陳塞 �空隼空義愛車塗壌薦め弼泰索 � � �＝ゝ・誉＝ギ■・∵　八・藻章率率熊木由無融訂怒‾1；′‾‾・　　　　′れi‥妄■′■‾・淡転≡＿葺き■■・・■ミ■　廉・針烹■・‾‡■■鯨　＿∵、＿ �≡率酢嶺薫 

自然資源を守りたい �ヒメコウホネを守りたい �◆ � �� 

ホタルを守りたい �◆ �ホタルを鑑賞するため（イベントなど）に、川のふらの整備（華かり等、マムシが出没しないようにきれいにしてお �� 
＜ �）をしたり、川の水を汚さない対策をする必要がある。 

マンボを守りたい �◆ � �� 

小山田桜を守りたい �す � �� 

堂ヶ山大楠の木を守りたい �● � �� 

川の環境を保全したい �◆ � �� 

自然資源を活かしたい �ヒメコウホネやホタルを周知したい �● � �� 

ヒメコウホネをキャラクター化したい �● � �� 

竹やぶを整備したい �・◆ � �� 

コスモス畑を活かしたい �● �「山田町では、子供会で種まきをして、その後にイベントをしたり・お菓子配布等あるが・ �� 

ひまわりを活かしたい �す �」他の地区でも休耕田を活かして拡げると良い。 �� 

花つくりを進めたい �◆ � �� 

獣害をなくしたい �獣害対策を進めたい �⇒ �捕獲する。“猟友会”の協力が必要、個人では×。捕獲出奉る場所も考えて、何十匹単位でまとめてできる所を＝ �� 
（ �川島ではある）電気柵や追い払い等は一時しのぎである。増やさない日逃がすだけではタメ日 

害獣をジピ工料理に活用したい �● � �� 

風景を守りたい �田園風景を守りたい �◆ � �� 

茶畑を守りたい �● � �� 

不法投棄をなくしたい �ごみの不法投棄をなくしたい �◆ � �� 

農業を守りたい �農業後継者を再成したい �● � �� 

茶業を振興したい �● � �� 

農産品を育てたい �小山田朝市を開きたい �◆ � �新しい野菜を作って、その土地のアピール出来るモノを加工して売ったりする。（ex．菰野・真菰マコモ） � 

農産物をミルクロー＿ド沿いで販売したい �・｝ � �ex．大豆→■小山田みそ（無農薬）、納豆 l � 

地産地消を進めたい �● � �」→Faceb∞kなどに“小山田”を作り、拡散していくと良い。 � 

特産物を開発したい �● � � � 


