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平成２８年度第２回 滋賀県ふるさと・水と土保全対策推進懇話会議事録 

 

 日  時：平成 29 年 2 月 7 日（火） 12:45～15:20 

 場  所：現地調査＜大津市葛川地域および木戸口集落＞ 

      木戸口集会所   

 出席委員：大橋晶子、河村律子、北井香、星野敏、松本長治、萬木敏文 

  

現地調査 

  木戸口自治会役員より、葛川地域および木戸口集落について、現地で説明をいただき、

バスと徒歩にて現地調査を行った。 

 

会議（木戸口集会所） 

   

議題１ 

葛川木戸口集落の活性化の取組について（資料１） 

 

  木戸口自治会役員より、木戸口での活性化の取組の説明を受け、意見交換を行った。 

  質疑応答は以下のとおり 

 

（地元） 

委員の方に地域での取組をお伺いしたい。 

 

（委員） 

私の所属する管内では、当地区のようにお祭り等を精力的には取り組んでおられない

です。 

田んぼの維持管理が主な取組であります。自治会役員の方のようなバイタリティーを

持って取り組んでいけば、発展していくと思います。食べるものあり、景色があり、鯖

街道を通行される方をいかに立ち寄ってもらうか、それに尽きると思います。 

消火栓にビニールが掛かっていますが、消火栓を開けやすくするためですか。 

 

（地元） 

  凍結防止のためです。ビニールを掛けておかないと、消火栓が開かないためです。 

  ビニールは毎年１月２日に実施する普請の消火栓点検時に交換しています。本当は、

消火栓の位置をすべて除雪しておかなければならないですが、そこまで手がまわってい

ない状況です。 

 

（委員） 

先ほど、自治会役員の方のお話をきかせていただき、当方と同じだなと思いました。
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ただ、こちらは京都からたくさん通行される道路沿いに集落があり、にぎやかさを感じ

ます。   

人口減少、高齢化が進むことは当方も同じであります。地域の小中学校を造り替えた

のが１１年ほど前でありますが、こちらの葛川小学校を参考にさせていただきました。

集落の役員がこちらへ視察に来て、参考にして造り替えたと聞いています。 

 取り組んでおられること、課題とされていることは当方もこちらと同じです。ただ、当

方とこちらの若干の違いは農地がまだあることです。集落だけで１６ヘクタール、谷全

体では２０ヘクタール弱あります。良質なお米がとれること、山芋とかお米を高付加価

値ではなく、超高付加価値の日本一のお米を作ろうとの思いで取組を実施しています。 

ただし、ほ場の法面面積が大きいのですが、当方では除草剤は一切使わず、人力で草

刈りを実施しています。ただ、これがたいへんであることから、９年程前に福井県大野

市へ視察に行き、除草対策としてシートを張り、芝桜を植えることを始めました。春の

ゴールデンウィークの頃に道から芝桜を見てもらい、立ち寄ってもらえる集落にしよう

と取り組んでいます。 

  夢のような話でなかなかうまくはいかないが、空き屋を利用した移住体験ハウスを造

ってみたり、利用されていない茶畑を活用し、手摘みのお茶をふるまってみたりもして

います。 

こちらの太鼓まわしのようなものは無いけれども、来週に“おこないさん”を行いま

す。“おこないさん”を何とか昔のままの姿で、意地でも残そうと私達の集落では取り組

んでいます。自治会役員の方の言っておられることは同じでありますが、一つ問題であ

ることは、自治会役員世代の６０歳から７０歳代の息子世代が私達と同じ４０歳代から

５０歳代でありますが、子どもは集落に残って就職したいと思っていても、親が集落に

住むことよりも、大学を出て就職、結婚をしたならば、街で住むよう逆に言っている方

であります。だからＵターンは期待できない。こちらでは、Ｉターンで来られた方がお

られるが、私達の集落も真剣にＩターンの受入れを考えなければならない。ただし、村

の財産のこと等をどうするのかを考えなければならない。そのようなことを考えず、ま

ずは移住をしていただくことを優先する集落はＩターンが２組、３組、４組、子どもも

おられる状況である。財産のことに固執すると、集落へ新しい方が入らないので、集落

もどんどん疲弊していく。このような集落は行きつくところまで行くと気がつくだろう

と思っているけれど、どちらかを選ぶ時期にきているのかなと思います。 

  

（委員） 

  皆さんで仲良く活動されていることが、素晴らしいと思います。四季それぞれで楽し

めることを見いだしておられることが、すごく素敵で偉大だなと思って伺っていました。 

  米原の上丹生では、集落の空いた田にチューリップをオーナー制で植えている。球根

を買っていただき、１１月頃に植付けをしてもらい、チューリップ祭りの時に摘み取り

にきてくださいとされており、大きな面積の田がチューリップ畑になっています。 

他所では、そのようなお金の使われ方をされている地域もあります。その地域もシカ
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の獣害に苦労をされており、柵で囲われた地域で実施されているが、今年はシカが柵の

中に入ったという話も聞かれ、動物との戦いもあるとのことです。地域だけで、コツコ

ツと実施していく方法もあれば、少しの企画を加えて他者の力を借り、一緒に実行する

人を増やすという方法も有りかなあと思いながら聞いていました。 

そうなってきたら、朝市などと組み合わせた日程で企画を実施しようかなというアイ

デアも生まれたり、色々なことが考えられるのかなと思います。 

 

（委員） 

  私もすばらしいなと思って聞いていました。 

葛川９町全体の集落連携はどのようにしておられるのかをお聞きしたい。小学校１７

人、中学校１０人とのことで、他府県では廃校や休校の検討も行われる規模であると思

いますが、そうならないよう頑張っておられると思います。集落間の連携をどのように

図っておられるか、お聞きしたい。 

 

（地元） 

今は連携していません。そのことは問題であり、連合自治会長とは個人的なつながり

もあり､連合自治会がもっと連携を図るべきであると話をしている。今の学校の話でも、

今の状況で進めば、廃校になることは目に見えている。それではダメである。 

  葛川が良くて移住してくる人もいるが、この地域は日当たりが悪く、トイレも水洗化

されていない家屋を改修するとなると、費用が掛かってしまう。 

  今、小中学校の統廃合の話も出てきている。片方では、統廃合で動き、村づくり委員

会は子供のいる夫婦の移住を進めているが、矛盾している。行政が縦割りで横の動きが

見えていない。 

 

（地元） 

葛川支所も無くなるとの話も出ている。学校も無くなる。行政は何を考えているのか

と思う。バスの本数も減らされる、住民票はコンビニで取れますとのことですが、コン

ビニへどのようにして行くのか。行政は何も考えていない。要はコストを下げること。

それだけしか考えていない。片方では、お金を使ってこのような話をしに来られる。何

を考えているのかなというところが正直な感想である。 

  便利にすれば、もっとこの地に来られます。今は道路も良くなり、朝から除雪すれば、

通勤も可能となる。けれども、葛川から出られた方は都会に家を持たれており、この地

に帰ってこられない。空き家はあるが、お盆等に帰って来るために、家を空けない。空

き家活用は出来ると思うが、見て見ぬふりと感じます。空き家に住むためには、500 万

円程掛けないと住めない。これらのことが問題となっている。 

 

(委員) 

行政も総合的に対応していただく必要があると思います。 
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（委員） 

個人的にこの地域は年に７、８往復ほどしているかと思います。素敵な場所で、移住

されたこともわかります。乗り合わせた方々と素敵な集落だなあと話しながら通ってい

ます。   

道路もすごく良くなり、登山の拠点でもあります。私も登山をしますが、武奈ヶ岳や

海へ行くときに行きか帰りかに必ずこの地を通行します。若狭と京都を結ぶ幹線道路で

あり、夏場は非常に交通量が多い。朽木のオートキャンプ場も兵庫、大阪、京都、滋賀

ナンバーの車がたくさん来ている。その割に通り抜けていく人が多いなあという気がし

ており、足を止めるきっかけが少ないのかなと思います。 

  仲
だい

平
ら

でおばあちゃんが実施している朝市で足を止められ、次に季節によってはその辺

のキャンプ場で足を止められ、その後は朽木本陣まで行かれるのかなと。ここで足を止

める方がすくないような気はしています。足を止めるきっかけを作ること、このままい

くと子供の数は減ると思うので人を呼び込むためには足の便を良くすることが必要かな

と思います。自治会によっては、バスを独自で運行することを試行している地域もたく

さん存在しているので、そのような地域を見られてもよいのかなと思います。朝市でも

何でも良いので葛川地域の中で足を止めるきっかけとなる場所づくりをして、そこに PR

できるものを置くことや催しのチラシを置いておくなど、仕掛けをすればよいかなと。

そうすれば、登山客や京都、大阪方面の方々を呼べるのかなと思います。そのようなき

っかけで人が入り込むことができるのではないかと思います。 

  先日の小学校の統廃合の説明会も６０人ぐらいが参加され、参加率は大津市の他所で

の説明会より高く、危機意識をもっておられると報告を受けました。 

  今回、危機意識を共有されたので、自治連合会として前向きに連携して動き出してい

ただきたいと思います。仲
だい

平
ら

のおばあちゃん達をみれば、まだまだお若いので、今から

でも充分間に合うと思います。 

 

（地元） 

記録によれば、かつては葛川全体で 267 戸、1,600 人住んでおられました。現在は

139 戸で 258 人である。１戸当たりでは明治 38 年であれば 6 人、今は 1.86 人に減

っている。産業面では、昔は炭焼きや養蚕、木材の生産が記録に残っている。木材の生

産は昭和 20 年頃まで、高島まで筏で運搬していた。現在は亡くなられたが、実際に筏

に乗っていた方もおられた。木材の生産量の記録は残っていないが、養蚕や木炭の生産

量は記録に残っています。 

 

（委員） 

詳しくご説明いただき、ありがとうございました。また、委員の皆様からもご意見を

いただきました。もう少し議論を続けたいところでありますが、次の議題へ行かせてい
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ただきます。 

それでは中山間地域現状調査について、事務局より説明願います。 

 

 

議題２ 

中山間地域現状調査について（資料２） 

 

（事務局） 

資料２に基づき、パワーポイントを用いて説明 

 

（委員） 

現在のアンケート集計集落数は。 

 

（事務局） 

16 集落分の集計です。 

 

（委員） 

データのまとめ方について、9 ページ 3-5、10 ページ 3-11 のまるごと・中山間直

払取組有無別のまとめ方が読み取りにくいので、13、15 ページのようなまとめ方にさ

れると良いと思います。 

 

（事務局） 

修正いたします。 

 

（委員） 

男女別の比較もあれば良いかと思います。 

 

（事務局） 

今後は年代別の意見の取りまとめも行っていきたいと思います。 

 

（委員） 

毎回思うことですが、ふるさと・水と土保全対策事業の活動について、我々地元の者

はまるごと保全や中山間直払は地元のため、地域のためになればと思って実施していま

すが、説明のあった多面的機能の維持発揮のために良い影響を与えていることはわかる

のだが、我々地元の者としてはもう少し、地元が補助金に取り組んだメリットや将来の

地域をどのようにしていくかといったところの答えが欲しい。補助金が欲しいのではな

く、その補助金をどのように活用することによって私達が元気に死んでいけるか、次世

代に安心して託していけるかといったところが問題だと思うので、できればもう一歩、
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地域の方々に分かるような形にできないか。言葉では表しにくい面もあるが、今日帰っ

たあと、一体あの人たちは何をしに来られたのか、何を聞きに来られたのかで終わって

しまうのではもったいないと思います。 

  

（委員） 

何を取り組むべきか、もっとクリアに出てくれば、良いのではないでしょうか。 

 

（委員） 

田舎の山や田を守ることが、ひいては琵琶湖の保全、環境を保全し、街に住む人々に

も影響を与えているとのことだと思うが、私達は良く理解をしているつもりです。水を

汚さないようにしようとの思いはあるが、我々もいよいよ切羽詰まってきており、最後

を迎えるまでに残せるもの、息子でなくても次に住む人に何かを残したいと思っていま

すが、そこへ繋げるために多面的機能が活かされたら良いことだと思いますが、その答

えは自分で切り開いていくしかないと思います。先ほども自治体に対する意見がありま

したが、そう言いたくなると思います。言いたくないが、言ってしまうこともわかる気

がします。 

  置かれた者の立場からすると、もう少し目に見える形で、例えば、バスは廃止にする

けれどもこれならば皆が納得できるものに替わっていれば、文句も出ないと思います。 

 学校の統廃合についても、統廃合できるような教育の考え方を指し示していただくなど、

そういったものが欲しい。そのような問題を地域にお願いしますと渡されて、私たちは

粛々とやっていくとの考え方にも取られるので、ぜひこれだけは、せっかく今日参加さ

れて何か一つ残ったなと話ができれば良いかなと思います。 

  せっかく、調査をして結果がでました、このようなことがありました、だけでは駄目

なので、調査の中で問題となることを解消して、県では取り組みませんが市町で実施し

てもらいましたとか、次の施策で取り組んでいただきますといったことが見えてくれば

良いかなと思います。 

 

（委員） 

処方箋も書いてくださいとのことですね。 

 

（委員） 

事例や政策の例を示していただきたい。 

 

（委員） 

３年前に説明したことが、昨年にこのような形で実施されたとか、当課ではないが、

地域に卸させていただきました等が見えれば、本日の説明いただいたことが、来年か再

来年に反映されるのであれば、いくらでも来ていただいて良いと思います。 
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（地元） 

木戸口の立場として、委員の方々から経験やそれぞれの立場からの意見をいただきた

い。 

過年度の懇話会での事例や自分たちが切り開いて軌道に乗った場合に、行政としてそ

れに見合う補助金があれば、手助けしてもらいたい。最初から補助金に頼るといった考

えはない。 

  地区の取組について、もう少しお聞きしたい。 

 

（委員） 

自分の集落を思い浮かべながら話をしているが、また 40 歳代、50 歳代がいる間に

手を打っておきたい。とにかく、失敗を覚悟で、大きな失敗はできないが、小さい失敗

は覚悟して何でもやっていこうとしている。星野委員にも、他事業で、地域を揺さぶっ

ていただいた。いろいろなことを実施しており、例えばカマクラ造りでもいろいろと考

えている。雪を逆手に取れないか、人が嫌がることを好きになってやっていこうかなと

考えている。 

 

（地元） 

物事は最初から無理と言い出したら進まない。失敗は構わない。大きく損失する失敗

は駄目だが、取り組んでみて、結論を出せば良い。 

 

（委員） 

県や市はある程度、目星がつかないと職員を派遣することはできない。ある程度、自

分たちで切り開き、具体的な話をもって行政と協議を行うことしかないのかなと。その

ように話せば、行政も大きく変わっていくと思う。実行しなければ、文句を言っていて

も仕方がない。 

 

（地元） 

極端な言い方をすれば、行政を頼っていても何もならない。 

 

（委員） 

調査を実施した立場からも意見をいただきたい。 

 

（事務局) 

この調査をどう活用するかということですが、平成 27 年から地域農業戦略指針とい

う我々行政、県が集落の中に入らせていただいて、少しでも地域農業が活性化していけ

るような手助けをさせていただきたい、そのためには地域の皆様が話し合いをしていた

だくことが大切ではないかということで、職員が話し合いを進めるための手引きとして

指針を作りました。今年度９月末時点で 188 集落に入らせていただいています。平成
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３２年までに 800 集落に入ることを目標として進めています。 

  指針作成時に中山間地域に対する処方箋は見つからないというか、思い浮かばないと

いうか難しいものがあり、平場の農地はどのようにすればよいかということについては、

参考事例もあり、充実した手引きとなっていますが、中山間地域は事例が少なく、記入

事項も少ないこともあり、まずはそこを充実させるためには現状を皆様からお聞きして、

そのための対策についても各関係課が地元に入り、課題に対する解決案について充実さ

せていきたいとの思いを持っていることが一つであり、もう一点として、様々な施策、 

国や県の施策がありますが、縦割りであるところに横串を刺した施策が必要ではないか

とも言われておりますので、新たな施策に繋げていきたいと考えています。この２点に

ついて、調査を活用していきたいとの思いであります。 

  調査の結果につきましては、調査対象集落の皆様にはお返しする予定であり、今しば

らくお待ちいただきたいと思っています。 

 

（委員） 

ありがとうございました。それでは、次の議題に行かせていただきます。 

棚田地域の総合保全対策について、事務局よりお願いします。 

 

 

議題３ 

棚田地域の総合保全対策事業について（資料３） 

 

（事務局） 

資料３に基づき、パワーポイントを用いて説明 

 

（委員） 

棚田ボランティアの方をストックしていくことができないか。ボランティアに参加し

た方にメール登録をお願いして次回の活動についてメール発信すれば、リピート率が上

がる。希望者が常に情報が得られる仕組みが作れると良いのではないか。ホームページ

はこちらからアクセスしないと情報が得られない。自然に情報が入ってくる方法を考え

ないといけないのではないかと思う。 

 

（委員） 

資産である人のネットワークが作られていてそれを拡げていく努力が必要ということ

になる。 

 

（地元） 

地元で国道沿いに四季折々の花を植えたいと考えている。この保全隊を利用できたら

良いと思う。棚田に限らず中山間地域に拡げてはどうか。 
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（事務局） 

従来、棚田地域に限ってしが棚田ボランティア制度を実施してきたが、なかなか棚田

だけでは広がらない。それ以外の地域でも困っているのに支援できないという問題意識

をもっている。来年度以降、徐々に広げていくことを検討しようと考えている。 

 

（委員） 

中山間地域で直接支払い等のいろいろな補助金を使いながら地域では出来ないボラン

ティア支援の大きな仕組みを県でやってもらえたら地元に喜ばれると思う。 

 

（委員） 

ありがとうございました。ご意見がありましたらお願いします。 

 

（地元） 

県としての中山間地域に対するビジョンについて、お聞かせいただきたい。 

 

（事務局） 

昨年度、県としてしがの農林水産業の基本計画を作成しました。１０年先を見越して

５年間の計画を策定しています。その中で、それぞれの部局で目標を定め、活性化を図

っています。しかしながら、県全体の中で中山間地域をどうするかについては具体的な

記述はしていません。 

 国において、平成２９年度の新規事業として中山間地農業ルネッサンス事業を定めら

れました。お手元の資料を確認願います。 

  事業の目的は鳥獣被害の増加、人口減少・高齢化・担い手不足等厳しい状況に置かれ

ている中山間地域において、清らかな水や棚田の歴史等中山間地域の特色を活かした多

様な取組に対し、各種支援事業における優先枠の設定や制度の拡充等により後押しし、

中山間地域を元気にしますという内容です。 

  具体的には、取組に係る国の指針に即して、複数の市町村単位で地域別農業振興計画

を作成して、その計画に基づいて総合的に事業を実施します。まずは国が中山間地域農

業をどうしていくのか、これから示されます。それを受けて、滋賀県の中山間地ビジョ

ンの作成を計画しています。各農業農村振興事務所単位で地域別の農業振興計画を作成

し、それに基づき実施していくことを考えており、ご質問のありました県の中山間地域

に対するビジョンについては、来年度にかけて検討を行い、作成したいと考えています。 

  中山間地域現状調査で実施したアンケート調査等の結果を参考として、県のビジョン

を作成する予定です。 

 

（地元） 

わかりました。実施は県が直接行うのでしょうか。 
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（事務局） 

市町と一緒に、役割分担しながら実施する予定です。 

 

（委員） 

ありがとうございました。具体的なイメージも持っていただけたかなと思います。 

それでは、お時間もまいりましたので、終了させていただきます。 

本日は長時間にわたりご検討いただき、ありがとうございました。現地を見せていた

だくと共に、木戸口の地域づくりを詳しくご紹介いただき、我々も参考になる懇話会だ

ったと思います。 

  また、中山間地域現状調査では中間報告をいただき、中山間地域の課題が判明してい

ることを承知しました。 

  棚田地域の総合保全対策事業では、しが棚田保全隊の新しい取組があることを承知し

ました。 

  中山間地域における県の方針もご紹介いただきました。たいへん勉強になり、かつ良

いお話が伺えたと思います。 

  それでは、司会進行を事務局に返します。 

 

（事務局） 

委員の皆さま方には、当地での現地調査、中山間地域現状調査および棚田地域の総合
保全対策事業について、熱心にご審議いただき、誠にありがとうございました。 

また木戸口集落の皆様、大津市役所のご担当者様、本日はありがとうございました。 
中山間地域を始めとする農山村地域の活性化を図るため、引き続き、地域の方々や市

町と連携し、県として適正な対策を進めて参りたいと思いますので、今後ともよろしく
お願いいたします。 

最後に、今後の予定ですが、来年度６月頃に次回の懇話会を開催し、中山間地域現状
調査の今年度の結果および来年度の計画についてご審議いただきたいと考えております
 委員の皆さま方には、大変ご多用とは思いますが、ご協力をいただきますようよろし
くお願いします。 

   これをもちまして、平成２８年度第２回滋賀県ふるさと・水と土保全対策推進懇話会

を終了いたします。 
  本日はありがとうございました。 

 


