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１．村民生活実態調査 

（１）調査概要 

①調査趣旨 

十津川村は、96％が森林であり、村民は畑で野菜をつくる、薪で風呂を沸かすなど、伝統

的に受け継がれてきた「山とともに生きる十津川村ぐらし」を送っている。このような経済

的活動としては見えない「十津川村ぐらし」の実態を把握し、十津川らしい暮らしを明らか

にするとともに、村民の暮らしの支え、幸せの支えを探るため、村民生活実態調査を実施す

る。 

調査にあたっては、村民の世帯構成、職種等の類型化された世帯タイプごとに、調査対象

者を選定する。 

【調査の視点】 

a. 経済的活動としては見えない十津川村ぐらしの実態 

（農作物の融通や薪で風呂を沸かす等） 

b. 暮らしを支える生活産業の実態 

c. 幸せを支えるもの 

d. 家計の状況（支出） 

②調査対象 

村民の世帯構成、職種等から類型化された下記の世帯タイプを設定し、1 タイプ 2 世帯

程度を対象とする。 

 A 村の中心部から離れた集落に住む年金暮らしの高齢世帯（夫婦・単身） 

 B 村の中心部に近く、買い物・医療施設等に近い年金暮らしの高齢世帯（夫婦・単身） 

 C 主に会社員（※1）として生計を立て、子（成人）と同居する中年世帯 

 D 主に会社員として生計を立て、夫婦のみで暮らす中年世帯 

 E 自営等（※2）で生計を立て、子（成人）と同居する中年世帯 

 F 自営等で生計を立て、夫婦のみで暮らす中年世帯 

 G 会社員として生計を立てる子育て世帯 

 H 自営等（※2）で生計を立てる子育て世帯 

 l 生活保護世帯 

 J 障がい者のいる世帯【子・成人】 

 ※1：定時時間での勤務で、おおむね固定給で働く方 

 ※2：定時時間のようなものはなく、ある程度自身の裁量で働く方 

③調査方法 

②調査対象の世帯タイプごとで協力の得られた世帯を対象にヒアリング形式で実施する 

村内調査の結果について
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④調査項目 

本人、家族に 

ついて 

・世帯構成（別に住む家族）  ・出身地・居住地 

・職             ・健康状態  

・集落などの役        ・作っている野菜等 

・普段、車の運転をする人 など 

日常生活 ・買い物           ・食事 

・医療・福祉         ・娯楽・趣味等 

・集落でのしごと       ・十津川文化（神事、ならわしなど）

・教育          など 

※別居する家族や集落の人等との助けあい・関わり、困りごと等をあわせ

て把握する。

子育てについて ・子育て環境としての評価 

・子ども時代で心に残っている思い出・体験・遊び  など 

家計について ・１ヵ月の種別の支出について ※協力が得られる場合のみ実施 

十津川村ぐらしに

ついて 

・「ありがたい」「よいな」と感じること、思い出に残っていること 

・今後の暮らしについて 

・十津川村ぐらしの幸せ、安らぎ  など 

⑤実施内容

世帯タイプ 世帯数 実施日時 

A1 村の中心部から離れた集落に住む年金

暮らしの高齢世帯（夫婦） 
3 世帯（※1） 

平成 27年 11 月 9 日、

16日、25日 

A2 村の中心部から離れた集落に住む年金

暮らしの高齢世帯（単身） 
2 世帯

平成 27年 11 月 9 日、

16日 

B1 村の中心部に近く、買い物・医療施設

等に近い年金暮らしの高齢世帯（夫婦）
2世帯（※1）

平成27年11月16日、

25日 

B2 村の中心部に近く、買い物・医療施設

等に近い年金暮らしの高齢世帯（単身）
2世帯

平成27年11月16日、

17日 

C 主に会社員として生計を立て、子（成人）

と同居する中年世帯 

― 

(調査協力者なし)
― 

D 主に会社員として生計を立て、夫婦のみ

で暮らす中年世帯 
2 世帯

平成 27年 11 月 8 日、

25日 

E 自営等で生計を立て、子（成人）と同居

する中年世帯 
2 世帯 

平成 27年 11 月 17 日

F 自営等で生計を立て、夫婦のみで暮らす

中年世帯 
1 世帯 

平成 27年 11 月 17 日

G 会社員として生計を立てる子育て世帯 3 世帯 
平成27年11月25日、

12月 2日 

H 自営等で生計を立てる子育て世帯 1 世帯（※2） 平成 27年 11 月 25 日

l 生活保護世帯 2 世帯
平成 27年 11 月 8 日、

9日 

J 障がい者のいる世帯 2 世帯（※2）
平成 27年 11 月 9.日、

25日 

計 20 世帯 ― 

    ※1：うち 1 世帯は、２つの集落・家を行き来する生活を送っているため、両タイプに属する 

    ※2：うち 1 世帯は、障がい者のいる子育て世帯のため、両タイプに属するとみなしている
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（２）調査結果 

○まとめ（生活実態調査を通じて分かった十津川村ぐらしの支え） 

◆ 自然環境 

【現状】

・畑の野菜、山菜、水などが、自然の恵みとして村民の食を支えている 
・自然の中で暮らすことで、十津川村ぐらしの知恵が蓄えられてきた 
・自然が遊び場・娯楽の場にもなっている 
・村民の生活における心の安らぎになっている 

                                  一方で 

・鳥獣被害が多く、畑の野菜等がなくなることもある 
・若い世代は、仕事・子育て等で、畑づくりができていない（荒れる畑も出ている） 
・子どもたちは、山や川へ入り自然と遊ぶ機会が減っている 

【今後の取り組みの方向性】 

・十津川村ぐらしの知恵（野菜づくり、料理、遊び等）を伝承する 
・安らぎとなっている自然を守りながら、新たな楽しみ・遊びの場を作る 

◆ 十津川村の文化（祭りや普請等） 

【現状】 

・村民同士が顔を合わせ、協働の場になっている 
・集落全員の暮らしを支えている 

                                   一方で 

・人口減少・高齢化で、開催する頻度や担い手が減っている 
・災害時や水源地を見にいけなくなることへの不安がある 

【今後の取り組みの方向性】 

・水普請や道普請を行うことが難しい集落への支援、集落・村民同士の助け合い 
・十津川村の文化・精神性を伝える集落行事への学生（小・中・高校生）の参加 

◆ 村民同士のつながり 

【現状】 

・野菜の融通などで村民の食を支えあっている 
・村民の移動や生活の困りごと等を助けあっている 
・十津川村ぐらしでの安心となっている（お互いの見守り、防犯など） 
・集落・村民の一員である自覚を生んでいる 

                                   一方で 

・村の中心部から離れた集落は、人口減少・高齢化で支えあいが難しくなってきている 

【今後の取り組みの方向性】 
・他集落の村民が集える場づくり（単身者同士、子育てママがお喋り・相談できる場等） 
・村民同士が高齢者等を支援できる仕組みづくり 
・自動車の運転のできない高齢者等の交通手段の確保 

◆ その他 

【今後の取り組みの方向性】 

・いざというときに対応できる医療等の充実  
・子育てにおける教育費用の補助 
・保育環境の充実（保育時間、学童保育）
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２．十津川高校生アンケート調査 

（１）調査概要 

①調査趣旨 

十津川村では、若年世代の転出超過が顕著であり、20 歳未満の世代でも多い。転出する理

由としては、①村外の高校への進学、②高校卒業後の村外の大学・専門学校等への進学、就

職が主な理由と考えられる。 

そこで、若年世代の代表として、十津川高校生が感じる十津川村ぐらしの魅力や今後の居

住意向等を把握し、若年世代の定住と十津川高校への入学を促進する手がかりを探るため、

アンケート調査を実施する。 

②調査対象 

十津川高校の全生徒（1～3年生） 

③調査方法 

直接配布・回収 

④調査項目 

本人、家族等に 

ついて 

・性別、学年          ・兄弟・姉妹について 

・入学前の居住地、現在の居住地 

十津川村ぐらしに

ついて 

・地域での暮らし（地域との付き合い、行事への参加など） 

現在の十津川村

について 

・十津川村が好きか 

・十津川村の居住環境等への満足度 

進路等について ・十津川高校に入学した理由 

・卒業後の進路や住まいの希望 

・将来の居住意向 

・十津川村の職業について 

・十津川村で挑戦してみたい仕事などについて 

十津川村の将来

について 

・「家を継ぐ」ことの意向 

・十津川村の理想像 

・十津川村の良いところ、魅力 

⑤調査時期 

平成 27年 9月 8日（火） 

⑥回収状況 

有効回収数 90票 ※無効回答 2票除く 
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（調査票） 
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（２）調査結果 

①集計結果 

問１ 属性 

（１）性別 （２）学年 

（３）兄弟・姉妹 

○兄弟姉妹の数 

○回答者の兄弟姉妹での順番 

（４）高校入学前の居住地 

（５）現在の居住地 

十津川高
校学生寮

村内の
自宅

村外の
自宅

不明 合計

55 34 0 1 90

61.1% 37.8% 0.0% 1.1% 100.0%

長男 次男 三男 四男 五男

30 25 6 1 0

33.3% 27.8% 6.7% 1.1% 0.0%

長女 次女 三女 四女 五女 不明 合計

16 2 3 2 1 4 90

17.8% 2.2% 3.3% 2.2% 1.1% 4.4% 100.0%

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上 不明 合計

5 22 34 13 8 4 4 90

5.6% 24.4% 37.8% 14.4% 8.9% 4.4% 4.4% 100.0%

2 人以上（＝３人以上の兄弟姉妹）65.5％ 

男性 女性 合計

66 24 90

73.3% 26.7% 100.0%

1年生 2年生 3年生 不明 合計

33 28 28 1 90

36.7% 31.1% 31.1% 1.1% 100.0%

村内 村外 不明 合計

40 49 1 90

44.4% 54.4% 1.1% 100.0%

「村外」の内訳：奈良県北和地域 54.3％（25人）、奈良県中和西部地域 28.3％（13人）、
奈良県南和地域が 8.7％（4人）、和歌山県が 6.5％（3人）等 
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問２ あなたの地域での暮らしについて教えてください【複数回答】 

問３ 十津川村が好きだと思いますか 

現在の居住地別にみると、 
十津川高校学生寮：「好き」「どちらかといえば好き」あわせて 63.6％（35人） 
村内の自宅   ：「好き」「どちらかといえば好き」あわせて 82.4％（28人） 

n=89 

18.9% 52.2% 13.3% 5.6% 10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=90

好き どちらかといえば好き どちらかといえば嫌い 嫌い 不明

71.1％（64人）

5.6%

24.7%

12.4%

2.2%

28.1%

15.7%

39.3%

51.7%

12.4%

22.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

農作業や山仕事などを

手伝っている

地域の行事（盆踊りなど）に

参加している

地域の仕事（道普請など）に

参加している

地域の行事や仕事で

役割がある

地域の方と家族ぐるみでの

付き合いがある

地域の方で、あなた１人で家を

訪ねるような人がいる

地域の方で会うと話す

程度の人がいる

地域の方であいさつする

程度の人がいる

地域の方とはほとんど

つきあいがない

不明

参加者は 22 人 

全員が、村内出身

入学前居住地別にみると、
村内：67.5％、村外 16.3％

入学前居住地別にみると、
村内：70.0％、村外 36.7％
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問４ 十津川村の居住環境等について、満足度を教えてください 

n=90

15.6%

44.4%

3.3%
2.2%

1.1%

27.8%

7.8%

35.6%

21.1%

5.6%

7.8%

14.4%

22.2%

55.6%

44.4%

5.6%

18.9%

20.0%

54.4%

32.2%

27.8%

55.6%

16.7%

28.9%

30.0%

45.6%

21.1%

7.8%

31.1%

35.6%

51.1%

10.0%

36.7%

20.0%

15.6%

28.9%

33.3%

36.7%

21.1%

4.4%

1.1%

57.8%

41.1%

25.6%

5.6%

21.1%

14.4%

5.6%

46.7%

26.7%

16.7%

7.8%

3.3%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

3.3%

2.2%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

まちなみや景観

（十津川の伝統的な民家など）

緑・水辺などの自然の豊かさ

日常の買物のしやすさ

医療機関の利便性

働く環境（職業の選択肢の多さなど）

防犯・治安

道路の歩行時・通行時の安全性

通学のしやすさ

住民同士の交流・つながり

友人らと集まって遊べる場所

（娯楽施設・飲食店など）

同世代の人と出会う・遊ぶ機会

学校や習い事などの教育施設

十津川産の食べ物

満足 やや満足 やや不満 不満 不明

71.2％

88.8％

82.2％

76.7％
居住地別にみると、 
やや不満・不満が 
学生寮：28.6％(14人)
村内自宅：12.5％(5 人)

居住地別にみると、 
やや不満・不満が 
学生寮：34.7％(17人)
村内自宅：20.0％(8 人)
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問５ 十津川高校に入学した理由について教えてください【複数回答】 

問６ 高校卒業後の進路や住まいの希望についてお尋ねします 

（１）高校卒業後の進路について 

１）進路 

n=90 

12.2% 47.8% 34.4% 5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=90

村内での就職 村外での就職

大学や専門学校等への進学 その他

不明

40.0%

38.9%

8.9%

8.9%

13.3%

20.0%

21.1%

28.9%

8.9%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自宅から通うことができるから

寮があるから

十津川村で暮らしたかったから

大学進学や就職に向けて、

勉強できる環境だから

十津川らしい特色のある授業が魅力的だから

（自然、郷土、福祉などの吉野熊野学）

工芸について学びたかったから

友人などが十津川高校に

進学しているから

親や中学の先生に勧められたから

その他

不明

入学前の居住地別にみると、
村内：10.0％(4 人) 
村外：26.5％(13 人) 

入学前の居住地別にみると、村内：27.5％（11人）、村外：0％（0人） 
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２）進路を選んだ理由【複数回答】 

（２）高校卒業後の住まいの希望について 

１）住まいの希望場所 

２）住まいの場所を選んだ理由【複数回答】 

○住まいの希望場所で「村内」を選んだ理由 

n=90 

n=11

12.2% 41.1% 35.6% 10.0%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=90

村内 県内（十津川村以外） 近畿圏内（県外） 近畿圏外 不明

21.1%

2.2%

12.2%

33.3%

6.7%

28.9%

0% 10% 20% 30% 40%

希望する進学・就職先があるから

親・親戚の仕事を継ぎたいから

村内で働きたい・暮らしたいから

村外で働きたい・暮らしたいから

その他

不明

36.4%

54.5%

27.3%

27.3%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

村内から希望の就職先や進学先に

通えるから

親・親戚が村内にいるから

仲の良い友人などが村内に住んでいる・

住むつもりだから

十津川村に愛着を持っている・

十津川村が好きだから

その他
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○住まいの希望場所で「県内」「近畿圏」「近畿圏外」の村外を選んだ理由 

問７ 将来、村内に住みたいと思いますか 

＜問６（２）の設問で「村外（県内・近畿圏内・近畿圏外）」と回答した高校生のみ＞ 

問８ 将来村内に住みたいと思う人は、いつごろ村内に住み替えたいと思いますか 

＜問７の設問で「はい（将来、村内に住みたい）」と回答した高校生のみ＞ 

n=78

15.4%

55.1%

16.7%

11.5%

17.9%

23.1%

2.6%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

本当は村内に住みたいが、村内からでは

希望の就職先や進学先に通えないから

希望の就職先や進学先に通いやすい場所に

住みたいから

親・親戚が村外にいるから

仲の良い友人などが村外に住んでいる・

住むつもりだから

村外の都市部（奈良市や大阪府、東京都）で

暮らしてみたいから

一人暮らしがしてみたいから

その他

不明

17.9% 79.5%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=78

はい いいえ 不明

（14人）

入学前の居住地をみると、村内：11人、村外：3人 
卒業後の進路（問 6）は、「村内での就職」が 1人、「村外での就職」が 9人 
「大学や専門学校等への進学」が 4人 
※入学前の居住地が「村外」の３人は、卒業後は村外での就職もしくは進学 

14.3% 14.3% 71.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=14

結婚する時期 子どもの出産・子育ての時期

退職した時期 わからない

その他

（2人）（2人）
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13.3%

6.7%

6.7%

16.7%

3.3%

6.7%

7.8%

7.8%

6.7%

8.9%

1.1%

0.0%

2.2%

15.6%

3.3%

2.2%

3.3%

33.3%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40%

役場

林業

農業

建築・土木業

美容師・理容師

郵便局

銀行

飲食店

お土産屋やスーパーなどのお店

旅館・民宿

介護職

医師

看護師

保育士

教師

発電所等の電気業

その他

従事したいと思う職業はない

不明

問９ 村外で住む場合、どの程度の頻度で村に帰省・訪れたいと思いますか 

問 10 村の中で、従事してもよいと思う職業はありますか【複数回答】 

n=90 

3.2%

9.7% 19.4% 25.8% 40.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=62

週に１回くらい 月に１回くらい

２～３ヶ月に１回くらい 年に１～２回くらい

あまり帰省・訪れないと思う わからない

不明

32.3％（20人）

入学前の居住地をみると、村内：7人、村外：12人 
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問 11 村の資源を活かした職業として、従事してもよいと思うものはありますか 

【複数回答】 

問 12 村の支援を一定期間受けながら、挑戦してみたい職業や仕事（起業や新たなＮＰＯ

活動など）はありますか【自由記述】 

問 13．「家を継ぐ」こと（親の家で暮らし続けること、家業を継ぐこと）に対してどう思

いますか。 

n=90 

26.7%

16.7%

35.6%

26.7%

16.7%

25.6%

4.4%

23.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

取れたての野菜の販売や

農作物の加工・販売所

農業体験などのできる

宿泊施設

十津川材などを活かした

木工家具屋・林業

世界遺産や自然を活かした

観光案内・レジャー

温泉を活かした

リハビリ施設

郷土料理でもてなす

レストランなど

その他

不明

（32 人）

（24 人）

（24 人）

5.6% 7.8%

5.6%

67.8% 13.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=90

自分が継ぐと思う 兄弟・姉妹が継ぐと思う

だれも継がないと思う わからない

不明

＜回答内容＞ 

・誰もがくる、いいお土産が有るお店など 

・十津川材を使った木工・工芸体験を楽しんでもらう 

・十津川村の料理を新しく作る 

・若い人をもっと増やすための職場、遊ぶところを増やす 

入学前の居住地別にみると、
村内：40.0％（16人） 
村外：16.3％（8人） 
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問 14 十津川村がこのようになれば良いという理想像を教えてください【複数回答】 

問 15．十津川村の良いところ・魅力を教えてください【自由記述】 

【自然】（計 37件） 

・自然・緑が豊か 

・空気がおいしい・きれい 

・川がきれい 

・森が多い 

・自然がありのまま 

・動物や昆虫が居る   など 

【人間関係】（計 17件） 

・返事があるので、挨拶しやすい 

・ありのままの人間関係 

・人が優しい・あたたかい・仲が良い 

・地域の人達と関わりが深い 

・近所付き合いをしっかりしている 

・交流しやすい     など 

【食】（計 2件） 

・めはりずしがおいしい 

・おいしいものがいっぱいある 

【観光】（計 2件） 

・世界遺産があるところ 

・各所に温泉がある 

【景観・その他】 

・目立つ建物がないので村と建物が一体化

している 

・静かで落ち着く、ほのぼのしている 

・全部 

36.7%

27.8%

37.8%

38.9%

12.2%

18.9%

25.6%

18.9%

30.0%

16.7%

16.7%

7.8%

7.8%

15.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

働く機会や場が豊富な村

どの世代もいつまでも安心して暮らせる

福祉の村

互いに助け合い、人を大切にする村

出身者以外の人も住みたい・

訪れたいと思う魅力あふれる村

移住者や短期滞在者等と村民の

交流が盛んな村

新たな技術や産業を生み出す

先進的な村

これまで受けつがれてきた自然や文化を

大切に守り育てる村

起業や地域づくりなど、

新しいことにチャレンジしやすい村

自然や歴史を活かして

子どもから大人が楽しめる観光の村

学びたいことや興味を深められる

教育・文化の村

子どもも高齢者も元気なスポーツの村

今のまま大きく変わることのない村

その他

不明 n=90
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②まとめ 

【現状】 

◆十津川高校生は、村外出身者（入学前の居住地が村外）が半数以上 

・高校入学前の居住地は、村内が 44％（40 人）、村外が 54％（49人）。 

◆十津川村は「自然の豊かさ」「まちなみや景観」「十津川村民（優しさ、付き合い等）」

が魅力。一方、買い物・医療の利便性、遊ぶ場所等への不満が高い 

◆十津川村唯一の高校として、十津川村の特色を活かした「選ばれる」教育が必要 

・入学理由については、「自宅から通うことができるから」「寮があるから」が 40％程度。

一方、「工芸について学びたかったから」「十津川らしい特色のある授業が魅力的だか

ら」という教育環境が 20％以下。 

◆今後（卒業後もしくは将来）、村内に住む（予定又は意向あり）高校生は約３割。 

・卒業後の進路は、村内就職が 12％、村外就職が 48％、進学（村外）が 34％。 

・卒業後の住まいについて、村内が 12％（11 人）、県内が 41％、県外が 46％。 

・卒業後村外に住む高校生のうち、将来村内に住みたい高校生は、18％（14 人）。 

◆多くの生徒が十津川村に従事してもよいと思う職業がある。村の資源を生かした職業

が人気 

◆村外出身の高校生が十津川村文化に触れる機会を増やすことが必要 

・村外出身の高校生は、村民との交流はあるものの、十津川村の文化である地域行事等

に参加していない。 

【今後の取り組みの方向性】 

・村内中学生も進学したくなる十津川高校ならではの特性づくり 

・十津川村の職を知り、就職につながる機会づくり（インターシップや職業体験実習等） 

・村の資源を生かした新たな職の創出（学生による製品開発や店舗運営、起業支援等） 

・十津川村の文化・精神を伝える教育の強化（地域行事への参加等） 

約 30％（25人） 
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３．移住者意見交換会 

（１）調査概要 

①趣旨 

十津川村では、村外に転出する人が多いが、一方で村外から転入する人もいる。十津川村、

村ぐらしを次代につないでいくためには、村ぐらしに魅力を感じる新たな村民を迎え、共に

十津川村ぐらしを支える仲間を増やしていくことが重要である。 

そこで、村に移り住む人を呼び込むしかけやサポートの必要性等を探るため、村に住む移

住者を対象に、移住のきっかけや村ぐらしの魅力、困りごと等に関する意見交換会を行う。 

②調査項目 

本人、家族等に 

ついて 

・性別、年齢、職業(現在・移住前) 

・出身地、居住地、居住歴、集落等での役 

・世帯構成 

・生活形態（2地域居住などか） 

・移住したきっかけ・理由 

・十津川村を知った・訪れたきっかけ 

十津川村ぐらしに

ついて 

・魅力に感じていること・移住してよかったこと 

・十津川村でぜひ残していきたい・守っていきたいこと 

（歴史・文化、こころ、集落でのしごと、技術 など） 

・子育て環境について感じること 

・今後の定住意向 

移住促進について ・移住者が増える・移住者が長く暮らすために必要だと思うサポート

や PRなど 

③実施日時・参加者 

実施日時 平成 27年 11 月 9 日（月） 午後 6：30～8：30 

場所 十津川村役場 1階 第 1会議室 

参加者 20 歳代男性（居住歴 6年）、30歳代男性（居住歴半年） 

30歳代男性（居住歴 1年）、30歳代男性（居住歴 4年） 

50歳代女性（居住歴 12年）、60歳代男性（居住歴半年） 
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（２）意見交換会まとめ 

①主な意見

移
住
の
き
っ
か
け

・水・空気・山など豊かな自然環境 

・昔ながらの生活・文化が根付いている 

・しっかりした地域コミュニティ 

・自給自足の暮らしを求めていた 

・村民との出会い・後押しがあった 

（移住を勧めてくれた、同じ志を持った人の存在など） 

・転職先があったこと 

移
住
促
進
・支
援

・十津川村ぐらしの魅力の発信 

（自然、絵になる風景、人のつながり、村民のたくましさなど） 

・村民が移住のコンセプトを共有することが必要（畑や空き家の活用の声かけ） 

・村民が十津川村のよさ・魅力を知る・感じる機会（移住者と住民の交流機会など）

・密に繋がり相談などのできる村民の存在 

・生活費などの具体的な暮らしの中身のＰＲ 

・安い家賃で住める住宅・若者が住める住宅 

十
津
川
村
の
魅
力

・豊かな自然（月・星、動物、遊び場になる） 

・自然の恵みで暮らせる 

・静かで、芸術作品など１人で物事を考える絶好の場所 

・自然・神様・仏様に感謝をする気持ちが伝承されている 

・村民との会話（天気、漬物等）や道普請などが生活に直結 

・やりたいと思ったことを実現できる 

・「本当の意味での自立」（エネルギー、野菜などを作れる） 

・村民のたくましさがある 

・五感の働く暮らしであり、最先端 

・村民同士が知っている安心感、心のつながりがある 

・引越しも近所の方が協力してくれた 

・地域みんなでこどもを育ててくれている 

・食費が下がった（魚は釣り、野菜は作るかいただく） 

・お金があまり要らないし、持っていてもしょうがない 

（まちではストレス発散でコンビニなどでお金を使っていた） 

村
ぐ
ら
し

・交流の場（音楽と酒を楽しめるバー、セッション など） 

・子育て世帯を増やすための施策（手当ての充実、0歳児保育） 

・道の改善（遠いことの辛さ、クネクネ道、通行止めなど） 

・産婦人科などのある病院 

・空き家の活用（改修補助、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱでの工事、ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ派遣） 

・仕事はいっぱいある 
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そ
の
他

・山の売買情報の公開、山の賃貸 

・山の境界の明確化 ・技術の伝承 

・起業のサポート（起業のディレクターなど） 

・観光客等向けに川遊びのレクリエーションを行いたい 

・十津川のもの（十津川材など）にこだわった施設等 

②まとめ（意見交換会を通して分かったこと） 

【今後の取り組みの方向性】 

◆移住の促進に必要・重要なことについて 

・具体的な十津川村ぐらし・魅力の発信 

・村にある様々なしごと情報の発信 

・村民が十津川村の良さ・魅力を知り、来訪者に伝えられる交流機会 

・移住者から村民に十津川村の魅力を伝えられる交流機会 

・村民同士が空き家等の活用を互いに声かけできるなど、移住のコンセプトの共有 

・移住者の住宅支援 

◆十津川村ぐらしで必要・充実してほしいことについて 

・豊かな自然との共生 

・豊かな自然と共生した村ぐらしの中で培われた生活の知恵・文化・心の継承 

・交流の場づくり 

・子育ての支援（手当て、保育環境の充実） 

・道の改善 

・医療機関・設備の充実 

・住宅の改修支援 

・起業支援 

◆観光客など来訪者へのもてなしについて 

・自然を活かした新たなレクリエーションづくり 

・「十津川産」にこだわる施設等 
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４．村民アンケート調査 

（１）調査概要 

①調査趣旨 

十津川村総合戦略は、村民の「十津川村ぐらし」に寄り添った計画であることが重要であ

る。村民生活実態調査では、世帯タイプごとに「十津川村ぐらし」の実態を把握したが、こ

れに加え、できるだけ多くの村民の十津川村ぐらしの状況やそれを支えるものを明らかにす

る。同時に、村民の幸せや村への愛着など村民の心情とくらしの状況等を指標化し、重要業

績指標（KPl）として設定するため、全村民を対象としたアンケート調査を実施する。 

さらに今後村や集落で行う取り組み等については、村民らと力を合わせてすすめていくこ

とが重要であるため、村民の関心度や参加意向等を把握した。なお、総合戦略（調査時点の

素案）に関する意見や提案については、「参考資料 12. 村民からの意見や取り組みの提案」に

とりまとめている。 

②調査対象 

村内の全世帯（1,753 世帯） 

③調査方法 

郵送配布・回収 

④調査項目 

本人、家族等に 

ついて 

・年齢          ・家族構成 

・居住期間        ・居住地 

十津川村ぐらしに

ついて 

・幸福度         ・村ぐらしへの愛着や誇り 

・やりがい生きがい    ・豊かさやゆとり 

・居住意向        ・暮らし続けるために必要な支え 

・村での出産       ・村での子育て 

十津川村の歴史

文化について 

・歴史や十津川弁、風習などの認知度、伝承 

・行事への参加 

村や集落の活性

化、の取り組みに

ついて 

・関心度 

・取り組みへの協力や参加 

総合戦略について ⇒参考資料 12.村民から提案のあった意見や取り組みへ 

⑤調査時期 

平成 28年 1月 25 日（月）～2月 5日（金） 

⑥回収状況 

有効回収数 409 票（回答率 23.3％） 
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（調査票） 
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（２）調査結果 

①集計結果 

問１ あなたの年齢について教えてください 

問２ あなたの家族構成について教えてください 

問３ 十津川村で暮らしている期間について教えてください 

問４ あなたがお住まいの区または大字を教えてください 

5年以内 6～10年 11～20年 21～30年 31年以上 不明 合計

22 13 22 32 315 5 409

5.4% 3.2% 5.4% 7.8% 77.0% 1.2% 100.0%

29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 不明 合計

1 17 23 50 91 94 129 4 409

0.2% 4.2% 5.6% 12.2% 22.2% 23.0% 31.5% 1.0% 100.0%

70 歳以上：54.5％（223人） 

「10 年以下」：8.6％（35人） 
年齢別にみると、「30歳代」9人、「40歳代」2人、「50歳代」6人、 
「60 歳代」14人、「70歳代」2人、「80歳代」2人 
⇒家族構成は「30歳代」：「親＋子(子は未成年)」7世帯が最も多い 

「60 歳代」：「1人暮らし」6世帯が最も多く、「その他」4世帯 

1人暮らし 夫婦のみ
親＋子（子
は未成年）

親＋子（子
は成人） 三世代 その他 不明 合計

116 152 27 66 15 25 8 409

28.4% 37.2% 6.6% 16.1% 3.7% 6.1% 2.0% 100.0%

神納川区 西川区 中野村区 東区 二村区 三村区 四村区 不明 合計

9 66 49 50 47 83 81 24 409

2.2% 16.1% 12.0% 12.2% 11.5% 20.3% 19.8% 5.9% 100.0%
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問５ 村での暮らしで幸せを感じますか 

問６ 村での暮らしに愛着や誇りを感じますか 

問７ 村での暮らしにやりがいや生きがいを感じますか 

4.4% 5.9%

46.9% 28.6% 12.5%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

幸せでない あまり幸せでない どちらともいえない

やや幸せ とても幸せ 不明

10.3%(42 人) 41.1%(168 人) 

(192 人)

34.7% 30.6% 18.1% 10.0%

2.9%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

感じる やや感じる どちらでもない

あまり感じない 感じない 不明

13.0%(53 人) 65.3%(267 人) 

19.3% 30.1% 24.0% 16.4%

4.6%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

感じる やや感じる どちらでもない

あまり感じない 感じない 不明

49.4%(202 人) 21.0%(86 人) 

とても幸せ 5pt、やや幸せ 4pt、どちらでもない 3pt、あまり幸せでない 2pt、幸せでない 1pt
として集計すると、幸福度の平均値は 3.4 
・年齢別にみると、「30歳代」3.4、「40歳代」3.0、「50歳代」3.3、「60歳代」3.3、 
「70 歳代」3.4、「80歳代」3.6
・暮らしている期間別にみると、「5年以内」3.6、「6～10年」3.2、「11～20 年」3.0、 
「21～30年」3.1、「31年以上」3.4

・「感じる」：幸福度別に見ると「とても幸せ」82.4％（42人）、「やや幸せ」49.6％ 
（58 人）、「どちらともいえない」17.7％（34人）、「あまり幸せでない」8.3％（2人）、 
「幸せでない」16.7％（3人）と割合が下がっていく 
・「あまり感じない」「感じない」：年齢別にみると、「40歳代」21.7％（5人）、「50歳代」
16.0％（8人）、「60歳代」23.1％（21人）と、他の世代より高い割合 

・「感じる」：幸福度別に見ると「とても幸せ」56.9％（29人）、「やや幸せ」29.9％ 
（35 人）「どちらともいえない」5.7％（11人）、「あまり幸せでない」4.2％（1人）、 
「幸せでない」5.6％（1人）と割合が下がっていく 
・「感じる」「やや感じる」：暮らしている期間別にみると、「10年以下」で60.0％（21人）
・「あまり感じない」「感じない」：年齢別にみると、「40歳代」26.1％（6人）、 
「50 歳代」26.0％（13人）、「60歳代」30.8％（28人）と、他の世代より高い割合 
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問８ 村での暮らしで、豊かさやゆとりを感じることがありますか 

⇒豊かさやゆとりは、どのような面で感じますか【複数回答】 

42.3% 28.1% 21.3% 8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

ある ない わからない 不明

(115 人) (87 人) 

（173 人） 

12.1%

40.5%

36.4%

75.1%

63.6%

53.8%

6.4%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経済的

精神的

時間的

自然

地域や

人とのつながり

食

（新鮮な野菜等）

その他

不明

（130 人） 

（110 人） 

（93 人） 

n=173

・「ある」：幸福度別にみると「とても幸せ」70.6％（36人）、「やや幸せ」72.4％（84
人）、「どちらともいえない」21.9％（42人）、「あまり幸せでない」29.2％（7人）、「幸
せでない」11.1％（2人）と割合が下がっていく 
・「ない」：年齢別にみると、「50歳代」34.0％（17人）、「60歳代」37.4％（34人）と、
他の世代より高い割合 
・「わからない」：年齢別にみると、「70歳代」28.7％（27人）、「80歳代」22.5％（29
人）と、他の世代より高い割合
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問９ これからも十津川村で暮らし続けたいと思いますか 

問 10 村で住み続けるには、支えが必要だと思いますか 

⇒具体的にどのような支えが必要か教えてください 

・移動の支援（69 件） ※うち 59件が 60歳以上 

（車で連れて行ってもらい用事をしたい、今のデイサービスや温泉に連れて行ってくれる
システム、老後の交通の便等） 

・買い物（40件） 

（近所に店（野尻・小井）、村営スーパー（折立・小原）、生活用品の購入の不備、販売品
が都市部より高価、買い物の支援（連れて行ってくれるサービス、買い物の補助など※
特に 70歳以上で多い）、集落で買い物ができる環境、移動販売（湯之原、猿飼、竹筒等）
等） 

・医療の充実（31 件） 

（往診、毎日診療している診療所・病院、夜間の緊急診療、歯科医、通院サービス等） 

・住民同士の支えあい（14件） 

（地域で支えあうシステム、地域の皆さんと助け合いながらの生活が必要、日ごろの付き
合い、互いに助けあう気持ち、住民の結束、声かけ、地域住民の物心の協力等） 

・高齢者福祉（11 件） 

（福祉に力を入れてほしい、介護サービス、自宅介護、高齢になって体が思うように行動
できない場合、笑顔で支えてくれる理解のある方 等） 

71.9% 18.0% 10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=317

必要 特に必要でない 不明

（228 人） 

(57 人) 

・「最期まで暮らし続けたい」：幸福度別にみると「とても幸せ」56.9％（29人）、 
「やや幸せ」53.8％（63人）「どちらともいえない」38.0％（73人）、 
「あまり幸せでない」12.5％（3人）、「幸せでない」27.8％（5人）となっている 

・「元気なうちは村で暮らし続けたい」：年齢別にみると「60歳代」39.6％（36人）、「70
歳代」41.5％（39人）、「80歳代」32.6％（42人）と高齢者で特に多い 
・「村外に引っ越したい」：幸福度別にみると「幸せでない」22.2％（4人）、 
「あまり幸せでない」16.7％（4人） 

43.0% 34.5%

7.3% 2.7%

7.6%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

最期まで暮らし続けたい

元気なうちは村で暮らし続けたい

仕事や家庭の事情等により、村外に引っ越すと思う（予定がある）

村外に引っ越したい

わからない

不明

10.0%（41 人） 

（176 人） 
(141 人) 
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・子育て支援（9件） 

（０歳児保育・長時間保育、園児数の下限を設定しない保育所、子どもの見守り、子育て
の手助け、子どもが遊べる公園、子どもと親が安心して過ごせる居場所 等） 

・一人暮らしの高齢者等の見守り（8件） 

（電話したり、元気かどうか声をきく、訪問してくれるサービス、数十年前にしていた一
人暮らしの方がすぐに連絡できる方法 等） 

・高齢期の住まい（7件） 

（高森の郷に入りたい（3件）、介護施設の増設、動くことが困難になった時のもう一つの
いえの支えが必要、共同住宅、みんなで暮らす集落等） 

・しごと（6件） 

（仕事の斡旋、働ける場所を増やしてほしい（50歳代２名、30歳代１名、不明１名）、子
育てしながらもはたける職場、収入が不安定 等） 

・生活のサポート（5件） ※すべて、50歳以上の回答 

（身体が不自由になった時の身の回りの世話、買い物・入浴・病院・ゴミ出しをしてくれ
る人がほしい、一人での生活が不自由になった時の支援等） 

・バス（3件） 

（交通手段のバス本数と乗車料が高い、バス停まで遠い、どこでも止まってほしい） 

・教育（3件） 

（教育の充実、習い事がいっぱいあればよい、小中学生の学力を何とかする取組） 

・相談相手（3件）   ※回答者は高齢者に限らない 

・水（3件） 

（水道工事（重里）、水が来なくなったとき、出るようにタンクやホースを見てくれるサー
ビス、山から取っている飲料水を我が家まで連れてこられるか、一番の心配） 

・集まれる場所（2件） 

（他の人とあえる場所（70歳代）、近所の人と話したり、遊んだりできる場所（80歳以上）） 

・家の掃除、草刈り等（2件） 

・農林業（2件） 

（農林業に対し、適切な援助・指導、山の境界図面作成支援） 

・住まい（2件） 

・自然災害の対策（2件） 

・健康長寿のための運動・レクリエーション（1件） 

・高齢者のやりがい生きがい（1件） 

・食事サービスの提供ができる人（1件） 

・ATM（１件） 

・仕事の関係で転勤等がつきまとうが、そうなった場合には村・村民が署名活動をする

等して村にとどまれるようバックアップしてほしい（１件） 

・道路整備（1件） 

・家の前まで車道がほしい（1件） 

・空き家周りの草刈り（1件） 

・活発で張り合いのある心の支え（山の景気回復）（1件） 

・高齢者に対する気配り、やさしさ（1件） 

・大字の統合。国道近く、役場近くに人々を集めて、村の無駄な経費をなくし、村を豊

かにする（1件） 
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問 11 村内の別の大字や集落への引っ越しを考えることはありますか 

⇒引っ越しを考える理由や引っ越し先としてよいと思う大字等を教えてください 

問 12 現在考えている引っ越し先の候補等があれば、差し支えのない範囲で教えてくださ

い（問 9で「仕事や家庭の事業等により、村外に引っ越すと思う（予定がある）」も

しくは「村外に引っ越したい」と回答した人のみ）

＜回答内容＞ 

・奈良市（4件）   ・子どもの近く（4件） 

・生活利便性のよいところ（2件） ・簡易水道のあるところ 

・大和高田市（2件）   ・桜井市    

・大阪    ・京都府内 

・実家    ・街     

・わからない（2件） 

＜回答内容＞ 

（理由） 

・実家や親戚がいるから（2件） ・不便だから（2件） 

・病院    ・生活環境の見直し 

・災害への恐れ（土砂ダムがあるから、水害が怖いから） 

（引越し先）※複数回答含む

・小原（4件/医者に近いなど便利だから） 

・平谷（3件/医者に近いなど便利だから/国道沿い/学校に近いから） 

・折立（3件/医者に近いなど便利だから/学校に近いから） 

・高滝（実家があるから） ・上野地（医者に近いなど便利だから） 

・便利なところ（2件） ・国道沿い（2件） 

・温泉のあるところ（2件） 

・平地、安全な場所、人が集まっている場所、病院の近く 

・娘の近く 

・雨や地震等に心配のない土地が理想。子どもたちが「十津川で家を建てたい」

と言っても考えてしまう  等 

5.7% 88.6% 5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=317

ある ない 不明

(18 人) 
(281 人)
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問 13 今後の住む場所を決めるときに、どなたと相談して決めるかや、何を重視して決め

るか等、差し支えのない範囲で教えてください 

＜回答内容＞ 

（重視すること） 

・生活に便利なところ（7件）  ・病院の近く（5件） 

・子どもの進学先や通勤先の状況（4件） 

・親の介護や、子供の将来など、そのときに大事なこと（3件） 

・老後、安心できる施設のある場所（2件） 

・道路の便利さ。通勤の便利さ。（2件） 

・こども、孫等の親戚が近くに住むところ（2件） 

・わからない（2件） 

・子供が教育を受けやすく、雇用、生活が安定している場所 

・保育費が安い地域、環境の良い地域、 

・副業的自家代出林業ができる 

・災害のなさそうなところ  ・簡易水道がある 

・日当たりが良いところ 

・大字のつきあいがしやすいところを選びたい 

・今後も住み続けられること 

（相談相手） 

・子ども（14件）   ・家族（13件） 

・夫婦間（12件）   ・兄弟（2件） 

・相談する人がいない（2件）  ・病院（2件） 

・自分で決める 
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問 14 村で安心して出産できると思いますか 

⇒理由 

2.2% 3.7%

10.8% 15.9% 32.3% 35.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

そう思う やや思う どちらでもない

あまり思わない そう思わない 不明

48.2%（197 人） 5.9%（24 人）

＜回答内容＞ 

（「そう思う」「やや思う」と回答した人） 

・子育て支援も医療費も助成があるので安心して出産ができる 

・自然がよいから    等 

（「そう思わない」「あまり思わない」と回答した人） 

・村内に出産できる施設、設備がない（34 件） 

・産婦人科が遠い（29件） 

・産婦人科の医師、助産師がいない（6件） 

・産婦人科までの交通手段や負担が課題（3件） 

・病院まで遠く、車中出産の可能性など考えると怖い 

・急変時の対応や医療体制の不備（2件） 

・安心して出産できるシステムがまったく確立されていない 

・すぐに病院に行くことができない 

・土砂が崩れ、道が通れなくなった 

・道路の交通規制が多すぎるから 

・道が悪い 

・妊婦健診の補助が後払い 

・村での出産はできないのに、補助は半額しか出ないのが・定期健診に行くの

に１日かかり、お腹が大きくなれば、夫に仕事を休んでもらうしかない。 

・病院への搬送時間、定期検査、受診のための時間が必要 

・村外でも産科がすくない 

・村の将来に不安を感じる 

・せめて産婆さんがいればよい   等 



82 

十津川村

問 15 村での子育てに魅力を感じますか 

⇒理由 

7.6% 16.4% 16.9% 13.0% 8.3% 37.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

感じる やや感じる どちらでもない

あまり感じない 感じない 不明

21.3%（87 人） 24.0%（98 人） 

＜回答内容＞ 

（魅力に感じる理由） 

・自然の中での生活は子供の情操に良い、のびのびとそだてられる（17件） 

・周りの大人が子どもを見守っているなど、大事にしてくれている（4件） 

・学校や保育所は少人数で、先生の指導がいきわたる（2件） 

・地域とのつながりが見える（2件） ・地域の人々の素朴さ、素直さ 

・温泉や温泉プールがある  ・安全で危険が少ない 

・地域の諸行事を継承すること  ・気楽に育てられる 

・田舎でしかできないことがたくさんあり、そこが魅力  等 

（魅力に感じない理由） 

・子どもの数が少ない（団体競技や切磋琢磨しにくい、友人が少ない）（14 件）

・同年代の子どもが少ない、近所にいない（4件） 

・医療面の不安がある（小児科が診療所にあったらよい）（4件） 

・山はあるが、自然に触れ合うことや自然遊びがあまりできない（2件） 

・塾や習い事がない・少ない（2件） 

・学校がない・遠い（2件） 

・少人数もよいが、大人数の中で淘汰されることも必要 

・子どもがかわいそうに見える 

・のびのび育てられるが、勉強・学力面では街との差が激しい 

・０歳児保育がないことに加えて、村っこ広場も毎日はしていない 

・学童保育 

・村としての子育て支援には不満がある 

・他の市町村の方が子育て支援が豊富 

・子供たちに対しての設備やサービスが少ない 

・協力してもらえる環境が少ない 

・もっと村の歴史等を伝承する取組が必要 

・子供が少ないのは仕方ないが、学校が地区から消滅したのは最悪 

・遊ばせる公園がなく、交流の場も少ない 

・買い物するのにも物価の問題等がある 

・大学に行かせる場合に費用が掛かる。 

・教育が充実していない 

・交通面 

・何をするにしても村外に行く必要があり、遠い 

・道が悪い     等 
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問 16 村の歴史や十津川弁、昔から続く風習（集落の神事やお祭り、道普請、葬儀など）

についてお伺いします 

（１）村の歴史や十津川弁、昔から続く風習を知っていますか 

（２）村の歴史や十津川弁、昔から続く風習を後世に伝えていきたいと思いますか 

問 17 集落や村の行事にはどれくらい参加していますか 

48.2% 36.9% 10.5% 4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

だいたい知っている 少し知っている あまり知らない 不明

（197 人） 

(151 人) (43 人)

32.5% 42.1% 18.1% 7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

積極的に参加している 時々参加している あまり参加していない 不明

74.6%（305 人） 

(74 人) 

57.7%

4.9%

30.8% 6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

伝えていきたい 伝えていきたいとは思わない わからない 不明

（236 人） 

(126 人) 

（20 人） 

・「だいたい知っている」：年齢別にみると、「30歳代」11.8％、「40～60歳代」40.0％
前後、「70歳代」50.0％、62.0％と割合が高くなる。 
しかし、「少し知っている」をあわせた割合は、どの世代も 80％以上 

・「積極的に参加している」「時々参加している」： 
村に対する愛着や誇りを感じる度合い別にみると、「感じる」81.7％（116人）、
「やや感じる」82.4％（103 人）、「どちらでもない」67.6％（50人）、 
「あまり感じない」56.1（23 人）、「感じない」58.3％（7人）と割合が低くなる
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⇒「3.あまり参加していない」方の参加しない理由をお教えください 

問 18 村や集落を活性化する取り組みに関心がありますか 

n=74

＜「その他」の回答内容＞ 

・高齢のため（10 件）    ・身体が悪いため（7件） 

・外に出かけるのが億劫になった（2件） ・外に出て人に会いたくない 

・遠いから     ・わからない 

・障がいがあるので自分で行動できない ・なかなか外出できないから 

・生活の都合で村外へ出ることが多い  ・交通の便、知人が少ない 

・家を出ていくのが大変だから   

・移住したばかりだが、積極的に参加したい 

・参加する行事がない 

・地区の清掃のみ参加      等 

25.7%

5.4%

29.7%

4.1%

37.8%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事や家事、

学業などで忙しいから

子育てや介護などで

外出できないから

興味がない、

楽しさを感じないから

準備などが面倒だから

その他

不明

（19 人） 

（22 人） 

（28 人） 

35.7% 40.6% 11.7% 12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=409

関心があり、協力や参加したい

関心はあるが、協力や参加はむずかしい

あまり関心がない

不明

（146 人） 

(166 人) (48 人) 

・「関心があり、協力や参加したい」：年齢別にみると、「30歳代」11人、「40歳代」5
人、「50歳代」21人、「60歳代」40人、「70歳代」29人、「80歳代」38人 
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⇒「1.関心があり、協力や参加したい」方は、どのような取り組みに協力や参加したい

ですか 

23.3%

50.7%

32.9%

41.1%

33.6%

11.0%

21.9%

14.4%

8.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親子が集う交流の場づくり

集落を見守る活動

野菜づくりや郷土料理教室

十津川産の食材や木を使った

土産づくり

集落行事等での観光客の受け入れ

集落の生活やルールを紹介する

冊子づくり

移住者との交流

その他アイディア

不明 n=146

（49 人） 

（74 人） 

（48 人） 

（60 人） 

30 歳代 8人、80 歳以上 11人

50 歳代 14人、60歳代 21
人、70歳以上 35人 

70 歳以上が 25人と多いが、
30・40 歳代も 7人 

50・60 歳代で 23人と多い

＜「その他」の回答内容＞ 

・昔からの体験話や歴史、文化、盆踊りの伝承・発信（3件） 

・川等の清掃活動（2件） 

・アウトドア体験のできるところや機会をつくる（2件） 

・愛村心を育成する村史の教育 

・集まる場所（図書館など）づくりや交流会（3件） 

・テレワークやサテライトオフィス 

・山道等の昔の生活道の整備（昔の生活道は観光資源だと思う） 

・村の魅力再発見ツアー 

・温泉プールの活用 

・空いている畑を集落で借りて有効活用し、できた作物を販売 

・十津川村の人が幸せと思えること。話を聞いて解決してくれる所や人 

・人とのぬくもりの中でたくましく育つ子育て 

・新たな価値を生み出すようなことをボランティア（自然大好き人間の呼び込み）

・来てくれた人を大事にする。Creative Village 構想。村の文化を変え、国際人とい

う心をもつ 

・①ほたるの群れが飛ぶ里、②季節ごとの花や紅葉のある心癒せる里、③村外から

山菜を求めてくる人のための場所づくり、④名物料理づくり 

・何か村全体で取り組めるもの    等 
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問 19 村での暮らしの中で幸せや、やりがい、生きがいを感じるのは、どのような時か 

○畑しごと（58件） ※全回答が 60 歳以上 

（汗を流して収穫を喜ぶ/先祖及び神恩に感謝等） 

○野菜などをあげる（もらう）（53件）  ※48 件が 70 歳以上 

（畑で作った野菜を送ると喜んでくれる/おいしい野菜をいただいたとき。いつか自分もおいし
い野菜を作れるようになりたい等） 

○地域でのふれあい・つながりがある（38件） 

（集落の方々との触れ合いも楽しい/この集落ではいつでも気楽に助け合い、話し合いができる
/地域の方々に出会えば声をかけてもらえたり、野菜はあるかと心配してもらえたり、子ども
を診療所まで車に乗せてもらったり、つながりがとてもありがたく幸せ等） 

○自然（23件） 

（おいしい水や野菜などを食べたり、美しい自然や動物を見られたら、ほっとできたり、感動

できる/四季を感じながら生活できる/空気や水がおいしい/きれいな星空がみえたとき等） 

○子どもが自然の中で育っている（18件） 

（子どもと自然の中で暮らしていける/子ども同士で楽しく自然の中で遊んでいるところを見

ているとき等） 

○感じない（16件） ※60 歳以上が 12 件 

○子どもたちが集落の方に見守られて育つ姿をみること（14件） 

（集落の方々に見守られて育つ姿を見るたび幸せを感じる等） 

○行事・共同作業（13件） 

（地域の人が協力し合って行事を行ったり、一つのものを作り上げていく過程でお互いの良さ

を知ったりしたとき/地区住民が集まる行事/昔より引き継がれている宮行事、あるいはサロ

ンに出席することがささやかな生きがいと感じている等） 

○村民同士の支えあい（11件） 

（となり近所の助け合い/・若い方が家を訪ねてくださったり、受け入れてくださること等） 

○温泉・温泉プール（10件） 

（温泉や温泉プールなどもあり、健康維持もやりやすい/ゆっくり、温泉等に入れる等） 

○ゆっくりと流れる時間（9件） 

○自身が集落や村のためになっているとわかったとき（9件）  

（いろんなことで悩んでいる人の話をじっくり聞いて、少しでも相手の人の気持ちが和らぎ、

聞いてもらってよかったと言われたり、年配の方から頼られたりするとき/さまざまなイベン

ト等でのボランティア活動を通じ、自分が持っている能力や自分の活動が生まれ育った地域

に還元され、地域のためにわずかでもプラスになるという事自体が最高に気持ちいい/地域の

行事等に参加し、人々との触れ合いの中で、自分の存在意義を確かめられたとき等） 

○受け継いだ山林、畑、家屋などの維持（7件）  ※4件が 80 歳以上 

（先祖から受け継いだ家がある/家を守り子や孫がいつでも帰ってこれる場所を作ること等） 

○子どもの成長（6件） 

○仕事（5件） 

○趣味（5件） 

○十津川村のよさをＰＲできる、自慢できる（5件） 

（十津川の自然の良さを旅行者にアピールし、喜んでくれるとき/町の友人が遊びに来て喜ぶこ

と等） 

○料理等の手作り品をあげる（4件）  ※全回答が 60 歳代以上 

○村民の人柄（4件） 
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○安全（3件） ※59 歳以下 

（都会と違い防犯や事件など、安心して暮らすことができる/自転車に乗っていても危険性が少

ない等） 

○先人の偉業（2件）  

（先祖の地で住めるということ/先人の偉業に接したとき） 

②まとめ 

【現状】 

◆「幸せ」（「とても幸せ」が約 1割(51 人)、「やや幸せ」が約 3 割(117 人)）と感じる村民は、

半数に満たず、どちらともいえない村民が多い 

◆村民の幸せの支えとなっているのは、自然・畑、村民同士のつながり、行事等の文化 

・村での暮らしに「愛着や誇りを感じる（やや感じる含む）」村民は、65.3％（267 人）、 

「やりがいや生きがいを感じる（やや感じる含む）」村民は、49.4％（202人）、「豊かさ

やゆとりを感じる」村民は、42.3％（173 人） 

・豊かさや幸せ、やりがいを感じるのは、自然、畑しごと、村民同士のつながり、食、

引き継がれてきた行事等の共同作業が多い 

・村の歴史や文化（方言、風習等）は、年齢によって熟知度が異なるものの、知ってい

る人が大半で、後世にも伝えていきたいと思っている村民が多い 

◆最期まで暮らし続けたい村民は、半数に満たず（43.0％・176 人）、高齢者は健康状態に

因る。村で住み続けるには、「移動」「買い物」「医療」等の日常生活の支えが特に必要 

・50 歳代以上の年齢になると、「元気なうちは村で暮らし続けたい」割合が高くなり、

特に 60歳代以上の各年代で 30～40％程度。 

◆村での出産への安心度は低いが、自然と村民とのつながりの中での子育ては魅力的 

一方で、子育て世帯への支えも求められる 

・住み続けるための支えとしては、40 歳代以下の若年世代では、子育て支援（手助け、

保育、居場所等）、働く場が多い 

◆村や集落を活性化する取り組みに協力や参加したい村民が 146 人（/409 人） 

集落の見守りや野菜づくり・郷土料理、土産づくり、観光客の受け入れ等が多い 

【今後の取り組みの方向性】 

・村民の幸せを支える自然、村民同士のつながり、行事等の文化の支えと継承 

・村民が最期まで暮らし続けられるよう、日常生活サービスの充実 

・妊娠期と出産のサポート 

・自然の中での子育ての魅力の向上、子と親が安心できる保育と憩える場 

・村や集落等の取り組みで村民と協力しあえるしくみづくり 
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村民からの意見や取り組みの提案等

総合戦略の策定にあたっては、村民の方からの意見も募集し、「こころをあわせていく」ため、

「十津川村総合戦略概要版（案）」を配布し、村民アンケート調査とあわせた意見等の募集を行

いました。 

回答のあった意見や提案などを暮らしのテーマごとにとりまとめた概要は次のとおりです。 

【村民からの意見や取り組みの提案のまとめ】 

（村民アンケート調査：問２０「村の人口減少問題や地域創生推進課が作成した総合戦略（案）

についてご意見・ご感想等あれば教えてください。」） 

◆ 生活環境について 

○空き家や既存施設を観光施設や交流会、合宿所等に活用（5件） 

（２１世紀の森をレストランやキャンプ場、宿泊施設、イベント会場等に、武蔵小学校を図

書館などに、交流会を開く（参加したい/80 歳以上）、旧小学校跡を合宿場所等にして星空・

山の暮らしなどをアピール等） 

○道路の整備をすすめてほしい（5件） 

○買い物施設が必要（4件） 

（村内北・中・南で早朝から営業しているコンビニ的な店、商店では品物が揃わない等） 

○集まって住むようにする（3件） 

（一人でも多く、一軒でも多く近くにいれば心強い、世帯の少ない大字は近隣の大字と合併しては等） 

○道路の安全性を向上（3件） 

○医療の充実（3件） 

（大きい病院が遠いので不安、村外病院までの交通費の補助等） 

○村民が交流するイベント等が必要（3件） 

（字でのレクリエーション、花見、グランドゴルフ・卓球・バレーボールなどの開催、集落

の集まりごとが増えればよい） 

○商品等の価格が高い（2件） 

○空き家を借りやすいように（2件） 

○村民の娯楽が必要（2件） 

○ふれあい共通商品券をもっと流通できる工夫が必要 

○健康、生きがいづくりを推進 

○若年世代向けの住宅/安い住宅 

○村北部にも村営住宅を（シイタケ栽培の起業とあわせる） 

○空き家を活用した住宅（家賃の数年間の無料、改築費の補助等） 

○道の景観の改善 

○村民同士のつながりが希薄 

○絵画等の鑑賞施設をつくっては 

○葬儀場 
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◆ 子育てについて 

○子育てへの手当ての充実（5件） 

○子どもの遊ぶ場所の充実（4件） 

（安心して遊べる場所、友達と集い、学び合える場所、自然を使った公園、遊具が充実した公園等） 

○保育環境の充実（働く母親の支援）（2件） 

○子育てに対する村の理解（2件） 

○産婦人科・出産できる施設が必要 

○十津川高校に進学する村内出身者の少なさを改善 

○自然の中で子育てができる環境づくり。学校統合を有効活用 

○子育てに魅力を 

○病児保育、図書館、くもん、そろばん教室、ピアノ教室、プール教室など 

◆ 結婚について 

○結婚のきっかけとなる見合いなどが必要（3件） 

◆ 高齢者の住まいについて 

○高齢者が集まって住めるところが必要（3件） 

（買い物や病院への足などもあわせて考えてほしい等） 

○老人ホームがほしい（3件） 

（老人ホームが１ヶ所のみでは心配、北部にもほしい） 

◆ 移住について 

○移住者を受け入れる交流会（参加・協力したい）（5件） 

○移住体験・民泊（3件） 

○移住者を呼び込む住宅（空き家活用(5 件)、シェアハウス、アパート） 

○村全体が「受け入れる」心、「村が変わっていく」ことを受け入れる心をもつべき（2件） 

○移住者を呼び込むＰＲが必要（Ｉ・Ｕターン説明会、村ぐらしのコマーシャル等）（2件） 

○移住を受け入れるのは地域的に難しい（滝川） 

○行事や地域活動の取り組みを受け入れる（重里） 

○受け入れやすい環境「移住しても生活できる」と思ってもらえる環境が必要 

○移住希望者を集めて空き家見学会等 

○温泉や林業、木工づくり、その他の職の時間給を少し高くして呼び込む 

○芸術村的なものを作り、若い芸術家の人に移住してもらう。（田舎ならではの芸術） 

○家の補助 

○村外に住む出身者に帰ってきてもらうための手当て 

○通勤者の定住化 



90 

十津川村

◆ しごとについて 

○移住者や村外に転出した人、若者が就けるしごとの充実が必要（15件） 

（インターネットを活用したＩＴ関連の仕事、田舎でも関係なくできる仕事（システム）、
安定した就労先、若者らが就けるしごと、給与を上げる、登録性などのワークシェア、
新しく職場をつくるため協力できることがあればやる（40歳代）等） 

○起業支援が必要（2件） 

○企業の誘致（2件） 

◆ 村の伝統的産業等の継承について 

○村内産業（なめこ、養魚場、こんにゃく、そうめん等）の後継者育成（3件） 

○定年後の村民も働けるしごと（野菜づくり等）（2件） 

◆ 森林の再生・森林関連産業の活性化について 

○森林関連産業の活性化（9件） 

（山に携わる仕事を増やし、働く人を大切に、山林所有者向けの副業的自伐林業、「ＮＰＯ法人土佐
の森・救援隊」の様な活動、もっと木を切って十津川を潤してほしい、林業に対し交流会等） 

○森林の再生（7件） 

（休耕地や杉・檜が集落に迫っている場所の活用、里山再生、杉やヒノキが多すぎると思
う。雑木と半々くらいにする、山々、畑等を何とかしてほしい、「郷土の山林は宝の山だ」
をコンセプトに、宝の山で利益をあげ、山を育て、改造等） 

○森林関連産業の強化（4件） 

（十津川村の山林を世界に宣伝、６次産業化を行う決意を身を切ってでも人々に示す必要
がある、６次産業化の体制づくり、腐葉土生産・チップ材活用等） 

○森林関連産業に就く若者等の育成、十津川高校との連携（森林科学研究等）（3件） 

○自然再生エネルギーを推進（木質バイオマス、小水力発電、温泉熱等）（2件） 

○鳥獣害対策 

◆ 十津川村の食・温泉の活用について 

○温泉施設を増やす、キレイにする（中野村区につくる等）（3件） 

○温泉や水の売り込み（2件） 

○温泉を活用した観光コース・メニューづくり（食事と合わせた観光など）（2件） 

○ジビエの食を推進、食肉加工施設が必要 

○十津川料理大会にする 

○温泉効能のＰＲ 

○温泉の開店時間を伸ばす 
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◆ 観光について 

○新たな魅力づくり（5件） 

（玉置神社付近の村有林の一角を桜の名所に、作業道を遊歩道にする、オフロードコースづくり、

玉置山にケーブル、キャンプ・アウトドア・釣りなどの体験、地域独特の野菜等の栽培、古道や

山岳の案内、行事や史跡、文化財を活かす、ホタル飼育（平成28年度には始めたい）等） 

○観光客等を呼び込むイベントの開催（フリーマーケット、行事を増やす等）（3件） 

○村民との交流（2件） 

（リピーターを我が家に泊めたい（60歳代）、県内外の人が遊びを通じて気軽に集えるところ） 

○村外の学生らの学習、合宿の呼び込み（2件） 

○観光客が村内を回遊できる仕組み（乗り合いタクシー） 

◆ 総合戦略等の取り組みについて 

○村民一人ひとりに目を向けた取り組みを（7件） 

（村民の生活を丁寧に知るべき、村民の一人一人がここに住んで、そして守ってゆくという

気持ちを育てることが大切、どんな人にも優しい村づくり、村人が住み続けられる村づく

り 村人がかえってきたくなる村づくり 十津川よ、永遠なれ等） 

○村を活性化するために村民との意見交換が必要（6件） 

（世代間のギャップを埋める、産業等がより活性化する方法を意見交流、公職者が月１回く

らい区単位で村民の意見を聞く等） 

○村民に見える取り組みを（2件） 

（改善されたことを胸を張って示し、広報する、村民に見える村づくり） 

○取り組みを確実に推進（2件） 

（責任者を適切任命し、適切な権限を、村民・行政も含め粘り強さが足らない） 

○村民が力を合わせて盛り上げられるように（2件） 

（いかに「地域を盛り上げるんだ」という気持ちで村民が力を合わして盛り上げていくかと

いうボランティア精神、歴史ある私たちの村をみんなで頑張りたい。 

○若い人の意見を取り入れてほしい（2件） 

○自然を大切にした取り組みを（2件）（自然を活用した・大切にした施策も含めた計画） 

○総合戦略（案）はよい（2件） 

○調和のとれたバランスの良い村に発展 

○人口が少ないなら、少ないなりの「豊かさ」というものもある。無駄を省いて効率よい事

業や活性化の活動を 

○少し大胆なことでもよいのでは 

○教育の学力充実、食の確保、医療の充実（科目の拡大）、介護施設の拡大、充実、郷土愛育

成のための村史（近隣愛や誇りをもてる故郷）の徹底教育が必要 

◆ その他

○泉湯の駐車場が２台しかない。庵の湯の階段が長く、足の不自由な人に配慮を 


