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辺 春 地 域 振 興 計 画

１．はじめに

私たちの辺春地域は、国道３号が地域の中央を南北に縦貫し、それに沿って清流辺春川が流

れる緑豊かな地域です。

産業は、以前はみかんと筍を中心とした農業が中心でしたが、現在ではみかんの一部がキウ

イに変わり、筍は衰退し、菊、なす、きゅうり、イチゴなどの生産量が増えてきました。しか

しながら、農業従事者はその殆どが６０歳以上であり、今後農地の荒廃と産業の衰退が心配さ

れます。

一方で、高齢化が進み老人

世帯が年々増加しています。

また、子供が少なくなり、小

中学校は光友地区(立花小学

校、立花中学校)へ統合されま

した。これらの問題は今後ま

すます心配されるところで

す。

そこで、辺春地域の将来を

考え、今後辺春地域振興会議がどのような政策をしていくべきなのか、地域皆様よりアンケー

ト調査に協力していただき、その結果に基づき、この計画を立てることにしました。この計画

の策定に当たったのは、辺春地域振興会議の役員及び集落区長で構成する地域振興計画策定委

員です。

この計画案を熟読され、私たちの明るい未来を実現するため、皆様のご協力を切にお願いい

たします。

２．基本指数

①私たちの地域の

世帯数と人口

世帯数 男 女 計 65歳以上 高齢化率

辺春一区 210 258 303 561 211 37.6%

辺春二区 143 189 215 404 130 32.2%

辺春三区 169 241 270 511 200 39.1%

辺春四区 108 151 172 323 130 40.2%

辺春五区 150 190 211 401 179 44.6%

合 計 780 1029 1171 2200 850 38.6%



私たちの地域は全体で

も高齢化率が４０％近く

になっており、国道３号線

から谷沿いに入った集落

では、６0％近くの区もあ

ります。高齢者対策は最重

点課題といえるでしょう。

②地域の特徴

辺春地域は南北に辺春川

が流れ、地域の殆どが急傾斜地区で、森林と竹林が大半を占めています。耕作地は、段々

畑が中心となっていますが、竹林が多くその殆どが耕作放棄されています。竹は他の植物

に比べ樹勢が強く、回りの畑に及ぼす影響が大きい現状です。また、猪が急激に増加し、

果樹、野菜、筍等への被害が甚大となってきています。

辺春川沿いに走る国道３号は、主要道で交通量も多く、地域内では歩道がない区間があ

り、且つ急カーブが多いため、しばしば交通事故が発生しています。また、買物や医療機

関がある八女市や山鹿市への国道３号以外の代替道路がないため、一度交通事故があれば

交通手段が絶たれ、非常に危機的な状況にあります。

３．基本指針

○安全・安心の地域づくり

○ゆとりある生活ができる農業・産業の確立

○地域住民がお互いを尊重

し、助け合うコミュニテ

ィ形成

４．行動すべき項目

○高齢者の福祉・介護対策

○ゆとりある生活ができ

る農業の振興

○耕作放棄地対策

○道路整備

○危険箇所の解消



○雇用の場所の確保

○地域住民相互の交流・親睦

５．具体的取組

①高齢者の福祉・介護対策

地域内の高齢化率は非常に高く、しかも山間部の地域では空き家が多くなり、地域コミ

ュニティも破綻してきています。

元下辺春小学校には、多機能型老人福祉施設の誘致を、元上辺春小学校には、医療法人

天神会による診療所を誘致しましたが、まだ空き施設があるため、独居老人や高齢者が共

同生活できる施設の整備など市に要望していきます。

また、介護等にかかる費用が高負担とならないよう、併せて要望していきます。

②ゆとりある生活ができる農業の振興

高齢化により筍園の管理ができなくなってきています、また農地の基盤整備ができてい

ないため、高収益型の施設園芸もできない地域があります。地域の特性にあった農業の振

興を市やJAに求めていきます。一方中山間地の田畑は、高齢化によりますます耕作放棄が

増えてきています。管理ができるような中山間地保障制度の充実を求めていきます。

更に高齢化とともに、自動車運転免許の返納など、自動車に乗れない高齢者にとって毎

日の食料や生活物資の購入が困難な人が多くなってきます。この買物困難者の対策も検討し

ていきます。

③耕作放棄地対策

農業就労者の高齢化と後

継者がいないことで、中山間地

の田畑は、益々耕作放棄されて

いきます。そうすると耕作して

いる農地に猪等の獣害が発生

する悪循環となります。

できる限り耕作放棄とならな

いよう、市やJAに利用権設定

の推進を働きかけるとともにオーナー園制度の利用などを推進します。



猪等による農作物の

被害が例年増加する傾

向にあり、ワイヤーメッ

シュによる農地の囲い

込みも勧めますが、箱わ

なによる猪捕獲数を増

やし、作物被害を最小に

抑えていきます。そのた

めに箱罠狩猟免許の新

規取得を推進します。

④道路整備

国道３号は、九州の大動脈であり昼夜を問わず大型貨物車両が通行する中、私

達にとりましては、日常生活や通勤通学において不可欠の道路であります。

しかしながら、山間部特有の地形から急カーブが多く交通事故の多発と共に、一部歩

道の未設置個所もあり地域住民の生活に影響を与えております。

また、主要地方道や集落内の市道においても狭小部や見通しが悪い処が多く、これらの

道路整備を関係機関に強く要望していきます

⑤危険箇所の解消

大半を山間部が占める私たちの地域は、急傾斜地に伴う土砂災害警戒区域等の指定が至る所になさ

れ、近年のゲリラ豪雨にも対処できる整備を関係機関に強く要望していきます。

加えて、私たちも消防団等との連携により、自主防災訓練の実施や隣近所の声かけ運動等、住民間

の不安解消に積極的に取り組みます。

また、分散集落が多く、夜間の集落間の往来に必要な照明灯の設置を今後も進めていきます。

⑥雇用の場所の確保

辺春地域には、安定して雇用する事業所が少なく、若い人は市外に通勤を強いられてい

ます。

辺春中学校跡には「㈱バンブーテクノ」など企業の誘致ができましたが、まだ上辺春小学

校の一部や下辺春小学校の一部など、空き施設がありますので企業などが進出してくるよう

市に働きかけていきます。

⑦地域住民相互の交流・親睦



高齢化と老人のみの世

帯の増加により益々外出が

少なくなり、近隣者同士で

も親睦・交流が少なくなっ

てきます。そうすると都会

であっているような孤独死

も現実的になります。

そこで、辺春地区敬老会、

辺春地区体育祭や蛍祭り

をはじめ、地域住民が一緒

に交流する場を作りながら、地域住民間の交流につなげていく必要があります。



辺春地区実施計画書

施　　策 具　体　的　な　取　組　み 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

国道３号線の改良工事 市・県等に要望 生活安全部会

集落道の離合できない箇所の拡張 市・県等に要望 生活安全部会

夜間照明が少なく暗い所に照明を設置 振興会議 生活安全部会

市道で急カーブで危険な所の解消 市・県等に要望 生活安全部会

崖崩れの危険がある所の解消 市・県等に要望 生活安全部会

自主防災活動の日常訓練など 振興会議 生活安全部会

施　　策 具　体　的　な　取　組　み 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

上辺春小学校跡地を利用した高齢者福祉施設の誘致 市・県等に要望 生活安全部会

下辺春小学校跡地を利用した高齢者福祉施設の誘致 市・県等に要望 生活安全部会

介護費用負担の軽減策 市・県等に要望 生活安全部会

買物困難者の援助 振興会議 生活安全部会

独居高齢者の見守り 振興会議 生活安全部会

敬老会の開催 振興会議 地域交流部会

辺春地区民体育祭の開催 振興会議 地域交流部会

蛍祭りの開催 振興会議 地域交流部会

基本指針　３．ゆとりある生活ができる農業・産業の確立

施　　策 具　体　的　な　取　組　み 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

未整備農地の基盤整備 市・県等に要望 産業振興部会

耕作放棄地の解消 協　　働 産業振興部会

中山間地補償制度の充実 市・県等に要望 産業振興部会

農業を観光資源とする産業の振興 協　　働 産業振興部会

下辺春小学校跡地を利用した企業等の誘致 市・県等に要望 産業振興部会

上辺春小学校跡地を利用した高齢者福祉施設等の誘致 市・県等に要望 産業振興部会

辺春中学校跡地を利用した企業等の誘致 市・県等に要望 産業振興部会

農地の利用集積の促進 協　　働 産業振興部会

竹林オーナー制度の推進 振興会議 産業振興部会

ワイヤーメッシュによる猪被害の防止 振興会議 産業振興部会

箱罠による有害鳥獣の捕獲 振興会議
有害鳥獣対策
部会

猪肉加工施設の整備 市・県等に要望
有害鳥獣対策
部会

基本指針　１．安全安心の地域づくり

実施主体等

基本指針　２．地域住民がお互いを尊重し、助け合うコミュニティ形成

実施主体等

実施主体等

道路整備

危険箇所の解消

高齢者福祉・介護対策

地域住民相互の交流

農業の振興

雇用場所の確保

耕作放棄地の解消



まずアンケートの集約率に関しては、下記のとおりです

１区 ２区 ３区 ４区 ５区 合計

世帯数 210 143 169 108 149 779

アンケ集
約数

135 56 120 96 108 515

集約率 64.3% 39.2% 71.0% 88.9% 72.5% 66.1%

質問1　あなたの年齢は？

質問２　あなたの性別は？

男 64.9% 女 35.1%

質問３　あなたは辺春地区を住みよいと思いますか

住み良い

どちらかと言
えば住み良い

どちらかと言
えば住みにく

い

住みにくい

分からない

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

住みよさに関する割合

0.0%
20～39歳

2.0% 40～59歳
26.8%

60～６9歳
32.0%

70歳以上
39.2%

回答者の年齢別構成



質問４　「住み良い」「どちらかというと住み良い」と回答した人の理由（複数回答可）

質問５　「住みにくい」「どちらかというと住みにくい」と回答した人の理由（複数回答可

質問６　あなたに介護が必要になったら（複数回答可）

自然環境に恵ま
れている

公害や自然災
害が少ない

住み慣れて愛着
ある

人情・地域の連
帯感がある

仕事をする上で
便利である

その他

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

住みよさの原因に関する割合

0.0%

自分の家で同居
する子供に面倒

見てもらう
20.0% 自宅を離れて同

居していない子
供と同居する

8.1%

親戚などに介護
してもらう

0.6%

居宅介護施設
（施設・ヘルパー
等）を利用する

43.8%

高齢者の施設に
入所する

27.5%

その他
0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

通勤・通学などの
交通の便が悪い

働く場所がない

日常の買物・医療
機関に不便

古いしきたりの出
ごとが多い

人間関係や風習
になじめない

公共施設が少な
い

自然災害の危険
を感じる

その他

住みにくい理由の割合



質問７　地区内の行事、出ごと、各種団体の活動について

質問８　耕作放棄された竹林についてどうすれば良いと思いますか

質問９　あなたが所有する農地について、農作業ができなくなったら

0.0%

現状のままで
よい
55.1%行事や出ごと

が多すぎる
18.8%

参加したいし、
現在も参加し

ている
12.2%

いやだが仕方
なく参加してい

る
13.9%

その他
0.0%

地域の出事に関する意見

国･県･市が全
面的に補助をし
て広葉樹林等

に変える

竹資源の更な
る有効利用を

進める

地域住民の共
同作業で管理

する

オーナー林等
に貸し出す

その他

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

耕作放棄竹林の解消方法

子供に任せる, 
29.2%

親戚に任せる, 
3.7%

市ＪＡに貸付
を依頼する, 

23.4%

放任する, 
43.6%

所有する農地を耕作できなくなったら



質問１０　空き家対策について

質問１１　将来に向けて取り組んでいくことが望ましいと思うこと（３つまで回答可能）

28.6%

14.4%

13.6%

12.4%

11.9%

11.2%

10.9%

8.9%

6.1%

0.0%

質問１２　辺春地域振興会議（特定非営利活動法人）についての認知度

23.3%

63.0%

10.0%

3.7%

高齢者福祉・介護対策

ゆとりある生活ができる農業の振興

耕作放棄地の解消や農家所得の補償など中山間地補償制度の充実

道路整備

雇用対策（仕事場の確保）

耕作放棄地・空き家を利用した定住者促進

夜間照明・危険箇所の解消

地域住民の交流・生きがい対策

農業を活用した観光の振興

その他

活動についてよく知っている

活動はほとんど知らない

役員は知っている

役員は知らない

区　　　別 割合

所有者の責任
で貸付・売却を

する

市の空やバン
ク制度を利用

する

危険な家屋は
所有者の責任
で解体させる

その他

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

空家の処理に関する意見



アンケートその他の意見

○住民活動の周知が全員に通じていない

○産業振興に力を注いでほしい

○若い人と老人が一緒に住める様にしてほしい

○辺春城を保存する法人の設立をしてほしい

○３号線の複線化など整備することによって活性化を

○３号線の歩道の整備

○３号線の事故の際のバイパスを整備してほしい

○見合い活動（合コン）

○病院への送迎車を実施してほしい

○買物が不便であるので何とかしてほしい

○路線バスを小型化して停車場と本数を増やしてほしい

○乗り合いバスの運行を土曜、日曜もしてほしい

○穴熊、テン、カラスの被害が多いので、夏場でも捕獲できるようにしてほしい

○猪対策をしっかりと

○キウイ放任園の対策が必要

○上辺春小学校跡に市立の平和資料館を整備してほしい

○辺春地区に介護施設を建設してほしい

○学校後を利用して中高年の生涯学習をしてほしい

○元小学校を老人の憩いの場にしてほしい

○小額の年金でも入所できる施設を近くに建設してほしい

○若者が増える対策を講じてほしい

○過疎対策として、企業経営者、知識人、若い人を集め話し合いを進める

○上下水道が辺春にはないので、その是正策を講じてほしい

○生活保護の認定は厳格に

○民生委員のあり方について根本的な見直しを


