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まえがき

地方分権一括法の施行に伴い、地方自治体の基礎的な行政能力を高めることを目

的として、市町村合併が進められた本町は、立花町、矢部村及び星野村と共に平成

２２年２月に八女市に編入合併致しました。

近年では、住民との協働という考え方が大きくクローズアップされ、全国的には

「自治基本法条例」を制定して、住民と行政の協働による地域づくりが進められる

事例が多くなっています。これは行政で対応できない部分を住民参画により補い、

健康で快適な生活を守ろうとする考え方です。

木屋地区においても少子高齢化は着実に進行しています。高齢化率３６．６％、

更に、過疎化や若者の流出など社会構造も大きく変化し、共働き世帯の増加や核家

族化の進行は生活様式も大きく変貌させ、一人暮らしのお年寄りの問題、青少年問

題、安心安全の地域づくりや環境問題など、木屋地区においても新たな問題や課題

が発生しています。

本協議会では「市とまちづくり団体との協働によるまちづくり基本方針」に基づ

いて、「木屋地区振興計画」を策定することとしました。

「策定委員会」を設置して、アンケート調査や各行政区の意見集約等、幅広い住

民の方々の声を計画づくりに反映させるように努めました。

本計画の策定にあたっては、アンケート調査結果を基に地域課題や地域資源の洗

い出し、課題の解決方法や地域の活性化策を検討し、振興策のテーマや基本方針、

それに基づいた活動内容などを協議し「木屋地区振興計画策定委員会」において、

計画の全体調整を行い、最終計画を作成して参りました。

今後は本計画に基づき将来に向けての「ふれあい、ささえあい」を重視しながら

住民の交流を促進し、福祉や文化の充実、生活環境の向上等を図り、誰もが安心し

て暮らせる地域を目指した住民主体の地域づくりを展開していきます。

木屋地区自治運営協議会

会長 井手 軍時
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第１章 木屋地区の現況

１． 木屋地区の現状

木屋地区は、八女市黒木町の南部に位置し、熊本県山鹿市に接しており、人口

2,387人（813世帯）、面積２９．２０ｋ㎡で、木屋地区の中心を東西に国道４４２号が走り、

国道に沿って一級河川矢部川が流れ、木屋（８行政区）と北木屋（２行政区）の１０行

政区により形成されています。

木屋地区は、市町村制の施行により、明治２２年に木屋村として誕生してから今日ま

でに急速に発展してまいりました。

それには、昭和２９年町村合併により設立された木屋財産区が、基幹産業である農

林業の基盤整備は勿論のこと、生活の基盤である道路整備、環境衛生の整備等に助

成すると共に、地域住民のまとまりの中心となって生活全般に大きく寄与してきました。

また、昭和５１年に大規模年金保養基地の指定を受け、昭和６１年にオープンした

「グリーンピア八女」は、地区内唯一の観光施設で地区民の誇りであり、この施設を活

用して平成１１年から木屋じゅうばこ祭りを開催しています。

基幹産業は農業で、特に昭和４０年代前半までは稲作が盛んで、品評会では高い

評価を受けました。その後生産調整が始まると果樹や施設園芸に転換され、後継者

不足と高齢者による労働力低下により農地の荒廃が深刻な問題となっています。

生活環境では、簡易水道が昭和３４年に神露淵、４６年に山中、５１年に木屋地区、

５６年に四条野、平成２０年に荒谷に敷設され、簡易水道に準ずる施設も各集落に整

備されました。

また、生活排水処理については、農業集落排水事業により、平成9年神露淵、17年

には弓掛に竣工し、他の集落は、合併浄化槽の設置を推進しています。

人口は、他地域と同様年々少子高齢化が進み、平成１５年鶯西小学校が木屋小学

校と統合、平成２０年に渡内小学校が黒木小学校と統合し、平成２１年には、神露淵

保育所が閉鎖され、今年２６年４月に木屋小学校が黒木小学校と統合することになり、

木屋地区内のすべての小学校がなくなります。

また、木屋地区内唯一の診療施設国民健康保険直営木屋診療所も今年３月末で

閉所になります。
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行政区 男女計（人） 男（人） 女（人） 世帯数
１世帯当たりの人

口（人）

南木屋 ４３８ １９０ ２４８ １０５ ４．２

原 ２３６ １１２ １２４ ５９ ４．０

山　中 １５３ ７５ ７８ ３７ ４．１

北木屋 ７３６ ３４２ ３９４ １８０ ４．１

東木屋 ２０４ ９９ １０５ ４８ ４．３

荒　谷 ２１２ １０３ １０９ ４６ ４．６

岳弓掛 ２２１ １００ １２１ ４７ ４．７

四条野 １４０ ６２ ７８ ４５ ３．１

神露淵 ３５６ １７２ １８４ ８１ ４．４

花　渡 ２２６ １０５ １２１ ６６ ３．４

合　計 ２，９２２ １，３６０ １，５６２ ６８４ ４．３

行政区 男女計（人） 男（人） 女（人） 世帯数
１世帯当たりの人

口（人）

南木屋 ３４６ １４４ ２０２ １５１ ２．３

原 １８５ ８８ ９７ ５９ ３．１

山　中 １２７ ６３ ６４ ３６ ３．５

北木屋 ６６１ ３１５ ３４６ ２４４ ２．７

東木屋 １７０ ８９ ８１ ４７ ３．６

荒　谷 １８４ ８７ ９７ ４３ ４．３

岳弓掛 １６４ ７８ ８６ ５４ ３．０

四条野 １２７ ５２ ７５ ４０ ３．２

神露淵 ２７９ １３２ １４７ ８２ ３．４

花　渡 １４４ ６３ ８１ ５７ ２．５

合　計 ２，３８７ １，１１１ １，２７６ ８１３ ２．９
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木屋地区行政区別人口数
平成１５年３月３１日現在

木屋地区行政区別人口数
平成２５年３月３１日現在

※　南木屋の世帯数１５１には桜の里の４９世帯を含む

※　北木屋の世帯数２４４には城山学園とケアホームしろやまの６０世帯を含む



木屋地区マップ
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２．　コミュニティ活動の現況

組織の名称 主な活動内容 組織上の問題点

女性部 ・女性部研修 ・女性部の組織が作りにくい

・アルミ缶回収 ・女性部員が少ない

老人会 ・木屋地区老人クラブグラウンドゴルフ大 ・行事には良く参加してあるが、片寄が

　会 　ある

・各老人クラブ毎の研修 ・働き手の中心である高齢者が増え、

・町老連健康づくりグラウンドゴルフ大会 　加入してもらえない

・木屋老人クラブ会長会研修

・地域奉仕活動

消防団 ・夜警及び火災予防の啓発活動 ・少子高齢化に伴い若い団員の確保に

・災害時の緊急支援活動 　困難が生じている

・火災時の消火活動 ・緊急時に団員が仕事の関係で集まり

　にくい

民生・児童委員 ・一人暮らし高齢者の集い ・担当範囲が広い

・一人暮らし高齢者への訪問・見守り活動 ・一人暮らし高齢者、高齢者だけの家庭

・高齢者の家庭訪問・見守り活動 　などの増加

・生活困難者への支援について関係機関 ・生活困難者の増加

　との協議 ・児童生徒の減少

・児童生徒への見守り活動

・ふれあいサロンの開催

青少年育成 ・講演会 ・講演会、研修会への参加者が少ない

・研修会（地区の小学６年生の意見発表） ・小学校閉校による新小学校との連携が

・あいさつ運動 　やや難しい

・通学合宿 ・少子化により対象者の減少

・育成会活動の理解不足

交通安全協議会 ・主要交差点街頭指導 ・イベントへの参加者が少ない

・中学生自転車通学指導 ・交通法規の遵守に乱れがある

・地区イベントへの参加

木屋財産区
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参考

県指定文化財 名　　　称 所　　在　　地

有形（彫刻） 木造聖観音立像 八女市黒木町北木屋

史跡 猫尾城跡 八女市黒木町北木屋

天然 荒谷のカエデ 八女市黒木町荒谷

市指定文化財 名　　　称 所　　在　　地

有形（彫刻） 木造十一面観音菩薩坐像 八女市黒木町北木屋

有形（書跡） 紙本墨書木屋文書 八女市黒木町南木屋

民俗（有形） 木屋行實の墓 八女市黒木町南木屋

民俗（有形） 伝・安部晴明塔 八女市黒木町北木屋

民俗（有形） 南城の古塔群 八女市黒木町四条野

民俗（有形） 里程表示石柱（九里石） 八女市黒木町原

民俗（有形） 唐谷円周庵の板碑 八女市黒木町北木屋

民俗（有形） 熊野宮参道橋 八女市黒木町北木屋

民俗（有形） 大梅のヤマツバキ 八女市黒木町東木屋

民俗（有形） 山中渓谷の重箱岩 八女市黒木町山中

民俗（有形） 光善寺のシダレザクラ 八女市黒木町南木屋

民俗（有形） 古須崎橋 八女市黒木町原

　　　　　　　　　　　　６

木屋地区に関する文化財・史跡等

　　　　　　　　しだれざくら　　　　　　　　　　　　　　グリーンピア八女　明治の館



第２章　　地域の課題、問題点及び要望

　木屋地区の地域課題、展望等の把握につきましては、区民の価値観がそれぞれ異なる

ことから「住民アンケートの実施」「各種団体等への聞き取り調査」を実施し、その結果に

基づき洗い出しを実施しました。

　①生活環境の向上などに関すること

　○防犯、防災体制が整っていない　　○避難場所の整備が必要

　○危険個所の把握・安全対策　

　○防犯灯・街路灯の設置　　○道路案内板の設置

　○隣近所の声かけ、あいさつ運動の実施　　○道路整備、歩道設置、標識整備

　○朝の交通指導　　○合併浄化槽の整備

　○ゴミ、空き缶が捨てられている　　○空き地に雑草がある

　○豊かな自然、美しい山、きれいな川を守る

　○リサイクル運動の実施　　

　②福祉や文化の充実などに関すること

　○在宅高齢者の訪問、見守りの実施　　○高齢者の憩いの場をつくる

　○福祉施設、交流施設、デイサービス施設の活用

　○高齢者の健康対策　　○高齢者の交通手段の確保

　○父子、母子家庭への支援　　○地域ぐるみの青少年育成

　○子供と高齢者の交流　　○独居老人、障がい者の把握が必要

　○観光スポットを紹介する　　○ガイドマップを作成する

　○歴史・文化の文書化、保存、伝統行事の継承

　○名所旧跡・文化財などの保存、管理、清掃　　○名所旧跡・文化財のＰＲ

　○歴史まつりの開催　　○郷土の歴史の調査、研究、及び結果発表
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　③住民の交流の促進などに関すること

　○働く場所がない　　○人口減少への対策　　○工場誘致などの雇用対策

　○結婚相手の仲介　　○農業後継者不足対策

　○耕作放棄地の対策　　○農業雇用対策　　○新規就農者受け入れ対策

　○鳥獣被害の対策　　○山の手入れ、広域的な鳥獣被害対策

　○交通体系の整備　　○商店、病院が遠い　　○コミュニティバスの充実

　○インターネット、携帯電話などの通信網の整備　　○空き家の活用

　○都市との交流、グリーンツーリズムの活性化

　○道路・水路の清掃等の共同作業が困難になっている

　○集落や組織間の共同活動や話し合い、交流が困難になりつつある

　○地域で組織されている女性部などの活動が困難になりつつある

　○イベント等に対する行政支援　　○リーダーの育成

　○子どもや若い世代が参加したくなるような行事やイベントの企画

　○共同作業・行事・イベントなどへの行政職員の積極参加

8
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第３章　　わがまちの将来像　　　～スローガン～

ささえあい　みんなできずこう
　　　　さと

か　が　や　く　郷　　木　屋

　　豊かな自然と人々のやさしさは、木屋地区の大切な資源であり、宝であります。

　　私たちは、自然の恵みを大切にすると共に、お互いを尊重し、思いやり、支え

　　合うことで、みんながかがやき、幸せに暮らせるまちづくりをめざしています。

　　木屋に生まれ育った人たちが誇れるまちとなるように、みんなの心をひとつに

　　して、木屋の将来を描いていきます。

９

【木屋の将来像】

じゅうばこ岩 　　　　　　　　　　　　　　　山中渓谷



第４章　　まちづくりの基本方針、活動計画（まちづくりの取り組み）

　まちづくりにおける基本方針とそれに基づく具体的な取り組みを表にまとめました。

　これに基づき今後活動していきますが、より具体的な取り組みは年度ごとに策定する活動方針

　に盛り込まれます。

　◆表中の「役割分担欄」「実施開始時期欄」の用語の意味

　※役割分担の欄・・「住民」に○は、地域住民が主体的に取り組む　

　　　　　　　　　　　　　「住民」「行政」の両方に○が付いている場合は、住民が調査し行政へ「要

　　　　　　　　　　　　　望」する

　　　　　　　　　　　　　住民と行政等（学校、その他を含む）の「共同」や「協働」の取り組みなどの

　　　　　　　　　　　　　意味です。

　※実施開始時期の欄・・「短期」はすぐに取り組む

　　　　　　　　　　　　　　　　「中期」は、近い将来取り組む

　　　　　　　　　　　　　　　　「長期」は、じっくり時間をかけて取り組む

　　　　　　　　　　　　　　　　という意味です。

【Ⅰ】　生活環境の向上など、地域ぐるみで育て、安全・安心なまちづくりをめざします

基本方針 活動内容（取り組み）

①地域の安全、子 ○隣近所の声かけ、あいさつ運動の実施 ○ ○

　どもの安全を守り、

　安心して暮らせる ○道路整備、歩道設置、標識整備 ○ ○ ○

　地域づくり

○防犯灯・街路灯の設置 ○ ○ ○

○交通指導 ○ ○

②災害から地域を ○危険箇所の把握・安全対策 ○ ○ ○

　守り生命、財産を

　守る地域づくり ○避難場所の整備 ○ ○ ○

○独居老人、障がい者への支援 ○ ○ ○

○防犯、防災体制の整備 ○ ○ ○

○道路案内板の設置 ○ ○ ○

③生活環境づくり ○合併浄化槽の整備 ○ ○ ○

　　　　１０

役割分担 実施開始時期

住
民

行
政

短
期

中
期

長
期



【Ⅱ】　福祉や文化の充実など、助け合い、支えあい、こころやすらぐまちづくりをめざします

基本方針 活動内容（取り組み）

①高齢者、障害者 ○在宅高齢者の訪問、見守り ○ ○ ○

　が安心して暮ら

　せる地域づくり ○ふれあいサロンの充実 ○ ○ ○

○特定健診の推進と健康対策 ○ ○ ○

○高齢者と障害者の交通手段の確保 ○ ○ ○

○福祉施設、交流施設、デイサービス施 ○ ○ ○

　設の活用

②子どもたちがす ○子どもと高齢者の交流 ○ ○

　くすくと育つ地域

　づくり ○父子、母子家庭への支援 ○ ○ ○

○地域ぐるみの青少年育成 ○ ○ ○

③みんながすこや ○豊かな自然、美しい山、きれいな川を ○ ○ ○

　かにいきいきと暮 　守る

　らせる地域づくり

○ゴミ、空き缶などの回収 ○ ○ ○

○空き地の管理 ○ ○ ○

○リサイクル運動の実施 ○ ○ ○

○ガイドマップの作成 ○ ○ ○

○歴史・文化の文書化、保存、伝統行事 ○ ○ ○

　の継承

○名所旧跡、文化財などの保存、管理、 ○ ○ ○

　清掃

○名所旧跡・文化財のＰＲ ○ ○ ○

○郷土の歴史の調査、研究及び結果発 ○ ○ ○

　表
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【Ⅲ】　産業・経済及び住民の交流の促進など、いきいきと活気あふれるまちづくりをめざします

基本方針 活動内容（取り組み）

①いきいきとした活 ○リーダーの育成 ○ ○ ○

　気に満ちた地域

　づくり ○働く場所の確保 ○ ○

○人口減少の対策 ○ ○ ○

○工場誘致などの雇用対策 ○ ○ ○

○結婚相手の仲介 ○ ○ ○

○農業後継者不足対策 ○ ○ ○

○農業雇用対策 ○ ○ ○

○新規就農者受け入れ対策 ○ ○ ○

○荒廃林の整備 ○ ○ ○

○広域的な鳥獣被害対策 ○ ○ ○

○耕作放棄地の対策 ○ ○ ○

○空き家の対策 ○ ○ ○

○道路・水路の清掃などの共同活動対策 ○ ○ ○

○女性部などの組織と活動 ○ ○

○子どもや若い世代が参加したくなるよう ○ ○ ○

　な行事やイベントの企画

○都市との交流、グリーンツーリズムの活 ○ ○ ○

　性化

②交通網、通信網 ○交通体系の整備 ○ ○ ○

　の整備による情

　報豊かな地域づ ○コミュニテイバスの充実 ○ ○ ○

　くり

○インターネット、携帯電話などの通信網 ○ ○ ○

　の整備

　　　　１２
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第５章 まちづくりの推進…今後の課題

◎ 木屋地区のまちづくり計画は、地域住民に対して行われたアンケートを基に

まちづくり計画策定委員会が中心となって作成したものですが、地域全体に

受け入れられるよう、住民への周知と理解が必要です。

◎ 継続的なまちづくりの活動を実践していくためには、「できることのよろこ

び」「やって楽しいこと」「ひとつでも前に進む」の精神が必要と思われます。

また、地域間、世代間の「和」と「輪」を広げていくことが望まれます。

◎ 協議会がまちづくり計画に沿った活動を展開するには、組織の充実が必要で

す。

まちづくりに取り組む仲間を増やし、地域づくりのための体制を整えること

が必要です。

また、従来からの各行政区活動、公民館活動、その他各種団体の活動との調

整、調和が必要です。
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第６章 地域振興計画実現に向けて

住民意見が集約された木屋地区振興計画を実現していくためには、地域ぐるみの方

向性を共有すると共に、みんなで話し合い決定できる仕組みづくりが必要となります。

１．住民主体の地域づくりを行います

この計画書は、私たちが暮らす木屋地区がよりよい地域になることを目指して、策定し

たものです。行政任せ、他人任せでは地域づくりはできない状況が生まれています。住

民自らが地域を考え行動しようとする意識をもつことが大切です。地域振興計画をみん

なで共有し、無理をせずに出来ることから取り組みながら、活動の輪を大きく広げて行き

ましょう。これからは住民主体の地域づくりができる地域が輝く時代です。

２．協働の地域づくりを行います

地域づくりの主人公は、地域住民であることに変わりはありません。行政には、住民主

体の地域づくりを支援していくという大きな役割がありますが、すべてを一緒に行うので

はなく、住民ができることは住民が、行政ができることは行政が、役割を担うことが大切で

す。役割分担を明確にしながら互いを尊重し、連携して活動を行う協働の地域づくりを

行うことが求められています。

３．具体的な行動計画を作成します

本計画書では、基本方針に沿って活動内容を定めています。この活動内容を具体的

な活動に繋げていくためには、多くの意見を反映させるために専門部会を設置して実

施計画を協議し、最終的には役員会で総合調整を行い、事業や予算を決定する仕組

みを確立させます。

地域づくりに終わりはありません。木屋地区に暮らす一人一人を大切にしながら、将

来像である「ささえあい みんなできずこう かがやく郷 木屋」の実現に向けて共に頑張

りましょう。
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添付資料

１．木屋地区地域振興計画書策定経過

２．アンケート調査集計結果概要

３．木屋地区地域振興計画書策定委員名簿

１．木屋地区地域振興計画書策定経過

・ ５月１５・２６・３１ ：３回会議（振興計画、アンケートについて）

・ ６月６・１１・１５日 ：２回会議（アンケートについて、策定委員会へ

アンケートの説明、アンケート配布）

・ ７月１０・２９日 ：２回会議（配布方法、回収後のまとめ）

・ ８月５・９・２９日 ：３回会議（三役と消防団意見交換、アンケート

結果説明、専門部会開催）

・ ９月２７日 ：１回会議（アンケート結果に対する意見、振興

計画書素案作り）

・１０月１９・２３日 ：２回会議（地域振興計画書素案作り）

・１１月３・６日 ：２回会議（サポーターを交えた地域振興計画書

素案作り）

・１２月２１日 ：１回会議（地域振興計画書素案作り）

・ １月１０・１７・２４日：３回会議（各種団体代表を交えた地域振興計画

書素案作り）

・ ２月１４・２１・２７日：３回会議（サポーターを交えた地域振興計画書

素案作り、意見交換等）

・ ３月６・１３・１８日 ：３回会議（地域振興計画書素案まとめ、策定委

員会審議、修正等）
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平成２５年7月

【№１】

１．配布、回収概要

①配布方法

②回収方法

③配布数、回収数

◇木屋全地区

あなたの行政区
行政区名 回答数 割合

南木屋 136 13.6%
原 78 7.8%
山中 53 5.3%
北木屋 244 24.4%
東木屋 80 8.0%
荒谷 84 8.4%
岳弓掛 73 7.3%
四条野 64 6.4%
神露淵 110 11.0%
花渡 78 7.8%

合計 1,000 100.0%

あなたの性別
項目 回答数 割合

男性 461 46.1%
女性 508 50.8%
無回答 31 3.1%

合計 1,000 100.0%

あなたの年齢
項目 回答数 割合

10歳代 2 0.2%
20歳代 11 1.1%
30歳代 45 4.5%
40歳代 116 11.6%
50歳代 240 24.0%
60歳代 256 25.6%
70歳代 196 19.6%
80歳以上 82 8.2%
無回答 52 5.2%

合計 1,000 100.0%

１６

木屋地区振興計画アンケート調査

◇アンケートの配布は、各行政区長（隣組長）を通じて木屋地区の行政区加入の全世帯に

　2枚づつ配布しました。

◇アンケートの回収は、隣組単位でまとめて７月１０日を期限として、行政区長に提出し

　ていただき回収しました。

配布数 回収数 回収率

1,360枚 1,000枚 73.5%
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【№２】

項目 回答数 割合

住み良い 274 27.4%

どちらかと言えば住
み良い

466 46.6%

どちらかと言えば住
みにくい

120 12.0%

住みにくい 40 4.0%

どちらともいえない 93 9.3%

無回答 7 0.7%

合計 1,000 100.0%

項目 回答数 割合
豊かな自然 719 38.7%
人々のやさしさ 387 20.8%

生活の利便性の良さ 164 8.8%

史跡や文化財が豊富 51 2.7%

人のつながり 514 27.7%
無回答 23 1.2%

合計 1,858 100.0%

項目 回答数 割合
人口の減少 633 33.4%

通勤圏内で働く場所
がない

389 20.5%

空き家の増加 191 10.1%

鳥獣被害や耕作放棄
地の増加

450 23.7%

日常の買い物 209 11.0%
無回答 25 1.3%

合計 1,897 100.0%

項目 回答数 割合

高齢者支援や健康づ
くり

643 34.5%

農業の担い手確保 456 24.5%
防犯、防災活動 234 12.6%
企業誘致 250 13.4%

地域コミュニティの
充実

250 13.4%

無回答 29 1.6%
合計 1,862 100.0%

１７

問 １　あなたのお住まいの地域での暮しや環境はどうですか。

問 ２　大切にしていきたい木屋地区の良さは何ですか。

問 ３　生活を維持する上での不便や不安は何ですか。

問 ４　生活を維持する上での課題は何ですか。
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【№３】

項目 回答数 割合

安心・安全（防犯、
防災、交通安全等）

430 22.9%

福祉・健康（高齢
者、障害者支援、定
期検診等）

574 30.6%

産業（担い手育成、
鳥獣害対策等）

386 20.6%

子育て・教育（あい
さつ運動、スポーツ
振興等）

192 10.2%

地域コミュニティ
（協働、集落、住民
活動等）

273 14.5%

無回答 23 1.2%
合計 1,878 100.0%

項目 回答数 割合
文化の継承 103 5.6%

産業振興、農業の活
性化

663 35.8%

自然保護、環境美化
活動

312 16.8%

子育て支援、高齢者
福祉

624 33.7%

行事やイベントの開
催、積極的な参画

115 6.2%

無回答 35 1.9%
合計 1,852 100.0%

項目 回答数 割合

高齢者対策、子育て
支援

613 33.1%

産業振興活動 341 18.4%

小規模集落への支援
活動

427 23.1%

地域行事や各種団体
の活動

170 9.2%

健康活動づくり活動 257 13.9%
無回答 42 2.3%

合計 1,850 100.0%

１８

問 ５　木屋地区にとって今後重要なことは何ですか。

問 ６　活気ある住み良い木屋地区にするには何が必要ですか。

問 ７　地域の活性化につながる「木屋地区自治運営協議会」の活動に期待するものは何ですか。
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