


１ はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ1

２ 私たちの町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ2

光友の概要

各地区を眺めて見ると

光友村の誕生

人口等の推移（行政区毎の人口・世帯の推移）

光友の地図

各行政区の紹介

３ 地域づくりに込めた思い ・・・・・・・・・・・・ Ｐ22

安全宣言

高齢者のんびり、安心

子供が元気（遊び場を）

女性が元気

文化と光友

企業が元気な地域

４ 目指す方向（基本目標） ・・・・・・・・・・・・ Ｐ27

１．安全安心のまち光友づくり

２．自然との共生で、緑あふれ心なごむ地域づくり

３．高齢者のんびり、子供も男も女も元気で、人にやさしい地域づくり

４．伝統文化を通した豊かな地域づくり

５ 取り組みのまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ28

６ 実現に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ33

７ 付属資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ34

目 次



1

立花町は平成 22 年 2月 1日、八女市との編入合併の道を選び、黒木町、矢部

村、星野村とともに新八女市の一員となった。光友地区は町役場をはじめとする

官公署を抱えた旧立花町の中心地であったが、町役場が八女市立花支所になり、

150 人を超えていた職員数は約 3分の一に減少。また合併前年に光友小、中学

校が辺春地区の小中学校と統合され、所在地は変わらないものの立花小、中学校

に校名が変わったこともあり、区民の意識に変化が生じる要素が多くなってい

ます。

一方で、高齢化などにより共同作業や神社行事などの継続が困難になるなど

集落機能が低下。今後、私たちは集落をどのように維持し、「住んで安心。ここ

で良かった」と思える光友地区をどのように作り上げていけるか。安全確保のた

めに必要なインフラ整備は無数にあり、行政との連携、きめ細かな事業展開を工

夫することが必要になるでしょう。

光友地区地域振興会議は平成 18 年に誕生し、光友地区の地域づくりを目指し

て「敬老会」「光友をさるく」「光友マップ作成」「集落の地名版設置」「観梅会会

場の歓迎ゲート設置」「光友インターネットテレビ開局」「落語会」などをやって

きました。今般、「よりよき光友」を目指す「光友地区地域振興計画」を策定す

る作業にかかり、地域の皆様に「計画」を提示することが出来るようになりまし

た。

計画策定に向けた作業開始から 1年半。アンケート、集落座談会、意見交換

会などにご協力いただきありがとうございました。

無数にある地域課題の把握に努めましたが、見逃し、見過ごしは多く、今後も

多くの課題が提示されるでしょう。今回の地域振興計画作成をきっかけに、地域

の皆さんの連携、つながりの動きが生まれることを期待します。光友区内の皆さ

ん一人ひとりが、この計画案に同じ思いを持っていただけるか、もしそうだった

ら一緒に行動していただけるか。まずは、皆さんに地域のことを考えていただく

きっかけにして欲しいと願っています。

光友全体を見たときどんな課題があるか、大字単位ならどうか、集落ではどう

か、という三つの観点から眺めてみました。光友の全 25集落の集落紹介にもな

っています。ご自分の集落とよその集落の違いなどに目を向けていただき、「自

分たちがやってきたことはいいことだった」「よそでやっている、あんなことを

自分の集落でもやってみよう」など、皆様に何らかの刺激となり、反応が生まれ

ることを期待します。

光友地区地域振興会議
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光友地区は旧立花町の中心地で、八女市立花支所（旧町役場）、体育館、グラ

ウンド、社会福祉協議会立花支所、働く婦人の家、立花小学校、立花中学校、Ｊ

Ａ立花地区センター、商工会立花支所などの官公署、施設がある。旧町時代に第

３セクターとして設立されたワイン工場（立花ワイン）と竹炭工場（立花バンブ

ー）もあり、従業員の数が数十人という事業体も 10 社以上あり、職場環境とし

ても比較的恵まれた地域であるといえる。

飛形山の裾野に広がる農村地区で、地域の北側を流れる矢部川をはさんで旧

八女市と対峙する。南には飛形山をいただき、辺春地区から流れ出る辺春川が飛

形山の山裾側を貫流し、下流域で矢部川に合流する。飛形山の山腹ではミカン、

キウイを栽培し、量、収穫高などで一時代を画したこともあった。平野部では稲

作に加え、ナス、イチゴなどの施設園芸が盛んで、立花小学校の北側一帯では約

30 ヘクタールの広さでハウス園芸が行われている。

八女地方に春を告げる「夢たちばな観梅会」のメーン会場である谷川梅園は約

80 ヘクタールの広さがあり、3万本の梅が開花する。梅は区内全域で栽培され、

20～50本単位の梅園が各地に点在。２月上旬から 1ヶ月以上に渡り、区の全域

が梅の甘い香りに包まれる。

飛形山と矢部川。八女地方の多くの学校の校歌にこの二つの名前が引用され

ている。八女地方を象徴する山と川が身近にあるという地勢に恵まれ、気候に恵

まれ、地震帯からも遠いなど、自然災害の心配もあまりない。意見交換会で内科

医の先生が「こんなに恵まれた所は、日本国内探してもめったにない。私は行っ

た先々で、光友のことを『日本一の良い所』と紹介しています」と話された。私

たちは光友のこの良さに気づき、もっと誇りに思っていいのではないか。平成

24 年７月に大豪雨に見舞われ、今後も天変地異の禍は襲ってくるかも知れない

が、現在の恵まれていることをもっと自覚し、自慢し、さらに安全・安心を目指

す心持ちを持っていきたいと思う。

交通の要所でもある。国道３号線が南北に走り抜け、久留米・立花線と湯辺

田・瀬高線という 2本の県道が国道に連なる。国道３号は旧八女市側から矢部

川を渡って光友区内に入る。昭和 30年代後半、中島や兼松などの住宅密集地を

避けて直線化する工事が行われ、今の片側 1車線の広さになった。「交通要所」

は交通量が多いことを意味し、特に大型トラックが九州自動車道の高い料金を

避けて３号線に集中する様は変わらず、国道沿線の区内全域で常に交通事故の

危険性をはらんでいる。

光友の概要
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この３号線がバックボーンのように光友地区内を走り、両側に集落が点在す

るという比較的にまとまった地形だが、一方で、中心地から離れた遠久谷、仁合、

田形の３集落がある。この３集落とも平成 24年７月の九州北部豪雨で道路や田

畑、家屋に大きな被害を受けた。遠久谷では家屋の全壊などで集落を離れる世帯

も出るなど過疎化につながる要素も生じている。３集落の早期の災害復旧を支

援するとともに、３集落を孤立させずにいかにして連携を保っていくか、といっ

た課題も生じている。

【山崎地区】

【中島、中州、野広尾、中通、草場】

光友地区の玄関口。中島、中通は昭和 40 年代ごろから転入者が多くなり、集

落の世帯、人口ともほぼ倍増し、旧立花町で戸数１，２位の集落になった。

中島、中州の中を中島川が流れ、草場、中通、野広尾をつないで辺春川が流れ

ている。両川とも葦に覆われ、環境整備が必要だ。中島川は正式には柳川用水と

呼ばれ、江戸時代初期の延宝８年（1680 年）に柳川藩が作った農業用水路で、

川底にはぎっしりと石が敷き詰められている。平成 19年 2月、中島で川底の泥

揚げ、葦の除去に取り組んで以来、集落と立花支所の連携による河川整備が少し

ずつだが進んでいる。

辺春川は平成 2年の大水害のあとに、堤防のかさ上げ強化工事が行われたが、

岸辺がコンクリートに変わり、風情がなくなった。中通で水辺公園が設置された

が、葦の生育の勢いが強く、葦の除去が課題。

辺春川を見下ろすように標高 100ｍの城山がそびえる。山頂に柳川藩の出城

があった。戦略上の要地であったと推察される。この城山の山頂までの道筋を設

け、山頂に展望台を設置すれば、見晴らしの良い場所になる。

草場、中通、野広尾は飛形山の裾野につながり、それぞれの里山をどのように

回復させるか。中通の飛形山の登り口に山崎５集落の氏神を祀る日枝神社があ

り、５集落の持ち回りで維持されている。すぐ近くには古墳時代の横穴古墳群も

ある。

高山地区から草場、中通をつなぐ片側 1車線の道路が開通したものの、中通

で止まっている。山腹を抜けて、北山地区で県道湯辺田・瀬高線につなぐ予定だ

った。この道路計画は八女市に引き継がれており、早い開通を期待したい。県道

は野広尾、中島を抜けて国道３号につながっており、新道が開通すれば中島、野

広尾集落の中を通らずに瀬高インター方面につながるバイパスの役を果たすだ

けに、両集落の通学路安全確保の意味からも期待が大きい。

各地区を眺めてみると
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【兼松地区】

【高山、仁合、兼松、上町、兼松団地、出ノ原】

旧国道３号線に沿った兼松地区は江戸時代、久留米から肥後（熊本県）に通じ

る往還（街道）の宿場町として栄えた。集落のほぼ中央に位置する松延家は柳川

藩の御用商人として八女特産の和紙やお茶などを扱い、繁盛した。松延家は昭和

52 年（1977 年）、国の重要文化財に指定され、現在も木造２階建ての瓦葺き土

蔵造りの堂々としたたたずまいを見せている。松延家に象徴されるように兼松

地区は商店が軒を並べる光友地区の中核の集落だった。しかし、昭和 30年代後

半に国道３号が集落の南の外縁部に新設され、さらに戦後の社会変動の波もか

ぶり、商店の数は減り、集落にも住民にも高齢化が顕在してきた。

兼松に連なる上町、出ノ原も似たような変貌の中にある。

兼松団地は町営（現在は市営）と県営住宅からなる中層住宅。毎年、防災訓練

を行うなど結束力は強い。

高山、仁合は飛形山の裾野に位置し、高山は辺春川、仁合は仁合川に沿ってい

る。仁合は平成 24年７月の災害復旧がいかに進むか。高山では 5年ほど前、辺

春川の堤防部を住民総出で舗装した。この堤防部の斜面と新しく出来た道路沿

いにアジサイを植栽するなど環境美化の取り組みを進めている。

【谷川地区】

【谷川、谷川団地、釘崎、白土、下町、後田、多々良、境原、四方堂】

「立花町の文化財」（平成元年、立花町教育委員会発行）によると、昭和 63年

に横浜市の上野雄造氏から立花町に寄贈された「谷川組御用日記」という古文書

がある。文政５年（1822 年）から慶応３年（1867 年）までの柳川藩谷川組の

行政、農政、戸籍などを記録した文書で、全 14冊。谷川組というのは、柳川藩

が村落を支配するために藩内を９組に分けた組織の一つで、立花、黒木、矢部な

どの 18 カ村を配下に置いた。大庄屋を命じられた白木村の松尾八兵衛は元禄

14 年（1701 年）、谷川の光友保育所の近くに役所を置いて、18 カ村を支配し

た。上野家は松尾家のあと大庄屋になり、明治４年（1871 年）に廃藩置県で大

庄屋が廃止されるまで勤めた、という。このことから、谷川地区は江戸時代、柳

川藩の八女支配の中心地だったことがわかる。

谷川地区の歴史は古く、奈良時代にさかのぼる。黒木町に通じる県道湯辺田・

瀬高線を見下ろす高台に、名僧行基を開祖とする谷川寺（こくせんじ）がある。

神亀５年（728年）の開山と伝わる。前述の「立花町の文化財」は「辻の山一帯

に七堂伽藍を配置し、筑後地方随一の大寺として威容を誇っていたが、大火で焼

失。建久５年（1195 年）、源頼朝が梶原景時に命じて再建させたといわれる」と
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紹介している。谷川寺の山門には、高さ 2ｍの木彫の仁王像が筋骨隆々の力強さ

を見せて立っている。仁王像も行基の作という。

毎年、大勢の来場者が訪れる「夢たちばな観梅会」の会場となる谷川梅園は、

谷川地区全域に広がる。主会場の後田から谷川、釘崎にかけてと、境原、四方堂

にかけて、梅の白花が咲き競う。多々良は観梅会の会場を見下ろす琴平神社の裏

側に位置する温暖な集落である。

一部が国道３号に接する白土は別の様相も見せる。元の光友農協、現在はＪＡ

ふくおか八女立花支店があり、地域住民の金融拠点でもあり、またＡコープ跡に

はスーパーが開店したため、人の出入りの多い集落となっている。

【原島地区】

【久保、鳴瀬、光友】

山崎地区に山崎の名前の集落がないように、原島地区にも原島集落はない。久

保、鳴瀬は隣接し、最近は周辺部に新築住宅も増えている。「ほっけんぎょう」

など昔の行事を継続しつつ、例えば鳴瀬では「かかし祭り」などの新しい取り組

みを興すなど、新住民との連携も進んでいる。両集落の家庭排水が流れ落ちる柳

川用水の整備（泥上げ）が課題だ。

光友は、旧光友村が誕生したときの名前の大本になった地域で、光友村、立花

町を通じて行政の中心地であった。現在も八女市役所立花支所、体育館など公の

施設が数多くあり、コンビニ、飲食店などもある。集落は国道３号に分断された

形のため、隣の家に回覧板を回すのに交通量の多い国道を横断せねばならない

環境にある。丸野交差点の改良が待たれる。

【遠久谷】【田形】

いずれも中心部から３～５キロと離れており、ともに人口減少、高齢化が進ん

でいる。過疎地であるとの意識は強く、住民の結束力も固い。今後は、とくに一

人住まいの高齢者への声かけ、見回りなどが必要となる。この二つの集落との連

携をいかにして保っていくか。光友の課題である。

飛形山、中島区野田口から撮影
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明治 22 年（1889 年）4月、谷川村、兼松村、田形村、山崎村、原島村が合併

して光友村が誕生した。なぜ光友村の名前になったのか。

光友の名は、平安時代の末期、藤原家宗が源頼朝に上妻庄の地頭職を命じられ

たときのことを記録した「上妻文書」に、豊福、岩崎、境田など領内 12ヶ所の

一つとして出てくる。さらに、鎌倉時代に蒙古軍が日本に攻め込んだ元寇の役を

記録した「蒙古襲来絵詞」（宮内庁所蔵）には、参戦し、戦死した武将として「筑

後の国の御家人、光友の又二郎」という記載がある。

こうした文書が意味するように、光友の名は比較的早くから、歴史の中に出て

くる名であることが大きかったようだ。村の記録にも、「光友が上妻文書にも出

てくるように古くからの地名である」と記載されているという。

もう一つ、「なるほど」と思わせるエピソードがある。合併を決めたものの、

5つの村の代表者は自分の村の名前を主張してなかなか決まらない。そこで、山

崎村早水町から来ていた一人が「田形から野広尾まで往還が一直線に通ってい

る。南端に飛形山がある。この飛形山から往還に垂直に交わる場所が、ほぼ中央

部に当たるはずだ。その字名を取ったらどうか」と提案。その村が光友であった

ことから、決まったと言う。一件落着の様が浮かぶようだ。

（各年の 3月 31日現在）

光友村の誕生

人口等の推移（光友 25集落の合計）

男

（人）

女

（人）

合計

（人）

世帯数

（戸）

1 世帯当た

り人口（人）

昭和 63 年 2,597 2,857 5,454 1,362 4.0

平成 5年 2.529 2,784 5.313 1,390 3.8

平成 10 年 2.516 2.678 5,194 1,394 3.7

平成 15 年 2,419 2,575 4,994 1,422 3.5

平成 20 年 2,293 2,480 4,773 1,451 3.3

平成 25 年 2,155 2,334 4,489 1,480 3.0
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（数字は住民基本台帳によるもので、各集落で把握されている行政区加入者数

とは違っています。）

行政区毎の人口・世帯の推移

年度

行政区

昭和 63 年 3月 31 日 平成 5年 3月 31日 平成 15年 3月 31 日 平成 25年 3月 31 日

人口 世帯 人口 世代 人口 世帯 人口 世帯

田形 213 49 207 48 189 46 162 48

境原 152 36 140 35 125 35 115 35

四方堂 121 30 111 27 94 28 67 26

鳴瀬 186 42 179 43 166 47 152 48

久保 339 82 356 85 368 97 326 103

光友 201 48 191 48 190 47 147 48

野広尾 176 44 162 41 146 41 138 42

中通 407 94 402 97 429 120 408 127

髙山 236 50 227 52 204 49 190 52

仁合 410 85 382 83 345 81 282 83

谷川 159 40 137 37 111 33 111 34

釘崎 133 33 109 31 119 35 123 40

谷川団地 36 11 37 11 40 13 24 11

兼松 264 68 233 65 222 64 195 62

出ノ原 100 27 103 27 81 23 64 25

白土 285 74 263 73 256 78 285 91

下町 66 23 67 25 61 19 49 16

後田 156 32 144 32 122 32 103 33

上町 93 22 88 22 60 19 56 17

多々良 120 32 110 31 107 35 94 32

中島 537 138 519 141 522 157 487 182

中州 242 92 219 89 165 74 181 78

草場 484 114 471 117 460 124 378 119

遠久谷 162 36 167 36 142 32 104 31

兼松団地 176 60 289 94 270 93 248 97

合計 5,454 1,362 5,313 1,390 4,994 1,422 4,489 1,480







45 戸、150 人

光友地区の東端に位置。矢部川の向かい側は黒木町。集落内を走る県道

湯辺田・瀬高線の改良工事で、国道３号を経て筑後市や柳川市などに行き

やすくなったため、車の通行量が増えている。

平成 16 年に県道沿いに、農産物の生産者らが農産物販売所「ちょっと

来店・田形」を開店。週に３日（金～日）の営業だが、扱う品物が新鮮、

安価で、生産者らが店員を務めるため、きどらない店として評判がいい。店内でうどんや弁当も食

べられるため、常連客も多い。継続して販売できる体制を継続していくことが重要になってきた。

平成 24 年７月 14 日の豪雨災害で、集落を貫流する用水（込野用水）が壊滅的な打撃を受け、集

落に迫る山林の斜面が崩れたり樹木が倒れたりして、手つかずの状態である。矢部川からポンプア

ップして水の確保を図っているが、集落内の米の収穫は半分以下に減った。高齢者が増える一方で、

若い世代の減少もあり、集落の底力が弱くなった心配がある。

集落内に古い歴史を持つ釜屋神社と熊野神社という二つの神社がある。高齢化の進む集落で神社

を守っていくことに厳しい一面はあるが、この 2神社と農産物販売所を人気スポットにしたいとい

う強い思いがある。

【課題・要望】

用水路と山林の早期復旧

田形分校跡の公園化 公民館の建て替え 矢部川堤防の整備開発

横穴式住居跡とされる「うそ谷」の発掘調査

35 戸、114 人。

平成 12 年に公民館を新築。老人会や婦人部の活動拠点で、法事など

にも活用している。毎週土曜日には子供会の習字教室が開かれている。

書道の大家であった平島正登さん（平成 24 年没）が 50 年ほど前に始め

た教室で、90 歳を過ぎて正登先生の体調がすぐれなくなった平成 9 年

頃から、近くに住む弟子の平島節郎さんが続けている。

公民館に続き、薬師堂を再建した。薬師堂は近くにある谷川寺（こくせんじ）の末寺で、３体の

薬師如来像は 400 年以上の歴史があると伝わる。

矢部川ベリの唐ノ瀬に、柳川用水の井関（取水口）がある。柳川用水は延宝 8 年（1680 年）に

柳川藩が作った農業用水路で、下流では中島川と呼び、谷川、原島、山崎地区の水田に貴重な水を

配水する。この取水口のそばに社日神社がある。社日神社のご神体は高さ約 2ｍの巨石で、立てた

米粒そっくりの形をしている。矢部川の浅瀬から掘り起こしたとされ、豊作を祈念する。境内には

約 150 年前に勧請した水府神社もある。秋の紅葉が素晴らしい。

毎年９月 23 日には納骨堂で慰霊祭を行い、公民館に移動して先祖供養祭と地区の敬老会を実施

している。

集落を見下ろせる新立山は梅の木が多く栽培され、隠れた梅の名所。集落内に咲く梅も一望でき

る。平島年則さんが作った梅干が平成 24 年度の大分県日田市（大山町）が行うコンクールで、梅

干日本一になった。

【課題・要望】

唐ノ瀬井堰の早期復旧

光友地区

各行政区の紹介

１ 田形（光友１区）

２ 境原（光友１区）

（戸数、人口は平成２４年末～２５

年にかけて区長、隣組長から提出

していただいた数字です。７ぺー

ジの集落一覧の数字とは違ってい

ます。）
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2２戸、６１人

柳川用水に沿った集落で、南側の山では梅の栽培が盛ん。用水は昔か

らホタルの名所。川幅が５～10ｍほどしかないため、目の前の手が届く

ようにホタルが飛び交い、よそにはない臨場感が味わえる。

集落の西側の農地一帯は立花町時代に工業団地の指定を受け、現在 3

社が立地している。八女市中心部に通じる橋も懸かり、用地にも余裕が

あるため、企業立地・事業所進出に期待している。

集落の西のはずれの山裾に、財宝を守るとされる毘沙門天をまつっているが、周辺には七福神、

地蔵菩薩、水天宮、万年亀、水子、耳の神、歯の神、梅の神、目の神などを祀る多くの塚がある。

毎年３月の区の総会のとき、塚石を持ち運んで塚祭りを行っている。「神様のいる集落」として知

られるような話し合いを進めている。

【課題・要望】

企業誘致

42 戸、137 人

県道久留米・立花線の八女市街から入った最初の集落。平成 20 年頃か

ら新築の家が増えてきた。他地区からの若い世帯で、「鳴瀬に住んで良か

った。来て良かった」と言ってもらえるように、旧住民も交流に心がけて

いる。平成 23 年から「ナラゼかかし祭り」を始めたが、楽しい雰囲気で

新旧住民が参加。平成 24 年には住民の数に見合う数のかかし 137 体を作

り、総出で盛り上げた。

集落の運営は、隣組長を含めた役員 5 人、体育委員 2 人、水利委員と老人クラブ各 1 人、班長 4

人の計 13 人で構成する「地区運営委員会」で行い、他に次のような組織がある。

① 老人クラブ（鳴寿会）（めいじゅかい）

65 歳以上が正会員（年会費千円、88 歳以上は免除）、60～64 歳は準会員（会費なし）。

ナラゼかかし祭りの中心的存在。平成 23 年度、全国老人クラブ連合会から活動賞（ボラン

ティア部門）を受けた。

② 子供会

夏休みには高齢者とともに早朝のラジオ体操を実施し、交流している。

③ 鳴壮会（めいそうかい）と鳴盛会（めいせいかい）

鳴壮会は 50～70 代で組織し、自由参加。鳴盛会は 50 歳くらいまでの成人男女で構成。

それぞれ研修会や交流会を実施。

④ 班研修会

集落は４班で構成し、班ごとの研修会。実施した班には助成金を支給。

⑤ 女性の集い

女性が集まる機会が少ないが、緊急時に迅速な対応ができる体制作りを目指している。

⑥ ナラゼかかし祭り実行委員会

集落全員参加。運営委員と女性、老人クラブ、子供会の各代表で構成。

防災対策として年に１回、八女消防署と立花消防団の指導で避難訓練、研修会を実施。消火栓の

点検も３ヶ月に１回行っている。平成 24 年７月の豪雨の後、区の運営委員会で「警報が発令され

たら隣近所で声をかけ合う」「援護を必要とする人の対応は班ごとに実施」「避難は各自の判断で」

などの方針を決め、全戸に文書で通知した。

【課題・要望】柳川用水のしゅんせつ

矢部川の堤防の拡幅、整備と河川敷・松河原（まつごうら）の公園化

３ 四方堂（光友１区）

４ 鳴瀬（光友２区）
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99 戸、326 人

集落内を県道久留米兼松（立花）線が走り、この県道沿いに新築の家

が増えている。転入者のほとんどは若い世代のため、集落の楽しみでも

ある。旧住民との交流、触れ合いをいかに増やすかが大事になっている。

河川清掃、環境美化活動、家屋床下消毒作業などの活動に加え、グラ

ウンドゴルフ大会、サロン、ほっけんぎょうなど、区民の懇親を兼ねた

集落の行事は盛りだくさん。区内には熊野神社、祇園さん、天満宮、お弘法さん、お地蔵さんの５

宮とお寺があり、世話役を分けて伝統行事を維持している。

行事を支えているのが、全戸加入の公民館婦人部。ほっけんぎょうは毎年１月の第２日曜日に、

子供会、総代、班長らで実施するが、同婦人部は炊き出し訓練を兼ねてだご汁などを作る。ゴキブ

リ団子の全戸配布、夏の「さなぼり会」世話、健康教室などでも大きな役割を果たしている。老人

会の活動も盛んで、年に２回の温泉旅行や清掃奉仕活動も行っている。

立花小、中学校に近く、お寺では大晦日に除夜の鐘をたたく行事があり、参加者も多い。県道の

道幅が狭く、歩道もないため、通学や買い物などでの交通事故の危険が伴うのが課題。

【課題・要望】

立花中学校の横から流れ込む生活排水路の改良（流れ込みの角度が不自然なため、上流部に逆流

し、集落が水浸しになることが多い）

46 戸、149 人

光友地区の中心に位置し、明治 22 年に誕生した「光友村」の名前発祥

の集落。公的機関が集中し、八女市役所立花支所、体育館、グラウンド、

働く婦人の家、社会福祉協議会立花支所、立花商工会事務所、八女署光友

駐在所、立花小学校などがある。

国道３号が集落の中心を東西に通り、コンビニストア２軒、喫茶店、精

肉店、飲食店、蜂蜜屋２軒、窯元などもある。立花支所南側に熊野神社があり、ここの社務所を公

民館として活用。同神社のしめ縄作りも毎年行い、１月 10 日前後の日曜日には「丸野えびす祭り」

を実施している。

交通量の多い国道３号で集落が 2 分されているため、国道の向かいの隣家へ行くのに事故の危険

性が伴うのが課題となっている。

集落北側の原島から山崎にかけての平野部一帯では、稲作とビニールハウスによる園芸農業が盛

んに行われている。ハウス栽培は 1988 年に始まり、総面積は約 30ha。イチゴ、ナス、ネギ、電照

菊などが栽培されている。

【課題・要望】丸野交差点の改良・信号設置

旧役場（立花支所）から体育館、グラウンド周辺の一帯をイベント広場や公園にして欲しい。

グラウンドから担い手研修センターへの道の改良

集落北側の道路の舗装

５ 久保（光友２区）

６ 光友（光友 2区）
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38 戸。146 人

県道湯辺田瀬高線沿いに位置。交通量が多く道幅が狭いため、子供の飛

び出しが心配で、通学などに交通事故の危険性が伴う。

老人会（親和会）は 65 歳以上の約 30 人で構成。清掃活動や祗園祭のほ

ろ作りを担当し、年に１回の日帰り旅行を楽しんでいる。女性部は毎年３

月の先祖供養で、材料持ち寄りの食事会を世話。9月には料理教室も行って

いる。

平成 19 年に野広尾サロン会（櫻会）が発足。毎月１回の集いや年２回の料理教室を楽しんでい

る。子供会では毎週金曜日に習字教室も行っている。正月には４区を構成する中通集落と一緒に「ほ

っけんぎょう」を行い、だご汁を食べて交流している。

【課題・要望】

高山―中通の新道の延長（中通から直線で北山方面に通じるように。この道が出来れば、野広尾

の交通量が減り、事故の危険性も減少する）。

112 戸、398 人

飛形山の登り口に当たり、山裾には広い境内を有する日枝神社がある。

同神社は山崎５集落の神社で、５地区持ち回りで維持。神社裏の丘陵には

古墳時代後期のものと推定される鬼隈横穴（おうけつ）群があり、17～18

基のうちの 13 基が昭和 61 年に確認されている。

集落は 12 班に分け、12 人の班長会議で運営。老人クラブの老親会、高

齢者を対象にしたサロン会、女性部、壮年主体の人生クラブ、子供会など７つの組織があり、様々

な行事を行っている。

平成 20 年に飛形山の山裾に沿って新道が出来たため、道路沿いに芝桜苗千本を植え、管理。日

枝神社の一角にある薬師如来は病を治す神として知られ、9月には区最大の行事として如来祭りを

行っている。平成 25 年２月に新しい本堂が完成した。

飛形山の登り口の倉谷に彫刻家の馬場金作さんの自宅・工房がある。馬場さんは元二紀会会員で、

旧立花町に数多くの作品を寄贈している。少しずつ手を入れて整備した工房の裏山では、野鳥と四

季折々の木々の変化が楽しめる。

【課題・要望】

辺春川の整備 飛形山の裾野（里山）の整備

７ 野広尾（光友４区）

８ 中通（光友４区）
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51 戸、186 人

区の中心を辺春川が流れている。平成 21 年、区民総出で辺春川両岸の

河川管理道路約２ｋｍをコンクリート舗装した。その後、岸辺にアジサイ

約 1,900 本を植え、年４、５回の草刈や空き缶回収などを行い管理してい

る。アジサイは順調に育ち、各地から多くの人が見に来る名所になった。

山裾にも植栽しており、中通集落につながる新道を「アジサイロード」と

名づけ、光友地区の名所に育てたいと話し合っている。

集落を見下ろす高台にある高山公園を整備。雑木を切り開き、遊歩道を作り、タコダ平野が一望

できるようになった。シャクナゲや桜、モミジなど四季の草花も多く植えている。

若い世代が多く（20 歳以下の比率が 17％）、集落全体に活気がある。毎年正月には、地区民の無

病息災を願うホンゲンギョウを行っているが、他にもこのような先人の意志を受け継ぐ行事を復活

しようと話し合っている。

【課題・要望】

農家の後継者が少なく、かつ高齢化している。

生活環境の整備と農業を続けるための方策を。

79 戸、290 人

仁合川に沿った集落で、川沿いに民家が点在する。飛形山の山頂に向か

ってミカンやキウイ畑が連なる。キウイ栽培などの専業農家が多いが、農

業後継者が少なくなり、農家の高齢化が進んでいる。50 歳以上が 165 人

と、半分以上を占めるようになった。農業をどのように存続させるかが課

題となった。

平成 24 年７月 14 日の豪雨で、集落は大きな被害を受けた。飛形山の山頂一帯に降った大量の雨

が、山間部の道路を滝のように流れ落ち、集落内の水路が各地で決壊。川岸の水田や畑に土砂が入

り込んだ。家屋への被害も数件発生した。災害時の避難経路の確保、誘導などの対策の必要性を痛

感した。

豪雨被害は明治 30 年代半ばに作られたと伝わる「仁合石橋群」にも及んだ。石橋は上流から下

村橋、一ツ葉橋、奥仁合橋と三つあり、応急処置で対応した。

正月には地神祭（ホンゲンギョウ）、山の神祭典、17 夜の左義長、７月には願立祭、９月にはヨ

ド祭り、12 月にはお宮の祭典などの行事をしっかり続けている。

【課題・要望】

災害復旧と危険か所の整備

９ 髙山（光友５区）

１０ 仁合（光友５区）

１４



34 戸 110 人

集落内を走る県道湯辺田瀬高線が平成 23 年に改良され、国道３号から

黒木町への通行がしやすくなった。県道の南側に地主神社、北側に谷川

寺（こくせんじ）がある。地主神社は谷川村の氏神をまつっており、土地

の守り神という意味で地主神社と名付けたと伝わる。秋の例祭日（10 月

１日）にはカラオケ大会、和太鼓演奏などで賑わう。同じ社殿に、阿蘇神

社もまつられている。

谷川寺は神亀５年（728 年）、僧行基の開山と伝えられている。開山当時は辻の山一帯に七堂伽

藍を配する筑後地方随一の大寺として威容を誇っていたが、大火で消失。建久５年（1195 年）源

頼朝の命で再建されたと伝わっている。山門の左右の仁王門には高さ 2ｍの木彫の金剛力士像が睨

みをきかせている。筋骨隆々の男性美にあふれた像で、行基の作という。市の文化財。

集落の周辺は梅林が多く、２月ごろには香りとともに花が咲き乱れる。７月と 11 月には、用水

路の河川清掃を実施。

湯ノ浦という地名があり、温泉が出たらしい。開発できれば起爆剤になる。

【課題・要望】

観梅会との連携

11 戸、20 人

旧立花町の町営団地として昭和 30 年代半ばに造成され、現在は払い下

げを受けて、全戸が個人の土地、建物。建設当時からの入居者がほとんど

で、皆が力を合わせ、何かあれば話もすぐに決まり、和気あいあいに過ご

せている。買い物や病院に行くのに車に乗れない年寄りも多いので、助け

合いを第一に過ごしている。

35 戸、120 人

集落は立花小学校と立花中学校の間に位置している。八女市役所立花支

所に近く、スーパーやコンビニもあり、内科医院、歯科医院もあるなど生

活しやすい環境に恵まれている。区の行事として 12 月 1 日に八幡様祭り。

平成 22 年から、８月の 17 夜観音祭も始めた。そうめん流しやかき氷など

で盛り上がっている。

平成 24 年７月の豪雨災害のとき、公民館に避難しない年寄りがいた。「足腰が悪いので、公民館

の和式トイレは使えない」という理由だった。公民館のトイレのリフォームの必要性が出てきたた

め、対策を進めている。

立花中学校横の交差点に信号機が設置され、事故の心配は少し解消された。

【課題・要望】

公民館のリフォーム

１１ 谷川（光友６区）

１２ 谷川団地（光友６区）

１３ 釘崎（光友６区）

１５



59 戸、196 人

兼松地区は江戸時代、久留米と肥後（熊本）を結ぶ脇往還の宿場町とし

て栄えた。その名残で昭和 30 年代までは国道３号が集落の真ん中を走り

戸数も 80 戸以上あり、谷川地区の上町、下町と向かい合って商店の連な

る旧立花町の中心地だった。周辺から「町へ行く」と言うのは、兼松に出

るというほどに栄えていた。各地の商店街と同じように空洞化が進み、今

では光友地区で一番高齢化が進んだ集落になった。

国の重要文化財（昭和 52 年指定）の松延家住宅がある。松延家は柳川藩の御用商人として栄え、

八女特産の和紙や茶などを扱っていた。木造２階建て、瓦葺き、土蔵造りの建物は江戸時代末期の

建造と伝わっている。松延家では観梅会の期間中、屋内を解放し、玄関の庭では九大の学生が落語

会を開いている。

平成 2年に始まった観梅会の会場（谷川梅園）への入り口に当たるため、観梅会のシーズンには

人の出入りが多くにぎわう。観梅会の期間中、通りに梅の盆栽を並べたら、もっと賑わうのではな

いかという声も出ている。

65 歳以上で組織する老人会（天神会）では毎月、天満宮の清掃を行い、春秋には日帰り旅行も行

っている。

旧国道から新国道に抜ける道が一方通行で、兼松から出るには出やすいが、兼松地区に入りにく

い通行になっている。地元では、この一方通行を逆にしたほうがいいという声も上がっている。

【課題・要望】

郵便局横の三叉路の改良 国道３号への一方通行の見直し

24 戸、63 人

集落の中心地からは離れているが、南側の山中（里山・コッポ谷）に

産業廃棄物の処分場（エコリン）が平成 23 年３月にオープン。20 年以上

に渡って「産廃施設反対」を主張してきたが、公害などが一切出ない施設

ということで、受け入れを決めた。今後も公害の監視が肝要。約 20 年後

には満杯になる見込みで、その後はスポーツ公園化されることになってい

る。

4 月に先祖祭り、6 月願立祭、７月祗園祭、９月敬老会、11 月願成就と天神山座などの行事を行

い、草刈と空き缶拾いを年に４回実施している。

【課題・要望】

出ノ原用水と辺春川に段差があり、魚が上がれない。魚道を作って欲しい。

１４ 兼松（７区）

１５ 出ノ原（光友７区）

１６



74 戸、280 人

光友の中心部に位置し、保育所、農協、ガソリンスタンド、スーパー、

電気店、タクシー事業所、自動車整備工場、農機具屋、鍛冶屋、お箸製

造所、豆腐屋などに加えて、内科医院、歯科医院もあり、生活するうえ

でとても便利な地域である。

お宮の数が多いのも特徴。それぞれに次のような、おまつり行事を行

っている。琴比恵神社（4 月 10 日）、八剱神社（７月 10 日）、お地蔵さん・清正公さん（７月 24

日）、地主神社（10 月１日、12 月 11 日）、恵比寿さん（11 月 20 日）、夜須田さん（12 月 1 日）、

阿蘇神社（12 月 17 日）。

グラウンドゴルフ大会で交流し、65 歳以上は老人会（遊楽会）で温泉などに行き、年配者の交流

の場であるいきいきサロンも毎月行われている。月に２回、子供が参加する火の用心・夜回りが続

いている。

【課題・要望】

用水路の改良（大雨のとき、浸水世帯が多かった）。

14 戸、44 人

高齢化も進み、集落の行事すべてにおいて人手不足状態。数年ごとに巡

ってくる神社の世話役で、しめ縄作りなどに苦慮している。老人会や子供

などの活動もやれていない。

終戦後、集落内の民家に作家の五木寛之（本名・松延さん）一家が住ん

でいた。五木さん一家は昭和 22 年早春、北朝鮮（平壌）から引き上げて

来た。両親の出身地（父親は辺春村、母親は白木村）に近い光友村を選んだ

ようだ。五木さんは旧制八女中学校（八女高校）に転入後、新制光友中学校（当時）に転校。下町

の２階屋に住み、ほどなく一家で久保集落の借家に移っている。光友中学校 2 年間、福島高校３年

間の学生生活を送っている。五木さんは長兄として、無気力になっていた父親を助け、一家の生活

を支えていた。命からがらの引き上げ体験と、光友での「引揚者の子」としての体験が、作家とし

ての原点だったと指摘する評は多い。

１６ 白土（光友８区）

１７ 下町（光友 8 区）

１７



29 戸、103 人

昔からの小梅の産地で、集落の背後に夢たちばな観梅会のメーン会場

である谷川梅林が広がる。梅林は約 80ha。期間中に大勢の人が集落内

を散策しながら、メーン会場のトンネルに向かう。梅干やミカンなどを

売る店も出て、集落は華やぐ。

この観梅会は平成 26 年には 25 回目を迎える。期間中の来訪者は３、４万人を数える旧立花町で

は最大のイベントなので、集落としてもなんとか続けていきたいが、生産者の高齢化が進み、梅園

の維持がだんだん難しくなっているという悩みを抱えている。

老人会、若妻会、子供会などの活動は盛んで、グラウンドゴルフ大会などのレクリエーションを

開催し、老いも若きも参加している。毎月 1 日には、自警団（各組代表６人）で消防ポンプ点検や

放水テストを行っている。

【課題・要望】

高齢化に伴う梅園の管理

16 戸、53 人

世帯数は少ないが、ほとんどが昔から住んでいる顔見知りのため、行事

などにはみな協力的。上町の入口にバス停があり、現在も 1日 6 回のバス

の運行が続いており、また郵便局や食料品店が近くにあるため、日常生活

上の不便はあまり感じない。ただ、バス停近くの三叉路のカーブの見通し

が悪く、朝夕は通勤の車、バイク、自転車が多いので交通事故の心配がつ

きまとう。

小学校児童のいる世帯は１軒のみで、学校行事は隣の後田集落と一緒にやっている。年１回の花

見、２回の河川清掃なども実施。順番で当番が回る神社のしめ縄作りの人材確保が課題となってい

る。

公民館は上町の中心にあるが、神社敷地の旧消防倉庫の２階のため、階段の昇り降りで危険を伴

うようになっている。老人会解散の一因であったとも聞く。

【課題・要望】

光友郵便局近くの三差路の道路改良。

１８ 後田（光友９区）

１９ 上町（光友９区）

１８



31 戸、91 人

辺春川の右岸に沿った集落。観梅会の会場近くの琴平神社に連なる丘が

北風をさえぎるため温暖で、国道３号の騒音からも離れており、住環境は

素晴らしい。谷あいにはホタルも戻ってきた。

一人住まいの高齢者が５人、夫婦のみの高齢者世帯６戸と、集落の高齢

化が目立ってきた一方で、平成 22 年度から区の役員が一挙に若返り、活気が戻ってきた。区民運

動会は 30 年来続く行事で、毎年 10 月に仁合グラウンドで実施。体育委員のもとに女性部、老人会

も参加して、区民総出。12 月 9 日の高良神社の座も重要な行事で、忘年会、懇親会を兼ねて全員

参加で行っている。 辺春川の河川道路が下辺春まで開通し、散歩、通学にも便利になった。

【課題・要望】

農作物への鳥獣害防止対策

※多々良の語源。（広辞苑による）

「たたら」とは「足で踏んで空気を吹き送るおおきな鞴（ふいご）」を意味し、砂鉄、木炭を

原料としてたたらを用いて行う和鉄製錬法のことを「たたら吹き」といい、その製錬炉も「たたら」

と呼ぶ。隣組長によると「どこかに製錬所の痕跡はないかと調べるが見当たらない。遠久谷には通

称・金尿谷（かなくそだに）と呼ぶ場所があり、広辞苑によると、金尿は《鉄を焼いて鍛えるとき

にはがれて落ちる屑、鉱滓の俗称》とあり、集落名のたたらと何か関係はあるのだろうか」。

115 戸、386 人

集落内には覚成寺（かくじょうじ）、広済寺という二つのお寺がある。

平成 24 年７月の大雨のとき、市の避難所である体育館などに行くのに

辺春川にかかる橋を渡るのに危険な状態だったため、お寺が避難所とし

て役に立った。覚成寺の庭には梵字（ぼんじ）が彫り込まれた石碑と小

さな石塔がある。梵字は薄くなっているが、戦国時代の年号である天文

（てんぶん）（1532～1555 年）の年号が判読される。近くで戦いがあり、両軍の死者を追善供養

して立てたと記録されている。

集落の南側に新しい道が開通したため平成 22 年、有志のボランティアがこの道路沿いの休耕田

を整備し、菖蒲とハスを植栽した。５月、6 月には菖蒲と蓮の名所となった。小川にはホタルが飛

び交い、ホタル見学も多い。

毎月グラウンドゴルフ大会を実施。女性の集まりも毎月、開催している。集落の東端にはお観音

さんをまつり、毎年８月 16 日に観音像を公民館に移して夏祭りを実施している。お盆の里帰りを

兼ねて戻ってくる出身者も多く、周辺の集落から大勢の子供が遊びに来る。お観音さんの周辺の道

路も良くなり、高山方面からの出入りがしやすくなった。障害者の授産施設の飛形学園もある。

【課題・要望】

辺春川の汚泥、悪臭が目立つので改善を

集落内の道路幅が狭いのが難点。

２０ 多々良（光友９区）

２１ 草場

１９



140 戸、480 人

旧立花町で世帯数、人口とも最大。昭和 30 年代までは旧国道 3 号線

(現在市道)をはさんで 70 世帯ほどだったが、地の利もあり、約 2 倍にな

った。

国道 3号線が集落の真ん中を走り抜けているため、国道を横断する際の

事故が心配。北山につながる県道湯辺田・瀬高線の早水町交差点の見通し

が悪く、事故が多発している。

集落内を流れる中島川（柳川用水）の泥を上げなくなったため葦が茂り、草ぼうぼうの状態だっ

た。平成 20 年２月から区で泥上げ、草刈などの整備作業を行うようになり、川の流れが蘇りつつ

ある。

老人会（長生会）は清掃活動や懇親旅行などを実施。平成 19 年から、お年寄りを対象にした「中

島かたろう会」活動が始まり、毎月２回、公民館で語らいの時間が続いている。民生委員ら 3人の

女性が高齢者世帯を回って参加を呼びかけて実現した。毎回 20 数人の高齢者が参加し、世話側も

常に 10 数人。「いずれ、自分たちもお世話になる身」と明るい雰囲気で盛り立てている。

青壮年男性で作る「遊酒会」は結成して 30 年を過ぎた。昔は野球やソフトボール、最近は駅伝

大会に出場し、優勝も多い。公民館祭りなどの区の行事ではバーベキュー担当などで盛り上げる。

平成 24 年７月の九州北部豪雨では、濁流が矢部川の堤防をあと１ｍほどで越すきわどさだった。

河川敷に生い茂っていた雑木が同年 4 月、県事業で伐採されていたため、これが障害物にならずに

すんだことが幸いしたと推定される。午後には 200ｍほど下流の堤防が２ヶ所で決壊したが、水量

が減っていたため、濁流の流れ込みは避けられた。このときの流れが、河川敷に残っていた雑木の

根の部分まで運び去り、河床の岩までむき出しにした。永年の懸案だった矢部川河川敷整備が、自

然の力で達成されるという皮肉な結果になった。

【課題・要望】

中島川対岸の旧中州集落跡の整備、公園化。

早水町交差点の改良

77 戸、160 人

国道３号線から下流 300ｍに位置する。平成 9 年に国事業の小集落地

区改良事業で現在地に集団移転した。３階建ての県営住宅と市営住宅の

入居者が 80％を占める。

65 歳以上の高齢化率は 35％と高く、ひとり暮らしの高齢者も多い。

階段の昇り降りなどの課題を抱えながら、９月には先祖供養と敬老会を

実施。さくら台公園の草刈を年に 3 回、行っている。子供会の活動は活発

で、野菜作りに取り組み、じゃがいも、ナス、きゅうり、スイカなどを作り、高齢者も一緒に食事

する収穫祭も春、秋の２回実施。８月のキャンプ、12 月のもちつき、クリスマス会も行っている。

【課題・要望】

住民の触れ合いの場をどのように作っていくか

九州北部豪雨で決壊した矢部川堤防の早期復旧

２２ 中島

２３ 中州

２０



96 戸、272 人

兼松団地は 40 数年前、町営住宅として 18 戸が建てられたのが始まり。

その後、県営住宅も出来た。昭和 60 年代に町営住宅は４階、平成 10 年

代に県営住宅は３階に高層化された。現在は市営住宅（八女市との合併に

より町営から市営へ）78 戸、県営住宅 18 戸で構成する。

祭りや寺社行事はないが、団地内の集会室には視聴覚施設、健康向上器

具、緊急放送施設などを備え、講演会や研修、映画会、カラオケ会などを通して住民の交流を図っ

ている。野外放送設備もあり、緊急放送もできる。衛生委員会は 2 ヶ月に１回、環境美化活動とし

て清掃作業を実施。子供会では花火大会、クリスマス会、歓送迎会なども行っている。

毎月 10 日に防災会議を実施。団地内の防災、防犯に関する話し合い、消火器の点検、巡回を行

い、総合防災訓練も実施。平成 24 年秋にも光友消防団、八女市消防署などの協力で避難訓練、放

水、炊き出しなどを実施した。

32 戸、114 人

八女地区のミカン発祥の地で、栽培は貞享元年（1684 年）に始まった

とされる。明治 44 年の明治天皇の八女地方行幸の際に、ミカンを天皇に

献上するために、地区の代表が正装して収穫する写真が残っている。

昔は黒木町の串毛村大字鹿子生だったが、昭和 23 年に光友村に移った。

その黒木町との境に近い集落の最上部に吉母神社があり、集落で大事に祀

っている。家内安全、家業発展などに功徳があるとして 9 月８日の大祭をはじめ、毎月８のつく日

に参拝者が多い。

昭和 30 年代まではミカン生産で一時代を築いたが、価格の低迷から生産量は全盛期の 3 割ほど

に落ち込んでいる。傾斜地のため土地基盤整備事業などが思うようにできず、農業後継者があまり

育っていないのが実情で、一部ではキウイフルーツや梅などの代替作物を導入し、また光友の平地

部に出てナス、イチゴなどの栽培で経営を維持している。

平成 24 年７月 14 日の豪雨で集落内には大きな被害が発生した。住宅２戸が全壊、１戸半壊、多

数が床下浸水した。光友地区と結ぶ道路が数カ所で決壊し、一時は孤立状態になった。河川が壊れ、

かなりの農地も流失したが、一人のけが人も出なかったことは集落の誇りである。しかし、集落の

裏山が危険な状況になっている所が多数あり、復旧次第では転出につながる可能性も残っており、

それによる人口減が懸念される。隣の多々良集落へも 3 キロほどあり、5 年後、10 年後のあり様が

なかなかみつけられずにいる。

そんな中ではあるが、今回の水害時に、声かけや炊き出しなどがスムーズに行き、集落の人たち

の全員一致の協力、助け合いなどがしっかり根付いていることがわかった。「遠久谷には人と人と

のつながりが生きている。全員一致の協力、助け合いの気持ちで、今後の困難な問題を乗り越えて

いける」と真鍋光徳区長は話す。

【課題・要望】

災害後の早期復旧（家屋、田畑、道路、山林）。全域がほぼ傾斜地のため災害などの危険性が高

い。全域に渡っての道路改良（狭い）と防犯灯の設置（自転車通学の中学生の下校時には真っ暗に

なる）。子どもの遊び場も欲しい。

２４ 兼松団地

２５ 遠久谷

２１
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≪安全宣言≫

「地産地消」という言葉がある。その土地で出来た農産物を、その土地で食す

ることが健康的な食生活である、ということを意味する。「光友で安心安全の農

産物を生産し、住民の食べ物は光友でまかなえる」。そういう地域を目指しませ

んか。

ミカン栽培や梅生産に優れた先達を輩出したように、光友は地域として勤勉な

生産者が多い地域だ。昔から「豊かな農地を生かすのが光友働き」という良き

雰囲気があるのではないだろうか。この豊かな農地に、「安心、安全」という付

加価値を付けましょう。

竹炭の活用を提案します。竹炭は土壌改良剤として注目され、河川浄化にも

使用されています。皆さんの庭先や家庭菜園に竹炭を使用してみませんか。田

んぼや畑にも使ってみてください。光友で竹炭がふんだんに使われれば、「矢部

川を渡った光友は健康ランド」という「光友安全宣言」を発表します。胸を張

って野菜を売り出し、農地を貸し出しできます。光友以外の方たちとの交流に

もつながるでしょう。野菜栽培のできる高齢の方にとっては、ささやかですが

生きがいになるかもしれません。

光友には竹炭を生産している立花バンブー社があります。同社も私たちの財

産です。財産を生かしましょう。同社も私たちの提案に賛同しています。

≪高齢者のんびり、安心≫

日本も光友も高齢化時代。65 歳以上が占める高齢化率は全高平均で 23.8％、

光友で 31.0％と、比率は年々高くなっている。昭和 41 年に「敬老の日」が制定

され、国を挙げて高齢者に感謝する気持を捧げ、長寿を祝うことが決まった。

しかし、敬老精神は形骸化していないでしょうか。

私たちは敬老会の継続、充実を主張します。高齢者こそ地域の歴史を作って

きた方たちです。「敬老の日」は、休日というだけではなく、きちんと高齢者を

敬い、そのことを形として表す日のはずです。光友では高齢者を敬う取り組み

を継続します。地域の責務だと思うからです。

ご自分で高齢と思っておられる方たちへは、提案があります。「年寄りの知恵」

と言いますが、私たちにその知恵を提供して欲しい。町づくりの指針を示して

欲しいのです。折りあるごとに、うんと発言してください。

立花町の公式行事だった敬老会は、八女市に合併後は立花４地区の地域振興

会議が主催して行っています。光友の敬老会対象者（75歳以上）は約 800人。

出席者は 4割程度の約 280人前後で推移しています。「出席したいが、会場まで

の交通手段がないため参加できない」という方も多いと聞きます。各集落で、

送迎について話し合ってください。

３．地域づくりに込めた思い３．地域づくりに込めた思い
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≪子供が元気（遊び場を）≫

地域にとって大事なことのひとつは、子供たちが生き生きとしていることで

す。では、子供にとって大事なことは何か。勉強、遊び、人を思いやる気持ち

の育成、自立心（力）を身につけること。いろいろあると思います。

最近の子供たちは大人と触れ合う機会が少なくなっています。子供同士でも

遊び、触れ合う時間が少なくなっているのではないでしょうか。

東北の被災地で、放射線への懸念から屋内に設けられた遊び場に、砂場が作

られていた。テレビに映った担当者は「子供にとって、砂遊びはとても大事な

体験です」と説明していた。砂遊びだけではない。子供にとっては、何にもな

い広場で、友人とぶつかり合い、転げ合い、一緒に過ごすことが、とても大事

なはずです。その触れ合いの中から、工夫が生まれ、怪我をして痛さを知り、

友とのふれあい方を学んでいく。

昔は 3世代同居が多く、家に帰れば口やかましい母親だけではなく、怖いじ

いちゃん、優しいばあちゃんがいた。遊びに出ると、友達がいて、見守ってく

れる大人もいた。服や手足を汚して帰るのは当たり前。小刀や竹で怪我をして、

その傷跡が元気だった子供時代を証明する勲章として残っている大人は数多く

います。そういう大人は手先が器用でしょう。

私たちは子供たちに、こうした遊び場、遊ぶ状況を提供しきっていません。

子供をもっと自由に遊ばせたいと思いませんか。私たちは先輩や大人の言い分

にさらされ反発しながら、対応力を身につけてきました。子供たちが、たくま

しく育つ環境を作ってやるのは、大人の責任です。各集落で、子どもの遊び場

について話し合ってください。

≪女性が元気≫

皆様へのアンケートで、女性の地域活動参加についてたずねました。「女性が

もっと役割を果たしたほうがいい」という回答が 70％、「女性区長をどう思う

か」に対しては、76％の方が「結構なことだ」と回答されています。

この回答には勇気付けられました。というのは、光友地区地域振興会議では

スタート時から女性の参加を求め、男女共同参画社会実現に向けた取り組みに

賛同していますが、実際には私たちの活動に参加してくれる女性を増やすこと

ができていないからです。現在の役員 12 人のうち男性９人、女性は 3人です。

この振興計画を立てる取り組みの中で、女性の意見・視点に注意を払ってきま

したが、９人対３人の男女比による見落としがあると思います。

「光友の女性たちよ、もっと外に出よ」です。地域のこと、生活のこと、子

育てのこと、その他の何やかやに、発言し、行動し、女性の視点を注いで欲し

いと思います。もちろん、女性が外に出るのに欠かせないのは、家庭の理解で
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す。まずは夫、そして「しゅうと、しゅうとめ」の理解です。女性本人が社会

的活動をしたいと思っても、周囲の理解がなければ無理でしょう。ご家庭で話

し合ってみてください。アンケートを通して、光友の 7割以上の方が、「女性の

活動に対して理解」したのですから、環境は整っています。

女性にも、意識改革を求めます。守らねばならない家庭はあると思いますが、

地域を構成する一員として、一歩を踏み出しませんか。子育て体験などを地域

に生かしてください。「地域のことはどうせ男たちがやるから」ではなく、「私

たちも考えている」と意識してください。

≪文化と光友≫

光友には数多くの文化人を輩出しています。作家、書家、画家、音楽家……。

恵まれた光友の自然・風土に、文化を育む豊かな精神土壌があるのでしょう。

大いに誇りにし、後進が育つ気風を持続したいと思います。

日本を代表する作家の五木寛之さんは戦後間もなく、家族とともに両親の出

身地（辺春と白木）に引き上げ、光友地区の下町、ついで久保に住み、中学か

ら高校まで５年、青春時代を過ごしています。平成 23年に 98歳で亡くなった

書道家の平島桂仙さん（本名・正登）は教師時代から書に才能を発揮。日本書

道美術館名誉副館長、国際美術審議会会員などを歴任しました。書の本場の中

国・北京の美術館に作品が展示されるなど、国際的にも高い評価を受けていま

す。綿絵作家の中島一実さんは昭和 32年から久保在住。高齢（大正 8年生まれ）

のため最近は作品を作ることはないそうですが、全国に会員約 500 人を数える

日本綿絵会会長を努め、作品はフランスで高く評価されています。

彫刻家の馬場金作さん（昭和 14年生まれ）は若くして二紀会会員として活躍。

同会脱退後は飛形山の登り口の中通・倉谷に自宅・工房を設け、創作を続けて

います。旧立花町に多くの彫刻作品を寄贈し、一部は立花支所の玄関ロビーや

３階の議会棟に展示されています。馬場さんが手がけた工房の裏山は見事な自

然林として息づいています。馬場さんと同世代の田代幸俊さん（昭和 15年生ま

れ）も絵画部門で二紀会に所属し、大阪で高校教師の傍ら精力的に作品を制作

していましたが、37 歳の若さで病没。壁一面に描く大きな作品のほとんどが散

逸しているのが残念ですが、小品が中島の実家などに残されている。

音学家の桜庭伸幸さん（昭和 20年生まれ）は中島出身。石川さゆりさんが歌

った「天城越え」でレコード大賞編曲賞を受賞するなど、編曲部門で数多くの

ヒット曲を生み出しています。都はるみさんの復帰後の全国ツアーやコンサー

トなどをほぼ専従で担当。はるみさんの「千年の古都」「小樽運河」、細川たか

しさんの「望郷じょんから」なども編曲しています。仁合の小塩益廣さん（昭

和 21 年生まれ）は吟詠で活躍しています。
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こうした文化・芸術に私たちはいかに大きな影響を受け、豊かな心を育てる

ことができるか。文化を地域おこしに結びつけた取り組みは、残念ながら旧立

花町を通して展開できていません。振興会議では平成 23 年から落語会（「光友

寄席」）を行い、江戸文化の一端に触れる機会を設けています。先達の作品に触

れられる環境（美術館的な建物）を持ちたいものです。

≪企業が元気な地域≫

光友地区には大手の会社・工場こそないが、数十人の従業員を数える企業は

10 数社あります。缶詰工場、糊製品製造、自動車関連、清掃業、古紙回収業、

印刷、肥料製造、社寺調度品製造、包装紙製造……。第３セクターで設立され

たワイン工場、竹炭工場もあります。これだけ多種類の企業が在社するという

ことは、光友が多様性に富んでいることの証でしょう。光友在住の従業員も数

多いはずです。光友在の会社・企業が元気であり、務める従業員も元気。そん

な光友を目指しています。

光友は経済・産業界にも幅広い人材を輩出しています。いずれも光友小・中

学校（現立花小・立花中）の卒業です。遠久谷出身の松尾広人さん（昭和 10年

生まれ）は倉レの会長を務めたあと、現在は相談役。出ノ原出身の渋田一典さ

ん（昭和 19年生まれ）は 2年前まで福岡銀行副頭取、現在は顧問。境原出身の

平島凰希（こうき）さん（昭和 21年生まれ）はホンダのアメリカ社の社長を務

めたあと、ホンダ技研工業本社の専務取締役でした。腎臓透析などの人工透析

用ケアセットの製造部門で日本を代表する会社であるアグリス（八女市鵜池）

の中村裕之社長（昭和 22年生まれ）は谷川在住。第一線で活躍中です。医療の

世界には、谷川出身で九大名誉教授の高橋成輔さん（昭和 18 年生まれ）がいま

す。日本を代表する麻酔学の権威で、九州医療センター院長、福岡救急医学会

会長などを歴任し、現在は福岡赤十字血液センター所長です。

交通量の多い国道３号線、立花小道の歩道橋から
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≪観梅会≫

「夢たちばな観梅会」は光友地区最大の行事です。平成 25 年（２月 23日～

３月３日）は好天にも恵まれ、竹あかりを灯すワインセラーの入場者だけで 1

万 2千人、梅林には３～４万人が訪れたと推測しています（立花支所）。振興会

議では３年前から、観梅会メイン会場のトンネル前に歓迎ゲートを設置し、会

の雰囲気盛り上げの一役を担っています。

観梅会は谷川梅林をメイン会場に行われていますが、30～50本の梅林は光友

全域に点在しています。ということは、光友全域が観梅会の会場と言っていい

のではないでしょうか。

光友全体の梅林の地図、簡単なコース図などを作る。各梅林のそばには、休

憩できるようにバンコやイスを出して、お茶を出し、野菜などを販売する。兼

松や後田などの道路には鉢植えの梅を並べる。いかがでしょう。

一方で、「観梅会があるので頑張ってきたが、年をとって梅園の維持が厳しく

なった」という声も聞きます。梅林の維持に、せん定などの手伝いが必要にな

っています。このことも光友の課題でしょう。

辺春川の牛の子堰

中道の芝桜
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１ 安全安心のまち光友づくり

○災害に強い町

○暮しを支える道路交通の整備と交通安全対策

○利便性の高い情報通信発信と活用促進

○竹炭を活用し「光友安全宣言」の農産物栽培

○防犯対策

２ 自然との共生で、緑あふれ心なごむ地域づくり

○美しい川・安全な川を取り戻す（景観の形成・安全性の向上）

○公園・緑地の維持活用

３ 高齢者のんびり、子供も男も女も元気で、人にやさしい地域づくり

○高齢者の生きがいづくり

○支え合い、声かけ合う暮しの充実

○地域全体で子どもを育てる取組み

○世代間交流を大切に、より多くの区民が参加する地域づくり

４ 伝統文化を通した豊かな地域づくり

○地域の伝統行事、文化の継承

○観梅会の維持・充実

○地域の宝（資源・財産）の活用

復旧工事の進む矢部川、前方は城山

４．目指す方向（基本目標）４．目指す方向（基本目標）
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地域づくりにおける基本方針と具体的な取り組みを表にまとめました。

今後、この取り組みに基づき活動していきますが、より具体的な取り組みは、

実施する段階で「改善プログラム」に盛り込まれます。

◆表中の用語の意味

◇実施主体の「行政」は、行政へ要望すること。「行政と私たち」は、住民が行

政へ要望し、住民と協働で取り組むこと。「私たちでやれる」は、住民が主体

で取り組むことの意味です。

基本目標 １．安全安心のまち光友づくり

方針 具体的な取り組み

実施主体 早

め

に

取

り

組

む

案

を

練

り

な

が

ら

時

間

を

か

け

て

行

政

行

政

と

私

た

ち

私

た

ち

で

や

れ

る

災害に強い

町

災害時要援護者支援マニュアルの

策定
○ ○

避難指示連絡網の確立 ○ ○

わかりやすい防災情報の提供 ○ ○

地域の実情に適した避難所の確保 ○ ○

指定避難場所一覧表の配布 ○ ○

避難所の円滑な運営 ○ ○

避難所のトイレ改良 ○ ○

防災訓練の実施（消防団との連携） ○ ○

救急車や消防車が入れない道路の

把握と代替道路の確認
○ ○

消火栓と消防ホース収納ボックス

の設置と確認
○ ○

５．取り組みのまとめ５．取り組みのまとめ
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方針 具体的な取り組み

実施主体 早

め

に

取

り

組

む

案

を

練

り

な

が

ら

時

間

を

か

け

て

行

政

行

政

と

私

た

ち

私

た

ち

で

や

れ

る

暮しを支え

る道路交通

の整備と交

通安全対策

市道（髙山～中通）の国道 3号線と

の接合と、北山への延長

○ ○

県道久留米～立花線（久保・釘崎集

落付近）の改良

○ ○

丸野の 3号線交差点の改良 ○ ○

早水町交差点の改良 ○ ○

兼松郵便局の三叉路の改良 ○ ○

交通危険箇所、規制個所の調査、見

直しを実施し、カーブミラー、標識

等の設置。歩道、道路側溝フタ新設

○ ○

利便性の高

い情報通信

発信と活用

促進

情報誌「光友地区地域振興会議便

り」の充実
○ ○

光友インターネットテレビ放映の

充実
○ ○

竹炭を活用

し「光友安

全宣言」の

農産物栽培

地域資源（竹炭）を生かした土壌改

良剤の積極的使用で、地域ブランド

づくりと地産地消の取り組み

○ ○

防犯対策

地域住民による声かけ運動、あいさ

つ運動の実施
○ ○

ボランティアパトロール隊による

登下校時の見守り活動実施
○ ○

防犯灯等の修繕及び必要箇所の調

査と設置（修繕）
○ ○
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基本目標 ２．自然との共生で、緑あふれ心なごむ地域づくり

方針 具体的な取り組み

実施主体 早

め

に

取

り

組

む

案

を

練

り

な

が

ら

時

間

を

か

け

て

行

政

行

政

と

私

た

ち

私

た

ち

で

や

れ

る

美しい川と

安全な川を

取り戻す

（景観の形

成・安全性

の向上）

矢部川（田形～鳴瀬間）の堤防強化

と河川敷整備
○ ○

矢部川橋下流の堤防の雑木伐採と

河川敷整備
○ ○

柳川用水（中島川）、唐の瀬の早期

復旧
○ ○

柳川用水、泥上げと整備 ○ ○

辺春川、河川敷の葦の除去と堤防の

竹切り
○ ○

不法投棄パトロール及び不法投棄

防止看板の設置
○ ○

クリーンアップ作戦（清掃デーの設

定と環境美化に関する勉強会）
○ ○

公園・緑地

の維持活用

飛形山、山腹に点在するミカン園の

活用（観光事業）
○ ○

髙山～中通間の裾野（里山）の整備 ○ ○

城山、兼松城跡の山頂整備 ○ ○

日枝、琴平、地主神社等の整備と公

園化
○ ○

子供たちが安心して遊べる公園の

整備
○ ○

住民が安らぎ、癒される木陰のある

まちづくり
○ ○
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基本目標 ３．高齢者のんびり、子供も男も女も元気で、人にや

さしい地域づくり

方針 具体的な取り組み

実施主体 早

め

に

取

り

組

む

案

を

練

り

な

が

ら

時

間

を

か

け

て

行

政

行

政

と

私

た

ち

私

た

ち

で

や

れ

る

高齢者の生

きがいづく

り

ふれあい広場（サロン等）の充実 ○ ○

高齢者の知恵や経験・技術が生かさ

れる機会を設ける
○ ○

収入に結び付く軽作業の掘り起し ○ ○

敬老会行事の継続と充実 ○ ○

高齢者のスポーツ交流 ○ ○

支え合い、

声かけ合う

暮しの充実

あいさつ・声かけ運動 ○ ○

地域ボランティアによる独居高齢

者等の見守り・相談・話し相手等の

支援活動

○ ○

地域全体で

子供を育て

る取り組み

子供たちへの声かけと見守り活動 ○ ○

子育て世代と子育て経験世代との

交流会
○ ○

子供の居場所づくり ○ ○

青少年、少女ウォーキング大会 ○ ○

世代間交流

多くの区民

が参加する

地域づくり

新たな地域コミュニティづくり

（イベント、スポーツ交流による地

域づくり）

○ ○

ハイキング・ウォーキングの実施 ○ ○

健康料理教室 ○ ○

健康スポーツ教室 ○ ○
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基本目標 ４．伝統文化を通した豊かな地域づくり

方針 具体的な取り組み

実施主体 早

め

に

取

り

組

む

案

を

練

り

な

が

ら

時

間

を

か

け

て

行

政

行

政

と

私

た

ち

私

た

ち

で

や

れ

る

地域の伝統

行事、文化

の継承

後世に残したい伝統文化・行事の継

承（各祭り・ほっけんぎょう・さな

ぼり・しめ縄づくりなど）

○ ○

各地区に残る由来の伝承 ○ ○

文化活動（光友寄席など）の開催 ○ ○

観梅会の維

持・充実

光友最大のイベントであることの

意識の高揚
○ ○

光友全体の梅林地図・コース図の作

成
○ ○

梅林園の休憩所（バンコ・いす）の

設置
○ ○

梅林管理ボランティアの育成 ○ ○

地 域 の 宝

（資源・財

産）の活用

名所旧跡、文化財等のマップづくり

とＰＲ活動
○ ○

歴史遺跡の調査、発掘研究（横穴式

住居跡「うそ谷」など）

○
○

芸術家、著名人等から学ぶ地域の再

生・活性化への活用
○ ○
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光友地区の地域振興計画はできましたが、実現に向けてどのような手順が必

要か。基本目標で、実施主体を「行政」「行政と私たち」「私たちでやれる」と

区分けし、実施期間については「早めに」「案を練りながら」「時間をかけて」

に分けています。

では、どこが実施するのか。じっとしていてできることは何もありません。「行

政」にかかわる分は八女市役所立花支所との協議・お願いになりますが、「私た

ちでやる」部分はどうやるのか。基本的には行政区・集落の取り組みだと思い

ます。つまり「身の回りのことは、自分たちでやってみよう」という地域ボラ

ンティアの意識になってくると思います。

光友地区地域振興会議では「敬老会」「青少年」「女性」「インターネット」の

４部会を設けていますが、様々な振興会議の行事は基本的には行政区長や隣組

長の協力がなければ成り立ちません。敬老会でも観梅会の会場でのゲート設置

にしても、区長さん達に手伝ってもらってきました。振興計画が少しでも実現

できるか、否かは、ひとえに光友地区在住の皆さんの意志、協力しかないと思

います。

私たちは、呼びかけの役は今後も果たします。一緒に皆さんと共同作業も行

います。どうぞ皆さん、振興計画に盛り込んだ様々な事案に賛同し、一緒に行

動してください。計画に漏れた取り組みについては今後、どしどし提案してく

ださい。

この計画を実現させるためには、「改善プログラム」を立て、さらに現在の私

たちの部会に加え、実行部会として、例えば「地域部会」「安心部会」「環境部

会」などが必要になると思います。どのような「改善プログラム」にして、ど

のような部会を設けるか、どのように作業を進めるかなどについて行政区長会

などと協議を進め、皆さんの参加を呼びかけます。一緒になって、より良い光

友地域作りに進みましょう。

６．実現に向けて６．実現に向けて
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年12月8日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★名所・旧跡があり、神社の神事を守 ★県道に、数台の車を放置している。
　り続けたい。 ★用水路の整備が遅れ、機能していな

　い。
★ゴミ等の不法投棄が多い。
★ヨシが茂り、矢部川の河原に入れな
　い、景観も悪い。

★集落内の県道に歩道がない。
★道路拡張工事が必要。
★散歩道としては、車も少なく安心で
　あるが、草が多く除草の必要がある。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★うそ谷の横穴式住居の調査活用。 ★分会場の跡地には子供や老人が集ま
　るが、更に環境整備が必要。
★公民館の建替えが必要となっている。
★社日祭をみんなで継承していく。

★空き家３軒。 ★江戸時代の大相撲関取の出身地。
★水田の放作地がボツボツ出始めた。 ★地元グループによる農産物の直売店。

（金、土、日の３日間営業）

★このままの状態では、限界集落に近
　づく。
★若者の定住化を図る施策を講じる。
★地域資源を活用した観光事業の開発。
★矢部川堤防の整備開発と浄化。

集落名

田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

形

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年12月8日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★境原の南の景観。（ミカン園が雑木 ★唐ノ瀬。
　林になって、紅葉が美しい） ・紅葉を残したい。
★新立山。（梅の花の時期は花が見事）・井ぜきの水の流れが悪い。
★ホタルがきれい、いろんな鳥が遊び ・下流で泳げる。
　に来る。 ★山が崩れやすい。

★不法投棄。

★集落の中の道路が狭い。
★県道を通る車のスピードが速くて危
　ない。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★薬師寺で体操。
★社日神社。
★黒木四郎の碑がある。
★四方堂の塚祭り。（年１回行う）
★毘沙門さん辻の山がある。

★日本一の梅干し。
★耕していない田、畑がある。
（休耕田、放棄地）
★空き家。
・境原３軒
・四方堂４軒

★矢部川本流に流す場所の改善。
★柳川用水路水門の場所を、昔の位置
　に戻したい。

集落名

境　
　

原　

・　

四　
　

方　
　

堂

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年11月24日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★矢部川橋の上から見る夕日が美しい。★水害の不安がある。
★ホタルが舞う。 ★公園がない。
★川はきれい、魚が多い。 ★堤防の雑木・草が茂っていて景観が

　悪い。
★柳川用水路、泥が溜まり水の流れが
　悪く、集落に流れ込む。
★犬山ダムの堤防が自然災害等で、決
　壊の恐れがある。
★まむしが多い。
★松河原の不法投棄が多い。

★通学路としては、特に問題はない。 ★交通量が多い。
★買い物をする場所がない。
★道路沿いに用水路があり、夜は危な
　い。
★市の水道中継所が見通しを悪くして
　いる。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★公民館を解放しているが、集まらな
　い。
★遊ぶ場所がない。
★かかし祭りを盛大に行っている。

★大相撲の大鷹山の出身地。
★特産物。
（キウイ・ネギ・米）
★休耕地が増えてきた。（堤防沿い）

★かかし祭りを継承させる。
★ホタルがいつまでも住めるように、
　自然を守りたい。

集落名

鳴　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瀬

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年11月24日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★小鳥が集まる場所。 ★柳川用水堆積泥の浚渫。
★小・中学校通学路の早期改良。
★久留米立花線早期改良。
★道が水没する。

★見通しが悪い。（カーブミラー設置
★道路が狭く危険。
★どぶ悪臭。
★通学路危険。
★全域街灯を増やす。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★専勝寺。（歴史的な建物） ★ほっけんぎょう。

★空き家３軒。

★道と下水道の整備。 ★高齢者の買い物。
・日常生活用品商店は１軒のみ。

集落名

久　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪平成23年11月24日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★熊野神社。 ★国道３号を挟んでいるので、交通量
★旧町の中心として公的施設が多い。 　が多く危険。

★隣組の組み換えが必要。
・国道３号にまたがっているので危険
★丸野の信号より小学校までの道が狭
　く、街灯がないので暗い。
★丸野の三叉路が見通しが悪く危険。
（通常の信号機を要望、現在手押し）
★立花グラウンドから、かがやき迄の
　道が狭く危険。（拡張要望）

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★公民館は熊野神社の社務所を賃借。

★子どもの数が少ないのが寂しい。
★１月１０日恵比寿祭り。

★空き家１軒。 ★窯元・はち蜜店２軒・紺屋・傘屋
★町の中心。 　竹屋・製材所・牛乳屋・喫茶店
・役場 　などがある。
・中央公民館 ★特産品
・グラウンド ・はち蜜・餅・肉（馬刺し）
・担い手センター
・働く婦人の家

★熊野神社の桜等を増やして、公園化
　する。

集落名

光　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

友

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪平成23年10月26日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★春は桜、秋はコスモスが咲く。 ★矢部川に葦が多く、水の流れが悪い
★辺春川に不法投棄が多い。
★ホタルが少なくなった。

★小学生の通学道路が狭くて危ない。
★交通量が多い（朝夕）。
★地域に歩道がない。
★商店がない。
★九州電力の電柱が道端に立っている
　ので、道路が狭くなり危ない（離合
　できない）。
★街灯があればよい。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★野広尾集落センターを憩いの場所と

　して、多目的に利用している。
★地域の女性部が発足した。

★ミカン、キウイフルーツがある。 ★立花商事の奉仕作業（環境美化）の
★空き家が３軒ある。 　取り組みは、地域の人に喜ばれてい

　る。

集落名

野　
　
　
　
　

広　
　
　
　
　

尾

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪平成23年10月26日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★水辺の公園に魚が泳ぎ、ホタルが飛 ★落石、倒木等の危険地帯。
　ぶ。 ★土砂災害のおそれがある危険地帯。
★市有地に芝桜を植栽（ボランティア ★飛形道路沿いに不法投棄。
　活動）。
★日枝神社（歴史的な場所、古い自然
　と周辺景観）。

★安心できる道路（中通、髙山線新道 ★見通しが悪い危険な道路。
　路）。 ★歩道がない（通学道路）。
★高齢者の出歩き場所、あずま屋があ ★道路が狭い、離合できない。
　る。 ★街灯が暗い（毒へびが出る）。

★ため池があり危険（フェンスが必要
★打ち上げ花火を上げる（危険）。
★バイクの騒音。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★公民館の利用（子供が遊ぶ、サロン

　活動）。
★薬師寺祭り・祇園祭（日枝神社）。
★毎年１月にホッケンギョウを開催。
★ボランティアによる芝桜植栽（市有
　地）。

★キウイフルーツ団地。
★荒地（市有地）。
★横穴古墳。
★空き家が８軒、倒れる危険性３軒。
★特に大事にしたい道路（中通、髙山
　線新道路）。
★芸術家馬場金作氏。

★水辺公園。 ★芝桜（話し合いのため作業実施）。
★城山。 ★日枝神社。
★防災マップ（避難場所の再検討）。 ★あずま屋

★ホッケンギョウ（ふれあいのため）。
★薬師寺祭り。

集落名

中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

・ホタルの乱舞（奥仁合まで続く）

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年12月8日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★みんなの憩いの広場（髙山公園） ★竹やぶが見通しを悪くしている。
・桜、もみじが咲き、見晴らしが良い。（持ち主がわからない）
・遊歩道もある。 ★草刈が大変、老人クラブがボランテ
・小学校の課外授業の場でもある。 　ィアで実施しているが、今後も続け
★あじさい道路。（1,900本植栽） 　られるか・・・・。
★牛の甲。 ★不法投棄。
・魚釣り （ビニール、工事現場の残骸）

★土砂崩れ（仁合は急斜面）、川の氾
★いろんな鳥がいる。 　濫、飛形道路の水（床下浸水）
・ガビ、うぐいす、キジ、鳩など ★フェンスがない。（川に落ち込む）
★公園・ほっけんぎょう・グラウンド ★バンブー入り口で、暴走族が花火を
　ゴルフ大会。 　上げる。

★髙山公園（子供が遊べる）。 ★消火栓５カ所。あと３カ所ほしい。
★バンブーの煙が迷惑。
（洗濯物が干せない）
★川のヘドロ。
★タケノコの皮の放置。
★バンブーの黒い汁。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★通称ごんげんさん。
★髙山神社。
★お地蔵さん。
（毎月４日は年寄りの憩いの場）
★宮祭り。（毎年１２月２５日）
★地蔵ぼん。
（婦人会の集まり、食事をする）

★空き家。
・髙山２軒　
・仁合５軒

★あじさいロードの継承。
★あじさいロード駅伝大会。
★小・中学校、保護者と役員との意見
　交換会。
★年４回の草刈。

集落名

　

髙　
　
　

山　

・　

仁　
　
　

合

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年11月24日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★ホタルの生息地。 ★スクールゾーンの延長。（釘崎）
★不法投棄。
★山崩れがある。

★交差点の事故防止。
★横断歩道の設置。
★防犯灯の設置。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★公民館（釘崎）。

★公民館の道が狭い。（谷川）
★地主神社祭り。
（１０月１日・１２月１日）
★八幡様祭り。
（１２月１日　釘崎公民館）
★十七夜観音祭り。
（８月１７日　釘崎公民館）

★谷川寺。 ★活用したい場所、中学校の上の山。
★空き家 ★地主宮神社駐車場の整備。
・谷川2軒
・谷川団地2軒
・釘崎４軒。
★湯の浦温泉開発。

集落名

谷　
　

川　

・　

釘　
　

崎　

・　

谷　
　

川　
　

団　
　

地　

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう

43



《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成24年1月19日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★琴平さんからの眺めが良い。 ★辺春川沿いで多々良に通じる道が暗
★戸田用水（農業用水）には、魚も泳 　い（街灯がない）。
　いでいる。 ★不法投棄（ビニール袋等）が多い。
★国史跡の松延家を中心に、旧町の中 ・夜、橋の上から投げ込む人がいる。
　心商店街のたたずまい。 ★辺春川に下りられる場所がない。

★安心散歩道。 ★兼松から国道３号に出る一方通行は
・琴平さんから後田への道 　地区がさびれた要因では・・・。

★郵便局付近の三叉路は危ない状態。
★野良猫が多い。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★松延家。 ★子供の遊ぶ場所がない。

★子供が少ない。
・小学生３人、中学生９人（３人は今
　春卒業）
★兼松天満宮、祇園さん、水府神社。

★五木寛之さんが住んでいた。 ★ダイアックス、倉八紙工等の企業。
★トンネルの利活用。 ★観梅会の玄関口。
★空き家。 ・案内が不十分のため、工夫がいる。
・兼松3軒 ★内田豆腐屋さんは歴史ある店。
・上町３軒 ★琴平さん毎年開催。
・下町２軒 ・お参りが少ない。

★一歩通行、三叉路の検討。 ★伝統行事等の継承。
・神社、お宮。子供の日の川祭り

集落名

兼　
　

松　

・　

下　
　

町　

・　

上　
　

町

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成24年1月19日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★川遊びができなくなった。
★魚がいなくなった。
★歩道がなく危険。
★不法投棄が多い。
★最終処分場ができた。
★犬のフンが多い。

★見通しが悪く、よく事故が起きる。
★道路の横断が危険。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★神社がある。

・老人クラブで月１回掃除をしている
★先祖の墓があり、年1回掃除をして
　いる。

★空き家２軒。 ★生活用水で川が汚れている。
★みかん山が荒れている。

★最終処分場の管理。 ★川の中のヨシが多く、砂利も溜まっ
　ている。

集落名

出　
　
　
　

ノ　
　
　
　

原

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成24年1月29日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★農業用水路の整備が必要。
★ホタルがいなくなった。

★変則的な交差点があり、交通事故が
　懸念される。改善が必要。
★大型車が頻繁に通行していたので、
　道路がでこぼこになった。
★通学路として危険な場所が多い。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★子供たちが集まり遊んでいる。

★集まる場所。
・公民館
★伝統行事として恵比寿祭り（商売繁
　盛）、夜須田祭り（火災安全）を行
　っている。
★お地蔵さん祭り。７月２４日開催。
★防犯夜回り隊。

★医療施設が多い。 ★地域にスーパー「うめや」があり、
・内科医院２カ所 　お年寄りに喜ばれている。
・歯科医院2カ所

集落名

白　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成24年1月19日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★琴平さん。 ★危険カ所（トンネル入り口）
★ワインセラー。 ★多々良地区、排水が悪い。
★高良神社。
★ホタルが飛ぶ。（遠久谷川沿い）
★魚が多い。（多々良橋付近）
★川がきれい。（戸田井堰より上流）
★眺めが良い。
・琴平さん周辺
・観梅会会場付近
・梅花園周辺

★街灯、道路が整備されて良好。 ★街灯が少ない。（多々良地区）
★河川道路が下辺春まで開通して、散 ★工事中の道路をもう少し広くしてほ
　歩、通学に良い。 　しい。

★曲がり角が急角度。
・多々良橋先の交差点
★多々良公民館下のゴミ集積場に金属
　製の箱がほしい。（カラスが荒らす）

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★子供が少ない。 ★公民館がある。（集会、会議）
★浦田古墳、めがね橋（石造り）。 ★公民館でサロン開催。（後田）

★子供の遊び場、観梅会駐車場（後田）
★琴平祭事、高良神社祭事。
★子供会、老人会の共同掃除。（後田）
★グラウンドゴルフ(後田）
★運動会（多々良）

★特産品。 ★賑わう場所。（観梅会会場）
・梅　・タケノコ ★観梅会を維持する後継者がいない。
★イノシシが多い。
★空き家。
・後田１軒
・多々良５軒
★耕作していない土地が多い。

★観梅会の存続。 ★琴平祭事。
★高良神社祭事。
★観梅会会場付近の竹、雑木の伐採。

集落名

後　
　
　
　

田　

・　

多　
　
　

　々
　
　

良

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年10月26日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★ホタルが飛ぶ中島川。 ★矢部川が樹木で荒れている。
★中島川の景観を守る動き。 ★用水路が整理されていない。

★空き地でのゴミ焼が多い。

★国道３号に横断歩道が少ない。
★道が狭い。
★見通しの悪い四つ角。
★空き家、宅地が荒れて通行が危険。
★道が暗い。
★猫が畑を荒らす。
★犬がうるさい。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★社日祭（公民館）。

★風流の復活。
★続ける行事。
・河川清掃・公民館でのミニ運動会
★集まる場所。
・公民館・桜台広場・隣保館
（公民館に駐車場がない）
★花の植栽。

★荒畑。
★音楽家（桜庭伸幸氏）。
★中州集落跡を活用したい。

★飛形山の観光地化。 ★高齢化。
★城山の開発。

集落名

中　
　
　
　
　

島　

・　

中　
　
　
　
　

州

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成23年12月8日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★ホタルが多い。（菖蒲園・蓮園） ★牛の子堰の用水路。
★景観が良い。 ・工場廃水によるヘドロがひどい。
（観音堂・滝がきれい） ・ヨシが多くきたない。
★河川には魚が多い。
★不法投棄は見当たらない。

★店があるから便利。 ★草場の中心部の道路は狭くて通行が
　不便。
★通学路が狭い。
★丸野交差点が危険。（事故が多い）
★辺春川の春ごろは、ヘドロによる悪
　臭でホウゼもいない。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★公民館がある。
★お寺２、観音堂１。
★個人所有のふれあいの家（サロン）。
★草場祭り（村の行事）
★ホタル会により、菖蒲、蓮、コスモ
　ス園を管理している。
★座、願立。（山崎神社、観音堂）

★菖蒲エキスの薬品。
★産物はキウイ、みかん、米。
★飛形学園（授産施設）。
★空き家６軒。

★若い人がいない。 ★後継者不足だが、菖蒲園、蓮園のお
★学童人口が少なく、地域外の学校に 　祭りは続けたい。
　行っている。
★就業先がない。
★遷都計画をすべき。
★国、県の公共施設がない。

集落名

草　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

場

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう

49



《主な意見》

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

（皆で話し合ったテーマ）

ヒアリング項目

地域ヒアリング（集落座談会）

≪実施日：平成24年1月19日≫

（皆んなが出した意見）

魅力（こんなところがいい） 課題（なおしたいところ）

★ホタル、魚が多い。（ハヤ、ザリガ ★水道がない。
　ニ） ★全域が危険。（災害の危険性）
★吉母神。 ・道路、川沿い、家の裏、山など
・眺めが良く、各地区の花火大会がよ
　く見える。

★道路が全域狭い。
★買い物が不便。
★防犯灯が欲しい。
★通学環境。
・小学校はスクールバス、中学校は自
　転車のため、暗い時間帯は危険。

（皆んなが出した意見）

地域全体で大事にしたい現状・課題 行政区で大事にしたい現状・課題

★集まる場所は公民館。

★子供の遊び場所。（児童公園）
★老人会のグラウンドゴルフ。
★伝統行事。
・祇園さん・吉母神・お観音さん
・お座・天満宮
★井戸端会議ところどころ。

★松尾広人氏。（倉レの元会長） ★神社、仏閣。
★空き家３軒（使用不能）
★荒地が散在。
★おいしい食べ物。（みかん、キウイ）

★道路整備が必要。 ★神社、仏閣を維持管理できるか心配。
★少子高齢化さらに心配。 ★集落内の草刈等を続けていけるか。

集落名

遠　
　
　
　

久　
　
　
　

谷

水と緑

毎日の生活

井戸端会議

土地とのかかわり

これから先を眺めよう
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実施日：平成 23年 10月

１．配布、回収概要

①配布方法

○アンケートの配布は、行政区長を通じて光友の行政区加入の全戸へ配布しま

した。

②回収方法

○アンケートの回収は、隣組単位でまとめて１０月中を期限として、行政区長

に提出していただき回収しました。

③配布数、回収数

○光友全地区

○集落単位での回収数

光友地区まちづくりアンケート調査

配布数 回収数 回収率

１，４５９戸 ９７７戸 ６７％

集落名 回収数 集落名 回収数 集落名 回収数 集落名 回収数

田形 ３７ 中通 ９５ 出ノ原 ２１ 中州 ２０

境原 ３１ 高山 ４２ 白土 ２４ 草場 １０１

四方堂 １９ 仁合 ６８ 下町 ３ 遠久谷 ２５

鳴瀬 ３５ 谷川 ２９ 後田 ２１ 兼松団地 ４８

久保 ８５ 釘﨑 ２０ 上町 １３

光友 ３４ 谷川団地 ９ 多々良 ２１

野広尾 ３０ 兼松 ４３ 中島 １０３ 回収合計 ９７７
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２．集計結果

質問１ 回答者の性別・年齢層

○回答者の 52.5％（513 名）が男性、46.6％（455 名）が女性。

○回答した人の年齢層は「40～59 歳」代が最も多く 35.7％（337 名）であるが、

回答した人の約 60％（559 名）は、60 歳以上の人。
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0
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１５～１９歳

２０～３９歳

４０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

質問２ 回答者の家族数（何人暮し）・家族構成（男女数）・家族数（世代数）

○２人暮らしが最も多く 28.1％（257人）、２人暮らしと１人暮らしが全体の
41.1％で、小家族化が進行している。

○住んでいる男女の比率は、女性 51.8％（1,611名）、男性 48.2％（1,499名）。
○家族構成を世代別に見ると、「61歳以上」が 34.5％（1,055名）、一方「小中
学生」以下は 12.5％（382名）で、少子高齢化が顕著に表れている。
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質問３ 住まいの状況

○最も多かったのは、「生れて以来ずっと光友地区に住んでいる」47.2％（444
名）で、その中の回答者の内訳は約 70%が男性。

444

281

135

20

60

0 200 400 600

生れて以来ずっと光友地区に住んでいる

光友以外から転居してきた

光友出身なので戻ってきた

光友出身ではないが、住みやすそうなので住

むようになった

その他



54

質問４ あなたは光友校区を住みよいと思うか。

○回答者の 80%以上が「住みよい」39.3%（380名）、及び「どちらかと言えば
住みよい」42.1%（407名）の回答となっている。
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どちらかと言えば住みにくい
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わからない

質問５ 質問４で「住みよい」「どちらかといえば住みよい」と回答した人の

理由。

○「住みよい」の主な理由は、光友地区の自然環境や風土、愛着などで、回答

の約 75%を占めている
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質問６ 質問４で「住みにくい」「どちらかといえば住みにくい」と回答した

人の理由。

○「住みにくさ」の主な理由は、「交通の便」や「買い物」の不便さ、「雇用の

場」がない、「古いしきたり（出ごと）」などが、上位を占めている。
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公共施設が整っていない

医療福祉施設が充実していない

その他

質問７ これからも光友校区に住みつづけたいか。

○「今後も住み続けたい」69.6%（625名）と、「当分住み続けたい」17.5%（157
名）を含め、87.1%の人が「住みつづけたい」と回答。
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質問８ 食料品等の買い物は、主にどちらでされているか。

○「光友地区外の店」74.2%がほとんどであるが、「光友地区内の店」の買い物
も 17.5%ある。
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その他

質問９ 光友地区外で買い物されている理由。

○「光友地区内の店では品ぞろえが少ない」55.2%（403名）が、地区外の買い
物が多くなっている理由。
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その他

質問 10 あなたに介護が必要になったら。

○「わからない」37.3%（331名）が最も多いが、その時点にならないと「わか
らない」の意味合だと思われるが、続いて多かった「自分の家で面倒を看て

もらいたい」31.9%（283名）は、住みなれた我が家で過ごしたいとの思いで
はないかと思われる。
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自宅を離れて子供等と同居する

高齢者の施設に入所する

分からない

その他
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質問 10－2 介護が必要になったら、誰に面倒を看てもらいたいか。

○「同居する子供」42.7%（111名）、「近くに住む子供」20.4%（53名）など、
63.1%の回答者が、家族からの介護を受けたいとの思いが強い。
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その他

質問 11 地区内の行事、出ごと、各種団体の活動についてどう思われるか。

○「現状のままでよい」が一番多く、回答者の約 50%（433名）。
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その他

質問 12 現在地域の活動（役員）をしているか。

○75.2%（653名）が「していない」と回答。
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している

していない
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質問 13 質問 12 のしていない理由

○仕事が忙しいが 33.5％（193名）で最も多く、次に多い「その他」25.7％
（148名）では、高齢、病気、既に役員を務めた、などの記載が多かった。
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仕事が忙しい

子育てと家の事で余裕がない

関心が無い

必要と思うが負担が大きい

その他

質問 14 女性がもっと役割を果たした方が良いか。

○70.7%（407名）が「果たした方が良い」の回答で、内訳は男性 62%、女性
38％、「女性はあまり出ない方が良い」は 29.3%（169名）で、回答者の内訳
は男性 38%、女性 62%。女性は消極的。

407

169
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果たした方が良い

女性はあまり出ない方が良い

質問 15 女性が区長をするのはどう思うか。

○「結構なことだ」が一番多く 76.3%（606名）で、女性の進出を期待する回
答が多い。
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質問 16 将来に向けて取組んでいくことが望ましいと思うこと。

○「高齢者福祉、介護対策」18.9%（440名）が最も多く、上位には福祉や健康
（医療）等の充実を望む声が多い。また、「道路整備」や「夜間照明・危険場

所の解消」など、インフラ整備や安全安心等への要望も続いている。
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その他

質問 16－2 質問 16 で「道路の整備」と答えた人の該当項目。

○「集落内の道」47.3%（104名）の整備を望む声が最も多い。
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質問１８ 光友地区地域振興会議についての利用状況と意見

【意見】

★いつから始まっていたのか知らない。 ★設備がない。 ★不用

★どうやって見られるか知らない。 ★最近光友地区に戻ってきたため、知らない。

★いつ放映されているのか知らない。 ★大いに有効だと思います。

★放映されていることは知っていたが、実際に見たことはない。

★知ってはいるが、利用の仕方が分からないので見たことがない。

★楽しみに観ています。「編集の努力が伺われます」と、同級生より言われました。私も楽

しんでいます。

★やってみたが見えない。 ★年配者はインターネットが使えない。

★一部の人たちの物になっていないか！インターネットの活用者が少ないと思う。もっと

安い料金とか講習があれば・・・。

★観梅会の宣伝をもっと広くしてほしい。 ★よく頑張っていられる。

★どのくらいで更新されるのか？ ★「見たい」と言う魅力がない。

★現代はネット社会であるだけに存在をもっとアピールし、ネットを敬遠しがちな方々も

利用できる環境をつくるべき。

★利用方法がわからない、公民館等で説明していただければ。

インターネットテレビ放映

項目 回答数 割合

知っている 250 35.7

知らない 451 64.3

合計 701 100.0

○光友インターネットテレビ

放映については 64.3％（451
名）の人が知らないと回答し

ている。

【意見】

★ありがたいことで、生活の参考になります。 ★いろんな情報を知ることができる。

★種々教えていただき、ありがたいと思っています。 ★文章つくりの参考になります。

★農家の方の紹介もしてほしい。 ★継続が大変と思う。 ★不用

★光友地区地域振興会議の予算、決算を公表してください。

★拝聴しています。今後も続けて下さい。

光友便りの発行

項目 回答数 割合

知っている 467 64.6

知らない 256 35.4

合計 723 100.0

○光友便りの発行については、

64.6％（467名）の人が知って
いると回答している。
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【意見】

★大変良いことで参加したいが、老齢にて参加できず残念。 ★参加したことがない。

★健康増進。 ★子どもが参加しました。 ★もっとＰＲすべきだと思います。

★原島コースと山崎コースに参加しましたが、地域の事の知らなさに気付かされました。

★元気な高齢者の参加者も多いと聞き、驚きと共に、益々盛んになれば良いと思ってい

ます。 ★地区外者の参加があれば幸いです。 ★今後も続けて下さい。

★何となく参加しにくい、知らない人ばかりだし・・。また子どももいるので迷惑にな

りそうなので。 ★毎年参加していますが、面白いです。

★ウォーキングコースを辺春川沿いや仁合川沿いに。

★毎年同じ事なので飽きました。新幹線筑後船小屋へウォーキングしましょう。

★転居してきたので知らない所が多く、参加したいと思うが仕事で参加できない。

★毎年参加させてもらっている。すごく良い企画。町内かつ近所でありながら、新しい

発見を沢山させてもらっている。最後のごはん等もすごく楽しい。

光友をさるく（ウォーキング）

項目 回答数 割合

知っている 589 76.7

知らない 179 23.3

合計 768 100.0

○光友をさるく（ウォーキン

グ）については、76.7％（589
名）の人が知っていると回答

している。

【意見】

★有りがたいことです。高齢になって楽しく生きがいを思います。 ★中身を知らない。

★利用したことはない。 ★毎年有りがたくお世話になっています。

★出席割合で送迎を検討するか、開催を検討すべきではないか。

★出席できない人には、記念品をお願いしたい。 ★高齢者の会話、楽しいです。

★身近に住んでいる人の芸を観る事が出来楽しんであります。私は準備を手伝っていま

すが、顔見知りの方が元気だと嬉しくなります。なるべく続くといいですね。

★若い人はもちろん大事だが、老人ももっと大事にしてほしい。

★地区の方と会話ができる。 ★参加率を上げるための検討が必要。

★独居老人等の関わりが、大事ではないか。 ★招待する年齢を引き上げるべきです。

★子どもが参加しとても良い経験をさせてもらったが、私たちの世代では、まだ接する

機会がない。 ★誕生日もお祝いしてほしい。 ★老人会が主催すべきです。

敬老会

項目 回答数 割合

知っている 708 90.1

知らない 78 9.9

合計 786 100.0

○敬老会については、ほとん

どの人 90.1％（708名）が知
っていると回答している。
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【意見】

★準備ご苦労さまです。花がきれいでした。 ★案内人が少ない。

★ここのところ何年も行っていませんので・・・。

★何カ所か作れないものか。

★写真撮影、ベストスポットのポイント板があればありがたい。

★もっと宣伝したらどうか。人がもう少し増えた方が良い。

★いつ設置されたかのかわかりません。 ★ゲートとは柵、手すりのことですか。

★観梅会も長くなり、新しいアイデアが必要で、その意味では良かった。

★観梅会には遠方からも来るから、こういうのはすごく良いと思う。

★折角のゲートなので、もっと目立つ所が良いと思います。

観梅会ゲートの設置

項目 回答数 割合

知っている 450 62.4

知らない 271 37.6

合計 721 100.0

○観梅会ゲートの設置につい

ては、62.4％（450名）の人
が知っていると回答してい

る。

【意見】

★講演会に行きました。 ★もっと首長の女性の参加。

★いらない。 ★何をされているのか、聞いたことがありません。

★特に男性にその意識がないので、その方面にも力を入れてほしい。

★具体的な取り組みが分からない。

★意味がわからない。

★どの様な取り組みか良く分かりません。大事なことだと思いますので、地域での話し合

い取り組みも・・・・。皆で話し合う場がほしいと思います。

★取り組みされていることを知っているだけで、内容は無知です。

★具体的姿見えず。

★市発行の広報誌を読んでいるだけです。旧八女市には「参画条例」がありますが、その

紹介をまず新八女市民にも行ってほしいです。行政区の定期総会などの女性の位置は戦

前さながらです。

男女共同参画の推進に向けた取り組み

項目 回答数 割合

知っている 174 26.3

知らない 487 73.7

合計 661 100.0

○男女共同参画の推進に向け

た取り組みについては知ら

ないと言う人が多く、73.7％
（487名）の人が回答してい
る
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【意見】

★しっかりやって下さい。必要、大事なことです。 ★必要。

★具体的な取り組みが分からない。 ★毎日の事で難しい。（見守り隊）

★どういう対策が取られているのか、具体的に知らないから光友便りに載せてほしい。

★取り組みされていることを知っているだけで、内容は無知です。

★単なる非行対策にならぬ取り組みの必要性を感じます。

★何をされているのか聞いたことがありません。

★アンビジャスの枠を超えた大きい大会もあれば良いと思う。

★夜中バイクの雑音がうるさい。対策をお願いしたい。

★前居住地では、長期ボランティア等にかかわっていたのですが、光友では若い方の活動

は見かけませんが・・・・。光友地区内のみで、他地区への啓発は？。

青少年対策

項目 回答数 割合

知っている 167 26.0

知らない 476 74.0

合計 643 100.0

○青少年対策については知ら

ないと言う人が多く、74.0％
（476 名）の人が回答してい
る。

【意見】

★地域振興のため良いと思う。 ★利用したことはない。 ★不用。 ★良い。

★何かと便利で勉強になり、見るだけで楽しくなります。 ★大いに活用したい。

★外部から来られた方の参考地図になっているし、活性化にも役立っていると思います。

★成果はあったと思われる。

★住んでいながら知らない所も沢山あるから、良い取り組みだと思う。子どもにとっても

良い資料となる。 ★マラソンコースも作れないか。

★各所に立てられた地域板と共に、とても分かりやすく、自分の住む場所と他地区のこと

も分かりやすい。 ★大事だと思う、自然災害などに利用できるものを。

★各集落の境界線が良く分かるようになり、また各地域の文化財の案内が良く出来ており、

助かります。ありがとうございます。

★名所紹介を詳しく。 ★他の市町村からも来られた方には、非常に参考になっています。

★以前は黒木町への道順について良く聞かれていたが、うまく説明しきれず困っていたけ

れど、今はマップと地名板のおかげで聞かれなくなった。

光友マップの作成

項目 回答数 割合

知っている 490 68.9

知らない 221 31.1

合計 711 100.0

○光友マップの作成について

は 68.9％（490名）の人が知
っていると回答している。
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【意見】

★分かりやすくて助かります。

★住みなれていない者も、なんとなく地名が分かる様になったそうですが、ふりがな（ロ

ーマ字）がないため、違った地名で読んでいました。

★分かりやすい。ふりがなを付ければもっと良かったのでは。

★校区（地区名）が分かりやすく、とても良いと思う。

★はっきりと分かり、尋ねられた時など説明しやすく大変便利です。

★ここから○○○地区と、一目で分かるので良いと思います。

★夜間照明をまだ多く設置してもらいたい所がある。

★「この町は明るい町と思われる」と、町外の人から聞かれました。

★必要性を感じられません。

★良い試みです。特に外部からの訪問者にとっては、ありがたいでしょう。

★地区板に１区、２区、３区、4区・・と数字が入っていれば良かった。
★集落名が明確に確認できたので良かった。

★大変参考になる。

★成果はあったと思われる。

★無駄では？。

★もっと大きく明るい方がいいと思う。

集落名の地名板設置

項目 回答数 割合

知っている 617 82.4

知らない 132 17.6

合計 749 100.0

○集落名の地名板設置につ

いては 82.4％（617名）の
人が知っていると回答し

ている。
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ア ン ケ ― ト 自 由 意 見

★光友の良いところ ★伸ばしたいところ ★要望などの自由意見

質問１７

★自然なところ（豊かである）。 ★自然災害が少ない。 ★自然環境。

★よく言えば個人主義、悪く言えば非協調性、何かをするにも会議が多すぎる。個人的には良い人

が多いと思うので、カリスマ的な統率者が必要。

★校区外からの転入者に、もっと行政からの町の特徴（サークルやボランティア活動の情報等）や、

参加出来る活動等、住みやすくなるための地域住民とのコミュニケーションに役立つ様な、後押

しを積極的にやって欲しい。現地域での活動参加意識もなく、結局、久留米や八女市内に出向い

てしまう。将来は光友地区外への移転を考えている。

★具体的には言えませんが、元気のある町、明るい町であって欲しいと思います。

★働く場所が少ないので、光友外に出ていく人が多い。また年齢の高い人も働ける仕事場が欲しい。

★自然環境に恵まれ災害等が少ないし、人と人との絆があり田舎のよさが少し残っている。

★各地区にあるお宮を活用し、祭りを通して地域の文化活動をしたらどうでしょう。

★郷土史部でカルタを作りましたが、その折り何回も町内をくまなく回りました。気付いたことは

どの村落でもお宮や寺院、祠にいたるまできちんと清掃してありました。山奥の村落でもコミュ

ニティは健在という事です。村落を中心としたふる里づくりは、是非守っていきたいものです。

★人権尊重の町づくりは、旧立花町の大きな目標でした。不名誉な事件があった事は反省しなけれ

ばなりませんが、人権の大切さを広く訴えて実績を上げてきたのも事実です。リーダーシップを

取って、この問題にも取り組んでいきたいものです。

★豊かな自然がたくさんあるのに、子供たちが集合して思いっきり遊ぶ公園等が少ない。老人も子

供も集える様な場所等を作ったら良いと思う。また土地を有効活用し企業等の誘致をしたら良い

と思う。 ★ホタル祭り。 ★農業の環境は良いと思う。 ★公共施設が近くにある。

★田舎の景色、人情、米、野菜、果物の美味しさ。 ★若い人が留まるようにするのは。

★高齢者対策（福祉） ★空き家が多くなり、その利用法について。

★先祖の田畑があったので帰ってきたが、景色は変わってなく懐かしい思いです。道路が増えて便

利になっています。ただ公共交通がないのが残念です。道路の整備と同時に小さな河川も整備し

てほしいです。川に自宅の除草の芥を流す人が多く、川下では困っているのですが・・。これは

個人のモラルに訴える以外にないかも・・・。

★折角の竹林が放置したままになっているのがもったいないと思います。地主が何んとかしないな

ら、安く買い上げてどうにかならないでしょうか。

★今までの状況で十分と思う。
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★良いところは人情があり、いざと言う時に助け合いができるところ。

★盆踊りの時、バザー等をすれば良いと思います。

★小中学校と恵まれた環境にありますので、通学路整備にもう少し目を向けていただきたいです。

（本当に夜は真っ暗です）子供には優しくない地区だと思います。（転居してきましたので、痛感し

ております。） ★農業が盛んな事。（ハウス、その他） ★国道 3号線を生かす。
★比較的自然災害が少ない。また立花カルタが 44枚ありますが、そのうち 36％が光友地区の名勝、
旧跡を歌ってありますので誇らしく思いました。

★かがやきに行きたくても足の便がないので、かがやきのバスを自由に利用できればと思います。

★静かで住みやすい。道路を広川町の様にきれいにしてほしい。賑やかな感じが足りないかも。

★観梅会会場の整備と、光友地区民の参加を呼び掛け盛り上げる。

★国道 3号線沿いにあって、学校、買い物、役場、農協があって良いとこだと思う。
★自然に恵まれ、小中学校があり介護施設もある。なのに出て行く人が多い。また転入者も少ない。

教育環境や、福祉、医療施設、求人、店舗数（品ぞろえ）など今の時代の流れにあっていないか

らではないでしょうか？。黒木町は大型店の進出や、銀行の夜間営業などニーズに合った運営が

うまく行っていると思います。立花町からよそに働きに行く人ばかりでは、さびれる一方だと思

います。

★近くに役場や体育館、グラウンドがあるのに利用が少ない。

★都市にはない“良さ”があるはずですが、日々の生活に追われて地域のことを考える余裕があり

ません。あえて“良いところ”と言えば“自然災害の少ない所”でしょうか。ただ、公立病院の

実態など救急指定機関の資格を疑わせるような事もあり、医療の充実など、まず早急にチェック

されるべきと考えます。

★会社の誘致は無理だから、アパート、宅地を増やし人口を増やす。

★若い人たちの出会いの広場。（未婚の方が増えているように思います）

★小さい子供たちが親子で遊べる公園。（自然環境を生かした安全な所）

★自然環境に恵まれている。店舗が少ない。

★農業生産地であり、消費地（八女市内）もあり「地産地消のできるところ」。

★農業以外の産業が盛んになる事は難しいので、農業後継者が一人でも多く育つ光友地区にしたい。

★河川の清掃。 ★田舎でありながら、そこそこ便利。 ★買い物をするところが少ない。

★自然環境と公園を作り、子供たちの遊ぶところの整備をしてほしいと思います。

★集落の集会でどんなに若くても男は上座、女は下座。今後改善してほしい。

★人情があり、地区のつながりがあるところ。

★子供がいないとダメです。“子供”がカギです。

★国道３号線が貫通しており、交通の南北は便利である。
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★自然豊かなところ、子育てする自然環境はとても良いと思う。だけど子育て関連の公共施設設備

や支援はまだまだと思う。高齢化にある方々がずっとこの地区を支えて守って下さる今、必要な

のはプラスアルファ若い世代の力だと思う。もっと若い世代が住み、現住民と融和していくこと

が必要ではないでしょうか。

★環境整備を行い、都会から観光客が訪れるようにすれば、地元でも仕事ができ若い者も地区を出

て行かないのではないでしょうか。

★光友地区は自然災害が少なく、安心して住んでいける地区だと思います。でも子供たちが自由に

遊べる場所がなく、家の周りで遊ぶ事が多いので公園等があればもっと良いと思います。

★道路の基盤整備が進んできた事。また地域防犯対策を強化して頂きたい。

★自然環境に恵まれている。山間地域の活用。竹のバイオメタノール事業の展開。

★全ての面で便利なところ。小中学校、役所等、近距離にあり不便を感じない。しかし光友を含む

立花はあまり魅力（行事を含めて）を感じる所が無い話も聞きます。今後に期待します。

★商業施設を誘致する。（八女市まで行かず、光友地区で買い物ができる）

★観梅会など、人が集まる行事に力を入れてもらいたい。

★子供を育てる事。年々子供が挨拶しなくなり、田舎の良さがなくなった。

★光友地区はあまりいいところがありません。

★鳥の声、虫の声などが聞こえ、自然に恵まれ心が休まる。

★かがやきの利用者が少ないように感じる。もっと創意工夫してほしい。

★道路に街灯が少なく暗い。 ★風光明媚で風災害が少ないところ。

★若者が定住できるように、仕事ができる場所が欲しい。(農を中心にした加工販売など)
★犬のフン、自分で片付ける事。

★自然を利用した福祉施設で、老人用の農作地、運動場、軽医療、軽作業等生産性のある総合地区。

★地域の人が参加して、空き耕作地や田んぼで農業をする。

★光友地区を流れる辺春川は水泳界の聖地。小、中、高校生の各水泳大会で上位入賞した人達は、

この辺春川で魚とふれあえる事を楽しみながら自主トレーニングしていたが、今では遊泳禁止と

知り驚いている。

★周辺が山野であるため、農業等に利用される中山間地域をもっと活用した方が良い。

★「美しい川」を実現させてほしいです。「川」が大変汚く感じます。

★自然が残っているところ、今ならまだ間に合う。

★農業後継者に対し、いろんな面で応援してほしい。

★色んな種類の犬が飼われているところ。民家の多い所はキビキビと歩き、のんびりと田んぼ道を

歩く（散歩）姿がかわいい。 ★災害がわりあい少ない。
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★道路としては大きい道、近道、裏道、散歩道など自由にある。空き地が多い。テーマパークや、

レジャー施設があればいいと思う。もっと街並みを明るい色や、明るい建物、例えばスペインの

建築家ガウディーのような個性的な建物かな！。

★今までも振興計画があったと思います。着実に一個づつ実行してほしいし、八女市内の格差をな

くしてほしい。

★生活するのに本当に便利な地区と思うので、もっと若い人達（家族）に住んで欲しいと思います。

住宅環境を整備し、子育てしながら安心して仕事ができる託児所、保育所等も行政の方で支援し

増やして、周りの地区からも住みたいと思える光友地区にしてほしい。本当に便利な地区ですよ。

行事については、もっと子供を中心に親子で楽しめるものを考えて見てはと思います。

本当に馬鹿げたもので、単に楽しめるもの！。小さい子供には必ず親も一緒だから大笑いして、

楽しめる馬鹿げたものがあってほしい。

★地元外の方の意見も是非聞いて全体の計画を立てて頂けたら、良いものが出来ると思います。

★下水道の整備が、他の市町村より遅れていると思います。

★いいところは、国道 3号線をはじめ道路がほぼ完備されているところでしょう。
★至急！私事で申し訳ありませんが、若い人が少なくなり地区内の世話役(老人会)が回って来た時
に一番心配なのが、パソコンの資料作りです。こちらで書いた資料を働く婦人の家等に持参し、

パソコンで打ってもらえないだろうかと考えています。何卒よろしくお願いいたします。

★自然環境に恵まれている。住むには最高の地区だと思う。

★観梅会と言う大きなイベントはとても楽しみにしています。1週目の食べ物等のブースを 1時間
ほど延長してもらいたいです。出来れば 2週目も食べ物等のブースを沢山出店して欲しいです。

★高齢者が歩いて買い物に行くのが出来ません。昔のように店（車などで）が来てもらえると助か

るのですが、また話の場にもなるので・・・。（週に 1度など、場所を決めて店を開いてもらう
とか）

★高齢者にアンケートしてもらうのも良いが、出来る事なら若者にアンケートをお願いして、どの

ようにしたら光友地区または立花町に住みたいかを聞いて、将来の参考にすれば良いと思う。

★農作物がある（野菜、果物、お茶）。子供が素直で明るい（小学生の挨拶が気持ち良い）。自然環

境が良い（緑、川）。

★自然災害の時、どこに避難するかなどを住民に分かるようにしてもらいたい。

★光友便りの誌面に、振興会議において審議決定された予算、決算、事業計画、事業の実施結果等

を登載して頂きたい。簡単でよい、広報活動にもなると思います。

★自然環境に恵まれて、災害も少ない。仕事場、通学、買い物等に便利です。

★髙山、草場、中通の新道が前後につながれば良い。
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★買い物の利便性は良いと思われる。しかし合併後は何かも上がって、特に物価、税金など住みにく

くなった様に思われる。

★歴史を調べてお祭りなどの復活。（現在、この辺は何もない）

★地区の真ん中を国道 3号と言う幹線が走っていますので、それに沿っての道路拡幅、直線化、道路、
歩道の美化、さらには飛形山を含めた観光事業の開発。厳しい予算だと思いますが・・・。

★食材が多い。 ★なにも無い。 ★自然を残す。 ★静かで住みやすい。

★緑豊かで空気がきれい、水が美味しい事！何気ない当たり前の事のようですが、人が生きていく上

でとても大切な事であり、そういった面ではとても豊かで恵まれた所だなと思います。川がきれいに

なって沢山のホタル達が飛び交い、幻想的でとても美しい。我が家の庭にも少しですが飛んできます。

（最初はビックリ！信じられませんでした）夜空を見上げれば、お月さまや輝く星の光・・

心が安らぎ癒されます。しみじみと良い所だな～と感謝しています。

★久留米の百年公園、ゆめタウン付近の筑後川の整備状況を見習うべきと思います。光友地区にも矢

部川があります。

★集落内のパトロールをもっと増やしてほしい。 ★地域住民の交流（絆）。

★飛形山がもっといろんな面で利用されたら、観光地にもなると思います。

★いろいろのお年寄りとお話をしてきましたが、お年寄りの中には“立花は八女市で働く人々の住む

場所でよい、何も作らず企業など呼ばなくていい”と言われる方がいられますが、そうじゃないと

思います。もっともっと立花に人々を呼んで賑やかになってほしいです。

★自然に恵まれ、のどかで快適。スーパーマーケットがあるともっと便利。「うめや」のようなお店

がもう一軒ぐらいあっても良いのでは？、安くて新鮮なら良いお店になっていくと思う。結果的に

町が活性化する。

★立花地区の中で交通の利便性の一番良い地区、またいろんな人材が豊富だと思っていますが、他地

区の振興会議等に比べ活性に少し欠けているように思われました。女性の方の地域振興会議の中で

活躍されている姿に関心しております。特に、辺春、北山地区等。

★八女市街にも近くて、公共施設も近場にあり、他の立花地区に比べたら住みよい区だと思いますが、

それなのに何となく元気がない。

★自然、道路条件に恵まれている。住環境を整備すること。市（行政）では届かない点を振興会議が

果たすべき。

★学校や保育所、病院等を充実しないと若い人が定住できない。今は逆方向へ向かっている。仕事を

もっと増やすことも大切。

★地域住民の人情及び交流、情報の充実。公害、自然災害が少ない。

★歴史ある山崎、恵まれた自然を大切にしていきたい。
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≪実施日≫

◆小学校役員：平成24年 12月

◆中学校役員：平成25年 1月

問 １ 子育ての時期に、光友に住んでいて良かったと思えるのは、どんなことですか。

光友地区ＰＴＡ役員アンケート調査

その他の意見

2
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2
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2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ａ：学習環境がいい

Ｂ：住んでいる集落の雰囲気がいい

Ｃ：光友全体に活気がある

Ｄ：公共施設に恵まれている

Ｅ：学校の近くに図書館がある

Ｆ：スポーツのレベルが高い

Ｇ：いい学習塾がある

Ｈ：その他

無回答

■学校や塾が近くにある。

Ａ：学習環境がいいと回答した方の具体的意見

■同級生のいいお友達に恵まれた。

■自然が豊かで、都会にあるあわただしい雰囲気がない。ゆったりしている。

■アンビシャスなどの活動があり子供たちが楽しんでいた。

■近所の若い同年齢のお母さん達が優しかった。

■自分が生まれ育った所だから。

■田舎にしては活気がある。

■地元にずーといるため。

■自然がいっぱい。

■無い。田舎には仕事がない。
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問 2 あまりよくないと思うのはどんなことですか。心配なことはありますか。

■先生によって、自分の教師成績を気にしている。

■塾などで、八女は学力レベルが低いと言われた。

■子どもの数が少なくなり、クラス、友達も限られていることで、環境が変わらない。

■子どもの数が減っていく事。 ■交通が不便。 ■選択肢が少ない。

Ａ：学習環境に問題と解答した方の意見

Ｇ：医療部門が不安と回答した方の意見

■あっても専門的に問題あり。

その他の意見

■死角が多いため、登下校や友達の家への行き帰りが不安。

■受験可能な公立高校が少ない上、遠くて交通の便が悪い。

■子どもが近くにいても挨拶すらしない、関心も持たない大人、年寄りが多い。その割に保

守的すぎて、よそからの人間を受け入れない人が多い。

■スポーツをする施設等の整備がなされていない。

■老人ばかりで、お金を使ってくれない。

■地域としてのまとまりがない。

■近所の年配の方の視線と、うわさ話がとても嫌。

■街灯が少ない所があるので、増やして欲しい。子どもの部活で遅くなる時が心配。
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Ａ：学習環境に問題

Ｂ：集落の雰囲気

Ｃ：光友全体に活気がない

Ｄ：公園など親子でのんびりと過ごせる場所がない

Ｅ：塾が遠い

Ｆ：文化施設が少ない

Ｇ：医療部門が不安

Ｈ：その他

無回答
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問 ３ 光友地区に何が欠けていますか。あるいは何があったらいいでしょうか？。

遊び場に回答した方の具体的意見

■公園はあるのに遊具がない。

■川で遊べるように。

■ブランコなど遊具があってもいいのでは。

■ボールを投げたり、蹴れる広さの広場を。

■広場があったらいい。

コンビニや小売店と回答した方の意見

■ディスカウントストア。

その他の意見

■街灯設置。人通りの少ない場所。

■バス、電車等の交通インフラ整備。

■外からの人を受け入れない、地元意識・根性。

■そもそも過疎化していた八女市と合併したのは間

違いだ。
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遊び場

公園

文化施設

働く場所

コンビニや小売店

食事の出来る場所

その他

無回答

文化施設に回答した方の具体的意見

■もう少し大きい図書館。
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問 ４ 子どもを取り巻く現在の環境で、変えて欲しいのは？。

通学路

■水路。 ■保育所前の狭い道。 ■「うめや」から「ＪＡスタンド」前の所。

■白土公民館あたりの道が狭くて危ない。 ■水害で被害を受けた道路の修理が遅い。

■ファミリーマート付近に信号機の設置を。危険である。

■国道３号のガードレール設置を。（車道側） ■歩道のカラー舗装。 ■街灯設備

■兼松の中の道。原島の県道の歩道。 ■通学路が狭い。

集落の遊び場

■現状のままでよい。 ■年々子どもが減り、遊ぶ子どもがいなくなった。

■増やす、いらないといったそういう問題ではないと思いますが。遊びをしていても受け入

れてもらえない雰囲気が問題ではないでしょうか。

Ａ：危険な場所の改良に回答した方の具体的場所

集落の遊び場に対する意見

集落の行事

１

２

３

13
2

22

0 5 10 15 20 25

Ａ：危険な場所の改良

Ｂ：通学路の変更

無回答

19
3

13

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ａ：増やしてほしい

Ｂ：いらない

無回答

■農道は危険すぎる。 ■子ども達も2列、３列と横並びになって危険。

Ｂ：通学路の変更に回答した方の具体的意見

2
7

26

0 5 10 15 20 25 30

Ａ：増やしてほしい

Ｂ：減らしてほしい
無回答

■今のままでよい

■クラブスポーツ等との連携が必要。

集落の行事に対する意見
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問 ５ 一般論として、子育ては「家庭」「学校」「地域」の３者で担い合う事がいいとい

われます。このことについて、どう思いますか。

問５に対する意見

■子育ては３者の役割りが大事なので、それぞれの役割りが出来るように分担を決める。

■子育ては、３者の役割りは大切、大事だが、単に地域の行事を増やすだけで解決するもので

はないと思います。それぞれの意識の問題と思います。見守って下さる地域の方は、とても

有り難く思います。そうあるべきと思います。

■一般論としては良く分かるが、具体策等はなかなか難しい。回答項目Ａ～Ｄどれも賛同でき

ない。？

■地域の方々の見守り、声かけで充分。

■「家庭」が最も重要。

■Ａだと思うが、そのために行事を増やしても意味がないと思う。受け入れる側と、入る側の

意識の問題。

■老人の発言力がありすぎて、若者の声を聞いてくれない。

12

9

0

0

17

0 5 10 15 20

Ａ：子育ては３者の役割りが大事なので、もっと

地域の行事を増やしてほしい

Ｂ：地域の高齢者と触れ合う時間、機会がほしい

Ｃ：子育ては家庭で行うので、学校、地域の世話

はいらない

Ｄ：子育ては家庭と学校で充分。地域の世話はい

らない

無回答
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記述意見問６

■先ず、いろいろな父兄、母親さんと知り合うことができたこと。

■学校内の事が少しではあるが、大変さが理解できたこと。

■初対面の方という理由でなくても、自然に挨拶から始まり、世間話や、子どもの話題などで会話

が弾み、それから親交が始まる場合があるので、何らかの形で顔を出す事も必要であると思いま

す。

■ＰＴＡの役員、地区委員として、地元の子ども達の健全育成に協力できた事は良い経験となりま

した。

■役員をすることで、地域の方と接する機会ができました。同じ地区に居ても、どこのお家の方か

わからないと言う状況もあるので。子ども達もなるべく資源回収の時は、お礼を直接言うように

しています。

■挨拶を恥ずかしがったりする子もいるので、大人から声をかけてあげたら、また少し違ってくる

のかなと思います。

■地区委員をさせてもらって、行事の前準備や連絡が大変だと言うことがわかりました。女手があ

れば大丈夫だと思っていましたが、何かと男手がいると言うこと、そしてお父さん方がいると事

がスムーズに運び、子ども達も楽しく、お利口に行事に参加してくれることに気付きました。も

っと男性誰でも参加しやすい、参加しようと思える場となっていけばいいと思いました。

■地区と学校、地域はバラバラだと感じます。学校行事や市のイベント、行事などを無視して、地

域行事を押しつける。行かなければ協力しない家族と決めつける風潮があるので、せめて地域の

行事をする前には、日程を押さえた上で計画すべきと思います。またＰＴＡで行う資源回収につ

いても、出来ないくらい子どもも、世帯も減っている。誰のための何のためのものか、あり方自

体地域、学校とも考える必要があると思います。

■お世話をする大変さや、責任を感じます

■父親方の協力が増えたからすごいと思います。親同士が仲良くなれることがよかったです。

■学校行事に参加できてよかった。

■配りものや資源回収などを通じて、地域の方の事を知ることができた。話す機会も多くなった。

■子どもの人数が少なくなり、毎年小学校か中学校の地区委員をしなければいけません。今年は両

方です。中学校は学校に行く機会があまりなく、どのように生活、学習しているのか？。あまり

わかりませんが、ＰＴＡの懇親会などでいろいろ聞く事が出来ています。事業参観を増やして頂

けるといいと思います。

■ＰＴＡの役員さんが出席する講演会やイベントが多いので、びっくりしました。出席して勉強に

なりました。

ＰＴＡの役員、地区委員をしていて、何か感じることがあったらお書きください。やっていてよかっ

たこと、よくなかったこと・・・・なども。
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■途中で引越してきたので、地区委員の役割りを通して、いろんな光友を知れたので勉強になり

ました。

■スケジュール調整等、家庭、学校、特に地域、クラブスポーツ等との連携不足を感じる。

■子育ての中心責任は家庭にあると思うが、行事等の中心は学校にあり、学校を中心とした連携

が一番大事では。

■学校の内部がよく見える。先生たちの性格の把握ができる。子ども達が学校で行っている事が

よくわかる。

■己の人格形成に役立った。

■年齢的に仕事における役割りが大きい中、ＰＴＡの役員も加わり、非常に忙しい。保護者の人

数も減り、役回りが頻繁に回ってくるため、常に何かの世話をしている。また、地域行事も高

齢化で世話役が若い世代に下りてきて、交代も出来ない状態である。

■よそ者を受け入れない地域であることと、いつまでたっても世代交代しない世帯が多い所など

を感じます。
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記述意見

■秋の大運動会

■路線バスの再開（県道側）

■大人も利用しやすい、広い図書館ができるとよい。

■見守り隊の方には、本当に有り難く思っています。感謝です。

■光友地区民が集う大きなイベント、お祭りがあれば、老人、子どもが楽しみにできる。年に一

度の想いでづくりがあれば良いと思う。

■この土地で生まれ育った事を誇りに思えるよう、体験や勉強出来る事業や場所があればと考え

ます。

■子どもが少ないので、小さい頃は兄弟で遊ぶしかありませんでした。幼稚園や学校へ行って友

達ができました。近くに小さくてもよいので、安心して遊べる公園があったらいいなと思いま

す。

■いつまでも地区にこだわっているのはどうかと思います。行政区ごとのこだわりを捨てて、見

栄を捨てて、地域を見直す必要があるのではないでしょうか。全体を見ていいところを伝えら

れる地区になってほしいなと思います。外からの居住者を受け入れる地域で誰もが挨拶を進ん

でする地域。

■子どもの頃から、地元にいる人には（外に出たことがない人には）分からないと思います。外

からこの地区に来られた方などを是非受け入れたり、スタッフに加えていかないと、地元人間

で固めても変化はないと思います。

■観光客を増やすアイデア、また観光客が滞在する時間を長くするアイデアをたくさん作るこ

と。

■若い人が住みたくなるような地区づくり。子育てにメリットがある事。

■そもそも仕事がない。

■田舎として良い所もあるが、もう少し発展しないと過疎化が進み、活気は出てこないと思う。

■観梅会は立花にとっても良い祭りだと思います。小学６年生は竹あかり作成に参加し、協力し

盛り上がっています。中学生も何か出来れば、将来立花を守っていこうとか思えるのでは・・。

■子ども達が減っているので、成人したみなさんが帰ってきて、子育てしたいと思えるような地

区になればと思います。例えば公園があったり、子供たちが安心して遊べる場所があるといい

と思う。

光友地区はこうあってほしい、こんなことをやったらどうか、と思うことはありませんか。ご意

見をきかせてください。

問７
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≪実施日：平成24年 12月 12日≫

■地域のつながりと言うか、昔の良さが薄れてきた。時代の変化を感じる。

・隣近所との付き合いも希薄化している。

■年寄りが言いたいことが言えなくなったと嘆く。

・世話をしてもらわなければと、遠慮がちになっている。

・昔と今では逆になっている。

■ニ世代、三世代同居の家庭が少なくなってきている。

・若い者は外に出て行く。

・年寄りだけの家庭が増え、グチやボヤキを聞くことが多くなった。

・独居老人も多くなり、生活の不便さを訴えられる。

■集落での子どもが少ないので、子ども同士で遊ぶことが出来ない。

・だから野球やサッカーなどのクラブに入る子どもが多い。親の負担も増えている。

■子どもをもっと自由に遊ばせる環境をつくる。

■公園があったら良い。

■光友には木陰がない、住民が安らぐ木陰のあるまちづくりを進める。

■老人と子どものふれあい（交流）を深める環境をつくる。

■災害時の緊急避難場所として、お寺は提供できる。

・今回の大雨災害時、高台にあるお寺に避難でき地域住民が助かった。

■光友地区は、今回の大雨で被害はあったが、それでも災害は少ない地域と思う。

・自然が豊かで、災害が比較的少ない地域で住みやすいと自慢している。

■医療体制（病院数）については、光友地区、八女地区、久留米地区と広げると、それぞ

れに恵まれており、医療的には日本有数の安心な町と言われている。

■70歳以上の診療報酬の自己負担が、無料の時代はどこの医院のロビーもいっぱいだった

と聞いたことがあった。

■老人が生きがいを持つことの一つに、お金を稼ぐことだと思う。

・簡単な仕事で、時給何十円でもよいと思う。働く場といくらかのお金を稼ぐことで生

きがいを感じることができるのではないかと思う。

■認知症予防のための自分史（マイ・ヒストリー）を書くことを勧めたい。

■老人の居場所がない、子どもの遊び場所がない。

・人間不幸なことは、自分の居場所がないことである。

・弱者に対し、地域全体がやさしいまちづくりが必要では。

・目配り、気配り、心配りできる地域づくり。



光友の魅力は ◇人柄がいい。 ◇高速のインターや国道３号 ◇自然も人間性もいい。 ◇国道が通り、高速のインター ◇無い。
◇昔からの人が多いので、隣 　に近い。 ・会社の隣接地で、１０軒程の 　にも近い。
　組の組織もある。 ◇適当な田舎で、子どもが育 　人たちが小さな神社を維持し ◇一級河川があり、緑が多い。

　つにもいい。 　毎年先祖供養を行っている。 ◇ガチャガチャとしておらず、
　素晴らしい。こういう地域性 　適当に広い。またそんなに田
　が大事だ。 　舎でない。
・全域で果物が実り、ホタルが ◇住民の人柄も良い。
　舞う。日本一と思う。もっと宣 ◇髙山集落のアジサイの植え
　伝してよい。国道３号に面し 　付けは、継続しており素晴ら
　ているため、遠方からの客に 　しい。
　説明しやすい。

直した方がいい ◇若い人が出て行く。 ◇子どもを育てるのに良いとこ ◇直すことは無いような気がす ◇集落の連携がなく、分散して
こと ・土地を借りてでも、若者が住 　ろだと、思えるための工夫が 　る。 　いるように見える。

　める環境を作ること。 　必要。 ◇学校を地域の中核として活
　用するなどの試み。
・今あるものを活かせば、半分
　の費用で出来る。

こうあったらいい ◇地域性が薄れている。 ◇子育てにいいと、若い人が ◇大きな企業がないのが残 ◇高齢者に優しい町づくりを行 ◇若いリーダーを育てること。
・つながりを深める取り組みを 　居着くような条件整備。 　念。 　い、高齢者が住みやすい地 ◇みんなで地域を守るという
　行う。例えば運動会など。経 　域にする。 　基本認識がほしい。
　費は地場企業も協力。 ・高齢者を呼び込む環境はあ ◇働く場を確保していかなけれ
◇住んでいる人が、いいところ 　る。 　ばいけない地域である。
　だと自覚できる地域でありた
　い。
・地域に密着した企業として、
　微力だが協力したい。

提言 ◇集落ごとのテーマを提示し、
　コンテストを行う。
◇髙山のアジサイを「光友の
　花」として売り出す。
・誇り、自慢できると、人を呼び
　込める。

（実施日：平成２４年6月）

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社

光友地区まちづくり聞きとり（企業）

７
９



※この計画書は八女市地域づくり提案事業として、市の補助金を受け作成しました。
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