
岩国市過疎地域持続的発展計画（素案）に対するパブリックコメントについて 

ご意見の内容 市の考え方 

 

１．１基本的な事項⑴の「ウ 社会経済的発展の方向の概要」を見ても分かりますが、保育の提供や高

齢者の事だけ触れられており、一番稼ぎ頭の子育て世代やその子供たち（小中高大学生）の存在がど

こにも出てきません。 

田舎の問題点として、まず仕事がない。これは生きていく上において、最悪の環境です。市街地で

あれば日給制度もあり、遅くても次の月（月給）にはお金が手に入り、暮らしていく分には困りませ

ん。が、田舎の仕事の代表格としての農業は収穫に数か月、果樹などであれば数年がかりで収穫。し

かも自然災害などがあれば、すべてがダメになり、高リスク。更に収穫物というのは生物。価格変動、

不作、売れ残り等々、こんなリスクの高い仕事を、働き盛りの年代が好んでやろうとはどうしても思

えないのです。うちにも現在、教育費が一番かかる子供たちがいますが、完全に田舎で暮らそうと思

ったら、ベーシックインカムのような最低保証制度がないと暮らしていけないのが現状です。そのた

め、今は週末のみ田舎暮らしですが、作物の手入れが行き届かないのが現状です。 

以前から市長ホットラインや教育委員会にも質問しておりますが、オンライン授業についての進捗

が見られません。ネット接続環境自体は市内ある程度整備されているにも関わらず「学校に“登校”

しなければ学習環境が与えられない」という現状があります。  

仕事や学校の事を考えれば、田舎を離れ、市街地に住居を構えるのは当然。過疎化は成るべくして

成ってきたわけです。施設や道路整備等、用意するのも結構ですが、箱モノをいくら作っても、使う

人間が少なくなれば無用の長物になります。サービス向上も大事ですが、人材育成を考えるのであれ

ば、絶対的に保証される生活がないと、誰もやりたがらないのが現実ではないでしょうか。 

 

 

 まず、農業については、ご指摘の通り、現在では生産物の価格の下落や、気候・環境の激変により、

リスクの高い仕事と言えます。しかしながら、農業の生産活動は、中山間地域の保全という側面も持ち

合わせております。市としては、生産活動をされる農家の方に対しまして、中山間地域直接支払交付金

等の様々な支援メニューを用意しております。 

次に、オンライン授業については、現在、令和３年度冬季休業までに小学校３年生以上の全家庭でタ

ブレット端末を持ち帰っての活用ができるよう、規程の整備、貸出用モバイルルーターの整備、通信費

の徴収方法に関する検討等を進めております。 

また、ＡＩドリル（ドリルパーク）の家庭での活用については、教育の機会均等を重視し、小学校３

年生以上の全ての家庭でネット環境が整ってから活用を始める予定です。 

なお、いろいろな事情から学校に登校することが難しい児童生徒に対しては、市内４つの支援教室に

てタブレット端末を使った学習に取り組めるよう、環境整備をしており、既に活用されています。 

公共施設（建物）については「岩国市公共施設等総合管理計画」の中で、「施設保有量の最適化」を基

本方針の 1 つに定め、将来の市民に大きな負担とならないように、本当に必要な公共施設を見極めた上

で市にとって最適な量の施設を保有するように考えることとしております。本計画に基づく過疎対策に

つきましては、「岩国市公共施設等総合管理計画」の考え方と整合性を取りながら、必要な施策を計画的

に実施して参ります。 

 

２．畑が以前、猪に荒らされました。狩猟免許を取ったは良いものの、自然保護区の為くくり罠が設置

禁止、箱罠（コスト高）しか設置できず・・・今年もじゃがいも畑をやられました。電気柵等もある

みたいですが、どちらにしろ収入と支出のバランスを考えると、割に合わないのが現状です。 

野生動物保護も良いですが、人間の生活を犠牲にした上での保護であるのなら、それこそ過疎地域

は野生の動物に譲り、人間は里を下りるしかなくなると思います。 

 

 

有害鳥獣による農作物等への被害は、経済的な損失にとどまらず、生産者の意欲を減退させ、農山村

地域全体の活力を損ないかねない大変深刻な問題であることから、被害防除対策として、進入防止柵等

を個人で設置される場合、資材費の２分１、７万５千円を上限に補助しております。 

また、被害を防止する目的としての捕獲対策につきましても、引き続き関係機関と連携して取り組ん

で参ります。 

 

３．錦川清流線沿線で乗客は錦川の素晴らしい眺望を期待し、車窓に思いを馳せるところですが、「清流

線」の名称に値する素晴らしい錦川の清流はほとんど見ることはなく、車窓には荒れ果てた畑地、雑

木林や竹藪等の合間から時々美しい錦川の水面が走り去る現状を見るだけです。この沿線で地域組織

を立ち上げ、旅客誘致の対策を検討されてはいかがでしょうか。各駅間で錦川の美観眺望が可能とな

るように、自慢の場所やＰＲすべき場所を選定し、有志によるボランティア等によるそれらの場所の

環境整備を行い、最終的には沿線全てが素晴らしい環境になるよう進めてはいかがでしょうか。 

 

 

 錦川清流線を運行している錦川鉄道株式会社におかれましては、旅客誘致としてこれまでに、本市や山口

県と連携しながら、レトロ列車でのイベント列車の運行をはじめ、秘境駅として「清流みはらし駅」の整備

などを行っているところです。 

また、当路線の維持・存続などを目的とし組織された「錦川清流線を育てる会」とも連携し、さまざまなイ

ベントなどを行っているところです。ご提言については、年々旅客者数が減少している当路線の魅力向上を検

討する上で、貴重なご意見として錦川鉄道株式会社と共有し、今後の参考とさせていただきます。 

  



ご意見の内容 市の考え方 

 

４．昭和の営林署当時に杉や桧を植林した放置山林が公害の発生源に変わり現在に至っています。その

ため、将来を見据えた木材有効活用を図るための知恵を出すべきです。 

早急に放置山林に間伐・枝打ちの対策を行い将来に備えれば、植林木は生長し木材生産材料として、

経済収入の宝材木としての資源として貢献することとなると思います。その将来を見通し、是非林業

関連の有効活用研究開発のために、農林業大学を錦町周辺の僻地に創設されることを提案します。 

 

 

ご指摘のとおり、山林の整備の遅れは、土砂災害等の発生の恐れや木材の有効活用ができない要因の

一つと考えられます。 

しかしながら、山林所有者の経営管理への関心の低下や林業の担い手の不足により、山林の整備や将

来の林業の振興が困難な状況となっています。 

本市では農林業大学校の創設は予定しておりませんが、そういった状況を踏まえて、今後、林業経営

体への補助など林業の担い手の育成を支援する事業について検討する予定です。 

 

 

５．１基本的な事項 ⑵人口及び産業の推移と動向 ア人口の推移と動向について 

① 本計画の趣旨からして、市全体の人口だけでなく、過疎地域の人口動向についても「表1-1（1）人

口の推移（国勢調査）：過疎地域全体」を踏まえて分析し、記述すべきです。 

② Ｐ８の表タイトルには、「表１－１⑵人口の見通し：岩国市全体」のように、下線部を入れてく

ださい。 

③ 年次の表現ですが、「表１－１⑴人口の推移」では和暦を使用し、「表１－１⑵人口の見通し」

では西暦を使用しています。和暦の年次表現には括弧書きで西暦の年次を入れていただきたい。 

④ 「表１－１⑵人口の見 通し：岩国市全体」についてですが、これはどのような前提でどのような

方法で推計している数値かを説明すべきです。すなわち、これは、過去の趨勢からみたトレンド人

口なのか、あるいは出生率の上昇や転出率の抑制をもたらす政策効果を踏まえたものなのかを明ら

かにすべきです。できれば、上記の２つのケースの人口見通しを示してもらいたい。 

⑤ 過疎地域全体の人口の見通しについても、少なくとも趨勢型の人口を推計の上、示すべきです。

過去の女性の５歳階級別特殊出生率、男女５歳階級別の生残率や転出入率などを使用した趨勢型人

口を推計すると、恐らく 2050 年には現在の４分の 1 程度、あるいはそれ以下の人口となるでしょ

う。 

 
  

 

① ご提言のとおり、本計画は過疎地域の自立に向けて、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を

活用した地域活力の更なる向上を実現させるため、現状や対策等をとりまとめ、計画的な事業の推進

を図るものです。そのため、基本的な事項において市全体及び過疎地域の状況を整理することは重要

であることから、当該箇所に次の過疎地域全体における人口動向の記述を追加いたします。 

  （本文） 

過疎地域における従業地による就業者数（経済センサス）は、これまで減少が続いていた第一次産業の

産業別人口・構成比ともに、近年回復傾向に転じています。また、第二次産業・第三次産業は常住地によ

る就業者数と同様の傾向にあります。 

② お示しのとおり修正いたします。 

③ お示しのとおり修正いたします。 

④ 「表１－１⑵人口の見通し」の数値については、国立社会保障・人口問題研究所が平成 27年国勢調

査の確定数を基に行った推計によるものであり、将来の出生、死亡及び国際人口移動について仮定を

設け、これらに基づいて推計を行ったものです。また、若者の定住に関する希望と市民希望出生率が

市の政策により実現した場合、令和７年（2025 年）は 127,000 人、令和 12 年（2030 年）は 122,000

人、令和 17年（2035年）は 117,000人、令和 22年（2040年）は 112,000人、令和 27年（2045年）

は 107,000人、令和 32年（2050年）は 103,000人と推計されます。本計画に記載しております人口見

通しにつきましては、以上の内容を追加いたします。 

⑤ 過疎地域全体の人口の見通しについて、現在、推計した数値はございません。今後、ご提言の趣旨

を踏まえ、地域別に将来人口を推計することについて、検討させていただきます。 

 

 

６．１基本的な事項 ⑵人口及び産業の推移と動向 イ産業構造、各産業別の現況と今後の動向について 

① 通常、「就業人口比率」という用語の概念は、15 歳以上の人口に占める「就業者」の割合を示す

ものと思いますが、「過疎地域自立促進計画（前計画）」では「産業別構成比（各産業の就業者数／

総就業者数）」の数値となっています。「就業人口比率」を「産業別構成比」に修正すべきです。 

② 「産業別構成比」の和は、100 ％になります。「第一次産業の（中略） 就業人口比率・産業別人

口ともに急激な減少がみられています。一方、第二次・第三次産業 は就業人口比率・産業別人口と

も減少」とありますが、就業人口比率が産業別構成比を示しているなら、それらの和は100％になる

  

本文の「産業構造、各産業別の現況と今後の動向について」では国勢調査における常住地ベースの産

業別就業人口について記載をしているところです。ご提言のとおり、従業地ベースの数値を分析するこ

とは産業振興施策の検討等には有効であると思われることから、事業所を対象とした経済センサスに係

る文章を追加することとし次のように本文を修正します。また、過疎地域における国勢調査及び経済セ

ンサスの表を計画内に追加いたします。 

 

 



ご意見の内容 市の考え方 

はずで各産業別構成比が全て減少ということはあり得ません。データの確認が必要です。 

③ その次の「これは、山間、内陸部の急激な人口減少による農林業を担う人口や顧客の減少による

もの」という文章は可笑しくありませんか。因果関係が逆であり、「急激な人口減少による」を削除

すべきです。「顧客」とは、商業等の顧客を指していると思いますが、この顧客の減少は人口減少に

よるだけでなく、都市部に奪われることにも起因します。 

④ そもそもこの産業別構成比は、地域の産業構造を示すものではありません。この文面からみると、

住民の就業先を産業別にみているだけです。産業構造の分析は、属人主義ではなく、属地主義のデ

ータで分析することになります。岩国市、あるいは過疎地域の全ての住民が地域内（常住地）で働

いているわけではなく、市外、広島市など県外でも働いている人もいます。また、市外、県外の人

（常住者）も岩国市に働きに来ている人もいます。産業構造を就業者の視点から見る場合は、従業

地ベース、つまり 岩国市や過疎地域で就業している人でみなければなりません。使用されている統

計では産業構造の分析はできませんので、国勢調査の従業地ベースの就業者数や経済センサス基礎

調査、活動調査（事業所数、従業者数や収入など）の原データを収集して分析することをお薦めし

ます。 

 

（本文） 

また、表 1-1⑶で見られるように、過疎地域における常住地による就業者数（国勢調査）は、主産業であ

った農林業を中心とした第一次産業の衰退が著しく、長く過疎化や高齢化による後継者不足という大きな

問題を抱えており、産業別人口・構成比ともに急激な減少がみられています。一方、第二次・第三次産業

の産業別人口は減少しているものの減少スピードが鈍化している傾向にあります。 

過疎地域における従業地による就業者数（経済センサス）は、これまで減少が続いていた第一次産業の

産業別人口・構成比ともに、近年回復傾向に転じています。また、第二次産業・第三次産業は常住地によ

る就業者数と同様の傾向にあります。山間、内陸部の農林業を担う人口や顧客の減少傾向は今後も続くも

のと予想されます。 

 

 

７．地域の持続的発展の基本方針について 

① 将来人口の推計結果を踏まえ、かつ危機意識を持って、大胆な政策を導入しない限り、過疎地域

のみならず、市街地においても持続的発展は見込めません。大胆な政策の一つは 、持続的発展をも

たらしてくれる人材の招致です。それは、どのような人材かと言えば、都会の人が住みたくなるよ

うな古民家を再生してくれる建築設計家、ここに住めば子どもの将来の可能性を発掘、育成してく

れる教育指導者、地域の未利用木材資源を活用してトリジェネ（電気・熱・二酸化炭素供給）シス

テムを開発してくれる優秀なエンジニア、またトリジェネシステムをＩＣＴにより制御する先進植

物工場の設計・運営者などです。 

そう遠くない未来において、移民の受入策も出てくるでしょう。その場合も、岩国市は、どのよ

うな人材の受入れをするか、また受入れの基準などについてはオーストラリアなどのポイント制等

を検討しておく必要 があります。人材の招致、移民受入れ・居住支援の財源については、2050年カ

ーボンニュートラルの実現に向けて導入されるであろう炭素税に基づく交付金あるいは国内地域間

の排出権取引等） を考えていいと思われます。二酸化炭素を大量に排出する大都市圏から二酸化炭

素を吸収する 森林を抱える過疎地域への交付金トランスファーが導入されるでしょう。したがっ

て、地球温暖化に伴う集中豪雨に耐えられるよう、地域の自然、特に森林地帯の保全・強靱化が重

要になります。 

② 「都市や周辺地域との協働・循環の促進」の「都市」とは、旧岩国市をさしているのですか、あ

るいは広島市も含む都市域をさしているのでしょうか。文章からして、「協働・循環」よりも「交流・

協働」の方が適切ではないでしょうか。 

 

 

① 人材の招致は、過疎地域のみならず中山間地域全体の取り組みとして検討すべき事項と捉えており

ます。中山間地域においては過疎・高齢化により地域のマンパワーが失われつつある集落が散見され、

外部から人材を取り入れることは地域の活力維持・向上の対策の一つと認識しております。しかし、

現時点ではご提言のような人材を招致するための具体的な制度や施策等が無いため、事例研究や関係

機関との協議等により検討して参ります。 

また、本計画の基本方針は「岩国市中山間地域振興基本計画（H31～R4）」の基本的な考え方等を基

に設定しているため、当該計画との整合性を取りながら、施策研究して参ります。 

 

② 「都市」は市外都市域を、周辺地域は市内の過疎地域以外の地域を指しております。今後、持続可

能な地域の形成を進めるためには、体験型教育旅行の受入等により都市部との関係人口や交流人口の

拡大を図りつつ、過疎地域と市内部周辺地域との協働による助け合いの仕組みづくりや地域の活力維

持・創出に取り組む必要があります。ご提言のとおり、過疎地域と他地域の交流・協働の推進は重要

な施策です。また、地域の様々な課題に対し、必要に応じて周辺地域と協力しながら、地域住民が主

体的に活動し解決していく循環サイクルを構築することも必要であることから、「都市や周辺地域との

交流・協働・循環の促進」と修正させていただきます。 

 

 



ご意見の内容 市の考え方 

 

８．地域の持続的発展のための基本目標について 

 この計画が持続的発展を目指すものであることを考えると 、定住人口の減少速度の抑制だけでな

く、移住人口、交流人口や関係人口の指標の増加というものを採り入れるべきです。 

 

 

 本計画の基本目標については、移住施策等の計画に記載している対策や事業を計画的に推進するこ

とで、過疎地域の人口減少率の逓減を図ることと設定しております。そのため、移住・交流・関係人

口の指標につきましては、本計画内「２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」において検討

させていただきます。特に関係人口の増加は地域づくりの担い手確保に繋がるため、今後推進すべき

対策等の検討を進めます。 

 

 

９．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成について 

① 「⑴現況と問題点」の記述としては、「関係人口は、（中略）その増加を目指した各種取り組みの

推進を図ります。」ではなく、「図ることが求められています。」と修正すべきです。 

② 「⑵その対策」の地域間交流の促進策として、旧市内の自治会と過疎地域の集落の交流、具体的

には育林作業（草刈り、除伐など）、木工家具等製作、山菜取り、キノコ・野菜や果樹等の栽培、旧

市内での朝市の開催などを支援する制度（姉妹自治会支援制度 など ）を設けていただきたい 。 

 

 

① お示しのとおり修正いたします。 

② 過疎地域の集落の活力の維持のために市内都市部との交流・連携を促進することは有効な手段の一

つであると認識しております。現在は「中山間地域お助け活動支援事業」として、過疎地域を含む中

山間地域の小規模・高齢化集落等と集落外の人材が交流・協働しながら行う地域の環境美化活動に対

しての支援を行っています。また、同事業は令和２年度から小規模・高齢化集落等が主体的に実施す

る地域行事の支援も助成対象事業とし、地域の多様な課題やニーズへの対応を図っているところです。

ご提言いただきました地域間交流の促進策につきましても、他市町の事例調査・研究等を行い、検討

して参ります。 

 

 

10．産業の振興について 

① 農業の振興 では、「農作業受託組織や認定農業者、女性、高齢者など多様な担い手の育成と生産

性の向上や特産品の振興を促進する」という文言は、前期計画と全く同じですが、この対策の点検、

総括や評価はなされていません。 

② 商工業の振興では、「企業誘致については、基幹産業である農林水産業の振興に結び付く産業や地

域資源を活用した産業などの誘致」という文言は、前期計画と全く同じですが、この対策の点検、

総括や評価はなされていません。 

③ 観光の開発（振興）では、「当地域では、民泊や自然体験学習が盛り込まれた体験型教育旅行の誘

致に取り組む中、今後も地域と一体となった受入れ体制の充実に努めます。本文には句読点があり

ません）」の「地域と一体となった受入れ体制態勢）の充実に努めます」は、前期計画と同じですが、 

この対策の点検、総括や評価はなされていません。 

④ これら前期計画の振興策に関する総括や評価が充分になされていないと、本計画素案においても

実効性が期待できないと考えます。 

 

 

 前計画（過疎地域自立促進計画）においては、登載事業の実施状況については整理しているものの、

計画に記載している分野ごとの対策等についての総括や評価は行っておりません。ご指摘の箇所につい

ては、本計画の素案作成にあたり各担当課で次のとおり把握をしており、本計画にも記載しています。 

 ① 農業の振興 

ご指摘の文言については、継続して恒久的に実施していくべき施策と考えており、根本的には頻

繁に変更するものではないと考えています。 

  ② 商工業の振興 

市内全域ではありますが岩国市創生総合戦略の基本目標「企業誘致の推進」に基づき、毎年、進

捗や取り組み内容の確認等を点検・総括しております。 

 ③ 観光の開発 

体験型教育旅行については、訪れた皆様に、自然体験や地域との交流を通じ、里山の魅力を認識

していただくとともに、地域と連携した受入れの取組により、地域の活性化が図られていますが、

高齢化による受入側の人的資源の不足等の問題に対応していく必要があると分析、評価をしておりま

す。この度の観光の開発におけるご指摘を踏まえ、計画本文の「３ 産業の振興」の「⑴ 現況と

問題点」の「ウ 観光の開発」に「当地域で実施している体験型教育旅行では、都市部から修学旅行生

等を受入れ、地域の活性化が図られていますが、高齢化による受入側の人的資源の不足等の問題に対応

していく必要があります。」を追記いたします。 

 また、本計画においては達成状況の評価を実施することとしており、より一層の計画的な過疎対策の

推進を図っていく所存です。 



ご意見の内容 市の考え方 

 

11．再生可能エネルギーの利用の促進について 

① 「⑴ 現況と問題点」ですが、これは我が国全体の現況と課題であり、当該過疎地域の分析がな

されていない。太陽光発電、風力発電、バイオマス発電や中小水力発電の現状と課題を整理しない

と「⑵ その対策」は出てこないでしょう。 

② 「⑵その対策」では、「公共施設における再生可能エネルギーの導入を推進し、市民への普及啓

発を行います。」という文章では、市民への普及啓発の対象が不明です。したがって、「再生可能エ

ネルギーの利用については、公共施設への導入を推進し、市民への普及啓発を行います。」とすべ

きです。 

 

 

① 再生可能エネルギーの利用の推進は、エネルギーの安定的供給や低炭素社会の実現等の観点から、

重要であると考えられ、太陽光や風力、バイオマス発電といった再生可能エネルギーの導入をいっ

そう進めていくことが求められています。このことは全国的な課題であるとともに、当該過疎地域

を含む本市の課題でもあり、本市の最上位計画となる「岩国市総合計画」においても位置づけして

おります。 

なお、計画策定に際して、当該過疎地域の再生可能エネルギーの現況や課題などの特別な分析は

実施しておりませんが、再生可能エネルギーの活用促進にあたっては、国の再生可能エネルギー固

定価格買取制度やさまざまな補助制度などの推進政策もふまえつつ、周辺環境等への配慮した適切

な設置を行うなど、地域の実情にあった整備が進んでいくことが望ましいと考えております。 

 

② 市民レベルでの再生可能エネルギーの利用を推進していくためには、市民への普及啓発を行うこと

が重要であることから、庁舎等の公共施設への再生可能エネルギー（太陽光発電等）の導入を推進し、

市民の目に触れる機会を増やすこと等により、市民の再生可能エネルギーに対する理解がより深まる

ように努めていきます。 

なお、計画素案の文章に比べて、よりわかりやすい表現と思われますので、ご提案いただきまし

た文章に修正いたします。 

 

 

 


