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困 り 感 ・ 不 安 ・ 不 満

子育て ・散歩できるところがない（人の多い集落まで行く） ・保育園が遠い、ない

・なくなると分かっていたのに保育園を新築したこと ・子どもの急病

・保育園がなかったら奈川に住まない（働きたい） ・陣痛タクシー（他1名）

・少人数が故に競争心が芽生えない ・こども楽しめる場所

・図書館の本が少ない（子育て世代） ・ありません

・保護者同士の交流が少ない

・安曇小中学校へも送迎してくれるようになったら良い

「奈川の未来を働き世代から考える」ワークショップ

教育

・自然体験できない ・野球を正式な人数でできない

・高校が遠い ・同年代の子どもが少ない

・様々な人との出会いが少ない、刺激が少ない

・山、川に気軽に入れない（整備）

・地区内で行くところが限られる…（特に土日）

・担任の先生との相性が悪いのは心配

・部活が限られてる（バト・吹奏楽）

・グループワーク(意見交換)は最低3人必要、足りなくなってきている

仕事
・子育てしながら働ける場所がない

・むしろ奈川から出ていくことを推奨する世代

・奈川の地元民が「仕事がないから」というくちぐせ

・働く人の減少⇒施設の維持、農産物の減少

・空家はあるけど使えない（整備ができてない） ・空家増えて暗い

・市営住宅を直してほしい（奈川ルールを作ってほしい）

・家を探すのが大変（移住するまでに）

・停電するとネット関係でも困る ・ネット環境が良くない

・防災無線の放送が変わってしまった

（奈川のプライベートな放送は奈川のためだったのに…）

・災害時の体制を充実させてほしい

・何かあったときに頼れるネットワークが薄い

・老後、車がなくなったら心配 ・バスの時刻、便が少ない

・車両に係る経費が辛い ・車両に係る経費（塩カル） ・車両に係る経費

・除雪や薪の調達、除草をする人少なくなってきた

暮らし

その他
・市のルールに当てはめられることが不満、不自由（コロナ対策など）
・言っても変わらない
・Iターンしてまで奈川をどうにかしようという30代（のグループ）がいない
・安全に歩ける歩道が少ない
・アクセスが限られている（災害の心配）
・役職を強制的に



あったらいいな・できたらいいな 「思い・願い」

教育

・いじめなどで小学校期間だけでも移住するとか
・奈川独自の魅力を活かした学び
・他校とふれあえる機会がもっと増えれば良いな（交換）
・他人の親にあずける
・少ないからこそできる体験
・学びの場（自然的に学ぶ地域のお年寄りから学ぶ）
・地区外の子ども/大人と交流
・学校への送迎の充実、柔軟な通学（波田から奈川に通学など）
・3校交流会の機会もあるが、時間と頻度が少なくて仲良くなった
り、体験にいたる程にならない

・保育園、小学校、じじ、ばば、仕事、全てが一緒の施設を作る
⇒小中学校の学びへの集中を思うと保育園拠点で出来ると良い

・保育園の利用ができたら
・三校との交流回数増やす
・少数での教育を都市部に宣伝←県内（都市部にもやりたい人がいる）
・良い先生を残したい（県がやるべき）
・少人数＝手厚い＝いい教育ではない⁉ここに味付けすべき
・バスの本数が少ないので増便する（観光的にも）
・補助金（役所の方には出ない・・・）
・少人数で学ぶ＝都会では少人数で学びたい
・奈川小に勤務している先生が何年かすると異動してしまう
⇒魅力ある学校にして、良い先生が集まるようにする

・三校交流を都市部の学校との交流をもっと活発にしてほしい
・奈川の学校を存続するだけでなく、安曇小学校へ持続的に続ければOKとの意見
・先生問題
・少人数、都市の方に宣伝
・下から来てもらうとキャパが足りない？
・教育移住

子育て

・子どもの人数が増えて保育園を再開できれば
・頼れるネットワーク作り
・子育てに困ったら行く機関があれば
・子ども～高齢者までが集まれる施設
・奈川保育園が気楽に使える場所になったらいいな
・安曇保育園への継続的な送迎
・じじ、ばばも一緒に色々な人との交流
・ルールばかりにこだわらない
・地区みんなで育てる
・仕事、子育て、じじばば フルセットの施設
・「松本市」にとらわれない一般と違うルールにのってない子育て施設（みんなで育てる）
・内職できる
・保育園の活用
・子どもをみんなで見る
・奈川の教育（わらび採りなど）⇒まとまった人数の安曇でも(送迎あって欲しい）
・少希
・保育園の建物を活用して地域の人たちと交流する
・安曇小でもOK（人数を増やす方がいいのでは…）
・保育園再開の人数をあまりこだわらない方がいい（毎回変わる）

「奈川の未来を働き世代から考える」ワークショップ



・奈川で滞在して欲しい（通過点ではなく）

・インターネットを用いて奈川を売る（動画・サイト）

・安全に歩ける道

・高校が近くにあれば…通えない場所ではないから補助があるといい

・バスの時間を調整（ダイヤ見直し、増便）

・年上の人はもう満足している？

・三校交流のやり方（頻度少ない）

・他世代に見える化、他者に見える化

その他

・体験移住（子どものいる家族）難民の子や困っている子どもを受け入れることができれば

・教員用の住宅が空いているので貸しに出してみては？

・子連れ、若い人に移住してほしい ・空家の活用

・コンビニ、コインランドリーが欲しい

・県道を全部トンネルにして欲しい

・高齢の方から聞いておきたいことをきいておく（保存食とか）

・様々な面での補助を充実してほしい（交通費、薪…）

・外から関わってくれる人を増やす ・子どもの世話をしながら働く

・暮らしに密接した仕事、働き方、が増えるといいな

（お金をたくさん稼ぐための仕事ではなく）

・松本市の職員が奈川から通勤するのに補助出ない⇒職員にもいろんなところに

住んで市内の実状を知ってほしい

・豊かな自然（自由にできる）国立公園ではないから住むには良い

暮らし

仕事

・奈川ブランド⇒奈川で製造⇒仕事増

・奈川で子育てしながら働ける施設

・奈川ブランドを地元でつくる⇒地元の雇用も増やす

・奈川の特産品を使った商品を売る

・奈川の特産品を使った商品＝雇用、子育て空いてる時間、複合施設

・奈川での雇用が増えるような商品開発

・農作物流通や生産管理体制を

・キャンプ場や林業、農作物の担い手

・キャンプ場に力を入れる

・キャンプ場を満員にできるノウハウ持ってる！

・キャンプ場増やして仕事UPへ

大切にしたいキーワード・フレーズ

・物理的なサービスは必要としていないが、細かいサービスを欲している

・自然を生かした教育など、魅力的な ・物理的な不満はない（店）

・きめ細かなサービス（補助、送迎） ・少人数ではいい先生が集まらない

・自然を軸とした保育園 ・獅子舞、お祭りごとを残していきたい

・複合的な施設



子育て

・仕事と子育て、じじばばとも交流して子育てしていけることが大事（保育園の活用）
・個々の生活になっていて、以前より繋がりが少ない。
・地域の子どもを知らない
・保育園は、世代を超えて交流・触れあえる空間にしてはどうか。
・奈川でも同居は減っている。
・交流は他人とだから良い面もある。（オレンジカフェ）
・医療や買い物に不便がある。
・移住者は第2の人生として来ることも事実（保育園が必要な人ばかりではない）
・保育園が無い＝仕事ができない、核家族だと祖父母に頼れない
・保護者同士で預かり合う制度はないか。
・保育園の話し合いはずっと続けているけれど、いつも堂々巡りで住民は疲弊している。

教 育

・自分の子どもが奈川に戻ってきて生活したいと思えるかは疑問。
・他校に比べれば、自然体験や地域の交流が多い。
・子どもの減少により、学校の統廃合も現実的でその覚悟が必要だ。
・児童生徒数の減少で、競争心が低下している。
・R4.4月から安曇小中学校で特認校制度が始まるが、送迎があれば安曇校へ通うことも良という意見は意外だった。
・地域に眠っている人材の掘り起こし、お年寄りの知恵や経験を活かす。⇒世代間、地域内の交流につながる。
・高校進学時に地区外へ転出するケースあり。送迎するのも負担あり、道路も良くない。

仕 事

・インターネット（テレワーク）活用だけでは仕事は限られる。
・住宅はあっても働く場がなければ人は来ない。担い手がいない、年間通して働ける職場が少ない。
・子どもが希望する職種は多種多様で、奈川地区では対応できない。
・高速ネットワークがほしい。
・地域のブランド化が雇用につながれば良い。
・奈川で仕事を見つけたり起業することは難しい ⇒ 仕事は市街地でも良い。インセンティブが大事。
・仕事について大々的な募集があれば良い。

暮らし

・子どもが奈川に帰らなくても仕方ない、地域の付き合いも大変で若者は休みが無い。
・買い物弱者の支援はどんな対応がいいのか。
・奈川の人は辛抱強い。（コロナで往来ができなくなったけど）
・通勤費や家賃の補助など、金銭的助成が大事ではないか。
・インターネット環境整備（５G）
・コロナ禍で都会より奈川（のようなところ）で暮らすことを選ぶ人もいると思う。
・空き家の活用は、他地区の成功事例を参考にする。空き家情報や行政のサポートが必要。
・空き家活用は持ち主側に課題があることが多い。第3者が入らず、当事者間で貸し借りの交渉をした方がうまくいく場合もある。
・課題に対する世代間のギャップがあると感じた。
・人口が増えることが果たしていいのか？歴史や文化を伝えなければ奈川がなくなってしまうのではないか？

その他

・過去の時代にできなかったことを、今から描いても実現は難しい。
・住民票があっても奈川に住んでいない人は１００人以上、このままだと奈川はあと何年・・・？
・奈川の魅力を知ってもらうPRが必要。
・10人に一人でなく、１，０００人に一人でも奈川に住んでほしい。
・新規移住者を受け入れ体制として、町会での付き合いのしがらみもあるが、受け入れマニュアルや受け入れ事例など町会単位で学ぶ
必要がある。

・仕事や産業、ブランドなど、地域で取捨選択して取り組み、地域の強みを作ることがポイントではないか。
・同じことをやっていたのでは抜け出せない。前向きに希望を持つ意識改革も必要ではないか。
・持続可能な奈川地区とは何？が具体的に見えないと、現状の課題ばかりが重くのしかかってしまう。（具体的な目標が見えないのに、
何かしなければと言われ続ける、いつまでがんばればいいのか？）

・これだけは譲れない大切なことの具体的な数値目標をあげ、少しずつ達成していく形はどうだろうか。（保育園に通う子ども、R〇
年までに〇人のように）

働き盛り世代の報告を聞いて

持続可能な奈川地区推進協議会

第1回 こどもと暮らし部会 意見交換まとめ



・手つかずな自然、四季折々を感じられる ・交通の便が悪い、道が狭く怖い、道路環境が悪い ・特産品を今まで以上に広めていく
（山林・景観・空気・段々畑・川・星空） ・森林設備が行き届かない ・地区外の人が来やすいような道路設備
・食べ物や山の恵が豊富、農産物がおいしい ・人口減少，若い世代がいない ・食糧の確保
（かぶ・そば・山菜・きのこ・花豆・伝統野菜） ・少子高齢化 ・伝統が途切れないようにしていく
・歴史文化の要所（獅子舞・野麦峠） ・学校の存続 ・全ては無理だが出来ることを選択して取り組む
・施設 ・保育園の休園 ・自分を見つめ直す場、何もない所を売る
（スキー場・キャンプ場・清水牧場・温泉・フォレスト） ・高校への通学が難しい ・住んでいる人が健康で暮らせる方法
・水が豊富 ・定住（住みたい人）の環境が整っていない ・空き家の有効利用
・奈川小中学校の教育環境、少人数での教育、勤勉 ・買い物をする場がない ・保育園の有効活用
・時の流れ、ゆっくりした生活、時代に左右されない生活 ・働く場所がない ・家族世帯の定住
・高齢者が元気 ・仕事が限られている ・働く場の確保
・生活の知恵がある ・担い手不足 ・働き手の確保
・人ごみの無い静かな環境 ・災害時食料を確保するのが難しい ・奈川を知ってもらう
・人付き合いがいい、繋がりが強い、人柄が良い ・逃げ場がない ・住民の意識の中に将来の危機感を持っていく
・親しい人間関係 ・地震など災害への備えが整っていない ・伝統文化の継承
・不便だからこそ知恵が生まれる ・人が十分機能していない ・事業を絞って見極めながら進めていく
・閉鎖的では無い ・地域をまとめる団体がない ・住んでいる人が健康で暮らせる方法
・ゼロカーボン ・他人の悪口・一度決めたことを勝手にひるがえす ・地元の人が楽しく住める生活
・自然体験ができる ・空き家が多い ・子どもたちにも考えてもらう
（キャンプ・アウトドア・釣り・渓流釣り・たかの渡り） ・観光施設が活用されていない ・具体化したら終わりではなくて継続してやっていく
・奈川ブランドがある ・滞在プランがない ・地域全員での情報共有
・伝統、格式がある ・観光施設の老朽化 ・若い世代の男性がもっと積極的に参加すべき
・高齢化率は高いが要介護率は低い ・楽しめる場所がない ・人が少なくても生活が成り立つことができないか

・経済効果、親世代の豊かな生活 ・市役所の部の一部を動かす
・高速通信網の設備 ・企業誘致
・奈川の将来に対して危機意識の不足 ・移住でなくても週末や期間だけでも人が来てくれる仕組みを作る
・若者の地域に対する熱意不足、活力減 ・山村留学
・どこかに「あきらめ」 ・働き方の多様性
・農作放棄地が増える ・会社に外部（地域外）の人材を雇用する
・若い人との交流がない ・林業再生（薪ストーブ等、薪を売る）
・奈川で働いても賃金が安いのかすぐに辞めてしまう ・畑のオーナー制度

・光っているものを磨く（とうじそば・保平かぶ…）
・森の中のカフェ等、食に徹する
・奈川にあるものを生かす
・お年寄りの知恵を引き継ぐ
・観光振興、スキー場の新たなる活用
・観光施設を活かし、働ける場の確保
・商業施設が欲しい
・趣味活動が楽しめる場の提供
・不便なところを生かす
・学校の合併
・地域の方は人口が急激に増えることはいいのか
・高速通信網の設備
・テーマを広くしない
・限られたことをやる、事業を絞る
・農業に興味がある人の移住
・地域の子供を増やす、明るい地域づくり
・奈川の自然を気軽に満喫できるように整備する
・地域内での協力体制を強くする

奈川が持つ「魅力」 奈川が抱える「課題」 奈川「何」をすべきか

持続可能な奈川地区推進協議会　　第1回　産業振興部会　課題詳細



カテゴリー 課題等 検討の視点 担当課

市営住宅や教員住宅の有効利用（移住促進）
移住や山村留学などで利用できる仕組みづくり、
松本市内と奈川地区の２拠点居住のための要綱等の改正

公共施設マネジメント課　住宅課

インターネット環境の整備（光ファイバー網） テレワークや移住の促進、遠隔医療への対応、観光客の利便性の向上 DX推進本部

除雪要件の緩和（除雪体制の充実） 住居がある農道、林道の除雪、キャンプ場までの林道の除雪 維持課　建設総務課　森林環境課　農政課

奈川保育園の再開 内規、要綱の見直しによる再開（小規模保育などでの活用含む） 保育課　こども育成課

閉園期間中の利活用、子供に関する地域団体、サークル利用

保育園、小中学校、地域のお年寄りが一緒に学べる場

奈川の現状に即した教育の在り方（特に中学校の課題について）

小規模校の選択肢について（全国的事例など）の提案

奈川、安曇、大野川小中学校の連携・交流 教育政策課　学校教育課

デュアルスクールの導入 教育政策課　学校教育課

都市圏在住の子育て世代に向けた奈川の教育環境のPR、奈川の教育
環境に魅力を感じ移住を希望する方へのフォロー

教育政策課　学校教育課　移住推進課

高速通信網の整備 テレワークや移住の促進、遠隔医療への対応、観光客の利便性の向上 DX推進本部

農業振興、ブランド化、高原野菜などの流通 農作物の生産体制や流通、ブランド化によるPR 農政課

そばの振興施策（ブランド化、観光利用） そばを核とした奈川地区の振興 農政課　アルプスリゾート整備本部

産業・雇用の創出 関係・交流人口による担い手の創出、ゼロカーボン関連の企業誘致
農政課　アルプスリゾート整備本部　森林環
境課　DX推進本部　他

森林の活用、林業の再生 市有林の活用における雇用の創出 森林環境課

スポーツ施設の改修 老朽化対策、休止施設対策、新たなスポーツ振興・誘致施策 スポーツ推進課

キャンプ場の拡充、新設

温泉施設の改修

タカの渡り周辺施設整備

スキー場の振興策または活用策 スキー場の在り方、今後の方向性、新たな観光施策など

観光

R07　木曽路原体育館改修予定
新たなスポーツ振興・誘致対策（パラスポーツ大会、人工芝敷設による
合宿誘致など）

観光施設整備、新たな観光の創出・誘客促進施策

アルプスリゾート整備本部

＜スキー場＞
スキー場を活用したグリーンシーズンの誘客。他のエリアも含めた冬
の誘客（冬キャンプ、スノーシューなど）の研究
野麦峠スキー場の必要性について、地域で議論を開始
＜ウッディ・もっく＞
日帰り温泉施設＋フォ－レストィールド（キャンプ、山菜園）の活用
＜キャンプ場＞
奈川地区全体を「キャンプエリア」として、ニーズに合わせた環境整備、
イベント実施、情報発信
自然派キャンプ場、テレワークキャンプ場、オートキャンプ場、バンガ
ロー付キャンプ場を整備し、住み分けによる選択肢を増やす

仕事

奈川地区の光化　R04設計業務～R06宅内引き込み

カラマツなど活用した製品化、薪・ペレット生産及び販売、空き家活用した森
林セラピーやクラフトなど企業者支援、養蜂関係、コケの栽培及び販売［森林
環境課］
スマート農業機械・施設への支援、新規作物の導入支援（試験栽培の実施）、
燃料用木材供給体制の構築、奈川ならではのメニュー開発、使われていない
農機具を施厳し農業体験希望者に貸与、クラインガルテン再整備［農政課］

既存製材所支援、新規製材所企業誘致、地元林業体の支援、木の駅
設置、地元産材活用の新築・リフォーム補助、森林整備による美しい
里山の維持

教育

教育政策課　学校教育課

学校と地域住民の協働による地域の物的資源、人的資源を活用した魅力
ある学校づくり
校舎の空き教室等の活用や施設の複合・集約化の検討、全国の取り組み
を参考にした奈川の教育のあり方を検討

山三校の連携

スマート農業機械、施設への支援（補助金の交付）
新規作物等の導入支援（試験栽培）
奈川在来そばのGI取得による更なるブランド化と活用の仕組みづくり

奈川独自の魅力ある教育

子育て

保育園・小中学校が一体となった施設開設
将来的に特区として、自然教育、シュタイナー、森の幼稚園など民間活力の活
用検討
園施設の利活用は、ニーズがあれば開放を検討（補助金との絡みで目的外使
用の確認必要）［保育課］
保育園を活用した多世代・世代間交流［福祉政策課］

奈川保育園の活用
保育課　こども育成課　教育政策課
福祉政策課

奈川地区移住アドバイザーによる奈川地区に特化した移住相談体制の
充実、オンライン移住ツアーの実施

導入の可能性を研究

奈川地区の課題等に対する松本市各課からの回答と提案

各課の回答等

暮らし

市民ニーズに合わせ、需要の減少した施設の用途廃止または用途変
更、施設規模や配置の見直し、施設の統廃合を引き続き検討

公共交通の充実 市営バス奈川線のダイヤ改正、地区外からの利便性の向上 公共交通課

公共施設集約に伴う、経路や運行便数の見直し
日中ダイヤのデマンド交通への切替え
自家用有償旅客運送の導入（地域の積極的な取り組み不可欠）
観光目的の乗り継ぎしやすいダイヤ編成、土日デマンド運行の拡充

奈川地区の光化　R04設計業務～R06宅内引き込み

除雪体制の充実：林道（～清水牧場まで）を生活道路と位置づけ、通常の除
雪路線とする検討（森林環境課）



２０２２．２ 

庁内奈川応援チーム 

持続可能な奈川地区に向けたアンケート調査（まとめ） 

質問 回答 

⑴  ここだけはずっと守り

続けてほしい、発展させ

てほしい、と思う奈川の

魅力は何ですか？ 

・素朴な今のままの奈川でよい 

・奈川で働くことができる環境 

・観光産業（スキー場、星、鷹の渡り、キャンプ場 

・エネルギー産業（水力・風力・木質バイオマス） 

・農林産業（そば、山菜、イワナ、キノコ、赤かぶ） 

・山村生活、奈川弁（アイデンティティー） 

・学校、保育園、デイサービス 

・スキー場 

・清水牧場 

・奈川としての地域の絆（人の温かさ、顔のわかる関係） 

・自然の豊かさ（夜涼しく静か） 

・おばちゃんたちの手作り料理・漬物 

・学びの場であること。 

・豊かな自然の中に形成された文化と生態系 

 

⑵  そのためには、どんな

取組みをしたらよいと思

いますか？（できるだけ

具体的に） 

・奈川からの通勤・通学を可能にする 

・観光（旅行会社とのコラボ）体験型の旅行ツアー企画（奈

川を体験する機会を増やす） 

・エネルギー PPPによる発電会社に提供 

・林業 伐期を迎えている材の伐採・搬出 

・農業 生産量の増量 

・山村を残さなくていいか世間に問うくらいのメッセー

ジ性のある取り組みが必要 

・住民を増やす。 

（奈川に暮らしていても、収入が確保できる仕組みを作

る。） 

・自然を利用できる仕組みを作る。（地域外の人に一緒に

作ってもらう。） 

・お試し移住体験 

・継続的に人が出入りする仕組み。 

奈川に「このために行く」というものが少ない（ないかも）。

滞在もしくは、定期的な訪問をしてくれるのが望ましい。 

いろんな人が混ざりあうこと 

・特産品に関しては、やはりお金になること。 

・スキー場等は、数少ない奈川の観光資源、安曇地区や市

の観光地と連携した取り組みが必要 



・顔の見える温かい関係性に地域包括ケアシステムをう

まく取り入れ、その日まで奈川で暮らし続けられるような

取り組み 

・山や川を健全に保つこと 

・奈川住民の地域づくりに対するポジティブな意識の醸

成が必要 

 

⑶  あなたは、具体的にど

のようなことで奈川を応

援（貢献）したいと考えて

いますか？ 

・魅力発信、スキー客の誘客 

・奈川のことを知らない人に教えたい。 

・山仕事のお手伝いをしたい。 

・芳川公民館（平らなところ）と奈川公民館（山の中）の

交流 

・企画、運営、利用 

・奈川に住み続ける 

・まず自分が奈川の魅力を知ること 

・雪かきや日ごろの見守り、声掛けなど持続可能な隣組等

への支援をしていきたい 

・町会役員、公民館役員を任されており、それらを通して

地域の活動等に貢献したい 

・芳川地区で奈川地区の PR活動、奈川の物産販売 

・奈川の現状分析や施策に必要な住民アンケート調査の

設計、実施、集計分析 

・統計の作成 

・スキー場の利用 

 

⑷  あなたが奈川について

知りたいことがあれば教

えてください。 

・住民の真の声（どうしたいか？） 

・新築が可能な土地（電気・水道あり） 

・昔からある年中行事 

・山や川の情報（山でできること、釣りなど） 

・奈川にたくさんあるもの 

・奈川でたくさん作れるもの、採れるもの 

・歴史、暮らし 

・現在奈川に住んでいる方で、今後も奈川で生活をして

いきたいと思っている人の人数（把握は困難と思われます

が・・・） 

・奈川出身の方が経営している店舗（松本市内） 

・奈川地区で営業している店舗 

・売り出したいと思っている物 

・移住者の移住先がなぜ奈川だったのか、他のまちがあっ

たのにも関わらず奈川移住に至った経緯を知りたい 

 



⑸  奈川の資源（温泉、キャ

ンプ場、スキー場、蕎麦、

タカの渡り、景観、奈川獅

子など）についての活用

ビジョンがあればお聞か

せください。 

・フォーレストフィールド奈川のパターゴルフ場をキャ

ンプ場として活用 

・スキー場への誘客（春夏秋冬体験型ツアー） 

・荒廃農地レンタル（チャレンジャー求む） 

・奈川渡ダム見学（管理道路で下から） 

・奈川渡ダムカヌー（＆祠峠・秀綱神社冒険） 

・スキー場小中学生無料（で親も来る・泊まる） 

・冬の野麦峠ガイドツアー（本当の女工哀史） 

・奈川の名所等をめぐる日帰りツアー 

・温泉の秘湯化 

・キャンプ場の差別化（オート型、登山型） 

・間伐材を利用して、ストーブ用の薪の販売につなげる 

・薪ストーブやペレットストーブの販売店をつくる 

・蕎麦を食べるだけ、から蕎麦を体験できるようになると

いい。（そば打ちはあまり魅かれないかも） 

・風景と文化を残し、奈川の個展を美術館で開く 

・奈川関係者からの情報発信 

・奈川獅子の継承保存及びＰＲ 

・他との違い 奈川だからこそ の部分を強調 

させるための資料が欲しい 

 

⑹  その他、地域が持続可

能につながるようなアイ

ディアや取り組みなど、

非現実的なことでもよい

のでお聞かせください。 

・アクセス道路改修や新規路線（トンネル）開拓 

・行政主導でなく地域と一緒に考える 

・特別養護老人ホームの建設 

・高地トレーニングの練習拠点 

・競争ではなく応援してもらうこと、観光以外で人を引き

寄せること 

・都市の人が奈川の人や日常に触れる機会、貢献できる機

会を多くつくり、奈川になじんで、移住につなげるべく以

下を提案します。 

①公開かんやく（別紙） 

②公開わらびとり遠足（子供に本を買う） 

③農業、林業、重機等の講習会誘致（連泊必至） 

・奈川と芳川を姉妹地区として、芳川住民参加のツアー実

施（芳川シニア短期大学の視察） 

・地域内での経済の循環 

・奈川のブランド化とＰＲ戦略 

・企業誘致と定住（テレワーク） 

・空き家情報の一元化と買い取り、貸付の手助け 

・奈川の木材を使って空き家をリノベーションしモデル

ハウスとして見学やお試し移住体験ができるようにする。 



・企業を誘致して、地元の人を雇用してもらったり、奈川

のＰＲ活動をしてもらう 

・保育園の再開 

・リモート診察できる体制（各家庭にネット環境とタブレ

ットを配布） 

・アウトドアブランドを誘致して奈川地区の自然を活用

したアウトドア体験ができるようにする 

・奈川に実際に住んでみる。 

使われなくなった住居や建物を住めるように整備し、奈川

ファンクラブや大学生が奈川に来た時の拠点とする。 

運営をする人がその場所に暮らすことで持続的になって

いくのではないか、と思う。 

最初は小山がオーナーをし、大学生や有志が引き継いで運

営をしていく。→クラインガルテンの要領でできるか。 

・少人数、自然環境を生かした奈川山村留学 

・市営住宅譲渡による定住（移住）促進 

・これから気温もどんどん上がり夏は街中では生活する

のも困難になってくる。そういったとき昼間は多少暑いけ

ど、夜はものすごく涼しい、冬場は薪ストーブでみんなが

暖かく暮らせる、この奈川で生活できる場所を残しておく

ことは、守るべき財産だと思います。 

・YouTuber とタイアップして、秘境生活体験をしてもら

う。温泉の紹介、奈川獅子で地域との触れ合いなど・・ま

たは自給自足生活とか 

（知り合いはいませんが、ダメ元でオファーしてみる） 

・インスタ映えスポットを定期的に紹介する。 

または、作る。在来種に影響がなく、宿根ではない花をス

キー場全面に植える。ひたち海浜公園のようなイメージ 

・「隠れ家」を作る（疲れた心を癒す場所） 

・サバゲーコースを整備する。 

・年齢別人口や産業構造、耕地面積など、庁内外の人が地

域の特徴を分析する際に使用できるオープンデータを整

理するのはどうでしょうか 

・奈川獅子や蕎麦打ちなどの職人に子どもや若者が弟子

入りして体験をして繋いでいく。 

・期間限定でも良いので奈川で活動したいと思っている

若者の拠点となるような居場所を作りたい 

 

 



持続可能な奈川の地域づくりに向けた提案

2022年1月
自転車推進課 寺田 潤哉

住民の地域づくりに対する意識を醸成するには



住民の地域づくりに対する意識の醸成を目指して

1. 奈川の問題意識と提案の方向性

第２回庁内奈川応援チーム会議の資料より、「住民が自分事として考えていない」「地域住民のあきらめ
感」の２点が大きな問題であると感じました。持続可能な地域づくりには、地域の仲間が対話し、熱（個人
の思い）を生み出し持続させ、アイデアを発想し続けることで、課題解決を目指す必要があるからで、さら
にその主役は住民だからです。
そこで、上記２点の解消を目指して、まずは住民が自分たちの地域をデザインするための熱を生み出す仕

組みづくりを提案します。

<参考文献> 
筧裕介(2019)『持続可能な地域のつくり方 未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン』, 英治出版株式会社, pp.282-283.



住民の地域づくりに対する意識の醸成を目指して

2. 住民の意識を高めるには

持続可能な地域づくりを目指すうえで、その主役はあくまで地域住民ですが、地域外人材(関係人口)の行
動力や熱の伝播力は地域にとって大切であるため、地域外人材の確保と、彼らと住民が対話するための場づ
くりが必要です。そしてそれは行政の大切な役割の１つです。

<参考文献> 
筧裕介(2019)『持続可能な地域のつくり方 未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン』, 英治出版株式会社, pp.304-305.

■ どのような地域外人材が必要か？

奈川の地域外人材になり得る人には「奈川の地域づくりに関わりた
い人」「特定の課題テーマの解決に関わりたい人」に分けられると思
います。また、一概に地域外人材といっても、地域に訪問して直接的
に関与する人、ふるさと納税やクラウドファンディング等で間接的に
関与する人に分けられると思いますが、前述したような地域住民の熱
を生み出すには人との対話が必要であるため、前者のような人材が地
域にとって望ましいかと思います。
そのためには地域側も、移住はできないけれど、自分が好きなまち

で（観光のような一過性のものではなく）地域づくりに参加したい、
という人を受け入れる態勢が必要になります。

奈川という特定の
エリアの地域づく
りに関わりたい

エリアに拘らず、
特定の課題解決に
関わりたい

直接型 ◎ ○

間接型 △ ×

図1.地域外人材のタイプ別 マッチング

住民の刺激になりやすい

住民の刺激になりにくい

※この分類と○×は何か文献を参考にしているわけでなく、
主観的な意見です。



住民の地域づくりに対する意識の醸成を目指して

■ 地域づくりの参画条件は負担が少ないこと

国土交通省の調査によれば、三大都市圏居住者で居住地以外への関わりについて、関心層は41.6％、無関
心・無関与層は58.4％となっています。無関心・無関与層が「滞在しない」「特に関わりを持ちたいと思わ
ない」理由としては、「時間的な負担が大きい」「体力的な負担が大きい」という項目が上位となっていま
す。
三大都市圏居住者の回答結果ですが、回答結果を参考に時間的・体力的な負担を考慮し、奈川の地域づく

りに参画する地理的なハードルが低いと思われる、松本市内や近隣市町村をターゲットに取組みを周知する
とよいのではないでしょうか。

(出典) 国土交通省「地域との関わりについてのアンケート」令和2年9月実施分

図2.特定の地域と関わりのない人の住居地等以外への関わりの希望(三大都市圏居住者)



住民の地域づくりに対する意識の醸成を目指して

■ 市内にも潜在的な地域外人材は多くいる

松本市の調査によれば、18歳以上の市民の
うち「今後、ぜひ参加したい」「今後、機会
があれば参加したい」という参加意向のある
層は、全体の56.2％です。
年齢別にみると、18～50台で6割以上が参

加意向のある層となっています。

奈川の地域づくりを進めるうえで、まずは
市外の人材に拘らなくても、人材と条件の
マッチング次第で市内にも参画可能性が十分
あるかと思われます。

・信州大学、松本大学の学生
・松本地域の高校生
・奈川に興味のある社会人

(出典) 松本市「松本市総合計画策定に係る市民意識調査報告書」令和元年度実施分

図3.まちづくりへの参加に対する考え



住民の地域づくりに対する意識の醸成を目指して

■ 住民と地域外人材の関係を生む場づくり

地域の中で熱を継続的に生み、その熱が広がり循環し続けるための場をつくることが必要です。そのため
には、住民と地域外人材の対話を促すワークショップの企画が欠かせないと言われています。
しかし、「とにかく集まってチャレンジしましょう」では人の気持ちは動きません。どのようなチャレン

ジに挑むのか、対話のテーマを明確にすることで思いを掻き立てる必要があります。

その対話テーマは「①課題解決型」「②地域資源活用型」「③コンセプト型」の３通りがあります。
①課題解決型は、例えば「ヘルスケアビジネス」「子育て支援サービス」「中心市街地活性化」のような地
域が抱える課題をテーマに提示する。

②地域資源活用型は、例えば「温泉」「和紙」「繊維産業」「森と動植物」のような地域にある資源（特産
品や自然、産業など）の活用をテーマに提示する。

③コンセプト型は、例えば、埼玉県各地の「わたしたちの月３万円ビジネス」、岐阜県郡上市の「郡上カン
パニー：根っこのある生き方を、つくる」のような、活動の考え方やコンセプトを提示する。

上記のような方法論に則り、例えば、課題検討部会等で整理した内容について住民を交えて話し合うワー
クショップなどを企画し、住民が「自分ごと」として捉えてもらうきっかけを提供していくことが重要だと
考えます。その際に、前頁までで述べたような地域外人材の方に参加してもらうことで、住民の刺激に繋が
るのではないかと思います。

<参考文献> 
筧裕介(2019)『持続可能な地域のつくり方 未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン』, 英治出版株式会社, pp.283-284.



信州には、こんな素敵な蕎麦集落がある

2022.1.18

アルプス山岳郷の提案
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日本中どこの中山間地でも、少子高齢化の問題を抱えていると思います。

そのどの地域も「日本のふるさと」とか「日本の原風景」とかいうフレーズを使って
何とか地域が活性化することを模索しているのが現状でしょうが、その地域にしかないも
のや特色がないと、その地域を訪れる動機にはならないのではないでしょうか。

最近もアルプス山岳郷でマーケティングをした結果において、地域を訪れたい動機に
「食」が一番重要なコンテンツになっていました。
この結果を考えると、アルプス山岳郷の食のキラーコンテンツを探すと奈川の「とうじそ
ば」と「保平カブ」は一番の売りになるものだと確信します。

アルプス山岳郷の地域では、通年営業では乗鞍高原には年間40万人、白骨温泉には20万
人が訪れているのが現状ですし、もちろん上高地には冬以外で100万人以上の来訪者があ
ります。その来訪者をこの奈川地域に誘導することができれば、奈川地域の経済効果も上
がり、アルプス山岳郷のコンテンツにも磨きがかかるものだと思います。

また奈川地域は木曽方面にも近いこともあり、その地域からの需要や中京方面からの入
り込みにも期待できるのではないのかとも思います。
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集落の場所ですが、

奈川には郷愁をそそるような素晴らしい風景である「段々畑」の中に創って、もちろんそ
の畑で「そば」を作って、そのそばを使って提供しているというリアル感があれば、お客
様の気持ちも一層高まることも期待できると思います。（奈川地域全体のそばの生産量は
25万人くらいは賄える収量がある）

「蕎麦集落」は長野県では戸隠は蕎麦屋さんが30件くらいで年間50万人くらいのようで
すし、出石（兵庫県）は蕎麦屋さんが40件くらいで年間70万人くらいの需要があるよう
です。
世間一般では「信州そば」と言われるように、長野県に宿泊なされる方のほとんどは、

昼食には「信州そば」を召し上がる方が多いように感じます。

また集落にする利点は

公共交通機関でいらっしゃる場合、点在していると、お店がお休みだった場合のことを考
えると足が遠のくと思いますし、集落にすると何軒か廻ることもでき、将来的には、木曽
福島と沢渡を結ぶ路線がある場合に、途中の重要なコンテンツになりうる可能性があると
思います。

将来は雉を飼育して、それで出汁を獲るようになればこの地域独特のブランドに育ってい
くのではないでしょうか。
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＜イメージ図＞
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＜蕎麦集落創生計画＞

集落ができる3年前から
1年目 20代～40代の人を公募する。
2年目 １年間の間に「奈川マイスター」を取得するように実施研修。
3年目 開店

※山岳郷の各地域において２年前くらいから、奈川地域に蕎麦集落ができることを来訪者
に周知し始めて、開店する年には、見込み客を20万人くらいにしておく。

※そばの生産量からすると、今までの価格の4割増しで蕎麦集落の人達が買うことで
フェアトレードになり、また蕎麦集落でそばを食べた人にとっては、地域が持続可能に
なるエシカル消費になる。
（4割増しで売れることにより、蕎麦の生産に関わる人は3人が通年雇用できる）

また「保平カブ」につきましても
漬けるだけでなくて、いろいろなお料理にも使うことができるカブだと思いますので、高
価格で販売できるブランド力があると思います。
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消費単価 地域の入込人数 一軒の入込人数 1軒分 10軒分 15軒分 20軒分

1年目 1,600 100,000 10,000 16,000,000 160,000,000

2年目 1,600 150,000 15,000 24,000,000 240,000,000

3年目 2,000 150,000 15,000 30,000,000 300,000,000

4年目 2,000 150,000 15,000 30,000,000 300,000,000

5年目 2,000 150,000 15,000 30,000,000 300,000,000

6年目 2,000 200,000 13,333 26,666,667 400,000,000

7年目 2,000 200,000 13,333 26,666,667 400,000,000

8年目 2,000 250,000 16,667 33,333,333 500,000,000

9年目 2,000 250,000 16,667 33,333,333 500,000,000

10年目 2,000 250,000 16,667 33,333,333 500,000,000

11年目 2,000 300,000 15,000 30,000,000 600,000,000

12年目 2,000 300,000 15,000 30,000,000 600,000,000

13年目 2,000 300,000 15,000 30,000,000 600,000,000

14年目 2,000 300,000 15,000 30,000,000 600,000,000

15年目 2,000 300,000 15,000 30,000,000 600,000,000

奈川地区全体の需要予測と各施設の予測
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売 上 仕入れ 販管費 利 益 （返済金）

1 16,000,000 4,800,000 8,000,000 3,200,000 3,900,000

2 24,000,000 7,200,000 12,000,000 4,800,000 3,810,000

3 30,000,000 9,000,000 15,000,000 6,000,000 3,720,000

4 30,000,000 9,000,000 15,000,000 6,000,000 3,630,000

5 30,000,000 9,000,000 15,000,000 6,000,000 3,540,000

6 26,666,667 8,000,000 13,333,334 5,333,333 3,450,000

7 26,666,667 8,000,000 13,333,334 5,333,333 3,360,000

8 33,333,333 10,000,000 16,666,667 6,666,667 3,270,000

9 33,333,333 10,000,000 16,666,667 6,666,667 3,180,000

10 33,333,333 10,000,000 16,666,667 6,666,667 3,090,000

事業計画
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借入額 返済金 元金 返済金 利息 返済金（年間） 返済額（月） 返済後 残高

1 30,000,000 3,000,000 900,000 3,900,000 325,000 27,000,000

2 27,000,000 3,000,000 810,000 3,810,000 317,500 24,000,000

3 24,000,000 3,000,000 720,000 3,720,000 310,000 21,000,000

4 21,000,000 3,000,000 630,000 3,630,000 302,500 18,000,000

5 18,000,000 3,000,000 540,000 3,540,000 295,000 15,000,000

6 15,000,000 3,000,000 450,000 3,450,000 287,500 12,000,000

7 12,000,000 3,000,000 360,000 3,360,000 280,000 9,000,000

8 9,000,000 3,000,000 270,000 3,270,000 272,500 6,000,000

9 6,000,000 3,000,000 180,000 3,180,000 265,000 3,000,000

10 3,000,000 3,000,000 90,000 3,090,000 257,500 0

返済計画
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 ～皆でつくろう 奈川の未来～ 

持続可能な奈川地区に向けて 奈川が大きく動き始めます 

 

 

 人口減少と少子高齢化が進む奈川地区では、様々な問題が深刻化しています。このままでは、奈川と

いう地域が存続できない、住民自治が成り立たない状況が、もう目の前に迫っています。 

 こうした中、地域の皆さんと有識者、松本市が共に知恵を出し合い、奈川が持続可能な奈川地区になる

ために、令和３年９月に「持続可能な奈川地区推進協議会」を設立し、取り組みを始めました。 

 また、松本市では、部局横断で奈川の課題に取り組んでいく体制を整え、施策に反映していきます。 

 
 

令和４年度の奈川地区に関する主要な事業 （◎新規事業 〇拡充事業 ◇継続事業） 

事業名 

主な内容 

令和 4年度 

予算額 
備考 

◎奈川地区通信環境改善事業費 

   奈川地区に光通信回線を整備するもの 

 

653万円 

令和 4年度～令和 7年度 

総事業費 約 4億 8千万円 

◎地区福祉ひろば整備事業費 

   奈川文化センター夢の森に奈川地区福

祉ひろばを移転集約するもの 

2,991万円 

令和 5年度供用開始 

現在の図書室に移転し、図書室は隣

の事務室へ移動 

◎公民館等長寿命化事業費 

   奈川文化センター夢の森の改修 
25,781万円 

屋上・外壁改修、トイレ洋式化、 

冷暖房設備改修、他 

◎奈川診療所施設整備事業費 

   奈川地区地域づくりセンター敷地内へ

移転新築するもの 

15,184万円 
令和 5年度供用開始 

総事業費 約 1億 9千 7百万円 

◎カラマツ材販路拡大事業費 

   市有林整備委託料 

 

７４７万円 

奈川地区の市有林においてカラマツ

の主伐を実施するもの 

◇野麦峠スキー場管理費 

   管理委託料及び工事請負費 

 

4,552万円 

野麦峠スキー場の管理委託及び索道

改修工事 

〇働き盛り世代の定住化推進事業 

   高校生奨学補助金 

 

２４６万円 

奈川・安曇地区において、高校への通

学費用、下宿費用の補助を拡充 

〇地域づくりセンター強化モデル事業費 

   現行の 4 地区に加え、新たに奈川を含

めた計８地区で機能強化を図るもの 

 

1,990万円 

（奈川１８８万円） 

地域課題の解決に資する住民主体の

事業に対する補助 

地域づくりセンター職員の増員 

◎持続可能な奈川地区推進事業費 

   持続可能な奈川地区推進計画負担金 

 

755万円 

奈川地区の将来像を明確にするため、

協議会で計画を策定するもの 

R4事業費 約 900万円 

❣❣❣地域づくりセンターは、関係課と連携して地域づくりを進めています❣❣❣ 

 


