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大鹿村文化交流事業計画（案）に寄せられたご意見と村の考え方 

募集期間   令和 2 年 2 月 21 日（金）から 3 月 5 日（木） 

提出件数   ９件 

番号 寄せられたご意見等（要旨） 村の考え方 

 

１ 

１．山村地域の活性化 

天候や災害等の外的要因に左右されるため、「観光」

に頼りすぎるのはリスクが大きい。 

「自然環境・山国の暮らし・食・歴史文化などのあり

のままの暮らし」が資源になるとは思うが、美しい山

村景観を維持するためにも、後継者を育成して、まず

は農林業の維持・振興を図ることが基本だと思う。 

 

４．ガイド・インストラクターの人材育成 

人材育成が不可欠であり、ジオガイド養成等も試み

てきたが、村内で講座に参加してくれる人があまり

に少ない。 

自発的に関心を持って学んでくれる若い人をどう

発掘して増やしていくか。村で一方的に決めて呼び

かけてみても、集まらないのではないか。 

 

５．体験交流するうえで必要な施設の要件 

大鹿歌舞伎の公演は神社の舞台が基本。鹿塩地区

館を改修すればよいと思う。以前の検討委員会でも

鹿塩地区館でよいとの意見で撤回されている。 

多目的体験ホールについても、交流センターやろ

くべん館、木工体験交流施設 KASUGAI 等があるの

で、新たに造る必要性が感じられない。 

「体験人数 50 人」「囲炉裏を囲んで 50 名が可能なス

ペース」とあるが、現状の観光施設、宿泊施設等の受

け入れ体制を考えても、いきなり 50 人は多すぎる。 

登山案内コーナーやユネスコエコパークの情報発

信基地は良いと思うが、当面の間、リニアの工事車両

が大量に通行するがどうなのか。 

 

 

６．既存の施設との連携 

木工体験交流施設 KASUGAI が抜け落ちている。 

この計画では、観光を柱として

おりますが、農林業等関連して

産業の振興を図ることを目的と

しています。 

当然外的要因でのリスクはどん

な分野でもありますので、影響

を最小限とするような計画とし

ていく必要があります。 

 

引き続き村内での育成について

どのような方法が有効であるか

検討してまいります。 

 

 

 

 

歌舞伎専用の施設ではなく、 

情報発信、展示、保管等の機能を

有する部分は必要と考えていま

す。またほかの施設については

それぞれ役割があります。 

そのため、当該地域の一体とな

った交流拠点として必要な部分

は新設が必要と考えています。

工事車両の影響については事業

者と協議を進めながら検討を進

めてまいります。 

人数規模は日帰り、宿泊併せて

想定しています。ご指摘の点は

検討させていただきます。 

 

計画に含めた体験交流プログラ

ムとなるよう検討を進めていき
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ろくべん館に歌舞伎や民俗関係の図書スペースを充

実させてはどうか。 

 

７．運営組織コーディネーターの必要性 

これが一番の課題。村内に担い手の候補がいるの

か。地域おこし協力隊など外部人材を考えているの

か。村内に自発的に理念を持ってこの仕事に取り組

む意欲のある人がいないと、外部人材が南信州観光

公社と連携して事業を進めようとしても難しく思え

る。 

 

参考イメージ図 

博物館とろくべん館を連絡通路でつなぐのはあっ

ても良いと思うが、リニア工事車両が行き交う間は、

この場所に新たなホールや体験棟は不要。建てると

しても工事の影響がなくなってからでよい。 

 

全般 

運営組織に特定地域づくり事業協同組合につい

て、まだ、この新しい制度については不透明な部分が

多い。検討が必要になると思う。 

項目３にあるような体験交流プログラムは従来も

いろいろな形で細々と行われてきた。ばらばらだっ

た取り組みをしっかりとした運営主体がトータルな

形で拡充して取り組むことは必要なことだと思うの

で、施設の必要性も含めて、もっと村民の声を聞く丁

寧なプロセスが求められる。 

 

ます。 

 

 

村内だけでなく、地域おこし協

力隊などの活用を検討していき

ます。南信州観光公社について

は、当地域で実績もあり、村も関

係する法人ですので、連携する

のに最適と考えます。 

 

 

既設施設と一体として活用する

よう検討していきます。 

リニア・三遠南信道時代に向け

新しい人の流れを作り、本事業

の波及効果による地域振興を図

っていく必要があります。その

ため、年次計画により進めてい

く必要があります。 

 

運営組織については、1 つの検討

する選択肢です。 

体験交流プログラムは、きちん

と体系立てたものとして皆様の

ご協力をいただき、地域資源を

生かしたものに検討していきま

す。 

 

２ 

全般 

事業計画案の通り、すべてが具現化出来たら素晴

らしい。 

 これだけのことを、何ヵ年計画で着地点まで持っ

てゆくのか、より具体的な計画を設定し、短期的・中

期的の二種に分けて具体化してゆくのが良いと思い

ます。 

歌舞伎 

大鹿歌舞伎の舞台装置や衣装など、今後後継へ伝

承してゆく上で、現在より充実した施設が必要だと

 

事業については、計画的に順次

進めていくよう検討を進めてい

きます。 

また、地域資源を生かした内容

を盛り込めるよう検討していき

ます。 

 

ご意見を踏まえ、全体的な拠点

の検討の中で進めていきます。 
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思います。 

綺羅や道具などを展示するのは僅かで良いと思う。

計算されたスペースで、良い映像の歌舞伎の上演が

見られると、定期公演などへの導入になったり、見学

者に直接的なアピールができると思う。 

 

文化交流ホール 

計画位置は良いと思う。大西公園との繋がりをよ

り密接にするため、現在ＪＲが利用している橋梁の

位置が最適と感じます。これにより、道の駅、大西公

園、新規施設の位置的なまとまり感が増し、それぞれ

の施設に車を置いても、徒歩での周遊がたやすくな

るほか、様々な体験イベントがより合理的に行える。   

新規の文化交流センターの利用規模を計画案から

逆算すると、確実に駐車スペースが少ないのでさら

に確保する必要がある。 

人口減少、若手不足、人手不足が加速する中、なる

べく人件費やその他コストが最小限に抑えられる運

営が望ましい。各種文化交流の受付は、現在交流セン

ター内にある教育委員会の事務所を移設して、新し

い施設の受付を兼ねる方法が良いのではないか。ま

た、観光交流については、商工会や観光協会など、既

存の窓口を有効活用すれば、新たな人員配置は必要

ない。 

 

ガイドツアー 

様々なツアーが立案されていて嬉しい。今後主催

イベントを行う上で、国内旅行業取扱主任者の養成

又は、所持者の採用が必須と思われます。 

仰せのとおり、ガイド養成は必須だし、有償参加であ

ることが前提であれば、外部団体とのタイアップや

連携も良いと思う。提携などにより地域にあったガ

イドを行うよう要請しながら、既に定住している村

民や今後定住するであろう方々にガイドとしての勉

強を同時にしてもらう仕組みを作る。 

 宿泊施設で働きながら、地域の案内を宿の主に着

いて自然に覚えてもらうインターン制度はどうでし

ょうか？接客を通じて、ガイドとしての技術習得や

 

 

 

 

 

 

計画位置については、大西公園、

既存施設、小渋川にかけ一体と

したエリアづくりができるよう

検討を進めていきます。 

なお、駐車場や必要なスペース

についても今後具体的に検討し

てまいります。 

 

 

 

ご指摘の通り、経費等について

は最小限になるよう、また既存

施設や各団体との連携や役割分

担など必要となると考えます。 

 

 

 

 

 

村内には多くの体験資源があり

ます。これらを有効に活用し、事

業として運営できるような仕組

みやガイドは必要と考えます。

ご提案を参考に計画を検討させ

ていただきます。 
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ガイドの仕方、地元食材を生かした調理の習得など、

現場から得られるものは多くあります。 

 山岳エリアでのガイドについては、小屋に季節限

定で常駐すると良いのではないか。山岳だけでなく、

ジオや自然生態系などもガイドするネイチャー＆ジ

オガイド。 

大西公園の桜は村民が思うほど一般的な価値観が

低いのではないかと感じています。この機会に公園

の再整備を考えては。先に述べた一体感やつながり

間の中で、大西公園の役割や価値が増すのではない

か。夜桜にしても、これを目的に再訪する方は見られ

ない。本数など期待度ばかり大きくて、そこを上回れ

ない現状の達成感が足を引っ張っていると感じる。

とはいえ、大西公園からの赤石岳の眺望は見事です。 

何とか戦略的な再整備を行い、今後の交流事業の一

端を担える場となってほしい。 

 

その他 

文化交流を進めてゆく中、直感的で分かりやすい

案内地図などのツールが必要ではないか。それぞれ

のパンフレットが乱立して、どれを見てよいのかわ

からない。多少費用をかけても、10 年使える基礎を

持つものが欲しい。 

スマホを利用した『大鹿アプリ』により、位置情報

を利用し適宜情報が与えられる仕組みなどが良いの

ではないか。それぞれの施設はグーグルなどの施設

情報で関係各所の情報を蓄えて準備をする。アプリ

上で旅人が良い情報をタイムリーに入手するのはそ

れほど難しい事ではない。さらには、独自のイベント

や割引、共有のイベント情報を盛り込み、様々なＳＮ

Ｓとの連動による宣伝など、相乗効果が見込めるの

ではないかと期待する。時代に合ったツールを配置

していくことは人口減少の現代において有効な方法

ではないか。 

 神社・旧跡の場所案内やガイド、ネイチャーなど、

必要な情報やガイドが、位置情報をもとに提供でき

たり、あるいは、必要に応じてアプリから入手できる

方法は、来村者それぞれが、有償ガイドの案内を受け

 

 

 

 

 

大西公園は 36災害復興のシンボ

ルとして桜と共に整備されてき

た歴史があり、大きな地域資源

でもあります。災害の記憶や桜

守など村人の心を伝えるガイド

が必要と考えます。大西公園の

整備については今後検討させて

いただきます。 

 

 

 

 

いくつかのご提案を参考にさせ

ていただきます。なお、村では新

年度からグーグルなどへの情報

提供など進めていく予定です。 

有効な情報発信と、人によるガ

イドなど組み合わせて進めてい

けれるよう検討させていただき

ます。 
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なくても、訪れた先のその場にあったガイドをアプ

リからできることなので、村の名所や旧跡など、多く

の場所に行って貰えるチャンスが増えるのではない

か。また、滞在時間を延ばすことにより、飲食利用や、

宿泊に繋がるなどの効果も表れるのではないか。 

 

総務省の制度がどの程度の補助で、具体的な期間な

のかが分かりにくく、何とも言えない部分が多い。 

地域でやるべきことは皆が、一丸となってやる。そう

でなければ何も変わりません。 

 

 

 

 

 

国の新しい事業は検討上での１

つの選択肢です。運営組織につ

いて今後、しっかりとした組織

づくりを検討させていただきま

す。 

 

 

３ 

６ 

新しく建物を建てるのであれば，稼働率と維持費

(冷暖房費，人件費)をある程度は予想しておいた方

が良いのでは。ホールは歌舞伎の練習と年数回の発

表会以外に利用する機会があるのでしょうか？食事

スペースは，交流センターや鹿塩地区館に類似施設

があるように思いますが，どのように使い分けをす

るのでしょうか？ 

７ 

ろくべん館は，バリアフリー非対応かつ，冷暖房が

効かないため，入場料を払って入館していただく建

物としては限界を感じます。ろくべん館との連携を

考えているのであれば，新しい建物にろくべん館を

入れ，現在のろくべん館の建物を交流スペース等に

利用する方が良いように思います。 

 

経費についてはできるだけ抑え

るなど検討してまいります 

ホール部分は各種講座や学習機

能など歌舞伎だけでなく多目的

となります。既存施設について

はそれぞれの目的や施設の役割

があるため、使い分けなど今後

検討されることとなります。 

既存施設のバリアフリー化等は

必要と考えています。ろくべん

館の連携についても検討を進め

てまいります。 

 

４ 

１「村の活性化」について 

交流人口拡大と観光振興しかないと言い切ってい

る人は本村の人ではないだろうし、村の現実も全く

わかっていない人と思える。村の資源が尊重されず

継承も難しくなってきています。 

３「提案と整備」について 

4 のガイド育成も含め、再び維持経費が多大で採算

が不確実な施設を作る必要がなくこれまでも民間で

ゆっくりと始まっていました。ただ最近は高齢化と

生産世代の減少でその動きが弱体化しています。 

 

本事業を地域の活性化のための

柱と考えており、農林業等関連

して産業の振興を図ることを目

的としています。 

今後、村内だけではなく村外か

らのご提案も必要と考えていま

す。計画を進める上で村の状況

を勘案した計画となるよう進め

てまいります。 

また、交流、学習事業など人材は

必要でありその拠点として運営
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全体について 

行政の誘導型事業がなかなか成果を上げてないと

思います。今回の提案も住民の願いとは離れて空回

りしたものだと思います。南信州観光公社頼みでは

希望が見えません。 

できるよう検討してまいりま

す。 

 

以前から様々な場で検討されて

きた計画です。皆様のご意見を

お聞きし、より良い計画になる

よう進めていきます。 

 

５ 

6.体験講習推進する上で必要な施設の要件。 

新たに新設する必要があるのかどうか、とても疑

問。 

既存の鹿塩地区館の改装で、歌舞伎体験施設とし

ての機能や、事務所の設置も可能ではないでしょう

か？現在通常は無人であるため、管理面でもよくな

り、鹿塩にも公の施設がある方が望ましいと思いま

す。 

また、塩の里へも近く、人の流れを作ることにもつ

ながるのでは？ 

歌舞伎の衣装などの保存場所としても、歌舞伎練

習のホールとしても、もともとある施設を改装して

生かすよう、考えていただけたらと思います。 

 

ろくべん館と博物館を渡り廊下等でつなぐくらい

で、登山者の利用時の利便性がよくなると思われま

す。 

 

既存施設については、それぞれ

の目的や施設の役割があるた

め、使い分け等検討されること

となりますが、バリアフリー化

等の改善は必要と考えます。 

歌舞伎だけではなく、多様な体

験型プログラムなどを実施する

ためには人や情報が集まる拠点

は必要と考えます。そのうえで、

鹿塩地区の施設との連携による

流れも必要と考えます。 

今後とも皆様のご意見をいただ

きながら検討を進めていきま

す。 

 

単に、既存施設をつなぐだけで

はなく、人が来るために有効的

に地域を活用する拠点は必要と

考えます。 

 

６ 

１ 

定住者を増やしてゆくことが、今後の村の課題だ

と思います。 

ただ、この事業案では支出が増えるばかりで、それに

見合う効果は見込めないのではないでしょうか。 

地域資源を活かした交流事業と記述されています

が、この交流事業に携わる人材は果たしてどれだけ

確保できるのでしょうか。 

歌舞伎にしても、山国の生活技術にしても、まずは

体験よりも「伝承」が重視されるべきだと思います。 

伝統文化の真髄を、村内で受け継いで行くのには時

間がかかります。 

 

かかる経費が負担とならないよ

う事業計画を立てる上で検討を

進めてまいります。 

人材確保は、重要な点です。村内

の皆様のご協力や村外からの人

材確保も検討してまいります。 

伝承については重要な事項で

す。地域が少しでも活性化して

いくことが保存・伝承につなが

っていきます。 

継続して事業が進められ、村の
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一時の交流事業で飛びついても、表面的なもので

終わってしまっては意味がありません。 

大事なのは村に残る文化、技術を大切にし伝える姿

勢であると思います。 

 

２ 

村の活性化には交流人口拡大と観光振興しかな

い、と断言していますが、これは非常に危険な道を選

択しようとしているように思えます。 

この村は、昔から地理的に陸の孤島と化す例を何度

も経験しているはずです。 

災害や今回の感染症の発生などで起こりかねない

村の孤立化への対応を考えたら、この二つの施策で

はあまりにリスクが大きいと思われます。 

今後小渋線のダンプの台数増加にともなう交通状

況の悪化などリニア工事による影響も考えたら、手

放しで観光振興は言えないはずです。 

 

３ 

名所旧跡、神社仏閣とはどこを指しているのでし

ょうか。 

また体験交流とは具体的に何を指しているのでしょ

うか。 

現在リピーターとして村を訪れる人たちは、本当に

そこに魅力を感じて訪ねてくるのでしょうか。 

私は大鹿の一番の魅力は「ひと」だと思っています。 

 

４、５ 

付け焼刃でガイドやインストラクターを養成して

も、それが人を惹きつける材料とはなりません。 

現在、中央構造線博物館は地道にファンをつくり、本

物の情報発信をしていますが、ここまでに至るには

学芸員は相当な努力と時間を費やしてきたはずで

す。本物の魅力はそんなに簡単に生まれるものでは

ありません。養成するには指導者もなり手も必要で

すが、村にそれだけの人手がありますか。 

 

６ 

伝統や地域資源が残って活用さ

れるよう皆様のご意見をお伺い

しながら進めていきます。 

 

 

本事業は地域の活性化のための

柱と考えており、農林業等関連

して産業の振興を図ることを目

的としています。 

地理的な条件、道路などについ

ては、引き続き関係機関と協議

しながら改善等進めるよう行っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

村内の重文や史跡などです。 

 

村内の自然や文化、農林産品な

どを活用し、実際に体験できる

プログラムに沿ったものと考え

ています。それを基に、村内の

様々な皆さんと関わっていくこ

とと考えています。 

 

ガイドや人材育成は大事な点で

あると考えます。 

博物館など参考に計画を進めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

文化交流事業については、以前
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施設を造るにあたっては、村民の広い意見を聞く

べきだと思います。 

以前から検討委員会が開かれてはいますが、そこで

文化交流施設の話がまとまらなかったのは、反対意

見の方が多かったからだと考えます。 

村の事業案にまずさがあるのは否めません。 

立派な箱を造っても、その後の維持管理のことも考

える必要があります。後世の負の遺産にならないよ

うに十分に検討を重ねるべきだと思います。 

 

７ 

既存の「中央構造線博物館」「ろくべん館」ともに、

建物としては欠陥の多い施設です。 

まず、バリアフリーでないこと、靴を脱がないと見学

ができないことがあります。 

ろくべん館はトイレの洋式化が済んでいないこと、

冷暖房が建物の構造的に効かないことなど。 

これらの館も継続して使用するには、老朽化した部

分もあり、改修が必要です。 

繰り返しになりますが、大鹿村はこの事業案に対

しては人材不足だと思います。 

 

より多くの場で検討されて来た

経過があります。歌舞伎だけの

施設検討とは違うものと考えて

おります。 

今後も計画を詰める上で皆様の

ご意見を参考にしていく必要が

あると考えています。 

 

 

 

既存施設と連携し継続して使用

していくため、バリアフリー化

等の改善は必要と考えます。 

 

 

７ 

3-⑨ 

村内の河川は 2018 年 9 月の台風被害により、渓流

釣りには厳しい川となり、また、河床工事などをあち

こちで行い、釣り人にとってあり得ないこともして

いる。こんな状況下で渓流釣りを目的とする人に来

てもらうのは恥ずかしく無理があるのでは。 

5-① 

これ以上の「箱モノ」はいらない。 

運営するための人材がいないのでは。 

大鹿歌舞伎の人たちも歌舞伎に関する「箱モノ」は

要らないという声をきくし、誰も必要としていない。 

 

-④ 

山岳案内コーナーより前に、塩川小屋ルートを早

く通れるよう復旧して欲しい。 

塩川小屋直前の崩落現場の対岸に渡し、塩川小屋

自然災害による必要な復旧事業

や、安全な河川環境を整備する

ことは一時的に影響が出ますが

ご理解をいただきますようお願

いいたします。 

 

 

事業は地域の活性化のための柱

と考えております。 

運営等検討を進め、必要な機能

を持った拠点づくりは必要と考

えます。 

塩川ルートについては安全面で

の問題があり再開されていませ

んが、村では早期に再開できる

よう引き続き関係機関と協議を
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ルートが通れるようにして欲しい 行っていきます。 

 

 

８ 

事業計画の中にある「山村の地域活性化は経済効果

を生む交流人口拡大と観光振興しかない」について、

人口が 1000 人弱で、半分が高齢者のこの村で、建物

施設での観光を軸にした村おこしは、とても危うい

と思います。地域に住む人たちが生き生きと幸せそ

うに暮らし、来た人を気持ちよくおもてなしする環

境が整って、自然に人が訪れるようになる方が、現実

的な地域の活性化につながると思います。 

この事業計画案のなかには、村に住む人の意向が

反映されていないように思います。トイレの数、駐車

場が少ない、歌舞伎公演や綺羅の展示の管理や運営、

調理や郷土食を提供するのは誰なのか、それは有償

なのか、ボランティアなのか。不明な点も多いです。 

 

本事業を地域の活性化のための

柱と考えており、農林業等関連

して産業の振興を図ることを目

的としています。 

今後とも皆様からのご提案も参

考に、よりよい計画となるよう

進めてまいります。 

また、施設部分については既存

施設との連携により必要最小限

になるよう検討してまいりま

す。 

運営組織やガイド育成などにつ

いて、ご意見をいただく中で検

討を進めていきます。 

 

 ９ この計画は取り止めた方が良いと思います。 

「建てなければいけない」という理由だけで、以前村

の人たちから否定されたものを建てようとするこ

と。私はこの案には反対です。 

細部を見れば見るほど、現実的ではない要素が多い

ハコモノだと思います。村は、誰のために、施設を建

てるのでしょうか。 

時間をかけて、村の人が望んでいることを聞き、反映

させ、村の中だけでなく外の人も、しっかりと活用で

きる、ちゃんとした現実的なものを建てるべきだと

思います。 

 

本事業を地域の活性化の柱とし

ており、農林業等関連して産業

の振興を図ることを目的として

います。 

当然、体験や学習などのソフト

事業が主となります。運営やそ

ソフト事業を行う場として施設

部分は必要となると考えており

ます。 

引き続きご意見をいただく中で

検討を進めていきます。 

 

他 意見公募の方法についてのご意見（5 項目） 周知方法等、今後の実施に向け

て改善してまいります。 


