
生い立ち 

 
・Ｈ８．９．３０（月） 午後３：００～４：５５ Ｈ８年度県連プランナー派遣事業 
 
   第１回 地域おこし講演会  村主催 ４２名 
 
 演題「立田の地域おこしを考えよう」 
 講師 神谷 昭 氏（中小企業診断士） 
 

１、いま何故地方の時代なのか・・・ 
 ① 金太郎飴的村づくりからの脱皮 
 ② 歴史、文化、産業等からの発想による地域振興策 

 
２、地域振興は人づくり＝村民こぞっての組織づくり 
 ① 地域が好き、自分の職業が好き 

     つくることと売ることの一本化 
 ② 組織づくりへの取り組み 

 
３、第３セクターとは 

 
・Ｈ８．１１．８（金） 午後２：００～４：２０ Ｈ８年度県連プランナー派遣事業 
 
   第２回 地域おこし講演会  村主催３９名 
    （前回９．３０（月）時間切れのため今日開催） 
  
  演題「地域にあった組織づくり」 
  講師 神谷 昭 氏 
 
 １、第３セクターについて 
    成功例・・岐阜県 東白川村、付知町、倵儀町 
    失敗例・・三重県 御浜町 
 



・Ｈ９．８．１（金） 
 
   地域おこし現地視察１  村主催 ２８名 
               講師 神谷 昭 氏 
 
  視察先 岐阜県東白川村「ふるさとセンター」 
  内 容 第３セクターによる村づくり 
 
・Ｈ９．１１．２５（火）  
 
   地域おこし現地視察２ 
 
  視察先 岡崎市「農遊館」、名古屋市「市民ふれあい農園」 
 
・Ｈ１０．５．１４（水） 
 
   立田村地域おこし推進協議会設立 
 
  目的：立田村の産業の振興及び活性化を推進する 
  組織：委員４０名以内（議会、農業委員会、地域総代、農協、商工会、 

農業経営士、農業生産組合、漁業組合、４Ｈクラブ、学識経験者） 
  事務局：経済課 
 
・Ｈ１０．７．３１（金） 
 
   立田村地域おこし推進協議会  挨拶 服部会長、井桁村長 
 
 １、地域おこし事業基本構想について 
    ・特産物直売所 
    ・花公園 
    ・農業体験場 
 
 ２、作業部会の設置について 
    ・海部事務所 経済課・商工課担当者 
    ・海部農業改良普及センター担当者 
    ・役場、農協、商工会の担当者 



・Ｈ１０．１２．２４（金） 
 
   地域おこし推進協議会 
     第１回作業部会    神田課長 他１４名 
 
 ①地域おこし事業基本構想について 
   ア、農業活性化基本施設 
   イ、商工業活性化基本施設 
   ウ、高齢化対策基本施設 
   エ、文化教育基本施設 
 
 ②先進事例について 
 
・Ｈ１１．２．１２（金） １：３０～ Ｈ１０年度事業活動 
 
   地域おこし推進協議会主催講演会 
 
  演題「地域活性化のための拠点施設の考え方、取り組み方」 
     ＝これからの地域、これからの共生活動＝ 
  講師 大橋 隆士（経営コンサルタント） 
 
・Ｈ１１．４．２７（火） ２：００～４：３０  １５名 
 
   地域おこし推進協議会   第２回作業部会 
 
 １、補助事業について 
 ２、地域おこし事業、年間事業計画について 
 
 
・Ｈ１１．９．６（月）  １：３０～ 
 
   地域おこし推進協議会  挨拶 伊藤 仁 副会長、井桁村長 
 
 １、地域おこし推進協議会会長選出について・・・横井滋一 氏 選出 
 ２、産直朝市について・・・平成１１年１２月の第１または第２日曜日より 
 



・Ｈ１１．９．１３（月） ９：００～ 
 
   魅力ある村づくり事業推進協議会  村主催  挨拶 井桁村長 
 
 １、施設計画の内容について 
 ２、その他 
 
・Ｈ１１．１２．１２（日）７：００～ 南部コミュニティセンター北駐車場 
 
   日曜朝市開始 ２７店 売上￥273,250 
 
・Ｈ１２．３．２８（火） １：３０～２：１８ 
 
   地域おこし推進協議会   挨拶 横井滋一会長、井桁村長 
 
 １、産直朝市の報告について 
 ２、体験農園の推進について 
 ３、その他 （飯谷助役より地域おこし推進対策室の設置・・事務局） 
 
・Ｈ１２．４．７（金） ４：００～   挨拶 飯谷助役 
 
   第１回地域おこし推進対策会議 
 
 １、平成１２年度 地域おこし推進事業について 
 ２、その他 
 
・Ｈ１２．４．２８（金） ４：００～   挨拶 佐藤室長 ６名 
 
   第２回地域おこし推進対策会議 
 
 １、朝市売場の拡張について 
 ２、体験型農園について 
 ３、今後の推進事業について 
 ４、その他 
 
 



・Ｈ１２．５．２６（金） ４：００～ 
 
   第３回地域おこし推進対策会議 
 
 １、地域おこし構想について 
 ２、今後の推進事業について 
 ３、その他 
 
・Ｈ１２．７．７（金） ４：００～ 
 
   第４回地域おこし推進対策会議 
 
 １、地域おこし構想について 
 ２、事業の推進方法について 
 ３、その他 
 
・Ｈ１２．９．２２（金） ４：３０～   挨拶 飯谷助役 
 
   第５回地域おこし推進対策会議 
 
 １、地域おこし構想の実現に向けて・・・補助金、地方債 
 ２、今後の推進について 
 ３、その他 
 
・Ｈ１３．２．１６（金） 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
    伊藤、藤松、堀田、篠田、飯谷、篠田主幹、品川 
 
・Ｈ１４．１．８（火）   ５：００～７：００  出席者 同上 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、基本構想の実現に向けての問題について 
 ２、来年度の実施計画について 
    貸し農園の整備 



・Ｈ１４．１．２８（月） ４：００～５：３５  司会 経済課長 １６名 
                        挨拶 建設部長 
   地域おこし打ち合わせ会          海部事務所、県普及課 
 
 １、地域おこし事業の推進について 
 ２、朝市の発展について 
 
 
・Ｈ１４．２．２２（金） 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、地域おこし推進計画（案）について 
 ２、地域おこし推進協議会の開催について 
 
 
・Ｈ１４．３．２２（金） １０：００～１０：５０ 挨拶 横井滋一会長 
                            村長 
   立田村地域おこし推進協議会 
 
 １、地域おこし事業経過報告について 
 ２、今後の取り組みについて 
 ３、その他 
 
 
・Ｈ１４．６．２７（木） １：３０～    司会 篠田部長 
                      挨拶 横井会長、村長 
   立田村地域おこし推進協議会 
  
 １、地域おこし事業の推進について 
    農産物直売所の建設 
    産業会館または商工会館の建設 
 
 ２、その他 
 
 



・Ｈ１４．７．１８（木） ４：３０～ 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
  
 １、地域おこし事業の推進について 
 ２、その他 
 
 
・Ｈ１４．８．５（月） ４：３０～５：５０  ９名 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、地域おこし事業の推進について 
 ２、その他 
 
 
・Ｈ１４．８．２２（木） １：３０～２：５０  ９名 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、地域おこし事業の推進について 
 ２、その他 
 
 
・Ｈ１４．９．２６（木） １０：００～１１：４０ 
 
   地域おこし推進対策室打合せ 
  
 １、道の駅について 
 ２、今後の推進方法について 
 ３、その他 
 
 
 
 
 



・Ｈ１４．１０．２（水） 
 
   立田村むらおこし事業三役等打合せ  三役、総務部長、建設部長 
                     経済課長、同係長、品川 
 １、産直の組織、運営方法について 
 ２、「道の駅」構想について 
 
・Ｈ１４．１０．２５（金） ９：３０～ 
 
   立田村地域おこし推進協議会 
 
 １、役員改選について 
 ２、地域おこし事業等の推進について 
 ３、その他 
 
・Ｈ１４．１１．８（金） 
    
   地域おこし推進対策室打合せ 
  
 １、用地転換の経過について 
 ２、その他 
 
・Ｈ１５．３．２５（火） 
 
   先進地視察  助役、部長、係長、品川、指導員 
 
  視察先 岐阜県「道の駅」武儀町、明宝村 
 
・Ｈ１５．５．２（金） ４：００～  新委員 １４名 
 
   第一回地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、地域おこし推進対策室について 
 ２、立田村地域交流拠点施設（仮称）新設工事について 
 ３、その他 
 



・Ｈ１５．６．２０（金）  ４：００～５：００  １４名 
 
   第２回地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、地域おこし推進協議会会議資料について 
 ２、その他 
 
 
・Ｈ１５．６．２４（火） ９：３０～      司会 飯谷課長 
                        挨拶 横井滋一会長 
   立田村地域おこし推進協議会 
 
 １、地域おこし事業等の推進について 
 ２、その他（悪臭の対策は・・・） 
    
 
・Ｈ１５．７．７（月） ４：００～ 
 
   第３回地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、立田村地域交流拠点施設（仮称）新設工事の施設配置について 
 ２、その他 
 
 
・Ｈ１５．８．１９（土） ２：００～  １４名 挨拶 海部事務所 課長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業について 
     運営方法・・・・ 
 ２、その他 
 
 
 
 
 



・Ｈ１５．９．２４（水） ２：００～３：３０   挨拶 篠田部長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業について 
    ３団体（農協、生産組合、商工会）グループ運営 
    生活改善グループの打合せ 
  
 ２、その他 
 
 ※ Ｈ１５．１０．２（土）建通新聞に「道の駅」構想掲載 
 
・Ｈ１５．１０．８（水） ２：００～ １３名  挨拶 横井会長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業の運営について 
 
 ２、その他 
 
・Ｈ１５．１０．２８（火） ４：１０～５：００  １１名 
 
   第４回地域おこし推進対策室打合せ 
 
 １、道の駅、産直販売所、商工会館の建設場所について 
 
 ２、その他 
 
・Ｈ１５．１１．４（火） ２：００～ １６名 挨拶 横井会長、篠田部長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業等の管理運営について 
    ㈲「ふれあいの里立田」定款（案）について 
 
 ２、その他・・・加工所で運営する商工会、生活改善の取扱商品について 



・Ｈ１５．１２．１（月） １：３０～ １５名  挨拶 横井会長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業等の管理運営について 
    組織形態、産地直売所図面 
 
 ２、その他・・・レジ台設置場所 
 
・Ｈ１５．１２．９（火） ９：００～１０：１０  挨拶 横井滋一会長 
                            井桁村長 
   立田村地域おこし推進協議会 
 
 １、地域おこし事業等の推進について 
 
 ２、その他 
 
 ※Ｈ１５．１２．１７（水） レンコンラーメン完成（瑞逢社へ製造依頼） 
  「若松」において村会議員他試食の結果ＯＫ 
 
・Ｈ１６．１．２０（火）２：００～ １１名 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業等の管理運営について 
    ふれあいの里立田規約（案）、運営方法（案） 
 ２、その他 
 
・Ｈ１６．２．２４（火） ２：００～ １４名  挨拶 伊藤会長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業等の管理運営について 
    ふれあいの里立田運営連絡協議会規約（案） 

〃      内規（案） 
 ２、その他 



・Ｈ１６．３．９（火） ２：００～  挨拶 横井滋一会長、井桁村長 
 
   立田村地域おこし推進協議会 
 
 １、地域おこし事業等の推進について 
 
 ２、その他 
 
・Ｈ１６．３．２５（木） ２：００～ １４名  挨拶 伊藤会長 
 
   地域おこし打合せ会 
 
 １、地域おこし事業等の管理運営について 
    公募 
    設立総会 ４．２６（月）２：００～北部防災コミュニティセンター 
 
 以上、平成１５年度分まで終了 


