
団団体名 有磨学区まちづくり推進委員会 代表者 下江 博雄

●○地域まちづくり推進事業○●

事業内容

（１）魅力ある地域づくり事業  

日本の歴史を学ぶ：松山城の歴史に触れよう！ 

（５月２７日 松山城 ４１人） 

人権パネル展：「広島の土砂災害を未来に伝える」               

～人々のいのちを守りたい～        ☝松山城の歴史

（１０月２７日～１１月８日 有磨公民館 １，０００人）   

（２）いきいきふれあい交流事業  

そとまちロードウォーキング 

（５月２７日 松山城周辺 ４１人） 

（３）地域ぐるみの生活安全・環境事業

環境美化活動（５月６日 柞磨カヤ周辺など ４５人） 

自主防災訓練：全市一斉防災訓練  

（１１月２５日 有磨小学校 １８５人）           ☝ウォーキング

環境ポスター作成掲示  

（２月 学区内ごみステーション啓示）                    

（４）つなぐ心・人・地域交流事業 

ふれあい祭り 

  （１０月２７日～２８日 有磨小学校 ８００人） 

  ふれあいスポーツ：運動会 

（９月２日 有磨小学校 １，８００人）   ☝カヤ周辺清掃    ☝自主防災訓練

（５）広報紙発行 年２回 有磨公民館   

（６）コミュニテイ育成事業

地域一斉清掃・交流行事など 通年 

（７）まちづくり推進委員会運営事業 通年  

   ＊善行市民表彰の推薦と善行学区民表彰    

   ＊選挙啓発

☝ふれあい祭り     ☝運動会

 各行事を通じた各種団体や地域住民の協働による主体的な取組により，少しずつではある

が地域の活性化を図るための意識を高めることができた。  

地域課題の解決に取組むために，関係機関や各種団体との連携を図り，より多くの住民の 

力（地域人材）を活用して，情報の共有化を図りながら，幅広い世代の住民参加を促進でき

るよう取組んでいきたい。 

成 果

課 題

（問合せ先） ０８４-９５８-３８４９（有磨公民館）
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☝ 6 月 現地研修の様子 

☝ 7 月の豪雨で山は崩れ，上流からの瓦礫や土砂で埋まる 

☝ 少しずつ一歩ずつ…来年度へ繋げていきます！ 

【【地域まちづくり計画推進事業】紹介します！ 【総務・教育文化部会】

～芦田大谷砂留整備事業～

「郷土を愛し歴史や文化の学習推進事業」として，『芦田大谷砂留整備』をはじめ

て 2 年目。６月の現地研修を終え，昨年度からの課題と今年度の整備目標を立てよ

うとしていた矢先…７月の西日本を襲った豪雨により，芦田大谷砂留も甚大な被害

を受けました。砂留に向かう道は崩れ，一時は砂留付近へ近付くこともできない状

況でした。みんなで力を合わせ頑張ってきたのに…自然の脅威に愕然としましたが

人の力ってすごいんです！少しずつ少しずつ…安全を確認しながら，上流から流れ

出た瓦礫や土砂を片付けていきました。2 年目の作業はマイナスからのスタートだ

ったので，目に見える進歩はさほどではありませんでしたが，砂留を守り後世に残

していかなければ！という気持ちは強まったと思います。 
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団団体名 福相学区まちづくり推進委員会 代表者 國頭 敬市

(問合せ先) ０８４-９５８-３８５０（福田公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）地域ぐるみのふれあい活動事業   （通年 公民館ほか ７８０人）  

（２）地域福祉活動推進事業       （通年 公民館ほか ５３０人）  

（３）里山・里地魅力づくり事業     （通年 別所砂留ほか ７５０人）  

（４）環境衛生推進事業         （通年 公民館ほか ２１０人）  

（５）芦田人権啓発事業 （１２月７日～１７日 公民館ほか ３００人）

（６）安心・安全推進事業        （通年 学区内）  

（７）教育講演会            （１０月２１日 福相小学校 ７０人）  

（８）盆踊り大会            （８月１３日 福相小学校 ３，４００人）  

（９）福相学区運動会          （９月２日 福相小学校 １，３００人）  

（10）ふれあい文化祭（作品展示会）   （１０月２７日・２８日 公民館 ６５０人） 

（11）芦田音楽祭            （１１月１１日 芦田中学校 ６７０人） 

（12）コミュニティ育成事業（ゴミ分別・納税推進含む） （通年） 

（13）まちづくり推進委員会運営事業   （通年 公民館ほか） 

 各種団体や地域住民との協働により，さまざまな事業を実施することで地域課題の解決や

地域の活性化を図るための意識を高めることができた。 

地域住民に対してまちづくり事業を啓発し，事業推進協力者や参加者の拡大を図りながら，

地域課題の解決や活性化につながる事業を展開していきたい。 

安心・安全推進事業 

～詐欺被害防止寸劇と話～ 

事業内容

成 果

課 題

地域ぐるみのふれあい活動事業 

～おいしいお茶の淹れ方教室～ 

人権啓発事業 

～写真で見る土砂災害～ 
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子子どもの居場所づくり

子どもたちにさまざまな「体験の風」を起こそう！

子どもたちが活躍する場をつくろう！と

キッズダンス講座を実施しました‼

５月から８月までの連続講座を実施しました。 

楽しく・一生懸命練習を重ね，学区の盆踊り大会や，ご長寿を祝う会で発

表しました。また，北部市民フェスティバルのステージ発表にも参加して

貴重な体験ができました。 

「やってみたい！体験」ができた子どもたち… 

活躍する

子どもたちが
楽しむ 

高校生との共演！ 

最後の決めポーズ‼  

緊張したけど，がんばりました。
北部市民フェスティバル 

チャレンジ

自信を持って

輝く 

大勢の参加者とともに 
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団団体名 駅家学区まちづくり推進委員会 代表者 戸田 壯

(問合せ先) ０８４-９７６-５４１７（駅家公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）まなび広場えきや・学区民大学   （１月 北部市民センター 約３００人） 

（２）健康料理教室   （８月・９月・１１月・１２月・１月 駅家公民館 ９７人） 

（３）いきいきサロン事業   （通年 ５サロン） 

（４）環境づくり推進事業   （９月・２月 資源回収） 

（５）スポーツ祭  （１２月２日 駅家小学校・駅家南中学校・駅家公民館 約６５０人）

（６）各種競技大会 

グラウンドゴルフ交流大会（６月１３日 駅家運動公園） 

少年少女親善球技大会  （７月１６日 駅家運動公園） 

ターゲットゲーム大会  （２月 ３日 北部市民センター １３５人） 

（７）「献血」推進事業   （８月３０日，３１日／２月１２日，１３日 

北部市民センター 駅家町５学区共催事業） 

（８）安心・安全活動事業   （通年   子どもの通学路の見守り） 

（６月   自転車の正しい乗り方教室 ８人） 

（８月 ８日 防犯パトロール ２３人） 

（８月２０日 防犯パトロール １５人） 

（１１月   防犯グッズの配布 ２４人） 

（９）まちづくり文化祭 

(９月１５日･１６日 北部市民センター・駅家公民館 約１，２００人) 

（10）人権啓発推進事業   （通年  住民学習会・講演） 

（11）コミュニティ育成事業   （通年  ごみ分別啓発・納税推進  ７町内会） 

（12）自主防災活動推進事業 

[１１月４日 自主防災避難訓練 ９２人（一時避難 ５，４２９人）] 

（13）まちづくり推進委員会運営事業   （通年 駅家公民館） 

事業内容
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 学区内住民において，各事業内容の浸透性も高まっている。各種団体及び町内会もその事

業に連動しての行事計画が立てられており，学区内の一体化が出来ている。 

 学区内人口（世帯）が増加する中，町内会及び育成会の加入率は増えていない。どうした

ら加入率を上げられるか，行事に参加してもらえるか等を考慮し，世代間を越えた地域活性

化となる事業の推進を考えていかなければならない。 

２０１８年度まなび広場えきや・学区民

大学では，ＮＨＫ広島放送局気象キャス

ターでご活躍の勝丸恭子さんをお招き

し，講演会を実施いたしました。 

「天気と天気予報のヒミツ」という演題

で，天気の移り変わり・豪雨の前触れ・ 

天気予報の受け取り方など，厳しい視

点でご説明いただくとともにクイズ形

式も取り入れた楽しい講演をしていた

だきました。７月の豪雨は駅家学区で

も大きな被害を受けたこともあり，参

加者の皆さんは終始真剣に聞いておら

れました。 

勝丸さんの人気ぶりは絶大なもので，小

さな子どもからお年寄りまで幅広い年

齢の方々が多数参加し，大成功といえる

講演会となりました。 

最後に勝丸さんは，参加者の皆さんに笑

顔と温かい気持ちを置いて帰られまし

た。 

【【地域まちづくり計画推進事業】

まなび広場えきや 講演会を開催しました！！

成 果

課 題

１０１
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団団体名 宜山学区まちづくり推進委員会 代表者 中山 伊知郎

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）世代間交流 （９月 北部市民センター １８２人） 

（３）ニュースポーツ大会 （１１月 宜山小学校運動場 １２０人） 

（４）神戸港震災メモリアルパーク＆人と防災未来センター現地研修 

              （１１月 神戸 ４０人） 

（５）福山市内の戦争遺跡めぐり  （２月 福山市内各地 ４４人） 

（６）伝統文化継承   （２月 宜山小学校体育館 ６２人） 

（７）宜山学区作品展  （２月 宜山小学校体育館 ８７０人） 

（８）各種講座（親子クッキング，手話講座，子どもマナー教室，陶芸，ハーバリウム， 

    木版画，科学実験など）  （通年 宜山公民館 延べ３６１人） 

（９）コミュニティの育成（ごみ分別啓発，納税推進事業） 

（通年 学区内各町内会） 

（10）まちづくり推進委員会運営事業（通年 宜山公民館） 

２０１８年度は，７月豪雨による災害が宜山学区内各所で発生し，まちづくり推進委員会

で計画していた事業のいくつかを中止する事態となったが，学区内の各種団体や広範な地域

住民の協働作業により，さまざまな行事を実施することができた。 

それにより，地域住民相互の交流を深めるとともに，課題解決に向けた意識の高まりにつ

なげることができた。 

各種の事業を実施する際には，世代や性別を越えた，より広範な参加を求めるために，ま

ちづくり推進委員会および各部会において，より積極的・主体的な取組を進める必要がある。 

福山市内の戦争遺跡めぐり 秋のふれあいコンサート

事業内容

成 果

課 題

(問合せ先) ０８４-９７６-４７９１（宜山公民館）

（２）秋のふれあいコンサート    （１０月 宜山公民館・宜山ひかり保育園 １８８人）

１０２
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  ８月１１日，小学生と保護者を対象に，大久野島現地平和学習を実施しました。ボ 

ランティアガイドの説明を聞きながら，大久野島に残る毒ガス製造の遺跡などを見学 

しました。 

参加した子どもたちは，事後の感想文に，「戦争はこわいことだと思った」「大久 

野島であったことを，みんなに伝えたい」と書いていました。 

 １１月１１日，クリーンウォーキングを行いました。今回は，学区内にある福祉施 

設を訪問しながらのウォーキングでした。 

 道路や周辺のごみを拾いながら歩き，訪れた施設を見学して，それぞれ施設の内容 

などの説明を聞きました。 

  暖かい一日で，全員最後まで歩くことができました。 

【【地域まちづくり計画推進事業】

「クリーンウォーキング」を行いました

【地域まちづくり計画推進事業】

「大久野島 現地平和学習」を実施しました

見学のようす

当日のようす

１０３
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団団体名 駅家西学区まちづくり推進委員会 代表者 髙本 俊徳

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）ふれあい事業  

・第２８回納涼盆踊り大会（８月４日 駅家西小学校 約２,０００人） 

・あいさつ運動 （通年 毎月１７日２箇所で声かけ実施） 

・稲作体験（田植え，稲刈り）駅西小５年生を対象に実施 

（２）二子塚古墳整備人材育成事業 

・古墳清掃 （年３回 古墳周辺 延べ２００人） 

・ふるさと学習会 （年６回 駅家西公民館 延べ８２人） 

・ガイドボランティアの派遣 （通年） 

・教養講座 （年２回 駅家西公民館ほか 延べ５６人） 

（３）健康事業 

 ・学区民運動会   （４月２２日 駅家西小学校 １，５００人） 

・健康ウォーキング （６月 ３日 堂々公園     １９１人） 

・スポーツ祭   （１０月２１日 駅家西小学校ほか １４４人）  

 ・疲れない体づくり （２月２４日 駅家西小学校    ８４人） 

 ・各種スポーツ大会への参加  

（４）生活環境事業   

・ゴーヤの苗配布 （５月２０日 駅家西公民館   １６８人） 

 ・芦田川一斉清掃 （６月 ３日 近田橋付近 ６０人） 

・省エネ学習会  （７月２５日 駅家西公民館    ２３人） 

・エコクッキング （９月２９日 駅家西公民館    ３０人） 

・福山市環境関連施設バス研修（１１月１４日福山市汚泥再生処理センターほか ４１人）

（５）生活安全事業  

・見守り新鮮情報，子どもサポート情報の提供 （毎月１日・１５日に回覧） 

・子ども見守り連絡会（８月２８日 駅家西公民館 ３２人）

・安全パトロールステッカー運動 （通年） 

業事発啓権人）６（

・研修会の実施・参加 （通年）  

・住民学習会の実施  

（７）自主防災事業 

・視察研修  （７月 ５日 ㈱モリタほか  ３３人） 

・防災座談会 （９月 １日 駅家コミュニティセンター １１１人） 

・防災訓練 （１１月 ６日 駅家西小学校〈児童対象〉 ３４８人） 

（８）献血活動事業（駅家町５学区共催事業） 

（８月３０日～３１日，２月１２日～１３日 

北部市民センター）     

（９）コミュニティ育成事業  

・環境整備，とんど，水路清掃ほか （通年） 

（10）まちづくり推進委員会運営事業 （通年） 

（問合せ先） ０８４-９７６-２５４２（駅家西公民館）

１０４
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各各種団体や地域住民との協働により様々な事業を実施することで地域の活性化に向けた

活動を継続できている。

駅家西学区まちづくり推進委員会の活動目標である「人と人とが出会い，つながり，安心

して暮らせるまち 駅家西学区」をめざして，更に地域づくりを進めていく必要がある。

防災座談会～平成３０年７月豪雨から学ぶ～ 

  防災の日９月１日、参加者１１１人 

防災座談会を実施致しました！ 

芦品消防署の藤原浩署長より今回の災害

状況と対応状況を聴講，その後町内会ごとに

グループワークを行い，今回の状況と今後の

対策について話し合い，各町内会の意見を発

表し学区全体で情報を共有しました。

◆今回の災害に学んだこと！◆

・自分の命は自分で守る

・情報を理解し早めの行動が必要

・ご近所同士の声掛けの大切なこと

・日頃より家族や近隣の人と話あうこと

・避難の備えは出来ているか

・災害非常持ち出し袋の準備点検をする

・今回の災害を忘れないことも重要

◆今回の防災座談会をとおしてあらた

めて身近におきた災害を自覚しました。

【 自助，共助，公助 】の連携を深める連携を深める

大切さを感じました。

今後も継続して駅家西学区全体で防災，

減災について学習していきたいと思いま

す。

成 果

課 題

１０５

北　

部

北　

部



団団体名 服部学区まちづくり推進委員会 代表者 佐藤 博正

(問合せ先) ０８４-９７８-０８１０（服部公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）世代間交流事業 

   ・グラウンドゴルフ大会（１１月４日 福山市グラウンドゴルフ場 約１００人） 

   ・駅伝＆ウォーキング大会（２月１７日 服部学区内 約３００人） 

（２）防災訓練（１１月２５日 服部小学校・各地域 約３００人） 

（３）服部学区運動会（５月２７日 服部小学校運動場 約１００人） 

（４）文化保存事業（毎月第２木曜日 服部会館 延べ約２００人） 

（５）盆踊り（豪雨のため中止） 

（６）文化祭（９月１６日 服部小学校体育館 約１５０人） 

（７）学習会 

   手作りクラブ，料理教室，夏休み教室，寄せ植え，陶芸教室，味噌づくり， 

   クリスマス会，講演会ほか（服部公民館 延べ約５００人） 

（８）駅家まちづくり献血事業（８月３０日，３１日／２月１２日，１３日） 

（９）環境づくり（通年 公民館・永谷下バラ花壇） 

（10）ボランティア・福祉活動 

   ・餅焼き集会（１月１１日 服部小学校 約８０人） 

   ・一人暮らしの方へのおこわ作り（２月３日 服部公民館 約３０人） 

（11）まちづくり推進委員会運営事業（通年 服部公民館） 

（12）地域まちづくり計画に基づく事業 

ほたる祭り（６月２日 服部小学校 約２，０００人） 

ほたる祭りや駅伝＆ウォーキング大会などの行事を通じて，各種団体や地域住民の協働に

よる自主的・主体的な活動を実施することで，地域の課題解決や地域の活性化を図るための

意識を高めることができた。 

行事の参加者が固定化している。世代間交流が持てるような事業を促進できるよう広報活

動等に取り組んでいきたい。 

事業内容

成 果

課 題

夏休み 絵画教室 川の生き物観察 手作りクラブ

“花の寄せ植え”
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第２７回ほたる祭りを開催しました！ 

服部小学校のもちやき集会のお手伝いもしています 

大池周りの環境整備作業を行いました！ 

「みんなでふるさとの玄

関を明るくしよう！」服

部大池付近の県道沿いの

雑木等を伐採。町内会長，

土木常設員など有志の

方々がボランティア清掃

に汗を流されました。

服部小学校のもちやき

集会でも，地域の役員さ

んの活躍で立派なやぐ

らができあがりました。

点火後は，小学生児童の

書き初めが空高く舞い

上がるのをみんなで見

守りました。

Team-smile 
ダンス

備後しんいち踊り隊

よさこい踊り Performer-Syunya
大道芸

今年も賑やかに行われ

たビンゴゲーム大会

服部南保育所児童

合唱

服部のアイドル

ＨＴＲ１９

ダンス

服部小学校５年生

環境学習発表

お天気にも恵まれ

て，屋台も大盛況で

した

今年度も大賑わいでした。保育所児童の合唱，

小学生児童のほたる学習発表・ダンスで会場

一杯の人たちと感動と喜びを共にしました。

全員集合 はいチーズ★
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団団体名 駅家東学区まちづくり推進委員会 代表者 豊田 眞人

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）ふれあい教養講座（１７回 駅家東公民館ほか４６０人） 

（２）子ども育成運動（通年） 

（３）公園整備事業 （6/4 せせらぎ川周辺整備 ２０人） 

城ケ谷ほたる・ソーメンを楽しむ会 （6/9 ２５０人） 

小豆田池周辺 (3/24 ８人) 

（４）高齢者ふれあい事業（８月～２月 駅家東公民館ほか） 

   カラオケ大会第１回（８月 ２７人，２月 ２５人） 

   高齢者ふれあいグラウンドゴルフ大会（１１月 １００人） 

グラウンドゴルフ大会（１１月 １００人） 

ゲートボール親善大会（１１月  ４５人） 

（５）盆踊り大会（8/4 駅家東小学校 １，０００人） 

（６）郷土文化保存活動（６月と３月 古墳周辺整備 各１２人）   

（７）文化祭 （11/17 駅家東公民館 ５５０人） 

（８）運動会 （9/30） 駅家東小学校 ４５０人） 

（９）ばら育成活動 服部大池ふれあいばら花壇（通年 ３５０人） 

   ばら講習会（2/14 １５人） 

（10）コミュニティ育成（通年）（ごみ分別啓発，納税推進活動） 

 (11) まちづくり推委員会運営事業  

（4/13 理事会１５人，4/22 役員総会３５人,2/23 理事会１５人） 

(12) 地域の環境づくりに取組む事業（通年） 

   (9/2  小豆田池土手草刈 ４０人) 

(2/17  服部大池土手草刈 ７０人) 

(13) 健康づくりに取組む事業  

   健康ウォ－キングｉｎ多々羅大橋＆今治上（5/24  ５６人） 

   駅家地区献血活動（８月，２月） 

(14) 交通安全・防犯・防災活動 

地域安全マップ作成 （６/８） 

    自主防災組織防災訓練 (6/17 駅家東小学校 ５００人） 

    福山市総合防災訓練参加（11/25 駅家東公民館 ５０人）  

    各町内ごとに防災マップの点検・修正（２月～３月） 

・ふれあい教養講座での多様な研修を通して，個々の教養を高めたり，子どもの健全育成に

関わったりすることができた。 

・公園整備事業や地域の環境づくりに取り組む事業を通して，環境改善やごみステーション， 

地球温暖化防止等の環境の維持，整備をすることができた。 

・高齢者ふれあい事業，ばら育成活動を通して，高齢者のコミュニケーションや健康の増進， 

人間関係の深まりを図ることができた。 

・盆踊り大会や文化祭等を通して，地域住民のコミュニケーションや絆を深めることができ

た。 

・防災マップの見直しや自主防災組織防災訓練等を通して，防災，減災に関する意識や行動

力を高めることができた。 

・各種会議の精選を行い，役員の負担の軽減と効率的，効果的なまちづくり推進を行った。 

ふれあい教養講座
（かんたんスマホ講座）

高齢者ふれあい事業
（グラウンドゴルフ大会）

公園整備事業

（城ケ谷ほたる・ソーメンを楽しむ会）

盆踊り大会

事業内容

成 果
健康ウォーキング in 多々羅大橋＆今治城

（問合せ先）０８４-９７２-４８４２（駅家東公民館）

１０８
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・講座や行事，活動への参加者が固定化したり，少なくなったりしている。多くの住民が気

軽に参加し，地域住民の親睦と絆が深まるように，会議，行事等の内容，運営を工夫して

いく。 

《目  標》地域のつながりを高め活力ある明るいまちをつくろう 

《基本方針》 まちづくりの主人公である駅家東学区住民によるまちづくりの将来像を示し，

今後のまちづくり活動の指針とする。 

 《目標年次》２０１５年度（平成２７年度）から２０１９年度（平成３１年度）の５年間 

《まちづくり活動の展開》 

（１）活力・にぎわい・健康で 

つながりを高める 

（２）福祉を高める 

（３）安心・安全の推進 

■地域安全マップの作成 

（４）歴史・文化の継承 

■文化財保存活動 

掛迫古墳，掛迫城址 

の整備活動６月，３月） 

（５）青少年の健全育成 

（６）環境の改善 

■ばら育成活動 

（通年 服部大池ばら 

花壇の整備） 

（７）人権推進 

課 題

「ダンシングヒーロー」を

盆踊り大会で踊ろう！

服部大池ばら花壇整備
（服部大池ばら会のみなさんを
中心にみんなが憩える公園整備）

防災・減災研修

（防災マップの点検

・修正作業）

地域安全マップ作成

（駅家東小学校４年生と地域のみなさんで

地域安全マップを作りました）

人権啓発活動
（住民学習に向けて実行委員

会で事前研修をしました）

学区民運動会練習
（運動会に向けて「ダンシング
ヒーロー」を地域のみなさんと
いっしょに練習しました）

「ふれあい文化祭」でメ
キシカンローラちゃん
の顔だしパネルを作り
ました。
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団団体名 加茂学区まちづくり推進委員会 代表者 小林 弘志

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）第２２回加茂ふれあい文化祭（１１月１１日 加茂中学校 ２,０００人） 

（２）加茂学区まちづくり功労者表彰（１１月１１日 加茂中学校 ３組） 

（３）加茂谷の史跡めぐり（１月１９日 加茂町内 ２１人） 

（４）第１０回加茂知っとる検定（２月８日・９日 加茂中学校ほか ２０９人） 

（５）「協働のまちづくり」のＰＲ（講演会 ２月６日 加茂福祉会館 ６４人）  

（６）コミュニティ育成事業（通年） 

（７）広報紙発行（通年） 

（８）まちづくり推進委員会運営事業（通年） 

（９）芸術鑑賞会（７月１９日 加茂中学校 ３１７人） 

（１０）子ども会書道大会（１１月３日 加茂公民館 ６０人） 

（１１）親子が楽しめるイベント開催（７月２８日 加茂小学校 ９００人） 

（１２）第１０回加茂学区駅伝・マラソン大会（１１月１７日 加茂学区内 ３６３人） 

（１３）しめ縄づくり（１２月２２日 加茂公民館 ２６人） 

（１４）お年寄りをお招きする会（３月１３日 加茂中学校 １４３人） 

（１５）花いっぱい運動（６月２日・１２月１日 学区内 延べ２１０人） 

（１６）学区見守り活動（３月 協力者の募集及び協力者への帽子・ベストの配布） 

（１７）家庭ごみの分別の周知徹底（啓発ちらしを自治会加入世帯全戸に配布 年３回） 

（１８）ごみの野焼き防止対策（啓発ちらしを自治会加入世帯全戸に配布 年３回） 

（１９）交通安全対策（啓発用電柱幕等の設置・講演会 ３月２３日 加茂学区内 延べ３７人） 

（２０）グラウンドゴルフ大会（６月１３日・１０月３日 加茂公園野球場 延べ２３９人）  

（２１）ゲートボール大会（７月６日・１１月２日 中組ゲートボール場 延べ２２人） 

（２２）救命救急法講習会（９月２日 加茂福祉会館 ２３人） 

（２３）「ペタンクゲーム」を楽しもう（１０月２０日 加茂公園野球場 ４０人） 

（２４）ノルディックウォークで健康づくり（１０月１３日 学区内 １６人） 

（２５）認知症講座（２月１６日 加茂福祉会館 ４０人） 

（２６）高齢者が多くの人とふれあえる場の提供 

囲碁将棋大会等 ９月１８日・１１月１４日・１月２１日・２月２８日  

加茂福祉会館ほか 延べ２０３人 

（２７）成年後見制度の理解と推進（講演会 ７月２１日 加茂福祉会館 ２３人） 

（２８）健康づくり講座（９月２８日 加茂福祉会館 ２０人） 

（２９）公共施設のあり方を考える（広報紙発行等 通年） 

（３０）記念行事基金積立事業 

事業内容

第１０回加茂知っとる検定 第２２回加茂ふれあい文化祭 花いっぱい運動 
（１２月 花の植替え作業）

(問合せ先) ０８４-９７２-５５４１（加茂公民館）
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さまざまな行事を実施する中で，協働のまちづくりが学区内に浸透し，それぞれの団体に

おいて，まちづくり事業の主管団体としての自主的・主体的な活動が実施でき始めている。 

「加茂学区まちづくり計画」の趣旨をふまえ，計画期間内に全事業の目標が達成できる

よう取り組む必要がある。 

親子が楽しめるイベント開催！！ （校舎の思い出プロジェクト ～加茂小学校大感謝祭～） 

２０１８年（平成３０年）７月２８日（土），

加茂小学校の南校舎に思い出を描く『校舎の

思い出プロジェクト～加茂小学校大感謝祭

～』が開催されました。 

この度，新校舎建設のため取り壊しが決ま

った校舎は，１９６２年（昭和３７年）学区

内にあった各小学校を統廃合し，現在の場所

に移転してから５０年以上にわたって，多く

の卒業生を送り出してきました。 

加茂小学校ＰＴＡが主体となって進められ

たプロジェクトには，今までの感謝をこめて

思い出を描こうと在校生を始め卒業生や保護

者を含め９００人の参加があり，参加者は，

絵具やクレヨンを使って校舎の壁や窓に思い

思いの絵を描き，記憶にも，記録にも残る大

切なイベントとなりました。 

課 題

成 果

１１１

北　

部

北　

部



団体名 広瀬学区まちづくり推進委員会 代表者 瀬良 好史

(問合せ先) ０８４-９７２-２１７１（広瀬公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）広瀬学区民運動会      (５月２７日    広瀬中学校グラウンド  約３００人) 

（２）ひろま             (６月２日・３日 広瀬公民館周辺   約２，０００人) 

（３）奉仕作業（除草）      (６月１０日   学区周辺    ３０人）

（４）広瀬学区民夏祭り (８月１４日   広瀬中学校グラウンド  約７００人) 

（５）かぼちゃ大鍋を囲むつどい (１２月５日   広瀬小学校体育館    約２００人) 

（６）とんど (１月１１日    広瀬グラウンドゴルフ場 約１６０人) 

（７）まちづくり推進委員会運営事業   (通年  公民館) 

学区民運動会などの行事を通して，『広瀬』ならではの特色ある事業が展開され，地域・ 

保育所・小学校・中学校が一体となり，地域の絆がより一層深まった。 

 年間行事もほぼ定着化してきており，行事計画についても，関係機関との連携が密に図ら

れ，内容も毎年創意工夫されている。 

まちづくり推進委員会を中心に，小規模学区の地域事情を加味した，魅力ある事業を継続

していくため，今後も協働事業に対する，より多くの理解と協力を啓発していく必要がある。 

事業内容

成 果

課 題

おじいちゃんも，おばあちゃんも ★

おまわりさんも，消防団員も ☆

 おとうさんも，おかあさんも，学校の先生も ★

広瀬の運動会は，みんなが主役！ 熱い一日で盛り上がります！！
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あい 

６月２日・３日（土・日），広瀬公民館周辺にて第４回「ひろま」が開催されました。 

約２，０００人の来場者が訪れ,「ライブ」「ワークショップ」「クラフトマイスター」 

「うまいもんひろば」などのブースが勢ぞろい。賑やかな２日間となりました。 

ひろま実行委員会や地域の皆さまのご理解・ご協力により,今年も「ひろま」が 

盛会裡のうちに幕を閉じました。  

折り紙・新聞紙で遊ぼう！

のコーナー 

たくさん設けたはずの

食堂は満員御礼～！ 

【地域まちづくり計画推進事業】

広瀬学区

第４回「ひろま」開催しました！

太鼓のステージ 

演奏者：原田嘉子さん 

広瀬小学校和太鼓

クラブを指導して

くださっています 

たくさんのブースが揃って,

見ごたえバッチリ！ 

おいしそう～！ 
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団団体名 山野まちづくり推進委員会 代表者 井上 吉弘

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）山野ほたる祭り（６月９日 山野農村公園 ６００人） 

（２）ばらづくり講習会(３月４日 山野公民館 ８人) 

（３）資源再利用研修会(９月１４日 エフピコふくやまリサイクル工場，JFE 環境株式会社 

箕沖リサイクル工場 １６人) 

（４）子どもの遊び道具づくり講習会(７月２６日 山野小学校 １７人) 

（５）人権啓発研修会(１月２５日 福山市人権平和資料館 福山城近隣 １２人) 

（６）山野ふれあい夏祭り(８月１３日 山野中学校グラウンド ２００人) 

（７）地域清掃作業(９月～１０月 山野町内各所 ５０人) 

（８）グラウンドゴルフ大会(１０月２７日 山野農村公園 １９人) 

（９）水車と語りん祭(１０月２２日 水車の里こっとん村 ６００人) 

（10）注連縄づくり講習会(１２月２日 山野公民館 １５人) 

（11）防災訓練(３月１７日 各地域，山野農村公園 ３００人) 

（12）ふれあい教室(１１月１９日 切り絵講習会 １０人， 

２月１２日 春待ちコンサート３０人) 

（13）まちづくり推進広報事業 

（14）まちづくり推進運営事業 

子どもの遊び道具づくり講習会，注連縄づくり講習会，資源再利用研修会などの行事を地

域団体や小中学校と連携し，開催することにより子どもから高齢者まで幅広い年齢層の参加

が得られ，交流を深めることができた。 

 イベント，行事の運営スタッフの高齢化，小数化。新たな人材の育成が急務。 

事業内容

成 果

課 題

人権啓発研修会～福山市人権平和資

料館と福山城近辺の戦争遺構見学～防災訓練

(問合せ先) ０８４-９７４-２８５１（山野公民館）
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みんなの笑顔が集まる場所，おおやまのかふぇが開店!!

週１回，水曜日の JA 山野出張所隣のスペ

ースで，９時３０分～１１時３０分まで

開店しています。 

毎回，５０人ほどの参加があり，思い思

いに楽しいひとときを過ごしています。 

魚屋さん，たこ焼き屋さん，パン

屋さん，移動販売のお店も出店し

て，ちょっとしたお買い物もでき

ます。 

蕎麦を食べて楽しむ会 開催 

福祉を高める会主催の「蕎麦を食べて楽しむ会」は，高齢者の

皆様をお招きして毎年２月に開催しています。 

 保健師さんからの話を聞いたり体操をした後は，おいしい手打

ち蕎麦をいただきます。ソバ粉はやまの里山クラブが栽培したも

のを使い，地域の蕎麦打ち名人たちが腕を振るいます。 

 食事のあとは楽しいアトラクション！ 

動いて，食べて，笑って・・・。毎年大好評です！ 
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事業内容

成 果

団体名 しんいち学区まちづくり推進委員会 代表者 河上 正次

（問合せ先）０８４７-５２-５５４６（新市公民館）
●○地域まちづくり推進事業○●

（１）「地域防災計画｣の作成・地域防災訓練～福山市一斉防災避難訓練 （参加率２０．９％）

（１１月２５日 学区内２０単位各町内会 １，０９１人 

新市小学校で研修会 ２００人） 

（２）三世代，世代間交流事業（友愛訪問）※学校元気大賞受賞 

（１月２７日～新市小学校１・２・３年生がメッセージを書き，４・５・６年生と保

護者が学区の福祉を高める会の手作りの配食弁当で友愛訪問～配食数８９食） 

（３）支えあいサミット２０１８（地域福祉研修大会） 

（７月１１日 支えあいサミット in 福山 沼隈サンパルホール ２３人） 

（４）地域づくり作品発表会 （２月３日 新市公民館まつりと作品発表会 ５００人） 

（５）卒業記念植樹～“ヤマボウシ”を卒業生と地域，教師で記念植樹  

（２月２２日 新市小学校グラウンド 卒業生４９人／地域１６人 ほか教師）  

（６）まち興し（リーダー研修会） 

（６月１４日 井原市平櫛田中美術館，アマノフーズ ２０人） 

地域福祉（リーダー研修会）～先進地の事例研修 （７月６日 熊野町社協 ２０人）

（７）地域環境美化～新市小学校５・６年生と地域のみんなでごみ拾い 

（１１月２６日 新市学区内 ５・６年生８５人，教師６人，地域２５人） 

（８）キャンドルナイトコンサート （１０月６日 新市公民館 １５０人） 

（９）大佐山公園づくりと花壇整備 （３月１５日 大佐山公園および中央緑地公園～ボン

ボリ設置 ３００人／２月２２日 染井吉野桜苗植樹 １０人／８月１日 花壇芝桜

手入れ通年 ６人） 

（10）新春登山～餅と飴湯接待，新年御礼と初日の出を仰ぐ （元日 相方城山 ４５０人）

（11）しんいち春まつり (３月２４日 しんいち中央緑地公園 ８００人） 

～テント村やイベント等開催，とん汁無料接待 ３００食 

（12）学区民運動会 （５月２７日 新市小学校 児童・地域４５０人） 

（13）献血活動 （４月１４日 新市学区内 ２０人～３０人） 

（14）公衆衛生推進活動 （７月５日 環境夏期研修 1 人） 

（15）２０２０”東京オリンピック記念事業積立金（初年度） 

（16）まちづくり推進委員会運営事業（通年，新市学区他） 

（17）福山明るいまちづくり会費 

●○地域まちづくり計画推進事業○●

（１）ヤングボランティアスクール （９月７日 新市老人福祉センター及び，ジョイトピ

アおおさ他 新市小学校４年生２６人）～疑似体験（車イス・アイマスク・白杖など）

や老人施設慰問により入所者や通所者との交流を図る。 

（２）一人暮らし介護者の集い  

KIRAKIRA 夏まつり（８月４日 新市小学校グラウンド 一人暮らし招待者３１人） 

手作り食事会 （１０月２１日 一人暮らし３７人,福祉委員１９人） 

手書き年賀状～一人くらしと介護者へ（１１月１５日 １１０枚） 

（３）広報誌 しんいち藍まちづくり発行（４回／年と特報 全戸配布） 

（４）健康づくり 

健康講座「生活習慣病と予防」について （１０月１６日 瀬尾 純先生） 

史跡巡り（２月１７日 ６０人） 

すべての行事を通して,まちづくりの内容が緩やかに理解できる方向で進んでいる。
事業の推進母体の要は「町内会長会」「福祉を高める会」「小学校ＰＴＡＯＢ会」で
の組織が確立できていることが頼りになる。 
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課 題 行事内容等について一層の広報活動を充実する取組をする必要もあるが，多くの住 
民は切迫感が無く，イベント（行事）への参加は高齢者が多くなっている。若年層 
はあまり関心が無いようである。 

新春 元旦祭（城山山頂） 地域のごみ拾い

先進地視察研修（熊野町社協） 春まつり（中学校 OB のブラスバンド）

夏まつり（一人暮らし招待）

一人暮らし食事会 配食弁当

ヤングボランティアスクール
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団団体名 網引学区まちづくり推進委員会 代表者 小原 一三

（問合せ先）０８４７-５２-５５４０（網引公民館）

●〇地域まちづくり推進事業〇●●

（１）スポーツ交流会   （５月～３月 新市中央運動場他 約１，１００人） 

（２）公衆衛生活動事業 衛生だより発行（毎月） 

（３）さわやか運動教室と食生活改善推進 

（４）三世代交流と在宅高齢者及び一人暮らし高齢者訪問（通年 学区内１,２００人） 

（５）防火訓練   （１月２７日 吉備津神社 約２６０人） 

（６）地域文化の発掘（講演・探訪）（１０月２８日 歴史ウォーキング 約２００人） 

（７）広報誌「自治会だより」 「ふれあいあびき」 「女性会だより」発行 

（８）パブリックギャラリーあびき 展示管理（通年 網引公民館） 

（９）あびき夏祭り           （８月５日 網引小学校 約３,５００人） 

(10) 網引ふれあい祭り    （１０月１４日 網引小学校・網引公民館周辺 約３,５００人）

（11）音楽鑑賞              （２月２２日 吉備津神社参集殿 約２００人） 

（12）あびきみまわり号によるパトロール活動 （通年 網引学区内 ６００人） 

（13）ばら花壇づくり及び管理        （通年 各ばら園 ８００人） 

（14）まちづくり推進委員会運営事業 （通年 網引公民館） 

（15）「小字名 立看板」の制作と設置（最終制作 ３２１基） 

様々な諸行事を行うことにより,地域の課題も見え自主的に解決して行く力が出てきた。

また,多くの人が諸行事に参加することにより人とのコミュニケーションが深まり網引学

区の発展の大きなエネルギーになっている。 

 参加者や協力者が固定化されており,より多くの住民・若者の参加が望める取組が必要

である。 

小字名 立て看板 あびき夏まつり 

事業内容

成 果

課 題
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●安心・安全 

だれもが安心して住んで良かったと思われるまちづ 

くりをすすめる。 

・あびきみまわり号によるパトロール 

・防火・防災訓練 

・通学路の見守り・声かけ活動 

●環境

学区の特色・強みである文化財環境の整備に努める。 

・御池の清掃 

・ごみ減量活動の実施 

・ばら花壇の管理 

・情報環境整備 

・公衆衛生活動 

●活力

連帯感があり,住みやすい実感の持てるまちの実現を 

めざす。 

・各関連部署の広報だよりの発行 

・あびき夏祭りの実施 

・学区ポイント制度の実施 

●福祉

子どもからお年寄りまでが孤立することなく,安心 

して生活できるまちづくりをすすめる。 

・スポーツ交流会の実施 

・さわやか運動教室と食生活の改善 

・三世代交流の実施・一人暮らしの訪問 

・いきいきサロン活動の推進  

●教育・文化 

子どもからお年寄りまで学区の歴史を学び,後世に 

伝えながら人材教育に努める。 

・講演会の実施 

・歴史探訪と健康ウォーキング 

・あびきふれあい祭りの実施 

・音楽鑑賞の実施

・パブリックギャラリーの活用 

御池の清掃活動 

歴史探訪 

生活改善料理教室 

みまわり号パトロール 

一の宮防火訓練 
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団団体名 戸手学区まちづくり推進委員会 代表者 馬屋原 一成

(問合せ先) ０８４７-５２-５５３９ （戸手公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）グラウンドゴルフ大会 親睦大会   ( ６月 ２日  芦田川河川敷緑地公園１１１人）

 納涼大会  ( ８月１１日  戸手小学校      ７９人）

（２）女性研修            ( ６月１０日  戸手公民館  ３１人) 

                    (  ９月２４日  しまね海洋館アクアス他４０人) 

（３）福祉教育事業 高齢者疑似体験  ( ６月１８日 戸手小学校      ９５人) 

（４）環境教育事業          (３０年度通年 戸手学区全域  延べ２００人）

（５）ユニカール大会         ( ７月２２日 戸手小学校      ６１人）

（６）ヤングボランティアスクール   (１０月 ５日 戸手小学校・ 

                         ｼﾞｮｲﾄﾋﾟｱおおさ・しんいち８９人）

（７）戸手学区ふれあい祭り      (１０月１５日 戸手小学校 延べ２，５００人）

（８）シャフルボード大会       (１１月２４日 戸手公民館 ６４人）

（９）文芸作品展示会         (１２月１日～３月２２日  

戸手公民館      延べ３００人) 

（10）健康ウォーキング  (１２月８日 戸手公民館⇔富谷運動公園２９人）

（11）ふれあい事業          (１２月 １日 戸手学区全域        ) 

（12）三世代交流会・交歓会      (  ２月 ３日 戸手公民館      ４５人) 

（13）女性スポーツ大会        (  ２月１１日 戸手小学校      ４５人) 

（14）環境整備事業(不法投棄回収活動) ( ２月１０日 戸手学区内      ６０人) 

(15) まちづくり講演会        ( ２月 ９日 戸手公民館 １０７人) 

（16）子育て支援事業         (毎月第２金曜日 戸手公民館他  延べ１１０人) 

（17）広報活動『ふれあいとで』発行  ( 年６回発行   全戸配布        ) 

（18）生活安全活動事業        (３０年度通年 戸手学区全域 延べ２，０００人) 

(19) お困りごと相談電話事業     (３０年度通年 戸手学区全域   延べ２００人) 

(20）地域環境対策事業        (３０年度通年 戸手学区全域    延べ７０人) 

(21) 環境整備事業(ｸﾞﾘﾝｶｰﾃﾝ・ばら整備事業)（３０年度通年 戸手学区  延べ２００人）

（22）コミュニティ推進事業      (上戸手  三世代交流もちつき  １２月 ９日) 

    (ゴミ分別・納税推進含む)   (中戸手  中戸手メダカまつり   ８月１９日) 

                   (下戸手  下戸手夏まつり  ８月２５日) 

（23）団体負担金（明るいまちづくり）  (１１月２２日               ) 

(24) まちづくり推進運営事業       (３０年度通年   戸手学区全域       ) 

事業内容

≪文芸作品展示会≫ ≪環境教育事業≫ ≪ユニカール大会≫ 
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  第１回シャフルボード大会を開催しました。ニュースポーツは新鮮さと気軽に参加できる

という利点があり，体力不要で個人参加者で構成したチームでも上位入賞できるなど，地域

交流の絶好の機会となりました。 

役員の固定化などで，負担が多くなってきている。次世代につなげられるような体制づ

くりに取り組む必要がある。  

成 果

課 題

戸手学区

まちづくり講演会を開催しました！！

戸手学区では，日頃なかなかホンモノに触れる機会が少ないので，学区に

演劇・演奏・落語など芸能活動をされている方をお招きし，まちづくり講演

会を行っています。 

２０１８年度は津軽三味線の奏者にお越しいただき，津軽三味線演奏会を

開催しました。会場となった公民館集会室は予想をはるかに超える１０７人

の参加者で超満員！南は奄美の島唄や沖縄民謡から，北海道民謡まで戸手の

地にいながら日本一周することができ，張りのある三味線の音色や響きのあ

る民謡・民謡太鼓で老若男女の感動の渦となりました。 

生の演奏がとても良かった！ぜひまた聴きたい！という感想が多数あり，

これからに繋げていこうと思います。 

≪家族５人息のあった力強い演奏！！≫ 

～やこちゃんの踊りにもおもわず 

ニッコリ（*^_^*）～ 

≪迫力のある演奏に参加者も感動！≫ 
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団団体名 常金丸学区まちづくり推進委員会 代表者 大谷 修

(問合せ先) ０８４７-５７-８１３５（常金丸公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）にっこり笑おう会  (８月２０日 各自治会集会所 ２００人) 

（２）子育て支援事業   (通年１０ヶ所 常金丸公民館 ８０人) 

（３）小地域三世代交流  (通年１２ヶ所 各自治会集会所 ４８０人) 

（４）小学校低学年地域の人々との交流 (通年９回 常金丸小学校 ６００人) 

（５）世代間交流 グラウンドゴルフ (３月３日 常金丸小学校 １１０人) 

（６）ヤングボランティア研修体験学習(６月２２日・１０月１５日 交流館ほか ８０人) 

（７）福祉関係研修会   (１１月２０日 交流館つねかねまる ４０人) 

（８）常金丸学区防災訓練 (１０月２８日 常金中学校グラウンド ５００人) 

（９）学区夏まつり    (８月５日 常金中学校グラウンド １，０００人) 

（10）学区ふれあいまつり (１１月１０日・１１日 常金中学校 １，０００人) 

（11）ゴミ０プロジェクト(５月２６日・７月１４日・１１月１０日・３月２３日 ３００人) 

(12) 公衆衛生事業     (１１月２５日 川井谷クリーン作戦 ５０人) 

(13) 情報誌発行 (年６回発行 学区内) 

(14) 地域住民対象講演会 (１１月１０日 常金中学校 ２００人) 

(15) まちづくり推進委員会運営事業 (通年 常金丸公民館) 

  各団体の行事を，まちづくり所属団体の役員もお手伝いすることで，つながりが深まり，

地域の活性化につながった。 

  恒例行事がマンネリ化しないよう内容工夫する。 

わがまちゴミ０ウォーキング

事業内容

成 果

課 題

ゴミ０ウォーキング

常金丸学区災害時避難支援並びに防災訓練

夏まつり ふれあいまつり

１２２

北　

部

北　

部



   住民対象講演会に，立川志の輔一門の落語家，立川志の太郎さんをお迎えし，落

語の高座を開催しました。 

志の太郎さんのお父様が常金丸出身というご縁で，講演会が実現し，ふれあいま

つりのイベント内で講演会を行いました。 

幅広い世代の方，２００人余りが来場し，普段触れることのない生の落語を楽し

  みました。 

   菊の里として，現在も小中学生が授業の中で菊を育て，菊作りの心と技術を受け 

  ついでいる常金丸学区。 

   そんな菊作りをしている中学生が地域をもっと盛り上げ，多くの人に菊をアピー 

ルしたいとマスコットキャラクター『キクちゃん』を考案しました。 

   「キクちゃんをローラちゃんの妹分にして欲しい」と枝廣市長に提言したり，常 

金丸学区まちづくり推進委員会に着ぐるみやホームページのアイディアを紹介した 

りする中で，学区として「キクちゃんを育む会」を 

発足しました。   

 今後，公民館だよりや学校 

だより，まちづくりの各行事 

でキクちゃんをアピールし， 

“菊の里 常金丸”を町内外 

に広めていきます。 

常常金丸学区

地域住民対象講演会で生の落語を聞きました！！

講演後の記念撮影

キクちゃんを育む会が発足！！

キクちゃんのプラ板ストラップを作る中学生↑ キクちゃん

１２３

北　

部

北　

部


