
団団体名 引野学区まちづくり推進委員会 代表者 山本 隆

(問合せ先) ０８４-９４１-６６６５（引野公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１） 福祉活動事業 

①  研修旅行（９月２０日 ４３人）②おもちゃサロン（月１回 引野集会所） 

③  高齢者救急医療キットの製作（敬老会にて配布 ７００人） 

（２） 安心安全事業 消火訓練（８月５日・１９日 ＪＦＥ２０周年グラウンド ２７人）

（３） 公衆衛生事業 環境講演会（６月２４日　引野公民館 ４０人） 

（４） 環境整備事業 川掃除（１１月１０日　学区内河川 ２００人） 

（５） 交通安全事業 子ども見守り隊（通年　引野小学校通学路 延べ１，２００人）

（６） ふれあい事業 

①  盆踊り大会（８月４日 引野小学校 ６００人）練習日（７月２６日・３１日） 

②  学区大運動会（１０月１４日 引野小学校グラウンド １，２００人） 

③  芸能祭（１１月４日 引野小学校体育館 ５００人） 

④  しめ縄作り（１２月２２日 引野集会所 ５７人） 

⑤  とんど祭り（１月１２日 引野小学校グラウンド ４００人） 

⑥  東部文化フェスタ（３月２日・３日 東部市民センター）  

（７） 文化教養事業 

①  スポーツフェスティバル（６月２４日 引野小学校体育館 ７１人） 

②  サマーキャンプ（８月１６日・１７日・１８日 神石高原ティアガルテン ４８人）

③  ジュニアクッキング（年５回 引野公民館調理室 １００人） 

（８） 自主防災啓発事業 

①  防災講演会（９月２１日 引野公民館 ４８人） 

②  自主防災訓練（１１月２５日 引野小学校グラウンド ３００人） 

（９） 高齢者の居場所づくり（５自治（町内）会にてサロンを実施） 

   各種団体や地域住民による自主的・主体的な活動を実施することで，課題解決につな

がり，また，地域の活性化を図ることができた。

   行事の参加者が固定化しており，若い世代を含めたより多くの住民が参加できるよう

な企画をたてることが必要となる。 

ジュニアクッキング 

事業内容

成 果

盆踊り大会 とんど祭り 

課 題
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引野学区内の美化活動を実施しました！！

公園の清掃や川掃除などを実施。地域住民と中学生が力を 

合わせて大量のごみを処分しました。 

【地域まちづくり計画推進事業】自主防災訓練を行いました。 

消火訓練や炊き出し訓練などみんな真剣に取り組みました。 

秋には芸能祭が開催されました。（文化祭と隔年で実施） 

老若男女を問わず多くの方が日頃きたえた技を披露し， 

楽しい時を過ごしました♪♪ 

公民館のばら花壇整備とローズパーティーの実施！！

「ひきのバラ遊会」のメンバーはばらの手入れをしています。また５月開催のローズ 

パーティーをはじめ放課後教室のボランティアとしても参加。一年を通じて子どもた 

ちと触れ合い，温かく見守っていただいています。 

ローズパーティーの風景 宿題頑張ってます！ クリスマス飾りを作ろう！ 
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団団体名 旭丘学区まちづくり推進委員会 代表者 三島 秀樹

(問合せ先) ０８４-９４３-９７８７ （旭丘公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）「現実に触れる人権学習」 (７月１日 広島平和公園 ４０人) 

（２）「人権週間ＩＮ旭丘」  （１２月４日～１１日 旭丘公民館 １５５人） 

（３）子ども育成事業「サタデー遊び塾」畑づくりなど１０講座  

（５～３月 旭丘公民館ほか ２７２人) 「乳児ランド村」 

赤ちゃん体操ほか５講座（７～３月 旭丘公民館９４人） 

（４）生涯学習事業「完熟とまと」ユニカールほか５講座 （９～ 

１２月 旭丘公民館 ７０人） 

（５）夏休み講座「サマーｗｅｅｋ！」２講座（８月２２日・２３日  

旭丘公民館 ４２人） 

（６）世代間交流「二上りおどり」（８月 旭丘公民館・福山演舞会場 １８４人） 

「グラウンドゴルフ」（３月 旭丘小学校 ２８人） 

（７）「子ども安全見守り活動」ほのぼの会・青育協の学区内通学路見守り１９９回（４～３

月 ６００人） 

（８）「イベントごみ低減活動」 （７・８・１０月 イベント会場 １２人） 

（９）「散乱ごみゼロ活動」   （６・８・１０・１２・２月 学区内 ６０６人） 

（10）「あいさつ運動（オアシス隊）・あったか鍋」（２月 学区内 １３２人） 

（11）子どもの主体性を高める育成事業（９月１５日・１６日 旭丘公民館 ６０人） 

 (12) 旭丘まちづくり支援隊活動（３月 学区内 １４人） 

 (13)「学区ふれあい文化祭」（１０月１４日 旭丘小学校 ７５０人） 

 (14)「学区ふれあい運動会」（台風接近のため中止） 

 (15)「学区敬老会」（９月１７日 みやび ７７人） 

 (16) 広報活動「愛ＬＯＶＥ旭丘」（５～３月 広報誌発行 ６３～６６号） 

 (17)「地域防災活動」     （１１月 学区内 ３２人） 

 (18) ほのぼの会活動支援  （４～３月 学区内 ６７人） 

 (19)「地域花いっぱい活動」  （３月 学区内 ６０人） 

 (20)「チャリティー募金活動」 （８月２６日 ローソン引野南店駐車場 募金協力者 

４５２人スタッフ１０１人 募金総額 ２６５，１４７円） 

 (21)「まちづくりコンサート」大門中吹奏楽部（１０月１４日 旭丘小学校 ７５０人） 

 (22)「地域まちづくり拠点活動」（通年 旭丘倶楽部） 

 (23) 公衆衛生推進活動運営事業（２月８日 学区内） 

 (24) まちづくり推進委員会運営事業（通年 旭丘公民館） 

事業内容 

地域花いっぱい活動 

文化祭 

地域防災活動
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文化祭などの行事を通じて，各世代，団体のつながり，ふれあいを深めることができ，学

区住民の自主的な活動となった。 

 行事の実行委員が固定化されている感が強く，今後，より多くの住民が参加できるように

広報活動の強化と共に，今後の役員体制の検討が必要。

７月１日「広島平和記念資料館・広島平和公園」で研修。平和記念資料館の本館は，

改装工事中で，東館のみの見学でしたが，展示物の一つ一つは，胸が苦しくなるくらい，

原爆そして戦争の悲惨さを訴えてくるものばかりでした。平和公園では，原爆ドーム，

慰霊碑に刻まれた多くの方々の名前をまじかに見て，さらに原爆のすさまじさ・非人間 

性を感じました。決して忘れてはいけない，後世に伝えていかなければならないとの思 

いでいっぱいになりました。そして平和のありがたさを本当に感じました。平和の鐘を 

ならして，改めて平和を願わずにはいられませんでした。 

２００６年から学区内全域清掃活動として，世代を超えた地域住民の参加により住民 

のまちづくり参画や世代間交流を図り，地域力の高揚をめざしてきました。今年度第５ 

回の２月１０日は，オアシス隊による「あったか鍋」もふるまわれました。 

旭旭丘学区

現実に触れる人権学習（現地研修）を開催しました！！

成 果

課 題

旭丘学区

散乱ごみゼロ活動！！
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団団体名 緑丘学区まちづくり推進委員会 代表者 藤井 謙三

（問合せ先） ０８４-９４３-５４９５（緑丘公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）納涼映画会 （ ７月２０日 緑丘小学校体育館 約３５０人） 

（２）納税推進啓発事業 （ 通 年 緑丘公民館ほか） 

（３）人権学習講演会 （ １０月 ６日 緑丘小学校体育館 約１００人）

（４）みどりがおかふれあいフェスティバル２０１８ 

（１１月 ４日 緑丘小学校校庭・体育館 約１,３００人） 

（５）とんど祭り （ 1 月１３日 緑丘小学校校庭 約１,２００人） 

（６）防災意識啓発事業 （ ８月２１日，１１月２５日 緑丘小学校ほか ６１４人） 

（７）コミュニティ育成事業 （ 通 年 １９町内会） 

（８）青少年健全育成事業 （ ７月２７日～８月１日 緑丘公民館 ９７人） 

（９）生涯学習推進事業 （ 通 年 緑丘公民館ほか １１７人） 

（10）安心・安全まちづくり事業( 通 年 学区内） 

（11）福祉まちづくり事業 （ 通 年 緑丘小学校体育館・公民館ほか ７０７人） 

（12）環境まちづくり事業 （ 通 年 クリーンアップ緑丘ほか ２７２人） 

（13）健康まちづくり事業 （ 通 年 緑丘公民館・緑丘小学校ほか ２５１人） 

（14）地域まちづくり推進委員会運営事業（ 通 年 緑丘公民館ほか） 

（15）地域まちづくり計画に基づく事業 （ 通 年 緑丘公民館ほか） 

① 健康の維持・増進（講演会等） ② とびだし人形設置 ③ ばら花壇の整備 

④ 広報紙の発行 

各事業とも定着し，参加者も増えており，地域の活性化につながっている。特にふれあい

フェスティバルやとんど祭りは子どもたちから中高年まで幅広い層の参加があり，世代間交

流のよき場となっている。学区の自主防災訓練も年々参加者が増加しており，防災に対する

意識の向上，共助面においても住民間の新たな地域コミュニティを形成しつつある。 

とんど祭りは，雨天のため翌日に順延したが，各世帯まで連絡が行きわたらず，多くの方

が会場に足を運ばれた。災害などの緊急時に備え，連絡方法の見直しを検討する必要がある。 

事業内容

成 果

課 題

[ 活動参考事例 ]
福祉まちづくり事業 青少年健全育成事業

ハートフルコンサート 夏休みこども広場 大人の社会見学 

生涯学習推進事業
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ステージ発表 

【【地域まちづくり計画推進事業】

学区広報紙 第２号発行

高齢化社会と地域の役割をテーマに健康

で長生きするためのノウハウや地域の取組

を紹介しました。 

『減災グッズチェックリスト』の配布

西日本豪雨のような甚大な災害に備

え，家庭で話し合いを行っていただける

よう『減災グッズチェックリスト』を各

戸へ配布しました。 

みどりがおかふれあいフェスティバル 2018 人権学習講演会

防災意識啓発事業

ちょんまげ隊長ツンさんの被災地報告会＆

東日本大震災復興支援映画「MARCH」上映会
ＰＴＡと共催の緑丘学区最大のお祭り 

ゲーム 

コーナー 

ツンさんこと 

角田寛和さん 

【地域まちづくり計画推進事業】

ばら花壇の整備

努力賞を 

いただきました。 

学区民

防災訓練

映画

「MARCH」上映

自主防災

図上訓練

高屋第３公園
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団団体名 長浜学区まちづくり推進委員会 代表者 関本 英治

(問合せ先) ０８４-９４１-７０１９（長浜公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）ふれあい夏祭り  （８月４日 長浜小学校グラウンド 約５００人） 

（２）ながはまフェスタ（芸能祭）  （９月１７日 長浜小学校体育館 約３００人） 

（３）アウトドア体験      （１０月６日 長浜公民館 悪天候のため中止） 

（４）ふれあい体育祭      （１０月２１日 長浜小学校グラウンド 約５００人） 

（５）ふれあい文化祭      （１１月１１日 長浜公民館 約５００人） 

（６）とんど作成・とんどまつり （１月１０日 とんど作成・１２日 とんどまつり 

長浜小学校グラウンド 約２００人） 

（７）ウォークラリー  （２月１７日 長浜学区周辺を散策 約２００人） 

（８）浜っ子太鼓隊活動事業  （通年 各種イベントへ出演参加） 

（９）料理教室        （５月～３月 月１回開催 長浜公民館 延べ２２０人） 

（10）学びの講座 （１２月１３日 クリスマスミニコンサート  

                ２月２８日 カローリング 長浜公民館 延べ５０人） 

（11）子育て世代応援講座   （９月２５日・１０月１１日 長浜公民館 ２０人） 

（12）異文化交流事業     （１２月１０日・１月２８日 長浜小学校 ６０人） 

（13）地域安全対策事業   防犯看板移転設置 

   ＊防火・防犯啓発活動 学区内パトロール・登下校の見守り（通年 長浜学区区域内）

   ＊年末夜警パトロール （１２月３０日 元長浜幼稚園を拠点に学区区域内 １００人）

（14）環境啓発活動事業 環境啓発ボード作成・学区内へ掲示 （通年） 

（15）ばら花壇・防災遊歩道維持管理事業 ばら花壇・遊歩道の草刈りなど維持管理（通年）

（16）そとまちウォーク（５月２７日 岩国防災学習館見学・城下町岩国の史跡巡り３５人）

（17）ソフト・フットボール大会 （７月２１日 長浜小学校グラウンド ５０人） 

（18）バドミントン大会         （７月１日 長浜小学校体育館 約１００人） 

（19）コミュニティ育成（ごみ分別啓発・納税推進含む）（通年） 

（20）まちづくり推進委員会運営事業 

各行事を各種団体，地域住民が協働で取り組むことによって地域の活性化を図ると共に，  

地域住民の交流を深めることができている。 

各行事により多くの方に参加していただけるよう，内容を検討していくと共に広報活動も 

より充実していく必要がある。 

事業内容

課 題

成 果

そとまちウォーク 

城下町岩国の史跡巡り
新しい年の繁栄を祈念して 

とんどまつり 
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２０１５年度（平成２７年度）から始まりました『地域まちづくり計画推進事業』 

 も，２０１８年度（平成３０年度）で３回目を迎え最後の取組となりました。 

  今年度は，高齢化社会の進展と核家族化による高齢者を取り巻く状況が厳しさを増 

してきている現状をふまえ““高齢化対策”に取り組みました。 

  事業の内容として，高齢者等家庭へ「救急医療情報キット」の配布，高齢者の居場

　所づくり“サロン”での内容の充実化を図るためのゲーム用品を購入。 

１．高齢者等家庭へ「救急医療情報キット」の配布事業

    「救急医療情報キット」とは，自宅で体調が悪くなって１１９番したときや， 

災害時などに意識がなくても，自分の緊急連絡先や医療情報などを入れた容器を 

救急隊員に見つけてもらって，救急現場での迅速な処置や搬送に役立ててもらお 

う，というシステムです。 

地域福祉部会を立ち上げ，地域の方々の理解・協力 

を得て「救急医療情報キット」を３３６人の方に配布 

することができました。高齢者の方にとってもキット 

を家庭に設置することにより，安心感を持つことがで 

きたのではないかと思われます。 

２．高齢者の居場所づくり“サロン”の充実化

    気軽に参加できる“友・遊ボーリング”・“風船バレー”ゲームを購入。 

   高齢者の方々にも喜ばれ，より交流を深めることができました。また，世代を超 

えた交流の場にも利用できると思います。 

長浜学区まちづくり計画は 

    ◎いつまでも住み続けたいと思う地域 

    ◎巣立った子どもたちが，将来帰りたいと思ってもらえる地域 

    ◎高齢の方が，笑顔で安心して暮らしていける地域をめざしています。 

【地域まちづくり計画推進事業】

紹介します！～わたしたちのまちづくり～

～ 住んで良かった安全・快適なまち“長浜学区”～

１３１



団団体名 蔵王学区まちづくり推進委員会 代表者 三浦 保則

(問合せ先) ０８４-９２３-０９１５（蔵王公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

総務部会関係

（１）研修会(教育講演会)       (２月１３日  蔵王公民館 ５２人) 

（２）人権教育講演会         (９月２８日  ＪＡ福山市蔵王支店 ９７人) 

（３）納税推進啓発          (４月～３月  各町内会)  

（４）まちづくり推進委員会運営事業  (広報誌発行５月～３月 年２回ほか) 

地域事業部関係

（５）地域安全パトロール       (毎月第２・４水曜日 学区内 延べ１７０人)

（６）自主防災避難訓練           (１１月２５日 防災避難訓練 ３６１人参加) 

（７）第４１回ふれあい文化祭(展示・協賛事業)(１１月３日，４日蔵王小学校１，１１９人) 

（８）蔵王山新年登山         (１月１日 蔵王山 ２９０人) 

環境美化部関係

（９）花づくり(草花育成・配布) 「花いっぱい運動」(４月～３月 学区内花壇)

（10）ごみの分別収集協力事業     (４月～３月 各町内会 ) 

 (11) 地域の環境づくりの推進，町内清掃(６月・９月・３月 各町内会 延べ１，５００人) 

健康福祉部関係

 (12)歩け・歩け大会          (２月２４日 蔵王山周辺  ５４人)  

 (13)体育振興事業(４月～３月 ソフトボール・フットベースボール・グラウンドゴルフ) 

                       ( 延べ３，２００人 ) 

 (14)いきいきサロン料理教室 (１０月１１日・１２月１０日 蔵王公民館 延べ４６人) 

 (15)史跡めぐりとウォーキング(１０月２４日 広島・山口方面 ４６人) 

 (16)高齢者健康・教養講座  (４月～３月 年５回の実施 蔵王公民館 延べ１８０人)

 (17)保育所・保育園 世代間交流 (４月～３月 １６０人) 

 (18)社会奉仕活動 清掃活動 (４月～３月 仁伍公園・宮の前史跡 延べ３１５人) 

 (19)健康講座(自力整体)      (６月２３日 ２９人 ) 

 (20)ハーバリウム製作活動  (１０月２７日 蔵王公民館 ４０人) 

 (21)小学校支援事業・豊かな体験学習 （４月～３月 蔵王小学校 ４８人）    

 (22)あいさつ運動 (４月～３月 毎月第３金曜日 学区内街頭で啓発活動 延べ１７０人) 

各事業を通し，それぞれの部会が主体となり，関係団体と連携し企画，運営をスムーズに

行う事ができた。 

各事業の参加者を増やすための企画立案の必要性，地域活動の新たな担い手の発掘と育成。

成 果

課 題

事業内容

１３２



第４１回ふれあい文化祭(作品展示)

第 31 回人権教育講演会

とんど・防災グッズの展示

講演「子ども達の今」

VAPAUS 代表 木村素子さん

テーマ｢つなぐ｣小学生全員の手形作品

【地域まちづくり計画推進事業】

クスノキ活性化事業

学区民表彰

2018 防災訓練 小学校放課後子ども教室

文化祭展示風景

１３３



団団体名 千田学区まちづくり推進委員会 代表者 三好 寛治

(問合せ先) ０８４-９５５-００２３（千田公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）三世代ふれあいまつり (１１月２４日 千田小学校 ２５０人) 

（２）安全なまちづくり (７月４日 千田小学校内 ２００人) 

（３）健康・生きがいづくり (７月５日 千田公民館 １００人) 

（４）環境美化活動   (通年 千田学区内) 

（５）ふるさと盆踊り大会 (８月４日 千田小学校  １，８００人) 

（６）学区スポーツ祭  (９月１６日 千田小学校 １，８００人) 

（７）文化祭 (１１月４日 千田小学校 １，３００人)  

（８）とんどまつり   (１月１４日 千田運動場 １，１００人) 

（９）千塚踊り (通年 千田小学校 文化祭ほか) 

（10）広報紙発行 (年２回発行 千田公民館) 

（11）コミュニティ育成 (通年 千田公民館) 

(ごみ分別啓発・納税推進含む) 

（12）まちづくり推進委員会運営事業 (通年 千田公民館) 

 三世代ふれあいまつり等の行事を通じて，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，世代間交流・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。 

 各部会単位での自主的な活動が出来るようにしたい。 

ふれあい楽習

・まあどんな劇団

・みそ作り

子ども将棋大会

稲刈りしたよ～

事業内容

成 果

課 題

１３４



この綴りは，明治１０年に生まれ，小学校校長から村長を歴任された藤井 時太郎 

さんが日記風に綴っていた冊子を編集委員にお願いして仕上げました。 

   古くは「穴の海」と呼ばれ，後に「千田沼」と 

  呼ばれたように“水との闘いの歴史”が綴られて 

います。 

   大雨が降ると城下町や吉津川流域を守るために 

  樋門が閉められ，行き場を失った水が千田を浸し 

  現在の小学校校庭から JA の辺りまで湖になりまし 

た。 

   昭和５１年と６０年に受けた水害(住民がボート 

で避難したのは記憶に残っていることでしょう）の 

  後，水路の改修やポンプの増設により水害対策は 

  万全と思われましたが，平成３０年の７月豪雨では 

  過去最大の降雨があり，前２回に匹敵する被害があ 

  りました。 

千千田学区

貸出用レクリエーション用具整備中！！

【地域まちづくり計画推進事業】

できました！～千田村水旱災
せんだむらすいかんさい

綴
つづり

～

お茶サロン活動のようす
ボーリングのピンと 

ピンセッター 

１３５



団団体名 御幸学区まちづくり推進委員会 代表者 門井 善敬

(問合せ先) ０８４-９５５-０３９２（御幸公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）御幸町盆踊り大会   （８月 ５日（日） 御幸小学校 １，２００人） 

（２）新春絆ウォーキング  （１月 １日（火） 正戸山城跡  公園 １６０人） 

（３）三世代ふれあいグラウンド・ゴルフ大会 （２月 ３日（日） 御幸小学校１２０人）

（４）８０周年記念学区民運動会        （９月１６日（日） 御幸小学校） 

（５）まちづくり広報紙発行事業（年４回・特別号１回発行） 

（６）あいさつ運動推進事業  （通年） 

（７）ばら花壇整備事業    （通年） 

（８）環境美化推進事業・コミュニティ育成事業 （通年） 

（９）「ニコニコ訪問」活動 （通年） 

（10）福祉研修会（８月１０日（金） 御幸公民館 ４３人） 

（11）認知症予防講習会（６月２０日（水） 御幸公民館 ３９人） 

（12）男の料理教室  （１１月２４日（土） １４人） 

（13）三世代交流折り紙ヒコーキ教室 （１２月１５日（土） 御幸小学校 ６８人） 

（14）福祉情報誌発行事業（年２回（８月・２月）発行） 

（15）健康ウォーキング （１２月 ２日（日） 下岩成 ３７人） 

（16）ボランティアセンター活動支援 （通年） 

（17）ハートフルコンサート （６月２４日（日） 御幸小学校 ２５０人） 

（18）『御幸』誕生８０周年記念 御幸フェスタ２０１８・第３９回町民文化祭 

 （１１月１０日（土）・１１日（日） 御幸小学校・御幸公民館 延べ３，０００人）

（19）みゆき子ども文庫（放課後子ども教室）（年間 御幸公民館 延べ１，１９９人） 

（20）『みんなが選んだ「みゆき百選」』編集作業 （通年） 

（21）『ふくやま東部文化フェスタ２０１９』出演支援事業  

（３月２日（土）・３日（日） 東部市民センター） 

（22）下校ボランティア活動（通年 １０４人登録） 

（23）防災マップ作り研修会（６月２６日（火） 御幸公民館 ７３人） 

（24）安心・安全講演会  （２月 ７日（木） 御幸公民館 ３０人） 

（25）自主防災訓練    （１月２０日（日） 御幸小学校 ５２１人） 

「地域まちづくり計画」の２年目，計画の遂行と併せて『御幸』誕生８０周年記念事業を

実施することを通じて，ローズマインド（思いやり，やさしさ，助け合いの心）あふれるま

ちづくりが前進した。 

学区まちづくり活動の趣旨・目的をより多くの住民に周知し，更に関心を高めて各種活動

を通じて絆を強めていく。 

（８０周年記念学区民運動会）

事業内容

成 果

課 題

（自主防災訓練） 
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みみんなが選んだ『みゆき百選』を作製しました。

『御幸』誕生８０周年事業を実施しました。

まちづくり推進事業のシンボルバッジを作りました。

「みゆきちゃん」

「私たちのふるさと御幸をもっとも

っとよく知り，お互いの絆を強める契機

としよう！」との趣旨で１１月１０日

（土）・１１日（日）の記念式典，記念

講演，みゆきフェスタ２０１８を中心と

して，記念誌・記念クリアファイルの作

製，８０周年記念学区民大運動会などの

事業を実施しました。 

まちづくり推進委員会の地域文化部会が「みんなが選

んだ『みゆき百選』」（Ｂ５版 １００ページ）を１，０

００部作製しました。内容は，学区の皆様の投票で選ん

だ１００の場所やイベントに写真とコメントをつけて，

みゆきの散策本（まちあるきガイドブック）となりまし

た。また「第２部として，明治以降の御幸の歴史が，地

域の方たちから提供していただいた写真とともに，収録

されています。さらに巻末には，昨年７月豪雨水害状況

の写真も掲載しており，今後の防災・減災行動の参考資

料としても活用できます。 

生活安全モデル事業に取り組みました 

福山市生活安全モデル地域の指定

（２年間）を受け，啓発看板（１ケ所）

や横断幕（２ケ所）を設置して，安心

安全なまちづくりの推進に取り組み

ました。 

御幸学区まちづくり推進事業のシンボルロゴマークに

学区の皆さんの投票で「みゆきちゃん」と名前をつけま

した。そして，ロゴマークのバッジを作り，日常的にこ

れをつけてまちづくりの活動に取り組んでいます。 

（啓発横断幕の設置） 

（『御幸』誕生８０周年記念式典） 

（みゆき百選） 

（ロゴマーク） 
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団団体名 大津野学区まちづくり推進委員会 代表者 三吉 孝雄

(問合せ先) ０８４-９４３-４２５２（大門公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）防災センター体験学習 （３月１７日 倉敷防災センター １６人） 

（２）サマーフェスタｉｎ大津野  （７月２８日 大津野小学校 １，１００人） 

（３）子ども会育成事業      （   通  年  大津野小学校ほか ７２人） 

（４）まちづくり人権学習連続講座 （７月１９日 大門公民館 ５９人） 

   （１１月１８日 ＪＡ大津野支店 １２０人） 

（５）体育祭 （１０月１４日 大津野小学校 １，０００人） 

（６）大門町シルバークラブ運動会  （１０月２２日 石樋公園  ３８４人） 

（７）文化祭 （１１月４日 大津野小学校 １，１００人） 

（８）世代間交流事業＆           （１月１２日 大門未来園 ２００人）   

一人暮らし友愛訪問事業     （２月２４日 大津野小学校 ６０人） 

（９月１２日・２月６日  学区内高齢者宅 １５０人）

（９）コミュニティ育成事業     （  通 年  東谷町内会他 ２，３０２世帯） 

（10）自主防災訓練   （１１月２５日 学区内 ５００人） 

（11）大津野史跡ウォーキング   （１１月２３日 学区内 ２４人） 

(12) まちづくり推進委員会運営事業（  通 年  大門公民館ほか ４３０人） 

夏まつり・文化祭・世代間交流事業・自主防災訓練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。 

地域まちづくり計画をふまえ，各種団体間の連携を図り，さらに地域課題の解決や地域 

の活性化につながる事業を推進し，より多くの参加者が得られるよう広報活動を積極的に 

行う。 

成 果

（大門中学校 城興太鼓）（大津野小学校 真夏の１/２成人式）

事業内容

課 題
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大大津野学区

まちづくり人権学習連続講座を開催しました！！

【地域まちづくり計画推進事業】

紹介します！～わたしたちのまちづくり～

（住みよいまちづくり懇談会（住民学習会）のテーマに沿った内容の講演会のようす）

テーマ；「高齢者福祉制度」 

講 師；高齢者支援課長 

大津野学区・野々浜学区協働事業

テーマ；「人生，笑って暮らしたい」 三味線放談；喜味家たまごさん 

（感動の涙あり，笑いありの会場のようす） 

▴大津野石樋公園「ふるさと 

再発見ガイドマップ」設置 

▶「ふるさと再発見ガイド 

マップ」パンフレット作成 

（史跡めぐりモデル７コース）

（ローズマインド

の醸成につながる 

ばら花壇を継続し

て維持管理） 

◀時計台ばら花壇 

▾大門駅前ばら花壇 

美化活動 

１３９



団団体名 伊勢丘学区まちづくり推進委員会 代表者 久保 實

(問合せ先) ０８４-９４７-０５１１（伊勢丘公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）世代間交流事業 親子ユニカール大会（１１月２５日 伊勢丘小学校 ９０人） 

（２）第１４回伊勢丘ふるさと祭り 

①郷土料理の出店・郷土芸能 （１１月１１日 参加者 ３，０００人超） 

②特別出演 和太鼓「響組」 

（３）思いやりのあるまちづくり事業 

①学区民研修会 発達障がい講演会とアトラクション （１２月９日 １３８人） 

②団体別研修 （３団体 ８２人）③住民学習会 （９会場で実施 ３００人） 

（４）さくら再生事業  

 雑司池周りのさくら並木の整備（１２月２日 ３月２６日 参加者３０人） 

（５）芝桜の整備事業 

     芝桜の植栽・整備（６月１７日 １０月２１日 ２ブロック アグリシート敷設） 

（６）ばら花壇の整備事業（通年 伊勢丘公民館ほか ５０人） 

（７）軽運動の推進事業 

    ①学区ユニカール大会（６月２４日 参加１１２人，１月２７日 参加１００人） 

    ②健康バスハイキング（１０月８日 県北（美術館，庭園）参加８８人） 

   ③学区内スポーツ大会（５種目／年 伊勢丘小学校 １８０人） 

（８）地域活性化事業 

    ①歌声喫茶（６回 公民館 ２４７人） ②小町クラブ（９回 公民館 ２６５人） 

③第７回さくらフォトコンテスト（出品数 ２７作品） 

（９）エコ活動事業 

    ①こどもエコくらぶ（自然，野鳥観察，清掃活動 ９回 ２９５人） 

    ②グリーンカーテン普及（２００鉢配布） 

    ③資源回収（１２回/年実施 １２．５t/月） 

（10）広報活動  （広報紙発行 ４回，特報発行 ７回） 

（11）まちづくり推進委員会運営事業 

 伊勢丘まちづくり計画に基づき，各町内会・自治会並びに各会の協力で遂行出来た。 

 より多くの住民参加・協力を促進できるように，世代間のつながりを深める事業を模索す

る必要がある。 

成 果

課 題

新春ユニカール大会 

事業内容

学区民研修会 

１４０



 ２０１８年度より，日程を１１月第２日曜日に変更しました。 

 今回からステージが，会場西側から東側に変更。ステージ周辺のスペースを 

大きく取りました。出演者の皆さん ダイナミックにイザ出陣！ 

                         伊勢丘さくら音頭で総踊り 

特別出演 和太鼓「響組」 

世代間交流で親子ユニカール

 当初７月予定でしたが，警報発令により 

１１月２５日に変更。 

 ユニカール推進委員の指導のもと，子ども会 

育成会の親子９０人が参加し，楽しい交流をし

ました。 

伊伊勢丘学区

第１４回ふるさと祭り

１４１



団団体名 野々浜学区まちづくり推進委員会 代表者 菅原 幸雄

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）学区環境衛生美化事業

・学区一斉清掃        （  ５月２７日    学区全域      ９１０人）

・年末クリーン作戦       （１２月 ２日    学区全域      ４２０人）

（２）学区ふれあい公園・ばら花壇整備事業

・ふれあい公園整備      （  通 年             延べ１５４人）

・ばら花壇整備      （ ４月～３月            延べ１４４人）

（３）子育て文化教室

・地域子どもチャレンジ教室 （ ４月～２月 １０回 野々浜公民館   １８３人）

・子どもフェスティバル        （ ８月２３日     野々浜公民館    ７３人）

・野々浜子ども太鼓 （  ４月～９月 １０回 野々浜小学校   １８０人）

（４）東部ヒューマンカレッジ 人権学習講演会（大津野学区との協働事業）

・喜味家たまご人権講演会 （１１月１８日    ＪＡ大津野支店　  １２５人) 

（５）地域福祉活動

・高齢者グラウンドゴルフ大会 ( ５月２６日，１１月２４日 旭北公園 延べ８３人) 

・希望の広場ふれあい祭り   （１０月１４日  希望の広場           ２１人）

・高齢者友愛訪問       （ ２月１４日  学区内       対象者１３５人）

・いきいきサロン      （大門，野々浜，福祉会等サロン    延べ８７６人）

・男の料理教室        （ ３月　２日  １０人）

（６）地域安全安心事業

・総合自主防災訓練 （１１月  ４日  野々浜小学校運動場   ２４１人）

（７）学区民納涼盆踊り大会   （ ８月  ４日  野々浜小学校  延べ１，１００人）

（８）学区民体育祭 小学校と共催（ ６月 ３日  野々浜小学校  延べ１，３００人）

（９）ふれあい文化祭 （１０月２８日  野々浜小学校  延べ１，１００人）

（10）とんど祭り・ウォーキング・マラソン大会（ １月１４日  旭北公園   ５１０人）

（11）大門町シルバークラブ連合会運動会（１０月２２日  石樋公園      ４００人）

(12)コミュニティ育成事業

・さくらウォーキング大会 （ ４月 ７日 ふれあい公園～旭北公園  １４８人）

・通学路安全対策管理      （ ６月１１日＆１１月２６日      延べ５９人）

(13)まちづくり推進委員会運営事業

・ののはま福祉便り発行 （ ５月／７６０部， １月／７５０部） 

・委員会開催 （年間９回   野々浜公民館     延べ１０９人）

 （１） 少子高齢化が進む中で，各種行事を通し，世代間を超えて住民同士の交流がもて，

地域の活性化に繋がった。 

 （２） 多くの事業において，各団体同士の連携・協力体制が構築された。 

 （１） 地域の取組で創り上げたふれあい公園（どんぐりの小道やばら花壇等）の維持管理

の仕組みづくり。 

（２） 次世代リーダーを養成することにより地域課題に対応できる組織力の向上，強化。

事業内容

成 果

課 題

（問合せ先） ０８４-９４３-９４１２（野々浜公民館）
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～～ふれあい・支え合う・安全なまち野々浜～

地域が支える「ののはま子ども太鼓」 学区環境衛生事業（５月，１２月）

５月の溝掃除

どんぐりの小道を歩きました
子ども会育成連絡協議会による

温かい飲み物の提供

コミュニティ育成事業「さくらウォ－キング大会」 

公民館生涯学習サークルの発表 

写真・絵画・洋裁

力強い桴（バチ）さばき

「ふれあい文化祭」 （模擬店も盛りあがりました） 

マラソン大会も頑張ったね豚汁・おもちもいただきました

「とんど祭り」 
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団団体名 春日学区まちづくり推進委員会 代表者 藤尾 育造

(問合せ先) ０８４-９４７-４４９１（春日公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）学区一斉清掃  （５月・９月１５日 町内全域 延べ約３，４５０人） 

（２）福祉視察・学習会（１１月２４日 春日公民館 ３３人） 

（３）春日教室維持  （１１月１１日，３月１６日 春日教室 約６０人） 

（４）自転車安全教室 （３月５日 春日公民館 約４０人） 

（５）学区人権講演会 （１２月１５日 春日小学校 約１５０人） 

（６）防犯啓発事業   （８月 春日小学校６年生・培遠中学校３年生の防犯標語 

横断幕作成） 

（７）学区民運動会  （雨天中止） 

（８）学区民文化祭  （１１月４日 春日小学校 約１，５００人） 

（９）公民館拠点事業 （春日公民館 延べ約３１０人） 

（10）コミュニティ育成（ごみ分別等 通年 １５自治会） 

（11）地域活性化  （１１月２７日,１月２３日 グラウンドゴルフほか，老人会 約６０人）

（12）環境美化活動（７月１日 春日池公園周辺，三角公園，隧道内清掃 約２００人） 

（13）高齢者防犯モデル地区活動（横断幕作成，啓発キャンペーン４回） 

（14）公民館サークル祭り（１２月２日 春日小学校 約２００人） 

「人と人とがふれあいのあるまちづくり」「安心で安全なまちづくり」を活動方針とした，

まちづくり計画に基づいて実施した防災訓練や文化祭などを通じて，各種団体や地域住民の

連携を深めることができた。 

行事の参加者が固定化しており，より多くの住民に参加してもらえるよう地域の課題解決

や活性化に繋がる行事の検討が必要である。その検討の場として部会の活性化に取り組んで

いきたい。 

 公民館拠点事業 環境美化活動

事業内容

成 果

課 題
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春日学区『春日公民館ふれあい祭り２０１８』 

開催しました！！

春日公民館で仲間づくり，いき

がいづくり，生涯学習といきい

きと活動されているサークル

グループが発表されました。 

ステージ発表・展示のほかにス

ペシャルゲスト『和太鼓 響組』

の力強い演奏でも大変盛りあ

がり，地域の方々との楽しい交

流の場となりました。 

【地域まちづくり計画推進事業】

紹介します！～わたしたちのまちづくり～ 春日学区防災訓練･講演会

スペシャルゲスト『和太鼓 響組』

春日小学校で福山市東消防署，消防春日

分団のご協力のもと防災訓練が行われ

ました。各家庭に配布された「福山市防

災ガイドブック」を持参し，防災士によ

る講演や応急手当ての方法，煙体験，消

火器などのさまざまな訓練を学び体験

しました。 

助けよう 地域で協力 救える命（春日学区おらがまちの防災標語） 

展 示

ステージ発表
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団団体名 坪生学区まちづくり推進委員会 代表者 掛谷 泰彦

(問合せ先) ０８４-９４７-２４１１（坪生公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）坪生ふれあい夏まつり (８月１１日 坪生小学校グラウンド 約５，５００人) 

（２）つぼうふれ愛フェスティバル   (１１月４日 坪生小学校 約３，０００人) 

（３）広報誌発行業務および企画作成全般（年６回×３，３００枚 各戸配布）  

ふくやま東部文化フェスタ２０１９「ふくやま東部まちづくり博覧会～防災編～」 

ポスター作成および企画 

（４）健康ウォーキング＆とんど祭り(１月１３日 坪生小学校グラウンド 約３３０人) 

（５）福祉関連事業 生活支援事業機材用品の充実 

（６）環境衛生推進事業 廃油回収（年４回） 環境美化運動（公民館内グリーンカーテン，

路肩，交差点への植栽活動，環境施設研修） 

関連施設見学：㈱イーアールジャパン福山工場，ＪＦＥ環境㈱ ４６人 

（７）防災訓練 （１１月２５日 坪生小学校グラウンド ７０５人） 

（８）安心安全に関する事業 （１０月１３日 坪生公民館 地域防災研修 ４２人） 

   災害時非常用品の充実 

（９）コミュニティ育成事業（通年２４町内会）（春・秋一斉清掃 ４，０００人） 

（10）まちづくり推進委員会運営事業 運営のための連携会議の実施・町内会の再編・支援・

総会・各部会（広報部会・安心安全部会・環境部会・福祉部会・ふれあい部会まちづ

くり合同会議を計７１回開催） 

まちづくり推進委員会において新しい団体を発足させたことにより，ひとりひとりの意識

や各種団体および地域住民の自主性や主体性が少しずつ変化し，環境意識や防災意識を高め

ることができた。 

推進事業の各部会の役割分担を細分化し，更に安心安全な地域強化のためにもより多くの

新たなサポートスタッフが急務となっている。また，避難行動要支援者の方への具体的な対

応方法など課題は多い。 

ふれあい夏まつり

事業内容

成 果

課 題

ふれ愛フェスティバル
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隔年の開催だった防災訓練を２０１８年度より毎年行うこととなりました。自主防災組織

協議会および安心安全部会主催のもと，地元消防団・東防火協会・坪生学区防災士さんの協

力により心肺蘇生・応急手当・徒手搬送・初期消火・筒先体験・土のう作りなどの訓練を行

いました。女性会による炊き出しも行われ，非常食の試食体験もしました。 

 公民館を利用するサークルは女性が多く，男性が集まる場を 

つくりたいとの思いで，前まちづくり推進委員長が発案し，発 

起した「つぼう男シングチーム」。今年で結成６年目を迎え現 

在も学区の夏まつりや秋のフェスタに連続出演しています。 

かっこいい？おじさんたちの勇姿をひとめ見ようと沢山の方 

が見に来てくださるようになり今年度は，ふくやま東部文化フ 

ェスタにも出演し，活躍の場を広げ新聞やテレビ番組でも紹介される人気ぶりとなりました。

来年度は，他学区からの出演依頼を受け，ますます坪生学区から他学区へと知名度をあげ，

人を呼び込むアイコンとして広く皆さんに愛されています。 

また，坪生学区のご当地キャラクターとして 

「つぼ作」と「まぐら姫」を作成し，地域のマ 

スコットとして学区のまちづくり新聞やのぼり 

旗，市制施行１００周年記念行事ではＴシャツ 

にプリントをしてローズバトンリレーにて全員 

で着用し徐々に学区のみなさんにも親しまれ 

つつあり，坪生を代表するキャラクターに成長 

しようとしています。 

ぜひみなさんも覚えてやってくださいね！

【地域まちづくり計画推進事業】

坪生学区防災訓練を実施しました！

【坪生学区のアイコン的キャラクター！】

（１１月２５日 坪生小学校） 

心肺蘇生 応急手当 筒先体験 

つぼう男
だん

シングチーム 

つぼ作 

まぐら姫 
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団団体名 幕山学区まちづくり推進委員会 代表者 小谷 俊夫

(問合せ先) ０８４-９４７-００９５（幕山公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）まくやま朝市（毎月第２日曜日の朝８時（９時）～ 幕山幼稚園 ５７２人）

（２）生涯学習事業「ロハスクラブ」（５月～３月 幕山公民館ほか       ２５９人）

（３）一斉清掃（５月 ９月 １０月 幕山口 幕山大門線 ２５１人）

（４）スポーツ大会「ペタンク」（６月１０日 幕山台中央公園   １０６人）

 「グラウンドゴルフ大会」(１０月２０日 幕山台中央公園  １２３人) 

（５）健康維持増進活動「健康ウォーク」（６月３日 大山祇神社ほか      ９７人）

（６）自主防災訓練「普通救命講習」（６月１６日 幕山公民館         ３４人）

（７）世代間交流事業「ラジオ体操」（７月２１日 幕山台中央公園 １４１人）

          「健康体操」（１０月１４日 幕山台中央公園       ４０人）

          「子ども講座」（料理７月２７日 工作８月２３日 幕山公民館２５人）

（８）夏まつり(８月４日 幕山台中央公園                ４，８００人）

（９）交通安全対策「交通安全教室」(８月２２日 幕山公民館         ３０人）

         「ガードレール清掃」(１２月１日 幕山小学校前      １０人）

（10）文化交流事業「映画祭り」(１０月６日 幕山小学校体育館  ２３７人）

（11）３世代交流広場「あんずの家コンサート」(１０月２８日 幕山幼稚園    ５５人）

（12）ふれあい文化祭(１１月３日 ４日 幕山公民館 幕山幼稚園ほか   ３，６００人）

（13）とんど祭り（１月１３日 幕山台中央公園              ３，２００人）

（14）環境美化「花壇整備」（通年 幕山学区内公園 幕山幼稚園         ９８人）

（15）コミュニティの育成（５月～３月 幕山学区７自治会 ５２６人）

（16）まちづくり推進委員会運営事業（通年 幕山公民館 ２５７人）

  まちづくり推進委員会の各部会が地域の課題やニーズを基に事業を企画し，自治会，各種

団体と協働して実施することによって，自主的な課題解決や地域の活性化に向けた意識を醸

成させることができた。 

まくやま朝市など，地域の課題解決の一助とするため実施してきた事業は，さらに住民へ

の浸透を図るため，事業の見直し，広報の検討が必要な段階になっている。 

幕山小学校前のガード

レールを清掃，ペンキを

塗り直しました！ 

ピカピカですね。 

事業内容

成 果

課 題

～ガードレール清掃～ 
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８月４日 幕山台中央公園で 

夏まつりを開催しました。 

てまりこども園，幕山小学校の 

子ども達の特別出演。たくさん 

人００８，４，び並ち立も台屋の

の住民で賑わいました！！ 

夜空に打ち上がった花火は，祭り 

のフィナーレを飾りました。 

                １１月３日，４日 幕山公民館，幕山幼稚園，幕山台 

               中央公園の３会場でふれあい文化祭を開催しました。 

当日は，秋の味覚さんまの 

炭火焼き，花の寄せ植えや 

バザーなどのお店が立ち並 

び，３，６００人の住民で 

賑わいました！ 

１月１３日冷え込みが厳しい中， 

幕山台中央公園でとんど祭りを開催 

しました。 

前日から，地域の方々が総出で， 

高さ８メートルの立派なとんどができ 

あがりました。当日は，鳳中，東朋中 

学校の生徒がボランティアで参加。神事 

の後は，お楽しみの，おしるこ，豚汁， 

甘酒，お餅がふるまわれ，３，２００人 

の住民で賑わいました！ 

鳳中学校 

鳳飛翔太鼓の演奏 

幕山公民館での 

作品展示のようす 

～ふれあい文化祭～

幕山幼稚園での舞台のようす 

８メートルのやぐら。 

圧巻です！ 

幕山３大祭
～夏まつり～

～とんど祭り～

フィナーレは花火大会！

中学生の 

ボランティア 

真剣です♪
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団団体名 日吉台学区まちづくり推進委員会 代表者 岡峰 信子

(問合せ先) ０８４-９４３-４０５４（日吉台公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）夕暮れ納涼シアター   (８月２５日 日吉台小学校体育館 約２６０人) 

（２）文化祭              （１１月４日 日吉台小学校 約２，０００人） 

（３）土曜チャレンジ       (通年 日吉台小学校ほか 約２３０人) 

（４）ばら花壇整備事業     （通年 日吉台くらぶほか） 

（５）高齢者支援事業      （通年 日吉台くらぶサロンほか） 

（６）安心・安全のまちづくり事業 

＊地域パトロール     （通年 学区内一円） 

＊新１年生親子通学路体験 （２月２４日 日吉台小学校体育館ほか） 

＊「ぼうはんだより」発行 （年２回 学区一円） 

（７）コミュニティ育成事業  （通年 各町内会 夏祭り・地域清掃ほか） 

（８）コミュニティ育成事業（日吉台くらぶ運営） （通年 日吉台くらぶ） 

（９）公衆衛生推進事業    （６月・１２月学区一斉清掃 約１５０人） 

（10）ボランティア推進事業 

＊広報活動ほか       （通年 学区一円） 

＊児童ボランティア体験学習 （６月６日・１３日 日吉台小学校４年生 ６０人） 

（11）健康増進事業      （１１月１８日 健康ウォーキング大会 約４００人） 

（12）文化の継承事業 

   ＊しめ飾りつくり    （１２月２５日 日吉台くらぶ ５７人） 

＊歴史講座    （１月１９日・２月１６日・３月１６日 日吉台公民館 １３３人）

＊はね踊り体験学習   （３月５日 日吉台小学校３年生 ５１人） 

（13）広報活動          （文化祭作品展会場にてまちづくり活動の紹介） 

（14）まちづくり推進委員会運営事業 （通年 日吉台公民館ほか） 

地域活性化につながるボランティア活動が日吉台くらぶ運営や高齢者支援事業を通じて,

地域住民に広がりつつあり，各種団体と連携し協働による活動が少しずつ確実に定着してい

る。地域課題解決に向けて着実に「地域まちづくり推進事業」は，より一層地域全体に大き

く貢献している。 

学区全体から地域住民が参加できるよう各事業の企画運営に努めているが，より一層「住

んでよかった」と感じるまちづくりを推進するためには，行政・各種団体・関連機関の連携

と協力・支援は，これまで以上に重要視され必要とされるところである。

事業内容

成 果

課 題

健康ウォーキング大会(１１月) 

春日池公園

半田池池畔
学区一斉清掃（６月）

日吉台小学校

日吉台くらぶ

（休園中の日吉台幼稚園）
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日吉台学区の文化・歴史の語り部が高齢となり，地域文化・歴史の継承と語り部の 

後継者育成を兼ね，地域再発見に取り組みました。世代間交流にも一役。 

  過去から未来へ続く絆の道を一歩前に進みました。 

「住んでよかった日吉台 住み続けたい…日吉台」をめざし，一人でも多く 

の方が地域活動へ参加・協力できる参考資料になればと願いを込めて，学区 

内を紹介するガイドブックにしました。 

日吉台小学校の５年生が，史跡めぐりやまちづくり活動の学習を通じ作った， 

ふる里を思う歌「手と手をつなごう」も紹介しています。 

地地域再発見！！

しめ飾りやはね踊りなど文化・歴史の継承をしました！！

【地域まちづくり計画推進事業】

「日吉台学区ガイドブック」作成！

連続歴史講座

（１月・２月・３月）

はね踊りの継承

（３月）

しめ飾り作り

（１２月）
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団団体名 大谷台学区まちづくり推進委員会 代表者 池田 正則

●○地域まちづくり推進事業○●

事業内容

（１）まちづくり講座 （５月～３月 ６講座 大谷台公民館 ８６人） 

（２）次世代育成事業 （４月～２月 大谷台公民館ほか １５０人） 

（３）夏祭り     （７月２８日 大谷台中央公園 １,５００人） 

（４）ふれあい祭り・３０周年記念（１０月２８日 大谷台小学校 ２,０００人） 

（５）防災・防火事業 （２月１６日 大谷台公民館 ２４人） 

（６）広報紙発行   （６月～３月 年３回発行 学区内全戸配布） 

（７）公衆環境美化事業（５月～３月 学区全域公園等の整備） 

（８）まちづくり推進委員会運営事業（４月～３月 ５回開催 大谷台公民館 ２１０人） 

（９）健康づくりに取り組む事業  （１１月２３日 岩国錦帯橋 １１７人） 

（10）とんど祭り   （１月１４日 大谷台中央公園 １,０００人） 

（11）世代間交流事業（ピカピカウォーキング）（１１月１０日 学区全域 ６７人） 

次世代育成事業・世代間交流事業などを通して，高齢者から幼児まで幅広く交流ができ

る事業展開ができた。 

３大祭りでは，各事業多くの人で賑わい，町内会活性化の役割を担っている。

地域課題である世代交代をスムーズに進めるために，各講座・行事などを通して，参加率

の低い中間世代の呼び込みに取り組む必要がある。 

～大谷台三大祭り～ 

とんど祭り 

～まちづくり講座～ 

子ども料理教室 

～まちづくり講座～ 

  しめ縄作り 

～次世代育成事業～ 

ひよこクラブ 

～大谷台三大祭り～ 

夏祭り 

～防災・防火事業～ 

  防災講座 

成 果

課 題

（問合せ先）０８４-９４８-０１３６（大谷台公民館）
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                ｛世代間交流事業｝ 

ピピカピカウォーキング！

大谷台学区は，大谷台小学校と共に，２０１８年に創立３０周年を迎えました。

小学校と合同で記念式典を行い，いろいろな催しが営まれ，思い出深い一日と

なりました。 

子どもから高齢者まで学区住民が力を合わせて，きれいな大谷台を

めざして，ごみを拾いながら町内を歩いて回りました。

お天気にも恵まれ，とても清々しい一日となりました。 

大谷台学区３０周年＊ふれあい祭り
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