
団団体名 神辺学区まちづくり推進委員会 代表者 井上 通弘

(問合せ先) ０８４-９６３-４０５０ （神辺公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）文化財維持管理と公共施設美化事業       (通年 廉塾・公民館 ３１１人) 

     ≪廉塾維持管理・公民館美化活動≫ 

（２）公衆衛生・環境美化事業   (通年 神辺小学校・学区内 ２,０００人) 

     ≪花一杯運動・学区民体育大会，盆踊り大会のごみ分別指導≫ 

（３）安全教育・防災事業 (通年 神辺小学校・学区内 ４,４００人) 

     ≪交通安全教育・子ども見守り活動・防火運動・自主防災活動≫ 

（４）人権啓発推進事業                (通年 神辺公民館 ７００人) 

     ≪ＡＭＤＡ通信展示「困った時はお互いさま」≫ 

（５）青少年育成事業  （通年 神辺小学校・学区内 ６８４人） 

     ≪青少年健全育成，指導・子育会デイキャンプ，スポーツレクリエーション≫ 

（６）ふれあいまつり事業 （８月・１１月・１月 神辺小学校・神辺公民館２,５００人） 

     ≪盆踊り大会・ふれあいまつり・とんどまつり≫ 

（７）学区民体育大会               （５月 神辺小学校 ２,５００人） 

（８）学区小学生駅伝大会 （１２月 学区内駅伝コース ４００人） 

（９）スポーツ親善事業     （通年 神辺小学校 多目的・子ども広場 ６３５人） 

（10）コミュニティ育成               （通年 学区内全域 各自治会） 

（11）多目的・子ども広場運営管理事業    （通年 多目的子ども広場 ５,６１２人） 

 (12) まちづくり推進運営事業（総務・広報）  （通年 学区内） 

 (13) 地域まちづくり計画に基づく事業             （１１月 ９６８人） 

各行事を通じて，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に向けた意識の高揚を図ることができた。 

行事がマンネリ化の傾向にあり参加者も固定化している。若年層世代が魅力を感じる取組

や活躍の場を増やすことで，新たな人材発掘，リーダー育成につなげる必要がある。 

事業内容

成 果

課 題

ふれあいまつり とんどまつり盆踊り大会



神神辺学区

防災講演会を開催しました！！

【地域まちづくり計画推進事業】

紹介します！～歴史文化を活かしたまちづくり～

神辺学区内でも多くの世帯が 

床上・床下浸水の被害に遭われた西日本豪雨。 

「災害が起こる前の防災」，「命を守るには 

自分の決断が大事である」ことなどを聴き， 

災害時の対応能力の向上と，防災意識の高揚を図りました。 

神辺の歴史を伝えるイベントを１１月１７日（土） 

～１８日（日）に開催し，講演やフィールドワークで歴史のロマンに触れました。 

（１）神辺本陣会場 

   ・本陣講演会 １７日（土）テーマ「絵図と記録に見る神辺本陣の今・昔」 

                講 師：柳川真由美さん（福山大学講師） 

   ・茶華展 

・各地の本陣，本陣家業パネル展 

・神辺知っとる検定 

（２）廉塾会場 

   ・各地の藩校，私塾パネル展 

   ・華展 

（３）神辺公民館会場 

   ・水野勝成入封４００年プレ事業「歴史講演会」 

     １８日（日）テーマ「風雲の神辺城」 

           講 師：田口義之さん（備陽史探訪の会会長） 

「神辺歴史文化ガイドブック」を発行

神辺学区全世帯へ配布

★ふくやま♡まちづくり大学「フィールドワーク」

への同時取組 現地で施設案内ガイド 

地域の宝（神辺本陣と廉塾）

を守り活用した，史跡・文化

遺産伝承の取組



団団体名 竹尋学区まちづくり推進委員会 代表者 猪原 和幸

（問合せ先） ０８４-９６５-０１３１ （竹尋公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）青少年健全育成（見守り活動）     （通年       竹尋学区内   延べ１，４００人）

（２）世代間交流 ・夏休み子ども教室   （７月・８月 竹尋公民館      延べ１２０人）

         ・男の料理教室       （年３回    竹尋公民館      延べ ４７人）

（３）竹尋学区民体育大会               （５月                      雨天の為中止）

（４）竹尋学区ふれ愛夏まつり           （８月     竹尋小学校     約１，５００人）

（５）たけひろふれ愛フェスティバル    （１１月     竹尋小学校       ９００人）

（６）竹尋学区ふれ愛講演会             （２月       竹尋公民館          １４０人）

（７）コミュニティづくり              （通年      竹尋学区内        ２０自治会） 

（８）環境保全・環境美化 

   ・環境啓発ポスター及び標語       （８月       竹尋小学校          １９０人）

   ・祭りのごみダイエット作戦       （１１月     竹尋小学校            １６人）

   ・ホタルの育成（生育地整備）     （通年       竹尋学区内             ９０人）

   ・通学路環境整備         （８月       竹尋学区内通学路    １３０人）

（９）健康増進 

   ・健康ウォーキング        （１０月     下竹田            ３９人）

   ・グラウンドゴルフ    （毎月１回   竹尋学区ふれ愛広場  延べ２１６人）

   ・健康サイクリング    （１１月    吉備路サイクリングロード   １３人）

   ・健康講座          （年２回    竹尋公民館            ３６人）

   ・健康サークル     （通年     竹尋公民館      延べ９２１人）

（10）郷土史研究教室     （通年     竹尋公民館     延べ２５人）

（11）自主防災事業     （１１月    各自治会          約７６７人）

（12）広報誌発行（まちづくり広報）   （年４回    竹尋学区内 １，４００枚×４回）

事業部会ごとの行事を各種団体で取り組むことにより，子どもから高齢者まで様々な世代

で世代間交流をすることができ，地域の活性化につながった。 

 まちづくり活動が活発に行われている中で，持続可能なまちづくりに向けて各事業を支え

る人材の世代交代と新たな人材発掘・育成が課題となっている。 

健康講座（アロマとチェアヨガ）

事業内容

成 果

課 題

夏休み子ども教室



  竹尋学区まちづくり推進委員会では，毎年竹尋小学校を会場に｢竹尋学区ふれ愛 

夏まつり｣を開催しています。 

保育園児の踊りや小学校児童による太鼓演奏，中学校男子生徒によるよさこい 

ソーラン，中学校女子生徒のダンス，学区民全体で踊る盆踊りに加え，今年度は 

特別出演としてＪＦＥ火炎太鼓の演奏があり，地域住民の老若男女が集う熱い地 

域のお祭りとなっています。 

竹尋学区ふれ愛夏まつりを開催しました！！

ふる里再発見 健康ウォーキングを開催しました！！

迫力満点！！ JFE 火炎太鼓 中学生男子のよさこいソーラン 

 学区内の史跡を巡る「健康ウォーキング」を開催しました。昨年に引き続き２年目

となり，今年度は下竹田地区約９ｋｍを歩きました。普段歩かない場所を歩き，健康

づくりとともに郷土について学ぶ良い機会となっています。 

初めて歩く道。楽しいですね！ 

「竹尋小学校太鼓クラブ」による太鼓演奏 竹尋誠和保育園児のかわいい踊り 



団団体名 御野学区まちづくり推進委員会 代表者 髙野 孝行

(問合せ先) ０８４-９６６-２４２４（御野公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）人権啓発推進事業 (６月１７日 御野小学校 ２０６人，１１月１９日～１２月２日 

１２町内会各集会所等 合計２１７人) 

（２）ごみ追放キャンペーン（６月４日 １０３人，１０月２１日 １０８人 御野学区) 

（３）公衆衛生活動（通年 単位町内会） 

（４）盆踊り大会（８月４日 御野小学校 約２，５００人） 

（５）ウォーキング（１２月９日 御野学区 ６１人） 

（６）文化祭（１１月３日，４日 御野公民館 １，６３４人） 

（７）コミュニティ育成（ごみ分別，納税推進，いきいきサロン含む）（通年 単位町内会）

（８）まちづくり推進委員会運営事業（通年 御野公民館） 

 各行事を通じて，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，地域の問題解決や活性化を図るための意識を高めることができた。ウォーキングでは毎

年コースを変え，続けることで参加者の増加につながった。 

 人権啓発事業では，より多くの参加者が得られるよう，引き続き開催形態，場所などを考

えていきたい。 

人権啓発推進事業（各町内会）

ごみ追放キャンペーン

事業内容

成 果

課 題

盆踊り大会

文 化 祭ウォーキング



御御野学区

全体住民学習会を開催しました！！

実施月日：６月１７日（日）１０：００～１１：３０ 

実施場所：福山市立御野小学校 体育館 

演奏者ひとりひとりの思いや，気

持ちがひとつになった演奏に，感

動しました。 

「ＹＭＣＡ」の曲に合わせ，演奏

者２１人，観客２０６人  

みんなで体を動かし，会場が一つ

になり盛り上がりました。 

あんずの家「ハートフルコンサート」 

～やさしさいっぱい・こころでふれあうコンサート～ 

演奏者：生活介護事業所 あんずの家 

演奏曲：若い広場・それいけカープ・ハナミズキ・

ＹＭＣＡ他 全１０曲 



団団体名 湯田学区まちづくり推進委員会 代表者 舩田 皎

(問合せ先) ０８４-９６３-１３６８（湯田公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）世代間交流         (夏休み 学区内各町内会 １,６０２人) 

（２）子ども体験教室     (夏休み８回 公民館 ２００人) 

（３）夏まつり           （８月４日 小学校運動場 ３,５００人） 

（４）文化祭             （１１月１０日・１１日公民館・小学校体育館 約２,５００人) 

（５）幼児の育成支援      (１０月２３日・１１月１日・３月１２日 

保育所・幼稚園・こどもえん ３５２人) 

（６）ふれあいグラウンドゴルフ大会 （１月２７日 小学校運動場 １２１人） 

（７）自主防災訓練      （２月１７日 各町内会避難場所・小学校運動場 延べ８４３人）

（８）登下校の見守り     （通年 学区内 延べ２７６人） 

（９）夜間巡回パトロール （通年（４５回） 神辺町内 延べ１８６人） 

（10）お年寄りへの弁当作り（５月～３月 公民館 延べ１,１２７食） 

（11）公演・講習会       （１２月３日・１月２２日・２月１８日 公民館 ６１人） 

（12）環境衛生事業       （通年 小学校・運動場・公民館・神辺町内 延べ８１８人） 

（13）広報紙発行         （ちらし・年１回まちづくりだより報告 公民館） 

（14）コミュニティ育成 （環境整備，とんど，グラウンドゴルフなど）（通年 １３町内会）

（15）まちづくり推進委員会運営事業 （通年 公民館） 

７つの事業部を設置し，各部の趣旨に添った活動を実施し，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おり，より多くの住民の参加を促すための企画，広報活動等に

取り組んでいきたい。

文化祭（芸能発表）夏まつり（地元の踊り湯田讃歌）

事業内容

成 果

課 題



夏夏休み子ども体験教室

お年寄りへの弁当作り

 ２０１８年度も，地域の

方々のご指導・ご協力により，

８つの体験教室を開催しまし

た。延べ２００人の児童が参

加し，普段なかなかできない

様々な体験に目を輝かせてい

ました。

 年間を通して，すこやか給

食の方が手作り弁当を作り，

民生委員の方がお年寄りに配

布しています。年１５回のお

弁当配布は，お年寄りに大変

喜ばれています。

自主防災訓練

さわやかウォーキング

 地震発生を想定し，一

次避難を各町内会，二次

避難を小学校運動場と

する防災訓練を実施し

ました。

 『龍馬の生まれた町

を歩こう！』として，

４９人の参加者が高

知でウォーキングを

楽しみました。



団団体名 中条学区まちづくり推進委員会 代表者 安倍 義弘

(問合せ先) ０８４-９６７-０７４０（中条公民館）

●○地域まちづくり推進事業○●

（１）青少年育成推進事業（子ども安全確保研修会 ７月１９日 中条小学校 ２５０人） 

（２）人権教育推進事業（学区人権講演会 ９月２７日 中条小学校 ７６人） 

    （町内会別住民学習会 １０月～１１月 各町内会集会所 １３町内会 ２７２人）

（３）福祉活動推進事業（世代間交流事業 そば種まき・刈り取り・はぜ作り ９２人） 

年越しそばの訪問配布 対象者 ９５人） 

           （ふれあい料理教室 年４回 中条公民館 計７０人） 

           （福祉研修会 ２月２０日 中条公民館 ２９人） 

（４）公衆衛生推進事業（学区一斉清掃 ６月３日・１月２７日 延べ５８人） 

（５）安心安全対策事業（防犯防災パレード １２月４日 中条小学校 ４０８人） 

           （炊き出し訓練 ２月１７日 中条小学校三谷分校 ７５人） 

（６）学区民体育大会 （５月１３日 中条小学校 約４００人） 

（７）夏まつり    （８月４日 中条小学校 ９００人） 

（８）文化祭     （１１月４日，５日 中条小学校 １，０００人） 

（９）地域文化保存・学習（史跡の草刈・史跡保存整備 木之上城址 ２４人） 

           （学習会 通年 中条公民館 １０３人） 

（10）広報紙発行事業 （広報紙「中条のまちづくり」年３回発行 １，２５０部/１回） 

（11）コミュニティ育成（ごみの分別啓発・納税推進含む 通年 １３町内会） 

（12）まちづくり推進運営事業（通年 学区内） 

 人権教育推進事業においては，今年度から学区人権講演会を，まちづくり推進委員会人権

部会，中条小学校ＰＴＡ，中条公民館，神辺西コミュニティセンターの四者共催で開催する

こととした。学区内で人権啓発に取り組む各団体が横の連携を図ることにより，情報の共有，

広報や動員の分担など，人権学習の協力体制を充実させることができた。 

平成３０年７月豪雨での災害・避難・復旧活動は，今まさに自主防災組織機能の意義につ

いて考えるべき時と実感した。災害時，より機動的に機能する自主防災組織となるよう，現

組織の早期見直しに取り組み，地域住民が安心して暮らせるまちづくりを推進する。 

学区人権講演会 夏まつり

事業内容

成 果

課 題



地域文化保存・学習

木之上城跡の保存整備とウォーキング

青少年育成推進事業

子ども安全確保研修会

人権教育推進事業

人権文集「あゆみ」第１５集の編集

福祉活動推進事業

中条小学校の児童による年越そばの訪問配布

公衆衛生推進事業

学区内一斉清掃

安心安全対策事業
防犯・防災パレード

炊き出し訓練



団団体名 道上学区まちづくり推進委員会 代表者 和田 秀俊

(問合せ先) ０８４- ９６３-２３９１（道上公民館）

●○地域まちづくり推進活動○●

（１）学区民体育大会 (５月１３日 道上小学校 約２,３００人) 

（２）学区一斉ラジオ体操  (７月～８月 各町内会 約８，４００人) 

（３）健康教室  (１０月２１日 蔵王山 ２５人) 

（４）学区盆踊り大会  (８月４日 ＪＡ道上支店 約１,４００人) 

（５）ふれあい祭り (１０月２７日 道上公民館 約７００人) 

（６）学区食生活改善指導教室 (６月・１０月・１１月・１月 ４回  

道上公民館 延べ１０７人)

（７）公衆衛生事業 （通年 道上公民館他 延べ１，２００人） 

（８）道上駅整美活動 （通年 道上駅 延べ４３０人） 

（９）一斉ゴミ拾い （１２月２９日 各町内会 延べ４５０人） 

（10）人権講演会 （１２月７日 道上公民館 ８０人） 

（11）自主防災組織活動 （通年 道上公民館 １，３０８人） 

（12）まちづくり推進委員会運営活動 （通年 道上公民館 延べ３０人） 

（13）コミュニティの育成（世代間交流活動・学区一斉清掃等） 

（各町内会 延べ５，５７４人） 

年々，事業への参加者・参画者が増加傾向にあり，まちづくりに対する意識が高まり，地

域の活性化が進んでいる。 

 事務的処理の簡素化と後継者が不足している。 

８月 学区盆踊り大会

事業内容

成 果

課 題

１２月 人権講演会５月 学区民体育大会

健康教室

学区食生活改善指導教室 自主防災組織活動



定定着！ 進化！ 発展！

道 上 学 区 の 玄 関 口 道 上 駅 整 美 活 動

暑 い 夏 を 吹 き 飛 ば せ！

学 区 一 斉 ラ ジ オ 体 操

２０１３年度から始まったこの事業 

は，道上を訪れる人が気持よく利用で

きる玄関口にしたい，毎日の通勤・通

学で利用する人が，安心・安全に利用

できるようにしたい，との思いから，

２０１８年度で６年目を迎えます。 

こうした取組は，駅トイレの水洗

改修や防犯カメラの設置にもつな

がりました。また，道上駅がきれい

になるだけでなく，学区民の心もき

れいになっていく気がします。 

暑い夏，朝６時３０分に地域の老若男女が 

「おはよう」の合図で集まり，夏の一日が始ま 

ります。 

夏休み期間中に行われるラジオ体操は，子ども 

たちが，夏休みも規則正しい生活を送るために行 

われていますが，おとなも準備運動から一日のス 

タートをし，暑い夏を吹き飛ばして元気に充実した

一日にしようと，学区全体で取り組んでいます。 

８月末の日曜日には，学区民全員が道上小学校 

運動場に集合し，『ラジオ体操納め会』で終了し 

ます。 

おとなも子どもも

一緒にイキイキ♪


