
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

益田市 ２０地区取組状況 
２０地区の取組を 
まるごと紹介！ 

益田市政策企画局人口拡大課 



①地区の概要
【地区の現況】（令和３年１月末現在）
２８自治会 ２,７２４世帯 人口５,７８８人 高齢化率３３.６％

【地区の魅力】

益田地区は、中世鎌倉時代から戦国時代まで益田氏の城下町と
して栄え、歴史・文化遺産の多い地区で「七尾城跡」「三宅御土居」
や名勝雪舟庭園２カ所を含めた１２の日本遺産構成文化財がある。

また、警察署や県合同庁舎などの公的機関があるほか、高等学
校が３校、高等看護学院がある文教地区でもあります。

【地区の課題】
●人口減少及び高齢化
●商店の減少
●自治会役員の担い手不足、伝統行事の後継者不足
●地区の歴史・文化に対する認識不足

島根県益田市益田地区

地域づくりのテーマ：『ひと・まち・歴史の鼓動を感じるまち』

④地域の魅力化に向けた取組

●益田地区文化祭

●益小プロジェクト

●ますだ地域づくり協議会のホームページ開設

●益田地区日本遺産構成文化財紹介地図の作製、全戸配布

●益田地区豪雨・水害時避難所マップの作製、全戸配布

【団体長メッセージ】 ますだ地域づくり協議会 会長 右田 明
「ますだ地域づくり協議会」設立から１年４ヶ月となります。その間、歴史部会、ふれあい部会、安心安全部会
の３部会において益田地区の現況、また、将来に向けての街の姿を真剣に考えて活動方針を作成しました。
今年度は、新型コロナ感染症対策で思うような活動が出来難い状況でした。そのような中で、日本遺産のまち
益田市・中世日本の傑作益田を味わうとして、日本遺産に認定されました。益田地区には、中世日本の多種多
様な優れた一級品の遺産が存在します。未来に誇れるまちづくりを念頭に、地域の皆様と共に歩んでまいりま
す。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

ますだ地域づくり協議会

代議員総 会

監 事

ふれあい部会 安心安全部会 歴史部会

事務員

役員会

役 員

副会長 部会長 幹 事

事務局

事務局長

会 長

３名 ３名 若干名

２８名（各自治会１名）

２名

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】
ますだ地域づくり協議会（R01.09.01設立）
【構成団体、構成員】
●益田地区自治会連合会
●益田地区社会福祉協議会
●益田地区民生児童委員協議会
●益田商店会
●益田小学校ＰＴＡ
●益田東中学校ＰＴＡ
●益田地区老人クラブ連合会
●益田地区つろうて子育て協議会
●生き生き益田の会
●消防団益田第１分団
●益田地区食生活改善推進協議会

ますだ地域づくり協議会

代議員総 会

監 事

ふれあい部会 安心安全部会 歴史部会

事務員

役員会

役 員

副会長 部会長 幹 事

事務局

事務局長

会 長

３名 ３名 若干名

２８名（各自治会１名）

２名

歴史部会発行：日本遺産構成文化財紹介地図（地区内全戸配布）

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



島根県益田市益田地区

〒698-0005
益田市本町６番８号

ますだ地域づくり協議会（益田公民館内）
Ｔｅｌ．Ｆａｘ ２３－５７５２（益田公民館）
URL：https://www.masuda-tiikidukuri.com/

お問い合わせ先

益田地区文化祭
例年は1日だけの開催だが、感染拡

大防止のため11月12〜14日の３日間の
分散開催。平日は展示のみ、土曜日の
半日を展示と販売・テイクアウトとし
た。例年は日曜日開催のため来館でき
ない介護施設の方が複数回に分けて来
館された。
ステージ発表がなく賑やかさはな

かったが、天候に恵まれコロナ対策に
も協力いただき新しい試みの文化祭が
無事に開催できた。

ホームページ開設
人が多く集まる事業が出来ない状況

でインターネットを活用して住民の繋
がりと賑わいが創出できないかを考え
「ますだ地域づくり協議会」のホーム
ページを開設した。協議会の情報発信
だけでなく、益田地区の住民みんなが
利用できる「益田地区のまとめサイ
ト」を目指している。まだまだ情報量
が少ないが、みんなで活用できて、み
んなで育てて行くホームページになる
よう仲間を増やしていきたい。

益田地区日本遺産説明会
歴史部会で作製した益田地区日本遺

産構成文化財紹介地図の活用企画第一
弾として益田地区日本遺産説明会を開
催した。益田地区の歴史が育んだすば
らしい文化財の見どころと魅力につい
て分かり易く説明いただいた。多くの
人に聞いて欲しい内容だが、新型コロ
ナ感染対策のため、人数を制限し、３
５名で開催した。地図活用企画第二弾
として、日本遺産フォトコンテスト春
の部を開催する。

⑤こんなことが話し合われています

⑥こんな地域づくりを行なっています

役員会
自治組織設立までは役員会
が方針決定し、部会を牽引す
る形で運営して来た。設立後
は部会からの報告、計画を聞
き、部会の活動支援・部会間
の調整を行い、意思決定する
場となった。

歴史部会
歴史や史跡を紹介する地図
の作成に取り組んで来たが、
日本遺産に認定され、地区内
の日本遺産構成文化財を紹介
する地図に変更。地図を活用
して住民に知ってもらい誇りに
感じてもらえる事業を企画する。

ふれあい部会
人が集まる事業ができない
中、歴史部会の要請と新人部
会員から地区内で活動する団
体の取組を是非、知ってもらい
たいと言う意見から地区を知り、
地区民が情報発信に利用でき
るホームページを開設した。

安心安全部会
昭和58年の豪雨災害を基に
避難所マップ作成に取り組ん
で来た。水害を知らない住民も
増え、施設の機械警備化で避
難可能な場所も少なくなった。
命を守るための避難を考える
きっかけにして欲しい。



②実施団体の概要
【団体の名称】
「吉田地区自治協議会」

①地区の概要
【地域の現況】
人口１４，１０７人、高齢化率３１.２％（令和３年１月末現在）

人口、世帯数、自治会数、いずれも益田で一番多い地区です。予測
では、将来もほぼ同じ人口と高齢化率が維持されます。
【地区の魅力】

益田市役所本庁をはじめ各種行政機関や金融機関、益田赤十字
病院や個人医療機関、文化施設や小中学校、商店街や個人商店が
多くあり、生活するうえで利便性の高い地区です。

また、高津川と益田川、海にも面しており、自然との共存もできて
います。
【地区の課題】

交通量の多い道路が多く、交通事故の危険性が高いことや、ア
パート・マンション等の増加と核家族化により、隣人関係が希薄化し
ているので、地縁による地域運営が難しくなっていることが挙げられ
ます。

島根県益田市吉田地区

地域づくりのテーマ：元気いっぱい人がつながるまち吉田

④地域の魅力化に向けた取組

【団体長メッセージ】

吉田地区の地域自治組織設立に向けて議論を重ね、住民の皆様からご意見をいただいてまいりま
した。経験したことのない新しい組織の設立ですので、わかりにくいかもしれません。しかし、住民自ら
が地域を良くしようと考え、参加して、話し合い、行動・活動する場を新たに作るんだということでご理
解いただき、皆様のご協力をお願いします。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

当初は設立総会を令和２年５月に開催する予定でしたが、
コロナの感染拡大が懸念されたため、令和３年１月に延期し
ました。本年はコロナ禍で集会を開くことが難しく、各部会では
計画どおりに事業が進みませんでした。

一方、定例会は予定どおり開催することができ、主に組織体
制を整えることに重点を置いて協議を進めました。その結果、
決裁権限と職務分掌を定め、部会マニュアル（内規）を作成し
ました。

上記理由により吉田地区防災協議会の開催は１回にとどま
りましたが、国交省との共催による研修は住民の関心が高く、
多くの参加者がありました。健康なまちづくり部会では、地区
内を巡るウォーキングコースの選定及び距離の測定をして、
来年度以降の活動の準備を整えました。歴史文化を活かした
にぎわいづくり部会では、ロゴマークの募集と選定をし、吉田
地区にある史跡の掘り起こしを始めました。

監事 ２ 名

総 会
代 議 員

一般会員（吉田地区に居住する者）

賛助会員（本会の趣旨に賛同し協力する者、法人及び団体）

歴史文化を活かしたにぎわいづくり部会

部長（副会長兼務） １名
健康なまちづくり部会
部長（副会長兼務） １名

安心安全なまちづくり部会
部長（副会長兼務） １名

防災班
副部長 １名

運営委員 数名

安全班

副部長 １名

運営委員 数名

歴史文化班
副部長 １名

運営委員 数名

にぎわい班
副部長 １名

運営委員 数名

副部長 １名

運営委員 数名

各自治会
学 校 消 防 団 各地域団体

地区社協健康を守る会

役 員 会
会長（１名） 副会長（３名） 副部長（若干名）

事務局

事務局長 1名

事務局員 1名

市

人口拡大課

社会教育課

プロジェクト

チーム
（課題が複数部署に
またがるときに結

成）

各担当課 参画

連

携

連携

協働

公 民 館

見守り隊

警 察
Ｎ Ｐ Ｏ

青 少 協

食生活改

善推進員

【組織図】

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市吉田地区

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

名称： 吉田地区自治協議会
住所： 〒６９８－００３３

島根県益田市元町１１－２６ 吉田公民館内
電話・FAX： ０８５６－３１－０６４２

安全連絡会議では、見守り活
動を活性化するため、見守り団
体への支援について協議をし
ました。まずは各団体からの意
見聴取を行い、同意を得て、必
要な備品を揃えていくこととしま
した。

吉田地区防災協議会では、国
土交通省との共催による研修
「みんなで助ける、みんなが助
かる」を開催し、益田川と高津
川の水害の危険性について研
修しました。この講座は来年度
も引き続き行われます。

にぎわい班委員が、事前に予備
審査をしました

設立総会にて、みんなで投票しました

益田中学校三年生
吉田紅杏さんの作品に決定！

にぎわいづくり班では、ロゴマーク
の募集、選定、そして活用について
話し合い、活動してきました。

また、土曜夜市開催に向けて、他
のイベントを見学し、小さな催しから
でも開催しようと話し合いました。

歴史文化班では、まずは地区内
の史跡について実地調査をし、
吉田地区にはどのような史跡が
あるのか分かるようにしようと話
し合いました。また、文化財課と
協働し、日本遺産の活用につい
ても考えていくこととしました。

健康なまちづくり部会では、元気で
暮らせるまちを目指しています。

令和２年度は、吉田地区内の史跡
を巡るウォーキングコースを選定し、
距離を計測するとともに、交通量や
トイレの位置を確認しました。

令和２年１０月から１２月にかけて、吉田地区自
治協議会のシンボルとなるロゴマークを公募した
ところ、１３５点もの応募がありました。

そのうち１５点を事前に選び、設立総会で代議
員と吉田の未来を考える会委員で投票をし、決定
しました。

吉田地区自治協議会の設立、および
まちづくりプランが承認されました

令和３年１月１１日、設立総会が開
催され、３６名の代議員により、すべ
ての議案（自治組織の設立、活動計
画、活動組織、規約、人事、初年度
事業計画、初年度予算）が承認され
ました。

設立総会開催 吉田地区自治協議会のロゴマークが決定しました！

定例会では、地域自治組織の規約
について繰り返し検討しました。ま
た、決裁権限・職務分掌や部会マ
ニュアなどの運営ルールを定め、
設立後の円滑な組織運営を目指し
ました。

⑤こんなことが話し合われています

⑥こんな地域づくりを行なっています



①地区の概要
【地区の現況】
人口８，１５７人、高齢化率３６.４％（令和３年１月末時点）
山・川・海に囲まれた自然豊かな地区です。

【地区の魅力】

自然豊かでありながらも、生活に必要な施設・設備も整ってお
り、とても暮らしやすい地区です。又、活動団体も多く地区の行
事も活発です。

小学校１、中学校１、高校１、高等技術校１、保育園４、があり
教育機関も充実したまちです。

【地区の課題】

少子高齢化、人口減少、諸団体等の後継者不足、人間関係の
希薄化等、様々な分野で問題・課題を抱えています。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市高津地区

地域づくりのテーマ：高津っ子の住みよいまちづくり

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】

「万葉の里 高津未来の会」

【構成団体、構成員】

・高津地区住民
・各種団体
・各種団体から代議員２０名
・公募より代議員４名
・役員（会長１名、副会長３名、部会長３名、監事２名）

④地域の魅力化に向けた取組

☆公民館だよりにて、地域づくりの進捗状況ページを設け情報
発信をし続けている。また、今年度からインスタグラムとフェイス
ブックも活用し、より幅広い世代へと情報発信に努めている。

☆公民館活動と並行して、講座や事業に取り組んだ。

☆高津小学校５．６年生、高津中学校１～３年生へのアンケート
調査を実施した。今後の地域づくり活動へ子ども達の意見も取り
入れ、参画の場を作ることを目的としている。

【会長よりメッセージ】

比較的恵まれた住環境にありながらも、人間関係の希薄化、後継者不足等の課題があります。

組織としては、地域で受け継がれてきた、諸活動の維持・発展を第一義とし、それら各種活動団体等の連携強化を
図ることを重点課題に置き、その取組の過程を通し、関わる者の意識の向上を図りたいと思います。これからの活動
の深まりと発展によって、地域住民の意識の高まりと、参画への動機づけとしたい。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



○全体会 ５回
○役員会 ７回
○各部会会議 １回

自治組織設立に向け、互いに情報共
有をしながら、具体的な協議を重ね
た。

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市高津地区

⑤こんなことが話し合われています

名称：万葉の里 高津未来の会
住所：〒６９８－００４１

島根県益田市高津２－５－２（高津公民館内）
電話：０８５６－２３－１７９１

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

○住民説明会

４回に分けた、自治組織設立に向け
ての住民説明会を行った。

地区によって様々な困りごとが浮き
彫りになり、取り組む必要性を感じた。

地域づくりの中核である連合自治会
の自治会長さんへ、自治組織設立に
向けての説明会を行った。

○代議員説明会

２０団体の代表者、公募の代議員の
方へ、「代議員の使命と役割につい
て」を説明をし、意見交換をした。

「地域自治組織設立総会が行われました」

令和３年２月６日（土）に設立総会・定期総会が
開催されました。

出席代議員２１名により、会の名称・まちづくりプ
ラン・活動計画・規約・新役員・初年度事業計画・
初年度収支予算が承認されました。

認定式は、４月を予定しており、来年度から本格
的な活動がスタートします。

会の名称については、一般公募、小学校５・６年生、中学生から募
集した中から候補を１４個に絞り込み、その中から代議員に審議・決
定してもらいました。

新名称は「万葉の里 高津未来の会」に決定！

仮称「高津の未来を考える会」から「万葉の里 高津未来の会」へと
生まれ変わり、新たな一歩を踏み出しました！

「会の名称が決定！！」

第４０回高岡万葉まつり「第３１回万葉集全２０巻朗唱の会」に参加！！

素敵なご縁をいただき、益田市柿本人麿公顕彰会・島根県立万葉公園・歴史伝統文化の薫るまち部会で参加しました。
今年はコロナ禍であることから、映像・ネット環境を活用した新しい形態で行われました。
伝統ある行事に参加出来た事にとても光栄に思います。

☆高津公民館と共に情報発信しています。



島根県益田市安田地区

地域づくりのテーマ：「地域資源を生かした、生き生きとした住みやすい安田」

②実施団体の概要

④地域の魅力化に向けた取組

【団体長メッセージ】団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

【団体の組織図】 

                            安田地区住民                

一般社団法人安田地域づくり協議会           正会員（社員） 

                    一般会員 

                  賛助会員 

 

経済部       ①農産物等を販売する活動 

                          「やすだ村ええもん市」事業 

                         ②コミュニティを活性化させる活動 

  理事会                     「パンカフェはあと運営」事業 

会長（代表理事）                 ③安田の魅力を発信する活動 

副会長            福祉部       ①地域の困ったを解決する活動 

理事                        「地域お助け隊」事業 

監事                       ②高齢者が住みよい環境をつくる活動 

                          「地域内買物支援」事業 

                         ③自立できる子供を育てるための活動 

環境部       ①文化・史跡・遺跡を後世に伝える活動 

                          「史跡遺跡整備」事業 

                         ②環境を守り安田を好きになる活動 

                          「地域環境整備」事業 

        

 

 

 

 

 

 

②実施団体の概要

【団体の名称】
一般社団法人安田地域づくり協議会
【構成団体、構成員】
安田地区連合自治会、安田公民館
市議会議員
農業委員、土地改良区安田支部
安田地区健康と福祉をすすめる会
安田地区社会福祉協議会
JA、つろうて子育て協議会
安田婦人会、安田ボランティア協議会
安田地区老人クラブ連合会
消防団安田分団
オヤジーンズ
個人（地域住民）など

①地区の概要
【地区の現況】
人口３，５７２人、高齢化率３８．２％（令和３年１月末現在）

益田市内での高齢化率は吉田、益田、高津、豊川地区に次いで
５番目に低い地区ですが、毎年高齢化率が上昇しています。
【地区の魅力】

「パンカフェはあと」は地域の皆さんに愛され開業以来三年を
経過し、地域の賑わい創出に大いに貢献しています。「地域お
助け隊事業」は草刈伐採など有償で支援、高評価を得ています。
【地区の課題】

高齢化と核家族化が益々進み、日々の買い物や通院がままな
らない世帯が増え、社会的扶助制度が急務となっています。移
動手段確保の上で問題は、利用者負担金の授受、運送対価と
なる報酬の支払い（原則ボランティア）など道路運送法に抵触し
ない方法の検討が必要です。

「パンカフェはあと」を視察された安来市荒島地区の皆さん

1．やすだ村ええもん市事業
安田地区で生産された農作物、手作り品などの販売を通して農
作物の生産、加工、独自商品の開発などを行い地域住民の生産
意欲を高めるとともに地域活性化を図ります。
2.パンカフェ運営で地域のコミュニティの活性化を図ります。
3.地域お助け隊事業
地域住民に代わって有償で草刈り作業などを行い、安心して暮
らせる環境づくりと所得向上、働き甲斐づくりに繋げます。
4.地域内買物支援事業
福祉施設の車を利用して、移動手段を持たない高齢者のスー
パーでの買物支援を実施します。
5.史跡・遺跡整備事業
旧山陰道の整備を行い、歴史の伝承に取り組み、保存してきた
先駆者の業績を周知し、地域の方に誇りと感心を持たせます。
6.地域環境整備事業
地域の環境美化を進め、明るく快適に過ごせる環境を創ります。

地域づくり事業の取り組みは暫時軌道に乗ってきた。就中、津田駅舎を中心とした地域の賑わい
と経済活動の活性化を実現できた。お助け隊・買い物支援事業は高齢者世帯の期待と共に需要が
高まりフル稼働である。地域資源を活用した事業展開に関心を示される地区外からの見学訪問も多
く、３年間の実績紹介と資料提供を行って理解をいただいた。役員一同、取り組みの成果に自信と誇
りを持ち、更に幅広い活動展開へと意欲を燃やしている。

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市安田地区

⑤こんなことが話し合われています

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

（一社）安田地域づくり協議会
臨時役員会

令和２年１０月２２日 参加者：９名
・今年度中間決算の概要報告
・交付金の使用状況報告
・「お助け隊」の受注状況について
・顔出し看板の設置場所について

安来市荒島「未来あらしま」視察団
令和２年１１月２８日（石見津田駅）
荒島参加者：１９名 協議会６名
・パンカフェはあとでパンを販売
・地域の暮らしサポート実証事業での
パンカフェ開業までの経緯を説明
・質疑応答ののち、澤江会長の挨拶

「益田市議会議員との意見交換会」
令和２年１０月１４日

参加者：議員：石川忠司、福原宗男、
安達美津子、永見おしえ協議会：９名
・一社）安田地域づくり協議会の取組
の概要説明
・意見交換、地域マネージャーなど

取り組みの写真

〒６９９-３６７６
益田市遠田町３８４番地２
一般社団法人安田地域づくり協議会
TEL （FAX共用） ０８５６-２７-０００１

（一社）安田地域づくり協議会総会
令和２年６月１８日 参加者：３２名

・令和元年度の実績及び決算報告、
監査報告
・令和２年度の事業計画及び予算
・その他

①「やすだ村ええもん市」事業
新型コロナウィルス蔓延防止のためすべて
中止。その代わり石見津田駅で野菜市開催
《開催日》土曜日の９：３０～１１：００
７/２５、 ９/２６、１０/２４、１１/２８、１２/１９

②「地域お助け隊」事業

・草刈・庭木剪定・伐採・墓地清掃他の請負
・４月～１月受注件数：１０６件
・登録作業員：男性１５名、女性５名

③「史跡・遺跡整備」事業

・旧山陰道・丸山公園の草刈作業
・年二回実施：６/２８ 参加者：３９名
１０/１８ 参加者：３５名

④「地域環境整備」事業

・遠田川、嶽川河川敷草刈・漂流物回収
実施日：Ｒ２年６/２１、Ｒ２年６/２４
参加者：２名

⑤「パンカフェ運営」事業
・石見津田駅で「パンカフェはあと」の営業は、
お陰様で三年経過しました。地域の活性化に
大いに貢献しています。
・１１/２８安来市荒島地区「未来あらしま」視察
対応。
・１２/１６匹見上地区からの視察対応

⑥「地域内買物支援」事業

・福祉施設の車を利用して、移動手段を持た
ない高齢者などを連れて、地域内のスー
パーでの買物を支援（月二回）しています。



①地区の概要
【地区の現況】 令和３年１月末現在

総世帯数：６８９世帯 人口：１，４９６人
高齢化率：４８．３％

【地区の魅力】

毎年１２月中旬頃から１月中旬頃まで見頃の時期を迎える『唐
音水仙公園』は益田市を代表する観光地です。日本海の景色、
釣り、夕日、海水浴など、年間を通して地区内外から多くの人が
訪れます。旧山陰道や、国指定天然記念物『唐音の蛇岩』もあり、
地域資源に恵まれています。
【地区の課題】

少子高齢化により、地区の行事や草刈り作業などの環境整備
の運営、水仙の生産や伝統文化の後継者不足、また平成３０年
度で鎌手中学校が統廃合となり、地域全体で子どもを育てていく
ための環境づくりなど、様々な面で問題を抱えています。

【地区の課題】

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市鎌手地区

地域づくりのテーマ： 地域資源を活かし「住みよい」鎌手

④地域の魅力化に向けた取組

【団体長メッセージ】
市の支援をいただき令和２年３月２９日に役員９名の平均年齢５９才で設立いたしました。

地域の皆さんの協力を受けながら「住みよい」鎌手を目指して活動計画を作成いたしましたが、新型コロナ感染予防もあ
り、水仙ウォークをはじめ多くの計画が中止になり十分な活動になりませんでした。
令和３年度は一年目の経験と皆さんの協力を得ながら、より充実した活動となるよう努めます。

団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】
かまて地域づくり協議会 令和２（２０２０）年３月２９日設立

【構成団体、構成員】
・鎌手地区住民
・各種団体
・各自治会からの代議員 ２７名
・役員（会長１名、副会長２名、会計１名、部会長３名、監査２名）
・部会員
思いやり部会 ３８名
ひとづくり部会 ７名
魅力づくり部会 １５名

≪地域資源を大切にし伝える活動≫

『わかめの種付け』

鎌手小学校の５年生

鎌手地区住民

かまて地域づくり協議会

総 会

役 員 会

ひとづくり
部会

魅力づくり
部会

鎌手公民館

地域のボランティアの方々

『唐音水仙公園草刈り作業』

思いやり
部会

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市鎌手地区

⑤こんなことが話し合われています

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

移動困難者の支援を考える会
（思いやり部会）

地域で移動（買い物）に困っている人の支援
について協議している。実態把握をするため
鎌手地区全戸に「移動（買い物）困難に関す
るアンケート調査」を実施した。その内容を
基に今後対策を考える。

市議会議員との意見交換会
Ｒ2.10.6
人口拡大課、ユタラボとの意見交換会
Ｒ3.1.13

協議会の取組みや、課題、市やユタラボへ
の要望など、意見交換を行った。

アルミ缶回収プロジェクト
（魅力づくり部会）

鎌手小学校のアルミ缶回収を地域でお手伝
いができることを協議している。

鎌手児童クラブの子ども達に協力してもらい
告知放送を使って地域の方へ回収の協力を
呼びかけた。

≪お助け隊事業≫

地区民の「困った」を解決するために『お助け隊』
を結成。隊員は刈払機安全講習を受講し、依頼
を受け、農地や家屋周辺の草刈り、墓掃除など
有料で作業を請け負っています。
（受注件数 ７月～１２月 ３０件）

見守りの充実を図る活動をしています。

子ども１１０番の家について、子どもも大人もよ
く知ってもらい、地域ぐるみで見守りができるよ
う取り組んでいきます。

役員会
第１回 Ｒ2.4.15
第２回 Ｒ2.5.15
第３回 Ｒ2.7.15
第４回 Ｒ2.10.21
第５回 Ｒ3.3 開催予定

協議会運営についての進捗状況の確認な
ど。各部会の活動状況報告、把握など。

「唐音水仙公園駐車場誘導」
12月～1月、唐音水仙公園の平日の駐車場誘導

整理を『お助け隊』で行い、パンフレット配布や協
力金へのお願いをしました。土日は地域の団体
の方々が交代でされています。

住 所 〒699-3506
益田市西平原町571-7

名 称 かまて地域づくり協議会（益田市鎌手公民館内）
電話：FAX 0856-27-0501
ＭＡＩＬ csc-kamate@city.masuda.masuda.lg.jp

地域の情報を発信しています

KAMATEKOUMINKAN2020

思いやり部会

「家屋周辺の草刈り」

ひとづくり部会 魅力づくり部会
「子ども１１０番の家マップ作成」

登録されている方への取材を行いました。

どの場所にあり、どんな人がおられるのか、子ど
も達にわかりやすく親しみやすいマップになるよ
う、家や人の写真を載せて作成します。

まちづくり活動特別補助金でアウトドアやコー
ヒーに関する備品を購入しました。鎌手の魅力ス
ポットで場所を変えてコーヒーを淹れながら地域
の魅力を発見、再確認し、若い世代間の交流を
行います。地域の行事にも参加しイベントを盛り
上げ交流を図ります。

「Coffee work shop」

「鎌手魅力マップづくり」

魅力マップを作成するために、地域から情報
を集め、魅力巡りをしています。
レジャー、景色、史跡、お店など鎌手の魅力

が沢山あるこ
とを自分たち
で実際に見て、
感じながら作
成していきま
す。

Kamate.charm.lab



①地区の概要
【地区の現況】 （令和3年1月末）
人口252人、高齢化率48.0％

【地区の魅力】

・中山間地域に位置し、伝統芸能の神楽と自然を活用（さくら・あ
じさい・ホタル）したイベントを開催し、人との交流が盛んな地区
・小学校の跡地利用と、未耕作地の解消を図り、農産加工品の
製造販売により、活性化している地区
・種出身者に「種だより」と「ふるさと便」を発送
【地区の課題】
・人口減少・少子高齢化 ・耕作放棄地の増加
・後継者、担い手不足 ・小学校の跡地有効利用
・鳥獣害対策 ・空き家対策
・高齢者支援

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市種地区

地域づくりのテーマ： 地域の特性と自然を生かし、“ひとつの輪”になった「むらづくり」

②実施団体の概要
【団体の名称】
種むらづくり推進協議会

【構成団体、構成員】

④地域の魅力化に向けた取組

＊都会（地区出身者）へ地域の魅力を発信（フェイスブック、種だ
より、ふるさと便）

＊伝統芸能（石見神楽）を活かした交流人口の拡大

＊運動会等行事へのふるさと選手の参加

＊担い手育成

＊自転車全国大会が開催される場合は支援と交流人口の拡大

＊農産加工品の商品開発と販路拡大

＊農業法人による未耕作地の解消と新規作物の開拓

＊サロンを利用した拠点づくり

【団体長メッセージ】
令和２年は新型コロナウイルス感染症に伴い、各部会が計画した多くの行事が中止となりました。その中にあって
新しい取り組みとしては、災害対策部会が中心となって立ち上げた『種地区自主防災組織』です。５８水害を経験し
た地域としては遅い取組みであったかとも思いますが、研修・話し合いを通して地域の理解を深め設立しました。今
後は高齢者を中心とした実施訓練等を重ね、災害に備えたいと思います。
今後も各部会との連携を図り、種地区ならではの取組みを考えて行きたいと思います。

団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

種むらづくり推進協議会
（種地区住民・賛助会員）
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種むらづくり推進協議会
（種地区住民・賛助会員）

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



＜高齢者・子ども支援部会＞
12月1日、第1回部会
・介護予防・日常生活総合事業訪
問型サービスＤの現状と問題点
の説明
・通所型サービスＢについての説
明

★問題解決にむけての提案に
ついて部会員の意見を聞く

会議やワークショップ、研修、
視察等の写真

島根県益田市種地区

⑤こんなことが話し合われています

お問い合わせ先

会議やワークショップ、研修、
視察等の写真

会議やワークショップ、研修、
視察等の写真

会議やワークショップ、研修、
視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

＜災害・定住合同部会＞
６月１１日、部会

・R2年度収支予算案について
・R2年度事業計画案について
・その他行事、他部会、空き家
出前講座について

＜役員会＞
5月22日、第1回役員会
・R2年度収支予算案ついて
・R2年度事業計画案について
・自主防災組織設立について

＜農業振興部会＞
12月18日、第１回部会

・水田用水路の修繕、未耕作地の
草刈りについて

目的、内容

取り組みの写真

目的、内容

〒６９９－３５０３
島根県益田市下種町１１７９－１
種むらづくり推進協議会（益田市種公民館内）
ＴＥＬ：０８５６－２７－１００８ （ＦＡＸ兼）

農業振興
・農業法人による荒廃地の解消
・新規作物の導入

地域活性化
・介護予防（通所型サービスＢ）

＜災害対策部会＞
7月21日、第２回部会
・自主防災組織を設立する

・独居・高齢者のみ世帯避難誘導
について
10月１日、第３回部会
・防災の話
12月6日、防災訓練

種公民館

・６月２１日あじさい園草刈り等手入れ

防災訓練
・１２月６日、自主防災組織設立後初の訓練

高齢者の集い～種ing～
１０月１３日、種地区高齢者ワークショップ
・サロン（ひだまり茶屋）活用についての意見を
集約
（テーマ➀サロンに集まって、みんなでやりたい
こと）
（テーマ②みんなで集まってやりたいこと（サロ
ン以外））（アンケート）



①地区の概要
【地区の現況】 （令和3年1月末現在）
・人口：444人、世帯数：195世帯、高齢化率：48.0％、
・総面積15.53㎢

【地区の魅力】
・豊かな自然に囲まれながら、市街地までは車で10分、萩・石見
空港も30分で行ける好立地な地域。

・益田十景にも選ばれている比礼振（ひれふり）山（別名：権現
山）に登れば、市内を見渡すことができる。

【地区の課題】
・少子高齢化 / 人口減少
・農業の担い手不足 / 耕作放棄地の増加 / 鳥獣被害
・空き家の増加 / 交通手段の減少 など

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市北仙道地区

地域づくりのテーマ： 『みんなが参加する、ひとづくりを通した、ワクワク感を大切にした、まちづくり』

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】

きたせんどう あした

北仙道の明日をつくる会

【構成団体、構成員】
会長１名、副会長３名、監事２名、コーディネーター１名
部会長３名、事務局長１名

◆つながり部会（９名）
◆課題解決部会（２２名）
（北仙活力隊 / 北仙よめな会）
◆定住促進部会（７名）

④地域の魅力化に向けた取組

つながり部会
▶小・中学生と地域の大人との交流を目的としたワークショップ、
「Kita no-ma」の企画・運営

▶物置状態になっていた図書室のリノベーション

課題解決部会
▶農産物の生産・加工・販売（北仙よめな会）
▶ 地域住民の困りごとの解決（北仙活力隊）
（主に草刈り作業）

定住促進部会
▶Facebookや自治組織だよりの発行など、地域情報の発信
▶ロゴマークを使ったTシャツやしおり、パンフレットなどの
広報資料の作成
▶竹灯篭イベントの開催

【北仙道の明日をつくる会 会長 伏谷正明さんからのメッセージ】

地区人口はシュミレーション（令和元年度資料）に沿うよう減少しています。しかし、高齢化率は市内でも数少な
い右肩下がりとなっています。

市街地に比較的住みやすい地域であるとの証明と言えます。地域の課題を汲み取り毎月の役員会、各部会の
討議を深め、公民館と連携しながら「住み続けたいと思える北仙道」を創っていきたいと思います。

団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

運営委員会
（各地区の
住民代表）

参画

総会
（会員・賛助会員）

課題解決部会
（部会長・副部会長・部会員）

定住促進部会
（部会長・副部会長・部会員）

つながり部会
（部会長・副部会長・部会員）

役員会
（会長・副会長・部会長・コーディネーター）

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



島根県益田市北仙道地区

⑤こんなことが話し合われています

⑥こんな地域づくりを行なっています

つながり部会（月1回開催）

毎月行う次世代育成・世代間交流事
業の計画・反省をしています。

今年は新型コロナの影響で思うように活
動ができませんでしたが、毎月集まり部
員がアイデアを出してあってできること
を計画しました。

定住促進部会（月1回開催）

北仙道の情報を発信するため、北仙
道のパンフレットVol2作成に向けて話
し合いをしたり、ロゴマークを使ったT

シャツ作りや、しおりづくりに向けて話
し合いを進めています。（令和２年度中に
完成予定）

Kita no-ma
公民館の行事と一緒に行い、お掃除ウォーキ
ングをした後、グラウンドに花を植えて花壇を
作りました。

草刈り活動等（北仙活力隊）

草刈りや木の伐採、庭の剪定など、住民の
お困りごとへの対応を行なっています。依頼
は年々増加しています。

★定住促進部会★

特産品の生産等（北仙よめな会）
なすのからし漬けや梅漬けなどの生産・販
売を実施。柚子みそも作りました。大正大学と
のコラボで来年度からは梅干しと柚子みそを
販売していく予定です。

竹灯篭の製作・展示
竹灯篭の点灯の当日竹灯篭のワークショッ
プを行い、その日に作った竹灯篭も一緒に点
灯しました。地域の方がたくさん見に足を運
んでくださいました。

役員会（月1回開催）

各部会の事業報告や内容検討を行っ
ています。その他外部から人を呼んで意
見交換会なども実施しました。

北仙道の明日をつくる会
Facebook

Tシャツ、しおり作成
ロゴマークを使ったTシャツとしおりを作成
中。Tシャツはユニカールのユニフォームや益

田まつり用の服として活用。しおりは石見空
港や各公民館、市役所などに置いてもらう予
定です。

お問い合わせ先

【お問い合わせ先】
〒699-3674島根県益田市大草町665−1

北仙道の明日をつくる会（益田市北仙道公民館内）
TEL・FAX ： (0856) 22-0218
Facebook：https://www.facebook.com/kitasendou/

北仙道合宿（デイキャンプ）

小学生〜中学生を対象とした日帰りのデイ
キャンプ。子どもと地域の大人の交流等を目
的に開催。ピザ作りをして皆で昼食を食べて
手作りキャンドルを作りました。キャンドルは
冊子と一緒に独居高齢者の方へ配りました。

★課題解決部会★★つながり部会★

北仙道の明日をつくる会
Instagram



①地区の概要

【地区の現況】
人口８４８名（男４０８名、女４４０名）、高齢化率３７．３％（令
和３年１月末現在）。

益田市の中心市街地に隣接した、都市部と山間部を併せ持つ
緑に囲まれた自然豊かな地区です。
【地区の魅力】

益田で唯一の一等三角点を有する韮草山や樹齢約１４０年の
岩栃しだれ桜、大谷城跡等の歴史的遺産が数多く点在している。

地域を挙げて子どもの地域活動やがん対策に取り組んでおり、
地域を元気にすることを目的とした活動が始まっている。
【地区の課題】

自然に恵まれた住みやすい地区であるが、少子高齢化による
人口減少、高齢者世帯の増加等により、後継者及び担い手不足
など、様々な課題が山積している。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市豊川地区

地域づくりのテーマ： 「住みよい豊川・住みたい豊川」そして未来へ とよかわの未来づくり宣言 ~ほしい未来は 自分たちでつくる~

②実施団体の概要 【団体の組織図】
【団体の名称】
とよかわの未来をつくる会
【構成団体、構成員】
◆ 豊川地区社会福祉協議会
◆ 豊川地区公民館運営委員会
◆ 豊川地区連合自治会
◆ 豊川地区民生児童委員
◆ 豊川地区更生保護女性会
◆ 豊川地区食生活改善推進協議会
◆ 豊川地区つろうて子育て推進協議会
◆ 豊川地区団体等
◆ 豊川地区地域住民（I・Uターン者等）
◆ 豊川小学校
◆ 豊川保育園
◆ 本会の目的に賛同する者

④まちづくり活動計画
第２期活動計画において、これまでの３年間の取組を継続・発展させる
ため事業計画に合わせ、より活動しやすい組織体制へと整理し、まちづ
くりプランにあげた地域の将来像を具現化するための取組を進める。
各部会における取組内容は下記の通り（抜粋）
◆ひとづくり部会（つろうて子育て推進協議会との連携）
✫とよかわ寺子屋の運営
小学生から高校生を対象として、学習支援、外国語教室、文化継承、
体験活動などの実施。
✫大人の学びの場づくり
マスダひとまちカレッジ「とよかわキャンパス」として大人の学びに繋が
る様々な講座を展開。
◆魅力づくり部会
✫空き家や遊休農地の活用
空き家や遊休農地について調査の継続、倒壊家屋の調査。空き家バ
ンク等の研修を実施。
✫お茶プロジェクトの実施
地区内で遊休資源となっているお茶の木を活用し、人を繋げ生きがい
創出に繋がる様々なお茶に関わるイベントを展開。

【団体長メッセージ】
本会は、自治組織設立4年目に入り、第2期のまちづくりプランの活動計画を進める中、新型コロナ
の影響で、計画した諸活動が制限され、前年度のような取り組みはできませんでした。
しかし、3密を避けながら「役員会」や「ひとづくり部会」・「魅力づくり部会」を開催し、諸事業の確認や
今後の方向性を議論することができ、次年度に活かす所存です。

団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

とよかわの未来をつくる会

顧問
相談役

活動支援
豊川公民館

賛助会員
本会に賛同する者
連合自治会
各種団体

ひとづくり部会
部会長・副部会長

運営委員

魅力づくり部会
部会長・副部会長

運営委員

役員会
会長・副会長・監事

事務局長・部会長・副部会長

総　会
会員　賛助会員

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



新型コロナウィルスにより、第１回

とよかわの未来をつくる会役員会は
中止とし資料にて報告。

定例総会の有無、ひとづくり部会、
魅力づくり部会の組織体制、役員会
年間スケジュール等（毎月、第２火曜
日開催）。

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市豊川地区

⑤こんなことが話し合われています

〒６９８－００１２
島根県益田市大谷町３３４－１
とよかわの未来をつくる会（益田市豊川公民館内）
ＴＥＬ：０８５６－２２－０２０５
ＦＡＸ：０８５６－２２－０２０５
Ｈ Ｐ：http://masuda-toyokawa.wixsite.com/miraidukuri/

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

定例総会「書面表決」について

各戸（約３１０戸）へ書面表決書を配
布。１６３戸より回答いただき、地区
民の理解と協力により定例総会の議
案は可決。回答率５２．６％

令和２年６月２８日付けをもって承
認。

令和2年 ５月１２日（火）

とよかわの未来をつくる会臨時役
員会を開催（豊川公民館） 。

前年度、事業報告、決算報告、概
要規約の一部改正案等、流れについ
て説明。定例総会は開催せず書面
表決にて対応。

今年度は新型コロナウィルスの影
響もあり、役員会１０回、ひとづくり部
会３回、魅力づくり部会３回（空き家・
特定家屋研修を含む）を開催。

第２期まちづくりプラン（活動計画）
により、新たな地域づくりに沿った活
動に取り組むための話し合いを実施。

目的、内容

取り組みの写真 取り組みの写真 取り組みの写真

目的、内容 目的、内容

★「とよかワゴン」の整備

まちづくり活動特別補助金により乗降
の際の安全確保の為の車両整備、自治
組織アピールの為のラッピングを行う。

★大人の学びの場づくり

ひとづくり部会等女性をメインに「色ん
な人を元気にしていく」企画・運営に取組
んでいる。「フラワーアレンジメント教室」、
「パッチワーク教室」等を開催。

★お茶プロジェクトの実施

遊休農地の活用の研究として始まった
「お茶プロジェクト」では、季節に応じたお
茶の楽しみ方を提案するワークショップ
等を開催。

★中世益田発祥の地「豊川」を感じる

とよかわの未来をつくる会と豊川小学
校がコラボし豊川地区の魅力をＰＲ。

地元の歴史や水引きアクセサリーの販
売など日頃の学習成果を発表。

★スタディスペースとよかわ（体験活動）

とよかわの家での五右エ門風呂や囲
炉裏の体験。普段経験できない貴重な
昔体験を行う。

★「とよかわの家」の充実

益田東中２年生（生徒２５名）や絆会
（久々茂）、地区の方々の協力により裏
庭の竹垣を作成。



①地区の概要
【地区の現況】（令和3年1月末現在）
◆人口： 347人（高齢化率：52.7％／ 162世帯 ） ◆自治会： 8
◆面積： 29.72㎡ ◆市内より約15km（車で約20分）
【地区の魅力】
日晩山（標高744ｍ）の伏流水を利用した米や豆腐が特産品。Ｈ23年度

から公民館・地域商社・小中学校が連携して開始した「食育活動」が実を
結び、現在は社会福祉法人も参画し発展。さらに真砂保育園の「里山保
育」は地域住民を巻き込んでの小さな福祉活動として定着しており、これ
らの複合的でアットホームな取組が小さな山間部の地区ながらソーシャ
ルイノベーションの事例として地域づくりの専門家からも注目されている。
【地区の課題】
深刻な人口減少に伴い今年度は9月末で公共交通路線が撤退し、3月に

は中学校が閉校となる。しかし中学校跡地に小学校等複合化施設が建
設されることが決定。この機に当地区にとってベストな地域の在り方につ
いて模索し、全住民で明るい未来を共有・現実化したい。また“住める空
家”不足から、移住希望者の受け入れ対策も最重要検討課題である。

島根県益田市真砂地区

地域づ く りのテーマ ： 「 食育 」 と 「 福祉 」 を主軸に 、地域で子どもを育てる “ 子育てしやすい ” ま ちづ く り

②実施団体の概要 【団体の組織図】

【団体の名称】

地域自治組織「ときめきの里 真砂」（H28.4.24設立）

【構成団体、構成員】

会長1名、副会長2名、監事2名、会計・事務局長1名
自主防災団体 事務局1名
・支え合い部会 （男性3名、女性4名）
・学び合い部会 （男性5名、女性3名）
・きずな部会 （男性9名、女性8名）

◆他主要活動

・真砂小学校複合化施設建設に関わる対応
・交流拠点tele-glue（てれぇぐれぇ）運営施設管理
・地区イベント事業運営

【団体長メッセージ】 地域自治組織「ときめきの里 真砂」も設立後二期５年が経過しました。この間「路線バス
真砂線の撤退、真砂中学校の閉校、歯止めの利かない人口減少」など深刻な問題が山積してしまいました。しか
し地域の方の頑張りもあり、「デマンドバスの実証運行の開始、小学校を核とした複合化施設建設の決定」など、
明るい陽射しも差しています。一方で、人口減による子どもたちの減少は、地域を元気づけてくれる源である保育
園・小学校の存続に関わる今最も大きな課題でもあります。他の課題と合わせて「ときめきの里 真砂」と地域の
方が力を合わせて前を向いて進んでいかなければなりません。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）
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④地域の魅力化に向けた取組

◆保育所への給食食材提供
Ｈ23年より、高齢者の生きがいづくりを目的に家庭菜園のあまり野菜を市

内保育所や福祉施設の給食食材等として提供しており、画期的なスモー
ルビジネスとして多数の専門家からも評価を得ている。 さらに独自の土
づくり等で真砂野菜のブランド化を図り、Ｈ28年からは西洋野菜の栽培も
開始。市内のレストランや豪華寝台列車トワイライトエクスプレス瑞風（ＪＲ

西日本）のランチ食材としても少量ながら出荷している。

◆子どもたちの食育活動
同年より始めた小学校の授業の中で地域の大人やプロのシェフ等を講師
として学ぶ食育活動は、野菜づくりからメニュー開発、地区内レンタルカ
フェで飲食提供・接客までを体験し、子どもたちの自己肯定感やコミュニ
ケーション能力の向上、故郷を愛する心を養うこと等に繋がっている。

◆ふれあいバスツアー
交通弱者（主に高齢女性）を対象に、デイサービス送迎車の空き時間を
利活用し、市内大型ショッピングモールで買物をした後、真砂保育園にて
園児と給食を食べながら交流するバスツアーを月６回実施している。

自主防災
団体

小

学
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資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



ときめきの里 真砂 役員会

真砂中学校の閉校に伴い、学校耐震化
協議会より小学校等複合化施設建設に
関わる一切の業務を引き継ぎ、住民総意
の提案書をまとめて市に提出。施設完成
後を見据えた地域や自治組織の在り方、
施設の活用方法等について協議。

島根県益田市真砂地区

⑤こんなことが話し合われています

【ときめきの里真砂 事務局】
〒698-0411 益田市波田町イ538-1（真砂公民館内） TEL／FAX 0856-26-0002
HP （真砂＋） http://masagoplus.jp/
facebook（真砂＋） https://www.facebook.com/masagoplus/

お問い合わせ先

⑥こんな地域づくりを行なっています

交通対策協議会
＜デマンドタクシー実証実験事業＞

９月末で路線バスの廃線が決定したこと
から地区交通対策協議会を再結成し、バ
スの利用者を中心に聞き取り調査を実施。
法律の制限がある中、市と協議を重ね、
代替運行として10月より１年半のデマンド
タクシーの実証実験を行うこととなった。

ときめきの里 真砂 特別対策委員会
＜小学校等複合化施設建設対応＞

令和5年に完成予定の小学校等複合化施

設が真砂の全住民にとって日常的に利用
できる有意義な施設となるよう、具体的な
プランの検討・市との協議・住民への周知
等を行う特別対策委員会を結成し対応。

メモリアルイベント実行委員会
＜中学校のある最後のイベント企画運営＞

今年度は中学校閉校による「特別な一
年」となることから、特別実行委員会形式
での取り組みに一新。コロナ禍でさくら祭
は中止を余儀なくされたが、大運動会や
まるごとフェスタは規模を縮小し開催。
心温まる思い出に残るイベントとなった。

地域活動交流拠点

ひら山のふもとカフェtele-glue（てれぇぐれぇ）

目的：飲食店のない当地区において、住民が
気軽に集まり、飲食しながら地区内外と交流
できる場づくり等を目的にＨ28年にオープン。

概要：調理師免許の資格不要で誰でも“いちに
ちカフェ”ができる厨房付きレンタルサロン。
定期出店は、住民による週２回の「早朝モー
ニングカフェ」（朝6：00～9：00頃まで）の他、市内
癒し系施術グループの月一イベント「マッサー
ジとランチとおやつ」。
コロナ禍により制限せざるを得ない期間もあっ
たが、定期出店以外にも地元民によるマコモ
カフェ等、テイクアウトで工夫しながら地区内
外の交流人口増加の機会を創出した。

きずな部会・学び合い部会共催

多世代交流イベント

目的：地域の子どもと大人が様々な活動により
つながることで、子どもたちの思い出づくりと地
域への愛着形成を、また大人が活動を通し地
域の子どもたちの性質を把握したり様々なこと
を伝えることで次世代育成を図る。

概要：① 「親子で川遊び」
８月17日実施。 参加者26名。
柿原地区の匹見川にて、渡し船体験やBBQ等
をして楽しんだ。

②「ナイタースポーツ交流会」
期間：8～10月 月一回１９時～ 全3回開催。
各回約40名の参加。
中学校体育館にて、幼児から普段関わりの少
ない高校生まで多くの子どもたちが参加した。

まちづくり特別補助金事業

リモート地域づくり整備

目的：コロナ禍で地域づくりが停滞したことか
ら、リモートでも事業が継続できるよう整備。
また終息後においても、過疎地ならではの不
便不安の解消や、ギガスクール構想に合わ
せ社会教育面でもオンライン化を進める。

概要：① 「保育園発表会オンライン配信」
12月13日実施。 東京からの参加希望者７名
に対して発表会をリアルタイムでzoom配信。

② 「こどもタブレット写真展」
３月に閉校し見納めとなる中学校校舎のある
風景を小学生の目線でタブレット撮影し、卒
業式後解体前の３月下旬頃に写真展を開催
予定。会場では写真データを映像化して閲覧
できるコーナーも設置する。

http://masagoplus.jp/


①地区の概要
【地区の現況】
人口 ： 3,873人 世帯数 ： 1,739戸
高齢化率 ： 44.6％ （令和３年１月末現在）
自治会数 ： 17 益田市においては中規模の地区である。
【地区の魅力】

各金融機関、保育園、小学校・中学校・養護学校、自動車学校、
個人医療機関、薬局、各種福祉施設、スーパー、コンビニエンス
ストア、飲食店などがあり、普段の生活には困りません。

また、清流高津川や匹見川が流れ、鮎釣りや川辺の活動など
たくさんの人が楽しめる自然環境が揃っています。2019年公開
の「映画高津川」ではロケ地のひとつにもなりました。
【地区の課題】

人口の減少が年々深刻になってきており、自治会役員の担い
手不足や自治会が維持できないといった問題も出てきています。

島根県益田市西益田地区

地域づくりのテーマ： 一人ひとりが輝く “いいまち にしますダ‼”

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】

西益田まちづくりの会

【構成団体、構成員】
西益田まちづくりの会
西益田地区連合自治会
豊田・西益田公民館運営委員会
豊田・西益田公民館
益田商工会議所西益田支部
西益田地区つろうて子育て協議会
西益田地区青少年健全育成協議会
地区住民

④地域の魅力化に向けた取組
■「映画高津川」のロケ地・西益田アピール事業

２０１９年に先行上映された「映画高津川」は、高津川流域
に住む人々とその環境を描いたすばらしい作品となりました。
市内外や県外からもロケ地巡りで地区を訪れる人も出てきて
いることから、まちづくりの会ではこの機をとらえて西益田地
区の各所に“ロケ地アピール看板”を設置しました。また、ロ
ケ地のひとつである堤防を活かしたサイクリングイベントを開
催し、実際のロケ地で記念撮影したものをストラップにして参
加者にプレゼントしました。

【西益田まちづくりの会会長 牛尾智昭さんよりメッセージ】

「西益田まちづくりの会」は設立２年目を迎えました。今年度は新型コロナウィルスの影響で、予定し
ていた行事やイベントがほとんど中止となり、本会もなかなか思うように活動ができなかったように思
います。しかし、各検討委員会のメンバーはこのような状況の中でも、自分たちのできることを模索し、
スローガンである“いいまちにしますダ”を目指して少しずつ歩みを進めています。来年度は、西益田
のまちづくりがもっと地区内に浸透し、いろいろな人を巻き込んで活動ができればと思っています。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



６月２２日、西益田のまちづくりの未
来を考えようと、「持続可能な地域社
会総合研究所」より藤山浩氏を講師
にお招きし、西益田地区のまちづくり
について貴重なお話や、アドバイスを
いただきました。

島根県益田市西益田地区

⑤こんなことが話し合われています

〒699-5132
島根県益田市横田町454-3
西益田まちづくりの会（益田市豊田公民館内）
ＴＥＬ：0856-25-2222（ＦＡＸ兼）

お問い合わせ先

⑥こんな地域づくりを行なっています

地域振興検討委員会では、地区の
課題である空き家問題について検討
し、全世帯を対象に“空き家情報提
供アンケート”を実施しました。

地域福祉検討委員会では、地域の
困りごとを把握する方法について検
討を進めています。

地域安全検討委員会では、地区住
民に防災に対する意識を高めてもら
おうと「西益田地区防災カード」を作

成し、全戸に配布しました。また、１月
には「鳥獣被害対策学習会基本編」

を開催し、鳥獣の詳しい生態や、無
理のない対策方法等を学びました。

１２月に行った「まちづくり合同会」
では、運営委員会１８名、４つの検討
委員会３７名、顧問・監事５名が一堂
に集まり、フリートークをしながらこれ
からの西益田のまちづくりを考えまし
た。和気あいあいとした雰囲気の中、
今のまちづくりの会についての感想
や、意見、提案を出し合いました。

西益田 灯火祭
～中学生有志とまちづくりの会によるつながり協働プログラム～

「地域を元気にしたいんです！」「自分た
ちも地域のために何かしたいんです！」
そんな中学生の声からこの企画は始まりま
した。８月から中学生の有志と次世代育成
検討委員会が協働で進めていた竹灯ろう
企画を１１月７日に開催しました。
この日は、小学校や保育園、福祉施設、
地域の方々など多くの方に作成協力いた
だいた竹灯ろう約1,400本を展示し、約800
人にご来場いただきました。企画提案から
関わっていた中学生たちのとても嬉しそう
な顔が印象的でした。

手作りイルミネーション設置活動

昨年度から、西益田まちづくりの会運

営委員会主体の事業となり、今回で８回
目となりました。運営委員会と地域の協
力者の方々（合わせて２０名）と、横田中
学校の有志に協力していただき、豊田公
民館の周りに色とりどりのイルミネーショ
ンを設置しました。毎年恒例の事業です
が、地区内外からたくさんの方が見に来
てくださいました。特に今回は、コロナ
ウィルスの影響で沈みがちになっていた
人々の心に少しでもあたたかい灯りをと
もすことができたのでは…と思います。

自然の恵みを活かした活動

西益田地区には清流高津川が流れて
おり、年間を通して様々な“川の活動”が
行われています。小学生や保育園児を
対象とした稚鮎の放流体験、体ひとつで
プカプカ流れる親子川流れ、名人に仕掛
け作りから学ぶ川釣り教室、保育園児か
ら中学生を対象とした鮎体験交流（鮎の
つかみ取り、串刺し、投網、川舟に乗る
川漁の体験）など、西益田の川文化を学
ぶ活動を通して、次世代を担う子どもた
ちに自然の豊かさを伝えています。

西益田まちづくりの会 Facebook



① 地区の概要
【地区の現況 】
自治会数 ： 5、集 落 数 ： 23、世 帯 数 ： 262世帯
人 口 ： 508名 （ 男性 ： 234名、女性 ： 274名 ）
高齢化率 ： 52.0％ （ 令和3年1月末現在 ）

【地区の魅力 】
「 3本の県道と1本の農道の輪 」 で形作られ比較的標高差の少ない

当地区は、益田市指定文化財となっており絶景の眺望が望める 「 横山
城址 」、地区人口の3倍もの来場者が訪れる6月の 「 ホタル祭 」 、抜群
に美味しい 「 二条米 」、江戸期から昭和中期にかけて5軒もの旅籠 （は
たご ）が軒を連ね、物々交換の 「市 」が立つ基点となる街道筋の 「宿
場町 」だった等々、歴史ロマン漂う源氏ボタルの舞う桃源郷です。
【地区の課題 】
少子高齢化による人口減少から平成30年3月18日、惜しまれつつも

地区内にあった市立西南中学校が閉校。耕作放棄地・ 空き家の増加、

有害鳥獣被害の増大、後継者不足による地場産品の消滅危機、高齢者
の買い物難民化等、中山間地域特有の多種多様な問題を抱えています。

島根県益田市二条地区

地域づくりのテーマ ： 里山をいかし、人と自然がつながる二条

② 実施団体の概要 【団体の組織図 】
【団体の名称 】
地域自治組織

二条里づくりの会
【 構成団体、構成員 】

役員 ・運営委員 全26名
・ なりわい部会 5名 〔 副会長 ・ 理事各1名を含む 〕

男性4名、女性1名
・ ひと部会 6名 〔 副会長 ・ 理事各1名を含む 〕

男性4名、女性2名
・ くらし部会 11名 〔会長 ・ 副会長 ・ 理事各1名を含む 〕

男性7名、女性4名
・ 事務局長 ・ 監事3名 男性3名、女性1名

構成比 男性 ： 69.2％、女性 ： 30.8％
「女性陣の “ 生の声 ” は威力大！」

④ 地域の魅力化に向けた取組
二条里づくりの会は、「 なりわい ・ひと ・ くらし 」の3部会により構成さ

れており、本年度新しく策定された 「 令和2～7年度 元気なむらづくり
プラン Part.2 」 〔 6カ年計画 〕 に、活動の 「 7本柱 」

・ 次世代を育成する事業
・ 住民をふやす事業
・ 高齢者にやさしい事業
・ 新たな産業を興す事業
・ 安全安心な暮らし事業
・ 環境をよくする事業
・ 里山の環境を活かす事業
を引き継ぎ、4～8月期は新型コロナウイルス感染症の影響で活動が停
滞しましたが、その後は 「二条ふるさと便 （お中元 ・お歳暮 ）の受注と
発送 」、 「お試し体験古民家住宅 『つどい 』の活用 」、 「世代間交流
の実施 」、 「空き家バンクを活用した、UIターン者誘致 」、 「自主防災
組織の設立 」、「 ICT技術 ・ IoTデバイスを活用したサル防除活動を中
心とした、有害鳥獣対策 」、「地域マネージャー制と法人化の検討 」等、
差別化した取り組みに挑戦しました！

【 会長の回顧録と決意 】
平成27年度に 「 第1期 5ヵ年活動計画 」 を立て、「 7つの事業 」 について各3部会が地区民と協働して来ました。そし

て本年度、過去5年間の活動を 「 総括 ・ 反省 」 し、令和2年度からの新しい 「 第2期 6ヵ年活動計画 」 を策定、その事
業活動を本格的に実施する予定だったのですが、そこへ、昨年春先からの 「 新型コロナウイルス 」 の感染拡大騒ぎで
す。残念ながら、特に4 ～ 8月期は活動の停滞を余儀なくされてしまいました。
でも、騒ぎの収束後は、各3部会が活動計画に沿って事業を展開し、地域が活性化し、住民が安心 ・ 安全に暮らせる

よう、そしてもう一段飛躍出来るよう頑張る決意です。早く収束して欲しいですね。

③ 地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

二条里づくりの会
二条地区に住居する者

二条公民館

賛助会員
二条地区連合自治会

二条地区に本拠を
有する各種団体

本会の目的に賛同する
地区外の個人及び団体

総 会
正会員
賛助会員

役員会
会 長

副会長 〔 3名、各部会長 〕
理事 〔 3名、各副部会長 〕

事務局長 〔 1名 〕
監事 〔 3名 〕

ひと部会
正 ・ 副部会長
運営委員 〔 4名 〕

くらし部会
正 ・ 副部会長
運営委員 〔 9名 〕

なりわい部会
正 ・ 副部会長
運営委員 〔 3名 〕

事務局
事務局長 ・ 局員

合同部会
全役員 ・ 運営委員 〔 26名 〕

令和2年12月20日（日）に開催した 「 ミニ門松づくり 」
毎年の恒例行事となり、子供も大人も楽しみにしています！

品川勝典会長

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



島根県益田市二条地区

⑤ こんなことが話し合われています

⑥ こんな地域づくりを行なっています

お問い合わせ先 二条里づくりの会
事務局（二条公民館内）

〒６９８－２２５４ 島根県益田市桂平町７６番地１
Ｔｅｌ・Ｆａｘ ０８５６－２９－０００１

Web：https://nijo2project.wixsite.com/website
Facebook：https://www.facebook.com/nijo2project

【
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年
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月

17
日
（日
）

定
期
総
会
】

「 前年度事業報告 ・ 決算 」 と 「 今年度事業計画 ・ 予算 」 の承認を受ける
と同時に令和2年度の定期総会は、新型コロナウイルス感染症対策の為、新
旧の役員のみによる開催となり、次の6年間の道筋を決める 「 令和2～7年度
元気なむらづくりプラン Part.2 」 と 「 活動計画 」 が無事承認され、同時に
4名の役員改選が行なわれました。

【 12月3日 （木） 第7回役員会】

この役員会では、過去最高の
議題数「 23 」 を処理。まさに活発
な議論が交わされました！

【 11月12日 （木） 第1回
ひと ・ くらし部会合同会議】

これが初めての2部会合同の会議
であり、 「炊き出し訓練・収穫祭」
のことが主に話されました！

【令和3年1月12日 （火）
まちづくり意見交換会】

「 ユタラボ ・人口拡大課・本会 」
合同の初の意見交換会であり、忌憚
のない意見が交わされました！

【 10月14日 （水）全国過疎地域自立促進連盟 ・視察受け入れ】 【 11月14日 （土） 吉田地区研修会】 【 11月21日 （土） 匹見上地区研修会】

なりわい部会 ひと部会 くらし部会①《二条ふるさと便事業 》 《次世代育成 ・
交流人口拡大事業 》

くらし部会② くらし部会③
番外編！

《 天然素材まるごと猪
カレーリゾット寄贈式 》令和2年11月22日（日）に同時開催した、

「炊き出し訓練・収穫祭」にて初使用中
の、本年度「まちづくり活動特別補助金」
にて導入した「防災用かまどセット 」 （左）
と 「まかないくん基本セット 」 （下）
羽釜は一度に約5升炊け、アルミ鍋は
平均100人分の汁が出来ます！
当日は、薪の使用料等を確認する意味
もあり、基本データはバッチリ収集！その
後、地区内の団体に頼んで 「 3避難所に

20束ずつ備蓄 」 することに！
双方、アルミとステンレス製だか
らサビにも強く、長持ちすること
受け合い！
これからの突発的な災害時、当
地区での避難所運営に絶大なる
威力を発揮するでしょう！

《自主防災組織設立・
子ども社会教育事業 》

《鳥獣対策事業 》

《子ども社会教育事業 》

令和2年11月6日（金）、島根県西部農林振興センター職員を
講師にお招きし、桂平小学校の児童・地区民を対象に13:45か
ら14:30の5時間目を使って「クマ勉強会」が開催されました。
くらし部会の竹田部会長から、「 今年はクマとの遭遇率が高く
なる！」 とのことで、当日は全児童20名と大人12名が参加。
クマの生態を伺い、遭遇した時の 「 対処法 」 も学んで実践！
センターから持って来られた 「 小熊のはく製 」 には、子供達は
ワイワイガヤガヤ興味津々！
二条地区は、「 サル ・ イノシシ ・ アライグマ 」 については強い
が、「 クマ 」 の場合は防除が難しいのです。故に、毎年勉強会
を開いています！

令和2年12月20日（日）、子供達も楽しみにしている 「 ミニ門松
づくり 」が、旧柏原小学校の屋体で行なわれました。
前日に伐採された竹を持ち込み、地区の有志に「先生」に
なって頂き、大1組 ・ 小20鉢の門松を作りました。
竹を斜めに切るのが大変難しいのですが、先生の手ほどきを
受けながら、見事に切り終えた子供達！
大きな1組は、新しくなった桂平小学校の正面玄関前に設置！
松本校長先生も大喜びされたそうです。
これで二条地区は健やかな令和3年を迎えられたと、役員一同、
地区民全てが喜んだでしょうね！

令和2年10月2日（金）、今年で5回目となる 「 どんぐりの森づく
り活動 」 （ 森林を守ろう！山陰ネットワーク会議、主催 ： NPO

法人アンダンテ21、後援 ： 島根県企業局、協力 ： 本会 ） が行
なわれました。
これまでの植樹で3m近くに育った木もあり、苦労して植え守り
育てることがいかに大切か、泥だらけになりながら子供も大人も
学べる、大変有意義な1日でした。
来年以降も植えます！滋養豊かな広葉樹の森を取り戻そうと
するこの活動、興味のある方は是非、ご参加下さい！

本年度は、8月3日（月）にお中元、12月1日（火） 「 地元向け 」、
12月25日（金） 「 近畿益田会向け 」 のお歳暮を発送。
この年より近畿益田会へ向けての受注活動を始め、初めての
営業活動にもかかわらず 「 お中元 ： 12箱 」 ・ 「 お歳暮 ： 16箱 」
の心温まるご注文を頂き、地元の方々からも 「 お中元 ： 11箱 」 ・
「 お歳暮 ： 29箱 」 のありがたいご注文を頂きました。
これからは、「 二条米のブランド化 」 に本格的に取り掛かり、
「 二条米単体のお歳暮 」 をセッティングしても良いのでは？

【 お中元 】 【お歳暮 】
地元向け

【お歳暮 】
近畿益田会向け

10月14日（水）、全国の過疎に悩む地方自治体の首長さん方が
役員に名を連ねる「全国過疎地域自立促進連盟」の視察団4名
の方々が来館、「 ICT技術 ・ Iotデバイスを駆使した先進的な有
害鳥獣対策の話をして欲しい 」 との要望で約2時間、公民館と羽
原の現場で視察受け入れをしました。
大学教授2名と事務局の方々で、特に会津若松市の会津大学
の藤井先生はまだ若い方で、同じ田舎で共感される部分が多々
あったのか、まさに質問の嵐！それに対して、竹田さんと佐藤
さんが理路整然と説明されるのを見て、「 本会そして二条地区
は、この方々によって保たれている！」 と思わされかつ誇らしく、
非常に中身の濃い1日でした！

11月14日（土）、吉田地区連合自治会・吉田の未来を考える
会主催で「まちづくり研修会」が開催され、「およそ10年間にも
及ぶ二条地区の過程と課題を聞かせて欲しい」 とのことで、品川
会長・岡﨑副会長・竹田副会長・豊田事務局長・堀江応援隊
員の5名で行ってまいりました。
先方の大久保会長さんも品川会長も、「 人口からして町の規模
は随分と違うが、設立の過程においては何か参考になることが
あるかも知れない 」 との同様の挨拶をされていました。
後日、先方の参加者アンケートの集計結果が送られて来ました
が、好意的な感想もあれば、中々手厳しい意見もあり、それは
それで講演に行ったこちらの勉強にもなった訳です！

11月21日（土）、2週続けての
講演は今度は匹見上地区で、
先方の地域自治組織 「 匹見上
清流の郷 」 からのお招きで、
こちらは田舎同士ながらの 「 有
害鳥獣対策のイロハを教えて

欲しい 」 とのことで、品川会長・竹田副会長
・佐藤理事・豊田事務局長・堀江応援隊員
の5名で行ってまいりました。
地区が代われば悩まされている鳥獣害も別
で、匹見上はむしろ「ツキノワグマ」の害が
多いそう！ただ、本会の「サル囲い檻」の話
には食いついて来られ、佐藤さんのスマホを
回し見ては（左写真）、「これはすごい！こ
れで画面をタップすれば、扉がシャットダウン
出来るのか 」と感心しきり！何か地区の為に、
学んで頂けたら良いですね！

令和2年10月16日（金）、本会くらし部会の部会長を務める竹田
尚則氏経営の株式会社タケダPDCより、この程開発された非常
（保存）食 「天然素材まるごと猪カレーリゾット 100食」が、益田
市経由で本会に寄贈されることになり、市役所で山本浩章市長へ
の寄贈式が執り行われました。
当日は、本会より品川会長、林市議会議員、佐藤理事、豊田
事務局長、堀江応援隊員の5名に加えて、（株）タケダPDCより
竹内知江子さんが参加。3階大会議室で市長挨拶に引き続いて
「 目録贈呈 」 と試食が行なわれ、山本市長も島田政策企画局長
も 「 非常に食べやすいですね！」 と絶賛！現在2年間 （ 将来的
には6年間 ） の長期保存可、アレルゲン27品目不使用で、アレル

ギー体質の方にも安心です。
今後、災害時に「指定避難
所」となる 「旧西南中学校・
二条公民館・桂平小学校」の
3カ所に配備・備蓄されます。
いざという時の力強い味方に
なってくれそうですね！



①地区の概要
【地区の現況】

人口：３15人、高齢化率５２．7％ （令和3年１月末日現在）
【地区の魅力】

地域住民のボランティアにより里山の豊かで美しい景観の維
持向上が図られています。近年、耕作放棄地対策や景観向上
を目的に、大輪のひまわりを一面に咲かすことで住む人を癒し
ています。毎年開催される「ひまわり祭り」では、訪れる多くの
方々の目を楽しませ交流人口の拡大に繋がっています。

また、中世の山城「桜田城」を地域のシンボルと位置づけ、地
元の歴史を学ぶ拠点とすべく整備を進めています。
【地区の課題】

住民が安心して暮せるよう持続可能な地域づくりのため策定
した「まちづくりプラン」に則り活動していますが、その原資の大
半は住民のボランティアに支えられたものであり、今後自主財
源を確保できるような新たな事業展開が必要と考えています。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市美濃地区

まちづくりプラン将来像 「あたたかな絆に支えられ、みんなが安心して暮せる美濃づくり」

【団体長メッセージ】団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

②実施団体の概要
【団体の名称】
はつらつ美濃の里 〔平成29年5月27日設立〕

【構成団体、構成員】
委員数 34名（うち役員 12名）
事務局長（会計）1名、事務局 3名

◆ 美濃公民館運営委員・・9名
◆ 自治組織代議員・・・・・・・・・・・・・・20名
◆ 区域内団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・24名〔重複1名〕

新しい拠点施設（新美濃公民館）完成)

竣工式：令和２年３月２８日（中止）

（生涯教育・集い・子育て支援・防災・医療など
多機能を有した拠点として期待されています。）

急速な人口減と高齢化の波が周辺地域に深刻な影響を与え、生活する上で様々な課題が生じ
ております。その状況を住民自ら少しでも改善しようと、平成２９年５月自治組織「はつらつ美濃の
里」を立ち上げ、既存の協力団体と共に安心して暮らせ豊かな生活が送れるよう活動を進めてお
ります。今後さらに、誇りある地域、持続可能な地域となるよう活動の輪を広げて行きたいと考え
ております。

④地域の魅力化に向けた取組
● 「共に学び、絆をつくる」：結い学び部会
・地域マップ（見守り・防災）づくりのため調査・資料集め
・歴史の掘り起こしと継承事業（伝統行事・山城整備・史跡）

● 「共に支え合える美濃」：てごすけ部会
・外出支援事業「てごすけ号」の運行
・耕作放棄地対策（草刈機器の貸し出し）、おたすけ隊事業

● 「人をつなぎ、未来へつなぐ」：ええ出合い部会
・ＳＮＳ勉強会を開催、ＬＩＮＥの活用、空き家調査
・地区外への広報誌配布、地区ＰＲ映像の作製

◆ 「灯り」が照らす地域再生事業：ぼんぼりの会
・流しこいのぼり〔春〕/ぼんぼりロード〔夏〕/ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ〔冬〕
・環境保全整備事業/地区内行事の実行支援

◆ 「癒し」がもたらす景観向上推進事業：美濃ジャスミンの会
・景観保全活動〔ヒマワリ〕、特産品開発〔油、石鹸、クリーム〕

◆ 地域の「笑顔」で交流促進事業：美濃ふれあいサロンの会
・今年度はコロナ禍のため中止です。資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



定期総会の様子（５月）
前年度事業報告・決算報告
新年度事業計画案・収支予
算案の承認
（まちづくり活動特別補助金
事業案の検討他、３部会の活
動計画及び予算について）
規約の改正
役員改選

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市美濃地区

⑤こんなことが話し合われています

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

はつらつ通信（地区広報
誌：毎月発行）を美濃にゆ
かりのある地区外在住者に
毎号発送（ええ出合い部
会）。これからも絆を大切に
していきます。
発送部数２７部

盆行事開催について協議

令和元年度より運営主体が
公民館から地域自治組織と
なりました。実施内容に大き
な変更はありませんが、自治
組織に会計が組み入れられ
ることになりました。

目的、内容

取り組みの写真 取り組みの写真 取り組みの写真

、内容スマートフォン

目的、内容

【〒 ６９９－３７６６ 島根県益田市美濃地町 イ１４０－１】
地域自治組織：はつらつ美濃の里
益田市美濃公民館内
℡：０８５６－２９－００３１ 〔FAX：同〕 Ｅ－mail: csc-mino@city.masuda.lg.jp
facebook   https://www.facebook.com/minotiku/ 〔はつらつ美濃の里〕

ひまわりで地域を元気に♪ ぼんぼりの会
（ぼんぼりロード）

４４０００本のひまわり畑

１２０００本のひまわり迷路鯉のぼり 掲揚

地区民６０余名でひまわり播種

文化祭 美濃はつらつ展
ＡＥＤ講習会

グﾗｳﾝﾄﾞゴルフ大会

山城健康ウォーク

「美濃ひまわり祭り」

樹名板作成（美濃
小の廃材利用）

中世の山城｢桜田城｣を地元の歴
史を学びなおす地域のシンボルと
して捉え、環境整備を行い、様々
な活動を通し活用されています。

また、地元に残る伝統行事の継
承を目的に子ども達を招きしめ飾
り作りなどを企画し、多世代交流
を行なっています。

美濃ふれあい祭り

スマートフォン勉強会

mailto:csc-mino@city.masuda.lg.jp
https://www.facebook.com/minotiku/


①地区の概要
【地区の現況】
人口：１，４３８人 世帯数：６５８世帯
高齢化率：４８．５％ （令和３年１月末現在）
【地区の魅力】

小野地区は、島根県西端に位置し、海岸沿いで山口県萩市と
接しており、古来「柿本人麿」生誕地として伝承されている。

益田十景にも２ヶ所が選ばれており、人形峠から見る雄大な景
観と三里ヶ浜の観音岩から見る夕日は絶賛され、その他小浜の
海岸は、東山魁夷画伯が皇居新宮殿及び奈良唐招提寺の壁画
のモチーフにした地である。（写真は宮ヶ島と衣毘須神社）
【地区の課題】

少子・高齢化の進行に伴い、拠点となる生活ゾーンの本機能
が消失してきており、とりわけ診療施設及び生活用店舗が減少
し、生活不安が拡大している。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市小野地区

地域づくりのテーマ：「海・山の恵みを活かす小野の里」

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】
夢あふれる小野の里

【構成団体、構成員】
○各自治会の会長・副会長 ○地区民生児童委員協議会会長
○地区老人クラブ連合会会長 ○地区社会福祉協議会会長
○地区食生活改善推進協議会会長○自主防災組織連絡協議会会長
○地区民生児童委員協議会 民生児童委員（女性委員）
○交通安全協会支部長 ○益田市消防団第１４分団長
○地区青少年健全育成協議会会長○地区交通対策協議会会長
○地区更生保護女性会会長 ○地区安全を守る会会長
○地区健康と福祉を推進する会会長 ○地区つろうて子育て協議会代表
○商工会支部代表 ○学校再編対策協議会会長 ○子ども会代表
○小野中ＰＴＡ会長 ○戸田小愛育会会長 ○地区人権同和協議会会長 ○一般会員

④地域の魅力化に向けた取組
■ 小野探訪ウォーキング

平成２７年度より毎年各地区持ち回りで会場を設定し、取組ん
でいる。
■ おの産直市

令和元年度より本格的に取組を開始し、当面は年間３回の開
催を目標としている。
■ 「子ども見守り活動」の実施
今年度４月より活動を開始した。
■ 「草刈り隊」の活動開始
今年度４月より活動を開始した。
■ 休日カフェ

平成３０年度より、地区内有志の方による「まろＣａｆｅ」を開始し
た。

※詳細については次ページに掲載。

【団体長メッセージ】
「住みよい地域とは？」 、「幸福度とは？」 自問自答をしながらの４年目です。

地域課題項目はニーズの集約でスタートし、解決を目指して多くの方が献身的な努力で少しずつ成
果が出されています。一方重要課題の解決には各種規制が立ちはだかり、実現の難しさを感じてい
ます。コロナ禍の今日、「みんなの安全・安心」を基本に、視点を変えての解決手法も必要なのかとも
思わされています。 （夢あふれる小野の里 会長 宮内 巖）

団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

（役員会）
会長・副会長・事務局長
理事（５名）・部長（３名）

副部長（３名）

構成員
（団体代表）
３５名

構成員
（一般）
１６名

【サポート】
小野公民館 《運営委員会》

《役員会・運営委員会の構成》

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



島根県益田市小野地区

⑤こんなことが話し合われています。

夢あふれる小野の里
〒６９９－３７６３ 益田市戸田町イ５０１番地
電話・ＦＡＸ：０８５６（２８）０００１
フェイスブック：＠hitomaro201707

お問い合わせ先

【防災環境部の会議・取組】

防災環境部では、地区民へ
の防災意識の啓発活動として、
防災掲示板を活用した取組を
行った。また、生徒・児童の通
学途上における危険個所につ
いての対策等を協議した。

【生涯学習産業部の会議・取組】

生涯学習産業部では、主に
「小野探訪ウォーキング」や
「おの産直市」の実施計画等
について協議を行った。
・「おの産直市」～１回実施。
・「小野探訪ウォーキング」に
ついては中止。

【健康福祉部の会議・取組】
健康福祉部では、地区内
の「ＡＥＤマップ」を更新し、
「たより」等に掲載して地区
民へ周知した。また、小野公
民館等３施設について、閉
所時でも持ち出しができるよ
う室外管理に移行した。

【役員会】

今年度は「新型コロナウイ
ルス」の影響を受けて、新年
度の事業開始が大幅に遅
れたため、役員会について
は年度初め、年度末の計２
回の開催であった。

■防災掲示板を活用した啓発活動
（防災環境部会の取組）
地区内全域（２２箇所）に設置している防災掲示
板を活用し、地区民の防災意識が高揚するよう
啓発活動を行った。
（掲示内容）
・「小野地区ＡＥＤマップ」
・「防災標語」～小野中学校生徒作品

■ 「小野地区草刈り隊」の活動
（防災環境部会の取組）

地区内独居高齢者世帯を中心にして、
家周辺の草刈等の環境整備支援を行う
ことを目的として、「小野地区草刈り隊」
を結成した。

各自治会より２１名の「草刈り隊員」を
選任し、今年度４月より活動を開始した。
《作業実施件数（１月末）：１３件》

■ 「おの産直市」の取組
（生涯学習・産業部会の取組）

今年度も年間３回の実施を目標に進
めてきたが、「新型コロナウイルス感染
拡大防止対策」を考慮し、しばらくの間
開催を見合わせた。

１２月に少し規模を縮小して第１回目と
なる「産直市」を開催した。悪天候の中、
またコロナ禍の中にも拘わらず約８０名
の方が来場し、賑やかなイベントであっ
た。
■ 「まろＣafe」の実施

地区内有志の方々が積極的に協議を
重ね準備を進めてきたが、「コロナウイ
ルス感染防止対策」を考慮し、今年度は
開店しないことを決定した。

⑥こんな地域づくりを行なっています。

■ 「子ども見守り活動」の実施
（防災環境部会の取組）

全国的に「見守り活動」等の支援活動
が推進されている実情を踏まえ、地区内
自治会から２６名の隊員が選任され、
「小野地区子ども見守り隊」を結成した。

４月より活動を開始したが、「新型コロ
ナウイルス」 の影響により臨時休校期
間が続いたが、６月以降においては本格
的な活動を実施した。



①地区の概要
【地区の現況】（令和３年１月末日現在）
人口：１，８２１人、世帯数：８０４世帯、高齢化率：４１．８％
市の中心部から西に約１０kmのところに位置し、高津川・白上

川流域の平坦な田園地帯と棚田（日本棚田１００選）その周辺の
山間・丘陵部で構成されている地域です。
【地区の魅力】
・大道山と麓に広がる中垣内の棚田
・平坦な土地に広がる田園・農園
・国営西部開パイ事業
・石見臨空ファクトリーパーク
【地区の課題】
・交通弱者対策
・不法投棄問題
・有害鳥獣駆除対策

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市中西地区

地域づくりのテーマ： ヘルスポイントで地域を元気に！ ～いつまでも暮らし続ける仕組みづくり～

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】
中西地区自治組織設立準備委員会

【構成団体、構成員】
・各運営委員会
・地区連合自治会会長会
・地区老人クラブ連合会
・地区不法投棄見廻り隊
・地区食生活改善推進協議会
・地区小・中学校
・中西ヘルスポイント実行委員会
・中西いき活き市実施委員会
・中西なんでもお助け隊
など

④地域の魅力化に向けた取組

○中西地区自治組織設立準備委員会
設立に向けての協議・プランの策定等

○中西なんでもお助け隊
高齢者のための支援活動

○不法投棄見廻り隊
不法投棄への啓発と環境美化の意識向上活動

○花いっぱい運動
自治会ごとに花木を植栽していただき地域の景観向上活動

○イノシシ用檻貸し出し
イノシシの被害対策

○有害鳥獣駆除対策
有害駆除花火講習の受講者の推進・駆除対策

【団体長メッセージ】
現在、今年度３月の組織の立ち上げを予定し、準備委員会・各部会での協議を進めており、既に立ち上がってい
る地区も参考としながら、中西地区の個性を活かし地域課題に特化した活動に取り組み、自立出来る組織となる
ように努力していきたいと考えております。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

中西地区自治組織設立準備委員会

各運営委員会
連合自治会

地区老人クラブ連合会
不法投棄見廻り隊

地区内各種団体・ボランティア

【中西ヘルスポイント制度】
・中西ヘルスポイント実行委員会
・中西いき活き市実施委員会
・中西なんでもお助け隊

【事務局】
中西公民館

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



自治組織設立に向けて組
織づくりについて協議し、
まちづくりのプランやテー
マ、理念、事業計画等の説
明を行いました。

自治組織設立準備委員会

島根県益田市中西地区

⑤こんなことが話し合われています

〒６９８－２１４１
島根県益田市白上町イ７４３－２ 中西公民館内
中西地区自治組織設立準備委員会
ＴＥＬ：０８５６－２８－０５０１（ＦＡＸ兼） E-mail：csc-nakanishi@city.masuda.lg.jp

お問い合わせ先

会議やワークショップ、研修、視
察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

不法投棄見廻り隊

不法投棄への啓発のため
パトロールする際の注意点
やパトロールする場所等
様々な意見交換がされまし
た。

花いっぱい運動

中西ヘルスポイント制度

中西ヘルスポイント制度を開始して１０
周年を迎えました。

美しい環境を守って、心温まる人間関
係をつくるために各自治会へ花木を配布
し、それぞれが管理している花壇や道路
沿線に植栽していただいています。

中西なんでもお助け隊

中西ヘルスポイント制度の一環として
平成２７年から本格的に始動しました。
今年度は草刈りに加え蜂の巣の除去や
病院への付き添い等の依頼も増えてき
ています。

不法投棄見廻り隊

不法投棄の多い箇所を黄色のジャケッ
トを着て見廻りすることによりゴミ拾いだ
けでなく行き交う人への啓発にもなって
います。今年度は松原西線・松原の開パ
イをパトロールしました。

イノシシ用箱罠貸し出し

地区内のイノシシ対策として、箱罠５基
を準備し、地区住民へ貸し出しているが、
５基では足りていないのが現状です。

有害鳥獣駆除対策

動物駆除用花火を使用出来る方が増
え、地区内で問題となってる有害鳥獣の
深刻な様子がうかがえます。



①地区の概要
【地区の現況】（令和３年１月末現在）
■人口 ７４２人 ■世帯数 ３７０戸 ■高齢化率 ４６.５％
【地区の魅力】

多くの自然と歴史があり、その中でも四ッ山は東仙道を語る上で
欠かせない存在です。また、「ひだまりパークみと」にはグラウン
ド・ゴルフ場、さくらドーム、サッカー場があり、市内外から多くの
利用者が訪れています。特産品は柚子やいちご、米、ベビー
リーフなどの農産物で、いちごについては、いちご狩りが観光交
流につながっています。
【地区の課題】

少しずつ新しい家が建ち、子育て世代の家族が増えていますが、
一方で市営住宅等に住む子育て世代の所得が上がるとともに
家賃も上がり、地区外への転出を余儀なくされているという現状
もあるので、変わらず保育所や小学校の児童減少が課題となっ
ています。また、高齢者の独り暮らしや空き家が目立ってきたほ
か、担い手不足により除草作業等の生活環境維持が困難になり
つつあります。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市東仙道地区

地域づくりのテーマ：助け合えるまちづくり

②実施団体の概要
【団体の名称】

【構成団体、構成員】

④地域の魅力化に向けた取組
■東仙道お助け隊
平成２８年度に発足し、活動を続けています。

令和２年度は、草刈りと木の伐採等合わせて１４件の依頼があ
り、のべ２５名の隊員が作業にあたりました。
■ふるさとカレンダー事業

５年目となる今年度は、益田市の日本遺産認定をうけ、構成文
化財となっている「神宝山八幡宮」をテーマとし、作成しました。
■東仙道寺子屋事業

放課後に小学校の空き教室を利用し、地域の方に見守ってい
ただきながら宿題を済ませて帰るという寺子屋事業が３年目とな
りましたが、今年度は新型コロナウイルス感染防止対策として実
施を見合わせました。
■東仙道花園ライトアップ事業

四ッ山山頂をはじめ、彼岸花、もみじや桜など、１年を通して東
仙道に咲く花や自然等をライトアップする事業を「まちづくり活動
特別補助金」を活用し実施しました。

【団体長メッセージ】

新型コロナの影響で各種事業のできない１年でした。この状態は先が見えませんが、いろいろ工夫
しながらやっていきたいと思います。そして、着実に少子高齢化へと進んでいます。そうした中、少し
でも歯止めをかけ、住んで良かったと思える地域を目指して努力したいと思います。

東仙道ちいき協議会会長 草野和馬

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

【団体の組織図】

東仙道地区住民

東仙道ちいき協議会

各種団体
団体 団体 団体 団体

団体 団体 団体 団体

団体 団体 団体 団体

各自治会
小原自治会

小原郷自治会

三谷自治会

仙道自治会

下都茂自治会

笹倉自治会

朝倉自治会

協
力

協力
仙道自治会 小原郷自治会

笹倉自治会下都茂自治会

三谷自治会小原自治会

朝倉自治会

東仙道婦人会東仙道青年団東仙道老人会連合会

東仙道小学校ＰＴＡ 他２２団体、１４企業

東仙道ちいき協議会

協力

協力公民館

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



■東仙道花園ライトアップ事業

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市東仙道地区

⑤こんなことが話し合われています

〒６９８－０２１２
島根県益田市美都町仙道２５３－１
東仙道ちいき協議会 【事務局】東仙道公民館内
ＴＥＬ：０８５６－５２－２５４０ ＦＡＸ：０８５６－５２－２１９３
東仙道ちいき協議会Facebook https://www.facebook.com/higasisendo/
映え！東仙道Instagram www.Instagram.com/higashisendo/

お問い合わせ先

⑥こんな地域づくりを行なっています

■東仙道お助け隊（互助部会）

高齢などの理由によって、草刈りが困難になった方の代わりに草刈りを請け負うのが基本ですが、木の伐採や空き家の草刈
りなど多岐にわたっての要望があり、出来る範囲で作業にあたりました。

また、（株）キヌヤさんの協力で行っている「お買い物バスツアー」も好評です。今後はニーズの把握と利用者の拡大に努めて
いきたいです。

■東仙道寺子屋（福祉健康部会）

放課後に小学校の空き教室を利用し、地域の方に見守っていただきながら宿題を済ませて帰るという寺子屋事業が３年目と
なりましたが今年度は新型コロナウイルスの影響で開催できませんでした。
今後は、見守りボランティアの増員や事業の広がりについて協議していきたいです。

■ふるさとカレンダープロジェクト（地域活性化部会）

地区の魅力を再発見してもらおうと毎年テーマを変えて続けています。今年度は益田市の日本遺産認定をうけ、構成文化財
となっている「神宝山八幡宮」をテーマとし作成しました。
日本遺産や自分が住んでいる地区の文化財について理解を深めるきっかけになればと思います。

■議員との意見交換会
東仙道ちいき協議会の取り組みなどについて意見交換しました。

今年度は新型コロナウイルスの影響で、総会を書面決議としたほか、全体会議を２回行
なったのみで、会議をほとんど開催することができませんでした。

各イベントの実行委員会では、どのようにしたら開催できるかを模索し、活発な意見交換が
行われましたが、残念ながら「桜を見る会」「グラウンド・ゴルフ大会」「四ッ山歴史ウォーキン
グ」「運動会」「文化祭」が開催に至らず中止となりました。

東仙道の自然を中心に四季を通じてライトアップし、地区の景観を良くするほか、写真映えスポットとして地区内外へ魅力を
発信し、交流人口増加を目指す東仙道花園ライトアップ事業を「まちづくり活動特別補助金」を活用して行いました。
８月は四ッ山各山頂、９月は彼岸花、１０月～１１月はもみじ、１１月～１月初めまで神宝山八幡宮の鳥居をLEDソーラーライト
でライトアップし、SNSで情報発信しました。３月にはアグリみとの水仙やひだまりパークみとの桜をライトアップする予定です。

明誠高校の生徒の視点でも一緒に情報発信に取り組んだほか、四ッ山各山頂や彼岸花のライトアップは、ひとまろビジョンや
山陰中央新報でも報道され、地区内外に広く情報発信することができました。

Instagram



①地区の概要
【地区の現況】
人口 887人、世帯数 460世帯、高齢化率 51.5％

（令和3年１月末現在）
【地区の魅力】
都茂地区は春の桜、秋の柚子。自然に囲まれた豊かな土地。

人が優しく、治安が良い。旧美都町の中心地であったことから、
総合支所、農協、郵便局、診療所、老人ホーム等があります。
【地区の課題】

少子高齢化、人口減少、買い物不安、交通対策、農地の管理、
鳥獣被害対策などたくさんの課題があります。
平成26年3月から、都茂地区連合自治会が交通弱者の移動手
段を提供する自治会輸送活動に取り組んでいます。

地域で考え、助け合いの中で少しずつ課題解決に向けて取り
組んでいきます。

動状況等何でも可

島根県益田市都茂地区

地域づくりのテーマ：「住みよい都茂、住みたい都茂、住み続けられる都茂」

②実施団体の概要
【団体の名称】
都茂地域自治組織「ささえ愛 都茂」

【構成団体】
自治会長、企画運営委員、会員

④地域の魅力化に向けた取組（概要）

【団体長メッセージ】
これまでも自治会や各種団体が地域課題の克服や活性化のためにさまざまな活動や取り組みをさ
れてます。この自治会や各種団体、住民が一緒に考え、共に活動に取り組んでいけば、それは大き
な力となります。地域自治組織は誰もが参画でき、課題や不安を克服のために一緒に取り組んでいく、
それを目指しています。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

総会
(定期総会・臨時総会)

① 自治会長
② 企画運営委員

③ 会員

役員会(8名)
会長 1名
副会長(部会長)            3名
副部会長 3名
事務局長 1名

ささえ愛都茂～３つの柱
① 暮らしを守る
住んでる人が安心して暮らせる環境をつくります。
② 生活環境を守る
きれいな環境は、安全な生活、鳥獣対策につながります。
③ 地域の資源を活かし活気を創る
住んでいる人が生きがいを感じ、活気あるまちづくりをします。

ささえ愛都茂都茂地区連合自治会

自治会

賛助会員

公民館

各種団体

監査会
(監事 2名) 環境部会

いきいき部会

事務局

暮らし部会

会
員(

都
茂
地
区
住
民)

3月29日、都茂地域自治組織「ささえ愛都茂」が立ち上がりました。
4月15日、益田市役所において、地域自治組織認定通知交付式が行
われました。式典では、山本浩章市長が「地域の特色を生かした活動
で、地域が盛り上がることを期待する。」とあいさつ。 高橋会長に地域
自治組織認定証が授与されました。

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



島根県益田市都茂地区

⑤こんなことが話し合われてます

〒６９８－０２０３ 益田市美都町都茂１６９２-甲
地域自治組織ささえ愛都茂
【事務局】都茂公民館内
ＴＥＬ ０８５６－５２－２２９５
ＦＡＸ ０８５６－５２－２２９６

お問い合わせ先

⑥こんな地域づくりを行なっています

 いきいき部会

 環境部会

 暮らし部会
災害時には、自分はどう行動すればい

いかを知ること、そして個人の行動が全

体として同じ基準でなされることが大切

です。そのために、災害時にどのように

行動し避難すればいいかということをま

とめた都茂地区全域の防災マップを作成

中です。

①除雪活動

環境部会では「お助け隊」を立ち上げ

地域の生活環境を守っていくお手伝い

をします。主な活動は、市道や農道・林

道・集落生活道の草刈り等を予定して

います。お助け隊の募集をかけ、メン

バーを増やしました。今年度中の活動

開始を目指しています。

・都茂鉱山跡の活用

6月19日に令和2年度日本遺産の認

定箇所が発表され、都茂鉱山跡が日

本遺産に認定されました。

いきいき部会では、都茂鉱山跡を軸

にしたまちづくりを進めていくこととし、

進入路の路面整備、ベンチ、簡易トイレ

を設置し見学者の増および利便性を向

上を目指します。

・お宝ﾏｯﾌﾟ

都茂地区の宝(資源)やイベントを盛り

上げ、もっと知ってもらうために都茂地

区の「宝」マップをつくる計画を立てまし

た。

・桜クッキー

都茂鉱山や桜の関連イベント等に、

お土産品として桜クッキーを作ろうと販

売計画中です。

現在冬季の積雪時には地域のボランティアの方

が除雪を行い、小学生児童の通学路を確保してい

ました。都茂地域は、大きく分けて山本地区、都茂

地区、丸茂地区に分かれており、この3地区が連携

して活動すれば負担が軽減されるとともに、効率的

な活動となります。子供たちの安全のために暮らし

部会で取り組んでいきます。

益田市が日本遺産の認定を受けたのを機に、市民

に日本遺産の事をもっと知ってもらうため日本遺産

「出前講座」を開催しました。

文化財課の方から詳しく日本遺産の話を聞き、意見

交換を行いながらこれからの都茂鉱山跡の整備に向

けて話し合いました。

昭和62(1987)年の閉山まで千年以上の歴史を誇る

都茂鉱山です。多くの方に知ってもらうため、計画を立

てていきたいと思います。

②日本遺産「出前講座」

○利用実績
日数 運行 運行 利用 1日当り

日数 回数 人数 利用者数
H30      243日 152日 488回 535人 3.5人
R1   237日 168日 583回 635人 3.8人
R2         180日 136日 606回 671人 4.9人

(R3.1月末現在)

③交通弱者対策
●都茂地区連合自治会輸送「ささえ愛」号

都茂地区連合自治会では平成26年3月10日から

地域の人たちの外出を支援する自治会輸送活動

を行っており、年間700人を超える人に利用いただ

き、「とても助かっている」と喜んでいただいていま

す。

この業務は、令和2年4月より都茂地域自治組織

暮らし部会が行っていますが、今年で7年目となり、

地域の高齢者等の外出手段として無くてはならな

い活動とな っています。

全体的に人口減少、高齢化により運転手の減少

が予想されるため、引き続き運転手の確保を図り

ます。



①地区の概要
【地区の現況】
人口１８０人 ９６世帯 高齢化率５９．４％ １自治会

（令和３年１月末現在）

【地区の魅力】

国道１９１号線沿いに、温泉・道の駅・宿泊施設・飲食店などの
施設があり地区外の方が多く訪れます。柴犬の祖「石号」の存在
を地域資源として生かそうとしています。

【地区の課題】

今年度は人の流れが規制されましたが、元に戻った時にイベ
ント・体験ができるよう準備を進めています。また、交流施設の運
営方法も煮詰めていく段階で来年度は法人化を検討しています。

地区の写真

島根県益田市二川地区

地域づくりのテーマ： 自然とともに 人とともに生きる 温もりある二川

②実施団体の概要

【団体の名称】 【団体の組織図】
ぬくもりの里 二川

【構成団体、構成員】
自治会
婦人会
双寿会（老人クラブ）
(株)エイト
二川やるき人間の会
営農組合「一心田助」
蓬の会（加工グループ）
公民館運営委員
地区住民

④地域の魅力化に向けた取組（概要）

【会全体で取り組むもの】
・交流施設の運営準備に向け法人化
・体験事業の創出

【部会で取り組むもの】
①住民の住みやすさ
買い物支援 外出の機会創出 緊急カード作り
②地域の賑わい
温泉モーニング お散歩マップ作り
③特産
石号キャラクター

今年度から地域マネージャー制度を使い、事務局を2人として体
制を強化しています。

【団体長メッセージ】
ぬくもりの里二川として、４年目を迎える今日、４つのテーマに沿って活動しています。
①住民の安心した生活 ②温泉をもっと賑やかに ③旧小学校校舎の利用に向けて
④住民が持っている知恵や技術そして自然を活かす
住民はもとより、地区外の方と一緒になってふっくらしたぬくもりの里二川を目指しています。

団体長の写真

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

監査

会長

副会長

運営委員会

事務局

【温泉】
部会

【住】
部会

【特産】
部会

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



【温泉】部会

毎月第３日曜日の温泉モーニングを
中心に二川の賑わいづくりに取り組
んでいます。二川で犬を飼っている
人にヒアリングをして、お散歩マップ
のモデルコースを作りました。

島根県益田市二川地区

⑤こんなことが話し合われています

〒６９８－０２０２ 島根県益田市美都町宇津川ロ３７７－３
益田市二川公民館内 ぬくもりの里二川事務局
ＴＥＬ：０８５６－５２－２５５２
ホームページ：http://nukumori-sato.main.jp/ メールアドレス：nukumori-sato@maro-v.jp

お問い合わせ先

⑥こんな地域づくりを行なっています

【住みやすくする】部会

自治会輸送と組み合わせて、買い物
バスツアーでの買い物対策と高齢者
サロンへの参加支援。救急車に乗る
際の必要な情報をまとめたカードを
作成しています。

【特産】部会

今年度は石号キャラクターの選定に
注力しました。これまで続けてきた手
仕事の記録撮影は行っていません
が、うずめ飯の記録を検討していま
す。

石号キャラクター

テレビや新聞で取り上げられ大きな影
響があり、すべての都道府県から964点
の作品が集まりました。

早くも日本犬保存会や美都温泉二川
郵便局での利用申し込みがあり、今後
は企業＆企画のアイコンとして二川地区
のＰＲに活躍してもらいます。

地域体験事業

これまで続けてきた体験事業も今年度
は新型コロナウイルスの影響で中止せ
ざるを得ませんでした。

しかし、「石号」という新しい地域資源が
できたため、今後の体験につなげられる
ように個別のモニターツアーを開催。

・地域のお散歩
・愛犬と一緒に食べるピザ作り
・缶バッジ作り

を行い二川地区でしか体験できない体
験事業に生かしていきます。

うずめ飯

有名な津和野だけでなく、石見地方に
広く伝わるうずめ飯。味の特徴をまとめ
てみると二川地区のうずめ飯に共通する
点は色が黒めでとろみが強く、他地区の
さらっとしたものとの違いが見えてきまし
た。

特色を生かして、月一回の温泉モーニ
ングでの販売や体験事業につなげて、
地域の味を伝えていきます。

旧二川小学校の改修と交流施設

R2年度は設計予算が付いたため、
利用計画に基づく設計を益田市担当
課と会全体で協議しました。



①地区の概要
【地区の現況】

匹見上地区は匹見町の中心部に位置し、１０００ｍを超える
山々が連なり、面積は154.12ｋ㎡、昭和３８年（三八豪雪）人以降
人口が減少し、現在は630名、高齢化率61.3％（１月末現在）の
過疎が深刻な地区です。
【地区の魅力】
西中国山地国定公園の裏匹見峡をはじめとした豊かな自然と

縄文時代を中心とした数多くの遺跡を有し、自然と文化的資源
に恵まれている地域です。
【地区の課題】

他地区と同様に少子高齢化が進み、産業・経済活動にも影響
が湧出しており、厳しさを増している状況下にあります。総人口
が減少する中、交流人口の増加を図りながらU・Iターンの受け入
れを積極的に進める必要があります。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田匹見上地区

地域づくりのテーマ：自然と共に澄み(住み）つづける郷づくり

②実施団体の概要
【団体の名称】 【団体の組織図】

匹見上 清流の郷
【構成団体、構成員】
◎各自治会（２３自治会）
◎各種団体
・萩の会 ・猟友会
・みのり会 ・ひきみ森の器工芸組合
・まとば加工所 ・人権、同和教育推進協議会
・萬葉乃古衣 ・青少年健全育成協議会
・メイズ ・安全推進委員協議会
・ウッドペッカー ・少年補導委員
・匹見神楽社中 ・スポーツ推進員
・三葛神楽保持社会 ・三葛地区水稲管理協業グループ

④地域の魅力化に向けた取組

★きのこ狩り・・・９月下旬に西中国山地
国定公園である裏匹見峡をメインに開催。
地区内外から多数の参加者があり、きのこ
狩りをはじめ、採取したきのこを講師に名
前や食用できるもの、できないものの勉強
会も実施し、食用のきのこについては、当
日きのこ汁に入れて食した。

★ミニ花火大会・・・ 開催される予定で
あった、花火を打ち上げる夏祭りがコロナ
対策感染拡大の影響で中止となり、地域
を盛り上げようと匹見町出身の若者有志
たちが企画し、自治組織が一体となりミニ
花火大会を新年の夜空を彩った

【団体長メッセージ】
今年は、コロナ禍により様々な活動が中止となりました。しかし、コロナによって地方での安心、安全な暮らしが

改めて見直されたようにも感じました。また、私自身も住んでいるから気づきにくい地元の良さを住民のひとりとし
て感じる事ができた１年でもありました。これからも匹見上の魅力を沢山発信していきたいです。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

総 会
●代議員制

役員会
●会長、副会長、監事、事務局長

委員会
●魅力発信、支援、環境保全

会 員

事務局

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



★教室の開催★

スマホ・タブレットのお悩み相談室と
して、高齢者に簡単な脳トレアプリ
ゲームから取組み、使い方の基礎か
ら写真やＬＩＮＥを理解する事を学ぶ。

★マップづくり★

当地区は広域な為、三葛（牛尾原）を
モデル地区とし、話し合いを重ねな
がら組長と連絡網の取り方を協議し、
地図に書き込みマップを完成させた。
今後は、三笹地区全体に範囲を広げ
て現状を聞きながら、マップづくりを
進めていく。

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

島根県益田市匹見上地区

⑤こんなことが話し合われています。

【匹見上 清流の郷】
事務局：匹見上公民館
住所：〒６９８－１２１１ 益田市匹見町イ６７４
電話：０８５６－５６－１１４４
ＦＡＸ：０８５６－５６－０９３２
Ｅ－mail:csc-hikimikami@city.masuda.lg.jp

お問い合わせ先

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショッ
プ 、研修、視察

等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

★委員会★

「匹見上 清流の郷」の委員会とし
て魅力発信、支援、環境保全を中心
に進めている。今年度も支援を中心
に活動し、また各種団体との意見交
換会を開き、今後に繋がる場づくりを
した。

★鳥獣被害対策研修会★

当地区は近年、鳥獣被害が深刻化して
おり、対策方法の１つとして、西部農林
センター、匹見総合支所や二条地区が
取り組んでいる実例報告も含めて、鳥獣
被害対策研修会を開催した。

煙火花火講習の更新・新規受講者には
今年度より花火等配布を取止め、講習
費用の補助を行った。

また、地域住民の要望があり、イノシシ
捕獲檻を購入し、猟友会の連携して檻の
貸し出しをしており、地区全体での被害
対策を目指している。

★交流事業★

保小中合同運動会に学校、PTA、地域の

方を交え暑い中をさけ、早朝から校庭の
草取りを行った。

今年も盆踊りの継承として中学生だけで
はなく、小学生も含めて、保存会の皆さ
んと太鼓、口説きの練習を行い、盆踊り
本番で披露の予定だったが、今年はコロ
ナ対策感染拡大防止の為、中止となり
残念であったが、地域の伝統芸能を維
持継承していかなければならない。

★視察研修★
益田管内 安田地区・北仙道地区
種地区の各単位で自治組織が取り
組んでいる活動報告等を清流の郷
委員や公民館運営委員と共に学ぶ。

★健康づくり★

今年度はコロナ対策感染防止の為、地
区においての事業が中止、集う場所、体
を動かす時間が少ない中で、３密になら
ない様に秋のグランドゴルフ大会を開催。
また百歳体操も実施し、集う場所をつく
りながら、健康づくりの向上を図っている。

また、地区活動の参加者は１０ポイント
貯まると金券に交換できる「生き行きポ
イント制度」の対象になり、支援活動にも
繋げている。

鳥獣被害対策研修会

奉仕作業

盆踊り練習

グランドゴルフ大会

百歳体操

カルテャー教室

視察研修意見交換会

各種団体との意見交換会



①地区の概要
【地区の現況】
人口 231人、高齢化率 69.7 ％（令和3年１月末時点）
益田市で高齢化率が一番高い地区です。
【地区の魅力】

豊かで美しい山林や、雄大な三つ子山、清流匹見川の急流と
そこに生息する鮎や、ゴギ。そうした自然と共存する、力強く素朴
な人々。田原古墳、叶松城址等の史跡。水と緑が織りなす赤瓦
の景観集落。その中で代々受け継がれる、とち餅や山菜、わさ
び等を使った郷土料理。鮎釣りや川遊びに訪れる人も多い人情
味あふれる地区です。
【地区の課題】

少子高齢化により過疎化が一層進み、次の時代を担う世代の減
少で集落の運営、農地の維持管理、鳥獣被害対策、交通手段
の確保、健康づくりと課題は山積しています。

地区の写真

※地域自治組織または準備会集合写真、活動状況等など

島根県益田市匹見下地区

地域づくりのテーマ： ささえ愛 笑顔がつくる いいの里

②実施団体の概要 【団体の組織図】
【団体の名称】 匹見下いいの里づくり協議会
【設立年月日】
平成28年4月24日

【構成団体、構成員】
◦ 各連合自治会（４） ◦ 各自治会（１７）
◦ 匹見下猟友会 ◦ 澄川寿会・内谷寿会
◦ 高齢者サロン ◦ 関係団体（１７）
◦ 賛助会員（個人）
◎構成44団体の代表者や個人会員を代議員とし、この代議員
で3つの委員会をつくり、協議会の事業に取り組む。
「地域活性化委員会」「健康福祉委員会」「生活環境委員会」

④地域の魅力化に向けた取組
・100歳体操・グラウンド・ゴルフを定期開催し、高齢者の健康
と交流の場づくり。
・健康づくり講演会や健康体操の取り組みと、専門的な指導
を基にした質の高い健康づくりの支援。
・人とのつながりを大切に、思いやる心を育む地区のイベント
「地区民運動会」「ふるさと祭り」「盆踊り」等。
・多目的集会施設「いいの里」を活用した活動。
各種「高齢者サロン」、各種「講演会」「いいの里っ子塾」等
・地域資源を利用した世代間交流や他地域や団体との交流
「とちの実交流会」「明誠キャリアサポート」など。
・匹見町（匹見上・匹見下・道川）3地区協力した取り組み
「産業文化祭」、「匹見峡ロードレース」、「わがまち自慢フェ
ア」、「温泉活用」、各種「講演の共催」など。
・ささえ愛体制作りなど地区民協働の取り組み。
・キャンプ・川遊びの情報発信（都市との交流）
・フェイスブックによる地域の新鮮な情報の発信。

【団体長メッセージ】
みんなで作った、匹見下いいの里づくり協議会も早５年たち、計画された多くの事業も皆さんの積極的な参加、ご協力
で達成することができたと思います。

今年から次の５年計画がスタートします。私たちの地域は人口減少も大きく、高齢化率も高い地域です。身の丈に合っ
た、そして、温もりの感じられる地域づくりをさらに目指していきたいと思います。高齢者は経験と知識を生かし明日のた
めに、そして若者は住みよい自分たちの夢の未来を、一緒に創っていこうではありませんか・・・・。

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

会員
１）匹見下地域に居住する住民
２）目的に賛同する地域外の個人及び団体

代議員総会
１）連合自治会長、自治会長
２）各種団体の代表者
３）目的達成のための計画、立案に積極的に参加を希望する者

事務局（公民館）
１）事務局長 １名
２）事務員 3名

監査会
監事 2名

役員会
会長 1名、副会長3名（各委員長兼務）
幹事 6名、会計1名（事務局長兼務）

地域活性化委員会
委員長、副委員長
委員

健康福祉委員会
委員長、副委員長
委員

生活環境委員会
委員長、副委員長
委員

山崎一美会長

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



島根県益田市匹見下地区

⑤こんなことが話し合われています

☆匹見下いいの里づくり協議会☆
〒 698-1221 益田市匹見町澄川イ３２７ （匹見下公民館 内）
☎ 0856-56-0910 📠Fax 0856-56-0912

お問い合わせ先

今年は新型コロナウイルスの感染
拡大とその予防対策のため、「いい
の里づくり協議会」の総会が大幅に
遅れ、６月１７日にようやく、書面決
議で行われました。大変な時期では
ありますが、3密を避け感染予防を

しながらできる事をやっていこうと話
し合われました。

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

会議やワークショップ、
研修、視察等の写真

⑥こんな地域づくりを行なっています

今年は新型コロナウイルス感染予
防のため議会報告会は行われず、
代わって『議員との懇談会』が「いい
の里会館」で行われました。４名の議
員さんが来られ、地区の現状や問題
点などについて、活発な意見交換が
されました。

令和２年度まちづくり特別補助金で

購入した全自動血圧計を、広瀬自治
会館、石谷老人福祉センターに設置
しました。早速、測定される方もおら
れ、地区の健康づくりや体調の管理
におおいに利用しています。併せて
血圧手帳も作り血圧計の利用促進を
はかっています。

とちの実交流会
令和２年１１月１０日、石谷老人福祉セン

ターで匹見小学校の子供さんと｢とちの
実会｣や｢連合自治会｣との交流を行いま
した。とち餅や草餅づくりを体験し、今福
さんの指導を受けた和太鼓の発表など、
有意義な一日でした。
特に今年は明誠高校のキャリアサポ
ートで訪れている生徒さんも参加し、楽し

くにぎやかに交流できました。地域の文
化や伝統に触れ、少しでも子供たちの心
に残ってくれたらと思います。

いいの里っ子塾
令和２年１２月２０日、地域の子供たちに
昔から受け継がれる、しめ縄の作り方や
運動会などで行われていた遊び、更には
ポン菓子作りなど、今ではほとんど目に
することのない貴重な体験を地域の皆さ
んの協力で行い、交流をしました。
年末の押し迫った中、６人の子供さんが
参加し地区の方も大勢来られ、楽しく１日
を過ごしました。特にポン菓子は大きな音
がして、子供達も喜んでいました。

鳥獣被害対策勉強会
令和２年９月２６日、大雨の降る中、西
部農林振興センターを講師に、サル被
害対策の勉強会を行いました。コロナ禍
ではありますが、サル被害は喫緊の課
題として３密を避けながら、行いました。
降りしきる雨の中、電牧柵の模型を設
置して頂き、また丁寧な講演で、参加さ
れた皆さんからも好評でした。

これから学んだことをどう活かしていく
か地域の中で協議を重ね、前に進めれ
ばと思います。



①地区の概要
【地区の現況】
人口１２０人、高齢化率５５．８% （令和３年１月末日現在）

【地区の魅力】
歴史、文化を伝える 「旧割元庄屋美濃地屋敷」を地域のシンボ

ルとし「道の駅匹見峡」「産直市出合の里」を中心に地域の活性
化を図っています。「奥匹見峡」「表匹見峡」といった景勝地を有
し、四季の風情を味わうことができる自然豊かな地域で育まれた、
人と人との様々なつながりが魅力です。

【地区の課題】

冬場の自然環境の厳しさや高齢化による生産基盤の脆弱、除
雪の負担、移動手段の困窮、医療介護の不安等多々あります。

地区の写真

※風景、人物、シンボル、活動状況等何でも可

島根県益田市道川地区

地域づくりのテーマ：輝け笑顔! 深まれ絆！行くぞ道川！～出合い ふれあい 助け合い～ 笑顔がつなぐ明日の道川

②地域自治組織の概要
【組織の名称】
◆ 「道川地域づくりの会」

【会員】
◆ 道川地区に居住する全住民

◆ 道川自治会

◆ 地域で活動する各種団体及びグループ

◆ 趣旨に賛同する者

④地域の魅力化に向けた取組
恵まれた豊かな自然や特色を活かしながら、「住む人」「来る人」

の出合いにより、地域の賑わいを創出し、お互いの助け合いや
ふれあいをとおして、いきいきと安心して暮らすことが出来る地
域を目指します。
～目標を達成するための３つの取り組み～
◆～出合い～ 賑わいづくり・・・

・人が集まる機会を創る活動
・地域の宝を活かす活動
・里山の景観を活かす活動

◆～ふれあい～ひとづくり）・・・
・歴史文化をつなぐ活動
・地域のつながりを育む活動
・ひとりひとりの個性を育む活動

◆～助け合い～暮らしの安心づくり・・・
・暮らしを守る活動
・生活環境を守る活動

③地区の人口シミュレーション（２０１５－２０２０）

【組織図】

【道川地域づくりの会 会長メッセージ】
～地域の宝を活かす・・・地域の魅力・資源の掘り起し～
会長「ふと、思い出したのですが、表匹見峡も、7月頃、よくホタルがとびます。丸小山トンネル～表匹見
峡トンネルの間の旧道ですが、この７～８ｋｍの間を飛び交い、なかなかのものですごいですよ。」
事務局「まだまだ、知られていないお宝がいっぱいありそうですね。」

総会

会員・賛助会員

監事

企画委員会

委員長 副委員長 委員

役員会

会長 副会長 企画委員長

事務局
事務局長

道川地区全住民 道川自治会及び各種活動団体
趣旨に賛同する者

～出合い～
賑わいづくり

～ふれあい～
ひとづくり

～助け合い～
暮らしの安心づくり

資料：島根県中山間地域研究センター「2020人口推計シート」



■4月 「道川地域づくりの会」総会、年間活動計画、予算の承認（書面決議）
≪まちづくりプランに沿って、継続、新規事業に取組むうえで必要な協議を行っています≫
★ 主な話し合いの内容
○地域防災 ・・・3つの視点から企画、検討、実施

・緊急情報収集(明確な支えあいの仕組みづくり）
・まち歩き（危険個所）マップ活用について
・避難訓練、防災意識の向上、持続

○地域内交流（世代間交流）事業について
組織主体の円滑な運営、役割分担等

○魅力ある景観、整備活動について
里山保全及び川辺の広場維持、管理等
自然と調和した地区のＰＲと分散型集客について

○慢性的な人手不足がもたらす地域課題について
有害鳥獣対策と特産品開発を合わせ、関係人口を増やしていく取り組みについて

○構成団体の活動状況把握、情報、課題共有
○第2期まちづくりプランの策定

【

島根県益田市道川地区

⑤こんなことが話し合われています

〒６９８－１２０１
島根県益田市匹見町道川イ１３３－１ 清流会館
道川地域づくりの会（事務局：益田市道川公民館内）
ＴＥＬ：０８５６－５８－０００１ ＦＡＸ：０８５６－５８－０００２

http://michikawa.info

お問い合わせ先

⑥こんな地域づくりを行なっています

地区内で食に関わる団体が集結し、
配食サービスを始めて7年になりました。

「支える人も、支えられる人もお互いさ
ま」の気持ちで取り組んでいます。

～ふれあい～ ひとづくり ～助け合い～ 暮らしの安心づくり～出合い～ 賑わいづくり

幼児から高齢者まで住民が一堂に集
い、地域の絆を深め、学び合う地域内
交流事業は、今年度すべて中止としま
した。 健康づくり等自己啓発活動は公
民館と連携して行っています。

また、文化、伝統芸能の伝承活動等、
担い手の育成に努めています。

【 「ようこそ道川へ」整備事業 】

今年度、道の駅匹見峡に隣接する
産直市出合いの里周辺の整備と看
板をリニューアルしました。道路向か
いの「美濃地屋敷」そして、ここから
500ｍ先の「道川清流さくらひろば」一
帯をお散歩エリアとしてお薦めします。

地域内外の方が、行ってみたい、も
う一度行きたいと思っていただけるよ
うな地域を目指して活動しています。

八幡宮大注連縄づくり

【高齢者の暮らしのお手伝い】健康づくり

【地域防災活動】

各集落の確認を終え、地域防災マッ
プが完成しました。変更がある都度追
加記入し、もしもの時に備えます。
また、年1回の避難訓練の際に、集

落の話し合いの参考資料として使用し、
変更、追加確認をしてもらいます。

今年度、避難訓練は
中止とした為、代わりに
啓発用チラシ「災害の
備え」と非常食を全戸に

配布しました。その年の
状況にあわせて企画内容を工夫し、防
災意識の向上に取り組んでいます。

http://michikawa.info/
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