
まちづくり計画書

久枝地区まちづくり協議会

平成3１年４月

久枝の花（水仙）

やさしく 楽しい 住みたくなるまち ひさえだ



久枝地区の概要とまちづくり

久枝地区は、松山城の北西にあり、東西２km、南北４kmの長方形のような形で、８，２０３世帯、
１９，４８１人が暮らしている。地区のほぼ中央を県道和気-衣山線がとおり、やや西を県道と並行する
ような形で久万川が流れ、田園地帯と都市部が融合したまちとなっています。
この久万川は初代松山藩城主の加藤嘉明公が松山城を築かれた時、城下町と海をつなぐための運河と

して整備されたと伝えられています。
地区内の行政単位は、久万ノ台、西長戸、東長戸、安城寺、船ヶ谷、高木の6町で構成されています。
このような久枝地区では、従来から公民館、町内会連合会、社会福祉協議会、高齢クラブ連合会、土

地協議会等各種団体がそれぞれの活動を行い地域活性化などに努力してきましたが、各団体相互の連携
を更に強化し地域のまちづくりを発展させるために平成30年2月に「久枝地区まちづくり協議会」を立
ち上げました。

※人口等は、平成３１年４月１日現在推計値



久枝地区まちづくり協議会の組織

総 会（代議員で構成）

役員会
・会長・副会長・事務局長
・会計・監事・事業部長

事業部

企画総務部

生活安全部

環境地域振興部

教育文化部

福祉部

事務職員

各分野を超える横断的な取り
組みに関することおよび広報
に関する事業など

地区の安心・安全に関する事
業など

自然・生活環境の保全と改善
に関する事業および地域活性
化に関する事業など

教育や伝統・文化の継承に関
する事業など

健康・福祉の増進に関する事
業など



平成３1年4月25日現在加盟団体数：３７団体

協議会加入団体一覧

（町内会）

・段ノ上町内会
・久万ノ台町内会
・西長戸町内会
・東長戸町内会
・安城寺町内会
・高木町内会
・船ヶ谷町内会
・鴨中西団地町内会
・久枝団地自治会
・七曲町内会
・常盤団地町内会
・若宮町内会
・久万ノ台団地町内会
・若駒団地町内会

（各種団体）

・久枝公民館
・久枝公民館体育協会
・久枝地区民生委員児童委員協議会
・久枝地区社会福祉協議会
・更生保護女性会久枝支部
・鴨川中学校
・北中学校
・久枝小学校
・みどり小学校
・鴨川中学校PTA
・北中学校PTA
・久枝小学校PTA
・みどり小学校PTA
・久枝放課後子ども教室
・みどり小学校おやじの会
・久枝地区自主防災会連合会
・久枝地区女性防火クラブ
・久枝地区消防分団
・松山西交通安全協会久枝支部
・久枝地区高齢者クラブ連合会
・食生活改善推進協議会久枝支部
・久枝地区女性団体 水仙の会
・久枝地区土地協議会



地域に根ざした伝統と文化を育みながら、地域コミュニティ活動をより活性化し、
住民自らが誇りと愛着を感じ、魅力ある快適で住みやすいまちづくりを実現する。

この計画書は、平成31年度から今後10ヵ年を実施期間とします。短期（1年～3年）、中期（4年～6

年）、長期（7年～10年）に分けて、住民が取り組むものと、住民と行政が協働して取り組むものと、

担当を明らかして取り組みます。



重点目標 取組内容 期間 役割分担

まちづくりに関する
広報啓発を推進しよう

久枝まちづくり通信の定期発行と内容の充実
短期 住民

例：さまざまな地域団体の情報やお役立ち情報の掲載、こどもたちと一緒に編集するなど

ホームページの運営と情報の充実
短期 住民

例：住民の知りたい情報をすばやく配信

共通事業の企画立案をしよ
う

協議会共通事業の企画立案と実行
中期 住民

例：オール久枝の取り組み

行政との協働を促進しよう

市主催の行事への積極的参加
短期 協働

例：まちづくり交流会や女子会などに参加

行政との連絡調整
短期 協働

例：地域課題に対する改善要望や問い合わせなどの窓口

地区内の各種団体や他地区
との連携を支援しよう

各団体や他地区との情報共有や連携、協力体制を構築
短期 住民

例：各団体同士や他地区のまちづくり協議会を結ぶコーディネート

各団体の活動を財政的に支援
短期 協働

例：協議会からの助成金や民間企業等の補助金活用など

各事業部への支援、協力を
しよう

合同部会等を通じて各事業部の課題調整や運営支援等を実施

中期 協働
例：取組に応じて複数の事業部をつないだり、取組のサポート

企 画 総 務 部



教 育 文 化 部

重点目標 取組内容 期間 役割分担

子どもの教育を支援しよう

子どもの教育に関係する機関・組織・学校との連携と支援
短期 住民

例：放課後子ども教室、児童クラブ、小中学校、児童館との連携強化と支援

まち協こどもクラブ創設の検討と実行
中期 住民

例：子どもたちが主体となって、地域で活躍できる受け皿づくり

子ども同士のつながりを強化
長期 住民

例：地域行事を通じて高学年が低学年の指導をするなど、縦のつながりを強化

子どもの遊ぶ場所を確保
長期 協働

例：子どもたちがのびのびと遊べる居場所づくり

あいさつ励行運動の展開
短期 住民

例：子どもたちが元気にあいさつを交わす運動（元気あいさつＤＡＹ）

地域の宝（資源）を知り、
伝統文化を守ろう

地区内文化財、史跡等の調査と案内板等の整備
中期 住民

例：地域を知る活動を推進し、地域の宝をよりわかりやすく説明・解説

伝統文化や伝統行事の保全、継承と参加促進活動の支援
短期 住民

例：どんと焼、人形供養、神輿の川狩り、文化祭等

人材を育成しよう

公民館活動への支援をつうじて生涯学習機会を拡大
短期 協働

例：公民館活動を通じて地域で活躍する人材を育成

さまざまな世代が集まり学び合う場の提供
短期 住民

例：地域の歴史や文化を学ぶ講座

地区内の匠を掘り起こし、技を後世に伝える機会の提供
中期 住民

例：地域の歴史や文化などにたけた人材を活かし、次世代の担い手を育成



生 活 安 全 部

重点目標 取組内容 期間 役割分担

災害に強いまちにしよう

防災に関する団体間の連携と支援

長期 協働例：自主防災連合会や女性防火クラブ、消防団、企業（土木関連、重機保有企業）などとの
連携と支援

防災訓練の強化、充実
短期 住民

例：地区防災訓練の参加者増や内容（情報の収集と発信ほか）を充実

避難所の運営体制と整備を図る
短期 住民

例：避難所を運営するノウハウ取得や必要な物資や備品の整備

交通安全活動を推進しよう

通学路の安全確保
短期 住民

例：関係機関と共同で久枝、みどり小学校児童の通学路の点検

高齢者への交通安全教室の実施
短期 住民

例：高齢クラブやサロンで交通安全教室

危険箇所の調査と対策実施
短期 協働

例：通行や生活上の危険箇所の巡回点検と改善や横断歩道の歩行者優先意識の指導等

交通安全を維持する体制づくり
短期 住民

例：交通安全協会の周知啓発と体制強化

防犯取組を強化充実しよう

地区防犯体制の充実
中期 住民

例：防犯協会久枝支部・青色パトロール隊の支援

特殊詐欺被害防止への啓発活動展開
短期 住民

例：高齢クラブやサロンでの啓発や高齢者を持つ家族への啓発

児童、生徒登下校時の見守り活動の充実
短期 住民

例：見守り強化で不審者対策



環 境 地 域 振 興 部

やさしく、楽しい、住みたくなる町～久枝

重点目標 取組内容 期間 役割分担

自然環境の保全と改善に取り
組もう

環境学習会の開催
短期 住民

例：河川流域や流入経路を知る。久万川を学ぶ

河川・水路の清掃や美観啓発
中期 住民

例：久万川を清掃し、ホタルが群れ飛ぶ流域づくり

自然環境保全の協力依頼と啓発
中期 住民

例：住民や周辺企業に対して実施

河川改修、流域整備について、流域地区等と協働した活動を実施
長期 協働

例：河川の拡張や遊歩道整備等

地区内の下水道の整備促進に向けた働きかけ
長期 協働

例：早期の下水道整備に向けて市への働きかけを行う

環境意識の啓発活動と
ごみ減量を推進しよう

ごみ出しルールの徹底と住民全体でごみ集積場所の管理を行う意識の醸成
短期 住民

例：ごみ集積場所の適正な管理のため、住民相互の協力意識とルールの啓発

ペット等の飼育マナーの改善及び糞尿被害対策
短期 住民

例：糞公害の完全ストップ作戦

不法投棄やポイ捨ての防止及び巡視活動
短期 住民

例：ごみゼロ運動

ごみ減量やリサイクル関係施設の視察と講習の機会を提供
短期 協働

例：ごみ減量とリサイクルについて学ぶ



環 境 地 域 振 興 部

重点目標 取組内容 期間 役割分担

地域の活性化を推進しよう

地域の空き地・空き家等の調査
中期 住民

例：空き地や空き家を活用して新たな交流拠点づくり

公園や遊歩道にベンチの設置を検討
中期 住民

例：一休みできる自作の簡易ベンチを設置

各地域団体や企業、行政等と連携して活性化
長期 住民

例：中央卸売市場の市場祭復活開催に向けた働きかけ

「子ども・親・高齢者」の三世代交流の拠点づくりと運営
中期 住民

例：交流会を開催し語り合う機会を作る

その2



福 祉 部

重点目標 取組内容 期間 役割分担

高齢者への対応を充実しよう

緊急時医療情報・連絡情報を格納する「安心キット」の啓発と配布
中期 協働

例：かかりつけの病院・緊急連絡先などの情報を「キット」に入れて冷蔵庫へ

福祉マップを作成配布
短期 住民

例：介護施設、病院、保育所、幼稚園、在宅介護病院などを記載したマップ

高齢者の体力づくりメニューの創出と普及拡大
中期 住民

例：健康体操やウォーキング

学校と連携した高齢者への声掛け運動の展開
短期 住民

例：おげんきですか運動

自主防災会と連携した災害時高齢者避難対応の手段整備と訓練実施
短期 住民

例：災害時に、小中高校生と協力して、高齢者が安心して避難できる体制づくり

高齢者の力を活かし
子育てを応援しよう

高齢者パワーの活用
中期 住民

例：地域お困りごと解決隊の結成

子育て相談の支援
中期 住民

例：子育てのプロ「おばちゃんの知恵袋」の手助け


