


（久米の由来や歴史） 
 
 久米という地名は，大久米命の子孫が，久米氏として伊予の地に栄えた
こととが由来といわれる。 
 久米の名が初めて記録に現れたのは、藤原宮から出土した７世紀後半の
木簡であるが、その約１００年後の西暦７４８年には，久米郡天山郷の人，
久米直熊鷹が東大寺写経所で働いていた様子が正倉院文書に残されている。 
 江戸時代には，讃岐街道の最初の宿場となる久米宿が置かれた。  
 明治２２年の町村制実施により高井，窪田，来住，鷹子，南久米，北久
米，福音寺，南土居の８つの小村が統合され温泉郡久米村となる。 
 昭和３０年５月１日，当時の町村合併促進法により温泉郡久米村が松山
市と合併した。 
 
 久米地区には「来住廃寺跡」があり，昭和42年に第一次調査が行われ，
白鳳時代の寺院跡として知られるようになり，昭和５３年には国の史跡に
指定された。 
 その後の発掘調査により，来住廃寺跡周辺には，７世紀前半から平安時
代にいたる役所関連遺跡が広範囲に残されていることが明らかとなったた
め，平成１５年には，久米官衙遺跡群（久米官衙遺跡、来住廃寺跡）とし
て追加指定及び名称変更が行われた。 



久米ふれあいタウン 
づくり協議会組織図 

安全安心な 
 

①通常総会（臨時総会） 委員で構成 

 地域協働部 
部長・・会長が指名  
    する者 

地域環境部 
部長・・会長が指名 
    する者 

 地域文化部 
部長・・会長が指名  
    する者 

④各部会 理事会から推薦された者で構成し，部長は，会長が指名する。 

理事会の判断で、部会の構成が変化する。 
（細則で規定） 

部会 

③事務局 事務局長・会計・各部会の  
     部長・会長が指名する者で 
     構成 

②理事会 監事を除く役員で構成 

部会 部会 



（各種団体） 
 

・久米地区町内会連合会 
・久米社会福祉協議会 
・久米地区土地改良区 
・久米商工業会 
・久米公民館事業推進委員会 
・久米公民館運営審議会 
・消防久米分団 
・交通安全協会久米支部 
・松山南防犯協会 久米支部 
・久米婦人団体連絡協議会 
・久米女性防火クラブ連合会 
・久米地区自主防災連合会 
・久米高齢クラブ連合会 
・久米母子福祉会 
・久米地区青少年育成支援委員会 
・久米小学校及び久米小学校ＰＴＡ 
・北久米小学校及び北久米小学校ＰＴＡ 
・福音小学校及び福音小学校ＰＴＡ 
・窪田小学校及び窪田小学校ＰＴＡ 
・久米中学校及び久米中学校ＰＴＡ 
・久米地区体育協会 
・青少年教育部 
・子ども会 
・ＮＰＯ 久米はいじの会 
・ＮＰＯ まちづくりin久米 
・包括支援センター 
・久米地区防災士会 他 

構成団体一覧 

（町内会） 
 

・来住町町内会 
・南土居町町内会 
・鷹子町町内会 
・福音寺町町内会 
・東鷹の子自治会 
・南久米町町内会 
・福音寺町川付町内会 
・北久米町町内会 
・南窪田町町内会 
・北窪田町町内会 
・高井町町内会 
・北久米町県住自治会 



久米ふれあいタウンづくり協議会のテーマ 
 

地域に根ざした伝統文化を育みながら，人と人とが交流し，住民自らが誇りと
愛着を感じながら，住民の安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組む 

 
・情報発信を行うまちを目指す。 
 

・犯罪や事故の無いまちを目指  
 す。 
 

・災害に強いまちを目指す。 
 

・交流のあるまちを目指す。 
 

・組織連携を行うまちを目指す。 
 

 
・郷土の歴史や文化の保存及び  
 伝承を行うまちを目指す。 
 

・文化を伝承する団体を応援す 
 るまちを目指す 
 

 
・自然環境の保全と里山づくり 
 を行うまちを目指す。 
 

・自然環境を利用した青少年の 
 健全育成を行うまちを目指す。 
 

・スポーツ、レクレーション活  
 動の充実を行うまちを目指す。 
 

人と人とがふれあう 人と歴史がふれあう 人と自然がふれあう 

地域協働部 地域文化部 地域環境部 



重点的な取組み 具体的な活動 期間 役割分担 

情報発信を行う 
まちを目指す 

 広報紙の発行 短期 住民 

 ブログやフェイスブック等の開設 中期 住民 

犯罪や事故の無い 
まちを目指す。 

 安全マップの作成やパトロール実地 短期 住民 

 通学路の安全点検 短期 住民 

 ゾーン３０運動の推進 短期 協働 

 公園の環境改善及び整備 短期 住民 

 防犯見守りパトロールの実施 短期 住民 

災害に強いまちを 
目指す 

 防災訓練の実施及び備品等の整備 短期 協働 

 防災設備及び倉庫等の整備 長期 住民 

 自主防災の啓発活動 短期 住民 

 防災マップの作成 中期 協働 

交流のある 
まちを目指す 

 里山を利用した人材交流 短期 住民 

 各小学校及び中学校児童・生徒の人材交流 短期 協働 

 ジュニアリーダーの育成 短期 住民 

 まちづくり先進地との人材交流 短期 住民 

 子どもの見守り・声かけ運動 短期 住民 

組織連携を行う 
まちを目指す。 

 各団体の活動を集約し、データー化 短期 住民 

 各種団体の連携調整会の開催 長期 住民 

久米地区の町内会・各種団体・教育機関等の組織連携を図り、情報発信を行いながら、
事故・防犯・防災に強い安全・安心なまちづくりを目指します。 



重点的な取組み 具体的な活動 期間 役割分担 

自然環境の保全と
里山づくりを行う
まちを目指す。 

 里山の整備及び維持管理 短期 住民 

 街路樹の管理 中期 協働 

 花いっぱい運動 短期 住民 

 植樹祭 短期 住民 

自然環境を利用し
た青少年の健全育
成を行うまちを目
指す。 

 児童がおこなう環境美化活動 短期 住民 

 交流キャンプの開催 短期 住民 

 ビオトープの設置管理 短期 住民 

スポーツ、レク
レーション活動の
充実を行うまちを
目指す。 

 各種スポーツ大会の拡充 短期 住民 

 レクレーション大会の開催 短期 協働 

 マラソン大会の開催  短期 住民 

 各種スポーツレクレーションの基盤整備 長期 協働 

 久米ウォーキングコースの整備 中期 住民 

福祉環境が充実し
たまちを目指す 

 健康づくり教室の開催 中期 協働 

 地域検診の向上 短期 協働 

久米に残る自然を保護しながら、地域特性を利用したスポーツやレクレーション活動を
行い、子供も含めた市民の健やかな育成に努めます。 



重点的な取組み 具体的な活動 期間 役割分担 

郷土の歴史や文化
の保存及び伝承を
行うまちを目指す。 

 文化財等のマップ作り 中期 協働 

 史跡の調査、整備 中期 協働 

 史跡を利用した地域活性化 短期 住民 

 久米舞の伝承及び後継者育成 長期 住民 

 地域資源を利用した散策ルートの開拓 中期 住民 

  

文化を伝承する団
体を応援するまち
を目指す 

 伝統芸能等のサークル育成 中期 住民 

 文化活動イベントの開催 中期 住民 

 地域の歴史文化を継承させる人材発掘  中期 住民 

伝統芸能を活用し
た青少年の健全育
成を行うまちを目
指す 

 伝統芸能を通した青少年の健全育成 短期 住民 

 小中学校が行う芸能活動の支援 短期 住民 

 地域行事等の伝承 中期 住民 

久米に残る歴史や文化の保存及び伝承を行いながら、郷土に対する愛着と自己肯定感を
育てていきます。 

期
間
 

短期  早急に取り組む事項 

中期  ３～５年以内を目標に取り組む事項 

長期  ５～１０年以内を目標に取り組む事項 

役
割
分
担
 

住民  住民が主体 

協働  久米ふれあいタウンづくり協議会と行政が協働 

行政  行政が主体 




