
少子高齢化と人口減少が進行しています。

この先10年、地域はどのように変化してい

くのでしょう？

これからの地域づくりについて、一緒に考

えてみませんか？

みなさん、ぜひ、ご参加ください。

庄原市自治振興区連合会・庄原市・庄原市社会福祉協議会庄原市自治振興区連合会・庄原市・庄原市社会福祉協議会

（庄原市委託事業）（庄原市委託事業）
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テーマテーマ

 地域の暮らしを守る

 地域の人口を考える

 つながることで人も地域も元気

 安心して暮らせる地域づくり

 地域の暮らしを守る

 地域の人口を考える

 つながることで人も地域も元気

 安心して暮らせる地域づくり

参加無料参加無料

2017 みんなつながる地域交流会2017 みんなつながる地域交流会

問合せ先

（南部地域事務所）　庄原地域センター　（0824）72-5151
　　　　　　　　　口和地域センター　（0824）89-2320
　　　　　　　　　総領地域センター　（0824）88-2796

（東部地域事務所）　西城地域センター　（0824）82-2953
　　　　　　　　　東城地域センター　（08477）2-0488

（北部地域事務所）　高野地域センター　（0824）86-3044
　　　　　　　　　比和地域センター　（0824）85-2300

企画振興部 企画振興課 自治振興係　　  （0824）73-1209
庄原市自治振興区連合会・庄原市役所

庄原市社会福祉協議会　総合センター　（0824）72-7120

こ　こ
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11月25日
（土）

（午前の部）

11：00～12：30

（午後の部）

13：00～16：20

日　時

地域の暮らし
を守る

テーマ 講師・報告者

【講　演】
　美作大学　生活科学部　食物学科

　教授　原田　佳子さん

【講　演】
　一般社団法人　持続可能な地域社会総合研究所

　所長　藤山　浩さん

【先進地からの報告】
　波多コミュニティ協議会（島根県雲南市）

　谷自治振興会（島根県飯南町）

　峰田自治振興区（庄原市峰田町）

場所

庄
原
市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

庄
原
市
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

12月２日
（土）

13：00～16：20

地域の人口
を考える

【講　演】
　一般社団法人　持続可能な地域社会総合研究所

　所長　藤山　浩さん

【先進地からの報告】
　二条里づくりの会（島根県益田市）

　LLC（合同会社）出羽（島根県邑南町）

　田森自治振興区（庄原市東城町）

第
３
回
　
平
成
30
年

第
４
回
　
平
成
30
年

１月27日
（土）

（午前の部）

９：30～12：00

（午後の部）

13：00～15：00

日　時

つながる
ことで人も
地域も元気

テーマ 講師・報告者 場所

庄
原
市
東
城
文
化
ホ
ー
ル

２月17日
（土）

13：00～16：20

安心して
暮らせる
地域づくり

【講　師】
　公益財団法人　さわやか福祉財団

　会長　堀田　力さん

【先進地からの報告】
　GO郷・まつむね（広島市安佐南区）

　中野の里づくり委員会（島根県雲南市）

　NPO法人ほほえみの郷トイトイ（山口県山口市）

みんなつながる
地域交流会

みんなつながる
地域交流会

地域課題の解決をめざし、講演と先進地の取組みについて学び、

これからの地域づくりや仕組みづくりに活かすことを目的として

交流会を開催します。

『ずっと地域で暮らしたい』
～悩む・考えるから、一歩・その先へ～

こ　こ

2017
【まちづくり団体からの活動報告】
（まちづくり応援補助金）

　東新会
　お通り保存振興会
　広島県立庄原実業高等学校
　広島県立東城高等学校
（自治振興区活動促進補助金）

　庄原自治振興区
　口和自治振興区
（地域マネージャー）
　東城自治振興区
　八鉾自治振興区

【講　師】
　一般社団法人　トクノスクール・農村研究所

　代表理事　徳野　貞雄さん（熊本大学名誉教授）

庄原市立
東城小学校
庄原市立
東城小学校

庄原市役所
東城支所
庄原市役所
東城支所

セブンイレブンセブンイレブン

フレスタ東城店フレスタ東城店

道の駅遊YOU
サロン東城
道の駅遊YOU
サロン東城

東城I.C東城I.C

ジュンテンドー
東城店
ジュンテンドー
東城店

庄原市東城
文化ホール
庄原市東城
文化ホール

車橋庄原大橋 西城川

保健福祉
センター

総合体育館

ユーホー

庄原赤十字病院

セブンイレブン

庄原格致高校

庄原市ふれあいセンター

備後庄原駅

庄原市
東城文化ホール庄原市

ふれあいセンター



ずっと地域で
       暮らしたい
ずっと地域で
       暮らしたい

こ　　　ここ　　　こ

悩む・考えるから、一歩・その先へ悩む・考えるから、一歩・その先へ

－3－

11/  

25
土

11：00～16：20
庄原市ふれあいセンター

演　題

講　師

はら　  だ よし　  こ

講　師 美作大学教授　原田　佳子 さん
 （生活科学部　食物学科）

「田舎暮らしを支える地域づくり」演　題

コーディネーター

※主な略歴・委員等は5ページ参照

一般社団法人　持続可能な地域社会総合研究所　所長　藤山　浩 さん
ふじやま こう

先進地からの報告

まとめ・質疑応答・意見交流等

14：00～15：30

15：30～16：10

－4－

～地域運営による買物支援～

やま なか ま　す　お

島根県雲南市掛合町　波多コミュニティ協議会　会長　山中　満寿夫 さん

商店がなくなる。高齢者に不安が広がる。

交流センターの中にお店があればいいのに！

廃校を利用し、マーケット（800品目）をオープン。

また、車を持たない高齢者を「たすけ愛号」により

無料送迎も試行しています。

ふじ なが はる  のぶ

庄原市峰田町　峰田自治振興区　　　

事務局長　藤永　春信 さん

生活の困り事、ちょっとした手伝い（ゴミ出

し、草刈り、畑仕事、修理など）、自治振興区が

運営する「お助けネット」を立ち上げ、安心し

て暮らせる生活を支援しています。

とち  ぎ ひろ ふみ

島根県飯南町　谷自治振興会　会長　栃木　博文 さん

地域住民の移動手段を確保するため、自治振興会によるワ

ゴン車の運行を実施。

自宅から目的地まで、安心してお出かけ。

また、地域ぐるみでの雪対策を実施。スノーレンジャーを結

成し除雪を行っています。

みんなつながる地域交流会

テーマ　「地域の暮らしを守る」

～地域資源を活かす小さな拠点づくり～

第1回

「今後のフードバンクの役割」
～食品ロスの現状を踏まえて～

平成
29年

波多マーケット

峰田・お助けネット

地域運営による生活交通

一般社団法人
持続可能な地域社会総合研究所

所長　藤山　浩 さん
こうふじ　 やま

午前の部

午後の部

11：10～12：30

13：15～14：00

広島県内で、学校給食の栄養

教諭、病院栄養士を経て、平

成26年4月～現職。また、広島

市安佐北区にある「NPO法人

あいあいねっと」理事長とし

て、「フードバンク活動」に取

り組んでいる。

フードバンクってなあに？
食品企業でできた規格外食品など、まだ食べられる
にもかかわらず捨てられてしまう食料品（食品ロス）
を、福祉施設や困窮者など必要な方に届ける活動。

講　演

講　演

～16：20閉　会

田園回帰1％戦略、地域を支

える小さな拠点づくりなど、

現場主義、地域の営みを次代

へ紡いでいく循環型社会の

在り方を提案。



ずっと地域で
       暮らしたい
ずっと地域で
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こ　　　ここ　　　こ

悩む・考えるから、一歩・その先へ悩む・考えるから、一歩・その先へ

まとめ・質疑応答・意見交流等

先進地からの報告
14：00～15：30

一橋大学　経済学部　卒業

広島県・県立高校社会科教諭、株式会社　中国・地

域づくりセンター主任研究員、 ニュージーランド

留学、広島大学大学院国際協力研究科等を経て

島根県中山間地域研究センター　地域研究課研究員

島根県立大学連携大学院教授兼任

島根県中山間地域研究センター　研究統括監

「一般社団法人　持続可能な地域社会総合研究所」

設立、所長就任

主な経歴

内閣府　まち・ひと・しごと創生本部

 「地方創生における中山間地域ワーキング」

有識者委員

「地域の課題解決のための地域運営組織に関す

る有識者会議」委員 他

主な委員等

－5－

12/ 

2 
土

講　師 一般社団法人
持続可能な地域社会総合研究所

所長　藤山　浩 さん
こう

「田舎暮らし・
　地域の人口を増やす」

演　題

一般社団法人　持続可能な地域社会総合研究所　所長　藤山　浩 さん
ふじやま こう

15：30～16：10

－6－

しな がわ かつ のり

島根県益田市　二条里づくりの会　

会長　品川　勝典 さん

Uターン・Iターンなど、定住促進活動を自治会で取り組
み、移住者を増やしています。引き続き地域のイベントや
交流の場をつくるなど田園
回帰1％戦略による地域活動
を展開しています。

よこ やま くに  かず

庄原市東城町　田森自治振興区　会長　横山　邦和 さん

東京等の大都市でUターン・IターンなどPR活動を行い、定住促
進活動に取り組むとともに、移住の相談にもこまめに対応し、移住
者の受入れをすすめています。

おき  の ひろ   き

島根県邑南町　LLC（合同会社）出羽　代表　沖野　弘輝 さん

自治会と連携し、地域で「合同会社出羽」を設立。
農業振興・空き家活用・起業支援などを事業化するな

ど地域の資源を守り活かす取り組みを展開し、定住に向
けた地域の環境づくりをすすめています。

みんなつながる地域交流会

テーマ　「地域の人口を考える」

～田園回帰1％戦略・持続可能な地域をつくる～

第2回

13：00～16：20
庄原市ふれあいセンター

平成
29年

人口増・定住の取り組み

定住に向けた地域の環境づくり

自治振興区による人口増の取り組み

13：15～14：00講　演

～16：20閉　会

ふじ　 やま

コーディネーター
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悩む・考えるから、一歩・その先へ悩む・考えるから、一歩・その先へ
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27
土

平成
30年

～まちづくり団体からの活動報告～

9：30～12：00

まちづくり応援補助金

自治振興区活動促進補助金

地域マネージャー

「世帯と家族は違う」
～子どもたちは近場に住んでいる～

（T型点検の実践から見えたこと）

一般社団法人　トクノスクール・農村研究所

代表理事　徳野　貞雄 さん（熊本大学名誉教授）

とく　  の さだ　  お

九州大学大学院博士課程修了・山口大学人文学部助手
広島県立大学（現県立広島大学）助教授
熊本大学助教授
熊本大学名誉教授
一般社団法人トクノスクール・農村研究所設立　代表理事

国交省 全国地域振興アドバイザー
 【中国地方ダムフォローアップ委員会】委員
内閣府  【国・行政のあり方に関する懇談会】講師 
農水省 【食と農と福祉の連携に関する調査事業】委員会委員他

主な経歴

主な委員等

みんなつながる地域交流会

テーマ　「つながることで人も地域も元気」

－7－ －8－

第3回

9：30～15：00
庄原市東城文化ホール

13：15～14：45

　「東城スタイル 発信プロジェクト」
　～まちの賑わい・デザイン・創作を仕掛ける～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東新会

　「お通りを軸とした備後・東城まちづくり事業」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お通り保存振興会

　「田んぼアート 2017」
・・・・・・・・・・・・・広島県立庄原実業高等学校

　「庄原魅力発見・発信プロジェクト」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・広島県立東城高等学校

　「戸郷川憩いの場づくり事業」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・庄原自治振興区

　「向泉田楽継承事業」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・口和自治振興区

　「お隣さん運動の取り組みについて」・・・・・・・東城自治振興区

　「広島経済大学との農業体験事業・廃校リノベーションについて」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・八鉾自治振興区

講　師

演　題

離れて暮らす子供たちが、どこに

住んでいて、どれくらいの頻度で地

元に戻れるのかも聞き出し、集落そ

のものの大きさも考え直そうと提

案。過疎集落の維持や農業の担い手

問題などの課題に対して”生活の実

態”をもとに集落点検を行い、地域づ

くりを進める。

午前の部 13：00～15：00午後の部

講　演「市民活動報告会」

～15：00閉　会



ずっと地域で
       暮らしたい
ずっと地域で
       暮らしたい

こ　　　ここ　　　こ

悩む・考えるから、一歩・その先へ悩む・考えるから、一歩・その先へ

ほほえみの郷 ToiToi
地域の小さな拠点施設としてミニスーパー・産直

野菜の販売・移動販売・見守りサービス・ポケットカ
フェ・いきいき健康体操などを行うサロンを運営。多
彩な活動が地域を支えています。

JAの空き店舗を活用して、地域でサロンを運営。店舗
スペースで野菜・加工品の販売。事務所スペースで憩いの
場を開催。包丁・カマとぎイベントなど多彩な催しが元気
な暮らしを支えています。

ま　ち　こいし とび

島根県雲南市　中野の里づくり委員会　　　　

集落支援員　石飛　真知子 さん

たか  だ しん いち ろう

山口県山口市　NPO法人ほほえみの郷トイトイ　　　

副理事長・事務局長　高田　新一郎 さん

笑んがわ市

～地域の暮らしに大切なこと～

京都大学法学部卒業
検事任官
在アメリカ合衆国日本大使館一等書記官（後に参事官）
東京地検特捜部検事（ロッキード事件等担当）
法務省大臣官房人事課長
甲府地検検事正
法務省大臣官房長
退職、弁護士登録、
さわやか法律事務所・さわやか福祉推進センター開設
さわやか福祉財団設立　会長

主な経歴

－9－

講　師
ほっ　  た つとむ

公益財団法人　さわやか福祉財団

会長　堀田　力 さん

公益財団法人　さわやか福祉財団　会長　堀田　力 さん
ほっ た つとむ

－10－

みんなつながる地域交流会

テーマ　「安心して暮らせる地域づくり」第4回

13：00～16：20
庄原市ふれあいセンター

2/    

17
土

平成
30年

「これからの社会をつくる
支え合いのコミュニティと地域活動」

演　題

講　演

協同労働による地域活性化
60歳、70歳代のメンバーが出資し、経営にも参加する「協同労働」

「GO郷・まつむね」を設立。
「みんなのたまり場井戸端サロン」の運営を中心として、暮らしの
中の困りごとなどの支援を行っています。

しも  だ あきら

広島市安佐南区　運営団体「GO郷・まつむね」　代表　下田　彰 さん

地域の住民が安心して心豊かに

暮らせる社会・地域づくりを提唱。

地域のネットワークづくり・働く

人のボランティア・子どもの健全育

成・近隣ふれあい・助け合い・スポー

ツでふれあい・政策提言などの活動

を展開している。

13：15～14：00

まとめ・質疑応答・意見交流等 15：30～16：10

先進地からの報告
14：00～15：30

～16：20閉　会

コーディネーター


