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　このたび、呉市が取り組む地域の特色を活かした自主的な活動を支援する「ゆめづ

くり地域協働プログラム」に基づき、「豊町まちづくり協議会　地域まちづくり計画」

を策定いたしました。

　これは、活力ある元気な“ゆたかまち”をつくっていくための道標の一つであり、今後

は、この計画を軸に呉市と連携しながら、コミュニティーの充実、地域の活性化など

に向けた取り組みを実行していきます。

　11月18日の豊島大橋開通により、豊町は大きな変革期を迎えました。これまで先人

が築きあげてきた歴史や伝統を受け継いでいくとともに、町民を挙げて架橋後の新し

いまちづくりに向けて努力していかなければなりません。

　町民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

豊町まちづくり協議会

会　長　　大道洋三

　ゆめづくり地域協働プログラムとは、地域を包括する住民自治組織（豊町地区の場合は
まちづくり協議会）との協働により「地域協働型」のまちづくりを積極的に推進していく
呉市の施策です。

ゆめづくり地域協働プログラムの目指すものは？
地域力の向上と小さな市役所の実現
　住民が誇りを持って安心して暮らせる地域づくりのため、
地域自らが自立した存在としての力を高める地域力の向上
と地域住民が公共的サービスの担い手として、自主的に活
動するような地域社会の構築を目指します。

〜平成20年度の主な支援策〜

〈１〉ゆめづくり地域交付金（地域予算制度）
　市内の各まちづくり協議会を対象に、使いみちを限定しない地域予算制度を導入します。
今年度は50万円（基礎額）ずつ交付します。
　豊町まちづくり協議会では、地域において中心的役割を担っている豊町地区社会福祉協
議会（豊町振興会）が行う事業への支援を行いました。

〈２〉地域まちづくり計画の策定支援
　地域の目指すべきビジョンや地域課題の解決方法などが盛り込まれた「地域まちづくり
計画」の策定に取り組むまちづくり協議会に対し支援を行います。
　豊町まちづくり協議会では市の支援を受け、講演会と計画書の印刷・配布を行いました。

　地域まちづくり計画を策定したまち
づくり協議会には、計画実施のための
経費として翌年度から〈１〉のゆめづ
くり地域交付金（基礎額）に人口割額
が加算された額が交付されます。この
たび計画を策定した豊町まちづくり協
議会は、平成21年度から交付が受けら
れます。

平成20年５月26日	 地域課題と計画（案）の検討

　　　　７月28日	 地域課題と計画（案）の検討

　　　　10月27日	 計画（案）の最終検討及び計画の決定

　　　　12月12日	 まちづくりを考える講演会の開催及び計画の発表

会　長　　大道　洋三

副会長　　本末　　満　　梅迫　　實

監　事　　大町　晃司　　小林　増也

委　員　　今崎　仙也　　村尾　征之　　須賀　　譲　　楠　　律夫

　　　　　眞田　廣高　　枝橋　勝彦　　飛騨　法行　　小池　康一

　　　　　宮城　秀實　　下鍛冶尚眞　　大下　昌子　　橋本　弘二

顧　問　　長本　　憲
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ごあいさつ
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◎　地域の現状と課題
　豊町地区は、呉市の東部に位置する大崎下島
の一部等により構成される柑橘栽培の盛んな瀬
戸内海の景観が美しい自然豊かな地域です。ま
た、御手洗の「重要伝統的建造物群保存地区」
や「ゆたか海の駅」を有するなど、観光資源も
豊かな地域でもあります。
　平成20年11月18日には安芸灘諸島連絡架橋
３号橋の豊島大橋が開通、本土と地続きとなり、
住民の生活環境の変化や来島者の増加等に対応
した新しいまちづくりを進めていくことが急務
となっています。
　また、平成20年３月末現在の人口は2,583人、
世帯数は1,323世帯で、高齢化率が約56％に達
する超高齢地域となっているため、住民の主体
性と助け合いの精神に根ざした自立的な地域社
会を創出していく必要があります。
　豊町まちづくり協議会では、平成17年４月か
ら呉市合併町地域まちづくり振興事業補助金を
財源として、町民運動会や七夕納涼祭、産業文
化祭といった地域イベントに対する支援等を行
い、地域コミュニティーの充実や活力ある地域
づくりに寄与してきました。
　豊町まちづくり協議会は、今後も地域課題の
解決と地域の活性化を含めた将来に希望が持て
るまちづくりを推進するため、「ふれあいの島
心ゆたかなまち」をスローガンに、地域内各種
団体と連携し地域住民のさまざまな活動の支援
等を行っていきたいと考えています。

◎　将　来　像
ふれあいの島　心ゆたかなまち
　豊町まちづくり協議会は、住民同士の交流を
通じて、誰もが人の心や地域の自然、歴史、文
化の豊かさを感じることができる元気な地域を
創り出します。

◎　振　興　方　針
人々の心がふれあう「ゆたかまち」をつくろう
　地域のコミュニティー活動や地域内の各種団体の活
動などを通じて、住民が心豊かにふれあえる「ゆたか
まち」づくりをめざします。
にぎわいと活力ある「ゆたかまち」をつくろう
　他地域に誇るべき産業・文化の発展とにぎわいづくり
を通じ、地域間交流による活気ある「ゆたかまち」づ
くりをめざします。
安心して住める「ゆたかまち」をつくろう
　地域のつながりを基本にして、高齢者も元気に安心し
て安全に生活できる「ゆたかまち」づくりをめざします。

◎　事　業　内　容
　振興方針を具体化するため、呉市役所豊市民センター
や豊町地区社会福祉協議会（豊町振興会）を中心とし
た地域内各種団体と連携しながら、次のような事業に
対し支援等を行っていきます。

①人々の心がふれあう「ゆたかまち」をつくろう
　・	地域コミュニティーの充実のため、さまざまな地

域行事を実施し、お互いの顔が見える地域社会を
構築します。

　・	地域内の各種団体の活動を活発化させていきます。

②にぎわいと活力ある「ゆたかまち」をつくろう
　・	集客力のあるイベントを開催し、地域のにぎわい

を創出します。
　・	架橋後のまちづくりを考える催しや来島者との交

流を図る事業を実施していきます。
　・	豊町らしさを後世に伝えていくため、地域産業の

発展と文化の継承を図ります。

③安心して住める「ゆたかまち」をつくろう
　・	高齢化が進む中で、誰もが元気で安心して安全に

生活ができ、住んで良かったと思える地域づくり
に努めます。

豊町まちづくり協議会　地域まちづくり計画
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実施主体 事	業	名 実施内容 実施時期・場所 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度以降

豊町地区
社会福祉協議会
体育部会

町民運動会の実施
地区対抗戦で
競技を行う

６月
豊中学校

豊町地区
社会福祉協議会
福祉部会

成人式の実施
次代を担う若者の前途
を地域全体で祝う

８月
豊公民館

豊町遺族会 慰霊祭の実施
先人の労苦を尊び
現代の平和に感謝する

５月
豊公民館

地域内各種団体の支援
地域で活動する各種団
体の活動を支援する

自治会活動の支援
地域活動の拠点となる

自治会の
活動を支援する

地域内
各種団体

その他、地域コミュニティー充実のための事業の実施

実施主体 事	業	名 実施内容 実施時期・場所 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度以降

旧豊町商工会
青年部

七夕納涼祭の実施
ステージイベントや花火
の打ち上げなどを行う

８月
小長港

産業文化祭
実行委員会

産業文化祭の実施
果実品評会やバザー、
舞踊・歌謡などの発表会

２月
豊公民館

地域内
各種団体

その他、にぎわいと活力あるまちづくりを
推進するための事業の実施

実施主体 事	業	名 実施内容 実施時期・場所 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度以降

ふれあいサロン
グループ

ふれあいサロンの実施
高齢者向けの介護予防
や健康維持の教室

通年
各地区で実施

各自治会 敬老会の実施
高齢者の長寿を
地域全体で祝う

９月
各地区で実施

地域内
各種団体

その他、住民が安心して安全に生活するための事業の実施

振興方針 人々の心がふれあう「ゆたかまち」をつくろう

振興方針 にぎわいと活力ある「ゆたかまち」をつくろう

振興方針 安心して住める「ゆたかまち」をつくろう

豊町まちづくり協議会　まちづくり計画実施計画書豊町まちづくり協議会　まちづくり計画体系図

10年後の地域の姿をイメージし、各種事業を展開していく

将 来 像 振 興 方 針 活 動 方 針 活 動 内 容

人々の心が
ふれあう

「ゆたかまち」を
つくろう

地域コミュニティーの
充実

町民運動会の実施

成人式・慰霊祭の実施

地域内各種団体の支援

自治会活動の支援

その他、地域コミュニティー
充実のための事業の実施

七夕納涼祭の実施

産業文化祭の実施

その他、にぎわいと活力あるまちづ
くりを推進するための事業の実施

ふれあいサロンの実施

敬老会の実施

その他、住民が安心して安全に
生活するための事業の実施

安心して住める
「ゆたかまち」を

つくろう

高齢者が元気に
安心して安全に
暮らせるまちに

にぎわいと
活力ある	

		「ゆたかまち」を
つくろう

集客力ある
イベントの実施

地域産業の発展と
文化の伝承

ふれあいの島
心ゆたかなまち


