
地域交流で
笑顔いっぱい
くれ中央

くれ中央地区まちづくり委員会

私たちがめざすのは──

計  画  書計  画  書

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり



21

地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり

官庁施設

呉市水道局
呉市の水瓶を管理する官庁
施設です。

官庁施設

呉市西消防署
中央地区をカバーする西
消防署は、安全・安心の
要です。

公　　園

古川公園
通称「三角公園」子ども向
けの遊具だけでなく、体力
づくりのための遊具も設置
されています。

小・中学校

呉中央小学校
旧二河小と旧五番町小が統合
され、平成19年度に呉中央
中学校とともに小中一貫教育
校「呉中央学園」がスタート。

小・中学校

呉中央中学校
旧二河中学校が名称変更して
呉中央中学校に。平成23年春
に竣工予定の小中一体型の校
舎建設がすでに始まっています。

交　　通

クレアライン
呉～広島（仁保IC.）までわ
ずか20分で結ぶ有料道路です。

小・中学校

片山中学校
円形校舎がユニークな片山
中は、現在242人の生徒が
在籍しています。

小・中学校

荘山田小学校
平成20年に、辰川小、荒神
町小、片山小の３校が統合
されて荘山田小になりました。

官庁施設

福祉会館
市の福祉関係の部署が集約
されています。

官庁施設

つばき会館
観光商工課や教育委員会の
ほか、収容人員約200名の
ホールや体育施設があります。

名所・旧跡

極東ビル
戦前の建物。終戦直後は
GHQの本部が設置されて
いたこともありました。

公　　園

蔵本公園
通称「ゴリラ公園」。夕方
になると子どもたちの声が
聞こえてきます。

名所・旧跡

岩方尋常小跡
福祉会館庁
舎の横に、
岩方尋常小
学校の門扉
が残されて
います。同
小の講堂跡
地です。

公　　園

二河川公園
造船所や行き交う船が一
望できる臨海公園です。

公　　園

呉中央公園
呉のオアシスともいわれ
るこの公園は、市民の憩
いの場。市花を植樹した
椿庭園もあります。

公　　園

浜田公園
内神川沿いの静かな公園です。

名所・旧跡

鉄のくじら館
平成19年にオープンした海
上自衛隊の博物館。屋外の
本物の潜水艦が目を引きます。

名所・旧跡

大和ミュージアム
呉のものづくりの技術を
展示した博物館。全国か
ら観光客が訪れる場所です。

病　　院

呉共済病院
中央地区近辺にある総合病院。
いざというとき、頼りになり
ます。

公　　園

岩方公園
文化ホール裏手の公園。朝
にはゲートボールなども行
われています。

官庁施設

呉市民会館
収容人員約800名の大ホー
ルのほか、大小の会議室が
あります。

官庁施設

呉市役所
建築家板倉準三氏の設計で
昭和37年完成。本庁は船の
艦橋、市民会館は煙突をイ
メージしているそうです。

交　　通

呉中央桟橋
呉駅と回廊で結ばれ、ア
クセス性が高まりました。

交　　通

JR呉駅
1日の乗降客１万2千人を数
える呉随一の駅。市営バス
路線網もここを中心に市内
全域に広がっています。

公　　園

堺川親水公園
川面近くまで降りることが
できる公園。散策にピッタ
リです。

公共施設

呉市文化ホール
毎月さまざまな催し物が
開かれるホールです。

公共施設

呉市立中央図書館
所蔵約32万6千冊を誇る図
書館。蔵書の収集・貸し出し
以外にも絵本会などの活動
を行っています。

公　　園

今西公園
通称「ヒコーキ公園」。築山が
あったり、夏には地区の子ど
もたちが集まってラジオ体
操をしています。

集うところ

堺川沿いの屋台
呉の新名物の屋台。ラーメン
やおでんのほか、いろいろな
メニューがそろっています。

公共施設

呉市立体育館
東のグリーンアリーナに対
して西の呉市立体育館。今で
もさまざまなスポーツイベ
ントが行われています。

集うところ

れんが通
長さ約400メートルの商店街。
いろいろなイベントなども
行われます。

公　　園

堺川公園
通称「どんぐり公園」大き
な遊具が子どもたちに人気
です。

名所・旧跡

五月橋のガス燈
昔、五月橋
にあったガ
ス燈の復刻
版。揺らめ
きながら照
らす明かり
は、電灯に
はない情緒
を醸し出し
ます。
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中央地区の概要中央地区の概要

　戦後の復興期、そして経済の成長期に大きく寄与した自治会は、一元的な

CHANGE（＝変革）ではなく、それぞれの地域に合った進化・深化が求められてい

ました。それに呼応するように呉市では「ゆめづくり地域協働プログラム」が策定

され、中央地区も独自でまちづくりを考えました。

　私たちの作業は、まず「中央地区って何だろう？」「中央地区の資源って？」と、

私たちが住んでいる地区の検証からはじめました。

　委員会のメンバーは、家族構成、居住年数、住居形態、年齢などさまざまで、い

ろいろな意見が出されました。

　この報告書は、そのメンバーの思いや意見、夢、希望などがぎっしり詰まってい

ます。中央地区のこれからの指針の根幹を成すものとして、ご理解・ご協力いただ

ければ幸いに存じます。

呉市中央地区まちづくり委員会

　　会　長　　中桶　敏勝

　中央地区は、駅に近いことから、呉市外へ働きに出るための住居も多く、またオ
フィスビルも多いので昼間人口と夜間人口の動きが激しいのもこの地区の特徴。ま
た、マンションが多く、共働き世帯も多いと考えられ、地域住民の繋がりが希薄と
いう指摘は否めません。
　しかしながら、呉のほぼ中央に位置するこの地区は、行政や商業の中心地であり、
鉄道・道路・船舶など交通の要衝でもあります。つまり、中央地区はヒト・モノ・
コトの集積地で、呉随一の都市型地区とも言えます。
　つまり、呉市の“顔”ともいえるこの地区では、その資産を生かしつつ、地域住
民の連帯を醸成し、そして中央地区以外の地区をも視野に入れたまちづくりを考え
る必要があります。

中央地区まちづくり委員会

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり

4

地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

中央地区の現状中央地区の現状

位置・特性
・市の中心部
・呉駅・官公庁・消防署など公共施設や総合病院・学校もあり、
 市内中央に位置し、日常生活も便利・安全に暮らせる地区。
地 形
・ 市内の中心部で平坦なところが多い
・南側が瀬戸内海に面し、三方を九嶺に囲まれ、気候も穏やか
 な地形
道路等
・ 道路幅が広い
・国道３１号線、県道平谷線
・市道、今西通、岩方通、蔵本通、市役所前通
・国道３１号線の焼山方向・音戸・倉橋方向・広島方向（クレアライン）
　への幹線道路の拠点に位置し、市内、市外にと便利な地区
交通網
・ＪＲ呉線（呉駅）、呉市営バス、広電バス、ＪＲバス
・中央桟橋（松山フェリー・高速艇・江田島フェリー）
・バス路線（長の木呉駅、辰川、三条二河長迫、宝町中央、市役所宝町）
人　口
   平成２１年３月末現在　  ７,７１７人   
世帯数
　平成２１年３月末現在　３,７９４世帯
地区内の団体
・呉駅前防犯パトロール隊
・万引防犯パトロール（フレスタ内、ゆめタウン店内）
・ボーイスカウト・ガールスカウト・自治会・民生児童委員・女性会・消防団
   学校児童会・ＰＴＡ・ＰＴＣＡ
地域資源
・和菓子（特に戦前・戦後たくさんあった→ 天皇・皇后両陛下に献上した「椿まんじゅう」など）
・稲荷町、稲荷水がこんこんと湧いていた水で、「呉の光銘」酒造会社があった
・浜田町十丁目のセーラー万年筆阪田製作所があった
・呉市岩方尋常小学校講堂跡地、呉市立高等女学校跡地、華魂碑、藤井清水
　宮原幸三郎、呉文聰先生（中央公園）皇太子殿下（平成天皇）御成婚記念植樹（二本の松）
まちづくり活動
・中央地区まちづくり委員会
・呉駅前防犯パトロール隊
・中央地区いきいきサロン
・子どもに喜んでもらえる行事
・高齢者に喜んでもらえる行事
・地区住民と児童・生徒によるクリーン作戦
・児童・保護者を対象としたイベント
・高齢者を対象としたイベント
・敬老会
・こんにちは赤ちゃん
その他
・中央公園内には、呉鎮海姉妹都市始め数種類の記念樹があり、
   又造形彫刻が数個みられる
・呉市プレマトン市姉妹都市トーテムポールが中央公園にある
・昔、内神川（浜田川）下流で子ども達が水遊びをしていた

※数値は呉市統計書（平成20年度版）より

交通安全パトロール

クリーン作戦



地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり

3

中央地区の概要中央地区の概要

　戦後の復興期、そして経済の成長期に大きく寄与した自治会は、一元的な

CHANGE（＝変革）ではなく、それぞれの地域に合った進化・深化が求められてい

ました。それに呼応するように呉市では「ゆめづくり地域協働プログラム」が策定

され、中央地区も独自でまちづくりを考えました。

　私たちの作業は、まず「中央地区って何だろう？」「中央地区の資源って？」と、

私たちが住んでいる地区の検証からはじめました。

　委員会のメンバーは、家族構成、居住年数、住居形態、年齢などさまざまで、い

ろいろな意見が出されました。

　この報告書は、そのメンバーの思いや意見、夢、希望などがぎっしり詰まってい

ます。中央地区のこれからの指針の根幹を成すものとして、ご理解・ご協力いただ

ければ幸いに存じます。

呉市中央地区まちづくり委員会

　　会　長　　中桶　敏勝

　中央地区は、駅に近いことから、呉市外へ働きに出るための住居も多く、またオ
フィスビルも多いので昼間人口と夜間人口の動きが激しいのもこの地区の特徴。ま
た、マンションが多く、共働き世帯も多いと考えられ、地域住民の繋がりが希薄と
いう指摘は否めません。
　しかしながら、呉のほぼ中央に位置するこの地区は、行政や商業の中心地であり、
鉄道・道路・船舶など交通の要衝でもあります。つまり、中央地区はヒト・モノ・
コトの集積地で、呉随一の都市型地区とも言えます。
　つまり、呉市の“顔”ともいえるこの地区では、その資産を生かしつつ、地域住
民の連帯を醸成し、そして中央地区以外の地区をも視野に入れたまちづくりを考え
る必要があります。

中央地区まちづくり委員会

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり
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地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

中央地区の現状中央地区の現状
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地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり

中央地区の課題中央地区の課題

地理・特性・自治会・コミュニティについて
● 史跡、神社仏閣、伝統行事がないので、子どもさんが大人になった時、地区の祭りがない。思い
出が少ないのでは…せめて旧町名の由来など知ってほしい。

● 地区が縦長で、又中央公園で２分化され、又マンションが中央付近にかたまっており、更に今西
通、蔵本通を挟んだ格好になっており、自治会内の交流の弱みとなっている。

●  マンションが増え、単位自治会の活動人口やマンション住民と自治会の交流も減っている。
●  マンションが多く自治会への加入者が少ない。
●  マンション以外は、高齢化が進み、行事をするにも、若い力が少ない。
●  自治会未加入のマンションがあり、活動に協力的でないところもある。
●  仕事場が地元でなく、昼間、町内の若い力が少ない。
●  まちづくり活動への参加協力が各自治会単位で温度差があるように感じ
る。

●  地域住民が一体となった行事（敬老会を除く）がない。
●  中央公園で、毎朝ＮＨＫラジオ体操（３０年位）行っていますが、地域
外区からの参加者が殆どで、我が地域住民の参加者が少ないのが残念です。

児童・高齢者について
●  学校区分と自治会区分が一致していない。
●  学校内の子ども会組織と自治会のつながりが薄い。
●  中央学園、荘山田小学校と２校あるために、小学生中心のスポーツ大会の日程調整が難しい。
●  民生児童委員の活動範囲と自治会区域が一致していない。
●  高齢者と若者と児童との交流が少ない。
●  ５カ所の公園に子ども向けの遊具があります。高齢者向きの健康づくりの器具もあれば、体力づ
くりに利用できる。

防災・防犯について
●  台風、大雨の時、今西通、体育館、裁判所前一帯、一部岩方通道路が即浸水し、車両通行や歩行
不能状態となる。

●  内神川（浜田川）も防水堤をオーバーすることが再三生じている。
●  昼間は人通りがあるが、夜間に街灯が少なく防犯面で不安を感じる。
●  駅前で若者が座り込んでいるが、呉の玄関としてどうかと思う。

環境・ゴミについて
●  内神川（浜田川）が、中央地区の中心に流れおり、ポイ捨てが多い（特に
タバコ吸いがら、空き缶、ビニール袋等）呉市の中心部でもあり、他市民
から見ても、呉一の清流にしたい。

●  当地区のゴミステーションへ他地区からのゴミの投棄が多い。
●  路上でのタバコのポイ捨てが多い。

交通安全について
●  地区に、放置自転車が多くみられる。
●  地区内は車道に面している箇所が多く、大人の信号無視の歩行を目にする。

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり
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地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

課題への取り組み課題への取り組み

地理・特性・自治会・コミュニティへの取り組み
● マンション単位の加入が困難であれば、住人単位で自治会への入会を勧誘して徐々に拡大して
いく。

● マンション管理組合へのまちづくり事業への参加呼び掛けと、イベント毎に加入者と非加入者
の負担を考える

● 自治会未加入者への、行事への参加呼び掛け
● 自治会入会者の中の若い力の参加（青年会のようなもの）
● 色々な行事を行ない自治会に入ったほうが得だと思わすような行事を企画する。
● 自治会へ加入したいと思えるような行事をする。
● 各自治会よりイベントの代表者会議を開催し、まず代表者同志の交流から始めなければ！
● 地区全体の交流を図る
● 諸行事の推進
● 毎年、公園を巡回しながら祭り、盆踊りなどを開催する
● まちづくり団体の結成および育成を図る

地域の歴史への取り組み
● 中央地区の歴史を知る

児童・高齢者への取り組み
● 高齢者、若者、児童に楽しく集まってもらえる共有価値観のあるイベント
● 中央地区子ども会結成
● 子どもと高齢者の交流
● 学校、ＰＴＣＡ，先生に参加依頼

防災・安全への取り組み
● 防災・交通安全を推進する
● 防犯活動を推進する

環境・ゴミ問題への取り組み
● 環境と衛生を推進する
● 毎月クリーン作戦
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中央地区まちづくりコンセプト中央地区まちづくりコンセプト

将来像

振興方針

活動方針

活動内容

明日へと向かう
中央地区

みんなが集う
中央地区

笑顔で元気な
中央地区

地域が守る
中央地区

まちづくり活動
組織の強化

交流事業の
充　実

各種団体活動の
支　援

防犯・防災の
強　化

環境美化活動の
推　進

★
中
央
地
区
子
ど
も
組
織
の
結
成

★
中
央
地
区
子
ど
も
応
援
組
織
の
結
成

★
中
央
地
区
高
齢
者
組
織
の
結
成

★
人
材
育
成
の
推
進

★
子
ど
も
組
織
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流
事
業
の
充
実

★
各
種
団
体
支
援
活
動
の
充
実

★
地
域
活
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化
事
業
の
推
進

★
防
犯
・
防
災
運
動
の
推
進

★
美
化
啓
発
活
動
の
推
進

★
基
盤
整
備
の
推
進

★
高
齢
者
支
援
事
業
の
推
進

★
各
種
団
体
支
援
活
動
の
推
進

地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

中央地区の課題を踏まえてどういうまちづくりを進めていくのか、
というコンセプトを下記のチャートに示しました。

解決のためのキーワード解決のためのキーワード

解決のためのキーワード
住民の知恵で一つ一つできることから、楽しく実践し行動にうつす

地域住民みんなで取り組む   

数少ない若い人の力を委員会に活かす   

中央公園や多くの公共施設を充分に活用した行事   

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり
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これからの展開案これからの展開案

活動実績活動実績

数回重ねたまちづくり委員会の会議で出された「まちづくり案」を次ページに掲載します。ランダ

ムな発案なので、実現性等不明確なものもありますが、参考資料としてご覧ください。

地域内小学生と保護者を対象とした飯ごう炊さん

と　き　平成20年10月5日（日）

ところ　呉市焼山野外活動センター（焼山つつじヶ丘）

告　知　荘山田小・呉中央小でプリント配布。

参　加　荘山田小学校　児童20人　／　保護者11人

　　　　呉中央小学校　児童17人　／　保護者15人

協　力　ボーイスカウト12団／ガールスカウト6団　7人

登録料　一人100円

内　容　午前8：30　中央公園に集合。バス２台に分乗し、
焼山つつじヶ丘へ。開会式の後、炊事開始。指
導員の指示のもと、キャンプ料理を親子で作り
ました。午後からは宝探しやゲームを楽しんだ。
あいにくの雨模様でったが、荘山田小学校・呉
中央小学校の交流もありました。子どもたちに
感想を聞くと「楽しかった」という声や、継続
開催を望む保護者の声も多くありました。

課　題　すべての運営をボーイスカウトの方々に頼った
ので、次回は、自治会のスタッフも独自の企画
を考えていきたい。

　　　　告知方法が、各小学校へのプリント配布だった
ので、地域外の児童も参加していました。

会議のようす
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★ 中央地区MAP 認知事業

目　　的　中央地区の範囲と歴史、資産を知って貰う
実施主体　くれ中央地区まちづくり委員会・中央地区自治会連合会
対　　象　中央地区地区の会員世帯および、非会員世帯
実施場所　配布
実施時期　─
企画内容　中央地区の再認識と、中央地区各自治会への勧誘
予　　算　20万円
協力団体　─

★ 親子もちつき大会 交流事業

目　　的　地区内の青少年の健全育成と自治会員相互の交流を図る
実施主体　くれ中央地区まちづくり委員会・中央地区自治会連合会・子ども組織・応援組織
対　　象　中央地区地区の子どもと保護者／ＰＴＡならびにＰＴＣＡ
実施場所　中央集会所
実施時期　12月
企画内容　もちつき、ぜんざい等
予　　算　30万円
協力団体　─

★ 親子で挑戦！野外料理 交流事業

目　　的　中央地区内の小学生と保護者の交流
実施主体　くれ中央地区まちづくり委員会・子ども組織・応援組織
対　　象　荘山田小学校・呉中央小学校の小学生と保護者
実施場所　焼山つつじヶ丘
実施時期　２月
企画内容　野外料理（野焼きバウムクーヘン、ツイストなど）
予　　算　30万円
協力団体　各小学校6年生の保護者・民生児童委員・ボーイスカウト・ガールスカウト

★ 夏祭りと盆踊り 交流事業

目　　的　中央地区内の高齢者から児童まで交流と活性化
実施主体　くれ中央地区まちづくり委員会・中央地区自治会連合会・民生児童委員・ＰＴＣＡ他
対　　象　中央地区住民
実施場所　中央児童公園
実施時期　夏休み期間（土曜日）
企画内容　自治会員以外も中央地区住民が参加できるように
予　　算　初年度100万円／次年度50万円
協力団体　ＰＴＣＡ・学校関係・ボーイスカウト・ガールスカウト・市役所

活動提案活動提案

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり
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地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

活動実績

★ 地域住民の健康づくりと、人との交流 交流事業

目　　的　自治会と自治会未加入者への参加と健康づくり
実施主体　自治会・民生児童委員・くれ中央地区まちづくり委員会・中央地区自治会連合会
対　　象　中央地区地区住民全員（特に高齢者・身障者・児童等）
実施場所　中央公園とその周辺
実施時期　第3土曜日（呉市ウォーキングの日）・年4回程度
企画内容　公園および周辺のウォーキングで、出会いや史跡等を巡る
予　　算　─
協力団体　健康増進課・地域協働課

★ 街たんけん 交流事業

目　　的　中央地区の地理状況を知るイベントを実施し、高齢者から幼児までの交流を図る
実施主体　くれ中央地区まちづくり委員会・中央地区自治会連合会
対　　象　幼児からお年寄りまで
実施場所　中央公園
実施時期　春or秋
企画内容　中央地区エリア全体対象で、スタンプラリー（景品あり）
予　　算　30万円
協力団体　ＰＴＣＡ・学校関係・ボーイスカウト・ガールスカウト・市役所

★ みんなで揚げよう鯉のぼり 交流事業

目　　的　中央地区内の小学生と保護者の交流、地域（自治会）の団結力や協調感を高める
実施主体　くれ中央地区まちづくり委員会
対　　象　荘山田小学校・呉中央小学校の児童および自治会員
実施場所　中央公園および堺川筋公園
実施時期　4月末～5月
企画内容　自治会ごとに鯉のぼりをつくり（和紙や切り紙等）公園に揚げる。
予　　算　50万円～
協力団体　専門家（？）・ＰＴＣＡ・学校関係・ボーイスカウト・ガールスカウト・市役所

★ 中央地区一斉クリーン作戦 環境事業

目　　的　呉市の玄関である中央地区を清掃することにより、地域の環境美化運動を推進するとと
もに、地域コミュニティの醸成を図る。

実施主体　中央地区自治会連合会・民生児童委員・ＰＴＣＡ・くれ中央地区まちづくり委員会　他
対　　象　まちづくり委員会・自治連・ＪＴと協賛
実施場所　呉駅南地区・呉駅前地区・中央公園付近
実施時期　平成21年12月上旬
企画内容　地元住民が、呉市の玄関ともいえる中央地区の清掃活動を行う
予　　算　10万円強
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その他の活動提案その他の活動提案

★ みんなでお花見 交流事業

目　　的　中央地区内の高齢者に、さらに元気になってもらう

★ 中央地区大型クリスマスツリーを作ろう 交流事業

目　　的　中央地区内の青少年の健全育成と自治会員相互の交流を図る

★ カラオケ大会 交流事業

目　　的　高齢者だけでなく、若者、子どものコミュニケーション

★ 中央地区に旧町名の表示と由来 認知事業

目　　的　中央地区の歴史に興味を持ってもらう

★ 中央地区オリエンテーリング 交流・認知事業

目　　的　中央地区内の住民同士の交流、および地区内を知ることができる

★ 大ラジオ体操 交流・健康推進事業

目　　的　中央地区内の高齢者から児童までの交流と健康づくりを図る

★秋の健康ウォーキングと広島空港見学 交流・健康推進事業

目　　的　広島空港周辺をウォーキングすることにより、高齢者の健康づくりと参加者のコミュニティ意識の醸成を図る

★和太鼓チーム等のサークルをつくる 交流事業

目　　的　中央地区の伝承芸能サークルの発足

★祭り支援プロジェクト 交流事業

目　　的　中央地区の高齢者から児童まで、交流と祭り等の伝統芸能の伝承を図る

★内神川（浜田川）整備・清掃活動 環境事業

目　　的　魚・水鳥が住み良い環境づくりと地域住民の連帯感の醸成

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり 地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央
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まちづくり実施計画書まちづくり実施計画書

実施機関 ２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度
以 降

中央地区まちづくり委員会
子ども隊・応援隊

中央地区まちづくり委員会
子ども隊・応援隊

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会
民生児童委員

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会
民生児童委員
ＰＴＡ・ＰＴＣＡ 他

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

 ☆中央公園イルミネーション（ツリー）作戦

 ☆中央地区カラオケ大会

 ☆街たんけん（旧町名と由来など）

 ☆みんなで揚げよう鯉のぼり

★子ども組織交流事業の充実

★地域活性化事業の推進

 ☆夏祭りと盆踊り

 ☆地域住民の健康づくりと人との交流

 ☆親子もちつき大会

 ☆みんなでお花見！

 ☆大ラジオ体操

実施事業内容

 ☆親子で挑戦！野外料理

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会

中央地区自治会連合会

 ☆中央地区MAP

実施機関 ２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度
以 降

中央地区まちづくり委員会
地区在住 児童・生徒

中央地区まちづくり委員会地
区在住 児童・生徒の保護者
PTA・PTCA

中央地区まちづくり委員会
中央地区在住高齢者

中央地区まちづくり委員会 ☆人材育成研修会の実施

 ☆中央地区子ども応援組織の結成

★中央地区高齢者組織の結成

 ☆中央いきいきクラブの結成

★人材育成の推進

実施事業内容

 ☆中央地区子ども組織の結成

★中央地区子ども応援組織の結成

★中央地区子ども組織の結成

明日へと向かう中央地区 まちづくり活動組織の強化

みんなが集う中央地区 交流事業の充実
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★祭り支援プロジェクト 交流事業

目　　的　中央地区の高齢者から児童まで、交流と祭り等の伝統芸能の伝承を図る

★内神川（浜田川）整備・清掃活動 環境事業

目　　的　魚・水鳥が住み良い環境づくりと地域住民の連帯感の醸成
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まちづくり実施計画書まちづくり実施計画書

実施機関 ２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度
以 降

中央地区まちづくり委員会
子ども隊・応援隊

中央地区まちづくり委員会
子ども隊・応援隊

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会
民生児童委員

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会
民生児童委員
ＰＴＡ・ＰＴＣＡ 他

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

 ☆中央公園イルミネーション（ツリー）作戦

 ☆中央地区カラオケ大会

 ☆街たんけん（旧町名と由来など）

 ☆みんなで揚げよう鯉のぼり

★子ども組織交流事業の充実

★地域活性化事業の推進

 ☆夏祭りと盆踊り

 ☆地域住民の健康づくりと人との交流

 ☆親子もちつき大会

 ☆みんなでお花見！

 ☆大ラジオ体操

実施事業内容

 ☆親子で挑戦！野外料理

中央地区まちづくり委員会
中央地区自治会連合会

中央地区自治会連合会

 ☆中央地区MAP

実施機関 ２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度
以 降

中央地区まちづくり委員会
地区在住 児童・生徒

中央地区まちづくり委員会地
区在住 児童・生徒の保護者
PTA・PTCA

中央地区まちづくり委員会
中央地区在住高齢者

中央地区まちづくり委員会 ☆人材育成研修会の実施

 ☆中央地区子ども応援組織の結成

★中央地区高齢者組織の結成

 ☆中央いきいきクラブの結成

★人材育成の推進

実施事業内容

 ☆中央地区子ども組織の結成

★中央地区子ども応援組織の結成

★中央地区子ども組織の結成

明日へと向かう中央地区 まちづくり活動組織の強化

みんなが集う中央地区 交流事業の充実



地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり

13

実施機関 ２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度
以 降

単位自治会・補連協

中央地区まちづくり委員会

単位自治会

中央地区まちづくり委員会
児童・生徒
民生児童委員
ＰＴＡ・ＰＴＣＡ 他

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

中央地区まちづくり委員会

実施事業内容

★防犯運動・防災活動の推進

 ☆防犯パトロールの実施

★基盤整備の推進

 ☆空き地等問題対策の推進

 ☆駅前防犯の強化

★美化啓発活動の推進

 ☆地区内一斉クリーン作戦

 ☆内神川整備・清掃活動

 ☆自主防災組織の設立

実施機関 ２１年度 ２２年度 ２３年度
２４年度
以 降

中央地区まちづくり委員会
自治連・民生・児童委員

中央地区まちづくり委員会
自治連・民生・児童委員

中央地区まちづくり委員会
自治連・民生・児童委員

自治連・民生・児童委員

中央地区まちづくり委員会
中央地区住民

 ☆いきいきサロンの実施

★各種団体の支援活動の推進

 ☆各種団体の支援活動の実施

 ☆秋の健康ウオーキングと広島空港見学

実施事業内容

★高齢者支援事業の推進

 ☆祭り支援プロジェクト（和太鼓等チームの結成）

 ☆敬老会の実施

笑顔で元気な中央地区 各種団体の支援

地域が守る中央地区 防犯・防災の強化・環境美化活動の推進

中央地区自治会連合会

中央地区まちづくり委員会

民生・児童委員・主任児童委員 ☆こんにちは赤ちゃん事業

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり
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地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

中央地区まちづくり委員会

くれ中央地区まちづくり委員会構成くれ中央地区まちづくり委員会構成

自治会 荒川　正氣

自治会 河野　昌照

民生児童委員 山田　照枝

呉中央小学校PTCA会長 神田　政明

荘山田小学校PTA会長 光山　隆宣

おやじの会 松本　好生

呉中央小学校PTCA 松居　　葵

自治会  明田　和久
自治会  池本　行夫
自治会  檜高　喜一
自治会  諸岡　賢美
自治会  瀧口　勝行
自治会  神田八重子
自治会  村戸　聖美
自治会  武田　一郎
自治会  富山　舜雄
自治会  駒沢　猛士
自治会  古井　昭七
民生児童委員  松本　桂子
民生児童委員  石田　祥子
民生児童委員  橋本千代美
民生児童委員  林　ミサ子
民生児童委員  品川嘉恵子
民生児童委員  大上　容子

中央地区計画策定委員会
　委員長　　中谷　一彦

中央地区まちづくり委員会
　会　長　　中桶　敏勝

計画策定委員
〔９名〕

委　員
〔17名〕
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以 降
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以 降
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民生・児童委員・主任児童委員 ☆こんにちは赤ちゃん事業

くれ中央地区のまちづくりくれ中央地区のまちづくり
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地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央地域交流で 笑顔いっぱい くれ中央

　「自治会のこれから」を地域のみんなで考えていく時代がはじまりまた。行政主導ではなく、文字通
り自分たちで治めていく組織だからこそ、「在り方」を熟考しなければならないと思います。
　策定委員会のメンバーでさまざまな話し合いを持って私が感じたのは「自治会・自治連はそれぞれ結
束の固い組織ではあるけれど、今まで以上にもっと横の繋がりを強める必要もあるのではないか」とい
うことです。
　ご存じのとおり、繊維は縦糸と横糸がしっかり繋がってこそ、布としての役割を果たします。自治会・
自治連も縦横の連携をより深めることができたら、他都市のどこよりも勝る「力強い布」で呉市を包み
込むことができるはずです。
　しかし、一足飛びに強固な組織づくりができるわけではありません。まずは、地域のみなさんの声に
耳を傾け、生活基盤や生活意識の充実を図り、楽しく安全・安心なまちづくりを、できることから始め
ていきたいと思います。そして自他地区の良い点や課題点を知り、互いに発展させることができたら呉
市に暮らす人たちに「呉に住んでいてよかった」と感じていただけるに違いありません。
　ともに連携をとりながら、住みよい「まちづくり」を目指していきましょう。

呉市中央地区まちづくり委員会
計画策定委員会　　　
委員長　　中谷　一彦

中央地区まちづくり委員会

平成21年

５月14日（木） 【総　　会】 平成２０年度事業報告並びに決算報告について

  平成２１年度事業計画について

６月16日（火） 【計画策定部会】 まちづくり計画策定の取り組みについて

  中央地区の現状把握について

６月30日（水） 【計画策定部会】 中央地区の現状把握について

  中央地区の問題点及び課題について

  中央地区まちづくり振興方針について

７月14日（火） 【計画策定部会】 中央地区の現状把握について

  中央地区の問題点及び課題について

  中央地区まちづくり活動企画書（案）について

 ７月28日（火）【計画策定部会】 中央地区まちづり事業について

  中央地区まちづくり計画体系図について

  キャッチフレーズについて　　

８月27日（木） 【計画策定部会】 中央地区まちづくり計画素案について　

９月８日（火） 【自治連合会】 中央地区まちづくり計画素案について　

９月17日（木） 【計画策定部会】 中央地区まちづくり計画素案について　

９月25日（金） 【総　　会】 中央地区まちづくり計画の承認について

くれ中央地区まちづくり基本計画策定の主な経過くれ中央地区まちづくり基本計画策定の主な経過

おわりにおわりに
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中央地区まちづくり委員会

 （設置）

　第１条　中央中地区において，市民協働によるまちづくりの推進のもと，活力と魅力のある地域づくりの推進を目的と

　　　　して，中央地区まちづくり委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

 （事業）

　第２条　委員会は，次の事業を行う。

 (1) 地域のまちづくりに関する事業の企画，研修及び実施

 (2) 地域の各種団体が行うまちづくり活動の支援

 (3) 地域の住民に対するまちづくり活動の啓発

 (4) その他委員会が必要と認めた事業

 （組織）

　第３条　委員会は，中央地区自治連合会区域の団体代表者及び代表者から推薦され委員会の承認を得た者で組織する。

 （役員）

　第４条　委員会は，委員の互選により次の役員を置く。

 (1) 会長　　１名

 (2) 副会長　１名

 (3) 会計　　１名

 (4) 監事　　２名

 （役員の職務）

　第５条　役員の職務は，次のとおりとする。

 (1) 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。

 (2) 副会長は，会長を補佐する。また，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

 (3) 会計は，委員会の経理を処理する。

 (4) 監事は，会計を監査する。

　　（委員の任期）

　第６条　委員の任期は２年とする。ただし，委員が欠けた場合における後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

　２　委員は，再任されることができる。

　　（会議）

　第７条　委員会の会議は，会長が必要に応じて招集し，主宰する。

　２　委員会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

　３　委員会の会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。

　４　会長は，必要があると認めるときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。

　５　会長は，必要に応じて部会を設置することができる。

 （経費）

　第８条　委員会の経費は，助成金その他の収入をもって充てる。

 （会計年度）

　第９条　委員会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

 （事務局）

　第１０条　委員会の事務局を，呉市役所市民部地域協働課に置く。

 （委任）

　第１１条　この規約に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定める。

　付　則

  １　この規約は，平成１９年７月１２日から実施する。

くれ中央地区まちづくり委員会規約くれ中央地区まちづくり委員会規約
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５月14日（木） 【総　　会】 平成２０年度事業報告並びに決算報告について

  平成２１年度事業計画について

６月16日（火） 【計画策定部会】 まちづくり計画策定の取り組みについて

  中央地区の現状把握について

６月30日（水） 【計画策定部会】 中央地区の現状把握について

  中央地区の問題点及び課題について

  中央地区まちづくり振興方針について

７月14日（火） 【計画策定部会】 中央地区の現状把握について

  中央地区の問題点及び課題について

  中央地区まちづくり活動企画書（案）について

 ７月28日（火）【計画策定部会】 中央地区まちづり事業について

  中央地区まちづくり計画体系図について

  キャッチフレーズについて　　

８月27日（木） 【計画策定部会】 中央地区まちづくり計画素案について　

９月８日（火） 【自治連合会】 中央地区まちづくり計画素案について　

９月17日（木） 【計画策定部会】 中央地区まちづくり計画素案について　

９月25日（金） 【総　　会】 中央地区まちづくり計画の承認について

くれ中央地区まちづくり基本計画策定の主な経過くれ中央地区まちづくり基本計画策定の主な経過
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中央地区まちづくり委員会

 （設置）

　第１条　中央中地区において，市民協働によるまちづくりの推進のもと，活力と魅力のある地域づくりの推進を目的と

　　　　して，中央地区まちづくり委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

 （事業）

　第２条　委員会は，次の事業を行う。

 (1) 地域のまちづくりに関する事業の企画，研修及び実施

 (2) 地域の各種団体が行うまちづくり活動の支援

 (3) 地域の住民に対するまちづくり活動の啓発

 (4) その他委員会が必要と認めた事業

 （組織）

　第３条　委員会は，中央地区自治連合会区域の団体代表者及び代表者から推薦され委員会の承認を得た者で組織する。

 （役員）

　第４条　委員会は，委員の互選により次の役員を置く。

 (1) 会長　　１名

 (2) 副会長　１名

 (3) 会計　　１名

 (4) 監事　　２名

 （役員の職務）

　第５条　役員の職務は，次のとおりとする。

 (1) 会長は，委員会を代表し，会務を総理する。

 (2) 副会長は，会長を補佐する。また，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

 (3) 会計は，委員会の経理を処理する。

 (4) 監事は，会計を監査する。

　　（委員の任期）

　第６条　委員の任期は２年とする。ただし，委員が欠けた場合における後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

　２　委員は，再任されることができる。

　　（会議）

　第７条　委員会の会議は，会長が必要に応じて招集し，主宰する。

　２　委員会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

　３　委員会の会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。

　４　会長は，必要があると認めるときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。

　５　会長は，必要に応じて部会を設置することができる。

 （経費）

　第８条　委員会の経費は，助成金その他の収入をもって充てる。

 （会計年度）

　第９条　委員会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

 （事務局）

　第１０条　委員会の事務局を，呉市役所市民部地域協働課に置く。

 （委任）

　第１１条　この規約に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定める。

　付　則

  １　この規約は，平成１９年７月１２日から実施する。
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