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1. はじめに 〜関宮地域まちづくり計画策定の背景と目的〜 

 

 平成 16年 4月 1日、関宮町、大屋町、養父町、八鹿町の旧養父郡内 4町が合併し「養父

市」が誕生した。関宮地域（旧関宮小学校区）は旧関宮町の中心地であり、役場、小・中

学校、事業所、商店等があり賑わいと活気のある地域だった。しかし合併の平成 16年当時

は世帯数 603戸、人口 1,965人、高齢化率は 29.01％であったが、平成 25年 8月現在では、

世帯数 635戸、人口 1,729人、高齢化率は 32.97％となっており、人口が漸減するなど、

地域の衰退の傾向は否めない。こうした状況を受け、関宮まちづくり協議会では、まず旧

関宮町役場周辺を対象として、平成 22年度に「関宮まちなか賑わいづくり計画」を策定し、

その実現に向け活動を開始した。その成果の一つとして、関宮地域局旧庁舎の改修が実施

され、まちづくり交流センター「関の館」として、関宮まちづくり協議会での運営が始ま

り、ふれあい喫茶「愛宕の夢」などが実現している。これらの実績を背景に、平成 24年度

から、関宮地域全域を対象に、住民主体により将来像を構想するワークショップが実施さ

れた。これは、地域でお互いを助け合い、活力あるまちづくりを目指すため、関宮地域の

将来目標を立て、それに向かって各分野で活動を展開していくことを目的としている。 

そして平成 25年 12月、全世帯アンケート、ワークショップ、地区別懇談会での意見を

集約整理し、地域住民の参画のもと関宮地域まちづくり計画を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ワークショップの状況 

 

 

 

 

 

 

 

▲総会での審議状況 
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2. 関宮地域の現況と課題 

 

2-1．関宮地域の現況 
 ▼養父市の位置 

 養父市は兵庫県北部、但馬地域に位置する。平成 16

年（2004年）4月 1日、関宮町、大屋町、養父町、八

鹿町の 4 町が合併して発足した。発足時の人口は約 3

万人で市役所は旧八鹿町役場に置かれた。山岳高原地

帯など豊かな自然を有しており、面積は 422.78㎢と広

大で、兵庫県の 5.0％、但馬地域の 19.8％を占めてい

る。 

 関宮地域は養父市の北西部に位置し、西には県下最

高峰の氷ノ山を望み、北には妙見山などの山々がそび

え、氷ノ山を源とする八木川が地域を西から東に流れ

ている。地域内を国道 9号線、県道関宮小代線が通り、

それに沿って集落が形成されている。行政区は 10区で、

人口は約 1,700人、高齢化率は 33％である。中心の関

宮地区では平入り切妻造りの家屋、煙出しを残した家

や本卯建を揚げた家屋もあり昔ながらの景観が残って

いる。産業は、農業、商業が主で、農業は、米、野菜、

花卉などが栽培されているが兼業農家がほとんどであ

る。特産品として、蛇紋岩米やシクラメンなどの花卉

がある。また、商業は関宮地区に商店が多くあったが、

近隣市にできた大型商業施設の影響で衰退している。 

工業は、関宮メリヤス、日本精鉱の工場があり雇用の場となっている。 

▲関宮地域の人口、世帯数 
  

住民基本台帳 平成２５年８月３１日現在 

区名 世帯数 人口 ６５歳以上人口 高齢化率 ６５歳以上世帯 高齢者世帯率 

和多田 25 62 27 43.55 11 44.00 

尾崎 71 209 79 37.80 21 29.58 

関宮 229 603 213 35.32 82 35.81 

相地 38 109 37 33.94 12 31.58 

八木谷 34 83 29 34.94 9 26.47 

下吉井 23 58 24 41.38 7 30.43 

あららぎ団地 34 112 1 0.89 1 2.94 

吉井 99 288 90 31.25 20 20.20 

中瀬 70 177 70 39.55 24 34.29 

鉱山 12 28 0 0.00 0 0.00 

計 635 1,729 570 32.97 187 29.45 

 

▲関宮の町並み 
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▲関宮地域の集落・区 

 

関宮地域（旧校区） 
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2-2．関宮まちづくり協議会の概要 

 

 関宮地域まちづくり計画は、関宮まちづくり協議会が主体となって策定した。この関宮

まちづくり協議会は、関宮地域の、住民、各区の区長・町内会長、各種団体、まちづくり

活動団体、ボランティア団体、事業所等により構成している。 

 

〈組織の役割〉 

○地域が一体となり、多くの個人、団体等が参加する、旧小学校区単位の組織 

○地域のコミュニティの核となる自治組織 

○地域のまちづくりを計画し、総合的な意思決定を行い、地域活動を実践する組織 

○地域の防災、教育、福祉等の様々な課題を、地域の力で解決するための組織 

 

 関宮まちづくり協議会の組織構成は次のとおりである。 

 

 

 

                                

                                 

                            

                     

                    

 区長・町内会長                             事業部会 

                           

                   

                 

                             

                            

                         

                 

                  

                            

                            

                  

                    

                         

                                      

 

 

 

 

 

 

運営委員会 

・会長.副会長.会計 

・各区長.町内会長 

・各事業部会長等 

・地域担当チーム 

 

 

 

★活動（意思決定機関） 

・まちづくり協議会の運営 

・地域まちづくり計画の策定 

・地域活性化事業計画等の策定 

・地域の意見取りまとめ、整理等 
住 民 

各種団体 

・農林業営む人たち等 

・商工業営む人たち等 

・加工業を営む人たち等 

・農会長、農業委員等 

 

・子供会、PTA等団体 

・スポーツクラブ 21 

・民生・児童、福祉委員 

・老人会、婦人団体等 

・文化、芸術、歴史団体 

・保健衛生委員等 

・自主消防、方面隊 

・防犯、交通安全対策団体 

・ボランティア活動団体 

★活動（実施機関） 

・イベント等の地域活性化活動 

・地域の産業振興 

・観光交流活動 ・広報活動 等 

 
★活動（実施機関） 

・地域福祉活動 

・子育て支援活動 

・健康、スポーツ、文化活動 

・サークル活動支援 

・地域の伝統、文化の承継支援 等 

 

★活動（実施機関） 

・地域の安全・安心活動（防災、 

  防犯、交通安全等） 

・地域の環境対策活動 

・ごみ減量化、リサイクル活動 等 

事業所等 

 

 

総   会 

（まちづくり委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア団体 ・ボランティア委員 

・まちづくり委員 

喫茶「愛宕の夢」

の会特別委員会 

★活動（実施機関） 

・多くの人たちが集い合う交流の場

としてのふれあい喫茶事業 

・ミニギャラリーとしての活用 

・ボランティア委員の活動 

・イベント事業協賛活動 等 

 

まちづくり 

活動団体 

地域づくり部会 

生涯学習・ 

健康・福祉部会 

環境・安全部会 

事務局 

旧関宮小学校区 
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2-3．関宮地域の課題 

 

 平成24年3月に策定された「養父市都市計画マスタープラン」の地域別構想編において、

旧関宮町地域の課題は「地域の特徴である観光産業の低迷」、「自然との関わりが希薄にな

ったライフスタイル」、「高齢化に伴う利便性の低下に対する不安」、「地域コミュニティの

希薄化と担い手不足」、「活かしきれていない地域独自の取り組み」が挙げられている。 

これらは旧関宮町全域についての課題であるものの、当然ながら当地域とも関連が深い。

そこでこれらを、当地域を含む広域的な課題と捉え、その上で、当地域独自の課題を確認

することとした。平成 24年度に実施したワークショップにおいて、地域住民が感じる課題

を確認したところ、「地域活力の低下」、「少子高齢化」、「雇用機会の不足」、「公共交通の利

便性及び交通環境の悪さ」、「地域資源の未活用」の 5つの項目が抽出された。以下に、そ

の具体的な内容を示す。 

 

▲地域活力の低下 

 ・町の中心がさびしい。 

 ・歩いていける範囲に商店、飲食店が少ない。       

 ・人が集える場所がない。 

 ・関宮地域の中心だけでなく、周辺も衰退している。 

▲少子高齢化 

 ・子どもが少なく、高齢化が進んでいる。 

 ・高齢化により活気が失われている。  

▲子供たちが遊ぶ風情 

▲雇用機会の不足 

 ・働く場所（企業、事業所）が少ない。 

 ・若者が働ける場所がない。 

▲公共交通の利便性及び交通環境の悪さ 

 ・市の中心まで遠い。 

 ・交通の便が十分ではない（バスの運行が少ない）。 

 ・道幅が狭く、自動車の通行に不便である。 

 ・雪が多く、冬期の交通に問題がある。 

 ・国道９号線沿いは騒音が大きい。              ▲増える耕作放棄地  

▲地域資源の未活用 

 ・耕作放棄地が増えており、荒れているため動物の棲家になっている。 

 

 さらに、平成 24年に関宮地域に在住する小学４年生以上の全住民を対象に実施したアン

ケートの結果では、各テーマに対応して、次のような現状と課題が提起された。 
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(1) 生活基盤の確立を目指した地域づくりの現状と課題  

▲農業の現状と課題 

 ：有害鳥獣被害、後継者不足、農地集約と営農組織の必要性、目玉商品の不在 

  ・鹿やイノシシの被害で耕作が困難 

  ・後継者不足 

  ・農地集約と法人組織化の研究の必要性 

  ・農業経営は農機具等で経費がかかり収益が上がらない 

  ・コメの価格が安い 

  ・農産物の目玉商品が見当たらない 

▲林業の現状と課題 

 ：山林の荒廃、木材価格の低下による営林事業者の不在、土砂災害の危険性 

  ・里山整備が必要となっている 

  ・間伐の推進と間伐材の活用、処理が必要である 

  ・山ビル、ダニなどが多く存在している 

  ・檜、杉など木材の価値がなくなっているため、山に行く人がいない 

  ・炭焼き、草刈、山焼きなど、昔は多くの人たちが山とのかかわりがあったので、山

がとても美しく保全されていたが、現在は山が荒廃し土砂災害を起こす状況にある 

▲商業の現状と課題 

 ：商店（買い物、飲食店、コンビニ等）の不足、地域店舗での駐車場不足、後継者不足 

  ・買い物ができる場所が少ない 

  ・食堂、飲食店、コンビニなどが少ない 

  ・地域の商店には駐車場がない 

  ・高齢化が進み商業後継者がいない 

▲産業・工業・観光の現状と課題 

 ：若者の働く場の不足、観光資源の不在、空き家の増加 

  ・若い人の働ける魅力ある企業が少ない 

  ・働く事業所等が少ない 

  ・関宮地域には観光に生かせるものがない 

  ・空家が増えている 

 

(2) 命の大切さ、生きがいづくりの確立を目指した地域づくりの現状と課題  

▲高齢者・障害者に関する現状と課題 

：障害者との交流不足、世代間交流の不足、独居の増加、高齢化の進行、交通手段の不足 

  ・障害者との交流活動がない 

  ・年代を超えた交流が少ない 

  ・一人暮らしの家庭が増えてきている 

  ・６５歳以上の高齢者がますます増加する状況 
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  ・高齢者で移動手段がないため行動が制限されている 

・旧関宮小学校のグランドがドクターヘリの基地に望ましい 

▲青少年に関する現状と課題 

：子どもの減少、自然環境の中での活動不足、学童保育の休日不対応、産婦人科医の不在

など安心して子どもを産める状況にない、通学費の高さ 

  ・子どもの減少で地域に子どもが少ないため、子ども同士で遊べない 

  ・子どもが野山で遊ばない状況にある 

  ・安心して子どもが産める環境づくりが必要  産婦人科がない 

  ・学童保育が土日祝休みなので困っている 

  ・公共交通が少なくて通学が不便 

  ・通学費が多くて苦労している 

▲文化・芸能活動の現状と課題 

：地域の行事の継続困難、活動の後継者不足、ギャラリー等展示施設の不足 

  ・高齢化が進み、地域のまつりや盆踊りなどの行事が困難な状態 

  ・コーラス、日舞、生花など後継者が少なく今後が不安 

  ・いつでも出展可能なギャラリー的施設がない 

▲スポーツ活動の現状と課題 

：子どもの不足に伴う活動継続困難、ハイキングコースの不足、ユニバーサルな室内スポ

ーツの未普及 

  ・子どもが少なくサークル活動が困難になりつつ困っている 

  ・健康づくりのハイキングコースがない 

  ・グラウンドゴルフが高齢者に人気がある 

  ・若い人、高齢者に関係なく室内で出来るスポーツの促進が必要 

 

(3) 安全、安心、環境にやさしい地域づくりを目指した現状と課題  

▲交通安全対策に関する現状と課題 

：交通量増加や道の狭さによる冬期の事故の心配、除雪対策の人材不足 

  ・冬期間、八木谷、関宮の村中の交通量の増加で事故の心配 

  ・冬期間、万久里～中瀬間の農道、特に相地地区の交差点事故の心配 

  ・各地区の歩道の除雪対策に人材的に苦慮している   

  ・吉井の村中の道が狭く、特に冬期間の事故の心配 

  

▲防災、危険箇所に関する現状と課題 

：土砂災害に関する再調査の必要性、高齢世帯に関わる雪害対策の必要性 

  ・土砂災害危険箇所の再調査が必要 

  ・各地区の砂防河川調査が必要 

  ・雪害対策 地区の細い道、屋根の雪下ろし（高齢者世帯等） 
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▲防犯対策の現状と課題 

：防犯灯の少なさ、下校時の門灯点灯の必要性、子ども 110番の希薄化、不審者対応の明

確化の必要性 

  ・歩道の防犯灯が少ないと思う 

  ・子どもの帰宅時、特に秋は門灯の点灯協力が必要 

  ・子ども 110番が少し希薄になっていないか 

  ・不審者を発見した時の通報、地区での対応が少し不透明 

▲地震、水害、火災等対策の現状と課題 

：独居者の災害時対応、避難勧告等の仕組みの周知、自主防災組織による防災訓練の実施 

  ・一人暮らしで災害時の対応が心配 

  ・避難勧告などの仕組みがよくわからない 

  ・防災訓練等を自主防災組織で実施が必要 

▲不法投棄や河川の現状と課題 

：ホタルの減少、雑草の増加、ゴミのポイ捨て、八木川の調査（汚染、魚）の必要性 

  ・ホタルが見えなくなった 

  ・川柳がなくなった 

  ・川に雑草が多い 

  ・ゴミのポイ捨てが後を絶たない 

  ・八木川の汚染調査を一度実施して欲しい 

  ・八木川の魚調査をしてほしい 

▲ゴミの分別対策の現状と課題 

：分別・野焼きルールの再度の明確化、地域ぐるみの対応、 

  ・野焼きしても良いもの、生ゴミ、その他のゴミの分別を再度明確化 

  ・家の近くでまだゴミを焼いている現状があり、地域ぐるみの対応 

  ・各地区で説明会が実施され、この機会に区民の意識の向上を図ることが重要 

 

(4) 総合的な地域づくりの現状と課題  

▲未婚者の増加、若者の自治会活動不参加、道路施設（バイパス、交差点等）の整備、堤

防整備、郵便局の移転計画の要望、旧関宮小学校の取り壊しと跡地利用の検討、各種ハ

イキングコースの設定と整備、子どもの遊び場不足の解消、商店の減少、公園の不足、

若者の働く場の不足 

  ・結婚されていない人たちが増えている。何かいい方策はないか 

  ・地区に若い人がいても自治会活動に参加しない 

  ・吉井、中瀬バイパスの早期実現について 

  ・国道 9号線相地入口交差点の整備について 

  ・八木川の相地橋上流、下流の堤防整備について 

  ・八木谷川及び各砂防河川の整備について 



9 

 

  ・郵便局の移転の必要性の要望 

  ・旧関宮小学校取り壊しとその後の活用方針について 

  ・白岩城～大日寺 歴史探訪ふれあいウォークコースの検討 

  ・関宮愛宕山～丸山 歴史ふれあいコースづくり 

  ・尾崎 二見川林道の活用 秋、紅葉ハイキングコースの検討 

  ・子どもの遊び場、スポーツ施設が不足している 

  ・お店が少なくて買い物するのが困難 

  ・小さな子どもからお年寄りの方まで心癒される公園がない 

  ・学校卒業後、地元には働く事業所等が少ないので仕方なく都会に行く 

 

 以上のように、ワークショップとアンケート調査により、関宮地域の現状と課題を総合的、

網羅的に把握することができ、この解決を図る方策を検討する事から、地域まちづくり計

画を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ▲高齢者に人気があるグラウンドゴルフ           ▲まちづくり計画策定会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲狭く危険な県道 バイパス改修が望まれる                ▲旧関宮小学校と八木川堤防 
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3. 計画策定に向けた取り組みと計画の構成 

 

3-1．計画策定に向けた取り組み 

 

 計画策定に向けて、これまで触れたように、関宮まちなか賑わいづくり計画策定やアン

ケート調査等を実施してきた。その成果を背景に、平成 24年度以降は地区別まちづくり懇

談会を開催し、さらに計画内容の検討のためのワークショップを開催した。これら計画策

定に向けた取り組みは、以下のとおりである。 

 

年度 内容 

平成 22年度 関宮まちなか賑わいづくり計画策定 

平成 23年度 関宮まちづくりアンケート調査の取り組み 

平成 24年度 

アンケート結果の集約 

地域課題の現状と方向性の確認 

地区別まちづくり懇談会実施（14地区） 

地域まちづくり計画策定に向けたワークショップの実施（８回） 

平成 25年度 関宮地域まちづくり計画の策定 

 

 

3-2．計画の構成 

 

(1) ３つのテーマ 

 計画策定にあたり、網羅的に提示された課題を整理した結果、以下の３つのテーマを設

定した。 

① 地域づくり 

② 生涯学習・健康・福祉 

③ 環境・安全 

 そして、テーマ毎に部会を設置し、計画をまとめた。 

 

(2) ３段階の発展的構成 

 本計画の計画期間は、取り組み事項毎に、その開始時期や、実現に要する期間が異なる

事が想定されるため、特に明確に設定しないが、おおむね平成 25 年度から 10 年間を目安

とし、必要に応じて、その見直しを検討する。また計画期間を定めない代わりに、３つの

段階を想定し、各事項について段階的発展的に実現を図ることとする。 

 第１段階：概ね１〜２年後の事業開始を目指す 

 第２段階：概ね３〜５年後の事業開始を目指す 

 第３段階：概ね６〜１０年後の事業開始を目指す 
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便利で豊かな社会になってけど、人と

人とのつながりが少なくなったよね。 

高齢化が進んで区だけでやっていける

かな。 

もっと広い地域でみんなで助け合って

いけたらいいね。 

4. 計画の理念 

 

 これまでに述べてきた関宮地域の現況と課題を踏まえ、「関宮地域まちづくり計画の理

念」として、以下を掲げる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『みんな一緒に 伸びやかに 未来へ翔る ふるさと関宮』 

紺碧の空にそびえる氷ノ山 

清らかな八木川の流れ 

緑萌える関宮の風土に育まれ 

歴史と伝統を積み重ねてきた私たちのふるさと関宮を 

これからもみんなで一緒に未来へつないでいける 

まちづくりを進めます 

関宮地域まちづくり計画の理念 

私たちのまちの豊かな自然や歴史を伝

えていきたい。 

安全で住みやすい地域にしたい。 

住民が主体となって助け合いのまちづ

くりを進めましょう。 

人情あふれ、活力に満ちた住みよいま

ちをつくるために、自ら進んで良くする

意識をもって、助け合いのまちづくり事

業に参加しましょう。 

みんなでできることはないかな？ 

みんなで考えてみよう。 

私たちの地域が元気になるために、何

があったらいい? 
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5. 関宮地域まちづくり計画 

 

5-1．まちづくり計画の方向性 

 

 関宮地域まちづくり計画は、先に触れた３つのテーマ毎に計画を定める。各テーマが目

指す方向性を、以下に示す。 

 

(1) 地域づくり計画 

 地域づくり計画は、「地域活性化活動」「農業活性化活動」「山と川の安全対策活動」 

「施設の整備と活用活動」「暮らしの問題対策活動」「歴史と観光活性化活動」の６つの項

目について取り組むこととする。それぞれが目指す方向性を以下に示す。 

 

〈地域づくり計画の方向性〉 

① 土曜朝市、関愛の祭典などイベントを継続的に開催し、地域の活性化を促す。 

 

② 有害鳥獣対策を実施し、蛇紋岩米など地域の目玉商品の開発等を通じて、希望者を中
心に農地集約を進め企業的農業組織を作り、次世代につなげられる関宮型農業を目指

す。 

③ 八木川や森林の清掃・整備を実施し、関宮の大自然を体感できる生活を地域全体で育
む。 

④ 地域資源を、観光や交流などに活用し、地域の活性化に資するようにする。 

 

⑤ 多世代交流を通じて、若い人の地域活動への参加を促し、暮らしの課題解決を継続的
に実施できるようにする。 

 

⑥ 住民自らが関宮の自然を楽しみ、歴史を知ることを通じ、その魅力を次世代に伝え、
観光・交流に役立てる。 

 

 

(2) 生涯学習・健康・福祉計画 

 生涯学習・健康・福祉計画は、「高齢者の暮らしの安心活動」「文化・伝統芸能の活性化

活動」「健康と交流活動」「子育て安心活動」の４つの項目について取り組むこととする。

それぞれが目指す方向性を以下に示す。 

 

〈生涯学習・健康・福祉計画の方向性〉 

① 隣保、近所での声かけ等から始め、高齢者の通院、買い物等への支援を、社会福祉協
議会、民生委員等と連携し、継続して実施できるようにする。 
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② 小中学校と連携し、関宮の文化・伝統芸能活動の継承を図ると同時に、行事の簡素化
や地域での一本化を視野に入れ、継続できる体制をつくる。 

 

③ 多世代が参加できるスポーツ事業を実施、継続し、交流と健康増進を図る。 

 

④ アンケート調査等を通じて、未婚者の婚活を推進する。 

 

⑤ 子どもの遊び場づくり等、子育て支援活動を継続的に実施する。 

 

 

(3) 環境・安全計画 

 環境・安全計画は、「防災活動」「防雪活動」「防犯活動」「川とゴミの環境対策活動」の

４つの項目について取り組むこととする。それぞれが目指す方向性を以下に示す。 

 

〈環境・安全計画の方向性〉 

① 防災に関わる調査や自主防災組織による防災訓練を実施するとともに、民生委員、福祉

委員や各団体との連携を図り、高齢者や要援護者の救援体制をつくって、各地区別の防

災マニュアルの作成を目指す。 

 

② 市の雪害対策事業を活用するとともに、地区住民のボランティアによる除雪を実施し
継続できる体制をつくる。 

 

③ 門灯点灯運動等により夜間の歩道の安全対策を実施するなど、まちづくり防犯グルー
プ、PTA、子ども 110番の家などが連携して地域の防犯体制を確立させる。 

 

④ 川の美化パトロールや野焼きルールの周知、ポイ捨て防止の啓発を行い、環境改善を図

ってホタル舞う関宮を目指す。 

 

 

以上の３テーマの方向性の推進にあたっては、地域住民が、地域やまちづくり交流センタ

ー「関の館」を拠点にして活動するとともに、ふれあい喫茶「愛宕の夢」、「多目的ルーム」

を幅広く利用することにより、ふれあい・交流し、『みんな一緒に 伸びやかに 未来へ翔

る ふるさと関宮』づくりを目指す。
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5-2．まちづくり計画 

(1) 地域づくり計画 

 第１段階 第２段階 第３段階 

地域の 

活動 

    

◎農業活性化活動 
・人間の怖さを有害鳥獣に認識させる方法を検討実施する 

・蛇紋岩米を関宮の目玉商品と位置づけ発信する 

・ふるさと便を都会の人に送って交流する 

・農業の担い手の確保と集落営農の検討 

◎農業活性化活動 
・気候、土壌に合った農産物の特産品化を検討する 

・若手就農希望者と地元民との交流の機会を持つ 

・耕作放棄地が増えないよう農地集約化へ向けて取組む 

・農業問題の研究所をまち協の中に作る 

◎農業活性化活動 
企業的農業組織をつくる 

◎山と川の安全対策活動 
・里山道を歩いてみる    

・危険箇所のあぶり出し 

・子どもたちに川遊びをさせる（夏休み体験教室等） 

◎山と川の安全対策活動 
・ボランティア組織をつくる   

・森林ボランティアの協力を得る 

◎山と川の安全対策活動 
・大自然を体感できる生活を地域全体で営

む 

◎施設の整備と活用活動 
・空家の現状を調査して把握

する 

 

◎施設の整備と活用活動 
・危険な空家の取り壊しを家主、

行政に要請する 

 

◎施設の整備と活用活動 
・旧小学校跡地を活用して子育て支援の場とする企画の 

検討・実施 

◎暮らしの問題対策活動 
・地区毎に買い物できる人が手助けする 

・移動販売者の協力で注文予約できるようにする 

◎暮らしの問題対策活動 
・世代を超えて話し合う寄り合いの機会をつくる 

・楽しい地域づくりへ若い人の参加を呼びかける 

◎暮らしの問題対策活動 
・地区住民で共同購入するしくみをつくる 

・地区毎に買い物ボランティアを組織する 

◎暮らしの問題対策活動 
・若い世代へ自治会の現状の理解を求める 

・若い人が参加しやすい組織をつくる・自治会に若者の意見が 

言える場を作る 

◎暮らしの問題対策活動 
・地区住民で共同購入するしくみの継続 

・買い物ボランティア活動の継続 

◎歴史と観光活性化活動 
・現地調査 

・美しい里山道を歩くコースをつくる 

・歴史コース、紅葉コース、愛宕山コースをつくる 

・地区住民の健康・仲間づくりのウォーキングコースを

つくる 

◎歴史と観光活性化活動 
・地名のいわれ等を若い人に伝える機会をつくる 

・山田風太郎記念館でイベントを実施する 

 

◎施設の整備と活用活動 
・旧小学校跡地を活用した活動の実施 

◎暮らしの問題対策活動 
・自治会に若者が参加しやすい組織をつく  

る 

◎歴史と観光活性化活動 
・地名のいわれ等を若い人に伝える機会の

継続 

・山田風太郎記念館でイベントの継続 

 

◎地域活性化活動 
・イベントの計画並びに活性化を検討する 

・イベントで集客する 

・イベントの中に住民や委員を巻き込む 
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協働の 

活動 

   

 

 

行政への 

要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎農業活性化活動 
・法人組織化の勉強会の実施 

・農作業の時間短縮の可能性を検討・実施する 

・ハンターを養成し有害鳥獣駆除を充実させる 

・野菜・花づくり講座などの開催、趣味のチームづくり 

◎農業活性化活動 
・獣害ネットの補助金増額 

・鹿を捕獲する予算の確保 

・農機具等の経済的助成制度の創設 

◎農業活性化活動 
・農作業のグループ化の検討 

・農業の魅力づくりの促進 

◎農業活性化活動 
・農地集約・法人化に関する補助金の検討 

◎農業活性化活動 
・農作業を請け負ってくれる人の情報提供

と共存を図る 

・農産品販売に関する値段設定をする 

◎山と川の安全対策活動 
・作業道の排水対策の実施 

・山の手入れを森林組合と連携して実施できる体制づくり 

◎山と川の安全対策活動 
・八木川の堤防をきれいにし、散歩・ジョギングに活用する 

◎山と川の安全対策活動 
・川に降りる通路の整備 

・専門家による災害危険箇所の定期点検 

◎山と川の安全対策活動 
・ダムづくりなど土砂災害対策の実施 

◎施設の整備と活用活動 
・空家を活用し、都会の人が来る観光場所

をつくる 

・空家をペンションとして活用する 

◎施設の整備と活用活動 
・吉井・中瀬バイパスの早期実現 

・旧関宮小学校の取り壊しと跡地活用計画及び周辺堤防の整備 

・八木谷川及び各砂防河川の整備 

・郵便局の旧地域局近辺への移転 
◎暮らしの問題対策活動 
・バス停に関係なく停まる巡回バス 

（エコバス）の運行 

◎歴史と観光活性化活動 
・関宮の歴史資源を発掘し情報発信する 

◎歴史と観光活性化活動 
・関宮観光パンフレットを作成・配布する 

◎歴史と観光活性化活動 
・氷ノ山や鉢伏の観光促進 
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(2) 生涯学習・健康・福祉計画 

 第１段階 第２段階 第３段階 

地域の 

活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

協働の 

活動 

   

◎高齢者の暮らしの安心活動 
・ふれあい喫茶などへの参加を呼びかける 

・隣保、ご近所による声かけ、見回りを促進する 

◎高齢者の暮らしの安心活動 
・全戸がやり方を工夫して独居老人の「黄色の旗」運動に

取り組む 

◎高齢者の暮らしの安心活動 
・社会福祉協議会・民生委員等と連携し、対策を検討・実施する 

◎高齢者の暮らしの安心活動 
・近所の人で、買い物などを支援する活動の実施 

・各区内で移動を補助できる人（ボランティア）のチームをつくる 

 

◎高齢者の暮らしの安心活動 
・通院・買い物の「助け合い乗り合い」の実施 

◎文化・伝統の活性化活動 
・「関の館」をPRし、気軽に出展できる場とする 

◎文化・伝統の活性化活動 
・校区盆踊り大会などの実施 

◎文化・伝統の活性化活動 
・学校のクラブ活動に関宮の文化・芸能活動を取り入れて

もらう。 

◎文化・伝統の活性化活動 
・地域の文化・芸能グループと生徒との交流の機会をつくる 

・小中学生を祭や行事に参加させ育成する 

◎文化・伝統の活性化活動 
・祭・行事の合理化、簡素化を図り継続できる体制をつ

くる 

◎文化・伝統の活性化活動 
・子供の減少に合わせた、校区での行事の一本化の検討 

・老人会、婦人会、子供会の連携と交流を深める 

◎健康と交流活動 
・スポーツスタッキングを普及、促進する 

・「女性会」の組織づくり（老人会、子供会につなげる）

・グラウンドゴルフの普及促進を図る 

◎健康と交流活動 
・アンケート調査 

・婚活を促進する 

・全員で参加できる種目のミニゲーム大会を行う 

◎健康と交流活動 
・多世代の交流会を実施・継続する 

◎子育て安心活動 
・小学校低学年の子どもの保育の充実の検討 

・小学校高学年の遊びの場づくりの検討 

◎子育て安心活動 
・子供の野山での遊びを促進できる企画の検討 

・教育委員会との連携体制をつくる 

◎子育て安心活動 
・遊びの調査 

・子育て活動の想いを募り組織化する 

◎子育て安心活動の継続 
 子育て支援活動の継続実施 
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行政への 

要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◎高齢者の暮らしの安心活動 
・各区内を巡回するミニバスの運行の検討 

◎文化・伝統の活性化活動 
・学校の課外活動のテーマに関宮の文化・芸能活動を取り入れる 

・小中学校の教科の一部に関宮の文化・芸能活動を取り入れる 

◎健康と交流活動 
・室内の運動器具を充実する 

・月に１回程度、定期的に交流会を実施する 

◎健康と交流活動 
・歴史コース、愛宕山コース、紅葉コースを設定する 

・健康ハイキングコースを設定する 

・旧山陰道の標示板を設置し、コースとする 

◎健康と交流活動 
・ハイキング案内ボランティアの育成 

◎子育て安心活動 
・夜間保育など、保育体制の充実を要望する 

・学童保育の充実を要望する 

 

◎子育て安心活動 
・近隣での子育て支援の検討 

・小児科、産婦人科の医療体制の充実を図る 

◎子育て安心活動 
・子育てサークルの活動を充実させる仕組みの実施 

・地域で子育て支援チームをつくり若い母を助ける仕組み

をつくる 
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(3) 環境・安全計画 

 第１段階 第２段階 第３段階 

地域の 

活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

協働の 

活動 

   

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・各世帯の年齢状況の把握 

・昼・夜間の地区内人口調査（災害時の人数確認のため）

の実施 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・各地区での自主防災組織の設置 

・自主防災組織による防災訓練の実施 

・地区と地区消防団との連絡体制の確立 

◎地域の安全・安心活動（除雪対策） 
・地区住民によるボランティア除雪の実施 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・寝たきり高齢・障害者の運搬訓練の実施 

・自主防災組織での分担・組織表づくり 

・土砂災害危険箇所の再調査の実施 

・各地区別の防災マニュアルの作成 

◎地域の安全・安心活動（防犯対策） 
・夜間の歩道の暗さ対策（門灯点灯協力など）の検討実施

・鍵かけ運動の実施 

◎地域の安全・安心活動（防犯対策） 
・まちづくり防犯グループ、PTA、子供110番の家などの連携による防犯活動の実施、継続 

・不審者発見時の対応体制の確立 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・各地区別の防災マニュアルの徹底・訓練の

実施、継続 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・民生委員と福祉委員の連携体制の確立 

・災害時の独居者避難協力者の確認 

・夜間門灯点灯協力 

・各地区 PTAと連携 

◎地域の安全・安心活動（除雪対策） 
・市の雪害対策助成事業の周知と活用 

◎川とゴミの環境対策活動 
・環境対策のための組織づくり 

・川の美化パトロールの実施（年1回程度） 

◎川とゴミの環境対策活動 
・ボランティア募集 

・春のクリーン作戦時に子供の参加を呼びかけＰＲ（小学校高学年・中学生対象） 

◎川とゴミの環境対策活動 
・ポイ捨て防止チラシによるＰＲの実施 

・野焼きのルールの周知、チラシによるPR 

◎川とゴミの環境対策活動 
・ポイ捨て防止チラシによるＰＲの実施 

・不法投棄防止看板を数多く設置 

◎川とゴミの環境対策活動 
・ホタルを増やす活動の実施 

 

◎地域の安全・安心活動（除雪対策） 
・地区住民によるボランティア除雪実施の継続 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・民生委員と福祉委員の連携体制の継続 

◎地域の安全・安心活動（除雪対策） 
・市の雪害対策助成事業の周知と活用の継続 
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行政への 

要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・緊急通報システムの周知と設置 

◎地域の安全・安心活動（除雪対策） 
・除雪事業の充実を図る 

・歩道の除雪の人員確保を図る 

◎地域の安全・安心活動（除雪対策） 
・除雪機の補助制度の充実、配置台数の増加・歩道の除

雪の人員確保 

・シルバー人材センターが活用できる仕組みづくり 

・除雪の有償ボランティアバンクの設置 

◎地域の安全・安心活動 
・混雑予想日における市道の一方通行化の実

施 

◎川とゴミの環境対策活動 
・専門家による汚染調査の実施 

・専門家による生態調査の実施 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・八木川相地橋上流左岸改修の実施 

◎地域の安全・安心活動（防災対策） 
・緊急通報システムの維持 
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