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奈狩江地区住民自治協議会

会長 伊藤 宦

地域のみなさんには、いつも自治協議会
の事業に賛同して頂き感謝申し上げます。
昨年、皆さんにご協力して頂きましたアン
ケート調査を踏まえて策定委員で地域計画
書を策定しました。
これから皆さんと一緒になって、生きが

いのある地域を目指して活動していきたい
と思っていますので、ご協力をお願い申し
上げます。

会長挨拶
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１．住民自治協議会、地域計画書とは？

地域計画書とは？

住民自治協議会とは？

住民自治協議会とは、地域の抱える問題をみんな
で解決していく組織です。奈狩江地区では、平成22
年に設立されました。
地域に住んでいるみんながこの「自治協」のメン

バーです。自治協の活動を通して、自分たちの理想
の地域を力を合わせて実現していきましょう！

地域計画書とは、地域に住んでいるみんなで地域づ
くりに取り組んでいくための指針となるものです。
平成30年7月～8月にとった住民アンケートを元に、

策定委員を募って大分大学経済学部（山浦ゼミ）の皆
さんと会議を重ね、この地域計画書を作りました。
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２．これまでの自治協の主な取り組み

・認知症徘徊模擬訓練
・ウォーキングすごろく
・グラウンドゴルフ大会
・喜ばれ隊

・防災講習会

地域振興部
・奈多海岸の清掃
・廃油回収
・花いっぱい運動

・ふるさと運動会
・織物体験
・椎茸のコマ打ち体験

↓グラウンドゴルフ大会

↑花いっぱい運動

↑椎茸のコマ打ち体験

～これまで自治協では、このような活動をしてきました～

↓防災講習会
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～今までの活動は、このような組織体制でやってきました～

これまでの組織体制

•四つの部に分かれて活動

•区長が部長や副部長を兼任

•各部の部員の数は８人で、当て職が多い

•運営部に負担が集中していた

3．今までの自治協！！

顧問

会長
副会長
会計
事務局

(公民館館長)
監事

地区担当職員
(市役所職員)

健康福祉部

部長
副部長
部員

地域振興部

部長
副部長
部員

健全育成部

部長
副部長
部員

防災安全部

部長
副部長
部員

運営部
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旧組織での問題点と改善策

当て職が多く、区長の
仕事が多い…

まずは区長の負担を軽
減する

以上を踏まえて、自治協は新しい
組織体制に生まれ変わります！
次ページからは、変わるところを

詳しく見ていきます！！

これまで自治協では、平成30年7月～8月に行ったア
ンケートの結果（17ページ参照）や、大学生と策定委
員会との話し合いを通して、以下のような問題点が浮
き彫りになり、改善策を協議してきました。

各部の活動の量に

偏りがある…
部の数を見直す

各部の活動が運営部に
依存していた…

各部が主体となって活
動を行う

女性や若者の参加が

少なかった…

女性や若者が参加した
くなる場や、意見しや
すい環境を作る
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組織体制、ここが変わった！

4.変わります自治協！！

• 4部制→3部制
• 区長は部に入らず、役員会に入る。
• 各部の部員の人数を10人程度にする。
• 各区から各部に一人ずつ推薦。

（若者と女性を含む）
• 区からの推薦とは別に、PTA等の各組織から関連する

部へ数名選出（組織のトップは除く）
• 健康福祉部は奈狩江地区社会福祉協議会を編入し、

部のメンバーとして民生委員に協力を得る。

地区担当職員

会長
副会長
会計
事務局
支援員

区長

役員会

総会

健康福祉部

部長
副部長
部員

生涯学習部
（ふれあい隊）

部長
副部長
部員

地域資源部

部長
副部長
部員

運営部

監事顧問
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～これからの自治協は、この組織体制で盛り上げていきます！～



• 地域を盛り上げる活動を行う！
• 各部が自主的に各事業活動に取り組む！
• 自治協の知名度を上げる活動を行う！

以上を踏まえて次ページからは、新しくなった3つの部で
どのような活動をしていくのか具体的に見ていきましょう。

これからの動きは…？

変わったことによって、どのようなことが
期待できるか？

• 区長や運営部の負担が減る！
• 部ごとの負担の偏りがなくなる！
• 新メンバーを取り込みやすくなる！
• 各部が主体となり、企画・運営ができる

ようになる！

これらを行うことで、より円滑な組織の運営
が可能に！
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5.各部ごとの活動

奈狩江地区には、すばらしい自然・歴史資源があります。
それらを保存・継承し、安心して暮らせる地域にします！

豊洋小・護江小の子ど
も達と、その家族や地域
の人たちでプランターに
寄せ植えをする。
植えた花は、公共施設

や各家庭で管理する。

花いっぱい運動

奈多海岸の清掃

海開きの前に豊洋小の児
童達と地域の人たちで奈多
海岸の清掃を行っている。
自治協の設立当初より継

続している事業の一つ。

継続していく活動

『みんながいきいきと暮らせる町づくり』

↑花いっぱい運動のようす

↑清掃活動のようす

廃油回収
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～ 新しく生まれ変わった3つの部で、このような活動をしていきます！～



今後新たに行っていく活動

防災・避難訓練

市役所や区の避難訓練に
協力し、住民の積極的な参
加を促す。
回覧を回したり、防災器

具を充実させたりすること
で、防災意識を高める。

市役所や地域おこし
協力隊と連携し、空き
家を調査して空き家バ
ンクに登録する。希望
者に対しては、地区の
紹介を行い、移住者の
座談会や地域活動への
参加を促す。

移住・定住

歴史遺産・
文化財保存

地域に古くからある隠れた文化財を調査する。マッ
プ作成等を通じて存在を認知してもらい、保護意識を
持ってもらう。

地域資源部の今後期待される活動は？

消防・防災対策
28.5％
定住促進
24.1％
歴史文化遺産の保存
24.6％

アンケート結果から地域資源部では、新たに移住・定
住の促進をしつつ、歴史遺産・文化保存活動をしていく
よ！また、防災部の活動も引き継いで強化していくよ！

住民アンケートより

空き家を活用
し、移住者受
け入れをして
ほしい。

[男性/60代]

※実施予定が決まり次第、
回覧 等 にてお伝えします。

-8-



グラウンド
ゴルフ大会

• 地域住民が健康を維持し、心豊かに暮らし続けられるよう
に学習をする機会を作ります！

• 子育てを地域で支えていきます！

区間の交流・親睦・
健康増進を目的として
毎年実施。珍プレー、
好プレーで笑い声の響
く、楽しい大会。

継続していく活動

『地域と子供の関わりを第一に世代をこえてふれあい活動』
～学び・遊び・支えあい～

↑椎茸コマ打ち体験のようす

↑グラウンドゴルフ大会のようす

「地域で子どもを育てる」
「ふる里を愛する子どもを
育てる」という趣旨で、豊
洋小、護江小の児童達と地
域の人たちで行う。子ども
の頃に椎茸のコマ打ち体験
をして、ふる里に愛着を
持ってもらう。

椎茸コマ打ち
体験
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今後新たに行っていく活動

教養講座

講演を行ったり、奈多
宮を中心としたツアーを
行ったりといった歴史の
学習指導を行う。

世代間交流

小学生を対象に、めん
こや水鉄砲などの昔遊び
等を通して地域の方との
世代間交流を行う。

生涯学習部の今後期待される活動は？

世代間交流は確かに大事だな～
よし！生涯学習部では、地元の歴
史の教養講座を行ったり、昔の遊
びなどを通した世代間交流を行っ
ていくよ！

教養講座
18.6％
世代間交流
15.5％

住民アンケートより

もっと自分の生まれ
育った場所の歴史を
知りたいと思うよう
になりました。

[男性/50代]

※実施予定が決まり次第、
回覧 等 にてお伝えします。
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• 住民同士がお互いに支え合い、安心して暮らせる地域を目
指します。

• 住民が声をかけ合い、交流を深めるよう促します。

認知症徘徊
模擬訓練・講習

継続していく活動

ウォーキング
すごろく

↑ウォーキングすごろくのようす

↑認知症徘徊模擬訓練のようす

『安心安全住みよい地域をめざして』

認知症について正しい理
解を促し、認知症への適切
な対応ができるような取り
組み。認知症サポーター養
成講座、会話の仕方と接し
方等の訓練を行う。

日常的にウォーキング
を行う健康増進のための
取り組み。チェック用紙
を提出してもらい、達成
賞を渡す。

その他
愛のほのぼのタオル運動、
喜ばれ隊
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子ども見守り
支援

安心安全な住みよい地域
を目指して、月に１度子ど
もの登校の見守りや声かけ
を行う。
(令和元年から実施予定)

今後新たに行っていく活動

健康福祉部の今後期待される活動は？

これからは、健康推進のための活動を
強化しつつ、新たに子ども見守り支援活
動にも取り組んでいく必要があるね！

高齢者の見守り
37.9％
子ども見守り支援対策
28.3％

住民アンケートより

放課後に児童クラブへ行く
子が多いが、人通りが少ない
道が多いので、登下校時の子
どもの見守りがあるとよいと
思う。[女性/20代]
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ご縁ができたご当地の「生き
生き暮らせるまちづくり」に影
ながらお役立ちできればと思っ
ています。 塩崎浩二

皆様といっしょに地域の安心、
安全に役立つように微力ながら
活動していきたいです。

伊東宏之

小学校を中心とした、地域活
動をしていきたいと思います。
世代間交流等を通じて、地域が
活性化すると良いと思います。

瀧口 進

自治協の活動で、地域が
輝き発展するといいですね。

川原月男

子ども達が住みやすく、奈狩
江に居たくなるような自治協に
したい。

日浦 悠

ご縁を頂き、やってきたこ
の奈狩江がより良くなるよう
に少しでもお役に立てれば幸
いです。

辻生 幸

子どもと昔の遊びとか、自然
にふれあったりとか、日頃なか
なかできない事などを、地域の
人達とできたらなと思います。

西原雅夫

暮らしやすい奈狩江にし
たい。海・山の自然の景観
がすばらしいよ。

高井正則

地域住民の皆様が住みやす
い奈狩江をめざして一緒に汗
を流します。

芝尾信幸

この計画書をもとに一歩ず
つ前に進んでいけたらと思い
ます。

谷藤瑠美

豊かな自然、安心、安全、
住みよいふるさと奈狩江。

手島利彦

だれでも参加出来る様な
組織にしたらいいと思いま
す。 加藤 陽一郎

地域の高齢化が進んでいるの
で、小さなことからやっていき
たい。

佐々木 福司

皆さんが輝く瞳がみたい！
八坂 恵美子

奈狩江の地域資源を磨き上げ
ましょう。

河野盛寿

子どもや若い世代が奈狩江に
いたくなるような自治協にした
い。

木村彰子

地区住民が安心していけ
るような地域にしたい。

有廣安信

地域のみなさんに寄り添った、住みよ
い、暮らしやすい潤いある地域活動をし
て行きたいと思っています。

伊藤 宦会長

6.策定委員意気込み

つながり、支え合う地域づくりを行い
たいと思っています。

木村 謙次郎副会長

今までの活動にも力を入れて、
地域が今まで以上に安心で住み
よい、居心地がいい地域になる
ように活動していきたいと思い
ます。 魚返葉子

～これまで地域計画書の策定に関わってきた策定委員からのメッセージです～
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お年寄りから子どもまで
安心して暮らせるよう「き
ずな」を深くしたいです。

亀井和美

住みよい奈狩江、住みた
い奈狩江を目標に頑張ろう。

廣岡 龍太郎

策定委員の皆さんの熱心
さに感動しています。地域
が少しでも活性化できるよ
う自分なりに頑張ります。

手島文男

楽しんで暮らせる明るい地域
づくりができるように頑張って
みたいです。 松本宗一



7.参加者募集

花いっぱい運動

愛のほのぼのタオル運動

～自治協の活動を一緒にしませんか？～
老若男女、幅広い年代の方が参加できる活動があるよ！

認知症徘徊模擬訓練

ウォーキングすごろく

海岸清掃

椎茸のコマ打ち

織物体験指導

松苗の植樹活動

グラウンドゴルフ大会

随時、回覧等 にて活動内容・日時など案内します。
お気軽にご参加ください！

喜ばれ隊

みんなでたのしくやろうえ！

なんしよんかえ？

こげんこと
しよんのやなぁ

いっち
みろうえ！
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8.地域計画書策定の流れ

完成

2019/1/26,2/22
部会の見直し,

部会員の集め方検討
仮決定

3/13
仮決定内容の確定
総会での中間報告の

準備

7/11
メンバー顔合わせ

7/21，22
今後の

スケジュール検討

11/28
アンケート結果の

共有分析
10/20，21

地域と学生の
それぞれの役割確認

策定
開始

7/2
計画書最終調整

12/4，15
アンケート結果から
既存活動の見直し

6/3,18
計画書作成

4/9，5/15
計画書作成の
役割分担
新規活動の
具体的な検討
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2018/7/4
住民アンケート

配布



9.大分大学山浦ゼミからのメッセージ

奈狩江地区をよくしていきたいという熱
が会議から伝わってきました！
これからも頑張ってください！

市川清登

計画書をもとにより美しい奈狩江が見
られる事を楽しみにしてます。

尾野寺 敦暉

奈狩江地区が今後明るく活き活きとし
た地域になるように願っています。
頑張ってください！

江山翔太

今後奈狩江が高齢者にとっても若者に
とっても住みやすい地域になっていくこ
とを願っています。

森山遥加

計画書を通じて奈狩江がよりよい地区に
なることを応援しています。

藤本斉弥

計画書が奈狩江地区の明るい未来につ
ながることを期待しています。

本城健太

皆さんの暮らしがより良いものになる
ことを願っています。
応援しています。

大塚麻央

奈狩江地区の皆さんが一致団結して、6
年後、素晴らしい奈狩江地区になることを
願っています。 河村健正

6年後、今よりもっと奈狩江の魅力が溢れ、
元気な地域であることを願います！！

金丸 葵

奈狩江地区が今後明るい未来に向かって
いくことを願って！
応援しています！ 中野江理

最後まで携われませんでしたが、
奈狩江の皆さんとの会議は楽し
かったです。これからの活動を応
援しています。 鶴我直人
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～これまで地域計画書策定に関わってきた、大分大学経済学部 山浦ゼミからのメッセージです～

この計画書が奈狩江の活性化への足
掛かりになるよう引き続き活動への参
加よろしくお願いいたします。

古河 健

皆様のおかげで計画書が完成いたしまし
た。これからも奈狩江地区の活性化のため
に様々な活動を行いますので活動に参加し
ていただけると恐縮です。 藤井 綾

地域計画書を作成するにあたって奈狩江
の地域の方と関わることができ自分とし
も学ぶことがたくさんありました。

安田真衣

皆さんの夢や目標の詰まった、素晴らし
い計画書になりましたね！それが次々実現
していくのが、楽しみです！これからも応
援しています！ 山浦陽一



0歳～64歳

63.6%

高齢者

36.4%

高齢化率(％)

10.奈狩江地区データ

① 総人口：３１５８人 (男：1562人女：1596人)

② 14歳以下人口：２９６人 (男：149人女：147人)

③ 生産年齢人口：１６４９人 (男：860人女：789人)

(１５歳～６４歳)

④ 高齢者人数：１１４９人 (男：517人女：632人)

(６５歳以上)

⑤ 後期高齢者人数：６０９人 (男：243人女：366人)

(７５歳以上)

⑥ 一人暮らし高齢者数：１５７人 (男：66人女：91人)

(平成30年度 杵築市住民基本台帳より)

10歳代以下

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

年代別総人口比(％)

奈狩江地区の高齢化率（左）と、
杵築市全体の高齢化率（右）は、
ほぼ同じです。

60歳以上が過半数を
占めています。また、
10代以下、20代は合わせ
ても10％を切っています。

0歳～64歳, 

64.2%

高齢者, 

35.8%

10歳代以下 3％

20歳代 4％

30歳代 8％

40歳代 12％

50歳代 17％

60歳代 22％

70歳代 20％

80歳以上 14％

奈狩江 杵築市
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11.アンケート結果の概要紹介

実施期間：平成30年7月4日～平成30年8月20日
対 象：満15歳以上の全地区住民
回 答 率：63.0％ (回答数：1782名)

(男性：811 女性：911 性別未回答：60)

平成30年7月4日から同年8月20日にかけて実施した「奈狩
江地区地域計画策定のためのアンケート調査」へのご協力、
ありがとうございました。
このページでは、アンケート結果の一部を紹介します。

参加している

16.0%

時々

参加している

29.7%

あまり参加

していない

14.2%

参加して

いない

29.7%

無回答

10.5%

①住民自治協議会の活動や行事へ

の活動参加状況

今後も住み続けたい

50.6%

どちらかというと

住み続けたい

13.5%

奈狩江地区外

へ引越ししたい

6.1%

どちらでもよい（特

にこだわらない）

24.0%

無回答

5.9%

②今後も奈狩江に住み続けたい？

・今後も住みたいが６割強
年代別に見てみると高齢者ほど

割合が高く、若い世代になるほ
ど低くなっていました。今後も
住みやすいような地域づくりに

取り組んでいきます。

・若い世代の参加率を上げよう！

参加していない、あまり参加してい
ないは合わせて43.9％でした。世代別で
見てみると、若い世代ではほとんどの方
が活動や行事に参加していませんでした。
この結果から若い世代の参加率を上げて
いくことが必要だと考えました。
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①豊後の天橋立(あまのはしだて)

住吉は昔、「天下無双の湊(てんかむ
そうのみなと)」と呼ばれ、日本一の港
と言われていました。

12.奈狩江の魅力 ～美しい自然と奥深い歴史～

②奈多海岸(なだかいがん)

白砂青松(はくしゃせいしょう)百
選に指定されています。松林は3kmに
及び、大分県一を誇っています。

⑤カキ（守江湾）

美しい遠浅の海は森からの恵みに
よって美味しいカキが育っています。
まさに海の恵みです。

③うみ亀（奈多海岸） ④カブトガニ (守江湾（もりえわん））

うみ亀が産卵して、地域として
しっかり見守り、無事に子亀が海へ
帰りました。またうみ亀がくるよう
な美しい海岸にしたいです。

カブトガニの産卵です。昔はたくさん
のカブトガニがいました。よりカブトガ

ニが住みやすい美しい海にしましよう。

⑥みかん (奈狩江各地）

海の近くの温暖な気候を活かして、

美味しいみかんが作られています。
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⑧八幡奈多宮(はちまんなだぐう)

隼人征討（はやとせいとう）の勝
利の功（こう）によって、729年に聖
武天皇が宇佐公基(うさきみもと)に
作らせた、由緒ある神社です。

⑨三神像（さんしんぞう）

比売(ひめ)神、応神(おうじん)天皇、
神功(じんぐう)皇后。国の重要文化財
となっています。

⑫神像(しんぞう）
光明寺(こうみょうじ)

光明寺の神像。神仏習合（しんぶつ
しゅうごう）のためお寺に神像が存在
する、貴重なものです。

⑪王子八幡(おうじはちまん)

⑩御田植(おんたうえ）

松平侯（まつだいらこう）が木付
（きづき）に入り、1648(生保5)年、
守護神と定めた。守江伊予之助(もり
えいよのすけ)に矢縫の幕（やぬいの
まく）を下ったといいます。

毎年、春の大祭で行われる稲作の予
祝儀礼(よしゅくぎれい)です。
狂言(きょうげん)の影響も強く、県

無形文化財となっています。

⑦住吉神社(すみよしじんじゃ）

住江(すみえ)の神、住吉(すみよ
し)の神。身を浄める(きよめる)護り
(まもり)の神さまです。
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貴舟池

②

⑧⑨
⑩

⑦

⑪

⑫

小熊山古墳
こぐまやまこふん

御塔山古墳
おとやまこふん

東光寺
とうこうじ

発行：奈狩江地区住民自治協議会

マップ上の番号は、
奈狩江の魅力ページ（22,23ページ）
に掲載している各所の番号です。

奈多海岸から見える
県内最大級の前方後
円墳で、３世紀後半
のものとされ、九州
最古級です。

国内準最大級の造
出(つくりだし)付
円墳です。全国で
も出土がまれな、
形象埴輪(けいしょ
うはにわ)が出土し
ています。

六郷満山(ろくごうまんざん)の中
心の寺で、平安中期に建てられた
と考えられています。本尊は薬師
如来像(やくしにょらいぞう)です。
また、東光寺では石塔(せきとう)
が並んでおり、代表的なものは
国東塔(くにさきとう)です。

⑤

護江小
ごこうしょう

ほうようしょう

灘手
守江

横城

奈多

狩宿

野辺

①

鍋倉ダム

豊洋小
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