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東郷地区まちづくり計画

東 郷 地 区 ま ち づ く り 計画

概要版

こんなになるといいな！
東郷のまち

『東郷地区まちづくり計画』は、東郷地区を住みよいまちにしていくために、住民みんなで
取り組むまちづくりの計画書です。東郷をこんなまちにしたいというまちづくりの方向や、住
民主体で進めていくまちづくりの具体的な取り組みなどを盛り込んでいます。このまちづくり
計画は、コミュニティ運営協議会が中心となった策定委員会メンバーによるワークショップで
の骨子を基にまとめられたものです。

東郷が持つたくさんの魅力を活かし、また多くの課題を解
決していくために、大きく６つの方向のまちづくりを進めてい
きます！
そして、この６つの方向に沿って、住民が主体となって、い
ろいろな分野のまちづくりにみんなで取り組んでいきます。

まちづくりの将来像
(キャッチフレーズ)

まちづくり計画は、住みよい東郷に
向けた様々なまちづくり活動を
進めるための参考書として
活用しましょう！

具体的な活動

元気で活気の
あるまち
（地域が動く、人が動く）

みんなで守り育てたい！

みんなで解決したい！

東郷の魅力

東郷の課題

東郷が持つ自然の良さや豊かな人材など、
たくさんのいいところをこれからもみんなで守
り、ま たもっと魅力あるものにして、東郷のまち
づくりに活かしていきます！

東郷が抱える多くの課題を、これからのまちづ
くりを通してみんなで解決していきます！

ヒトに
ついて

モノに
ついて

コトに
ついて

○世話好きな人が多い
○様々な技術者や知識人が多い
○祭り好きの人が多い
○野山を散歩する人が多い
○野菜作りをする人が多い
○自然が豊か（釣川、八並川、ダ
ム周辺）
○神社、仏閣などが多い
○文化の殿堂宗像ユリックス
○昔からの店舗が多い
○シルバー農園、休耕田がある
○東郷駅などの交通機関が便利
○田熊石畑遺跡
○自然豊かな散歩コース
○田熊山笠・夏まつり東郷など各
種祭り
○盆踊り大会、カラオケ大会など
コミュニティの催し物
○子どもたちのサークル活動
○市民パトロール

少子・
高齢化

コミュニ
ティ活動
の持続

○若い人が少ない
○児童公園がない
○子ども会の加入の減少
○農業、商業の後継者不足
○交通の便が悪い（買い物難民）
○自治会の加入の減少
○行事に進んで参加する人が少ない
○連帯感が希薄になっている
○コミセンの活用が今一歩
○東郷が１つになれる行事が必要

モラル・
マナー・
教育

○ペットの糞の始末が悪い
○ゴミのポイ捨てが多い
○交通ルールを守れていない
○いじめの問題
○犯罪の増加

地域の交
通・環境
問題

○交通量の増加
○道路が狭い
○公共交通機関が整備されていない
○深夜の車、バイクの爆音
○川が汚れており、ごみも多い

まちの
活性化

○空地・空き家が多い
○大型量販店が少ないので不便
○東郷街道がさびれた

情報の
活性化

○コミュニティだよりをもっと活用する
○ネット情報の構築

安全・安心な
まちづくり

(優先順位)

①コミュニティ活動の活発化（１）
②経済活性化（２）
③健康づくり（３）
④住環境の向上（４）
①日頃の心がけ（１）
②子どもの安全・安心（１）
③防犯・防災（１）
④交通安全（２）
⑤連携・情報交換（３）

(まちづくりはあいさつから)

世代間交流
が活発なまち

①子どもとお年寄りの交流（１）
②子どもとのふれあい（１）
③地域行事の活発化（１）
④人財育成（２）
④コミュニティ連携、活動強化（３）

(挨拶をしよう、お互い

高齢者にやさ
しいまち

①高齢者のお手伝い・交流（１）
②元気な高齢者づくり（２）
③高齢者の地域活動支援（３）
④高齢者にやさしいまちづくり(４)

(元気で１００まで)

緑あふれるき
れいなまち

①環境美化（１）
②自然を活かしたまちづくり（２）
③自然の保全や修復（３）
④自然とのふれあいの場づくり(４)

(水と緑と青い空)

伝統文化を大
切にするまち

①歴史文化の保存・修復 （１）
②田熊石畑遺跡の活用とＰＲ（１）
③資源の掘起こし（２）
④行事への参加 （２）
⑤ＰＲ（３）

(ガイド(案内)のあるまち)

〜裏面をご覧ください〜

第 4 号議案
みなさんのご意見をお寄せ下さい！
取り組みの優先順位
東郷のまちづくりに関するご意見やご提案がありましたら、下記ま
でお寄せください。

まちづくりの取り組みについて優先順位をつけてみました。どの取り組みもす

《東郷地区コミュニティ運営協議会》

ぐにでも始めるべきところですが、実現するためには、作戦を立ててからはじめ
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る必要があるものや関係機関との調整など問題の解決にどうしても時間が必要

ＦＡＸ

３７−４１７１

なものがあります。

将来像

１、元気で活気のあるまち

２、安全・安心なまちづくり

３、世代間交流が活発なまち

４、高齢者にやさしいまち

５、緑あふれるきれいなまち

６、伝統文化を大切にするまち

（地域が動く、人が動く）

（まちづくりはあいさつから）

（挨拶をしよう、お互いに）

（元気で１００まで）

（水と緑と青い空）

（ガイド(案内)のあるまち）

①コミュニティ活動の活発化

①日頃の心がけ

①子どもとお年寄りの交流

①高齢者のお手伝い、交流

①環境美化

①歴史文化の保存・修復

・地域活動への積極的参加、呼びかけ
・地域活動のボランティア、NPO 化
・コミュニティセンターに集まりやすい
雰囲気づくり
・専門技術の人材バンク
・２１世紀初の「東郷」を記録
・東郷地区総踊り etc.みんなで盛り上
がれる行事

・あいさつ、声かけ運動

・子どもと老人会の交流、合同行
事（子どもみこし等）
・保育園や幼稚園と高齢者施設
の交流

・定期的な家庭訪問
・日常の声かけ、ごみ分別の手伝
い、買い物の手伝い
・子どもとの交流機会を増やす

・ゴミ拾い活動、清掃活動、環境
パトロール
・リサイクル事業
・マナー条例

・まつり・行事の継続、活性化
・田熊山笠の子どもたちへの参加
・昔の料理、遊びを教える

優先順位①〜⑤

②経済活性化
・働く場所の充実
・東郷駅周辺の活性化
・農地の活用、町内の売れるも
の発掘

①子どもの安全・安心
・子どもの居場所づくり、児童公園
の充実
・子ども１１０番
・安全パトロール、見守り
・青パトの活用

①防犯・防災
・防犯パトロール、連絡体制強化
・防災訓練
・防犯灯の充実
・自主防災組織づくり

②交通安全
③健康づくり
・健康相談、話し合う場づくり
・スポーツ大会などの開催

④住環境の向上
・定住化促進
・子育てや子どもが遊べる環境づくり
・高齢者が住みよいまちづくり
・八並川堤上を散策道に

・飲酒運転の撲滅
・通学時の交通安全立番、交通事
故防止運動
・交通安全施設の充実
・通学路の歩道整備
・自転車通学の指導

③連携・情報交換
・コミュニティレベルの意見交換の
強化（自治会も）
・コミュニティセンターのＰＲ、コミュ
ニティだよりの情報充実

①田熊石畑遺跡の活用とＰＲ
①子どもとのふれあい
・子ども行事、PTA 活動への支
援、参加
・子どもと大人の行事、催し物の
充実
・農業体験、気楽に話せるお店
・ラジオ体操への参加

①地域行事の活発化

・イベントへの参加

②元気な高齢者づくり

②自然を活かしたまちづくり

②資源の掘起こし

・健康相談、健康指導
・高齢者の（健康づくりの）催し物
の充実（歩く会、老人体操など）
・高齢者が集まりやすいサロンの
充実

・休耕田の利用、山林地の開放
・水辺周辺に並木や散歩道づくり
・ホタルの里づくり、農家との共生
・八並川に鯉放流

・我が街探検隊、勉強会の開催

③高齢者の地域活動支援

③自然の保全や修復

・シルバー層ができる仕事に参加
してもらう
・高齢役員の活動支援（ＮＰＯ化
なども含めて）

・河川の清掃や草刈り
・放置山林の森林公園化

④高齢者にやさしいまちづくり

④自然とのふれあいの場づくり

③PR

・街のバリアフリー化
・二世代住居の促進
・21 世紀「老人パワー」記録保存

・花いっぱい運動（庭先、空地、休
耕田など）
・憩いの空間づくり（水と緑の公園
など）
・大井ダム周辺の整備公園化

・観光案内マップ、広報
・専門指導者の育成
・案内板の設置

②行事への参加
・参加者募集、民間 OB の活用

・行事、祭り、スポーツ大会
・農業体験、世代間交流会

②人財育成
・目配り・気配り・心配り

③コミュニティ連携、活動強化
・専門技術・技能の市場構築
・21 世紀の「交流活動」を記録

コミュニティ単位での具体的活動を中心に、優先順位を参考にしながら、すぐにでも取りかか
れそうな活動をあげてみました。

コミュニティ活動への参
加者を募りましょう。(退
職者への声かけなど)

防犯パトロ−ルなどの充
実を図りましょう。(子ど
もの安全見守りも兼ねて)

子どもと高齢者の交流機
会づくりや地区の催し物
を充実しましょう。

高齢者が元気で暮せるよ
う、相談場所づくりや様々
な活動の場を用意しまし
ょう。

環境パトロール、美化運動
などを進めましょう。

地域の祭りへの参加呼び
かけや歴史資源の掘り起
こしチームを発足させま
しょう。

