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シリーズ
「地域づくりを考える」vol.7

～真砂地区の取組紹介～

　真砂地区では、保育園児・小中学生・高校生や
若者と住民一人一人が、元気で生活し、学び続け
るための「地域力」の向上をめざしています。 
　地域活動の基軸である食育活動を通して“ふる
さとを熱く語れる”子どもたちの育成・支援に努
めるとともに、「誰もが住んでいてよかったと思
えるふるさとづくり」に取組みたいと思います。

［会長　大庭  完］

★地域づくりのテーマ
　「食育」と「福祉」を基軸に、
  　  誰もが住んでいてよかったと思えるふるさとづくり

★地区の概要 
　【地区の現況】（平成 28 年 8 月末日現在） 
　◆人　口：392 名　（高齢化率：52.6％　177 世帯）
　◆自治会：10　◆面　積：29.72㎢
　◆市内より約 15㎞（車で約 20 分）

　【地区の魅力】
寒暖差のある気候と清涼な水、地区名の由来である真砂土を含ん
だ土壌等が米づくりに適しているとされ、中世の時代より益田市
の米どころとして農業を中心に栄えてきました。平成 23 年より

「公民館・学校・地域商社」の協働による食育を基軸とした地域
づくりに励んでおり、さらに平成 26 年からは真砂保育園による
高齢者の見守りと園児の健全保育を兼ねた『里山保育』の取組を
行い、市内外の子育て世代等の注目を集めています。

　【地区の課題】
少子高齢化・人口減少・荒廃農地の増加や農業の後継者不足等の中山間地域が抱えるさまざまな問題が集積してお
り、特に圏内に商店や飲食店が無いことから交通弱者対策の検討、および使用可能な空き家が極めて少なく移住希望
者等の受入れが困難なことから、住宅の整備等が急務となっています。 

★地域の魅力化に向けた取組
　◆西洋野菜の栽培実験事業
　　　　→   新たな特産品づくりを目的とし、市内飲食店のシェフに
  アドバイスをいただきながら、耕作放棄地（田んぼ）でも育成可能な「マコモダケ」や、カラフルな西洋野

菜の栽培実験をしています。
　◆自主防災団体設立委員会
　　　　→  自治会と協力しながら、要援護者リストや防災マップを作成し、真砂ならではの普段の見守り等、「福祉」に

重きを置いた自主防災団体の設立に向け協議中です。
　◆交流拠点整備事業
　　　　→  地域住民による飲食の提供、特産品の販売、語り合いの場の提供など、地区内外の交流や小さな経済活動を

目的とした拠点として、地域の空き施設を改装し、来春のグランドオープンに向けて運営方法を模索中です。

＜団体長メッセージ＞

★地域自治組織の概要
　【組織の名称】　地域自治組織「ときめきの里　真砂」 

　【構成】
　 会長 1 名、副会長 2 名、監事 2 名、会計・事務局長 1 名

　◆きらめき部会（男性 7 名、女性 1 名） 
　◆支え合い部会（男性 3 名、女性 5 名） 
　◆学び合い部会（男性 5 名、女性 3 名） 
　◆きずな部会　 （男性 8 名、女性 5 名）
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★ こんな地域づくりを行なっています

【保育所給食食材提供】
市内４保育所と提携し、自然酵母で安心
安全な真砂の野菜を給食食材として提供。
登録農家は約 40戸。週 2回公民館で集出
荷。高齢生産者にとっては、収入面だけで
なく自分の作った野菜を園児に食べても
らえることが生きがいとなっています。

【土づくり研修会】
野菜の品質と生産力向上のため、生産者
に対して土づくり研修会を行なってい
ます。座学と実習をあわせた、効果的で
実践的な内容が好評の研修会です。

【ふれあいバスツアー】
圏内に商店や飲食店がないため、運転免
許を持たない買い物弱者（主に 70 代～
高齢女性）対策として試行運転中。
デイサービス車両の空いている時間を
利活用し、市内大型スーパーまでの送迎
を、月 6 回 2 コースで行なっています。

【波田城跡地整備】
子どもの遊び場づくりと地域内外の親
子交流などを目的に波田城跡地を整備
し、地元大工さんを講師としてワーク
ショップ形式でツリーハウス等を制作
しています。

【里山保育】
真砂保育園が行なっている里山保育は、「地
域全体が園庭」「住民全員が保育士」がモッ
トー。圏内集落を順に訪れ、地域住民と共
に食事をとりながら交流する取組（１回／
月）を行なっており、園児による独居老人な
ど高齢者の見守り活動にもなっています。

【情報発信】
SNS（Facebook）を地域全体（公民館・
保育園・小中学校・地域商社）で管理し、
日々の情報を多角的に発信しています。

（平均アクセス数：約 1,500 ／日）

ときめきの里　真砂
〒 698-0411　波田町イ 538-1（真砂地区振興センター内 ）TEL/FAX　26-0002

ホームページ　http://masagoplus.jp/　　Facebook　https://www.facebook.com/masagoplus/

〔期間〕 12月10日～平成29年3月25日
	 毎週土曜日開催
	 開場／ 19：00　開演／ 19：30
　	 終演／ 21：00

〔場所〕 益田駅前ビルＥＡＧＡ３階　大ホール
〔料金〕 高校生以上 500 円（中学生以下無料）
	 ※ 10 人以上の団体は 400 円／人

〔サービス企画〕
 神楽衣裳試着体験や神楽グッズ抽選会、さら
に神楽と一緒に記念撮影会や、各種割引のあ
るサービス day もあります。

〔問い合わせ〕
益田市観光協会　☎ 22-7120

～今宵、集まりし神々の舞～
「石見の夜神楽益田公演～今宵、集まりし神々の舞～」の下期公演が 12月からスタートします。

石見の夜神楽益田公演

開催日 演	目 社	中
10 日 大和／大蛇 石見神楽	久々茂保存会
17日 鵺取り／大蛇 道川神楽社中
24日 恵比須／日本武尊 横田神楽社中
7日 恵比須／大江山 丸茂神楽社中
14日 道返し／大蛇 三谷神楽社中
21日 八十神／恵比須 石見神楽保存会	久城社中
28日 鐘馗／大蛇 種神楽保存会
4日 恵比須／日本武尊 石見神楽左鐙社中（津和野町）
11日 頼政／大蛇 真砂神楽保存会
18日 恵比須／大江山 梅月神遊座
25日 妖怪蜘蛛／大蛇 髙津神楽社中
4日 塵輪／道返し 横田神楽社中
11日 鈴ヶ山／大蛇 石見神楽	上吉田保存会
18日 大江山／大蛇 白谷神楽社中（吉賀町）
25日 塵輪／大蛇 津田神楽社中
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