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はじめに 
 

平成 17 年 1 月に 3 町（旧小田町・旧五十崎町・旧内子町）が合併

し、新内子町が誕生して早くも 10 年が経過しました。 

この間に社会は、大きな変革の時期を迎えており、少子高齢化、急

激な人口減少による地域の崩壊、また異常気象などで起こる大災害、

原発災害など取りまく環境は非常に厳しい時代となってきました。 

こうしたなか、自治会制度に移行し策定された「笑顔と笑顔がふれ

あう地域たていし」をキャッチフレーズとする 10 ケ年地域づくり計

画書は、平成 26 年度で終了することになりました。そこで、この度

策定する第二期計画書は、平成 27 年度から 33 年度までの 7 ヶ年の

立石自治会の活動指針となるべきものです。 

策定にあたり、まず前期計画を振り返り、変革の時代にどのような

地域づくりを進めていくか、様々な観点から地域を見つめ直し、住民

アンケート調査でのご意見も尊重しつつ分野ごとに具体的な事業計

画がまとまりました。 

現在、本町におきましても「町並み、村並み、山並みが美しい、持

続的に発展するまち」を内子町の将来像に、第二期 10 ケ年総合計画

を策定されております。 

今後は、計画変更等により町総合計画とも整合性を図るためのすり

合わせを行っていかなければならないと思います。 

今後とも会員の皆様方のご協力・ご理解をお願い申し上げます。 

終わりに、この計画書づくりに２年間にわたりご協力いただきまし

た策定委員の皆様、又日夜積極的にご指導、ご助言、取りまとめ等で

ご尽力いただきました地域づくり担当職員の方々に心からお礼申し

上げます。 

 

         平成２７年１月 

 

              地域づくり計画策定委員会 

               委員長  池 田 愼 一 
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 第１章 総 論                     
 

１ 立石地区の概要 
 

(1) 位置、人口・世帯数・の推移等 
 

 ①立石地区の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内子町の中心部に位置する立石地区は、その中心部が北緯 33 度 33 分、東経

132 度 46 分にあり、南は大洲市河辺町と接しています。標高は、約 140ｍの石

山橋付近から 895ｍの寒台山に及ぶ準峡谷型の地形をもつ地域です。  地域の

中央を小田川の支流立石川が流れ、それに添って県道坊屋敷小田線が国道 380 号

線より大洲市へと続いています。石山橋より 3km 程度入ると山裾に盆地がひら

け、その中心部に立石自治会館があります。 

公共の交通機関はデマンド

バスしかなく、住民の移動手段

は、ほとんど自家用車に限られ

ています。旧小田町の中心部か

らは車で約 10 分、内子町の中

心部へは約 25 分、県都松山市

へは約 1時間の位置にあります。 

学校区は、小田小学校区に位

置しており、園児・児童たちは

スクールバスで通学していま

す。 

 

 
 

立石自治会館周辺 

内子町役場小田支所 

立石自治会館 

内子町役場 

内子町役場内子分庁 

至 松山市 

至 大洲市 

至 砥部町 

至 久万高原町 
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②人口・世帯数・就業人口の推移 

   国勢調査によると、昭和 35 年当時の人口が 1,011 人、世帯数 176 世帯であっ

たのに対し、平成 22 年には、人口は 76.2%減の 241 人、世帯数は 44.3%減の 98

世帯となっています。また、旧小田町における立石地区の人口割合は、昭和 35

年当時で 9.6%（1,011人／10,537人）、平成 22年で 8.5%（241人／2,819人）と、

町全体に占める割合がやや低く推移しています。 立石地区に限らず、昭和 35

年から 50年にかけて急激に人口が減少したその背景には、日本の経済復興、公共

投資等によって若者が都市部へと転出したことが大きな原因としてあげられます

が、出生率の低下による少子化も大きな原因の一つです。若者の定住化施策は、

町としても重要な課題であると言えます。 

 
 

   立石地区及び小田町の人口・世帯数の推移（国勢調査）       （単位：人、世帯） 
 

区 分 S30 35 40 50 60 H2 7 12 17 22 

立 

石 

人 口  1,011 836 554 466 416 375 337 284 241 

 
男   395 257 222 201 179 153 123 106 

女   441 297 244 215 196 184 161 135 

世帯数  176 167 141 135 131 126 116 112 98 

旧
小
田
町 

人 口 11,221 10,537 8,501 5,965 4,981 4,497 4,158 3,831 3,371 2,819 

 
男 5,564 5,237 4,114 2,778 2,344 2,119 1,947 1,775 1,568 1,343 

女 5,657 5,300 4,387 3,187 2,637 2,378 2,211 2,056 1,803 1,476 

世帯数 2,121 2,106 1,952 1,723 1,612 1,557 1,523 1,507 1,424 1,215 

 

 

立石地区の人口・世帯数の推移（国勢調査） 

 

 
   

 

 

 

 

 

(人) 

(人・世帯) 

(年) 
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２ 「地域づくりに関する意識調査」にみる地域住民のニーズ 
 

地域づくり計画書の策定にあたり、平成２５年１１月に住民の要望やニーズを把握

するため、立石地区に在住する中学生以上の方（２１５名）を対象に「地域づくりに

関する意識調査」を実施しました。 

 地域づくりや自治会活動に対する様々な回答から、次のような分析を行いました。

なお、分析の前提として回答者は次のような構成となっています。 

 

   

 

 

 

 

(1) 立石地区は住みやすい土地？ 
  「あなたは、立石地区にずっと住みたいと思いますか。」の問いに対して、回答

者の 81％の方が「ずっと立石に住みたい。」と回答しています。その理由としては、 

○自然環境がよく、住みやすい場所だと思うから…………２６％ 

○先祖代々の土地を離れたくないから………………………２４％ 

○人情味があり、心が安らぐ地域だと思うから……………１７％ 

  また、「立石地区以外の内子町内に住みたい。」「内子町以外の市町村に住みたい。」

と回答した方が 13％で、その理由としては、 

   ○買い物が不便だから…………………………………………２２％ 

   ○病院などが遠く緊急の場合が不安だから…………………２１％ 

   ○働く場所がないから…………………………………………１３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 立石地区で何を後世に残したい？ 
  「立石地区で、これからもずっと残したいものはなんですか。」の問いに対して

は、次のような順となりました。 

   ①願成寺…………132票（18％）   ②立石神社………125票（17％） 

   ③立石自治会館… 96票（13％）     ④尾首の池……… 78票（11％） 

   ⑤立石秋祭り…… 65票（ 9％）   ⑤立石獅子舞…… 65票（ 9％） 

 

 

 

 

 

 

 

○回答者の８２％が５０歳以上の方です。 

○回答者の４７％が男子、５３％が女子です。 

○回答者の６３％が２人もしくは３人暮らしです。 

○回答者の４１％が年金受給者あるいは専業主婦です。 

自然が豊かで人付き合いもよく、住み慣れた環境の中で静かに

暮らしたいという意見が多数を占めるも、少数とはいえ、職場が

なく産業が低迷している現状や、済生会小田診療所の現状などか

ら、生活に不安を抱き、地域に将来性がないと考える方がいます。 

地域の文化や伝統行事を重んじる、信心深い立石地区の人々の

心が偲ばれます。また、立石川に代表される美しい自然や、人情

味あふれる立石の人々の心を後世に伝え、いつまでも残したいと

いう、地域あげての思いが伺えます。 
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(3) これからの立石地区には何が必要？ 
「あなたが、これからの立石地区に必要だと思うものを３つ選んでください。」

の問いに対しては、次のような結果となりました。 

   ①後継者の確保や嫁対策……………………… 60票（15％） 

   ②働く場所の確保……………………………… 48票（12％） 

   ③地滑り対策など安全対策事業の実施……… 43票（11％） 

   ④県道・町道の舗装改良……………………… 39票（10％） 

   ⑤防犯施設（防犯灯など）の充実…………… 32票（ 8％） 

   ⑥公共交通機関の充実………………………… 29票（ 7％） 

   ⑦産業（農林業）振興事業…………………… 25票（ 6％） 

      ⑧農地の基盤整備……………………………… 22票（ 5％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自治会活動について 
  「立石自治会の活動にあなたが参加して、楽しいと感じる行事は何ですか。」の

問いに対しては、次のような結果となりました。 

   ①盆踊り大会…………………61票（21％） ②敬老会………………52票（18％） 

   ③母の日バレーボール大会…24票（ 8％） ③小田地区球技大会…24票（ 8％） 

   ⑤ほたる観賞会………………22票（ 8％） ⑥愛護班活動…………21票（ 7％） 

   ⑥クリーン活動………………21票（ 7％） ⑧愛宕山行事…………18票（ 6％） 

       

  また、「参加してつまらないからやめて欲しいと感じる行事は何ですか。」の問い

に対しては、次のような結果となりました。 

   ①敬老会……………………… 4票（ 2％） 

②愛宕山行事………………… 3票（ 2％） 

   ③盆踊り大会・小田地区球技大会・小田地区卓球大会…各 2票（ 各 1％） 

   ※無回答…………………… 149人（88％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 少子高齢化が進み、著しい過疎化が止まらない現状から、後継

者の確保や嫁対策・働く場所の確保等が圧倒的に多い結果となり

ました。また、道路網の整備や地滑り対策・防犯施設の充実など、

豊かな生活を営むための生活環境基盤の整備・充実を望む声も高

い結果となっています。 

 地区をあげての行事に対しては、参加して楽しいと感じる方が

多く、逆に参加者が少なく、また固定化された行事については参

加してもつまらない、参加したくないという傾向がみられます。

少数の意見ながら、参加したくないという理由については、「強制

的である」「行事自体が今の時代にマッチしていない」「参加者が

少なくつまらない」といった意見が寄せられました。 
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 第２章 基本構想                    

１ 地域づくりの基本理念 
 

 

こんな立石地区にしたい…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのためには…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくりの合い言葉は…… 

 

 

 

 

 

地域づくりの主役は…… 

 

 

 

 

 

 

笑顔と笑顔がふれあう地域
む ら

「たていし」 

生きがいと夢のもてる産業を創造する地域づくり 
 

安全で誰もが安心して生活できる地域づくり 
 

うるおいのある文化と生涯学習の地域づくり 
 

誰もが健康でいきいきと輝ける地域づくり 
 

をめざします 

自然豊かな美しい立石を、これからもずっと守っていきたい 

働く場所があり、仕事に生きがいを感じる地域にしたい 

地域住民の誰もが、楽しく学び、活動できる場所にしたい 

誰もが健康で、元気あふれる地域にしたい 

安心して生活できる環境をみんなでつくっていきたい 

子どもたちからお年寄りまで、楽しく交流できる地域にしたい 

先人が築き、大切に守ってきた文化や伝統を後世に残したい 

住んでよかった、いつまでも住み続けたいと思える地域にしたい 

立石のみなさん お一人おひとりです 
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２ 地域づくりの目標 
 

 

生きがいと夢のもてる産業を創造する地域づくり 

（産業の振興） 
 

 立石地区で、これからもずっと住み続けるためには、経

済的な豊かさと地域の魅力が必要不可欠です。特に基幹産

業である農林業の振興は、過疎化が進行する本地域におい

て特に重要な課題です。地域の特色を活かした産業の振興

に努めるとともに、美しい自然を守るため、長期的視野に

たった自然環境の整備に努めます。 

 

安全で誰もが安心して生活できる地域づくり 

（生活基盤の整備） 
 

 安全で安心して生活できる生活環境の実現は、住民だれ

もが願うことであり、自治会の最重要課題として推進しま

す。とくに、生活道路の整備や憩いの場づくり、立石川の

清流保全については、行政に対して計画的に要望します。 

 また、自主防災組織の充実並びに災害に強い環境整備も、

緊急の課題として積極的に取り組みます。 

 

うるおいのある文化と生涯学習の地域づくり 

（教育・文化の充実） 
 

立石には、先人が築き守ってきた貴重な文化や伝統がた

くさんあります。それらを大切に思い、後世に伝える取組

や、地域に根ざした新しい文化の創造に努めます。 

また、異年齢間の交流を通じて、より豊かな生涯学習の

推進に努め、地域住民だれもがいきいきと人生をおくるこ

とができるような事業を展開します。 

 

誰もが健康でいきいきと輝ける地域づくり 

（健康・福祉の充実） 
 

住民だれもが健康で、いつまでも元気に生活できるよう、

一人ひとりの心と体の健康に対する意識を高め、地域が一

体となった健康づくり事業を推進します。 

また、高齢化社会に対応したボランティア組織の育成と、

その活動を積極的に支援するとともに、障害者にも優しい

環境づくりに努めます。 
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 第３章 基本計画                    
１ 生きがいと夢のもてる産業を創造する地域づくり 
 

(1) 商業の振興 
 

  現状と課題  
 

立石の商業といえば、Ｊ

Ａえひめ中央立石経済セン

ターと、商店１店舗で、年々

減少する人口と顧客離れで

衰退の一途をたどっていま

す。さらに、国道の２車線

化により、近隣の松山市、

大洲市へのアクセスが容易

になるにつれ顧客の大部分

が流失し、地元の商店は瀕

死の状態です。 

立石経済センターにおい

ては、農業従事者の減少に伴い、農業生産資材の売上が低迷し、存続の危機とな

っています。 

立石地区も少子高齢化が一段と進み、65 歳以上の人口は 50％を超え、小学生

以下は僅か９人となりました。購買意欲も低下する中で、地元商店ゼロという状

況に陥っては高齢者の日常生活を脅かすことになり、立石から活気や賑わいがな

くなり、地域にとって深刻な問題といえます。 

 基本方針  
 

○商店は、日々の暮らしに必要な物を供給するだけでなく、人と人とのふれあい

の場として、小規模ながら活気に満ちた商店形成を促進します。 

 主要施策  
 

①消費拡大の促進 

立石地区の商店を今後も存続していくために、地域住民に地元での消費を促

し、自治会活動における物資の消費において、積極的に利用し支援していきま

す。 
 

②商業活動の支援 

ＪＡえひめ中央立石経済センターの空き地を利用した、地域住民の趣味の展

示会などイベントを通して地域内の交流の輪を広げ、人々の集う場を提供し支

援していきます。（但し、ＪＡえひめ中央と相談の上） 

存続が危ぶまれる立石経済センター 
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(2) 農林業の振興 
 

  現状と課題  
 

立石の産業は、古くから農林

業を中心として、養蚕、葉たば

こ、椎茸の生産が盛んに行われ

ていましたが、現在は大半の人

は勤めに出ており、農林業を専

業として生計を立てている人は、

30 人余りとなり、担い手不足、

農林業従事者の高齢化により一

段と農業離れが進んでいます。 

中山間地域である立石地区は、

耕作面積も減少し、労働力や生

産力も低下していく中で、経営

的にも厳しく、何とか生計を立てているのが現状です。主要な作物としては、米、

栗、椎茸、アスパラ、ピーマン、柿などの生産が行われています。 

また、林業は、スギ、ヒノキが植林され、40 年、50 年を超える山林も少なく

ありません。大幅な外材の輸入の増加と国産材需要の伸び悩みにより、木材価格

も以前にまして低迷しており、また間伐しても収益につながらない厳しい状況で

す。 

広い面積の山林は、作業道を整備し、間伐補助金制度を利用して間伐が行われ

ていますが、狭い面積の山林は補助金制度の対象から除外され、手入れされてい

ない山林も少なくありません。農林業は後継者不足と高齢化により、今後、耕作

放棄地、地主不在林が増加することが懸念されます。農地は、耕作放棄地の拡大

を防ぐため農作業の委託と管理委託体制の充実を図り、山林は、治山・治水の面

からも、間伐の推進と自然環境の保全に努めていく必要があります。 

 基本方針  
 

○農地荒廃の防止を推進すると共に、効率的農業経営の推進と特産品の開発に務 

めます。 

○森林資源の保全を図り、国・県の補助事業を活用しつつ林道・作業道の整備を 

 推進し、森林管理の強化に努めます。 

 主要施策  
 

① 農林作業の委託体制の整備 

荒廃していく農地、遊休地への対応は、多面的機能支払制度（農地水環境保

全活動事業）等により、共同作業の支援と環境保全面での遊休地の活用が図ら

れてきました。今後も事業を継続していくことで、互いに助け合う体制づくり

を進めていくこととします。 

森林の整備については、各種補助事業を有効利活用し、林道・作業道の開設

と間伐の推進に務めます。また、農林業の共同作業に協力していただける人材

の確保に努力します。 
 

②先進地視察 

今後の立石自治会の新たな地域づくり活動の参考にするため、地域の特性を

活かした自治会活動の先進地研修を実施します。 

尾首地区広がる元葉たばこ団地 

今は全て切り松が植栽されている 
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２ 安全で誰もが安心して生活できる地域づくり 
 

(1) 地域環境の保全 
 

  現状と課題  
 

 （ゴミの減量化について） 

ゴミの一人一日平均排出量は平成 22

年度で 614g/人･日であり、愛媛県平均

（914g/人･日：H22）と比べると大きく

下回っており、県内で最も少ない状況に

あり、平成 25 年度の立石地区の           

ゴミ排出量は 51.7 トン（内、資源ゴミ

7.7トンを含む。）です。                    

生ゴミは、ＥＭぼかしや「えひめ AI-1」

に取り組んでいますが、冬期の活用が地

域全体に広がらず伸び悩んでいます。 

また、ゴミの分別収集は、町指導のも

とに徹底はしつつあり、住民のリサイクルに対する意識は高まっていますが、な

お一層の向上を目指す必要があります。そのような中で、現在小田中学校では、

アルミ缶回収による施設への車椅子の寄贈が継続して行われており、地域や保護

者、そして子どもたちが一体となって活動を展開しています。 
 

（環境ホルモン・ダイオキシン・地球温暖化防止対策問題） 

ゴミの自家消却及び野焼き（風俗習慣上又は宗教上の行事以外）が禁止となり、

当地区ではほとんどないと思われますが、まだ身近な問題として一人ひとりが捉

えておらず、野焼き等が一部に見受けられるのが現状です。2011年の福島第一原

子力発電所事故の発生後、電力供給源が原子力から火力に変化したため、2011年

度、2012年度と二年連続で排出量は前年度の水準を上回っています。 
 

 （清掃活動・緑化運動） 

県・町が毎年７月に推進する「クリーン愛媛運動」にあわせ、年１回、道路の

ゴミ拾いを各班で担当地域を決めて行っていますが、山や川の中のゴミ拾いまで

は危険な為、現在は行われておりません。不法投棄も、山間部や林道、峠付近に

少なくなりましたが、時折見受けられます。また、毎年６月に行われるホタル観

賞会ではホタルの生態や生活環境に関する学習会を開催しています。 

緑化運動としては、自治会女性部が中心となり、自治会館敷地内に、年２回の

花の植栽・管理をしています。平成 19 年には、農地・水・農村環境保全向上活

動事業に参加し、天神中地区の休耕田にコスモス、中組及び上組地区にアジサイ

を植栽し、立石保全活動組織が管理を行っています。桜の宿り木撤去は一通り完

了しましたが、少しずつ新たな発病がみられます。 

 基本方針  
 

○ＥＭぼかし・「えひめAI-1」の利活用、廃食用油の回収、分別収集の徹底及び

資源化、ゴミ減量化意識を高める取り組みを地域一体となって行います。 

○不法投棄等、「ゴミを捨てにくい、捨てさせない」環境づくりを行います。 

○自治会及び家庭で行える地球温暖化対策を啓発・推進していきます。 

○循環型社会の形成をめざした取組を行います。 

班単位でのゴミ収集の取り組み 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85
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主要施策  
 

①ＥＭぼかし・えひめ AI-1の推進及び廃食用油の回収 

ＥＭぼかしで作った堆肥を、花いっぱい運動花壇の肥料として活用する運動

を展開します。また、家庭雑排水等の処理対策として、環境浄化微生物である

「えひめ AI-1」を活用し、微生物の力で処理を行い、水質向上、汚泥削減、消

臭等の向上を図り、河川への負荷を軽減するとともに、学習会等も開催します。 

更に、水質保全を図るための石鹸利用についても、廃食用油から石鹸づくり

を進める町民らと連携を図りながら、その利用を推進します。 
 

②循環型社会の形成 

従来のシステムから一歩踏み出し、ゴミを減量し有効利用を図っていくと 

共に、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）に積極的に取り組みます。

また、まだまだ定着していないマイバック運動を、広報等により普及・啓発 

します。 

③温暖化対策の推進 

ゴミの自家消却及び野焼きの禁止の啓発、温室効果ガスの抑制のため、地域

をあげての「緑のカーテン」の実施、太陽光発電システムや木質バイオマス設

備への導入など、自治会で可能な対策を講じていきます。豊かな自然環境のも

とで持続可能な社会を形成していくために、低炭素社会に向けた意識改革と啓

発を実施し、一般家庭での実施を呼びかけることにより、省エネと緑化の２側

面の推進を図ります。 

④合併浄化槽の推進 

公共下水道区域外の地域においては、合併処理浄化槽の整備を更に普及させ

ていくものとし、意識啓発と指導を行います。 
 

⑤不法投棄防止の見回り 

定期的に見回りを行い不法投棄防止に努めながら、発見次第撤去を行う活動

を地域あげて行います。 
 

⑥花いっぱい運動の推進 

女性部のみに頼っていた花きや樹木等の植付けを、自治会が中心となって推

進します。 

⑦さくらロードの推進 

    立石地区の美しい桜並木の景観を保存し、後世に残していくために、桜の植 

   樹を毎年行います。今後も、宿り木・ 

   枯れ枝の撤去作業を定期的に行うと 

   ともに、桜のオーナー制度等の検討も 

   進めます。 

⑧草刈り隊の結成（有償） 

高齢や、病気やケガで田畑などの管理

作業が困難な場合、地権者が自治会に申

請を行い、草刈り隊に要請し、条件がよ

ければ作物や花などを栽培して、地産地

消を目指します。 

 

 

花見客で賑わう立石春まつり 
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(2) 生活環境の整備 
 

  現状と課題  
 

（生活道路等の整備） 

生活の要である道路整備は、住民にとって最大の課題であると思われます。し

かしながら、様々な要因により整備が遅れています。特に、県道小田坊屋敷線は、

石山橋入り口より 1.5㎞の区間は一部拡幅工事がおこなわれていますが、まだ未

拡張部分が多いため離合が困難であり、中高生の通学路となっているため、特に

早期改良が望まれます。そのほか、道路の拡張や舗装化の遅れとともに、排水路

の整備も強く望まれます。一部の地域では、雨のたびに側溝から水があふれ出し、

道路を流れ通行に支障をきたしているほか、災害にも結びつく恐れがあるため、

排水溝の整備も緊急を要する課題です。また、舗装の劣化・陥没・段差等により

走行に支障がある箇所が多数見受けられます。 
 

 （立石川の環境） 

立石川のホタルは、近年増加傾向に

ありますが、まだまだ昔に比べてその

数は多いとはいえません。環境整備の

一環として、12 年前からホタルの里

づくりを兼ね、ホタル鑑賞会や環境学

習会を開催していますが、参加者が少

なく、地域をあげた取組には至ってい

ません。特に、立石自治会前の立石川

は、昔から子どもたちの水とのふれあ

いの場として重要な役割を果たして

きましたが、泥とゴミが堆積し、とても遊べる環境ではありません。水辺の整備

は生活環境と密接な関係があり、早急な整備が必要と思われます。また、立石川

には現在、魚の遡上出来ない堰が 13 堰あるため、計画的な堰の撤去及び魚道の

整備が必要と考えます。 
 

 （自治会館） 

立石自治会館はバリア・フリー化されていないため、車椅子及び障害者等の使

用が制限されているのが現状です。また、当自治会館は、和室しかなく高齢者に

とっては座ることが困難で、サロン等でもミニチェアの使用を余儀なくされてい

るため、洋室への改装が望まれています。 

 

 基本方針  
 

○道路拡張については地権者との問題があり、地域全体の問題として取り組み、

計画を円滑に進めるよう体制づくりを行います。 

○ホタルの里づくりを継続して提唱し、年間を通して遊ぶことができる「憩いの

水辺」づくりを目標に環境整備に努めます。 

○堰を詳しく調べ、必要・不必要を判断し、年次計画を立て、堰の撤去、魚道の

設置を要望します。 

○排水溝の詳細を把握し、改善できるよう地域で考えます。 

○すべての人が快適に自治会館を使用できるよう、改良の要望を行います。 

 

ホタルが乱舞する自治会館横の立石川 
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 主要施策  

① 地域一体となった生活道路の改良 

道路の拡張問題は、地元で用地確保を行い、町・県へ早急に要望するよう自

治会が中心となり進めます。また、舗装の改修・補修箇所を把握し要望します。 
 

②ホタルの里づくり 

過去 12 回行ってきたホタル鑑賞会をさらに輪を広げ、ただ単に鑑賞するだ

けでなく、ホタルの住める環境づくりを展開し、ホタルの里づくりを目指しま

す。 
 

③魚のすめる立石川の整備 

堰の撤去及び魚道の設置は年次計画書に基づき町及び県・国へ要望書を提出

します。 
 

④排水溝の整備、地滑り・土石流などの安全対策の実施 

排水溝の整備については、現状を把握し町・県へ要望書を提出するとともに、

自治会においても清掃等を行います。地滑りや土石流対策など危険箇所を把握

し、安全対策事業を地域づくり懇談会等で町へ要望書を提出します。 

⑤高齢者集合住宅の要望 
 

 将来は、更に少子高齢化が進み、独居高齢者が増加していくと思われます。

立石地区外に住んでいる家族の中には、地元で暮らしたいという希望も多く、

今後の希望状況を把握し町及び県・国へ要望書を提出します。 

 

(3) ボランティア活動 
 

  現状と課題  
 

個人的に、町内外のボランティ

アグループに加入して、積極的に

活動を行っている方はいますが、

現在、立石自治会内においてボラ

ンティアグループは組織化されて

いません。また、一斉クリーン活

動のように、地域美化に対するボ

ランティア活動は行われているも

のの、自発的・日常継続的な活動

はほとんど行われていないのが現

状です。 

 少子化、高齢化が進む現在の地

域社会において、ボランティア活

動の推進は、地域の発展のカギを握る重要な課題といえます。突然の災害等に対

処する災害ボランティアや、高齢者を対象とした福祉ボランティア、さらには障

害者のためのよりよい社会を築くための障害者ボランティアなど、その形態や地

域の要求も様々ですが、地域に密着した草の根的な活動が展開できるボランティ

ア組織の育成が、今後の自治会の大きな課題の一つでもあります。 

 

 

 

女性部の皆さんによるボランティア活動 
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 基本方針  
 

○地域の実情にあった、自発的なボランティア組織の育成を推進します。 

 主要施策  
 

①ボランティア意識の高揚 

  個々のボランティア活動に対する正しい知識と、地域にマッチした活動を展

開するために、各種のボランティア養成講座や研修会・講習会に積極的に参加

するよう推進します。  

また、将来においては、立石自治会主催のボランティア養成講座の開催も視

野に入れ、自治会役員の研修等も積極的に行います。 

 

(4) 救急、防犯・交通、地域防災対策 
 

  現状と課題  
 

 （病院と高度救急医療） 

小田地区住民の生命の支えであ

る済生会小田診療所は、平成 26年 4

月から有床数が 0になるなど、住民

不安は更に高まる一方です。 

そのため、小田地区においては引

き続き高度救急医療へのアクセス

時間の短縮等、一刻一秒をあらそう

緊急時での対応をどのようにする

かが一番の課題です。現在、搬送先

は、大洲、松山方面で時間がかかる

ため、住民は常に不安に怯えなければならない状態にあります。地方の医師不足

が深刻化している中、診療支援及び地域医療の担い手となる医師の養成を目的と

し、内子町では、安心できる医療を地域に提供していくために、平成 22年 4月よ

り愛媛大学医学部と連携して「地域生活習慣病・内分泌学講座（内子町寄附講座）・

地域サブセンター」に取り組んでいます。また、現在、当自治会に一番近い AED

は寺村自治会館に設置されおり、往復約 18分かかり緊急時には対応出来ない恐れ

があります。 

 （防犯・交通安全） 

防犯面では、近年において日中の留守を狙った空き巣被害や、お宮等のさい銭

被害が続出しています。また、最近では「オレオレ詐欺」や「架空請求」、「訪問

販売」、「送りつけ詐欺」など、高齢者を狙った悪質な犯罪が多発し、地域内の防

犯対策を考え直さなければならない時代となっています。一方では街灯（防犯灯）

が少ないため、暗い場所があり、さらには見通しが悪くカーブミラーやガードレ

ールのない場所があり改善が求められています。 

（放射能汚染） 

内子町の一部も伊方原子力発電所より 30 ㎞圏に入っており内子町地域防災計

画では不測の事態には緊急避難対象となっています。当自治会は 45㎞圏にあり、

万一の場合は避難の必要性もあり得ます。福島県飯舘村は原発から 40 ㎞圏にあ

りながらも住民全員が避難対象となりました。 

  

入院治療が出来なくなった済生会小田診療所 
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（大規模災害・防災対策） 

愛媛県における今後30年以内の大規模地震の発生確率は、南海地震で60％程度、

東南海地震で60～70％程度に達すると推定されています。小田地区で最も被害が

大きいと予想される「想定地震５」において6～7人の死者、2人の重症者、9～10

人の中等傷者、115～124人の軽症者が発生すると想定され、次に多いのが「想定

地震4」で、2人の死者、1人の重症者、6人の中傷者、65～69人の軽症者が発生す

ると想定され、1ヶ月後において600人の避難生活者が存在するとされています。 

また、冬に大規模災害が起きると、ガソリン・灯油等がすぐに無くなると思わ

れます。川等の水利からも遠く、防火水槽や消火栓がない、火災発生時には早急

な対応ができない地区が残されています。また、大規模災害発生時には行政の対

応がどうしても遅れがちとなるため、早急な対応がとれ、かつ機動性のある自主

防災組織の強化が急務であると考えます。また、家屋の耐震化、個々の防災対策

が不十分である家が多くあり、指導・助言が必要です。 

 基本方針  
 

○済生会小田診療所存続・救急時の高度医療機関へのアクセス短縮のための要望

を、行政や他の自治会等と一丸となって行います。 

○地域ぐるみで防犯・交通安全の体制強化を図り、安全・安心な地域を目指しま 

す。 

○緊急時にも対応できる危機管理体制の整った自主防災組織を確立します。 

○人材の育成及び確保を総力あげて行います。 

 主要施策  
 

①�済生会小田診療所存続にかかる要望書の提出 

済生会小田診療所の存続は地域住民の生命に関わることであり、行政や病院

等へ積極的に要望します。 

②あいさつ運動の励行 

空き巣対策として、日頃よりあいさつ運動を展開し自主自衛を図ります。 

③防犯対策学習会の開催 

犯罪を未然に防止するため、不当な訪問販売や、オレオレ詐欺等の情報を素

早く届出するよう呼びかけます。また、警察署にお願いし、架空請求書の取り

扱い等の学習会をいきいきサロンですでに開催しており、今後も継続し被害を

未然に防止する取組を行います。 

④自主防災組織の（ハード・ソフト）育成強化 

自主防災組織と消防団が協力し、防災訓練及び設備・防災備蓄の実施など

地域をあげて行うとともに、日頃の災害に対する心構えなど啓発に努めます。

地域を担う人材の育成を行い、防災士・普通救命講習者の育成、消防団員の

勧誘を行います。当自治会にAEDの設置を町へ要望します。 

⑤災害協定の結束 

土木事業者・食料品店・立石経済センターとの災害協定の結束をします。大

規模災害における応急対策に必要な資機材、施設や車両等の確保を目的とし、

燃料・食料等の供給に関する協定を結びます。 

⑥個人における防災対策 

家具等の転倒防止金具の設置、住宅用火災警報機の設置、消火器の設置、非

常時持出袋の常備、薪ストーブ推奨、（寒冷時に災害が起き、停電した場合フ

ァンヒーター使用不可）等の啓発を随時おこなっていきます。 
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３ うるおいのある文化と生涯学習の地域づくり 
 

(1) 伝統行事・文化財・文化活動等の保存・継承 
 

  現状と課題  
 

   立石地区では、愛宕山大相撲や獅子舞などに代表される伝統行事が、若者たち

の手によって今も脈々と継承されています。愛宕山の相撲は、自治会のグランド

において子ども相撲という形で続けられていますが、当時は、中央からも有名な

力士が当地を訪れ、愛宕山の参道には多くの露店が軒を並べ、近隣郷からたくさ

んの参観者が訪れる一大イベントでした。 

史跡・文化財は、愛宕山忠光院、愛

宕山の二重土俵と鋳造 300 年を迎え

た更正の鐘（1713 年、現在の姫路県

姫路市で鋳造され、太平洋戦争に供

出されたが、終戦で戻った。）、更生

徳利、懸仏（町指定文化財）、尾首城

址、立石神社など、立石地区にも数

多く残っています。特に、愛宕山の

二重土俵は、日本でも格式の高い土

俵として近隣諸国に知られ、丸二重

土俵は京都と愛宕山の２箇所しかないということで地元住民の誇りでもありま

した。現在は、当時の隆盛を物語る土俵の面影はなく、石碑と土俵柱が数本だけ

残されている状態です。また、その貴重な伝統行事や文化を後世に伝える書類や

写真等の資料が少ないうえに、当時の様子を知る方が次第に亡くなり、語り継が

れぬまま歴史に埋もれようとしています。重ねて、少子高齢化による若者不足に

より、今後において伝統行事の継承が困難となる危機も生じています。 

 基本方針  
 

  ○先人が築いた歴史や文化を、地域の責任として地域をあげて伝承し、後世に残

す取組を展開します。また、愛宕山行事等の伝統的行事は、自治会活動の柱と

して位置づけ、今後も継続して実施します。 

○歴史的建造物や文化財等の保存・伝承に努めるとともに、暮らしに根ざした文

化を創造し、文化に親しむ活動を推進します。 

 主要施策  
 

  ①「立石の歴史」の出版 

    立石地区の歴史を後世に末永く伝えるために、実行委員会を組織し、古い写

真や資料の収集、昔話の聞き取り調査等を行い、歴史本の出版に向け計画的に

編集作業を進めます。 
 

  ②「歩いてみよう ふるさと たていし」の実施 

    立石地区を見直す一つの手段として、また立石地区住民の健康づくりを兼ね

たウォーキングイベント「歩いてみよう ふるさと たていし」を実施します。

地域の自然や歴史・文化に触れ、ふるさとの良さを体感することができるほか、

定期的に地区内を散策することにより、危険箇所の早期発見（防災活動）や、

火災時における水利の位置なども再確認でき、安全で安心の地域づくりにも役

立てます。 

「更生の鐘」鋳造 300年祭 
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(2) 青少年の健全育成 
 

  現状と課題  
 

立石地区では、自治会活動の一

環として愛護班活動が活発に展開

されており、少ないながらも子ど

もたちはいきいきと活動していま

す。 

ただ、いまの若い世代の親の子

育ての現状を見てみると、立石地

区の良さや山村特有の価値を、子

どもたちに十分に伝えられておら

ず、特に、農林作業等を通した勤

労体験の機会が子どもたちにとっ

てあまりにも少なく、我慢する心、土地の恵みを素直に有り難く思う気持ちや、

自然愛護の感情が乏しいように思われます。また、先人がこれまで生きてきた直

向きな姿や生活の知恵なども、子どもたちに伝えていく機会を失っています。 

最近の傾向として、子どもたちは、テレビゲームやインターネット等により、

仮想現実での世界で遊ぶ楽しさを優先し、屋外での遊びや体験が少ないせいか、

動植物や回りの自然に対し、あまり関心をしめさなくなっています。このように、

子どもたちを取り巻く環境は、非常に厳しいものがあります。 

 基本方針  
 

○自主的に活動でき、お互いを思いやることのできる心優しい子どもたちを育成

するため、自治会愛護班だけの活動としてではなく、地域をあげ、地域全員が

愛護班員としての自覚を持ちつつ進めていきます。 

○三世代交流、異年齢交流等により、先人の知恵や生活する上での工夫、生き様

等を親子で体験する活動を展開しつつ、子どもたちからお年寄りまで参加でき

るボランティア活動等を通じ、色々な話し合いや共同作業等により、農村生活

の良さを学び合う学習活動を展開します。 

 主要施策  
 

  ①青少年の健全育成に関する研修会の開催 

    子どもたちを取り巻く環境や、子どもたちの現状等について情報交換を行い、

子どもたちを非行から守る自治会レベルでの組織づくりを行います。また、Ｐ

ＴＡや愛護班組織とタイアップした研修会を実施します。 
 

  ②三世代交流活動の実施 

ア）三世代交流事業 

自治会活動やふれあいサロンを通じた３世代交流事業を開催し、お年

寄りと子どもたちとの交流を図ります。 

    イ）パソコン教室の実施 

       子どもからお年寄りまで参加でき、かつ講師、生徒の関係ではなく、

互いに学び高め合うパソコン教室を、自治会内のサークル活動として定

期的に開催します。   

 

 

プール掃除をする元気な子どもたち 
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(3) 自治会組織の強化と生涯学習の推進 
 

  現状と課題  
 

  立石自治会の各種事業は、各事業部で積極的に企画運営さ 

 れてきてはいますが、年々参加者は固定化されています。 ま 

た、昔から続いてきた趣味的活動や学習会などは年々衰退の 

一途をたどっており、各種サークル活動等の充実が近々の課 

題となっています。 

広報部で取り組んでいる「自治会報たていし」は発行回数 

が 150号を超え、内容も更に充実し、地域住民も楽しみに 

目を通しています。また、ホームページも充実し情報発信 

には欠かせないツールとなってきました。 

 

 基本方針  
 

  ○自治会活動の本旨を理解し、啓発に努めるとともに、社会教育団体としての活

動目的や存在意義を再確認し、地域の実情や住民のニーズに的確に対応した組

織運営と生涯学習の推進に努め、自然と共生する快適な地域づくりを目指しま

す。 

○地域住民のコミュニティ意識を高めるため、地域ボランティア活動を積極的に

推進します。 

○地域住民が活動しやすい自治会館の整備充実に努めます。 

 主要施策  
 

①� 自治会報の充実とホームページの作成 

更に広報活動を充実させ、自治会報に

それぞれの活動を積極的に掲載し、活動

の状況を住民に周知します。また、自治

会活動のＰＲも兼ねた立石自治会の公

式ＨＰ（ホームページ）の更なる充実を

図ります。 
 

  ②先進地視察研修 

    他の先進的事例を学ぶとともに、立石

自治会の活動に活かすため、自治会活動

の先進地を視察研修します。 
 

  ③都市と農村との交流活動事業 

都市と農村との交流活動事業に積極的に参加するとともに、自治会主催の交

流イベントを開催します。 
 

  ④施設の改修、備品購入 

    防災施設としての機能を兼ね備えた自治会館とするため、誰にも優しいバリ

ヤ・フリー化や、老朽化する施設の改修、備品購入等を計画的に行います。 

第 150号自治会報「たていし」 

H24 遊子地区水荷浦の段畑 視察研修 
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４ 誰もが健康でいきいきと輝ける地域づくり 
 

(1) 健康づくりの推進 
 

  現状と課題  
 

平均寿命が伸びる一方、社会環境の変化や高齢化により、疾病は増え一段と多

様化しており、病気の予防や健康づくりが一段と重要になってきています。 

      現在、内子町では地域医療健康増進センターを拠点として、健康相談や健康教

育を行うとともに、各種健診を行い、疾病の早期発見と予防に努めて頂いており

ますが、住民の健康への関心はあまり高いものではありません。 

      そこで、個々で健康に対する意識高揚はもとより、立石地区全体で健康づくり

に努めていくことが重要となります。 

 

 基本方針  
 

○「自分の健康は自らがつくる」という自己管理意識の高揚に努めていき    

ます。 

    ○地区における保健活動を充実し、疾病予防・健康増進の推進に努めます。 

 

 主要施策  

 ①自己健康管理の推進 

住民一人ひとりが健康管理への関心を高め、健康づくりを推進していくため

に、各種健診への参加を呼びかけ、住民全員がいつまでも健康でいられるよう、

疾病の早期発見と予防に努めます。また、高齢者世帯等で交通手段がない場合

は、隣近所で協力し、立石住民の検診受診率の向上を目指します。 
 

    ②健康教育の充実 

        健康に関する知識向上のために、健康に関する料理や体操等の教室を    

開催します。性別・年齢に関係なく、誰でも気軽に参加・実践ができるような

内容にして、楽しく気軽に健康づくりができるように努めます。 

女性部が定期的に実施している健康体操 
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(2) 高齢者福祉の充実 
 

  現状と課題  
 

近年は、少子高齢化や過疎化が進み、一人暮らしのお年寄りや、高齢者世帯が

増えてきているとともに、援護を必要とする寝たきり老人や認知症の高齢者も増

加しています。 

立石地区においても、今後ますます高齢者の比率が高くなることが予想される

ことから、高齢者が生きがいをもって安心して暮らせる地域づくりが重要となっ

てきます。 

 

 基本方針  
 

    ○高齢者が、元気で安心して暮らせる地域づくりに努めます。 

    ○高齢者が、生きがいをもって暮らせるようサポートしていきます。 

 

 主要施策  

 ①独居老人及び高齢者世帯宅訪問 
 

        民生委員や女性部と協力して独居老人及び高齢者世帯宅を訪問し、安否を確

認するとともに、困っていること等があればお手伝いをして、安心して暮らし

やすい環境整備に努めます。 
 

    ②寝たきり老人０％の推進 

高齢者の介護予防の対策として、足腰が弱って寝たきりにならないよ    

う、毎日少しでも運動するよう、地域で呼びかけを行います。また、地域の行

事等に参加を呼びかけると共に、交通手段がない場合には隣近所等で協力し、

家にこもりきりにならないように推進します。 
 

    ③高齢者の生きがいづくりの推進 

        高齢者の経験、知識、知恵などを活かし、子どもたちとの交流を通じた   

文化の伝承や、核家族に対しての生活の知恵、経験を積んだ技や特技を活か

す活動など、高齢者ならではの社会活動に積極的に取り組んでもらえるよう

努めます。 

  ④サロンの充実 

    女性部等の協力により、ふれあいサロン「あじさい会」の充実に努めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サロンにて盆踊りの笹飾りの作成 
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第二期立石自治会地域づくり計画策定委員会の活動経過 
 

○開催場所：小田自治センター立石自治会館和室 
 

年 月 日 名    称 内   容 

 

 

 

 

 

 

２５ 

６ ６ 策定委員会発足準備会 
計画書策定の主旨、組織編成、策

定手順、委員の選出 

 

７ 

３ 第１回策定委員会 
計画書策定の主旨、組織編成、策

定手順、委員の委嘱 

３０ 
第２回策定委員会 

策定スケジュール協議、問題点の

洗い出し、課題、具体的施策の検

討等 

第１回各専門部会 現計画の検証 

１０ ３０ 第３回策定委員会 
意識調査（アンケート）の内容の

協議等 

１１ １～３１ 
地域づくりに関する意

識調査 

対象：中学生以上の地区住民 

回収率：169/215 (78.6%) 

 

 
 

 

２６ 

 

 

 

１～２  意識調査結果の集計  

６ ２８ 第４回策定委員会 

意識調査（アンケート）結果の報

告、分析、骨子案の審議、今後の

計画等 

７ ２９ 第１回執行部会 
団体の意向聴き取り調査、意見交

換 

８～９  第１回各専門部会 各部意見のとりまとめ等 

１１ ２８ 第２回執行部会 計画書案の作成 

１２ １９ 第３回執行部会 計画書案の作成 

 

２７ １ 

７ 事務局会 計画書案の作成 

１４ 第５回策定委員会 計画書の説明並びに承認 

２２ 事務局会 計画書の印刷製本 

２ １７ 臨時総会 計画書の説明並びに承認 

 

※役 員 会…会長、副会長、各専門部長、事務局 

※執行部会…会長、副会長、事務局 
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部長 部長 部長 部長
部員 部員 部員 部員

　 　 　 　
　 　 　 　

　

　

　

　

　

事 務 局
上岩　寛寿 本田　 　武夫

（専門部会）
各部長、部員、担当事務局

立石自治会地域づくり計画策定委員会
（執行部会）

森﨑　兼高
健康福祉部

水岡　芳廣 向井　 　清 黒田　安沖

西本　逸貴 亀岡　満千雄
松本　義行

産業振興部

立石自治会地域づくり計画策定委員会の組織

委 員 長 池田　愼一

副委員長
天野　昭一
大野　佳隆

生活環境部 教育文化部

大野　 　功 宮田　浩志 宮岡　高徳 三浦　哲生
奥嶋 千賀雄 宮脇　恒久 三浦　祥道 森﨑　とも子
栗田　信夫 丸岡　淳子 本田 加津美 宮本 三七恵

担当事務局 担当事務局 担当事務局 担当事務局
上岩　寛寿 本田　武夫 西本　逸貴 亀岡 満千雄
中本　隆男 松本　　義行

会長、副会長、事務局

立石自治会地域づくり計画策定委員会

立　　石　　自　　治　　会　　内　　住　　民

（会議の名称等）

立石自治会地域づくり計画策定委員会
会長、副会長、事務局、各部員全員

立石自治会地域づくり計画策定委員会
（役　員　会）

会長、副会長、事務局、各部長
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所　属 氏　名 摘　要 所　属 氏　名 摘　要

 自治会長 池田　愼一  委員長 　 〃　 （天神下） 大野　　 功  産業振興部員

 区　 長 天野　昭一  副委員長 　 〃　　（上成） （宮岡　高徳）

　　〃 大野　佳隆 　〃  民生委員 （森﨑　兼高）

 自治会事務局長 上岩　寛寿  事務局 　　〃 宮本 三七恵  健康福祉部員

  　〃　 中本　隆男  産業振興部員 　　〃 本田 加津美  教育文化部員

　〃　会　 計 亀岡 満千雄  事務局  農業委員 栗田　信夫  産業振興部員

  〃　顧　 問 宮田　浩志  生活環境部員  　 〃 水岡　芳廣  産業振興部長

　〃　体育部長 宮岡　高徳  教育文化部員  長寿会役員 三浦　哲生  健康福祉部員

　〃　文化部長 向井　　 清  教育文化部長
 内子町地域づく
り　　担当職員

本田　武夫  事務局

　〃　女性部長 森﨑　とも子  健康福祉部員 　  〃 西本　逸貴  事務局

　〃　愛護班長 三浦　祥道  教育文化部員 　  〃 松本　義行  事務局

 班　長 （上組） 森﨑　兼高  生活環境部長 　  〃 （亀岡 満千雄） 　

　 〃 　（中組） （天野　昭一） 　 　

　 〃　 （尾首） 丸岡　淳子  生活環境部員 　 　 　

　 〃　 （日浦） 黒田　安沖  健康福祉部長 　 　 　

　 〃　 （天神上） 奥嶋 千賀雄  産業振興部員

 　〃　 （天神中） 宮脇　恒久  生活環境部員 　 　

立石自治会地域づくり計画策定委員会名簿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔と笑顔がふれあう地域
む ら

「たていし」 
 

立石自治会 

地域づくり計画書 
 

小田自治センター立石自治会 
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