
　◆　主要推進組織 久利・大屋地区小さな拠点推進協議会

　◆　県担当課 西部県民センター石東地域振興課

課題への対応策

県の支援予定

・組織形態及び実施体制の検討
調整
・コンサル（専門ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）による
支援

・先行事例等の収集・情報提供

・コンサル（専門アドバイザー）及
び中山間地域研究センターによる
支援

・実施方法、集計・分析等支援

・コンサル（専門ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）による
支援

・先行事例等の収集・情報提供

・両地区コーディネーターによる情
報共有の継続

・子育て支援ニーズ調査の分析結
果をふまえた部会及び住民ワーク
ショップ等での検討

・買い物ニーズ調査の分析結果を
ふまえた部会及び住民ワーク
ショップ等での検討

・部会及び小中学生対象のアン
ケートや親子ワークショップ、住民
ワークショップ等での検討

・先行事例の収集・情報提供

目標達成に向けた課題
県の支援内容

「小さな拠点づくり」モデル地区　進捗状況シート（令和４年度）

　◆　地区名 久利、大屋

　◆　市町村担当課 大田市まちづくり定住課

　◆　具体的な取組状況

取組内容 R6年度までの到達目標 R3年度までの取組成果
R4年度の実施内容と

スケジュール

進捗状況

全
体

・推進組織の法人化（稼ぐ仕組みと
リンクした持続可能な組織づくり）

・両地区の小さな拠点推進協議
会が設立され、今後の事業検
討・推進のため組織体制が構築
された。

・法人化の検討（４月～）
・法人化に向けた体制構築（人材
確保）、設立に関する専門的知
識、ノウハウ

①久利・大屋地区小さな拠点推進協議会総会への出席（6/21）
②久利・大屋地区小さな拠点推進協議会役員全体会への出席（6/17）
③久利・大屋地区小さな拠点推進協議会部会長・事務局会議への出席
（4/18,5/16,6/24,8/6,8/19,9/12,9/20）

ニーズ把握と事業の効果検証

・今後の事業構築の基礎資料と
することを目的とした両地区の１
８歳以上の全住民を対象に、地
域の現状と課題、住民ニーズ等
の把握するためのアンケートの
実施。

・R3年度実施の住民ニーズ
アンケート結果を踏まえた地
域ビジョン策定のための住民
ワークショップの開催

①住民ワークショップ実施に向けた関係者協議
（6/7,7/26,8/17,8/29,9/14,10/12）
②住民ワークショップの取組の一つとして、小（5･6年生）中学生及びその保護者
を対象とした親子ワークショップの開催（10/22）

・住民、各自治会長の理解・協力
・アンケート調査結果の活用と集
計・分析に係る専門的知見

①住民ワークショップ実施に向けた関係者協議への参画（実施方法等）
②親子ワークショップ運営への参加（10/22）

①久利・大屋地区小さな拠点推進協議会総会（6/21）
②久利・大屋地区小さな拠点推進協議会役員全体会（6/17）
③久利・大屋地区小さな拠点推進協議会部会長・事務局会議での検討
（4/18,5/16,6/24,8/6,8/19,9/12,9/20）

・より効率的な運行実施体制の
検討及び運転手の確保

①生活交通部会への出席（5/23,6/6,8/22,10/14）

生
活
支
援
の
環
境
整
備

・介護予防対策・健康づくり（高齢
者サロン・通いの場の充実と高齢
者の見守り）

(1)高齢者サロンや通いの場の充実により、
高齢者の閉じこもり予防・居場所づくりにつな
げる。
・通いの場参加率（％）
（R2）16（R3）17（R4）18（R5）19（R6）20

(2)下校後のバスの待ち時間に子ども達が安
心して過ごせる。
・放課後のコミュニティスペース利用児童数
（人）
（R2）-（R3）-（R4）-（R5）-（R6）200

(3)移動手段のない高齢者等の買い物の利
便性を向上させる。
・買い物に不便さを感じる住民（％）
（R2）40（R3）35（R4）30（R5）25（R6）20→10
（再設定）

・美郷町への視察研修実施
・介護予防及び健康づくり実
施体制の検討・構築

①環境整備部会での検討(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)
②「大屋通いの場」「久利集いの場」合同開催（10/4）

・通いの場について、両地区での
連携運営体制の検討

①環境整備部会への出席(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)

生
活
交
通
の
確
保

・生活交通の確保（デマンド型自治
会輸送の運行、公共交通空白地有
償運送への移行）

・両地区共同で自治会輸送に取り組むことに
より、生活交通の利便性向上を図る。
・自治会輸送利用者数（人）
（R2）30（R3）35（R4）40（R5）45（R6）50→60
（再設定）
・外出に不便を感じている（人）
（R2）507（R3）300（R4）250（R5）200（R6）152
→120（再設定）

・Ｒ３．４月から両地区共同での
自治会輸送の本格運行を実施
し、久利地区３４名、大屋地区１
５名、計５３名の利用登録につな
がった。
・ＫＰＩについて、Ｒ６目標値を達
成したこと及びアンケート結果を
踏まえ再設定。

・両地区での自治会輸送共
同運行の継続(４月～)
・Ｒ６年度からの有償運行に
向けた検討
・住民ワークショップの開催

①生活交通部会での検討（5/23,6/6,8/22,10/14)

・子育て支援（地域住民との交流に
よる子どもの居場所づくりと見守り）

－
・実施内容の検討
 （※事業開始はR6年度予
定）

①環境整備部会での検討(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12) ・住民ニーズに基づいた子育て
支援策（子どもの居場所づくりと
見守り）について、拠点整備の基
本設計（R4予定）にあわせた早
期検討が必要①環境整備部会への出席(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)

・買い物弱者対策（高齢者等への
買い物支援サービスの実施）

・週１回開催する「通いの場・集
いの場」において、パンや野菜、
魚等の販売を実施。
・ＫＰＩについて、アンケート結果
を踏まえ再設定。

・買い物弱者対策に係る実施
体制の検討・構築

①環境整備部会での検討(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)

・住民ニーズに基づいた買い物
支援の実施方法等の早期決定

①環境整備部会への出席(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)

・多世代交流・多機能拠点施設の
整備

－
・多世代交流・多機能拠点施
設の機能等検討

①環境整備部会での検討(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)

・住民ニーズに基づいた必要機
能等の検討

①環境整備部会への出席(5/30,6/3,8/17,8/29,9/14,10/12)



　◆　主要推進組織 久利・大屋地区小さな拠点推進協議会

　◆　県担当課 西部県民センター石東地域振興課

課題への対応策

県の支援予定
目標達成に向けた課題

県の支援内容

　◆　地区名 久利、大屋

　◆　市町村担当課 大田市まちづくり定住課

　◆　具体的な取組状況

取組内容 R6年度までの到達目標 R3年度までの取組成果
R4年度の実施内容と

スケジュール

進捗状況

・防災専門アドバイザーによる支
援、先進地視察等

・先行事例等の収集・情報提供

・広報、チラシ等による周知

・勉強会、住民研修会の継続開催

・中山間地域研究センター及び西
部農林水産振興センターによる支
援（専門的知識、先行事例の提供
等）

　◆　活動写真

　

(1)合同で研修、訓練等を実施することによ
り、防災意識の向上と担い手の増加を目指
す。
  ・防災士免許保持者数（人）
（R2）0（R3）0（R4）2（R5）4（R6）6
  ・避難支援等の担い手登録者（％）
【30～64歳人口】
（R2）0（R3）5（R4）10（R5）15（R6）20
【65～74歳人口】
（R2）0（R3）15（R4）20（R5）20（R6）35

(2)関係人口増加等により「手ごし隊」の強化
を図り、除草、除雪など高齢者の困りごとを
解消し、高齢者が外出しやすい環境をつく
る。独居高齢者が安全に暮らせる環境つく
る。
  ・手ごし隊登録者数（人）
（R2）4（R3）30（R4）40（R5）45（R6）50

(3)猟師の担い手を地区内で増やすことで、
猿や猪の被害を減らし、耕作放棄地の解消
につなげる。
  ・狩猟免許取得者（人）
（R2）0（R3）0（R4）2（R5）4（R6）6

・両地区連携のもと、独居世帯
に対する安否確認の見守りシス
テム導入及びその連絡体制に
ついての検討。

・自主防災組織の合同研修・
訓練
・見守り体制の検討・構築
・高齢者見守りキットの選定・
設置

①助け合いネットワーク部会での検討（5/25,7/15,8/29,10/12)
②見守りキット導入
③防災研修会への参加

・鳥獣害対策（猟師の担い手の育
成・組織化）

・専門家による鳥獣害対策研修
会の実施

・実施内容の検討
・鳥獣害対策に関する専門的知
識、ノウハウの不足

①助け合いネットワーク部会への出席（5/25,7/15,8/29,10/12）
②鳥獣害対策研修会への出席（10/25）

助
け
合
い
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
構
築 ①助け合いネットワーク部会での検討（5/25,7/15,8/29,10/12)

②鳥獣害対策（花火講習会受講,6/26）
③鳥獣害対策研修会の開催（10/25）

・両地区の連絡・連携体制の構
築

①助け合いネットワーク部会への出席（5/25,7/15,8/29,10/12）
②見守りシステムに関する先行事例の収集、情報提供

・高齢者等の生活支援（草刈り・除
雪等ボランティアの組織化「手ごし
隊」）

・高齢者等の生活支援（草刈り・
除雪等）ボランティア組織である
「手ごし隊」「おたすけ隊」の活動
にあわせ、草刈り機を新たに調
達するとともに、運用規定を策
定。

・手ごし隊・おたすけ隊の募
集、実施体制の検討
・手ごし隊・おたすけ隊による
除草・除雪支援の実施

①助け合いネットワーク部会での検討（5/25,7/15,8/29,10/12)
②草刈り機倉庫修繕

・担い手（ボランティア人材）の確
保・育成

①助け合いネットワーク部会への出席（5/25,7/15,8/29,10/12）

・自主防災組織の育成強化（防災
意識の向上、災害時の避難体制の
整備）

6月17日 小さな拠点推進協議会役員全体会の様子 10月22日 親子ワークショップの様子 10月25日 鳥獣害研修の様子


