
みんなの夢を みんなでかたちにする

りゅう
ほ く

住んじょるとこを 良くしたい

これから先も 住み続けたい

そのために 私らに 何ができるじゃろうか？

みんなが 考えたり　思いよることを 集めて

こうあったらいいな に つなげるために

柳北のいま を 知ってください
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柳北のいま・ここにあるもの
み ん な の 思 い や 困 り ご と を  ま と め ま し た

半数以上が 柳北地区は
犯罪が少なく安心と感じている

暮らしやすい けど 車を運転
できなくなったら‥‥？

柳北ならではの資源は

「５つのダム」「豊かな自然」

人のつながりが 柳北地区の自慢

今ある活動を大切にしたい

人口減少がいちばんの心配事

将来も安心・安全な柳北であるために
私たちにできることは何だろう？

活動の輪を広げるためには
どうしたら良いだろう？

柳北小学校は地区にとって
かけがいのない存在

人口：1,895人（男性：869人、女性：1,026人）
世帯数：895世帯
高齢化率：37.4％� 柳井市住民基本台帳（2020年１月末時点）

島根県中山間地域研究センター「人口推計プログラム」準拠

一方で‥‥
・3.6人に１人が「空き家の増加」に不安
・「街灯がない」「道幅が狭い」など、道路

整備への心配の声も

・約半数が「スーパー・病院が近く暮らしやすい」と回答
一方で‥‥
・6.6人に１人が「交通の便・移動手段」に不安を感じている

・「良いところ」について７人に１人が「自然」
に関する意見を書いている

・ワークショップでは「ダムの利活用」に
　ついての意見多数

・2.4人に１人が「ご近所の人間関係が良い」と回答
・自由記述でも約３割が「人の交流・つながり」について記述
・ワークショップでも「大切にしたい・誇りに思うこと」として、

人のつながりが挙げられた

・柳北地区では、平均すると１月に約１回の
ペースで行事が行われている

・柳北地区のまちおこし団体ブランニュー
フォースが様々なイベントを開催

一方で‥‥
・約半数の人が「コミュニティ活動に関心は

あるが参加していない」と回答

・「不安に感じていること」トップ３が
すべて人口に関係すること

・特に子ども・小学生が少なくなること
に寂しさを感じてる人が多い

柳北地区の良いところ TOP3
犯罪が少ない 445人 54.3％
スーパー・病院が近い 366人 44.6％
ご近所の人間関係が良い 337人 41.1％

　具体的に書いた人　214人の中で多かった意見
人の交流・つながり 66人 30.8％
住みやすさ 42人 19.6％
自然 30人 14.0％

不安に感じているところ TOP3
住民の減少・高齢化 361人 44.0％
地区の子ども減少 339人 41.3％
空き家の増加 230人 28.0％

　具体的に書いた人　240人の中で多かった意見
道路の維持管理 45人 18.8％
少子化 43人 17.9％
交通の便・移動手段 36人 15.0％

コミュニティ活動に関心がある？
関心あり 関心なし 計

参加している 102人 137人 239人（29.1％）
参加していない 379人 135人 514人（62.7％）

計 481人
（58.7％）

272人
（33.2％）

住民アンケート

資源マップ

柳北地区 基礎データ 期間：平成31年１～２月
対象：小学５年生以上の住民（1,836人）
回答数：820人
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柳北の未来デザイン
みんなの思いを活かしていくため　４つの目標と８つの思いをまとめました

お互いの顔が見える地域にしよう

みんなの思いを大切にしよう 新たな参加者を歓迎しよう

今は、犯罪が少なく安
全な地域ですが、交通
事故や災害は、いつ発
生するか分かりません。
日頃からご近所どうし
挨拶を心掛けるなど、
みんなの力で安全・安
心に暮らせる地域を
作っていきましょう。

夢プランの策定に当たっては、若者や年配者が集
まり、話し合いを通じて柳北の夢を形にしました。
今後も、こうした意見交換の場を定期的に設けて、
みんなの思いに寄り添い、愛される地域にしてい
きましょう。

地域のイベントを知らない、参加するきっかけが
ないと感じている方が多いことが分かりました。
今後は、広報の仕方やイベント内容を工夫して、
新しい人でも気軽に参加しやすい環境を作ってい
きましょう。

柳井で一番きれいな地域にしよう

高齢化の進行や空き家
の増加により、今後、
地域の環境整備が一段
と難しくなってきます。
清掃活動や緑化運動に
参加するなどできるこ
とから取り組み、きれ
いで素敵な柳北を目指
しましょう。

世代を超えて交流しよう

柳北地区コミュニティ協
議会は、柳北小学校コ
ミュニティルームを拠点
に、学校とも連携した取
組を行っています。
これからも、子どもからお
年寄りまでみんなが気軽
に集える交流の場づくり
を進めていきましょう。

みんなが楽しめるイベントをやろう

住民アンケートやワーク
ショップを通じ、新しい
イベントが沢山提案され
ました。
それらの検討を進めると
ともに、今ある取組の中
での実現も視野に入れ、
みんなが楽しめるイベン
トを開催しましょう。

自然や農地を活用しよう

未利用の農地が増えてお
り、またイノシシや猿に
よる農作物への被害が起
きています。
ハイキング大会や農園の
オーナー制度などみんな
が携われる仕組みを考
え、自然と農地を積極的
に活用しましょう。

ダムを地域の名所にしよう

この地域には湖や溜池が
５つありますが、その利
用は、一部のイベントに
限られています。
今後は、みんなで手入れ
をし、地域の憩いの場所
や記念行事の会場として
などいろんな場面で活用
していきましょう。

みんなが安心して
暮らせるように、

わたしたちの取組がいつまでも続くように、

みんなの力で自然を
守り活かすために、

ひとのつながりを大切にする
地域であるために、
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時
期 事 業 名

みんなが安心して暮らせるように、 みんなの力で自然を守り活かすために、 ひとのつながりを大切にする地域であるために、
お互いの顔が見える
地域にしよう

柳井で一番きれいな
地域にしよう

自然や農地を
活用しよう

ダムを地域の
名所にしよう

世代を超えて
交流しよう

みんなが楽しめる
イベントをやろう

春

親睦球技大会
柳北地区防犯連絡協議会　５月中旬

柳北小学校スポーツフェスティバル
柳北小学校　５月下旬

日本列島クリーン大作戦
各自治会　６月上旬

夏

社明運動ふれあい集会
柳北地区社明運動実施委員会　７月中旬

柳北地区総盆踊り大会
ブランニューフォース　８月中旬

柳北小学校除草作業
柳北小学校PTA　８月中旬

秋

合同防災訓練
柳北地区コミュニティ協議会　９月上旬

石井ダムまつり
ブランニューフォース　10月下旬

柳北文化フェスティバル
柳北小学校・柳北地区コミュニティ協議会　11月上旬

冬

三世代交流会
柳北小学校PTA・柳北福寿会　12月中旬

おしくらまんじゅう、どんどやき
ブランニューフォース　１月中旬

通
　
年

防犯パトロール
柳北地区防犯連絡協議会

スクールガード
柳北小スクール・ガード連絡協議会

生活支援体制整備支援事業
柳北地区生活支援協議会

柳北の活動　２０２０
みんなの思いを形にするために　これまでの取組を整理し　これからの計画をたてました

わたしたちの取組がいつまでも続くように、

みんなの思いを大切にしよう 新たな参加者を歓迎しよう

夢プラン推進会議
みんなで集まり話し合う機会を定期的に設
け、この地域に必要なこと、あったらいい
ことの実現方法をみんなで考えていきます。

柳北地区コミュニティ協議会

新たな参加者を増やす取組
広報の仕方やイベント内容を工夫し、新し
い人でも気軽に参加できる環境を作ってい
きます。

柳北地区コミュニティ協議会

この２つを大切にしながら活動していきましょう

いまの活動を活かそう、続けよう
この地区では、色々な団体が様々なイベントや活動を
行っています。まずは、これらの活動が今後も続けて
いけるよう、みんなで協力していきましょう。
できることからやってみよう
新しい取組については、まずは実験的な規模で試した
り、いまあるイベントの一部として実践しながら、具
体化の方法を検討していきましょう。

柳
北
夢
プ
ラ
ン
の
基
本
方
針

新
し
く
取
り
組
む
事
業

これからの活動の発展に応じて
計画を随時見直していこう！

仁くん
柳北地区のマスコットキャラクター

スクールガード
（柳北小スクール・ガード連絡協議会）

親睦球技大会
（柳北地区防犯連絡協議会）

柳北地区総盆踊り大会
（ブランニューフォース）

合同防災訓練
（柳北地区コミュニティ協議会）

柳北文化フェスティバル
（柳北小学校・柳北地区コミュニティ協議会）

石井ダムまつり
（ブランニューフォース)

スクールガード
（柳北小スクール・ガード連絡協議会）

柳北地区総盆踊り大会
（ブランニューフォース）

柳北文化フェスティバル
（柳北小学校・柳北地区コミュニティ協議会）

親睦球技大会
（柳北地区防犯連絡協議会）

合同防災訓練
（柳北地区コミュニティ協議会）

石井ダムまつり
（ブランニューフォース)

NEW



住んじょるとこが もっとステキになる 好きになるために

一緒に 楽しく 進めていきましょう

主役は 柳北に暮らす

私たちであり　みなさんです

柳北夢プラン　つなげよう未来へ！大好き柳北！
2020年３月策定

編集・発行 ／ 柳北地区コミュニティ協議会（山口県柳井市）
　　　　　　  Eメール　ryuhoku.community@gmail.com

つなげよう未来へ！

大好き柳北！


