
◎教　　育

◎医　　療

◎福　　祉

◎道　　路

◎公共交通

◎文　　化

◎自然環境　　眺海の森として整備された東山一帯は、庄内地区を一望できる絶景をメーンに森林学習展示館、天体観
測施設、スキー場、宿泊施設、キャンプ場などが配置されており、庄内地域の休養と交流の場としてさらなる
利用拡大が課題となっています。

　松山地域の魅力

　松山地域の現状と課題

松山地域の将来像

　地域には３小学校と１中学校がありましたが、児童・生徒数が減少し統廃合が進み、現在、小学校１校のみ
となっています。また、松山中学校については平田地区の中学校と統合されています。今後は地域活性化策
と旧学校敷地を活用した教育環境の整備が課題となっております。

　地域内の主要幹線道路の改良整備はほぼ完了しましたが、今後は山地排水を兼ねる道路側溝の改良整
備と集落内の狭隘市道改良や維持補修が課題となっています。

　城下町として発展してきた本地域には、有形無形の文化財と伝統芸能が多く残されています。これら文化
財の整備と活用及び伝統芸能の継承が課題となっています。

　松山地域の人口は減少の一途をたどり、平成29年では5千人を大きく割る状況となっております。少子高齢化も酒田市の
なかでも進んでいる状況にあります。他地域への流出、施設に入所するケースや身内等の居住地へ転居するケースが見
られ、残された空き家等が増加傾向にあります。今後、安心して子育てができる環境を整えるとともに、この地域に住みた
い、または、住み続けたいと思わせるようなまちづくりをすることが課題となっています。

　本地域の高齢化率は、市の平均高齢化率と比較すると高くなっています。高齢者の独り暮らしや高齢夫婦
世帯、寝たきりや認知症等の要介護者も増加傾向にあることから、「年齢を重ねても若々しく自分らしく過ご
せる」ような対策や、介護者への支援体制を整備する必要があります。また、保育所の入所児童数は減少傾
向にあるものの、核家族・共稼ぎ世帯の増加等により、３歳未満の入所児童数と、延長保育・一時保育等の
特別保育のニーズが増加しています。

　「国民健康保険松山診療所」について、平成30年度から「日本海病院機構」と統合されます。
これにより診療所は、高度医療機関とさらなる連携をしながら一次医療機関としての役割と、地域高齢者の
在宅医療の役割を担うことととなります。

　定期バスの路線縮小、市が運営する福祉乗合バスの廃止に伴い、新たにデマンドタクシーが導入されてい
ますが、利用拡大と、さらなる利便性向上のための運行形態の見直しが検討されています。

　松山地域の基幹産業は農業であり、近年地域の担い手への
農地の利用集積が進行しています。個別の経営は、水稲が基
幹作目であり、果樹・園芸作物等を取り入れ、収入増を目指し
た複合経営がなされてきました。今後はさらに安定した農業収
入を得るための低コスト農業や６次産業化に向けた特産品等
の開発・振興を図ることが不可欠となっています。
　製造業に関しては、伝統産業である「生糸」、「庄内麸」の製
造、環境技術関連企業の立地があります。
　観光面においては、「眺海の森さんさん」をはじめとする多様
な観光施設が整備されているものの、利用者数は伸び悩んで
おり、既存施設の新たな魅力と利便性を高め、交流人口の増
加を図ることが課題となっています。
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松 山 地 域 ビジョン
★歴史と文化
城下町として発展してきた本地域には、県指定文化財の城門や武具・甲冑などの歴史的文化財が豊富に残っているほ
か、藩政時代から伝わる武者行列の伝統行事や松山能などの伝統芸能があり、各地区にも神楽・獅子舞などの伝統芸能
が伝えられています。松山歴史公園周辺には、城下町としての歴史や風情を感じ取ることができる史跡や寺社などの街並
みが残されており、この景観を活かしたまちづくりを進めてきました。
歴史と文化にあふれた地域として、誇りと愛着を感じ、心安らぐまちとしての魅力があります。

★豊かな自然
眺海の森では北に鳥海山、南に月山を望み、眼下には広大な庄内平野を悠々と横切り日本海へ注ぐ最上川の姿を一望
することができ、夕暮れには最上川の水面を夕日が金色に染めて照らす美しく印象的なシーンに出会うことができます。
また、区域内には、スキー場のほか天体観測施設、森林学習展示館、キャンプ場や遊歩道などが整備されており、これら
の施設を有機的に結びつけ、一体的に利用することにより、自然体験学習の森として活用することができます。この地域に
は豊かな自然に親しみ、地域として、地域を越えて人々が行き交うまちとしての魅力があります。

★人づくり
本地域には藩政時代から教育と人材育成に力を注いできた歴史があり、多くの優れた人材を輩出してきました。その気
風は今日にも受け継がれ、この地域には人を育む風土があります。藩校としての伝統と理念を引き継いだ生涯学習施設
「里仁館」は幼児から高齢者までを対象に、多彩な生涯学習の機会を提供しており、広域的な生涯学習の拠点となっており
ます。スポーツの分野においても、早くから競技団体や育成団体が組織され、多くの指導的人材を輩出してきました。ま
た、地域内には活動の拠点となる体育施設も整備されており、青少年のスポーツ活動も盛んです。この地域には生涯学習
や生涯スポーツに親しみ、地域を越えて人々が学びあうまちとしての魅力があります。

★安心の健康福祉
本地域には、松山診療所が開設されているほか、高齢者福祉施設や障害者福祉施設が整備されており、地域包括支援

センター等を利用して医療機関や福祉施設が提供する各種サービスを効果的に利用できる環境にあります。
また、自治会などのコミュニティ組織においては、健康づくりと交流による「健康寿命の延伸」への取り組みや防災・防犯な
どの分野においても、お互いに手を取り合いながら地域づくりを進めています。このように、住み慣れた地域で安心して暮ら
していけるまちとしての魅力があります。

健やかに安心し
て暮らせるまち

活気ある
ｺﾐｭﾆﾃｨのまち

～松山に住みたい、住み続けたい、心豊かに暮らしたい～

人・地域を育み、人が行き交うまちを目指して

計画期間
平成３０年度～平成３４年度

※数値の市全体は国勢調査（Ｈ29は住民基本台帳）、松山は住民基本台帳の各年3月末現在

★農商工連携した産業
本地域では基幹作目の水稲のほかに、特産物としてのおばこ梅や柿・ラフランス・そばが生産されており、とりわけ独自品
種であるおばこ梅は、様々な加工商品が開発されております。また、製造業においては、伝統的な生糸、製麩製造業のほ
か、環境技術関連のプラスチック加工などの専門メーカーがあります。
こうした地域内の多様な業種の参加と連携を促すことによって、地域内の特産物を活用した商品開発や販路拡大に向け
た取り組みがこれまで以上に進むことが期待されており、農商工が連携した新たな地域ブランドとなる特産品づくりのまちと
しての魅力があります。

市全体

市全体

松山地区

松山地区

2,300

1,100

2,300 2,200

750 550 700 780
550 400 400 450

2,700 2,500
3,100

3,600

2,000
1,500 1,500 1,500

Ｈ25 H26 H27 H28

入込数 松山まつり 松山能 音楽祭 夏祭り まつやま産業フェア

0 100 200 300 400

平成28年

平成27年度末

平成26年度末

平成25年度末

341

376

372

380

72

63

56

50
農業者数の推移（年度末） 認定農業者数 農業者数

1



                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部・山寺・松嶺・内郷コミセンを拠

点として、地域住民や各団体が協力し

ながら、地域の環境保全に努め、賑わい

のある地域を目指して活動を展開しま

す。 

また、各コミュニティ振興会が総合

支所をはじめとする関係機関と協働し

て、地域防災・防犯対策などの地域課題

解決に取り組み、安全で安心して暮ら

せる地域づくりを進めます。 

①地域コミュニティの活性化 

・コミュニティ振興会や自治会活動の充実 

・地域活動の担い手の育成   

・地域住民相互の連帯感の醸成 

・地域おこし協力隊員の受入（南部地区） 

・地方創生推進モデル事業の実践（〃） 

②地域コミュニティの防災・防犯対策 

・自主防災組織・防犯組織の育成と資機材

等の整備 

・応急手当、緊急避難等の研修会、実地訓

練等の実施 

・防犯灯設置及び維持管理 

③地域コミュニティの環境保全 

・共同作業による住環境整備 

・花いっぱい運動の推進 

・不法投棄防止活動の推進 

・「川きれ」運動の実践 

①伝統芸能の保存と伝承 

・武者行列などの伝統行事や松山能、獅子

舞、神楽など伝統芸能の保存と後継者の

育成 

②歴史と文化の里づくり 

・歴史公園周辺を拠点とした伝統文化活動

や演能活動の推進 

・歴史公園周辺史跡の手づくり整備の推進 

③歴史が薫る地域づくり 

・景観に配慮した街並みづくりの推進 

・歴史散策ルートの開発と情報発信の充実 

・観光ボランティアガイドの育成 

①生涯学習の推進 

・旧学校施設を活用した教育環境の整備 

・生涯学習施設｢里仁館｣と文化伝承館、

松山城址館および阿部記念館を活用し

た生涯学習活動の展開 

・｢眺海の森｣を活用した自然体験学習の

森づくり 

②生涯スポーツの推進 

・地域内にある多くの体育施設を利  

用した生涯スポーツ活動の推進 

・スポーツ少年団の指導者育成と総合型

地域スポーツクラブ組織の充実 

・年間を通した松山スキー場の活用 

③青少年活動の推進 

・鹿児島県志布志市、米国ライトハウス・

チャーター・スクールとの相互交流 

・中高生ボランティア活動の支援 

保健・福祉サービスの向上と診療体

制を強化し、健康寿命の延伸を図ると

ともに、生涯にわたり健康で安心して

暮らすことができるよう、地域で支え

あうまちづくりを進めます。 

また、若い世代も安心して子どもを

産み育てることができる環境づくりを

進めます。 

デマンドタクシーについて、便数の

ほか、庄内町への乗り入れ等運行エリ

アを見直し、利便性を高めていきます。 

 

基幹産業の農業や製麩業など伝統産

業の振興と、地域資源を活かした農商

工連携による特産品づくりや、新たな

視点による産業振興を進めます。 

また、「眺海の森」をはじめとする多

様な施設等を活用した魅力ある事業を

展開し、交流人口の増加を図り、元気に

満ちた賑わいのまちづくりを進めま

す。 

 

①地域福祉の体制づくり 

・コミュニティ振興会、自治会、民生委員、社

会福祉協議会、地域包括支援センター等の

ネットワークの充実 

②子育て環境の整備と健康づくり 

・保育園と子育て支援センターの連携 

・地域教育力向上事業の推進 

・学童保育事業の推進 

・健康づくり活動や介護予防の推進 

・各種検診受診率の向上と生活習慣改善運動

の推進 

・松山診療所の病院機構への移管による、診

療体制の強化 

③住環境の整備 

・生活道路等の維持管理 

・有害鳥獣による被害対策の実施 

④交通体制の整備 

・デマンドタクシーの利便性の向上 

 

①特色ある地域産業の推進 

・コメ、おばこ梅や柿・ラフランス・そば等

の地域特産作物の振興と販売促進事業の

展開 

・伝統産業と地域特産果樹を活用した新商品

の開発 

・地域おこし協力隊員と地域生産者による、

地域ブランド商品の開発 

②農商工連携事業等の推進 

・多様な業種の参加を促すネットワーク  

づくりの推進 

・農商工連携による直売所づくり 

③地域資源を活かした観光産業の振興 

・地域資源を活かした魅力ある事業の実施 

・眺海の森の景観と城下町の魅力を活かした

誘客事業と情報発信事業の展開 

・観光関係団体が連携した観光コースの開発

と人材発掘・育成 

人を育む学びのまち 歴史と文化にあふれるまち 伝統産業を活かす潤いのまち 健やかに安心して暮らせるまち 活気あるコミュニティのまち 

～松山に住みたい、住み続けたい、心豊かに暮らしたい～ 

人・地域を育み、人が行き交うまち 

２ 

プロジェクト １ 郷土に親しみ育む取り組み                    プロジェクト ２ 地域に元気と笑顔を生み出す取り組み 

（支所独自事業）                                    （支所独自事業） 

・まつやまくまくん教室 ・松山にぎわい創出事業    ・松山花いっぱい推進事業      ・高齢者健康づくり事業    ・松山生涯スポーツ振興事業 

・松山の宝推進事業   ・松山青少年国内外交流事業                    ・松山地域観光物産支援事業 

城下町として歴史のある武者行列や松

山能、各地区に伝わる神楽や獅子舞など

の伝統行事や伝統芸能の保存継承を図る

ほか、歴史的文化財の保存に努め、歴史

と文化にあふれるまちづくりを進めま

す。 

また、史跡周辺や寺社等の街並みの保

存を図りつつ、歴史公園周辺を拠点とし

た伝統を生かした景観づくりを進め、心

やすらぐまちづくりを進めます。 

心豊かな生活を送るために、生涯学習

施設「里仁館」、文化伝承館、松山城址館

および阿部記念館を活用した生涯学習を

推進します。また、眺海の森を活用した

自然体験学習の森づくりを推進します。 

統廃合した学校を活用し、「里仁の里」

としての伝統を活かして青少年教育や、

地域を越えた人づくりの拠点としての

「学びのまち」づくりを目指します。 

 

 



松山地域ビジョン

　コミュニティ振興会や自治会活動の充実を図ります。
  また、地域活動の担い手を育成するとともに、地域住民相互の連帯感を
醸成し、地域コミュニティの活性化を図ります。

　南部・山寺・松嶺・内郷コミセンを拠点として、地域住民や各団
体が協力しながら、地域の環境保全に努め、賑わいのある地域を目
指して活動を展開します。
　また、各コミュニティ振興会が総合支所をはじめとする関係機関
と協働して、地域防災・防犯対策などの地域課題解決に取り組み、
安全で安心して暮らせる地域づくりを進めます。

◆地域コミュニティの活性化

◆地域コミュニティの防災・防犯対策

（1）活気あるコミュニティのまち

　自主防災と防犯組織の育成と資機材等の整備を図ります。
　また、応急手当、緊急避難訓練等の研修会や実地訓練等の実施、さらに
は、防犯灯などの整備により地域コミュニティの防災・防犯対策を図りま
す。

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・コミュニティ振興会や自治会の活動の充実
・地域活動の担い手育成
・地域住民相互の連帯感の醸成
・地域おこし協力隊員の受け入れ（南部地区）

・地方創生推進モデル事業の実践（〃）

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・コミュニティ振興会及び自治会運営に対す
　る支援
・コミュニティ施設の整備,自治会集会施設
　整備に対する支援
・人材育成支援
・地域住民活動の促進
・地域おこし協力隊員へ支援（南部地区）

・地方創生推進モデル事業実施支援（〃）

◆地域コミュニティの環境保全
　共同作業による住環境の整備を図ります。また、花いっぱい運動を推進
するとともに、ゴミ減量・不法投棄を防止することにより、地域コミュニ
ティの環境保全を図ります。

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・自主防災組織、防犯組織の育成と資機材
  等の整備
・応急手当、緊急避難等の研修会、実地訓
  練等の実施

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・コミセンを拠点とした防災、防犯体制
  の組織化の推進
・防災資機材整備に対する支援
・防災訓練等の実施
・防犯灯の設置及び維持管理

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・共同作業による住環境整備
・花いっぱい運動
・不法投棄防止活動
・きれいな川で住みよいふるさと運動
　(川きれ)の実践

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・手づくり公園整備に対する支援
・花いっぱい運動の推進
・不法投棄防止活動の推進
・きれいな川で住みよいふるさと運動
　(川きれ)の推進

3



◆安心できる環境整備

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・危険箇所点検活動
・市道、側溝の清掃活動

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・市道改良の推進
・側溝整備の推進
・排水対策の推進
・除雪体制の充実
・有害鳥獣による被害対策の実施

　生活道路等の適切な維持管理による安全な住環境づくりを推進します。
　有害鳥獣による被害対策を実施します。

松山地域ビジョン

　
　保健・福祉サービスの向上と診療体制を強化し、健康寿命の延伸
を図るとともに、生涯にわたり健康で安心して暮らすことができる
よう、地域で支えあうまちづくりを進めます。
　また、若い世代も安心して子どもを産み育てることができる環境
づくりを進めます。

◆地域福祉の体制づくり

◆子育て環境の整備と健康づくり

（2）健やかに安心して暮らせるまち

　地域教育力向上事業や学童保育所運営を支援し、子育て環境の整
備を図ります。
　また、健康づくりや介護予防活動、各種検診の受診率向上や生活
習慣の改善により一層の健康づくりを推進します。

　　　≪行政が取り組むもの≫
・地域ケア体制の構築
・災害時要援護者支援
・空き家等の実態調査
・デマンドタクシーの拡充
・高齢者健康づくり
（松山いきいきくらぶ）

　　　≪地域が取り組むもの≫
・コミ振､自治会､民協､社協､地域包括支
　援センター等のネットワークの充実

　　≪地域が取り組むもの≫
・地域教育力向上事業の推進
・健康づくりや介護予防の推進
・学童保育事業の推進
・各種検診受診率の向上と生活習慣
　改善運動の推進

　　≪行政が取り組むもの≫
・地域教育力向上事業の実施
・健康づくりや介護予防運動の推進
・学童保育事業の推進
・検診内容の充実と保健指導の強化
・松山診療所の病院機構への移管に
　よる診療体制の強化

　コミュニティ振興会、自治会、民生委員、社会福祉協議会、地域
包括支援センター等のネットワークの充実を図り、地域福祉の体制
づくりを図ります。
　デマンドタクシーについては、庄内町への乗り入れ等、利便性を
高めていきます。
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松山地域ビジョン

　
　基幹産業の農業や製麩業など伝統産業の振興と、地域資源を活か
した農商工連携による特産品づくりや新たな視点による産業振興を
進めます。
　また、「眺海の森」をはじめとする多様な施設等を活用した魅力
ある事業を展開し、交流人口の増加を図り、元気に満ちた賑わいの
まちづくりを進めます。

◆特色ある地域産業の推進

◆農商工連携事業等の推進

（3）伝統産業を活かす潤いのまち

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・多様な業種の参加を促すネットワー
　クづくりの推進
・農商工連携による直売所づくり

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・多様な業種の参加を促すネットワー
　クの構築
・商工会、農協と連携した支援策の検討

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・コメ、おばこ梅や柿、ラ・フランス、
　そば等の地域特産果樹の振興と販売
　促進事業の展開
・伝統産業と地域の特産果樹を活用し
　た新商品の開発
・地域おこし協力隊員と地域生産者に
　よる、地域ブランド商品の開発

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・栽培技術の向上並びに安定出荷に向
　けた組織強化とブランド開発に対す
　る支援
・新商品開発グループの組織化と活動
　に対する支援
・農業機械、設備導入に対する支援
・農産加工施設の有効活用の促進

　水稲を中心とした農業に、おばこ梅や柿、ラ・フランス、そば等の地
域特産作物の振興と販売促進の事業展開を図ります。
　また、伝統産業と庄内柿、ラ・フランス等の特産果樹を活用した新商
品の開発に取り組みます。
　農業分野においては、生産活動の持続可能な担い手・経営体育成を支
援します。

◆地域資源を活かした観光産業の振興
　地域資源を活かした魅力ある事業を実施します。
　眺海の森の景観と城下町の魅力を活かした誘客事業と情報発信事
業を展開します。
　また、魅力ある観光コースの開発に努めます。

　多様な業種の参加を促すネットワークづくりを推進します。

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・地域資源を活かした魅力ある事業の
　実施
・眺海の森の景観と城下町の魅力を活か
　した誘客事業と情報発信事業の展開
・観光関係団体が連携した観光コースの
　開発と人材発掘・育成

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・眺海の森と歴史公園周辺の施設整備
・上堰沿い街路灯の維持管理
・観光施設管理団体、各地区コミ振、
　商工会等の連携ネットワークづくり
・眺海の森関係施設の連携および活用
　事業に対する支援
・クラフトフェアなどの賑わい創出
・新たな交流人口拡大策の取り組み
・地元企業による情報発信への支援
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松山地域ビジョン

　城下町として歴史のある武者行列等伝統行事、松山能や各地区に
伝わる神楽、獅子舞などの伝統芸能の保存継承を図るとともに、歴
史的文化財の保存に努め、歴史と文化にあふれるまちづくりを進め
ます。
　また、史跡周辺や寺社等の街並みの保存を図りつつ、歴史公園周
辺を拠点とした伝統を生かした景観づくりを進め、心やすらぐまち
づくりを進めます。

◆伝統芸能の保存と伝承

◆歴史と文化の里づくり

（4）歴史と文化にあふれるまち

　武者行列などの伝統行事や松山能、獅子舞・神楽など伝統芸能の
保存と後継者の育成を図ります。

　松山歴史公園周辺と松山文化伝承館・松山城址館を活用した松山能
をはじめとする伝統文化活動への支援および、歴史資料･美術品等の保
存と展示ならびに生涯学習活動、地域内外との交流を推進します。

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・武者行列などの伝統行事や松山能、
　神楽、獅子舞など伝統芸能の保存と
　後継者の育成

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・城址館を活用し伝統芸能団体等の
　活動に対する支援と発表機会の提供
・文化伝承館備品の鎧･兜・陣羽織等
　の整備

　景観に配慮した街並みづくりを推進します。
　また、歴史散策ルートの開発、歴史と文化の情報発信と観光ボラ
ンティアの育成と普及を推進します。

◆歴史が薫る地域づくり

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・歴史公園周辺を拠点とした伝統文化
　活動や演能活動の推進
・歴史公園周辺史跡の手づくり整備の
　推進

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・歴史公園及び周辺施設の維持管理
・生涯学習活動、地域内外との交流推進
・指定管理団体への支援

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・景観に配慮した街並みづくりの推進
・歴史散策ルートの開発と情報発信の
　充実
・観光ボランティアガイドの育成
・「松山の宝」推進協議会の活動

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・景観づくりに対する支援
・観光物産事業実行委員会、商工会等
　と連携した、情報発信活動に対する
　支援
・観光ボランティア活動への支援
・まち歩きツアーの実施
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　　　　≪地域が取り組むもの≫
・国内外交流事業の継続
・中高生ボランティア活動の推進

　　　≪行政が取り組むもの≫
・鹿児島県志布志市、米国ライトハウス
　・チャーター・スクールとの相互交流
・中高生ボランティア活動の支援

◆青少年活動の推進
　青少年国内外交流事業を継続します。
　また、中高生ボランティア活動などを支援します。

松山地域ビジョン

　心豊かな生活を送るために、生涯学習施設「里仁館」や文化伝承
館、また、多目的運動公園など多くのスポーツ施設を活用して、学
習活動やスポーツに親しむことのできるまちづくりを進めます。
　また、「里仁の里」としての伝統を活かした青少年教育や、地域
を越えた人づくりの拠点としての「学びのまち」づくりを目指しま
す。

◆生涯学習の推進

（5）人を育む学びのまち

　生涯学習施設「里仁館」と文化伝承館、松山城址館および阿部記念館
を活用した生涯学習を推進します。
　また、眺海の森を活用した自然体験学習の森づくりを推進します。

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・地域内にある多くの体育施設を活用
　した生涯スポーツ活動の推進
・スポーツ少年団の指導者育成と総合
　型地域スポーツクラブ組織の充実
・年間を通した松山スキー場の活用

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・松山スキー場人工ゲレンデの整備など
　体育施設の整備の充実
・総合型地域スポーツクラブ活動など生涯
　スポーツ活動に対する支援
・旧学校体育館の有効活用
・宮城県大崎市とのスポーツ交流会

　　　　≪地域が取り組むもの≫
・生涯学習施設｢里仁館｣と文化伝承館、
　松山城址館および阿部記念館を活用
　した生涯学習活動の展開
・｢眺海の森｣を活用した自然体験学習
　の森づくり

　　　　≪行政が取り組むもの≫
・コミュニティ振興会及び自治会運営に対す
　る支援
・コミュニティ施設の整備,自治会集会施設
　整備に対する支援
・人材育成支援
・地域住民活動の促進
・地域おこし協力隊へ支援（南部地区）

・地方創生推進モデル事業実施支援（〃）

◆生涯スポーツの推進
　地域内にある多くの体育施設を利用した生涯スポーツ活動を推進しま
す。
　また、スポーツ少年団の指導者育成と総合型地域スポーツクラブ組織
の充実を図ります。
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