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東区まちづくりプラン (仮称)
-自分たちのまちは自分たちで創る-
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１

はじめに

(1)

東区まちづくりプラン策定の趣旨
人口減少社会の到来や高齢化の進展等により、地域のまちづくりの担い手が不足し、

地域コミュニティの活力低下と地域の関わりの希薄化が懸念されるなど、地域を取り
巻く様々な問題が顕在化しつつあります。
このため、地域コミュニティが担う地域福祉や防災・減災、まちのにぎわいづくり
などの重要な役割を円滑に果たしていくためには、地域コミュニティの活性化が不可
欠です。
また、住民の積極的なまちづくり活動を促進するため、区の特性を生かしながら、
まちの魅力と活力の向上に資する、住民の持続的かつ主体的な活動を、東区役所とし
て支援していく必要があります。
こうしたことから、「広島市基本構想」及び「第 6 次広島市基本計画」の策定に併
せて、「東区まちづくりプラン」を策定しました。
広島市基本構想 － 第 6 次広島市基本計画 － 東区まちづくりプラン□
第２部第３章第２節
「区における住民を主体とした
まちづくり活動の充実」

(2)

東区まちづくりプランの構成
東区まちづくりプラン
まちづくりのテーマ － アクションプラン － 取組シート
（基本方針）

(3)

（取組項目）

（具体的な取組）

計画期間
令和 2 年度(2020 年度)から令和 12 年度(2030 年度)までとします。
なお、アクションプランについては随時、進捗状況を検証します。

(4)

プランの推進に当たって
まちづくりプランの推進に当たっては、「自分たちのまちは自分たちで創る。」とい

う考え方を基本とし、必要に応じてエリアマネジメントの手法を用いるなど、住民や
企業、ＮＰＯ等と東区役所とが適切な役割分担に留意しながら協働していく仕組みづ
くりを行い、住民主体のまちづくりを推進していくこととします。
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２

東区の概要

広島市

東区

戸坂エリア

東区は、太田川河口デルタの北
東に位置し、北東から南西に細長
い地形で、全体的に丘陵や山麓が
多く自然に恵まれた地域です。
また、広島市の陸の玄関口であ
るＪＲ広島駅新幹線口に隣接し、
北東に擁する山陽自動車道広島東
ＩＣに接続する広島高速１号線か
ら市街地へ続く都市高速道路網に
より、広域的な交通条件に恵まれ
た区です。
地域構造としては、業務地と住
宅地からなる西地区（二葉エリア、
牛田・早稲田エリア、戸坂エリア）
と、住宅地と点在する農地からな
る東地区（福木・温品エリア）に
区分されます。

牛田山、松笠山と太田川に囲まれ、平地・丘
陵部に住宅地が、戸坂川沿いには商業・業務地
が形成されている。

山陽自動車道

広島東 IC

不動院

府中大川
松笠山

主要地方道広島中島線

福木・温品エリア
牛田山

戸坂川

牛田・早稲田エリア
牛田山周辺の平地、丘陵部には
住宅地が、国道沿いには商業・業
務地が形成されている。
エリア内には、広島市唯一の国
宝である不動院金堂があります。

広島高速 1 号線

国道 54 号

山々に囲まれ、府中大川沿いな
どの平地部では、主に農地が混在
した住宅地が形成されています。
エリア内には、ひろしま遊学の
森（広島市森林公園及び広島県緑
化センター）といった大規模な公
園を有し、自然豊かなレクリエー
ションの場として親しまれてい
ます。

広島高速５号線（工事中）

広島高速 2 号線

東区のシンボルマーク
ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区（エキキタ）

ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区のエリアで、
新旧商業・業務地と住宅地が混在していま
す。
再開発による新しい街並みと、歴史的建造
物や社寺が並ぶ「二葉の里歴史の散歩道」が
共存しています。

二葉エリア
ＪＲ広島駅の北側に位置し、都心とし
ての商業・業務地が連なるエキキタエリ
アと、近隣の住宅地から形成されていま
す。

二葉の里歴史の散歩道
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東区人口

１２万５９５人

（２０１９年６月末現在。８区中７番目）

面積

３９．４２平方ｷﾛ

（８区中５番目）

高齢化率

２５．９％

（２０１９年３月末現在。８区中４番目）

３

まちづくりのテーマ
これまで東区では、
「もてなしのまちづくり」、
「地域資源を生かしたにぎわいづくり」、

「みんなで支え合う地域づくり」という３つのテーマに沿ったまちづくりを進めており、
地域コミュニティの希薄化が懸念される中で、今後も引き続きこれらのテーマに沿った
取組を継続・充実していく必要があります。
また、平成 30 年 7 月豪雨災害の経験などを踏まえ、「自分たちの命は自分たちで守
る」という考え方の下、
「安全で安心なまちづくり」に取り組む必要があることから、今
回新たにまちづくりのテーマに加え、以下の４つのテーマに沿ったまちづくりを進めて
いくこととします。

ま
ち

１

安全・安心で、元気あふれるまちづくり【新規】
見守り体制の確保や防災・防犯力の強化に取り組み、住民が安全・安心

に暮らすことができ、笑顔と元気があふれるまちづくりを進めます。

づ
く

２

り
の

みんなで支え合うまちづくり【継続】
住民の助け合いや支え合いにより、子どもや高齢者、障害者など、全て

の住民が住み慣れた地域で幸せに暮らせるまちづくりを進めます。

テ
ー

３

都心の近くにある緑豊かな自然や歴史的・文化的にも価値の高い寺社、

マ
《
基
本
方

地域資源を生かした個性豊かなまちづくり【継続】

地域の伝統行事など、魅力的な地域資源を生かした個性豊かなまちづくり
を進めます。

４

おもてなしの心あふれるまちづくり【継続】
ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区（エキキタ）を始め、各地域において、来

針

訪者と住民や住民相互の出会いとふれあいの場の創出などに取り組み、お

》

もてなしの心あふれるまちづくりを進めます。
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４

アクションプラン (1/2)

まちづくりのテーマ

防災マップ作成

アクションプラン

1
１ 安全・安心で、元気あふれるまちづくり
見守り体制の確保や防災・防犯力の強化に取り組み、住
民が安全・安心に暮らすことができ、笑顔と元気があふれ
るまちづくりを進めます。

⑴ 土砂災害等に対する備え
○ 防災マップを作り、災害に備えよう！
○ 「自助・共助・公助」のバランスが取れた防災
訓練を実施しよう！

平成３０年７月豪雨災害の教訓を踏まえ、「自分の命は自分で守る」という住民
の防災意識を向上させ、防災まちづくりの更なる充実を図るため、防災マップの作
成支援や防災訓練を行う。

⑵ 避難行動要支援者への支援
○ 要支援者を地域で支えよう！

名簿の提供先が多岐にわたるため、関係者間の調整が必要である。関係者間
の役割分担を明確にし、相互に連携して取り組めるよう、区役所が支援を行う。

炊き出し訓練

⑶ 地区社協や町内会などの地域コミュニティの活性化
○ 次世代の担い手を育成するための講演会に参加
しよう！
○ 「〝まるごと元気”地域コミュニティ活性化補
助金」

町内会役員の高齢化や後継者不足、町内会加入率の低下などの課題解決を図
るために地域コミュニティの活性化に取り組む。

講演会

登下校見守り活動

⑷ 犯罪の起こりにくい安全なまちづくり
防災訓練

○ 地域の安全は地域で守ろう！
○ 防犯灯でまちを明るくしよう！

安全なまちづくりを進めるため、地域における危険な場所等を確認した上で、
犯罪等の抑止力になる防犯カメラや防犯灯の設置を支援する。
認知症支え合いカフェ

⑸ 交通事故のない安全なまちづくり
○ 交通ルールを順守し、交通マナーを向上させよ
う！

1
２ みんなで支え合うまちづくり
住民の助け合いや支え合いにより、子どもや高齢者、障
害者など、全ての住民が住み慣れた地域で幸せに暮らせる
まちづくりを進めます。

交通事故の件数は年々減少傾向にあるが、「ながらスマホ」などの交通マナー
の低下（特に若年層）などが指摘されており、交通安全に対する意識の向上を図
る。

⑴ 認知症の人やその疑いがある人の増加に伴う対応
○ 認知症サポーターになろう！
○ 認知症支えあいカフェを広めよう！

いきいき百歳体操

高齢化の進展に伴い、認知症の人やその疑いがある人は増加が見込まれるため、認知症サ
ポーターを増やし、地域で認知症の人やその家族を手助けしたり、優しく見守る仕組みを作る。
認知症の人とその家族などが、地域で安心して気軽に集い、交流できる場として、認知症支え
あいカフェの設置数を増やす。

⑵ 高齢者の健康づくり、介護予防の推進
○ いきいき百歳体操に取り組もう！

高齢化の進展に伴い、介護を要する高齢者の増加が見込まれるため、地域団体等と協力して
「いきいき百歳体操」ができる介護予防拠点を増やすことにより、自ら健康づくりに取り組む高齢
者を増やす。

⑶ 地域ぐるみの子育て支援
○ 地域子育てオープンスペースの参加者を増やそ
う！

作業療法士による体操指導

子育て中の親子が子育てオープンスペースを利用しやすいよう、実施回数や実施か所数を増
やすとともに、多世代交流を取り入れた多様な実施内容とするなど、地域団体と連携しながら、
地域における子育て支援を充実させ、参加者数を増やす。

オープンスペース

⑷ 地域共生社会の実現に向けた取組
○ 「東区地域支えあいリスト」の掲載件数を増や
そう！
○ 地域共生社会実現のため、多世代交流の場を立
ち上げよう！
○ 要支援者を地域で支えよう！【再掲】

平成31年4月に地域団体や医療・介護関係機関、障害者相談支援機関、行政を構成団体とした「地域共生
社会の実現に向けたネットワーク会議」を設置した。この会議では、団体の取組の情報を共有するとともに、他
団体との協働による効果的な取組への発展を目指しており、令和元年9月には地域団体の活動をまとめた
「東区地域支えあいリスト」を作成し運用を開始した。今後は更に、既存の医療・介護ネットワーク「ひがしの
絆」と介護予防・生活支援のネットワークが有機的に連携できるよう支援する。

多世代交流

平成30年度特定健康診査受診率（令和元年7月末時点暫定値）は、広島市25.2％、東区24.7％であり、2023
年度の目標値50％を目指し、受診率向上に向けた各種取組を推進する。
生活習慣病の予防には、食生活や運動等の望ましい生活習慣の定着が必要であるが、働く世代では「野菜
摂取量の増加」、「栄養バランスのとれた日本型食生活の実践」が広島市健康づくり計画の中間評価におい
て目標値を下回っている。野菜の摂取量を増やす、栄養バランスを意識した食事を心がけるなど、自身の健
康に対する関心を高める。

元気じゃ健診

⑸ 地域で取り組む生活習慣病予防
○ 元気じゃ健診を受けよう！
○ 野菜摂取量を増やすため、地元の野菜を食べよ
う！
○ 東区を歩いて、運動習慣を身につけよう！

－4－

４

アクションプラン (2/2)

まちづくりのテーマ

アクションプラン

1
３ 地域資源を生かした個性豊かなまちづくり
都心の近くにある緑豊かな自然や歴史的・文化的にも価
値の高い寺社、地域の伝統行事など、魅力的な地域資源を
生かした個性豊かなまちづくりを進めます。

ボランティアガイド

⑴ 二葉の里歴史の散歩道などの活用
○ 「ふたばの日」ガイドツアー参加者を増やそう！ 二葉の里歴史の散歩道の認知度をさらに上げていくため、インバウンド（訪日外
○ 「夏の夜、祈りと平和の夕べ」に外国人を含む 国人旅行者）や幅広い世代に関心を持ってもらう取組を進める。
来訪者を増やそう！

⑵ 都心の近くにある自然とのふれあいの促進
○ 自然観察の楽しさを広めよう！
○ 都心に近い「牛田山」の魅力を伝えよう！（牛
田山ハイキング）
○ 地域主催のハイキングイベントを増やそう！

牛田山ハイキング

都心の近くにある自然に親しむことのできる場所や、ハイキングコースなどの認
知度が十分でないことから、今後も広く住民や観光客に周知し、その活用を促す。
子ども太鼓の育成

⑶ 地域資源を生かした住民主体の活動の推進
○ 「魅力と活力向上推進事業補助金」

東区の魅力や活力をさらに高めていくため、地域資源を生かしたまちづくりを進
める団体等に制度の情報提供を行い、活動する団体を増やす。

⑷ 大学との地域連携によるまちづくり
夏の夜、祈りと平和の夕べ

若い世代から健康づくりに取り組む必要があるが、広島市健康づくり計画の中間評価では「朝食を食べるこ
とが習慣になっている者」の割合が目標値を下回っている。若い世代に自身の健康に関心を持ち、健康づくり
○ 健康づくりに取り組む若者を育てよう！
に取り組んでもらう必要があるため、大学と区が協働で企画・運営する健康展を開催するとともに、区の保健
○ 命の大切さや思いやりの心を持つ若者を増やそう！
師等による講演会を実施する。
少子化や核家族化などにより、若者が乳幼児とふれあう機会がなくなっている中、大学生と乳幼児との触れ
合うことのできる場を作り、命の大切さや思いやりの心を持つ若者を増やす。

メイプルレッズ応援

⑸ スポーツにふれあう機会の充実
○ 地元のトップアスリートを応援しよう！
○ 高齢者や障害者等、全ての区民が気軽にスポー
ツに参加する機会を広げよう！

東区の魅力資源であるイズミメイプルレッズの応援や、誰もが気軽に取り組むこ
とができるニュースポーツを体験することなどを通じて、すべての区民がスポーツ
にふれあう機会を充実させる。

⑹ 都心に近い農業地域の活力向上
○ 「木曜であい市」でおいしい地元野菜をアピー
ルしよう！

「木曜であい市」の来場者数が減少傾向にあるため、「木曜であい市」の認知度
を高め、来場者数を増やす。

⑺ 地域の魅力の継承
○ 子どもたちに地域の魅力を伝えよう!

1
４ おもてなしの心あふれるまちづくり
ＪＲ広島駅新幹線口周辺地区（エキキタ）を始め、各地
域において、来訪者と住民や住民相互の出会いとふれあい
の場の創出などに取り組み、おもてなしの心あふれるまち
づくりを進めます。

子ども達が地域の歴史や自然にふれあう機会が少ないため、東区の魅力として
の地域資源を継続して伝えていく。

⑴ 陸の玄関口であるJR広島駅新幹線口周辺地区（エキキタ）のにぎわいづくり
○ 「エキキターレ」をエキキタのにぎわい広場と
して盛り上げよう！
○ 「エキキタ・ドリミネーション」を、エキキタ
のインスタスポットに育てよう！
○ 「ふたばの日」ガイドツアー参加者を増やそ
う！【再掲】
○ 「夏の夜、祈りと平和の夕べ」に外国人を含む
来訪者を増やそう！【再掲】
○ 「魅力と活力向上推進事業補助金」【再掲】

「エキキターレ」を活用するなど、季節ごとに実施されるイベントの内容の充実を図
りながら、「エキキタ」の認知度を高めていく。

エキキタ・ドリミネーション

⑵ 産直市などによる交流の場の創出

ふれあいもてなし市

○ 「木曜であい市」でおいしい地元野菜をアピー
ルしよう！【再掲】

木曜であい市」の来場者数が減少傾向にあるため、「木曜であい市」の認知度を
高め、来場者数を増やす。

⑶ 公共空間（公園等）を活用した花づくり
○ 東区を花でいっぱいにしよう！
エキキターレ

食農体験（イモ掘り）

花づくりを行える公園等の公共用地で、まだ活用されていない場所が見受けられ
るため、支援制度の広報に力を入れ、活動を充実・強化する。
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花づくり活動による花壇

５ アクションプラン一覧
１

安全・安心で、元気あふれるまちづくり
項目

課題と対応（必要性）

新既
規存

平成３０年７月豪雨災害の教訓を踏まえ、
「自分の命は自分で守る」という住民の防災
(1)土砂災害等に対す
意識を向上させ、防災まちづくりの更なる充
る備え
実を図るため、防災マップの作成支援や防災
訓練を行う。

(3)地区社協や町内会
などの地域コミュニ
ティの活性化

少子化、高齢化、核家族化、町内会・子ど
も会への加入率低下に伴う地域コミュニティ
の希薄化や、地域活動の担い手不足などを防
ぐため、地域の実情に応じた主体的・継続的
な取組を支援する。

新

上段：役割

東区役所

下段：団体

上段：役割

下段：主管課

防災マップを作成した町内会数

地域起こし推進課

2019年度中に全学
区で作成見込み

・防災訓練の企画立案
（イ）「自助・共助・公助」 ・地域住民への参加の呼びかけ
○ のバランスが取れた防災訓練 ・地域の実情に応じた避難マニュアル整備
を実施しよう！
学区自主防災会連合会、町内会（自主防災組織）

・防災訓練の実施支援
・関係機関との連絡調整
・訓練で使用する物品の購入等に伴う補助金の交付

防災訓練を実施した地区数

避難支援等関係者

・避難支援等関係者への取組事例等の紹介・説明
・支援方法の検討に係る連絡・調整、個別訪問への同行
地域起こし推進課、地域支えあい課

（ア）次世代の担い手を育成 ・講演会への参加呼びかけ
するための講演会に参加しよ
町内会、地区社会福祉協議会、ＰＴＡ、区コミュニティ
う！
交流協議会 等

〇

地域起こし推進課

・地域コミュニティ活性化のための新たな取り組みの検
（イ）「”まるごと元気”地 討・実施
〇 域コミュニティ活性化補助
金」で対応
町内会、地区社会福祉協議会、子ども会

・講演会の開催

標

現状・実績 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年

・地域の防災マップ作成支援（勉強会の開催、アドバイ
ザーの派遣、マップ印刷）

134/196
町内会

更新

４地区/年

４地区/年

P12
４地区/年

４地区/年

対象者のうち、危険区域に居住し、かつ、家族等による支援を受け
られない方について、個別計画を作成した地区数
２/１３
地区

４/１３
地区

１３/１３
地区

更新

500人

500人

500人

P14
地域起こし推進課
・補助金の交付
・申請手続きの支援

－

「“まるごと元気”地域コミュニティ活性化補助金」の新規申請件数
P15

・防犯カメラ設置補助申請等に係る支援

防犯カメラ設置補助制度を活用した設置台数

地域起こし推進課

９台/2018年
２台/2019年

・設置場所の確保
(イ)防犯灯でまちを明るくし ・申請に必要な権利者等の使用承認
〇
よう！
町内会

・防犯灯の設置
・防犯灯設置に係る補助金の交付

防犯灯の新規設置箇所数

・交通安全街頭キャンペーンの実施
交通ルールを順守し、交通マ ・小中高校での自転車交通マナー教室の開催
〇
ナーを向上させよう.！
区内の小中高校、交通安全運動推進隊、警友会広島東支
部、交通安全協会、警察署等

・交通安全街頭キャンペーンの共催
・自転車交通マナー教室の開催支援

交通安全街頭キャンペーンや自転車交通マナー教室等の開催数

地域起こし推進課

６回/2018年

・カメラ設置場所の検討・設置

P13

講演会の参加者数

2件/2019年

(ア)地域の安全は地域で守ろ
う！

取組
シー
ト
ペー
ジ
P11

196/196
町内会

地域起こし推進課

〇

交通事故の件数は年々減少傾向にあるが、
(5)交通事故のない安 「ながらスマホ」などの交通マナーの低下
全なまちづくり
（特に若年層）などが指摘されており、交通
安全に対する意識の向上を図る。

指

・防災マップの作成（まち歩き、マップデータ編集）
（ア）防災マップを作り、災 ・小中学校での防災マップに関する研修
○
害に備えよう！
町内会（自主防災組織）

新
安全なまちづくりを進めるため、地域にお
(4)犯罪の起こりにく ける危険な場所等を確認した上で、犯罪等の
い安全なまちづくり 抑止力になる防犯カメラや防犯灯の設置を支
援する。

割

地域・住民

具体的な取組

・同意者リストを基に支援方法を検討
・避難行動要支援者の個別訪問、状況把握及び個別計画
○ 要支援者を地域で支えよう！ の作成

名簿の提供先が多岐にわたるため、関係者
(2)避難行動要支援者 間の調整が必要である。関係者間の役割分担
への支援
を明確にし、相互に連携して取り組めるよ
う、区役所が支援を行う。

町内会役員の高齢化や後継者不足、町内会
加入率の低下などの課題解決を図るために地
域コミュニティの活性化に取り組む。

役

2件以上/年

2件以上/年

2件以上/年

P16
町内会
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維持管理課

５台以上/年

５台以上/年

５台以上/年

P17
20か所/年

20か所/年

20か所/年

20か所/年

P18
６回以上/年

６回以上/年

６回以上/年

５ アクションプラン一覧
２

みんなで支え合うまちづくり
項目

課題と対応（必要性）

新既
規存

役
具体的な取組

下段：団体

・各地域包括支援センター等が認知症サポーター養成講
座を開催
（ア）認知症サポーターにな ・認知症サポーター養成講座への参加呼びかけ
○
ろう！
区内の小中高等学校、大学、地域住民・団体、事業所等
各地域包括支援センター

認知症の人とその家族などが、地域で安心
して気軽に集い、交流できる場として、認知
症支えあいカフェの設置数を増やす。

・地域団体や病院等法人による認知症支えあいカフェの
設置
・認知症支えあいカフェに対する運営（地域の団体等が
（イ）認知症支えあいカフェ 設置した場合）
○
・認知症支えあいカフェに対する運営協力（病院等の法
を広めよう！
人が設置した場合）
社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等
各地域包括支援センター

高齢化の進展に伴い、介護を要する高齢者
の増加が見込まれるため、地域団体等と協力
(2)高齢者の健康づく
して「いきいき百歳体操」ができる介護予防
り、介護予防の推進
拠点を増やすことにより、自ら健康づくりに
取り組む高齢者を増やす。

・新たな介護予防拠点の立ち上げ
いきいき百歳体操に取り組も ・介護予防拠点での、いきいき百歳体操の運営と参加
○
う！
地域の高齢者グループ、町内会、社会福祉協議会、民生
委員児童委員協議会等、各地域包括支援センター

子育て中の親子が子育てオープンスペース
を利用しやすいよう、実施回数や実施か所数
(3)地域ぐるみの子育 を増やすとともに、多世代交流を取り入れた
て支援
多様な実施内容とするなど、地域団体と連携
しながら、地域における子育て支援を充実さ
せ、参加者数を増やす。

○

平成31年4月に地域団体や医療・介護関係
機関、障害者相談支援機関、行政を構成団体
とした「地域共生社会の実現に向けたネット
ワーク会議」を設置した。この会議では、団
体の取組の情報を共有するとともに、他団体
(4)地域共生社会の との協働による効果的な取組への発展を目指
実現に向けた取組 しており、令和元年9月には地域団体の活動
をまとめた「東区地域支えあいリスト」を作
成し運用を開始した。今後は更に、既存の医
療・介護ネットワーク「ひがしの絆」と介護
予防・生活支援のネットワークが有機的に連
携できるよう支援する。

・子育てオープンスペースの開催
地域子育てオープンスペース ・子育て世帯へ参加の呼びかけ
○
の参加者を増やそう！
町内会・自治会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協
議会、ボランティア
（イ）子育て世帯と高齢者の ・多世代交流の場の運営
・いきいき百歳体操の参加者や子育てオープンスペース
交流の機会（多世代交流の
の参加者への声かけ
〇 場）を増やそう！
【関連】
町内会・自治会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協
２－(４)－(ア)
議会、ボランティア
・地域共生社会の実現に向けたネットワーク会議への参
新
加
・子ども、高齢者、障害者の通いの場の設置、運営
（ア）「東区地域支えあいリ
・生活支援サービスの提供
スト」の掲載件数を増やそ
・ボランティアバンクの運営
う！
・地域住民への情報提供
町内会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、ボ
ランティア、各地域包括支援センター
・多世代交流の場の開設に当たっての協議・検討
・多世代交流の場の運営
（イ）地域共生社会実現のた ・いきいき百歳体操の参加者や子育てオープンスペース
〇 め、多世代交流の場を立ち上
の参加者への参加の呼びかけ
げよう！

○

（イ）生活支援等を行ってい
る地域団体と医師や歯科医師
等の専門職が連携した支援が
できる仕組みを作ろう！
（ウ）高齢者や障害者など支
援が必要な人を含め、日ごろ
○
から見守り声かけ合う地域づ
くりを目指そう！
（ウ）要支援者を地域で支え
○ よう！
【再掲】１－(２)

指

地域・住民
上段：役割

高齢化の進展に伴い、認知症の人やその疑
いがある人の増加が見込まれるため、認知症
サポーターを増やし、地域で認知症の人やそ
の家族を手助けしたり、優しく見守る仕組み
を作る。
(1)認知症の人やその
疑いがある人の増加
に伴う対応

割
東区役所
上段：役割

・区内の小中高等学校、大学での開催支援
・地域の学校、事業者、団体等への広報
・認知症支えあいカフェやボランティア活動とのマッチ
ング
地域支えあい課

・認知症支えあいカフェの設置、運営支援、内容の充実
に向けた助言
・認知症支えあいカフェへの参加・運営協力の呼びかけ

地域支えあい課
・理学療法士や作業療法士等のリハビリテーション専門
職の派遣調整
・介護予防拠点の整備・運営に関する助言
地域支えあい課
・保健師、子育て支援専門員（保育士）による子育て
オープンスペースの運営の支援、新規立ち上げ支援
・子育てオープンスペースの保険等の費用負担
地域支えあい課
・多世代交流の場の開設支援
・PRチラシの作成等
地域支えあい課
・地域共生社会の実現に向けたネットワーク会議の開催
・地域支えあいリストの作成、更新
・ホームページの掲載等による情報発信
・団体間の協働した活動への支援
地域支えあい課
・多世代交流の場の開設支援
・PRチラシの作成等

町内会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等

地域支えあい課

・地域団体と医療・介護関係者との連携方策の検討
（リストの活用や個別ケースの対応を通して）
社会福祉協議会、老人クラブ、女性会、民生委員児童委
員協議会等、各地域包括支援センター
見守り世帯に高齢者のみならず障害者等を含めた近隣ミ
ニネットワークの充実
町内会、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等、
各地域包括支援センター
・同意者リストを基に支援方法を検討
・避難行動要支援者の個別訪問、状況把握及び個別計画
の作成

・連携方策への支援
（窓口となり、つなげる）

町内会、自主防災会、社会福祉協議会

・地域コミュニティ活性化のための新たな取り組みの検
（オ）「”まるごと元気”地 討・実施
域コミュニティ活性化補助
〇
金」で対応
【再掲】１－(３)－(イ)
町内会、地区社会福祉協議会、子ども会
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下段：主管課

地域支えあい課
障害者等を含めた見守り活動の充実支援
地域支えあい課
・避難支援等関係者への取組事例等の紹介・説明
・支援方法の検討に係る連絡・調整、個別訪問への同行
地域支えあい課、地域起こし推進課

標

現状・実績 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年

取組
シー
ト
ペー
ジ

小学校・中学校・高校・大学の児童・生徒・学生を対象とした認知
症サポーター養成講座の実施校数
P19
小学校12/12、
中学校7/7
高等学校5/5.、学2/2

小学校12/12、中学校
7/7
高等学校5/5.、大学2/2

小学校12/12、中学校
7/7
高等学校5/5.、大学2/2

小学校12/12、中学校
7/7
高等学校5/5.、大学2/2

認知症支えあいカフェの設置地区数
P20

6/13地区

８/13地区

13/13地区

13/13地区

99か所
1,980人

155か所
3,100人

次期プランに
あわせて提示

拠点数と参加者数
P21
73か所
1,685人

地域の子育てオープンスペースの参加者数
P22
2,712人

2,900人

3,150人

3,400人

13/13地区

13/13地区

多世代交流の場の開催場所
1/13地区

6/13地区

地域支えあいリストの掲載件数
P23
296件

313件

374件

2025年度に作
成

多世代の交流の場の開催地区数
P24
1/13地区

4/13地区

13/13地区

13/13地区

78件

117件

相談窓口への相談件数
－

39件

近隣ミニネットワークの見守り世帯数に高齢者のみならず障害者等
が含まれている地区数
2017：
5/13地区
13/13地区
13/13地区
3/13地区
対象者のうち、危険区域に居住し、且つ、家族等による支援を受け
られない方について、個別計画を作成した地区数
２/１３
地区

４/１３
地区

１３/１３
地区

更新

・補助金の交付
・申請手続きの支援

「”まるごと元気”地域コミュニティ活性化補助金」の新規申請件数

地域起こし推進課

2件/2019年

2件以上

2件以上

2件以上

P13

５ アクションプラン一覧
２

みんなで支え合うまちづくり
項目

課題と対応（必要性）

新既
規存

生活習慣病の予防には、食生活や運動等の
望ましい生活習慣の定着が必要であるが、働
く世代では「野菜摂取量の増加」、「栄養バ
ランスのとれた日本型食生活の実践」が広島
市健康づくり計画の中間評価において目標値
を下回っている。野菜の摂取量を増やす、栄
養バランスを意識した食事を心がけるなど、
自身の健康に対する関心を高める。

具体的な取組

○

（イ）野菜摂取量を増やすた
め、地元の野菜を食べよう！

（ウ）東区を歩いて、運動習
○
慣を身につけよう！

割

指

地域・住民
上段：役割

下段：団体

・地域団体を通じて地域住民への巡回健診日の広報
・健診サポーターを通じて地域の身近な方への受診呼び
（ア）元気じゃ健診を受けよ 掛け
○
う！

平成30年度特定健康診査受診率（令和元年
7月末時点暫定値）は、広島市25.2％、東区
24.7％であり、2023年度の目標値50％を
目指し、受診率向上に向けた各種取組を推進
する。

(5)地域で取り組む生
活習慣病予防

役

東区役所
上段：役割

下段：主管課

・健診サポーター養成講座の開催
・巡回健診日の広報
・地区担当保健師による生活習慣病に関する健康教育の
開催
・元気じゃけん食堂での健診のPR

社会福祉協議会、東区公衆衛生推進協議会、民生委員児
童委員協議会、健診サポーター

地域支えあい課

・地元野菜を活用したレシピの開発
・地元野菜の情報提供

・地元野菜を活用したレシピの開発支援
・広報活動（区役所職員食堂でのレシピ配布、ホーム
ページへの掲載、健康教室等で紹介）

すこやか食生活推進リーダー、食生活改善推進員、ふれ
あいもてなし市協議会

地域支えあい課
地域起こし推進課

・健康ウォーキングのつどいの運営支援
・ウォーキングマップの作成

・健康ウォーキングのつどいの企画、開催
・健康ウォーキング教室の開催
・健康ウォーキング推進者の育成支援

東区公衆衛生推進協議会、健康ウォーキング推進者

－8－

地域支えあい課、公民館、東区スポーツセンター

標

現状・実績 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年

取組
シー
ト
ペー
ジ

特定健康診査受診率
P25
（参考値）
20.4％/2017年

35%

50%
（2023年度）

85%

地元野菜を活用したレシピの数
P26
－

2品/年

2品/年

2品/年

「健康ウォーキングのつどい」の60歳未満参加者割合
P27
3%

10%以上

20%以上

20%以上

５ アクションプラン一覧
３

地域資源を生かした個性豊かなまちづくり
項目

課題と対応（必要性）

新既
規存

役
上段：役割

下段：団体

二葉の里歴史の散歩道ボランティアガイドの会
・四季折々の新コースなどガイドツアーの企画
（イ）ボランティアガイドを ・「定期ガイド」「特別コース」のガイドツアー実施
○
・ガイドスキルアップ研修の実施
増やそう！
二葉の里歴史の散歩道ボランティアガイドの会
・夏の夜、祈りと平和の夕べイベントの企画・実施
（イ）「夏の夜、祈りと平和 ・来訪者を増やすための方策について検討
○ の夕べ」に外国人を含む来訪
者を増やそう！
七社寺、ボランティアガイドの会、町内会など
・自然観察会の企画・実施
（ア）自然観察の楽しさを広 ・会の活動のPR
○
・会員の知識やガイド力のスキルアップ
めよう！
東区緑のボランティアの会
都心の近くにある自然に親しむことのでき
(2)都心の近くにある
る場所や、ハイキングコースなどの認知度が
自然とのふれあいの
十分でないことから、今後も広く住民や観光
促進
客に周知し、その活用を促す。

○

（補助金事業）
(3)地域資源を生かし
東区の魅力や活力をさらに高めていくた
た住民主体の活動の め、地域資源を生かしたまちづくりを進める
推進
団体等に制度の情報提供を行い、活動する団
体を増やす。

(４)大学との地域連
携によるまちづくり

若い世代から健康づくりに取り組む必要が
あるが、広島市健康づくり計画の中間評価で
は「朝食を食べることが習慣になっている
者」の割合が目標値を下回っている。若い世
代に自身の健康に関心を持ち、健康づくりに
取り組んでもらう必要があるため、大学と区
が協働で企画・運営する健康展を開催すると
ともに、区の保健師等による講演会を実施す
る。
少子化や核家族化などにより、若者が乳幼
児とふれあう機会がなくなっている中、大学
生と乳幼児とのふれあうことのできる場を作
り、命の大切さや思いやりの心を持つ若者を
増やす。

(５)スポーツにふれ
あう機会の充実

(６)都心に近い農業
地域の活力向上

新

(７)地域の魅力の継
承

東区の魅力資源であるイズミメイプルレッ
ズの応援や、誰もが気軽に取り組むことがで
きるニュースポーツを体験することなどを通
じて、全ての住民ががスポーツにふれあう機
会を充実させる。

「魅力と活力向上推進事業補
〇
助金」で対応

（ア）健康づくりに取り組む
○
若者を育てよう！
（イ）野菜摂取量を増やすた
め、地元の野菜を食べよう！
【関連】
２－(５)－(イ)・４－(２)－
(イ)

○

（イ）命の大切さや思いやり
○
の心を持つ若者を増やそう!

下段：主管課

・ガイドツアーの実施補助
・広報活動
・新規ボランティアガイドの勧誘と確保方法の検討
地域起こし推進課

標

現状・実績 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年

P28
815人

830人

「ガイドの会」の新規会員数

地域起こし推進課

平均1人弱/年

・来訪者を増やすための方策について検討
・チラシやSNSを活用した広報の拡充
・学校や各種団体・企業等との連携方策の検討

外国人を含むイベントへの来訪者数

地域起こし推進課
・参加者の申込受付
・広報活動
・スキルアップのための研修実施
地域起こし推進課

１人 /年

871人

911人

１人 / 年

１人 / 年

P29
1900人
/2019年

2,000人

2,250人

P30
64人

75人

100人

120人

190人

200人

1件/年

累計10件

牛田山ハイキング参加者数
P31
177人

180人

・ハイキングイベントの企画・実施の支援
・広報活動

学区体協等

地域起こし推進課、公民館、東区スポーツセンター

・新たな取り組みの検討・実施

・補助金の交付
・申請手続きの支援

「魅力と活力向上推進事業補助金」の新規申請件数

3人以上で構成される団体

地域起こし推進課

4件/2019年

・健康展の企画、運営

・健康展の企画、運営
・健康づくり講演会の開催

健康展の出展回数

広島女学院大学
比治山大学・比治山大学短期大学部

地域支えあい課

・地元野菜を活用したレシピ開発
・開発したレシピを使った料理教室の開催
広島女学院大学
比治山大学・比治山大学短期大学部

・大学及び農家との連携仲介
・元気じゃけんメニューの広報・周知
地域起こし推進課
地域支えあい課

・イベントの企画・運営

・大学と常設オープンスペースとの開催調整
・ちらしの作成・参加者へのPR

比治山大学・比治山大学短期大学部

地域支えあい課

地域起こし推進課
・イベントの企画・実施（スポーツセンター）
・広報活動の支援（地域起こし推進課）

・イベントの企画・実施

2,500人

自然観察会への年間参加者数

・ハイキングイベントの企画・実施

・イズミメイプルレッズと地域との連携支援
・東区応援団の企画・実施
・応援パネル展の実施等、広報活動

取組
シー
ト
ペー
ジ

「ふたばの日」ガイドツアー年間参加者数

・ガイドツアーの実施補助
・広報活動の支援
・研修会等の実施

地域起こし推進課、公民館、東区スポーツセンター

・選手の地域行事参加
（ア）地元のトップアスリー ・ハンドボール教室の開催
○
・東区応援団への参加
トを応援しよう！
イズミメイプルレッズ、学区体協等
（イ）高齢者や障害者等、全
〇 ての区民が気軽にスポーツに
参加する機会を広げよう！

東区役所
上段：役割

・牛田山ハイキングの企画・実施
・広報活動

（イ）都心に近い「牛田山」 ・牛田山ハイキングの企画・実施
○ の魅力を伝えよう！（牛田山
ハイキング）
地元の学区体協
(ウ)地域主催のハイキングイ
ベントを増やそう！

指

地域・住民

具体的な取組

・四季折々の新コースなどガイドツアーの企画
・「定期ガイド」「特別コース」のガイドツアー実施
（ア）「ふたばの日」ガイド ・ガイドスキルアップ研修の実施
○
ツアー参加者を増やそう！
・新規ボランティアガイドの勧誘と確保方法の検討
二葉の里歴史の散歩道の認知度をさらに上
(1)二葉の里歴史の散 げていくため、インバウンド（訪日外国人旅
歩道などの活用
行者）や幅広い世代に関心を持ってもらう取
組を進める。

割

ハイキングイベントの増加数
関係団体との
協議

P32
1件/年

P33
４件以上/年

４件以上/年

４件以上/年

P34
２回/年

２回/年

２回/年

２回/年

地産地消を推進するため、地元野菜を活用したレシピの数
－

年２品

年２品/累計10品年２品/累計20品

大学生による常設オープンスペースでの、親子で遊べるイベント開
催件数
１回/年

１回/年

１回/年

P35
１回/年

東区応援団への年間参加者数
P36
99人

100人

150人

200人

ニュースポーツを体験するイベントの年間実施回数
P37

区体育団体連合会、区スポーツ推進委員協議会等

・東区産の地元野菜の販売
「木曜であい市」でおいしい ・木曜であい市の生産者加入促進
地元野菜をアピールしよう！
東区ふれあいもてなし市協議会

「木曜であい市」の来場者数が減少傾向に
あるため、「木曜であい市」の認知度を高
め、来場者数を増やす。

○

子ども達が地域の歴史や自然にふれあう機
会が少ないため、東区の魅力としての地域資
源を継続して伝えていく。

・子どもの学習支援
子どもたちに地域の魅力を伝
○
えよう!
二葉の里歴史の散歩道ボランティアガイドの会、東区緑
のボランティアの会、東区ふれあいもてなし市協議会

－9－

地域起こし推進課、東区スポーツセンター・牛田公民館

３回

３回

・木曜であい市の広報
・木曜であい市の円滑な運営支援

木曜であい市年間来場者数

地域起こし推進課

4,444人/2017年
3,500人/2018年

・講師と学校との連絡調整
・学校への事業紹介

３者が学習支援を実施する小学校数

地域起こし推進課

３回

３回

4,250人

4,500人

7校/年

9校/年

P38
4,000人

P39
4校/年

4校/年

５ アクションプラン一覧
４

おもてなしの心あふれるまちづくり
項目

課題と対応（必要性）

新既
規存

役
上段：役割

下段：団体

・エキキタ・ドリミネーションの実施
（イ）「エキキタ・ドリミ
ネーション」を、エキキタの ・参加企業・店舗の拡大に向けた取組
○
インスタスポットに育てよ
う！
エキキタまちづくり会議
・四季折々の新コースなどガイドツアーの企画
・「定期ガイド」「特別コース」のガイドツアー実施
（ウ）「ふたばの日」ガイド ・ガイドスキルアップ研修の実施
○ ツアー参加者を増やそう！
・新規ボランティアガイドの勧誘と確保方法の検討
【再掲】３－(１)－(ア)
二葉の里歴史の散歩道ボランティアガイドの会
（エ）「夏の夜、祈りと平和 ・夏の夜、祈りと平和の夕べイベントの企画・実施
の夕べ」に外国人を含む来訪 ・来訪者を増やすための方策について検討
○
者を増やそう
【再掲】３－(１)－(イ)
七社寺、ボランティアガイドの会、町内会など

（オ）「魅力と活力向上推進 ・新たな取り組みの検討・実施
〇 事業補助金」で対応
【再掲】３－(３)
3人以上で構成される団体
・東区産の地元野菜の販売
「木曜であい市」でおいしい ・木曜であい市の生産者加入促進
○ 地元野菜をアピールしよう！
【再掲】３ー(６)
東区ふれあいもてなし市協議会
「木曜であい市」の来場者数が減少傾向に
(2)産直市などによる
あるため、「木曜であい市」の認知度を高
交流の場の創出
め、来場者数を増やす。

(3)公共空間（公園
等）を活用した花づ
くり

花づくりを行える公園等の公共用地で、ま
だ活用されていない場所が見受けられるた
め、支援制度の広報に力を入れ、活動を充
実・強化する。

○

東区を花でいっぱいにしよ
う！

東区役所
上段：役割

下段：主管課

標

現状・実績 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年

・利用機会を増やすための広報・誘致活動
・イベント実施及び行政等への申請手続きの支援

イベント等でのエキキターレの利用日数

地域起こし推進課

26日（予定）
/2019年

・区の広報誌やSNS等による広報
・参加企業・店舗の拡大に向けた取組
・行政等への申請手続きの支援

エキキタ・ドリミネーション参加企業・店舗数

地域起こし推進課

23企業・店舗

・ガイドツアーの実施補助
・広報活動
・新規ボランティアガイドの勧誘と確保方法の検討

「ふたばの日」ガイドツアー年間参加者数

地域起こし推進課
・来訪者を増やすための方策について検討
・チラシやSNSを活用した広報の拡充
・学校や各種団体・企業等との連携方策の検討
地域起こし推進課

取組
シー
ト
ペー
ジ

P40
３０日/年

１００日/年

１５０日/年

P41
25企業・店舗

30企業・店舗

35企業・店舗

P28
815人

830人

871人

911人

2,250人

2,500人

外国人を含むイベントへの来訪者数
P29
1900人
/2019年

2,000人

・補助金の交付
・申請手続きの支援

「魅力と活力向上推進事業補助金」の新規申請件数

地域起こし推進課

4件/2019年

・木曜であい市の広報
・木曜であい市の円滑な運営支援

木曜であい市年間来場者数

地域起こし推進課

4,444人/2017年
3,500人/2018年

・農家及び大学との連携仲介
・元気じゃけんレシピの広報支援

東区内の大学と連携し作成したレシピ数

P33
４件以上/年

４件以上/年

４件以上/年

4,250人

4,500人

P38

（イ）地元野菜を使った「元 ・レシピ開発に必要な地元野菜の提供
気じゃけんレシピ」で東区を ・元気じゃけんレシピの広報
ＰＲしよう！
【関連】
２ー(５)－（イ）
東区ふれあいもてなし市協議会
３ー(４)－（イ）

○

指

地域・住民

具体的な取組

・利用機会を増やすための広報・誘致活動
（ア）「エキキターレ」をエ ・にぎわいづくりイベント等の企画及び実施
○ キキタのにぎわい広場として
盛り上げよう！
エキキタまちづくり会議

(1)陸の玄関口である
「エキキターレ」を活用するなど、季節ご
JR広島駅新幹線口周 とに実施されるイベントの内容の充実を図り
辺地区（エキキタ） ながら、「エキキタ」の認知度を高めてい
のにぎわいづくり
く。

割

地域起こし推進課

・東区内公共用地等での花づくり
・花づくり団体への新規参加者の拡大に向けた取組
・団体内での技術の共有等、より継続的な活動とするた
めの取組

・花づくりに必要な資材等の提供
・新規花づくり団体を増やすための方策について検討
・スキルアップのための講習会の企画実施

花づくり団体

地域起こし推進課

－10－

－

4,000人

年２品

年２品/累計10品年２品/累計20品

花づくり活動団体数
P42
４０団体
/2019年

42団体

50団体

55団体

