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①校区会長あいさつ

六連校区は、豊かな自然の織り成す環境に恵まれ、地域住民の気質は人情に厚く、人と人との結びつき

が強いという特徴があります。 
不毛な土地を開墾した農用地に豊川用水の通水で、多種の農産物の生産が可能となり、農業を中心に栄

えてきました。しかし、農業も貿易自由化、農業後継者不足等、厳しい課題があります。 
社会情勢では、職業生活スタイルの多様化、個人主義による利己的行動の増長など、人と人とのつなが

り、助け合いの意識が失われていく傾向にあります。生活環境も災害への対応、少子高齢化等問題の変化

があります。 
平成１８年度に策定された校区まちづくり推進計画の現状・課題、主要施策等について、校区コミュニ

ティ協議会まちづくり改訂検討委員によって平成２３年６月から約１年間、現状を踏まえた再確認を行い

ました。まちづくり計画に掲げる将来目標「次世代に引き継ぐ人と豊かな自然が織り成す故郷『むつれ』」

の実現に向け、校区内のすべてのみなさまのご理解と、ご協力をお願いいたします。 
 

平成２４年１月２７日

六連コミュニティ協議会 会長 井上 常雄

②計画改訂の目的

■校区まちづくり推進計画

○ 校区まちづくり推進計画（当初計画）は、地域主体のまちづくりを計画的に推進するため、概

ね 年後の実現を目指し、平成 年度に市内すべての校区コミュニティ協議会で一斉に策定

した地域の将来ビジョンで、その中には各地域の現状・課題と将来像・主要施策が掲げられて

います。

○ 計画策定の意義は、毎年度、役員交替が多く見られる地域コミュニティ組織において、地域の

課題や活動目標を正確に引き継ぎ、長期展望による継続的な地域づくりの「活動指針」として

活用する点にあります。

○ 市に対しても、計画の目標や主要施策等の内容・進捗状況について、行政懇談会やまちづくり

アドバイザーを通じて伝達し、地域が“どんなことを目標として、何を求めているか”明確に

し、そのための必要な行政施策を求めて行く上でも有効な方法となっています。

■計画改訂の目的

○ 当初計画も策定後５年が経過し、様々な状況変化が生じていることを踏まえ、これまでの活動

成果や未着手の活動などを点検し、今後の主要施策等の要否や新規施策の必要性を検討しなが

ら、その有効性を向上させるために、平成２３年度に全校区一斉に一部改訂することとなりま

した。

○ 改訂作業は、各校区コミュニティ協議会において、当初計画の内容を尊重しつつ、修正・見直

し部分を修正し、当初計画同様に、以下の点に留意し、校区の住民・団体等が自らの地域を見

直し、地域のあり方を再確認し、地域活動の充実を図るための方法書として活用されること想

定しています。

序章 はじめに
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ア この計画は、地域が主体となって作り上げる“地域のための計画”です。

イ この計画は、地域の発展を目的とし、法令及び市の基本的方針に反しない必要があります。

ただし、長期展望の中で、現行の土地利用計画等の転換を想定した将来構想を否定するもの

ではありません。

ウ この計画は、将来像の実現施策には、「地域が自ら取り組むこと」「地域ではできないため

に市や国・県に望むこと」がありますが、「個人・地域が主体的に取り組むこと」を中心に検

討しています。

エ この計画の主要施策等に、市が実施する施策整備等を掲載する場合も、市の事業が総合計

画等方針に基づき進められることを理解し、これにより直接的に市に実施義務が生ずるもの

ではありません。

■改訂計画の決議・引継ぎ等

○ この改訂計画は、平成２４年１月２７日に原案作成し、平成２４年５月１９日の六連コミュニテ

ィ協議会において決定しました。

○ 今後、毎年度のコミュニティ協議会総会において、この計画の概要・進捗状況を報告するととも

に、可能な限り当年度の主要施策に盛り込みながら実現を図っていきます。



六連校区まちづくり推進計画 

 3 

 

田原市内校区位置図

 
 
 

第１項 校区の現状

（１）校区の概要（①位置・面積）
六連校区は、田原市の中心市街地から

南東に位置し、南は勇壮な太平洋（表浜

海岸）を望み、景観豊かな海食崖や崖森、

丘陵地が織り成す広大な農用地を抱えた

地域で、校区の東西を国道 号が横切る

豊橋市と接した地域です。

校区の総面積は で、地目構成は、

農地※ （ ％）、農業用施設用地※

（ ％）、森林・原野※ （ ％）、

宅地・その他※ （ ％）です。

※農業委員会提供資料に基づく独自の推測値

を含む

②人口・世帯数
人口は、 人（平成 年 月 日現在）で、昭和 年から昭和 年まで約 人が増加し、昭

和 年から平成 年までに 人が増加しています。

世帯数は、 世帯（平成 年 月 日現在）で、昭和 年から昭和 年まで約 世帯が増加し、

昭和 年から平成 年までに約 世帯が増加しています。

世帯あたりの世帯人数は、昭和 年の 人に対し、平成 年は 人で、世帯人数が 人減少

しています。

平成 年の男女構成は、男性が約 ％（ 人）、女性が約 ％（ 人）で、昭和 年から平成

年まで、男女の構成比率に大きな変化は見られません。

【校区人口・世帯数（一世帯あたりの平均人数）における３７年間の変遷】

人口・世帯数の主な増加理由

□昭和 年 福寿園開設

□昭和 年 新浜団地宅地分譲（ 区画）

※出典 地区別・世帯構成員・平均年齢に関する調べ

年度 Ｓ４９ Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ２３ 年間に対する

月末 増減率 増減数

世帯数

男性

女性

合計人口

※世帯人数 △ △

第１章 校区概要
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（外円）平成18年　（内円）昭和49年

0～9歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

（外円）平成18年　（内円）昭和49年

0～9歳

10～19歳

20～29歳

30～39歳
40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

【１０歳階層人口の変遷】
（上段 人／下段 ％）

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

歳

以上
合 計 平均年齢

（ ）

男性 ―

（ ）

男性 ―

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

～

歳

歳

以上
合 計 平均年齢

（ ）

女性 ―

（ ）

女性 ―

〔男性人口〕
昭和 年（内円）では、 歳以下の割合

が全体の約 ％を占めていましたが、平成

年（外円）では約 ％で、約 ％減少してい

ます。 特に 歳以上の割合が、昭和 年

で約 ％であったのに対し、平成 年には

約 ％で、約 ％増加しています。

円グラフからも読み取れるように、昭和

年（内円）当時は、 歳までの男性が校区の

約 ％を占め、若い力が豊富であったことが

分かります。

〔女性人口〕
昭和 年（内円）では、 歳以下の割合

が全体の約 ％を占めていましたが、平成

年（外円）では約 ％で、約 ％減少してい

ます。

昭和 年に対し、平成 年の 歳以下の

減少と 歳以上の増加は著しいですが、

歳から 歳までが占める割合を昭和 年と

平成 年で比較した場合、約 ％の減少に留

まっています。

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

Ｓ４９ Ｓ６０ Ｈ７ Ｈ２３ 年度 

人 
口 
・ 
世 
帯 
数 

世帯数 合計人口 

(外円)平成23年 (内円)昭和49年 

(外円)平成23年 (内円)昭和49年 
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③校区運営〔組織〕
六連コミュニティ協議会の組織は、会長（校区総代）・副会長（総代）・会計（総代）・理事（総代３名・

代理４名）・顧問（市議１名）を区会として構成し、区会に企画部会長・筆頭副部会長・副部会長（２名）、

スポーツ部会長・筆頭副部会長・副部会長（４名）、環境部会長・副部会長、ふれあい部会長・筆頭副部会

長・副部会長（２名）、安全部会長・筆頭副部会長・副部会長（２名）を加え、役員会を構成しています。

※企画・スポーツ・環境・ふれあい・安全の部会長及び筆頭副部会長は総代、代理が兼任。

区会は、定例的に月１回開催し、役員会については、約２ヶ月に１回の割合で開催し、校区行事など重

要な審議を要する場合は、随時開催することを基本にしています。

総会は、毎年５月に開催し、総会における決定事項の住民への周知は、市民館に掲出します。

組織 審議内容など

区会

①規約の改廃調整 ②事業の計画、事業報告の調整

③予算、収支決算報告の調整 ④役員選任の調整

⑤その他重要な案件の調整

役員会
①総会に付議すべき議題（区会①～⑤）の調整

②その他会の運営執行に関する重要案件の審議

総会

六連自治の根幹

①規約の改廃 ②事業計画、事業報告の承認

③予算、収支決算報告の承認 ④役員選任の承認

⑤その他重要な案件の審議・承認

※六連校区の関係（運営組織）は、赤線で示す。

会長

副会長

会計

理事

監事

企画部会 スポーツ部会 環境部会

長上自治会 久美原自治会 浜田自治会 百々自治会 新浜自治会

ふれあい部会

長

安全部会

顧問

顧問

（市議）
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④〔校区の行事〕
行事名 参加人数 開催時期

福寿園慰問 １０人 ６月

ふれあい食事会 ２０人 ６月

夏まつり ４００人 ８月

敬老会 ２００人 ９月

校区大運動会（小学校の後） ３００人 ９月

ミニバレーボール大会 ２００人 １０月

表浜自然ふれあいフェスティバル ５０人 １１月

市民館まつり ５００人 １１月

グラウンドゴルフ大会 １００人 １１月

親子交流イベント ２００人 １１月

成人式 ５０人 １月

バドミントン大会 ５０人 ２月

【校区大運動会】

 

⑤〔校区の課題〕

農業従事者にかかわる嫁問題（嫁不足）

農地基盤整備

表浜海岸の将来（地引網の存続）

少子化・高齢化対策 ほか
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⑥〔校区内のコミュニティ施設〕
施設区分 施設名称 備考

コミュニティ施設

六連市民館 延床面積 ㎡ 建築 昭和 年

久美原集会場 建築面積 ㎡ 建築 増改築

東浜田集会場 建築面積 ㎡ 建築 増改築

富山集会場 建築面積 ㎡ 建築 増改築 －

長上集会場 建築面積 ㎡ 建築 増改築

新谷集会場 建築面積 ㎡ 建築

百々集会所 建築面積 ㎡ 建築

弥栄集会場 建築面積 ㎡ 建築

新浜集会場 建築面積 ㎡ 建築

コミュニティ広場

運動公園・農村公園

東部運動公園 供用面積 ㎡ 設置年

百々農村公園 供用面積 ㎡ 設置年

浜田農村公園 供用面積 ㎡ 設置年

新浜児童公園 供用面積 ㎡ 設置年

新浜緑地 供用面積 ㎡ 設置年

教育施設
六連小学校 （児童数） 人 現在

六連保育園 （園児数） 人 現在

防災施設（校区） 防災備蓄倉庫 建築面積 ㎡

その他１

防災施設（田原市）

上水道施設 六連配水池 県水受入（ ㎥）

緊急水源井戸 （№１）六連町栗穴 （能力） ㎥／日

（№２）六連町一本木 （能力）〃

（№３）六連町栗穴 （能力） ㎥／日

（№４）六連町高畑 （能力） ㎥／日

ため池
下笹池 貯水量 ㎥

笹池 貯水量 ㎥
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第２項 構成地区の現状

①校区構成地区の概況（人口・世帯、運営の特徴等）

〔長上〕
■長上地区は、六連校区内で最も人口・世帯が少ない地区です。（Ｈ23.12.31現在 人口80人・15世帯）

昭和４９年から男女の人口の変化は少ないものの、高齢化が進んでいます。最小コミュニティであり

ながら、自助・共助によって最大限の住民自治活動を展開しています。

世帯戸数が少ないため、各役職（地区長）は、一生のうちに２～３回も廻ってくる状況にあり、住民

の負担は過去・現在とも変わらない状況です。

地区内は３つの島（組）に分けられ、組織間の機能分担は取り決めしていない状況で、総会（寄合）

において住民の意思を確認、反映・決定しています。

■地区独自の行事は、道路・河川美化（年各１回）などの清掃活動（お役）、防災訓練が主で、その他は

校区に連携した活動を展開しています。なお、おたが祭り（長仙寺）は、この地区内で催され、周辺住

民を含め多くの方が参加する行事になっています。

       

世帯数

0

5

10

15

20

S49 S60 H7 H18 H23

世帯数

年齢階層別人口（上段 平成23年12月31日／下段 昭和60年12月31日）

年齢階層別人口

（平成23年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 1 11 7 4 7 6 5 5 46 39.5

女性 0 9 2 2 7 4 5 5 34 43.1

計 1 20 9 6 14 10 10 10 80 41.1
長上

構成 1.2% 25.0% 11.3% 7.5% 17.5% 12.5% 12.5% 12.5% ― ―

年齢階層別人口

（昭和60年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 5 13 6 3 5 7 1 6 46 34.0

女性 4 4 6 4 8 3 3 4 33 38.0

計 9 17 12 7 13 10 4 10 79 36.0
長上

構成 11.0% 20.7% 14.6% 8.5% 15.9% 12.2% 4.9% 12.2% ― ―

長仙寺



六連校区まちづくり推進計画

9

〔久美原〕
■久美原地区は、住民の約８割が農業に従事しています。地区における人口・世帯の増減は少ないもの

の（Ｈ23.12.31現在 人口268人・61世帯）、男女の平均年齢及び７０歳以上の世代割合が校区内で二

番目に高い地区です。

この地区は、市、又は校区から特別の案件について依頼された時は、十長会を開き審議にあたるとこ

ろが特徴で、この会で対応できない場合は、総会や臨時総会を開催し住民の意思を確認しています。

十長（５人）は、地区内の最小単位をまとめる島の長で、校区と住民の連絡役を受け持ち、定例的な

会議は開催していない状況です。

なお、地区には役員会が組織化されており、区長（地区総代）・区長代理・十長で構成しています。

■地区独自の行事は、道路・河川美化（年各１回）などの清掃活動（お役）、防災訓練が主で、八柱神社

の大祭（秋）や龍珠院の大祭（砂ふみ・観音大祭）は、住民が多く参加する行事です。

       

世帯数

50

55

60

65

S49 S60 H7 H18 H23

世帯数

年齢階層別人口（上段 平成23年12月31日／下段 昭和60年12月31日）

年齢階層別人口

（平成23年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 11 17 14 8 24 20 13 29 136 52.7

女性 9 13 17 8 16 17 15 37 132 49.3

計 20 30 31 16 40 37 28 66 268 45.1
久美原

構成 7.5% 11.2% 11.6% 6.0% 14.9% 13.8% 10.4% 24.6% ― ―

年齢階層別人口

（昭和60年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 31 28 13 27 24 12 13 11 159 33.0

女性 27 42 16 21 21 18 22 9 176 33.0

計 58 70 29 48 45 30 35 20 335 33.0
久美原

構成 17.3% 20.9% 8.7% 14.3% 13.4% 9.0% 10.4% 6.0% ― ―

久美原の風車
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〔浜田〕
■浜田地区は、高齢化が進んでいるものの、六連校区内で最も各年代のバランスが保たれている地区の

一つです。（Ｈ23.12.31現在 人口373人・90世帯）

地区は、東浜田と西浜田に分かれ、均衡あるコミュニティが構築されています。

役員会は十長会とも呼ばれ、区長（地区総代）・区長代理（兼会計）・十長（６名）で構成され、区長

と区長代理は総会で選挙により選出されます。

また、十長は６組の各戸輪番制で、地区内で役員決定における目立った問題はありません。

■地区独自の行事は、道路・河川美化（年各１回）などの清掃活動（お役）、防災訓練が主で、その他は

校区に連携した活動を展開しています。

       

世帯数

70
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85
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95
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世帯数

年齢階層別人口（上段 平成23年12月31日／下段 昭和60年12月31日）

年齢階層別人口

（平成23年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 19 18 30 24 25 33 15 26 190 38.7

女性 15 24 19 15 29 25 15 41 183 43.0

計 34 42 49 39 54 58 30 67 373 41.8
浜田

構成 9.1% 11.3% 13.1% 10.5% 14.5% 15.5% 8.0% 18.0% ― ―

年齢階層別人口

（昭和60年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 37 36 20 24 26 22 21 10 196 33.0

女性 31 38 25 33 20 27 19 19 212 35.1

計 68 74 45 57 46 49 40 29 408 34.0
浜田

構成 16.7% 18.1% 11.0% 14.0% 11.3% 12.0% 9.8% 7.1% ― ―

   

アサギマダラ
地引き網
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〔百々〕
■百々地区は、六連校区内で最も人口・世帯が多く（Ｈ23.12.31現在 人口743人・321世帯）、男女の

平均年齢が校区内で最も高い地区です。また、７０歳以上の世代が地区人口の約３５％を占める高齢地

区になっています。（昭和５５年の福寿園開設も要因に挙げられます。）

地区は、区長・区長代理（兼会計）・十長（１０人）で役員会を構成し、必要に応じて有識者に相談す

るシステムになっています。

この地区は、専業農家から会社員や兼業農家に就業体系が変化している傾向も見られ、地区役員（十

長など）の選出に支障が出始めている部分もあります。

■地区独自の行事は、道路・河川美化（年各１回）などの清掃活動（お役）、防災訓練が主なもので、各

行事とも住民の参加は１００％に近い参加率で実施しています。

       

世帯数
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世帯数

年齢階層別人口（上段 平成23年12月31日／下段 昭和60年12月31日）

年齢階層別人口

（平成23年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 20 35 31 26 44 38 50 84 328 49.1

女性 15 34 37 33 36 41 37 182 415 57.8

計 35 69 68 59 80 79 87 266 743 54.0
百々

構成 4.7% 9.3% 9.2% 7.9% 10.8% 10.6% 11.7% 35.8% ― ―

年齢階層別人口

（昭和60年12月31日）
0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 39 55 45 28 36 28 25 17 273 33.0

女性 47 59 35 36 46 29 26 21 299 34.0

計 86 114 80 64 82 57 51 38 572 33.1
百々

構成 15.0% 19.9% 14.0% 11.2% 14.3% 10.0% 8.9% 6.6% ― ―

百々神社
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〔新浜〕
■新浜地区は、昭和６３年に宅地開発した後に生まれた地区で、校区の中で最も歴史の浅い地区です。

世帯数や人口に特徴的な変化は見られませんが（Ｈ23.12.31現在 人口328人・94世帯）、同世代が

多く居住するため、居住年数に比例して男女の平均年齢が高くなる状況になっています。

地区は、総代・副総代・会計・役員（５人）で構成する役員会が設置されていますが、特徴的なのは

各職の就任方法が組長（８人）による抽選で決定するところです。

新興住宅地に移り住んだ方々も、現在は、校区の風土や風習、慣例などにも上手に付き合い、慣れ親

しみを持った関係で校区に馴染んでいます。

■地区独自の行事は、道路・河川美化（年各１回）などの清掃活動（お役）、防災訓練が主です。清掃活

動は、当日都合が悪ければ、別の日に替えて作業しても良いシステムを採用し、多くの住民が美化活動

に従事しやすい工夫をしているところが特徴的です。

       

世帯数
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世帯数

年齢階層別人口（上段 平成23年12月31日／下段 平成7年12月31日）

年齢階層別人口

（平成23年12月31日）
0～9歳

10～19

歳
20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 14 25 30 16 18 32 25 12 172 38.7

女性 11 17 25 20 20 31 21 11 156 41.0

計 25 42 55 36 38 63 46 23 328 39.8
新浜

構成 7.6% 12.8% 16.8% 11.0% 11.6% 19.2% 14.0% 7.0% ― ―

年齢階層別人口

（平成7年12月31日）
0～9歳

10～19

歳
20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

平均

年齢

男性 52 24 16 35 33 18 5 5 188 29.0

女性 31 37 17 43 25 14 7 5 179 29.0

計 83 61 33 78 58 32 12 10 367 29.0
新浜

構成 22.6% 16.6% 9.0% 21.3% 15.8% 8.7% 3.3% 2.7% ― ―

  

新浜夏まつり
新浜餅つき大会



六連校区まちづくり推進計画 

 13 

第３項 校区等のまちづくり経過等

①校区の歴史概要

校区の沿革
 
明治４年 ■府県官制・県治条例が定められ、全国統一された地方行政制度が始まる。廃藩置県後

も旧藩時代の行政機構に依存していたが、時代の変化に合わせたシステムづくりが始ま

り田原県は廃止されて、額田県に統合された。渥美郡は『第５大区』になり、管内が7
つの小区に分けられ、六連地域（浜田・百 ・々久美原・長仙寺）は、片神戸・数原新田・

高豊・谷熊・今田・院内・加治と共に『第4小区』に属す 
 

明治 年 明治 年 明治 年 明治 年 昭和 年

数原新田村

→ 六連村 → 六連村

→ 相川村 → 田原町

→ 田原町

片神戸村

濱田村

→ 六連村
→ 杉山村

百々村

長仙寺村

久美原村

杉山村 → 杉山村 → → 杉山村 → 豊橋市

明治１１年 ■『郡区町村編成法』が制定され第 17 区会所が廃止。『渥美郡役所』と改称されて、

新しく旧吉田城・追手門外に事務所開設。片神戸村・数原新田村・浜田村・百々村・久

美原村・長仙寺村は合併して『六連村』が誕生 
明治１７年 ■村の統廃合が行われ、渥美郡は管内を28組の戸長役場に編成。従来の六連村は再編

され、第16組戸長役場として谷熊村・片神戸村・数原新田村・浜田村・百々村・久美

原村・長仙寺村として構成 
明治２２年 ■片神戸と数原新田が六連村から分離。谷熊・豊島と共に新たに相川村を作り、浜田・

百々・久美原・長仙寺は六連村に留まる 
明治３０年  ■大字六連の豊橋境の丘陵地の農用地造成と点在畑を区画整理する目的で、久美原土地

改良区を設立し、畑約10haの開墾区画整理を完了。その後、豊川用水導入計画が進み、

付近一帯が農地法の未開地買収計画地となったことで、田原町第１土地改良区杉山開墾

地区に編入して、換地処分未了のまま昭和38年9月に解散。 
■浜田・貝場の地（現六連保育園）に六連尋常高等小学校校舎を新築し、谷熊や片神戸

からも一部の児童が通学した。 
（既に額田県時代に片神戸に郷学校が作られていましたが、愛知県の管轄になってから

も長仙寺に片神戸・浜田・百々・久美原・長仙寺を設置区域とする六連学校が置かれた

り、浜田の正覚院に分教場と高等科が併置されて、浜田高等小学校が置かれたこともあ

った。） 
明治３９年 ■六連村が杉山村と合併し杉山村に編入 
明治４０年 ■前年の町村合併により、六連尋常高等小学校は六連尋常小学校となり、六連の高等科

児童は、杉山高等小学校に通学開始 
昭和６年 ■百々地区の荒地に不良土地開拓農民団（古橋一雄など 10 農家）が入植し、12 月 4

日に鍬入式を挙行して、山崎延吉翁の命名により第1号の弥栄村が誕生 
昭和１０年 ■百々地区に愛知県農事試験場不良土地開発事業（北設楽郡富山村11名、野田村1名）

により12名が移住（2月10日）し富山部落が誕生 
昭和１３年 ■六連郵便局の創設 
昭和２６年 ■六連保育園の設置が認可 
昭和３０年 ■六連村は杉山村と分村 
 ※分村により六連部は、豊橋警察署管轄から田原警察署管轄内に編入 

  ※分村により六連部の消防団は、分団長ほか35名で六連分団を設置 
昭和３６年 ■神戸中学校と六連分校が廃校、神戸小学校区と六連小学校区、田原中学校に通学して
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いた東部小学校区と神戸川岸地区を一緒（難産ではあったが）にし、東部中学校（現在

地に建設）が誕生

昭和３９年 ■浜田地区（事業量35.9ha）・百々地区（事業量85.3ha）のほ場整備事業が完了

  昭和４０年 ■長仙寺地区（事業量2.5ha）・大坂地区（事業量21.8ha）のほ場整備事業が完了

■杉山地区（事業量131ha）の農用地造成事業が完了

昭和４３年 ■豊川用水が渥美半島で全面通水

昭和４７年 ■六連電話交換局が開局（加入数309戸）

昭和５１年 ■六連小学校校舎・体育館（6月）が新築（現在地）され、プール（8月）が完成

■栗穴池の溜池整備事業が完了

昭和５２年 ■農村集落における生活環境の改善と水質保全のため、し尿・生活雑排水などの汚水、

汚泥を処理する農業集落排水事業が田原町で初めて着手（昭和55年完成）

昭和５３年 ■田原町上水道六連配水池（10,000㎥）完成

昭和５５年 ■視覚障害者の専門施設、養護盲老人ホーム福寿園が開設

昭和５９年 ■六連多目的研修集会センターが完成

  昭和６３年 ■浜田ごみ処理場が閉鎖

■新谷地区に新浜団地（97戸：6.38ha）が分譲開始

平成元年 ■東部運動公園（11,860㎡）の供用開始

平成９年 ■六連校区と三都橋地区（設楽町）が豊川上下流の交流を開始

平成１８年 ■拠点公園の整備

平成２０年 ■六連校区と三都橋地区（設楽町）の交流を終了

②校区内で行なわれた主な事業

昭和３０年 ■六連村は杉山村と分村

昭和４３年 ■豊川用水が渥美半島で全面通水

昭和５１年 ■六連小学校校舎・体育館（6月）が新築（現在地）され、プール（8月）が完成

昭和５９年 ■六連多目的研修集会センターが完成

平成９年 ■六連校区と三都橋地区（設楽町）が豊川上下流の交流を開始（平成20年交流終了）

昭和１０年代の六連校区（弥栄地区）

  平成２３年の六連校区（弥栄地区）
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第１項 地域課題・長所・資源

校区住民の意識は、当初計画策定時から大きな変化がないことから、当初計画に掲載している住民意識

調査（平成１８年実施）を引用しつつ、平成 年調査の現状課題等を踏まえて、六連校区の地域課題・長

所・資源を示します。

六連校区（地域）について

自然環境に恵まれ、住みよさ、生活環境に満足度は高いと推測されますが、その反面、生活の

利便性が悪い、少子化・高齢化により将来を懸念する等の意見もあります。また、地域の交通安

全・防犯について関心が高いことがうかがえます。

１ 地域の暮しやすさ
人口の流出や減少により、個人（役員）の役割や負担（行事参加）が増し、以前よりも住み難くなっ

た。

観光客や海岸利用者の増加（交通量の増加）により、交通安全の確保に不安がある。

犯罪に近い行為（子供に対するイタズラ）や外国人による窃盗が発生するようになり、安全な地域と

言えない状況に変った。

地区の住みよさが良いと感じる者は、約８０ を占め、校区・地区の改善意識に乏しい。

２ 住まいの周辺環境
団地造成により新たな住民が増加したが、現在は人口は減少し、世帯数は増加している。

生活環境（道路）の整備が不十分であるため、生活の快適性と利便性が悪い。

校区民が一体的にふれあう施設や機会がない。

交通の便が悪いため、車が無ければ買い物なども不便である。

海岸来訪者がいなければ、もっと暮しやすい地域である。

３ 人の結び付き
慣習・慣例に縛られ、自分の意見が言い切れない（反映できない）。

人の結びつき・助け合う気持ちが強いため、個人のプライバシーが保たれない。

地域づきあいはよいが、団体活動が弱い。

４ 地域の将来像
少子化の進展により、保育園や小学校の存続に不安がある。

農業を活性化させる手段が見当たらない。

農業後継者不足の解決に、現実的な対処が必要である（対処が遅れている）。

校区の土地利用の大半は農地であるが、農業維持のためインフラ整備が老朽化や災害等で退行化し

ており、これらの整備・改善を進めていくことは必要不可欠である。

地域ぐるみで防犯活動を実施し、安全を確保した地域が望まれる

校区や地区組織は、災害に対処する地域防災力に欠けている。

高齢化・少子化、人口の流出に歯止めが利かない今、これまで以上に近所、地域の付き合いと助け

合いをしていかなければならない。

高齢地域に陥ることは必至であるが、生活する上で必要な施設（金融・給油施設等）が無いため、そ

れらの施設の整備を早急に行う必要がある。

第２章 現況・課題等
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地域活動について

住民が密接に関わる事業は重要度意識が高く、校区などの組織や団体の一員として、組織的な

活動は貢献度が高いものの、活動内容に改善を求める人が多くいることがうかがえます。

５ 地域活動等の認知度・参加状況・意見など
校区、地区役員が企画、運営する行事が行われるため、人と人とのコミュニケーションが図れてない。

担い手不足（高齢化・少子化）にある中で、従来と同じボリュームの行事を実施している。

地区間が協力し合う行事が少なく、人と人とのコミュニケーションが少ない。

年代・親子・家族などが交流しながら楽しむ行事がない。

校区・地区で行うスポーツ行事には参加するが、校区総会などの意思決定の場には参加が少ない。

女性が校区、又は地区の意思決定会議に出席する回数（機会）が少ない。

地域の生活基盤について

幹線道路に対する利便性の向上よりも、集落内道路での安全確保と、防犯・防災対策上の不具

合を改善する要望が強いことがうかがえます。

６ 公共系の生活基盤の状態・意見
国道４２号線は、交通量が多くなったことで事故が多発している。

歩道を設置しなければ危険である箇所（新谷～富山地区間）が整備されてない。

通学路（歩道）は凹凸が目立ち、雑草も多く土も溜まり、歩行に支障がある。

国道の歩道が狭いため、歩行者（ベビーカー）などの相互通行が困難な箇所が点在する。

歩道（新谷～新浜東出口）に落葉と雑草がはみ出していて、通行を妨げている。

国道の補修路面が凹凸（中嶋地区）であったり、見通しが悪くカーブのきつい箇所や起伏の激しい

箇所（浜田～久美原間）が数箇所あり運転に危険を伴う箇所が点在する。

農業生産物の物流に対し、高規格道路（東名・国道 号）などに接続するアクセスが悪い。

改修すべき道路・歩道は、校区及び地区内にあり過ぎ、優先順位が付けられない。

農地の高度利用化が進む中、長仙寺川と枯木川の合流点、仁皇川・木ノ下川は、大雨の際に水通りが悪

く周辺が冠水し、農産物が被害を受ける。

集落内（長仙寺付近）の排水溝で、土砂堆積により目詰まりを起こし排水機能を果たしていない箇所が

点在する。

排水溝を取り付けるべき箇所（農地ほか）が整備されていない。

農村公園や東部運動公園は、よい施設でありながら利用が少ない。

７ 生活環境の状況・意見
児童生徒が安全に通園、通学できる通学路・園路（保育園前、新谷～富山間）が未整備である。

青果市場前は路上駐車（大型トラック）が多く、車の通行に危険が及び、通学者や歩行者の安全が脅かさ

れている。

畑の泥水が車道に流れ出し（畑排水が悪く）、車・自転車・歩行に危険を及ぼす箇所（長仙寺～百々信号

間）が点在している。

細く入り組んだすれ違い困難な集落内道路を、渋滞を避ける車が猛烈なスピードで通り抜ける。

集落内の道路は、木立（海岸道路）や植栽（新浜団地西側）が運転の視界を遮る箇所が点在している。

国道沿いに花壇や街路樹の整備を行い、地域に見合った道路整備がされてない。

排水溝（蓋）が無いため、害虫が発生しやすい状況にある。

マナーの守れない者によってコンビニ店などのゴミが、公園や広場、ほうべなどの目隠しになる場所

や道路に投棄される。
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自然豊かな里山を活かした自然観察できる環境や健康づくりのできる環境が整備されていない。

ほうべの崩壊や海岸侵食が進み、美しい景観が保持されていない。

自治会離れする住民が増加傾向にある。

他人との付き合いや仕事を理由に自治会に参加しない人が増えている。

自治会や地域行事、お祭り、消防団への協力者が減少傾向にある。

近所付き合いが希薄になったことで、人任せ主義の傾向が表れ始めている。

市外の来訪者が多くなったことにより、校区及び地区内の治安と秩序が悪化する傾向（犯罪染み

た例もある）にある。

農作物に害を及ぼす野生動物が、地域の問題になっている。

８ コミュニティ施設等の状況・意見
公共建物（六連小学校や六連保育園、六連市民館、消防車庫）が老朽化している。

児童及び園児数に適した施設規模でない（小学校体育館は大きくても良い）。

公園や広場は多少の整備がされているが、各地域の集会所の整備状況に偏りがあり、耐震構造を入

れた時にそれらの問題点を改善すれば最善であったのだが、実情は不都合が改善されず放置されてい

る。

公園や広場の利用目的が周知されていない。

地域の産業、その他について

六連校区では農業を主産業とする共通認識が高く、農地基盤整備が進まない点、後継者不足・

嫁不足などを危惧する意見が寄せられています。

９ その他の施設や機能等の状況・意見等
市民館の利用価値を高める附帯施設の整備が必要である。

高齢者利用に配慮した老人福祉介護施設・病院が市民館周辺に整備すべきである。

地域資源の機能（海岸・海浜）を発揮させたイベント公園の整備をすべきである。

人口増加策として団地開発事業（民間）を誘致する。

買い物や通学、通院が不便である。

地域産業の状況・意見等
将来を見据えた農業基盤の方針（後継者不足・嫁不足・農地基盤）

高規格道路に接続する道路づくり

人口増加策（次男・三男が住む宅地がない）

農業地帯であるが、産直品（売場）が無い。

農業経営に差が多い。
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地域の長所・短所

豊かな地域資源を誇りに思う反面、資源を活かす策の必要性を感じています。また校区内の

住民相互の密接なつながりは高い傾向にありますが、付き合い方に不満を感じる意見も多くなっ

ています。

11 長所・短所
〔長所〕
(1)農業地帯であるため何もないが、何も無いのが良い。

(2)海、緑、空気などの自然が良い。

(3)世代を越えて挨拶ができ、気軽に話ができる地域である。

〔短所〕
(1)海岸・山・川・田畑に恵まれ、緑多き自然環境に恵まれ安心できる地域であるが、活かすことの

できる地域資源の能力や魅力を発揮、機能させてない。

(2)落ち着いて暮せる地域であるが、人口減少などにより暮していくことに不安を抱える。

(3)色々な面で女性も活躍しているが、やはり男性中心のコミュニティが構築されている。

(4)地区によって神社の行事が多い。

地域の資源
〔自然／歴史〕

◆太平洋 ◆表浜海岸 ◆崖森(潮害防備林) ◆点在する森林

◆多彩な自然色 ◆砲台跡（百々） ◆百々釜跡 ◆遠見番所・のろし台（久美原）

◆長仙寺（おたが祭） ◆神社祭（神楽など）

いわゆる・・・

〔農業〕

◆農家 ◆農地 ◆野菜（露地など）

いわゆる・・・

〔人／施設〕

◆心優しい住民 ◆和と輪、環から創られたコミュニティ ◆六連市民館

◆六連保育園 ◆六連小学校

いわゆる・・・
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第２項 土地利用計画・整備計画

■土地利用計画（規制）

種別 概要 備考

農振農用地 長上・浜田・久美原・百々地内 第 章その他資料編に添付

潮害防備保安林 浜田・久美原・百々地内 地域森林計画対象民有林

三河湾国定公園 浜田・久美原・百々地内 第 種特別地域

渥美半島県立自然公園 百々地内 普通地域

海岸保全区域 浜田・久美原・百々海岸地内

急傾斜地崩壊危険箇所 六連山本地内（ 箇所）・新浜地内（ 箇所） 傾斜度 °以上・高さ

■整備計画

①田原市シンボル公園ネットワーク計画（ 月策定）

②表浜自然ふれあいガーデン整備に関する報告書（ 月策定）

田原市の太平洋岸は、渥美半島の自然環境、農業及

び観光レクリエーションが凝縮した魅力ある地域です

が、現状では、これらの資源を十分に活用していない

状況です。

この様な状況下、現在は表浜海岸の海岸侵食や農地

荒廃、農村生活環境の変化などの問題が山積し、表浜

地域の総合的な整備促進を図る時期に入っています。

そのため、田原市東部太平洋岸整備促進協議会（六

連・東部・神戸・大草校区で構成）は、目標とする地

域像「表浜自然ふれあいガーデン」を実現するため、

海浜・崖森・農地などのハード・ソフト事業に関して、

様々な事業を展開しています。 
なお、表浜自然ふれあいフェスティバルは、海浜保

全・利用促進を図るソフト事業の一環で開催されてい

ます。

【太平洋岸地域整備の六連校区イメージ図】 

※破線は、田原市総合計画における表浜・三河湾交流拠点の土地利用計画ゾーニングを示す。 

六連三河田原停車場線 
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第３項 まちづくり現況図

〔次の画像及び説明内容は、全体箇所からの抽出です。〕

国道・県道

市道

市道（集落内道路）

河川

排水路

■国道４２号線に歩道が整備されてい

ません。児童の通学路にもなっており、

児童は側溝の上、畑などの脇を歩行して

います。交通量が多く、子ども達を巻き

込んだ事故が心配されます。 
早急な改善を要望していますが、地域

による見守りも必要になっています。 

■国道４２号線の交差点付近の歩道は

急な坂があり、危険な状態です。小中学

生が自転車で通行する時、下り坂を下り

るとすぐに交差点のため、スピードが出

て止まることが困難であり安全に配慮

する必要があります。 
 

■県道に交わる複雑に入り組んだ交差

点には複数のカーブミラーが設置され

ていますが、安全な横断には改善の余地

があり、地域住民や通行者が安全へ配意

することによって、現段階では事故が最

小限に抑えられています。 
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４

■国県道などの主要道路が渋滞すること

で、本来、農業用の車両が往来すること

の多い道路は、通勤時間帯などに多くの

車両が行き交う状況になっています。 
子ども達の通学路になっている道路

は、歩道を整備することも重要ですが、

農地所有者などが少しづつ用地を提供し

合い、道路幅員を容易に確保する取り組

み、検討が校区内で必要になっています。 

■校区内では、渋滞が発生しやすい交差

点が点在し、最近では交差点内の事故が

多発しています。 
百々地区内の交差点は、交通事故が多

発する箇所の一つで、歩行者を守る縁石

やガードレールなどが無いため、住民を

巻き込んだ事故の発生が心配され、右折

帯を設ける交差点改良などを行い、安全

を確保する対策が必要になっています。 
 

■六連三河田原停車場線は、多くの住民

が主要な生活道として利用しています

が、民間青果市場の付近は大型トラック

の路上駐車が目立ち、交通事故の発生が

特に心配されている箇所の一つです。 
子ども達を巻き込んだ事故の発生も心

配されるため、路上駐車の早期改善が果

たされるよう、校区や各行政機関が連携

して取り組む必要があります。 
 

■農地から流れ出る雨水が、隣接する歩

道や道路に流れ込み、自転車や車の通行

に支障をきたしている箇所が多くありま

す。車両の通行を妨げるだけでなく、流

れ出た土砂が、車両のハンドル操作に影

響を及ぼし、重大な事故を発生させる要

因にもなっているため、農家の協力を得

ながら改善する取り組みが必要になって

います。 
 

■木が生い茂る中を通る道は、ごみ処理

施設へのアクセス道路でもあり、通行車

両が多く行き交います。S 字カーブで道

幅も狭く、車両の交通事故が心配されま

す。 
道路幅員の確保のため、道路周辺環境

の整備などに取り組む必要があります。 



六連校区まちづくり推進計画 

 22 



六連校区まちづくり推進計画 

 23 

※当初計画時より改善された箇所については、見え消しで修正しています

１ 畑の土砂が流れ出して通行が出来なくなる。 〔西赤山東赤山線〕

２ 水路がＴ字に合流しており、溢れる。 〔西赤山東赤山線〕

３ 歩道に草が生えていて通れない。 【県道城下田原線】

４ 畑の土が流れて危険！ 〔東大尺西赤山線〕

５ 〃 【県道城下田原線】

６ 竹・雑草が多く、土砂が川を狭くしているため、川幅が半分位になっている。（長仙川）

７ ４２号線に水が溜まる。（雨天時） 【国道４２号】

８ 信号機がほしい。 【国道 号サークルｋ付近】

９ 泥水が歩道に流れ出し、自転車が通りづらい。 〔雨堤大松線〕

道路が凸凹で危ない。 〔雨堤長山線〕

通学路なのに竹が多く危険！！ 【国道４２号】

サーフィン、工事車両が多いので「徐行」「子供に注意！！」等の看板を立ててほしい。〔中浜辺狩拂線〕

木が多く、暗くて見通しが悪い。 〔雨堤線・中浜辺雨堤１号線・北山中切線〕

水路が土で埋まって排水していない。 〔西浜辺境川線〕

竹やぶが張り出して見通しが悪い。 〔久美原境川１号線〕

道が狭い。 〔久美原海岸線〕

交差点の角が山になっており見にくい。 〔東浜辺久美原線〕

舗装がわるい。 〔黒福四ツ線谷〕

畑の土砂が流れ出して通行ができなくなる。 〔長山数原前線〕

舗装が悪い。 〔黒福東高尾線〕

竹・雑草が多く、土砂が川を狭くしているため、川幅が半分位になっている。（枯木川）

浜田海岸出入り口、見にくい。 【国道４２号】〔浜田海岸線〕

道が狭い。 〔浜田海岸線〕

歩道がほしい。 【国道４２号】

右折帯がほしい。国道の歩道が急勾配で危ない。 【国道４２号】

保育園へ出入りする道路が狭いし、見にくい。

国道側は坂になっているため、子供が自転車で走ってくると危ない！！（止まらないので）坂をなくすことは

できないのか？ 〔宮ノ西貝場線〕

竹・雑草が多く、土砂が川を狭くしているため、川幅が半分位になっている。（宮下川・枯木川）

複雑な交差点で視界が悪い。雨上がりに道路に土が出る。 〔長山数原前線〕

大雨時、畑の土が流れ出し道が滑る。 【県道六連杉山線】

大雨の時、河川合流点で増水する。（溢れる時もある。） （長仙川・枯木川）

竹・雑草が多く、土砂が川を狭くしているため、川幅が半分位になっている。（長仙川）

カーブで見通しが悪い。 【県道六連杉山線】

市境だが見通しが悪い。（豊橋） 【県道六連杉山線】

道路幅が狭く、車両の通行に支障をきたす。 〔長山数原前線〕

歩道沿いの植込みが高くて、子供が見えない。 【国道４２号】

横断歩道のみで危険。（交通多し） 【国道４２号】

舗装が悪い。 〔貝場宮ノ西線〕

大雨が降ると、泥水が溜まる。（坂になっているため） ≪新浜団地内≫

新浜団地南側、側溝不良及び余水地不要。 ≪新浜団地内（調整池）≫

新浜から出る時、カーブミラーがあるが右側から来る車が大変見えにくい。【国道４２号】

道が狭い。 〔百々海岸線〕
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42 通学路になっているが歩道もなく、通勤車両が多くて危ない。 〔長山数原前線〕

43 木ノ下川の河川の改修。 （木ノ下川）

44 カーブが急で危険。 【国道４２号】

45 百々信号機に右折帯がほしい。 【国道４２号】

   （交差点、市場方向への右折車と直進車の事故多い。）

46 部落内の水路が悪い。

47  〃

48 百々境（河合敬子さん西）に、街路灯がほしい。 【国道４２号】

49 道路狭く、雑木がかぶって見通しが悪く、暗い。歩道が必要。(神戸側) 〔東ヶ谷豊島線〕

50 カーブで上下差もあって見通しが悪い。 【県道六連三河田原停車場線】

51 大雨時、畑の土が流れ出し道が滑る。 【県道六連三河田原停車場線】

52 泥水が歩道に流れ出し、自転車が通りづらい。 【県道六連三河田原停車場線】

  子供の通学時間帯に、歩道に車が止めてあるため自転車では通れないので、道路を走る事になり危ない。

「歩道に車を止めないこと！」等の看板を立ててほしい。 （磯田さん宅前あたりの歩道）

53 カーブがきつく、電柱にぶつかりそう！！ 【県道六連三河田原停車場線】

54 青果センター前にトラックが停車し、車両の通行に支障をきたしている。 【県道六連三河田原停車場線】

55 富山地内のカーブがきつく、危険。

56 カーブが急で危険。

◎ 通学路になっている全ての歩道が、凸凹している為整備してほしい。

■その他まち歩きマップの参考資料

施設区分 施設名称など 備考

道路損壊注意箇所 雨堤大松線

長山数原前線

急傾斜地崩壊危険箇所 六連町新浜（１）

六連町新浜（２）

山地災害危険地区 六連町東郷中

木ノ下川 （幹川：青津川）

宮下川

枯木川 （幹川：蜆川）

長仙寺川 同上

坂下川

河川

坂上川
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第１項 地域コミュニティ活動の必要性

地域コミュニティの組織は、自治会と連携して青年団、婦人会、消防団、老人会、子ども会、

PTA 等により地域社会を支えてきましたが、ライフスタイルの変化・多様化によりこれらの団

体は消滅や弱体化が起こっています。 

都市部に限らず各地域では、プライバシーの保護への過剰反応や他人への無関心などにより、

隣近所の助け合いが失われ、住民の孤立による治安の低下や高齢者の孤独死など、協力し合わな

ければ解決できない様々な問題が発生しています。 

こうした中、東日本大震災では避難・救助活動、地域福祉活動、防犯活動など人と人との絆の

大切さ、従来持っていたコミュニティ機能の重要性、必要性を再認識させられたものでした。実

際にボランティアを通じて地域に貢献したいと考える人が多いことがわかった場面でもありま

した。 

市は地域コミュニティについて、補助金交付に加えて、業務処理支援、活動環境の整備、人的

支援等を行って多様化するニーズに対応できるよう支援を進めていますが、地域でできることは

地域で行うという地域のまちづくりを、校区のコミュニティ協議会や自治会を中心にして、より

一体となって推進していくことが求められています。 

第３章 将来像等
 

市民館まつり
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第２項 地域の将来像

【六連校区が目指す将来像（キャッチフレーズ）】

～知性と優しさから新たな地域を創造する～

誰もが、自分を育んでくれた故郷の風景を持っています。

そして、魅力にあふれた風景であれば、誰もが愛着と誇りを持ち、その風景を大切にして、次

の世代に引き継ぎたいと考えます。

私たちの故郷「むつれ」は、海や大地に育まれた豊かな自然からなる農ある地域です。

そして、人と豊かな自然が調和し、互いが活かし合うことで暮らしが成り立ち、自然と共生、

共存する暮らしが必然的な「むつれ」を形づくっていると感じます。

私たちの先人は、不毛の地でさえ豊かな心を糧に、貴重な財産を残してくれています。そして、

現代の私たちは、先人の歴史と文化を重んじ、故郷「むつれ」に定住する誇りを持って、次世代

に引き継ぐ価値ある舞台を演出しなければならないと考えます。 
 
私たちは、故郷「むつれ」の魅力と活力を真に受け止め、叡智ある人の育成と自然との調和を

基調にした知恵袋を持って、次世代が輝く新たなまちづくり目指したいと思います。

※「むつれ」の掲げる「農」とは…。 
私たち“むつれ”に根付いた農業は、作物などを育成し、栽培して糧（かて）を得る「業（なりわい）」と

して営まれていると感じます。 
しかし、私たちの知る農業は、産業の技術革新や高度化により、農業分野においても生産性や効率性、さら

には経済性が追求されてきた農業であるような感覚を持ち、従って、今日の農業が人と自然の関わりにおいて、

従来から農業の果たしてきた役割が見え難くなっていると感じます。 
私たちは、農業が自然環境の保全や生活、文化の形成など、幅広い価値の創造と深いつながりがあることを

明確にするため、農業ではなく「農」という言葉で農業を取り巻く全てを言い表しています。 
「農」には、農業という産業的役割だけでなく、多くの人の営みや暮らしなどの基盤としての役割という幅広

い意味を込めています。 
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第３項 まちづくりの方針

１ 個性豊かな「農ある暮らし」「農あるまちづくり」の実現
校区の少子高齢化は、農業の労働力不足をもたらすとともに、農家や農地の減少にかかわる問題に発展し

ます。

しかし、労働力が不足しても元気な農業が存在することで、地域における価値や持続的な農業基盤は失わ

れることはないと考えます。

農業に関する魅力付け、農業に対するイメージの改善、農業に就農できる環境づくりなど、これまでの専

従農業構造を農ある暮らしに焦点をあて、この校区の環境に見合った新たなライフステージを目指したいと

思います。

２ コンパクトで機能的な地域運営の実現
六連校区は、定住人口の流出、少子高齢化の進展により、校区コミュニティの維持に不安を抱え始めました。

さらに、多様化・高度化する住民ニーズに応じた校区コミュニティの運営も、複雑多岐にわたり、事務事業量

も従前と変わらない状況になっています。

誰もが地域運営に携わることができ、分かり易いコミュニティの構築を推進するため、既成ルールにとらわ

れない効率的な地域運営のスタイルを創造し、かつ最も効果的な方法によって、行政と校区などが協働による

新しい校区コミュニティ運営を確立する施策の推進を目指します。

３ 地域資源の保全と魅力ある活用の実現
六連校区は、紺碧輝く太平洋と緑深い森林、そして広大な耕作畑などで構成された自然の上に成り立ってい

ます。この自然は、先人から長年に渡る努力の積み重ねによって受け継いだもので、“むつれ”を象徴する心

癒す自然は、私たちが価値ある地域資源として育み、継承する必要があると考えます。

私たちは、私たちを取り巻く地域資源を保全・活用し、安らぎある快適な空間として次世代に引き継ぐため、

豊かな地域資源とまち並みの調和に配慮し、さらに“むつれ”の基幹基盤である「農」を連携した施策の推進

を目指したいと思います。

 

４ 安全快適な生活空間で暮らせる地域
六連校区は、発達した道路網や車社会の進展などがもたらす弊害により、六連校区の安全で快適な暮らしや

すい住環境が脅かされ始めています。 
私たちは、高齢者や障害者はもとより、誰もが安心して行き来できる道路環境や、人に優しい生活空間を創

出するため、計画的な土地利用を実現することで、誰もが安心して暮らすことができる施策の推進を目指した

いと思います。

また、自然災害や凶悪犯罪などから住民の生命や財産を守るため、防災体制の充実や防犯体制などの推進を

目指したいと思います。

５ お互いが温かく支え合う地域の実現
六連校区は、互いが気軽に声を掛け合い、ふれあいの輪を共有して、ささやかな心の豊かさを奏でる地域と

して成り立ってきています。

しかし、多種多様な価値観やライフスタイルがつながり意識を後退させ、さらに隣近所、私たち自身の優し

さや思いやりが、住民に受け入れられないことも目に付き始めています。

ここで暮らして良かったと感じる“むつれ”を形づくるためには、既存組織の連携や協力体制をもって、地

域活動における絆づくりの向上を図る必要があり、私たちが必然的に“むつれ”に支えられる施策の推進を目

指したいと思います。
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第１項 施策の展開

① 地域意識・連帯感づくりから具体的活動への展開

一般的に地域コミュニティ活動を効果的に実施するには、最初は「地域の所属意

識・連帯感」の高揚に重点を置き、その上で具体的な「相互の助け合い」や「個人

による地域社会への貢献活動」、「みんなで行う住みよい地域づくりの活動」へと展

開して行く必要があります。

・地域の住民同士も、互いに知り合う機会が無く、顔も名前も判らなければ、助け

合いの活動は押し付けられた義務のような感覚となりがちですが、自分の知り合

いが困っているとなれば、何か手助けしてあげようという気持ちが起きて自ら行

動できるのが人情です。

・各校区の主要施策に「あいさつ運動」や「夏祭り等親睦行事」が掲げられている

のは、住民互助や共同活動に多くの住民に参加して頂く前提として、集客力のあ

るイベントなどで住民同士のコミュニケーションや互いの顔が判る人間関係の

きっかけをつくり、地域への帰属意識（仲間意識）の高めることが不可欠と認識

しているためです。

・このような地域コミュニティ活動の展開への理解がないと、イベントなどの親睦

行事に動員される役員等の不満の声から、親睦イベントを軽視し、廃止・縮小し

てしまう恐れがあります。

② 施策実現のためのその他の留意点

ア）目標・目的の共有化

地域活動への参加・協力の拡大や事業の効果的・継続的な推進を図るには、次に

よる目標・目的の共有化が重要となります。

・地域の現状と住民意見の把握による地域ビジョン・活動計画を策定・周知する。

・地域の制度・行事等の目的を明確化し、事業計画・年間スケジュールを作成・周

知する。

イ）全員参加の活動体制

全員参加の活動体制を進めためには、役員の負担軽減、参加義務の認識向上、活

動の活性化、地域課題の解消を図ることが重要になります。

・役員職務を分散し、個々住民や各種団体等が立場に応じて活動に参加する体制に

見直す。

・専門分野の課題に取り組む委員会・役職を創設し、長期的に課題に対処する体制

づくり。

ウ）各種団体の育成・人材の養成

各種団体の育成・人材の養成を進め、個々の住民の地域活動への関心向上・役割

認識、地域内の繋がりづくり、地域活動の担い手確保を実現する必要があります。

・地域活動を支える各種団体の活動を支援し、地域を担う人材を養成。

・専門分野の課題解消に取り組む委員会・役職を創設し、長期的に課題対処する体

制づくり。

第４章 主要施策
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第２項 まちづくりの主要施策

１ 個性豊かな「農ある暮らし」「農あるまちづくり」の確立

主要施策名（取り組みの目安） 施策内容
地

区

校

区
市

県

国
その他

【ハード事業】

農地基盤再整備事業

低コストによる生産、栽培体系の省力化な

ど、農業構造の変化に対応した農用地の利

用集積を図り、住環境に適した農用外地に

おいては、居住地としての有効活用を図

る。

□ □ □ □ 農家

【ソフト事業】

結婚対策 嫁問題解消 事業

農業を将来に渡ってこの地に根付かせ、そ

して確立するため、農業従事者の安定的な

農業環境や地域の安定的な産業構造を確

立し、嫁問題の解消を図る。

□ □ □ 農家

【ソフト事業】

就農者促進事業

就農者がゆとりある生活を営み、安定した

収入を得られる魅力ある農業経営の確立

を図るため、ＪＡや農業改良普及所、地域

などが一体となって、就農受入れ体制を整

え、就農後の支援体制の整備などを含めた

新規就農の基盤確立を図る。

□ □ □ □
ＪＡ

農家

【ソフト事業】

ファーム・ソフトバンク制度事業

これまで培った農業ノウハウと実績を活

用・登用し、遊休地の活用など農地を拡大

し、農業の活性化を図る。

□ □ □ □
ＪＡ

農家

【ソフト事業】

農家ミーティング会議の開催

農業に従事する者同士が、年齢に関係なく

農業について語り合える環境を整え、農業

従事者の積極的な意見交換を図る。

□ 農家

【ソフト事業】

むつれ農産物のブランド化事業

六連の個性ある農業ブランドを創出し、農

業の活性化を図る。
□ □

ＪＡ

農家

【ソフト事業】

ＪＡ跡地利用事業

農協支所跡地を活用し、地域と農業の活性

化を図る。
□ □ □

ＪＡ

農家



六連校区まちづくり推進計画 

 30 

２ 「コンパクト」で機能的な地域運営

主要施策名（取り組みの目安） 施策内容
地

区

校

区
市

県

国
その他

【ソフト事業】

コミュニティ事業合理化推進の取り

組み

校区及び自治会の行事内容、運営などの軽

減を図り、継続的な事業の展開を推進す

る。

□ □

【ソフト事業】

意見収集ボックス設置の取り組み

（未来づくり提言箱）

誰でも気軽に、いつでも気付いたことを提

言できるシステムを構築し、コミュニティ

活性化を図る。

□ □

３ 地域資源の保全と魅力ある活用の実現

主要施策名（取り組みの目安） 施策内容
地

区

校

区
市

県

国
その他

【ソフト事業】

太平洋岸地域整備計画の推進

（表浜自然ふれあいガーデン整備計

画）

田原市東部太平洋岸整備促進協議会が推

進する事業を校区として盛り上げ、協力支

援体制を継続的に整える。

（漁協・地引網の活性化検討を含む）

□ □ □ □

【ソフト事業】

表浜自然ふれあいフェスティバル開

催

魅力ある自然を活用してフェスティバル

事業を継続的に開催する。
□ □ □

【ハード事業】

自然環境整備事業

自然の資源を生かした憩う場所、太平洋が

一望できる場所を整備する。
□ □ □

【ソフト事業】

むつれ地域資源循環事業

農業副産物、草、木など地域で発生する再

生資源の還元を研究する。
□ □ 農家
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４ 安全快適な生活空間で暮らせる地域

主要施策名（取り組みの目安） 施策内容
地

区

校

区
市

県

国
その他

【ハード整備】

道路改善の推進

交通事故が多発する交差点など改良を行

うとともに、事故が多発する原因を追求

し、要因の低減を図る。

□ □ □

【ハード整備】

通学路整備

通学路であっても安全に通行することが

できない道路について、道路環境の改善を

図る。

□ □

【ハード整備】

街路灯・防犯灯整備

誰もが安心して通行できる道路環境の整

備を図る。
□ □ □

【ソフト整備】

交通安全対策

見通しの悪い箇所の安全対策（カーブミラ

ー設置、遮へい工作物の撤去、植栽の伐採、

看板設置など）を図り、安全な道路環境を

図る。

小学生対象の交通安全標語募集や、交通安

全街頭指導を実施し、啓発を図る。

□ □

【ソフト整備】

美しくする環境美化活動の推進

各種団体が年間事業計画に清掃活動事業

を取り込む。また、沿道の花壇植替えなど

環境整備を行なう。

□ □

【ソフト整備】

防災活動の推進

校区全体で取り組む防災行事（防災訓練

等）を企画・実施し、地域防災力の向上を

図る。防災倉庫を点検し、非常時に備える。

□ □

【ソフト整備】

防犯活動の推進

校区内の安全を確保するため、定期巡回す

る体制の確立を図る。
□ □

【ハード事業】

転入居推進事業

空き地、空き家の利活用と、居住地に隣接

する耕作に適さない農地などを居住地と

して、確保・供給を推進する。

□ □ □ □
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５ お互いが温かく支え合う地域の実現

主要施策名（取り組みの目安） 施策内容
地

区

校

区
市

県

国
その他

声掛け運動の取り組み

子ども達の安全確保と地域防犯の向上を

図り、豊かな心を育成し、温もりある地域

の確立を図る。

□ □

高齢者人材活用事業

高齢者の知識と経験をいかした活動ので

きる、若い者に伝える場を作り、高齢者の

生きがいを見出す。

□ □ □ 老人会

校区と連携した人づくり 

道徳心や体力を備え、人間性豊かな園児・

児童・生徒の育成を目指し、家庭・校区・

自治会・学校・保育園が緊密に連携し、地

域ぐるみで子どもを育てる教育活動の展

開を図る。教育講演会を開催し、啓発を図

る。 

□ □

学校

保育園

ＰＴＡ

コミュニティ事業の充実 

夏まつり、市民館まつり、運動会、スポー

ツ大会等の行事を充実し、コミュニティ広

報紙を発行するなど地域連携の強化を図

る。また、独居老人との食事会、新成人と

の懇談会を開催し、人と地域とのつながり

の強化を図る。 

□ □
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第３項 まちづくり計画図

里山整備エリア

農地再整備エリア

農地再整備エリア

表浜自然ふれあいガーデン整備計画

崖森整備エリア

六連三河田原停車場線 
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第１項 推進体制
① 進行管理

○ この計画を実現するため、校区コミュニティ協議会（役員会等）が中心となって、主要施策等の進捗状

況を確認し、各施策の主体となる住民、地区自治会、校区コミュニティ協議会、各種地域団体、行政等の

事業実施を促します。

第５章 推進体制

子ども会

老人会

ＰＴＡ

学校

保育園

消防団

自治会長

校区会長

長上自治会

久美原自治会

浜田自治会

百々自治会

六連コミュニティ協議会

承認（共通認識）

新浜自治会

民生児童

委員など

承認（共通認識）
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② 計画の周知

○ 計画書（報告書・概要版）などを作成し、校区内の住民・各種団体等に計画内容を周知します。

○ 校区コミュニティ協議会の役員は、ほとんどが年度交替するため、毎年度総会において計画概要を紹

介することで、地域課題・目標・施策等の共通認識を形成します。

③ 実施の推進

○ 校区コミュニティ協議会として取り組むべき事業は、この計画に基づき毎年度の総会において事業計

画・予算に盛り込み、実施します。

○ 行政に実施を求める施策は、行政懇談会における協議・調整や要望書提出などを行います。

○ このような活動を展開するために、校区内の地域団体・人材を育成し、地域活動の担い手を拡大する

必要があります。

④ 実現の調整

○ 校区コミュニティ協議会は、個々の住民・各種団体・地区自治会等では実現できない課題対応を関係

団体が連携して進める組織ですので、個々の施策実施状況を把握し、地域課題が解決されるように総括

的な調整を行います。

○まちづくりを推進するための決めごと・ルール
六連校区のまちづくりを積極的に推進するため、合言葉と共通理念を持ち、校区民が知恵を絞り合った取り

組みを展開します。

いろいろな人がい

て、さまざまな暮らし

がある。でも、私達に

は必ず、人と人の結び

付きがある･･･それが

地域です。

地域のまちづくり

は、この結び付きが一

番大切だと信じていま

す。
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①計画改訂の検討組織

六連校区まちづくり推進計画改訂の検討委員会名簿

氏名 役職 備考

１ 大竹 正章 市議会議員 顧問

２ 井上 常雄 六連校区総代（校区会長） 会長

３ 荻原 敏弘 百々区総代

４ 鈴木 邦盛 浜田区総代

５ 大河 照治 久美原区総代

６ 原 宗一 新浜区総代

７ 河合 克之 長上区総代

８ 谷川 尚良 百々区総代代理

９ 西山 法久 浜田区総代代理

１０ 大河 美仁 久美原区総代代理

１１ 鈴木 隆 新浜区総代代理

１２ 河合 宏嗣 六連小学校ＰＴＡ会長

１３ 大河 真由美 六連小学校ＰＴＡ副会長

１４ 彦坂 智子 六連保育園保護者会会長

１５ 冨永 美智子 六連保育園保護者会副会長

１６ 小林 篤史 消防団東部分団分団長

１７ 河合 秀隆 消防団東部分団部長

１８ 大場 好美 六連老人会長（浜田・長上老人会長）

１９ 鈴木 正夫 百々・新浜老人会長

２０ 大河 茂明 久美原老人会長

２１ 河合 紀行 コミ企画部会副部会長

２２ 渡辺 雅己 六連スポーツ少年団会長

２３ 植村 伸雄 コミスポーツ部会副部会長

２４ 塩野谷 由香 コミ企画部会委員

２５ 渡辺 守成 農業委員 ７ ２８～

２６ 河合 清美 市民館主事

２７ 鈴木 久志 校区アドバイザー 市（清掃管理課）

２８ 岡田 利幸 同上 市（建築課）

２９ 太田 美奈子 同上 市（福祉課）

資料編 組織・経過
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②計画改訂の経過

日時 会場 議題

平成 年 月 日 六連市民館
〔校区・アドバイザー打ち合わせ〕

□まちづくり推進計画改訂事前打ち合わせ

□計画改訂検討委員の選定について（依頼）

平成 年 月 日 六連市民館

■第１回六連校区まちづくり推進計画改訂検討会議

□計画改訂の検討委員の自己紹介

□まちづくり推進計画の改訂について

□現状課題の調査について

平成 年 月 日
六連市民館

各地区（現地）

■第２回六連校区まちづくり推進計画改訂検討会議

□現状課題調査の集計結果について

□課題に対する解決策と主要施策の関連について

□主要施策の変更案調査について

平成 年 月 日 六連市民館
■第３回六連校区まちづくり推進計画改訂検討会議

□現地調査の問題箇所の確認

平成 年 月 日 六連市民館
■第４回六連校区まちづくり推進計画改訂検討会議

□主要施策の変更案調査の集計結果について

・・・グループワーク実施し、変更箇所の調整

平成 年 月 日 六連市民館
■第５回六連校区まちづくり推進計画改訂検討会議

□主要施策の確認

□改訂計画の文章、写真の調整

平成 年 月 日 六連市民館
■第６回六連校区まちづくり推進計画改訂検討会議

□校区まちづくり推進計画（改訂案）の確認

 
 
 
 
※当初計画の策定体制・策定経過は掲載を省略しました。






