
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０回自治組織「共和の郷・おだ」  
定期総会 5/15（報告）  

 

今回で２０周年を迎える総会では、

来賓に東広島市長  髙垣廣徳様、

東広島市議会議員乗越耕司様、河

内支所長  尾畑裕一様のご臨席を

いただき開催しました。 

議事進行では、土肥和彦さんを議

長に、提案する４議案の審議をいた

だき、４議案賛成多数をもって可決さ

れ、会長に、小早川正治さん、監事

に、木村孝登さん、上瀬戸千鶴さんが選任されました。 

今年度事業は、組織再編により、専門部８部会から５部会へ変更しての新

たなスタートとなります。また、各部が取り組む事業では、設立２０周年目を迎

えての記念事業など計画していますので参加、ご協力をよろしくお願いしま

す。 

以下総会結果  

１ 開催日時：令和４年５月１５日（日）１０時から１１時３０分  

２ 場    所：多目的集会所  

３ 総会員数：１７９名  

４ 当日出席会員数  １２７名（本人出席３０名、書面出席９７名）  

議事   

第１号議案  令和３年度事業報告及び収支決算の承認について  

第２号議案  令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について  

第３号議案  会長の選任について 

第４号議案  監事の選任について 

上記  ４議案  賛成多数により承認をいただきました。  

自治組織「共和の郷・おだ」会長小早川正治  
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自治組織「共和の郷・おだ」通常総会  祝辞  

 

自治組織「共和の郷・おだ」

設立 20 周年おめでとうござ

います。 

 貴自治組織は、地域の

活性化は地域の手でつ

くって行こうという思い

の中で、自治活動を展開さ

れており、心から敬意と感謝

を申し上げる次第でございます。 

  

20 年を迎えられたということですが、河内町が東広島市と合併したの

が 17 年前ですので、それ以前から自治活動に取り組んでいただいて

いるということになります。   

 自治活動の在り方として、市内各地域に住民自治協議会設立を進め

て参り、現在市内には４８の住民自治協議会がございます。これらが

できたのが今から 12 年前のことでありますから、まさに先駆的な取

組みがこの地域で行われていたことになります。  

この 20 年の間に、自治活動においてこの地域から大きな結果を出

していただいておりますことに重ねて感謝を申し上げます。  

 しかしながら、この 20 年間で小田地域の人口は残念ながら 200 人

程度減少しております。河内町全体をみても人口減少が進んでおり、

現在、河内町の人口は約 5,600 人ですが、前回の国勢調査時と比較し

ても 600 人程度の減少となっています。  

広島県全体においても中山間地域における人口減少に歯止めをか

けるという大きな課題を持ちつつも、なかなか抑止されていないのが

現実としてあります。  

一方、ここ最近、我々を取り囲む状況の中で少々風向きが変わって

きた感じがいたします。一つは、 3 年目に入った新型コロナ感染であ

りますが、新型コロナ感染拡大によって、必ずしも首都圏、あるいは

近畿圏で生活するよりも、自然豊かな地を選ぶ流れができております。 

また、最近、頻発する自然災害の中で、地球環境問題が身近な課題

として捉えられるようになってまいりました。そのため、「脱炭素」

という動きがでてきていますが、これは地域資源をどう活用するか  

祝辞  東広島市長髙垣様  



豊かな空間を活用しながら再生エネルギーをどう地域でつくってい

くかという大きな課題となってきております。これはまさに、中山間

地域にとって大きな追い風になるのではないかと思っております。  

バイオマスを上手く活用しながらエネルギーを作っていくことは昔

からこの地で行われていたことで、炭を作ることもその一つでありま

す。もう一つは、国際的な食糧の安全保障が大変重要な課題だと思う

ようになってまいりました。米の受給率、食糧需給率は、我が国は 37％

ですが、これらをいかに向上させるかということにおいて、農業の重

要性を多くの人が知り、米作りを中心とする農業がこれから大変重要

な位置を占めてくるのではないかと考えております。自然に囲まれた

この地域は、中山間地の典型的な地域として、これから大いに活性化

していただき、若い人が入ってくるような施策を皆さんと共に現実化

する必要があると思っております。  

東広島市の総合計画は二つの大きな柱を立てております。一つは大

学、研究機関があることで、世界にも貢献できるような様々な改革、

イノベーションが起きるようなまちをつくっていくことです。そして、

もう一つは、笑顔あふれる生活価値創造のまちをつくることで、この

二つを柱に取組みを進めております。  

その取組みが、まさにこの地で農業を中心にしながらＩＴＣや科学

技術の力を借りて、都会でのビジネスをこの地でもできる時代がやっ

てきております。この 20 年間、人口が減少していますが、移り行く

時代背景の中で、これからは活力ある地域づくりを皆さんと一緒に進

めていければと思っております。  

本日は、20 回目という記念すべき総会であります。将来の展望など

が見えるような会議になればと思っております。  

結びに、この地域の益々のご発展と本日ご参加の皆様の今後のご健

勝とご活躍をお祈りいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきま

す。 

本日は、誠におめでとうございます。  

 

令和４年５月１５日  

東広島市長高垣廣德  

 

３ 



 

就任のご挨拶 
 

この度、自治組織「共和の郷・おだ」会長に就任致しました小早川

正治です。皆様からのお力添えをいただきながら、精一杯頑張りたい

と考えております。よろしくお願い致します。  

本自治組織は、平成 15 年設立以来、今年で 20 年の節目を迎える事

に成りました。この間、小田小学校統合後の跡地利用や、農事組合法

人の設立、小田の未来創世図ビジョンマップの作成・実施等多くの課

題に取り組んで参りました。諸先輩方の並々ならぬ努力のたまものと

思います。有難う御座いました。今後も誇りに持てる、住み良い和や

かな郷づくりに取り組みます。  

新役員を始め、地域の皆様からのご理解とご協力のもと、精一杯務

めさせていただきます。これからもご指導ご鞭撻をいただけますよう、

宜しくお願い申し上げます。  

 

         自治組織「共和の郷・おだ」 会長 小早川正治  

 

 

 

 

４ 



第１回自治組織役員会の開催  
（５月２２日報告） 

 

代表委員、専門部部長で構成

する最初の役員会を開催しまし

た。 

役員会では、規約第１１条２項

に基づき、会長が推薦する副会長  

谷澤  靖さん、事務局長  平賀京

治さん、会計  末田紘二さんにつ

いて全員賛成により承認をいただきました。 

また、総会議決による各部の事業計画（６月～９月）の推進方法等につい

て協議を行い、新型コロナ感染防止等の情報を得ながら各部事業展開する

ことを確認しました。 

今後の自治活動にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。  

 

自治組織「共和の郷・おだ」会長小早川正治  

 

 
きれいなまちづくりキャンペーン 

（6 月１２日ご案内） 
 

第２日曜日を「環境美化の日」と定め、１２日午前 8 時から約 1 時間程度、

全市一斉清掃が行われますので、各組の参加をお願いします。  

収集した道路・水路等の散乱ごみは１０時までに小田地域センターグランド

（砂場付近）で集めていますので市の担当者の方に、ごみを渡してください。

合わせて、美化作業に参加された人数（約）を報告してください。  

          

 

自治組織「共和の郷・おだ」環境福祉部  

 
 

５ 

第１回役員会の様子  



マイロード清掃活動  

（６月１９日お知らせ） 

 

環境福祉部では、地域の生活道である県道小田白市線の歩道の除草等

作業をタンポポグループさんと行いますのでお知らせします。 

 

令和４年６月１９日（日）  ８時から ２時間程度  

集合場所：元パントマイム付近駐車場  

  

ふれあいいきいきサロンの開催  

（６月２１日ご案内） 
 

サロンは、地域の「仲間づくり」「出会

いの場づくり」「健康づくり」をするため

の活動の場です。  

当日、ボランティアグループたんぽぽ

さんによる、お弁当が用意されます、

３００円ご持参ください。 

 

 

とき：令和４年６月２１日（火）１０：００～１３：００ 
ところ：小田地域センター  

 

（自）「共和の郷・おだ」環境福祉部・ボランティアグループたんぽぽ  
 

６ 



にこにこ百歳体操 毎週水曜日 
（６月８日/１５日/２２日２９日ご案内） 

年をとると、体力や筋力が落ちて介護が必要に

なるのは仕方がない」と思っていませんか？  筋肉

は、いくつになっても鍛えることで筋力アップするこ

とができます！  

「百歳体操」で脳もからだも元気に！  

お気軽に参加ください   

とき：令和４年  

 

６月８日/１５日/２２日２９日 
 １３：３０～１５：００ 

 

ところ：小田地域センター  

※８日は、講師をお招きし、百歳体操の指導を行います。 

 

にこにこ百歳体操、小田地域センター  

 
河内小学校資源回収へのお願い 
６月１２日から１８日までに小田地域センターへ 

 

本年度第１回目の資源回収を行います。  

小田地域センター体育館入口付近に張り紙をしますので、所定の場所にお

いてください。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。  

 ※ 回収する資源については、チラシをご覧ください。  

搬入期間： ６月１２日（日）から１８日（土）まで  

場所：小田地域センター 体育館入口付近  

                  河内小学校  小田地区担当  平賀琢磨  

７ 



野菜づくり教室（5 月 24 日報告）  

 

講師に、JA 広島中央志和グ

リーンセンター藤井センター長さ

んをお招きし、野菜の水やり、整

枝（摘眞芯・芽かき・剪定・誘引）

のポイントについて学習しまし

た。 

次回は、７月２６日 （火 ）を予

定しています。 

自治組織「共和の郷・おだ」農村振興部・寄りん菜屋・小田地域センター  

 

 

にこにこ百歳体操  

健康づくり教室（５月２５日報告）  
 

毎週水曜日  百歳体操を行っ

ています。今日は、酒井先生を

講師に、日ごろの健康づくりに

ついて学習しました。  

皆さんも、毎週水曜日・百歳体

操を行っていますのでお気軽に参加ください。  

 

 

にこにこ百歳体操、小田地域センター  

 

 

 

８  

野菜教室の様子  

百歳体操・健康づくり教室の様子  



東広島市社会福祉協議会からのお願い  

 

役員会へ出席された社

会福祉協議会河内支所長

田原さんと地域ケア係長

鈴木さんは、社協では、今

年度から「つながり、気づ

き、支え合う」地域づくり

を目指すことの推進目標

を掲げ、小田地域の皆様と

社協事業等を通じて一緒

に考えていきましょう。取り組みにあたって機会あるごとに役員会や

部会へ出席し社協事業等意見交換をしたい旨のお話がありました。  

当地区は、年々高齢化率は増加傾向にあります。コロナ禍の影響も

あり、お家で過ごす時間が多く、お互いに、つながり、気づき、支え

合う、あったか笑顔あふれる地域になればと思います。  

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。  

 

自治組織「共和の郷・おだ」環境福祉部長  西村智基  

 

東広島市小田地域担当職員の紹介  
 

東広島市から次の２名を小田地域の担当職員としたとのお知らせが
ありましたのでご紹介します。  

 
氏名  所属  職名  

班長  本越智奈美  地域振興部河内支所地域振興課  課長  

副班長  谷本  剛  東広島消防署東分署  分署長  

 

地域担当職員制度とは  

 市民協働のまちづくりを推進するため、地域を代表する組織である

住民自治協議会の皆様と行政が協働してまちづくりの推進を進めて

いこうとするものです。本自治組織の会議等を開催する際に出席をお

願いするものです。  

９  

説明する  田原支所長（左）・鈴木係長（右） 



 

お知らせ 

寄りん菜屋「第３回にぎわい市」 

（６月４日（土））・１０時～開催） 
 

コロナ禍の影響により、高齢者の方々など自宅で過ごす時間が多くなった

様であります。寄りん菜屋では、地域の交流の場として少しでも賑わいを取り

戻そうと思い、月１回の「にぎわい市を」開催しています。 

また、当日の売上金の一部をウクライナ人道危機救援金として、日本赤十

字社へ寄付をいたします。  

◎テント販売を希望される方は、テントをお貸しします。  

 

皆様のお越しをお待ちしています。 

〇店頭販売  

 かしわ餅・山菜おこわ・赤飯・巻き寿司・いなりずし  

 

〇食堂  

ざるそば・ざるうどん他（食券を見てお買い上げください）  

 

〇イベントメニュー 

パエリア（スペイン料理）・甘酒スムージー（ブルーベリー） 

ジビエカレー（新作）・ノンアルコールビールほか（枝豆付き）  

※予約受けたまります。お届けもいたします  

１０  


