
    石見の地域づくり４ 
地域づくりの取り組み

 石見地域の豊かな自然・歴史・文化を地域の資源として捉え、それらを活かした個性的で魅力ある地域づくりが求められて

います。また、これからの河川や道路整備には、自然との調和や地球温暖化対策の視点も重要となります。

 浜田河川国道事務所では、河川事業・道路事業共に地域の方々とのふれあいを通じた美観活動や、歴史資源を活かした街

づくり支援など、地域と一体となった様々な取り組みを行っています。
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  ４ 
水辺EN組プログラムとは 

■実施概要

 河川の美しい環境を後世へ継ぐため、私たち自身の手で、もっと美しくする活動の
推進を目指し、流域住民と連携した川づくり、河川管理を行う水辺EN組プログラム
を平成13年より高津川と江の川において、実施しています。EN（en）は縁・円と環
境・周囲（Environment）を意味しています。河川敷を養子（縁組）とし、河川美化活
動団体が養親となるもので、年3回以上の河川美化清掃ボランティア活動を行うも
のです。 
 平成26年3月末現在、16団体が、河川敷の空缶などのゴミ拾い、パンジーなどの
花の植栽等を行っています。今後も幅広く参画を募っています。（なお、平成17年2
月にアドプト・リバー・プログラムから現在の名称に変更しています。） 
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■江の川の参加団体

■高津川の参加団体

団体名 参加者 場  所 

須子町自治会 45名 益田市須子町・高津川右岸 300m 
レインボー 5名 益田市高津・高津川左岸 20m 

横田花・花会 15名 益田市横田町・匹見川右岸 400m 

団 体 名 参加者 場    所 

江津本町花の会 18名 江津市江津町・江の川左岸 280m 

市村自治会 20名 江津市・江の川右岸 1.800m 
鹿賀自治会・春日昭和会 53世帯 江津市桜江町・江の川左岸 1,800m 

甘南備の里 60世帯 江津市桜江町・江の川右岸 45m 

木路原自治会 51世帯 川本町木路原・江の川左岸 20m 
浜原新町自治会 18世帯 美郷町浜原・江の川右岸 150m 
上野連合自治会 15世帯 美郷町上野・江の川右岸 200m 

谷住郷自治振興協議会 210世帯 江津市谷住郷・江の川右岸 1,300m 

岩貝・大元花の会 10名 

渡津小学校 25名 江津市渡津町・江の川右岸 10m 

因原自治会 260世帯 川本町因原・江の川左岸 360m 

江津市渡津町・江の川右岸 320m 

岩貝・大元花の会 

市村自治会 
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水辺ＥＮ組プログラム 

大塚自治会 

高橋建設㈱ 
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23名 益田市飯田町地先・高津川左岸

益田市中島町大塚地先・高津川右岸

高橋建設㈱ 

大塚自治会 

上野連合自治会 
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４ ４．石見の地域づくり ～地域とともにつくる～地域・地元との協力 

ボランティア・サポート・プログラム 

 ボランティア・サポート・プログラムとは 
■実施概要 
 「ボランティア・サポート・プログラム」とは地域住民、地元企業及び道

路管理者が協力して道路の清掃美化活動を行い、地域住民共有の生

活空間である道路への愛着心を深めるとともに、道路利用者のマナー

向上を啓発することを目的としています。 
 浜田河川国道事務所管内でも、今後活動を広げて行く予定です。 

■活動団体と活動に対する表彰 
 「ボランティア・サポート・プログラム」は多くの方に参加頂いています。

その活動が評価され、多くの団体が表彰されています。 
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はなを愛する会（パナックしながわ） 5名
青葉会 17名
はなさか 3名
（株）中電工　益田営業所 25名
津和野花づくりボランティアグループ 10名
渡津花づくり同好会 25名
寺戸周平ファミリー 2名
山本利男ファミリー 2名
（株）石西社（シルクウェイにちはら） 12名
安田婦人会 23名
神田花クラブ（本町） 24名
国府地区国道県道改善促進期成同盟会 23名
ローソン　浅利江津店 19名
島根トヨペット（株）益田店 13名
（公社）益田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ中吉田班 33名
（社福）いわみ福祉会桑の木園 27名
コスモス会 5名
(株)　I　S　P 83名
永瀬石油（株）西部支店 4名
(株)　野村組 23名
大成電気水道工業（株） 11名
石西スズキ販売（有） 3名
（公社）島根県トラック協会益田支部 15名
（株）徳一益田店 5名
安田地区ボランティア協議会 26名
ナイキＡＣＧファンクラブ・しまね自然歩道クラブ 11名

H２１ 山陰中央新報浜田販売店 11名
地域を明るくする会 14名
大滝を美しくする会 6名
（株）マシノ 7名
渡津万寿会大元支部 19名
ライラックス 2名
ナルク益田 14名
（株）オープンハートアライヴ 7名
アイフルホーム浜田店（株）イワナミ 7名

計３５団体　（浜田１６・益田１９） 536名

Ｈ１５
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Ｈ１４

Ｈ２４

H２６

Ｈ１６

H１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ20

H２２

事務所長表彰 局長表彰 道路協会長表彰 大臣表彰 大臣表彰

（国土・道路） （国土交通功労賞） （道路功労者） （道路ふれあい） （みどりの愛護）

青葉会(H24)
津和野花づくりボランティアグ

ループ(H23)
安田婦人会(H21)

津和野花づくりボランティアグ

ループ(H26)
青葉会(H25)

国府地区国道県道改善促進規

成同盟会(H24)
(株)中電工益田営業所(H22)

国府地区国道県道改善促進規

成同盟会(H25)

(株)中電工益田営業所(H24) 神田花クラブ(本町)(H23) (株)中電工益田営業所(H26)

(株)石西社(ｼﾙｸｳｪｲにちは

ら)(H25)

山陰中央新報浜田販売店会

(H24)

(公社)益田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

中吉田班(H25)
島根トヨペット（株）益田店(H24)

(福)いわみ福祉会桑の木園

(H25)

はなを愛する会(H26)

寺戸周平ファミリー(H26)

コスモス会(H26)
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４ ４．石見の地域づくり ～地域とともにつくる～みちを活かした地域づくり

夢街道ルネサンス 

夢街道ルネサンスとは

 「夢街道ルネサンス」とは、「みち」と「地域」の一体的な発展を目指すため、歴史・文化・自然などの魅力を再発見し、地域資源

を活かした地域づくりを支援するものとして、中国経済連合会と中国地方整備局が推進しているものです。その取り組みの一環

として、平成１３年度に「夢街道認定制度」を創設し、地域が主体となって地域づくりを展開していけるように支援を行っています。 

浜田河川国道管内の認定地域

■天領江津本町甍街道 (平成15年度認定)
 江の川に近い旧山陰道沿いに、白壁・赤瓦の近世・近代

の建築物が約100戸集まっています。江戸時代には、多く

の回船問屋があり、物流の拠点として栄えました。明治10

年建築の旧江津市本町郵便局舎は洋館のデザインを取り

入れているなど、貴重な建築物がまとまって残っています。 

江津本町界隈 旧江津本町郵便局舎 

■ますだ歴史浪漫街道 (平成16年度認定)
 益田地区は中世に城下町の役割を終え、商人の町と

なったため、町が大きく再編されることなく現在に至り、

細長く入り組んだ短冊状の地割りや食い違いの道など

中世城下町の地割りが残り、由緒ある寺院や歴史も多く

残されています。 

妙義寺（みょうぎじ）へ続く石橋 

■美郷町石見銀山街道 (平成23年度認定)
 美郷町を通る銀山街道には数々の難所があり、その

過酷な道筋とは相反して、清々しく華麗な景観と風土が

広がっています。町を通る街道は約28kmあり、銀山街

道の古い道筋、小原宿の街並み、風格ある幕末の本陣

などが残されています。

■石正美術館と石州和紙の里、潮路なぎさみち

(平成24年度認定)  三隅町は、重要無形文化財「石

州半紙」を含む伝統的工芸品「石州和紙」が有名で、三

隅川の河口に位置し、古くから海と川舟を繋ぐ河口港と

して栄え、古市場、湊浦、古湊などの地名や風情ある赤

瓦の町並みが今も残っています。 

http://www.cgr.mlit.go.jp/cgkansen/ 
yumekaidou/pc/index.html 

半駄が峡 酒谷口番所跡 湊浦の町並み（酒蔵：環日本海） 湊浦の展望 

鍵曲がり（妙音寺前） 
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 「夢街道ルネサンス」認定

地区は平成２６年度に４０地

区になりました。浜田河川国

道事務所管内には４箇所の

「夢街道ルネサンス」認定地

区があります。 


