
作木ふるさとサポーター 
～作木の出身者や地縁者等のご加入をお願いしています～ 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

  

〈呼びかけ団体〉 

作木町地域づくりネットワーク協議会 

･作木町自治連合会 

・ＮＰＯ法人元気むらさくぎ 

・三次市作木支所 

・三次広域商工会作木支所 

・ＪＡ三次作木支店   〈抜粋〉 

令和元年７月作成 



作木ふるさとサポーターに加入いただけませんか？ 
 

  作木町は、「高齢化社会」、「少子化社会」、「限界集落」、さまざまな言い方で呼ばれ、 近

では「消滅集落」とまで言われ地域に住むものとして、非常に悔しく思っています。 

 我が国の高度経済成長を支えたのは、貴重な労働力として社会に貢献し、田舎に生まれた

世代です。 

 平成１６年４月１日の、「平成の大合併」により、１市４町３村が合併し、作木村は、合併後一

段と過疎化が進み作木の将来への懸念が払しょくできません。 

 作木町の現状を見てみますと、作木小学校の児童数は４９名（令和２年４月現在）の状況で

す。平成１４年度に３つの小学校が統合して以来、初めて平成２８年度から一部の学年が、複

式学級となりました。そして、近年目立ってきているのは、出生者数の減少で、1 年間に生ま

れてくる新生児数も数名程度の状況です。また、空き家も増え、地域行事の存続も厳しくなっ

てきています。 

 

元気な里！さくぎを目指して頑張っています！ 
 都会にはない作木の豊かな自然や資源、伝統や文化等しっかりと継承していくために、作木

に残った私たちは、作木を愛し、地域の絆を大切にして、『人と人、人と地域との関わりを大切

にした、心と心がふれあうゆとりある暮らしづくり』をまちづくりの基本理念として、将来像であ

る『元気な里！さくぎ』を目指した町づくりを推進しています。 

 江の川沿線では、名残を惜しむ多くのファンが詰めかけてくれた中「ＪＲ三江線」は平成３０年

４月１日を以って廃線となりました。三江線の代替交通として新たに運行が始まった代替バス

の利用も低迷している状況です。 

また、このような状況の中、江の川カヌー公園さくぎに待望の入浴施設が平成３０年４月２２

日にオープンしました。訪れた方がくつろいだり 楽しんだりできるスポットになることを期待し

ています。 

これからも、常清滝や江の川などの資源を活かしつつ、都市と農村との交流拠点として江の

川カヌー公園さくぎを中心に、観光入込客を増やしながら、定住人口の増加に結びつける取

組み進めていきます。 

 作木を愛し、作木に誇りを持ちながら、みんなが生き生きした活気のある作木の実現をする

には、ふるさとである作木のために何か協力していきたいと考えておられるみなさんのご協力

とご支援がどうしても必要です、皆様のサポーター加入お待ちしております。 



  

作木ふるさとサポーターにご加入ください。 
  作木がいつまでも、「元気で暮らしやすいまち」、「誇りに思えるまち」、「心が和み癒されるまち」、

「住んでみたいまち」、「住んでいて良かったと思えるまち」であり続けられるよう、作木を愛し、作木の

ために何か自分の出来ることなら応援したいとの気持ちがあるみなさんのご加入をお待ちしています。 

『作木ふるさとサポーター』に加入していただくと、作木の情報やイベントの案内等を年に４回程度、

お知らせします。是非このサポーターの主旨をご理解いただき，ご加入下さい。 

作木を盛り上げたいとお思いの方も是非加入ください。 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ き り と  り せ ん ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

≪作木ふるさとサポーター加入申込書≫ 

     私は、作木ふるさとサポーターの主旨に賛同し加入を申し込みます。 

 

   年   月   日 

※ ご提供いただいた情報は作木ふるさとサポーターさんとの情報交換や事務局からのお知らせなど

に使わせていただきます。他の目的には，一切使用いたしません。 

【申込先】 ７２８－０１２４ 広島県三次市作木町下作木 674 

                三次市作木支所（地域づくり係） 

                （電話 0824－55－2111 ＦＡＸ 0824－55－3678） 

      ７２８－０１２４ 広島県三次市作木町下作木 905－2 

                  文化センターさくぎ内 作木町自治連合会事務局 

                （電話 0824－55－2115 ＦＡＸ 0824－55－7010） 

  －提出期限は、ありません。随時お申し込みください。(申込は、どちらでも構いません)－ 

 

 【情報提供サイト】 『江の川カヌー公園さくぎ（ＮＰＯ法人元気むらさくぎ）』 

             ホームページ『http://www.genkimurasakugi.or.jp/』をご覧ください。 

（ふりがな） 

お名前 

  

ご住所 

〒 

出身地区 

（○印を） 

・岡三渕 ・森山西 ・森山東 ・森山中 ・伊賀和志 ・大津 

・大畠 ・光守 ・西野 ・上作木 下作木上 ・下作木下 ・香淀下 

・香淀上 ・門田 ・大山 ・その他(                             ) 

自宅電話番号  自宅メールアドレス  

携帯電話番号  携帯メールアドレス  

自由記入欄  
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