城東地区 火災想定 訓練
去る 三月 二日 （日 ）午 前七
時か ら、 「城 東地 区火 災想 定
訓練 」が 実施 され 、ま ちづ く
り協 議会 の役 員も 、兼 務し て
いる 地元 城東 支部 防災 防犯 会
の 一員 とし て参 加し まし た。
火 元は 、東 新町 と西 新町 の境 目、 「津 山洋 学資 料
館 」の 付近 で、 火災 を発 見し た町 内
会 の皆 さん の初 期消 火が 功を 奏さ ず
大 きな 火災 にな って しま った とい う
想 定で 、津 山圏 域消 防及 び津 山市 消
防 団の 皆さ んが 大挙 して この 地区 へ
集 結す ると いう 非常 に大 規模 な訓 練
にな りま した 。
訓練 は、 圏域 消防 のは しご 車や 工
作車 、消 防団 のポ ンプ など をフ ルに 活動 させ 、三 〇
分ほ どで 鎮火 とい うこ とに なり まし たが 、皆 さん は
それ ぞれ 真剣 な態 度で 訓練
に参 加し 、そ の成 果は 大い
にあ った と感 じま した 。
昨年 の国 の重 伝建 地区 へ
の 指定 に伴 い、 この 城東 地
区 は地 域に とっ ても 住民 の
我 々に とっ ても より 一層 大
切 な宝 とな りま した 。こ れか らも こう した 訓練 に積
極 的に 参加 し、 不注 意や 事故
等 によ りこ の宝 を失 うよ うな
こ との ない よう 十分 注意 して
行きた いも のと 思い ます 。
訓練 参加 者の 皆さ ん、 大変
お疲 れ様 でし た。
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城東まちづくり協議会第二十・二十一回理事会
一 第二十回理事会（平成二十六年二
月三日）
報告事項・審議事項とも第二十一
回理事会とおおむね同じ議題となり
ましたので、左記にまとめて記述し
ます。
二 第二十一回理事会（平成二十六年三月三日）
① 報告事項
ア 二月十五日（土）午後二時から
ＮＰＯ倉敷町家トラスト倉敷伝建地区を守り
育てる会並びに備中地域町並み保全活性化会議
との情報交換会
イ 三月二日（日）午前七時から
城東地区火災想定訓練について
ウ 三月一日（土）午前七時から
大隅神社奉仕清掃
エ 二月四回にわたり山陽新聞に掲載されたコラ
ム「清流」について
オ 重伝建・建国千三百年を契機とした地域興し
事業計画に交付された県の補助金の件
審議事項
②

ア じば子のお家について
昨年来、三回の会議を重ね四月五
日（土）午前十時、いよいよオープ
ンの運びになりました。多数の皆さ
んのおいでをお待ちしております。
（次ページに続く）
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イ 第二十四回城東むかしまち反省事項について
今年度の第二十五回成功のため、しっかりと反
映させていくことで意見の一致を見ました。
ウ 城東まちづくり協議会第一号店「麺屋 ツナさ
ん家」のオープンについて
試 食 会 三月十四日（金）午後六時半から
オープン 三月十六日（日）午前十一時半から
エ 平成二十五年度城東まちづくり協議会総会開催
について
三月二十九日（土）午後六時から

春の訪れを告げる蕗の薹
まちづくり協議会広報の綱島
の畑の隅にたくさんの蕗の薹
が芽を出しました。
今年は、豊
作です。自
然の恵み、
有り難いで
すね。

第三回城東伝建地区六者会議
去る一月三十一日（木）午前十時半から、津山観光センター会議室において、
標記の会議が実施され、まちづくり協議会から本多会長、松井観光事業部長、綱
島広報部長が参加しました。
この会議は、津山市観光協会、津山市地域雇用創造協議会、津山市産業経済部
同歴史まちづくり推進室、同じく文化課及びまちづくり協議会の六者、並びにオ
ブザーバーとして津山市制作調整室長と久永市議が集い、城東地区を中心とした
津山市の観光事業の振興のため、話し合いを続けて今回が三回目になります。
今回の会議の重点は、昨年三月に策定された「城東地区歴史まちづくり計画」
の見直しについてということで、昨年八月の重要伝統的建造物群保存地区選定を
受け、城東の西地区の観光利便性を強化する必要があることから拠点施設である
苅田家町家群等の整備計画の具体化に伴い、行われたものです。
【主な改訂内容】
一 苅田酒造を主とした苅田家町家群の整備
二 津山ガスのガスタンク跡地への観光駐車場整備及び国道
五十三号線の交差点の改良
三 大橋東詰の空き地へのポケットパーク設置
等が考えられており、平成二十六年度から、逐次整備が進め
られていくことになりますので、我々住民としても、今後、
関心を持って見守り、また協力して行きたいものです。

今後の理事会の予定
次回の理事会は、四月七日（月
）午後七時から、城東屋敷におい
て実施致します。参加は自由です
ので役員にかかわらず、多くの皆
さんの参加を希望致します。

大隅神社奉仕清掃

（老人会）三月十五日（土）
午前七時から
（協議会）四月六日（日）
午前七時から
多数の皆さんの御参加を御願い
いたします。

編 集 後 記
三月に入り、ようやく春の訪れ
を感じることが出来るようになっ
て参りました。
「まちづくり通信」第十二号をお
届けします。
今回は、掲載記事が多く画像の
差し込みが少なくなってしまいま
した。字数が多く、少々読みにく
いかも知れませんが、ご勘弁下さ
い。今後は、城東地区の住民の皆
さんからの身近な話題も載せてい
きたいと思っております。
皆様からの御投稿をお待ちしてお
ります。

