
平成2 9年度朝日地区まちづくり協議会の概要 

組 織 名 称 舘腰地域まちづくり協議会 三面地域まちづくり協議会 たかねまちづくり協議会 猿沢地域まちづくり協議会 塩野町地域まちづくり協議会 

設 立 年 月 日 平成２４年３月１８日 平成２４年３月８日 平成２４年３月２５日 平成２４年３月２７日 平成２４年３月１８日 

人  口（H29．４．１） ２，２６０人 １，２４９人 ２，３１４人 １，９１７人 １，９３６人 

行 政 区 数 １１区 １０区 ８区 ９区 ８区 

辺地行政区数・点数 ４区 ・ ６２１点 ２区 ・ ２２０点 ３区 ・ ４６０点 －  ・  － ２区 ・ ３０３点 

ま ち づ く り の 

理 念 、 目 標 な ど 

生きがいとふれあいに満ちた心豊かな暮ら

しのあるまち 舘腰 

三面の雄大な自然と伝統・風景を大切にし

がら、活気と地域愛に満ちたまちをつくる 

互いに支え合って固有の自然や歴史文化を

守り、暮らしやすい地域環境をつくる 

豊かな環境を守り、みんなの生きがいを生

み出す活力ある地域をつくる 

交流と助け合いを通じて、いつまでも住み

続けられる固有の環境を整える 

組 織 概 要 

◆役員 

会長１名、副会長２名、事務局長１名、

専門部正副部会長８名、理事13名、監事

２名 

◆代議員  40人 

◆専門部会 

産業振興部会、交流活動部会、 

歴史文化部会、総務広報部会 

◆役員 

会長１名、副会長２名、事務局長１名、 

理事９名、監事２名 

◆代議員  30人 

◆評議委員会（地域区長） 

◆専門部会（規約に名称規定なし） 

広報部会、交流企画部会 

◆役員 

会長１名、副会長２名、事務局長１名、

会計１名、理事27名、監事２名 

◆代議員  40人 

◆評議委員会（地域区長） 

◆専門部会 

広報部、環境福祉部、交流部 

◆役員 

会長１名、副会長２名、事務局長１名、

理事２６名(欠員１名)、監事２名 

役員外部員１名 

◆代議員  ４３人 

◆評議員会（地域区長、顧問） 

◆専門部会（規約に名称規定なし） 

まちづくり推進部会、交流事業部会、健

康福祉部会、産業開発部会、歴史環境部

会 

◆役員 

会長１名、副会長２名、事務局長１名、

理事25名、監事２名 

◆代議員  37人 

◆評議員会 8人（地域区長） 

◆専門部会（規約に名称規定なし） 

あぐりふれあい部会、スクラムネット観

光部会、ほっとニュースステーション 

Ｈ 2 9 予  算  額 

（うちまちづくり交付金） 

２，９９２，０００円 

（２，４０１，０００円） 

１，９１２，０００円 

（１，５０２，０００円） 

２，５９０，０００円 

（２，２２０，０００円） 

２，０４２，８４０円 

（１，７５０，０００円） 

２，９７３，２８４円 

（１，８４４，０００円） 

Ｈ ２ ９ 事 業 計 画 

産業振興部会 

■地域農産物を販売する仕組みを作る。 

・舘腰軽トラ市の開催（２回） 

  ８月、１０月 

■地域資源を生かしたイベントを企画し、

地域外との交流を図る。 

・田んぼアートの実施計画作成・準備 

交流活動部会 

■地域住民が交流、親睦を図る事業を企

画・開催する。 

 ・料理教室の開催 

 ・あいさつ運動の実施 

■地域住民が集い交流する拠点をつくる。 

 ・交流拠点の確保 

  モデル集落を選定し交流拠点確保のた

めの調査研究を行う。 

歴史文化部会 

■地域の歴史や伝統、食文化などを次世代

に伝える。 

 ・「わたしたちのたてこし.Vol2」の発行 

地域資源調査を実施し発行について検

討する。 

 ・（仮称）歴史ウォークの実施 

  地域散策に健康づくりの要素を取入れ

効果の拡大を図る。 

■地域資源の利用促進に取り組む。 

 ・竹を活用したイベントを実施する。 

 

広報部会 

■地域情報誌発行事業 

・まちづくり協議会の取組状況などを紹介

する広報紙を年４回発行する。 

■地域情報発信手法研究事業 

・効果的な情報発信手法を研究する。 

交流企画部会 

■三面大運動会および交流会 

・学校と地域が一体となった合同運動会を

行い、その後交流会を行う。今年で３回目。

５月27日開催 

■三面川釣り大会 

・三面地域の資源である三面川を舞台に子

どもから大人まで交流できるイベントを行

う。釣った鮎をあさひまつりで提供予定。 

三面川のクリーン作戦を同時開催予定。 

８月開催予定。 

協議会全体 

■集落活性化支援事業 

・助成金交付要綱に基づき集落等に助成金

を交付し、集落の活性化を支援する。 

予算額400,000円 

■三面太鼓事業 

・三面太鼓の練習等を支援する。 

■研修事業 

・役員のスキルアップ研修を行う。 

 

 

広報部 

■地域情報誌発行事業 

・まちづくり協議会の取組状況などを紹介

する広報紙を年４回発行する。 

■地域情報発信手法研究事業 

・効果的な情報発信手法を研究する。 

交流部 

■ふれあい交流広場 

・朝日みどり小学校作品展に併せて、郷土

料理での「味の文化祭」を開催する。 

開催日：10月中旬 

■高根天蓋高原夏祭り参画 

・高根フロンティアクラブ主催の夏祭りに

参画する。開催日：８月第１日曜日 

■地域のお宝冊子活用事業 

・お宝冊子を活用して、朝日みどり小学校

の冊子を活用した授業に講師派遣などを行

う。 

環境福祉部 

■クリーン作戦 

地域一斉にゴミ拾いを実施する。 

開催日：４月16日（日） 

■高齢者元気事業 

・地域の茶の間支援（１集落１万円まで） 

■地域ふれあい事業 

・あいさつ運動と夏休みラジオ体操を行う。 

 

 

まちづくり推進部会 

■広報紙「りーどご！猿沢」の発行 

・年４回（６月、９月、12月、３月） 

協議会の活動や、集落行事などを紹介する。 

■集落活性化支援事業助成金 

・集落や団体が実施する取組や事業を助成

金により支援する。 

■集落ＰＲ資料づくり基金 

・平成24～29年度の6年間で積立てる｡ 

■他団体との連携事業の推進 

・小学校保育園統合に合わせ関係者と協議 

交流事業部会 

■猿沢小学校盆おどり講習会 7月 

・小学生向けに太鼓と踊りの講習会を実施。 

■6/4 地区敬老会への支援 

・伝統行事である地区敬老会への運営支援

とステージイベントに協力する。 

■カーリンコン講習会 

・誰でも参加できる軽スポーツを推進し、

来年度は大会を開催する。 

健康福祉部会 

■｢地域の茶の間｣従事者支援 

･｢地域の茶の間｣の従事者（世話人）を対象

とした情報交換会を開催する。 

■「猿沢さわやか体操」の推進 

・猿沢小学校校歌に振付をつけた体操の周

知活動を展開する。 

■あいさつ＋１（プラスワン）運動 

あぐりふれあい部会 

■農産物加工品の販売（まちづくりコロッ

ケ） 

・地元の農産物を活かし、地域内の循環型

社会を拡大する。 

（材料を地域内生産者から購入、地元業者

が製造する「仕組み」を作る。コロッケは

学校給食に定期採用を頂いている。） 

■大収穫祭の開催 

・地域の食文化を再後世に伝えるため、地

元の食材を使った伝統料理で、塩野町地域

のコミュニティをさらに賑やかにするとと

もに、収穫祭を通じて地域の良さを再認識

する。 

『秋の大収穫祭』 

開催日：11月12日（日）10:00～14:00 

会  場：塩野町小学校体育館 

入場者：350程度見込み 

■学校行事支援・地域行事の開催 

・小学校行事等を通じ、世代交流を図る。 

新保岳登山、雪像まつり、スキー授業な

どの小学校行事に協力、また地域おこし協

力隊との連携を図り地域内の交流を促進す

る。 

■郷土料理レシピの収集の検討 

レシピ集の発行を目指し、レシピの収集方

法を検討する。 

スクラムネット観光部会 



組 織 名 称 舘腰地域まちづくり協議会 三面地域まちづくり協議会 たかねまちづくり協議会 猿沢地域まちづくり協議会 塩野町地域まちづくり協議会 

総務広報部会 

■まちづくり協議会の取組状況や地域の話

題などを紹介する情報紙を発行する。 

・まちづくり通信の発行 

 ４ページ 年４回（６、９、１２、３月） 

■インターネットを活用し、舘腰の魅力や

情報を積極的に外部へ発信する。 

 ・ホームページやフェイスブックの活用 

■集落行事や団体活動を支援する。 

 ・集落活性化支援事業の効果・効率化を

図る。 

  平成30年度の制度改正に向けた検討を

行う。 

■地域の課題解決に向けた研究を行い、対

策事業の実施に結び付ける。 

 ・空き家対策や医療機関等への移動支援

などの課題について対策を研究する。 

協議会全体 

■集落活性化支援事業 

・助成金交付要綱に基づき集落等に助成

金を交付し、集落の活性化を支援する。 

・予算額３３３，０００円 

■先進地視察研修 

■地域おこし協力隊の受け入れ 

 ・地域おこし協力隊の受け入れを促進し、

隊員と連携協力し、地域の活性化に取り

組む。（主に長津地区） 

 

 

■連携事業の推進 

・あさひまつりなどの連携事業を推進する

とともに、他地区との交流事業を検討する。 

・地域おこし協力隊等との連携を推進する。 

■地域課題の研究 

・三面太鼓を支援するとともに、今後の地

域課題に対して調査研究を行う。 

 

 

協議会全体 

■役員研修事業 

・役員のスキルアップ研修を行う。 

■集落支援事業 

・助成金交付要綱に基づき集落等に助成金

を交付し、集落の活性化を支援する。 

８集落×50,000円 

■連携事業の推進 

・あさひまつりなどの連携事業を推進する

とともに、他地区との交流事業を検討する。 

 

 

・地域ぐるみのあいさつ運動を展開する｡ 

・標語コンテストを開催する。 

産業開発部会 

■食のイベント 

・年２回、郷土料理伝承のため開催。 

■地域資源を活用した特産の開発 

・地域資源である檜原の絹糸と鵜渡路の羊

毛を混合した素材による製品開発を行う。 

■シルクフラワー製作体験 

・地域の茶の間向けのシルクフラワー製作

体験で普及拡大と技術継承を図る。 

■塩引きづくり体験 

・猿沢小学校と連携し、生徒へ食文化の継

承のため塩引きづくりの材料を提供する。 

歴史環境部会 

■集落マップづくり基金 

･平成24～29年度､6年間で積立てる｡ 

■猿沢地域資源調査事業 

・猿沢地域の魅力再発！集落ウォーキング 

5月21日(日)猿沢集落 

■猿沢地域一斉クリーン作戦 

・地域一斉で美化活動を行う。６月10日（土） 

■地域共通の木や花の植栽管理のための、

住民意向アンケート調査 

・H30に実施予定の事業の事前アンケート調

査を実施し、実施可否、植物種類を決定。 

協議会全体 

■先進地研修視察 

・行き先：未定（時期：未定） 

■地域内にあるさまざまなお宝箇所を再発

見し、地域資源として凝縮した『お宝マッ

プ』を作成し、地域全体で共有することに

より郷土愛を醸成する。  

・これまで行ってきた各集落お宝箇所の情

報整理を行い、編集作業中。（年度内完成を

予定。） 

■環境美化活動 

・完成したマップを活用し、集落散策イベ

ントを開催し、同時にごみ拾いなどの環境

美化活動を組み合わせて行う。 

ほっとニュースステーション 

■各集落の情報を取り上げ地域全体で共有

する。 

・地域まちづくり通信年４回発行、地域内

全戸配布約620世帯 

■集落活性化支援事業 

・集落等が行う事業に対して助成金を交付

する。 

８集落×助成金上限75,000円 

協議会全体 

■先進地研修視察 

・行き先：未定（時期：未定） 

■まちづくり学習会 

・地域全体の意識の高揚を図る。 

 

※視察と講演会は、それぞれ隔年になるよ

う、交互に開催する。 

H ２ ９ 総 会 日 程 

平成29年４月16日（日） 午後6時30分～ 

大吉亭 

来賓：地域区長、朝日支所長、小川小学校

長 

参加者 69人 

代議員 38人（うち委任状7人） 

平成29年４月18日（火） 午後７時～ 

布部集落センター 

来賓：地元市議、三面小学校長、教頭、教

員 

参加者 39人 

代議員 30人（うち委任状19人） 

平成29年４月16日（日） 午後４時～ 

朝日みどりの里 食堂 

来賓：地域内市議、朝日みどり小学校長、 

高根フロンティアクラブ会長 

参加者 73人 

代議員 36人（うち委任状7人） 

平成29年４月22日（土） 午後５時～ 

朝日みどりの里 食堂 

来賓：地域区長会会長、猿沢小学校長、朝

日支所長 

参加者 53人 

代議員 37人（うち委任状 20人） 

平成29年4月15日（土） 午後５時～ 

朝日みどりの里 食堂 

来賓：地域内市議、塩野町小学校長 

参加者 56人（事務局含む） 

代議員 35人（うち委任状11人） 

今 後 の 課 題 等 

・協議会認知度の向上 

・集落活性化支援事業の見直し 

・子育て世代など、若い世代のまちづくり

への参画 

・空き家対策や医療機関等への移動支援な

ど地域の課題解決に対する研究 

・協議会認知度の向上 

・代議員数など組織の見直し 

・将来に向けた地域の拠点づくり 

・女性、若手役員の担い手探しおよび育成 

・協議会認知度の向上 

・代議員数など組織の見直し 

・将来に向けた地域の拠点づくり 

・まちづくり計画の見直し 

・若手役員の担い手探しおよび育成 

・組織体制の見直し 

・協議会活動認知度の向上 

・若い世代のまちづくりへの参画 

・地域おこし協力隊と連携した取組 

 

・地域おこし協力隊と連携した取組 

・農産物加工品の継続（後継者・施設の確

保・品質研究・流通方法の検討） 

・協議会認知度の向上をはかり、若い世代

のまちづくりへの参画を促す。 

備 考 

 

  

 

 

※平成29年度地域まちづくり交付金総額60,000,000円〔人口割（65％）：39,000,000円、行政区割（28％）：16,800,000円、辺地加算（７％）：4,200,000円〕 

朝日地区（５協議会計） 9,717,000円 

村 上 10,895,000円  岩船 3,450,000円  瀬波 4,828,000円  山辺里 4,190,000円  上海府 1,239,000円  荒川 8,381,000円  神納 1,851,000円  神納東 1,331,000円  平林 1,658,000円  砂山 1,738,000円 

西神納  1,595,000円  山北 9,127,000円 


