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は じ め に 

発足以来の テーマ「自然・環境・観光」 を継承しての 観光エコ活動が６年を経

過しました。この間、まちづくり協議会の委員を始めとする大勢の地域住民の

皆さんの協力を頂き、誠に有り難うございました。一年間の活動のあゆみを紹

介します。 

 

○ 主な活動日程   赤字・活動  緑字・全体会議  黒字・その他 

平成２６年４月１０日    『鹿野沢遊歩道植栽活動』     （鹿野沢地区） 

       ２８日    第１回まちづくり協議会      （ロッジとんち） 

５月 ８日    『活動のあゆみ』仕分け作業      （水上支所） 

８～１２日  『花見山整備活動』         （小日向地区） 

８～１２日  『モミジ植え活動』         （小日向地区） 

１５日    『３地区合同意見交換会』      （水上公民館） 

２２日     平成２５年度会計監査      （役場水上支所） 

２７日    第２回まちづくり協議会      （水上公民館） 

６月 ４日    『ＳＬ転車台広場整備活動実行委員会』（鹿野沢地区） 

 ６日    『スイセン球根掘り』      （ノルンスキー場） 

６日    『島神峡周辺整備活動（樹名板取付）』 （島神峡遊歩道） 

９日    湯原地区『ヒガンバナ植え活動』  （水紀行館周辺） 

１０日    『３地区合同意見交換会』       （新治支所） 

１２日    『ヤマブキ植え活動』         （綱子地区） 

１２日    『ＳＬ転車台広場整備活動』     （鹿野沢地区） 

１２日    川上地区『ヒガンバナ植え活動』  （ふれあい広場） 

１７日    『ＳＬ転車台広場整備活動』     （鹿野沢地区） 

７月 ３日    第３回まちづくり協議会       （綱子会館） 

４日    『水紀行館土手草刈り作業』      （湯原地区） 

２１日    『SL 転車台広場草刈り作業』     （鹿野沢地区） 

２７日    『SL 転車台広場草刈り作業』     （鹿野沢地区） 

２９日    『SL 転車台広場草刈り作業』     （鹿野沢地区） 

３１日    『SL 転車台広場草刈り作業』     （鹿野沢地区） 

８月２１日    第４回まちづくり協議会   （北部生活改善センター） 

２７日    『３地区合同樹木観察会』     （島神峡遊歩道） 

２７日    『３地区合同意見交換懇親会』     （辰巳館） 

９月１７日   『藤原地区周辺整備活動』湖畔公園草刈り （藤原地区） 

１９日   『ヒガンバナ植え活動』雑草刈り  （水紀行館周辺） 

２１日    『SL 転車台広場草刈り作業』     （鹿野沢地区） 

２５日   『活動現場視察研修』実行委員会    （水上公民館） 

３０日    『裏見の滝周辺整備活動』       （藤原地区） 
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１０月 ２日    第５回まちづくり協議会        （綱子会館） 

 ９日    『活動現場視察研修』       （水上地区全域） 

１５日    『水上駅イルミネーション改修』   （鹿野沢地区） 

       ２２日    第１回まちづくり協議会役員会議   （水上公民館） 

２６日    『こどもフェスティバル』への協力（カルチャーセンター） 

１１月１日    『ＳＬ転車台広場整備』花プレゼント （鹿野沢地区） 

７日    『ＳＬ転車台広場整備』花植え    （鹿野沢地区） 

１１月１２日    第６回まちづくり協議会       （水上公民館） 

１４日    『水上中学校植栽活動樹名確認』   （水上中学校） 

２３日    『ベンチ設置活動』        （水上地区全域） 

２６日    『こどもフェスティバル』反省会議  （みなかみ公民館） 

１２月１１日    『３地区合同意見交換会』      （水上公民館） 

１８日    第７回まちづくり協議会       （水上公民館）

平成２７月２月 ９日   『３地区合同意見交換会』   （みなかみ中央公民館） 

       １２日    第８回まちづくり協議会       （湯原会館） 

２５日    『３地区合同視察研修』    埼玉県戸田市・川越市 

      ３月 ２日     第２回まちづくり協議会役員会議   （水上公民館） 

１７日    第９回まちづくり協議会        （水上公民館） 

 

 

平成２６年度 水上地区まちづくり協議会名簿 

区 
 
 
 
 
 

長 

藤原上 中島 伸一 

区
か
ら
の
推
薦
者 

藤原上 中島  京 区
以
外
の
推
薦
者
及
び

自
薦
者 

角田 行雄 

藤原中 雲越 利雄 

藤原中 

吉野 純一 福井  誠 

藤原下 林  明男 中島 真人 中島 信義 

粟 沢 阿部 友太郎 山崎 健次 中澤 裕子 

綱 子 平原 文雄 
綱 子 

徳島 伸泰 木村 直治 

幸 知 岩井 敏明 阿部 尚樹 久保 隆志 

湯桧曽 清滝 明則 大 穴 狩野 弘幸 

 
大 穴 水野 賢二 

鹿野沢 
飯田 奈津子 

鹿野沢 木村 邦夫 丸山 徳章 

小日向 木村 和男 小日向 木村 一夫 事務局 

寺 間 石坂 是義 小仁田 鈴木 敏雄 まちづくり交流課 宮崎 育雄 

小仁田 鈴木 重夫 
湯 原 

渡部 俊之 
まちづくり交流課 

地域振興グループ 

阿部 澄雄 

川 上 五十嵐 恒二 松本  満 竹内 理恵 

湯 原 鈴木 勝男 粟 沢 阿部 房芳 小此木 猛 

阿能川 阿部 宗明 幸 知 阿部 喜翼 

 谷 川 平原 良男 
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１『鹿野沢遊歩道植栽活動』 平成２６年４月１０日（２５年度活動） 

実行委員長 角田行雄  責任者 山口茂樹 

場所 鹿野沢地区  

目的 昨年度末に予定していた植栽活動が雪の為延期になり実施されました。この活

動で観光振興はもとより、活動による地域住民のコミュニティーを広める事を

目的とする。 

   

ヤエザクラの植え込み作業の様子         現場の風景 

   

 重機を使っての植え込み              植え込み場所の整地作業 

          
          参加した地域住民の皆さん 
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２『島神峡周辺整備活動』平成２６年６月６日 実行委員長 阿部尚樹 

場所 水上地区中部（島神峡周辺）  費用 金５，０２０円 

目的 水上地区中部にある島神峡周辺を多くの地域住民で整備（５年計画）し観光振

興はもとより、地域住民のコミュニティーの場所としていく事を目的とする。 

樹名板設置作業６月６日 

    
使用した『樹名板』       鈴木副会長中心に事前打合せ 

   

参加者に木の葉を見せて樹名の説明。       取り付け作業 

        

参加メンバー（森林管理署の根岸さんも参加）     設置された樹名板 
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３『ベンチ設置活動』 平成２６年１１月２３日  実行委員長 鈴木敏雄 

場所 水上地区全域  費用 金６０２，２０１円 

目的 水上地区の素晴らしい自然環境を再発信し、より多くの人々に認識してもらう

ために、地域の景観スポットや公共施設に地元産間伐材を利用した休憩用ベン

チを設置し、観光振興や地域の活性化を図ることを目的とする。 

今年度の配布先   旧戸部家住宅  水上駅から水紀行館までの歩道沿い 

湯原温泉公園水上橋側  大峰神社周辺  水上駅ＳＬ転車台広場  

  

今年度用意した３０基のベンチ     配布前の鈴木実行委員長挨拶 

  
ＳＬの横に置いたベンチ          水上小学校下歩道のベンチ 

        

  旧戸部家に置いたベンチ、西側          東側 
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４『ヒガンバナ植え活動』  平成２６年６月９・12 日 実行委員長 中島真人 

場所 水紀行館横・川上ふれあい広場  費用 金１６，９７９円 

目的 各地域にヒガンバナを植えることで、コミュニティーを広げるとともに観光振

興や住民の安らぎを目的とする。   
水紀行館横、親水公園  ６月９日  責任者 鈴木勝男 

  

親水公園の土手へ植え込みました。     参加した地域の皆さんです。 

  

９月１９日の草刈り作業、湯原地区住民２３名で実施しました。 

川上、ふれあい広場  ６月 １２日  責任者 五十嵐恒二 

  

作業風景           参加した地域の皆さんです。 
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５『活動現場視察研修』  平成２６年１０月９日 実行委員長 中澤裕子 

場所 水上地区全域  費用  金１０，８０８円 

目的 活動現場を視察研修することにより、活動の内容を確認し検証する事と協議会

委員の親睦が目的です。  
今年は月夜野地区まちづくり協議会、嶽林寺住職の鈴木潔州さんにも参加頂きました。 

  

滝の裏で遊歩道の確認        ヨシを伐採した東屋周辺を視察 

  

 ベゴニアが満開のＳＬ転車台広場      川上、ふれあい広場での視察 

  

花見山に登っての説明         裏見の滝看板で記念撮影 
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６『藤原地区周辺整備活動』  平成２６年９月１７日  実行委員長 山崎健次 

場所 藤原地区全域  費用 金５，２４０円 

目的 藤原地区全域を整備することで、地域全体のコミュニティーを強化するととも

に観光振興を図り自然環境を大切にしていきます。 

 藤原湖畔公園、草刈り作業  ９月 １７日   

  
伐採作業と参加したメンバー 

７『スイセン掘り活動』  平成２６年６月６日   責任者 中澤裕子 

場所 ノルンスキー場・鹿野沢地区  費用 金７，５０４円 

目的 ノルンスキー場から頂いたスイセンを各地域に植えることで、地域住民のコミ

ュニティーを広めるとともに観光振興や住民の安らぎを目的とする。   

 

  

雨の中での球根掘り作業風景        掘り出した球根と参加メンバー 

 

ノルンスキー場のスイセンの球根は『ＳＬ転車台広場整備活動』

『諏訪峡遊歩道』に使わせて頂きました。 
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８『裏見の滝周辺整備活動』  平成２６年９月３０日  実行委員長 吉野純一 

場所 藤原地区  費用 金２６７，５５６円 

目的  藤原地区にある裏見の滝周辺を地域住民で出来る範囲の安全対策を施し整備

して、観光振興はもとより、地域住民のコミュニティーを高める事を目的とする。 

 

  

現地に資材を運びコンクリを練って歩道の補修 

  

13 名の地域住民で歩道整備と看板設置 

  

設置された看板と作業に参加したメンバーです。 
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９『３地区合同意見交換会』 

 

期日・場所  平成２６年 ３月１９日  役場本庁舎（月夜野） 

平成２6 年  5 月 1５日  水上公民館（水上） 

平成２6 年   ６月１0 日  新治支所 （新治） 

平成２6 年 １２月 1１日  水上公民館（水上） 

平成２７年 ２月 ９日  みなかみ中央公民館（月夜野） 

 

 

目  的 ３地区のまちづくり協議会委員の代表者で意見交換会をする事で親睦を図

と共に、それぞれの協議会への理解を深め、全体の融和を目的とする。 

 

 

  

５月１５日 水上公民館        ６月１０日 役場新治支所 

 

 

 今年度になってすぐに３地区合同での講演会実施について検討が始まり、一度は７

月上旬に開催することになりましたが、講演者とのスケジュールの調整がつかなく開

催が持ち越しとなりました。但し、今後は各地区で講演会や勉強会を行う場合は合同

で開催することが合意され、全協議会委員での意見交換会（8 月 27 日樹木観察会後実施）

も決定しました。（平成２６年３～６月会議） 

 又、１２月の会議では３地区全体でみなかみ町の花ヤマブキを植える提案が出され、

その後、各地区の協議会で採択されました。 

   

 

 

平成２７年度から町全体でヤマブキ植えが実施されます。 
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１０『３地区合同樹木観察会』 

期日・場所 平成２6 年 ８月２７日 島神峡遊歩道（水上） 

 

  

鈴木敏雄副会長から樹木の説明       島神公園での集合写真 

観察会の後、意見交換会を実施。 

 

 

１１『水上駅イルミネーション改修』 平成２６年 10 月 15 日  

担当 駅前共栄会 

                               

場所 水上駅舎横        費用 金 ３８８,８００円 

移設後、チューブの防水の劣化により破損し点灯しなくなった為に改修しました。 

 

 

 

           改修後イルミネーション 
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１２ 『花見山整備活動』 平成２６年３月２７日   （サクラ植え） 

   平成２６年５月８～１２日（モミジ植え）実行委員長 木村直治 

場所 小日向地区、諏訪峡大橋正面 費用 金４０９，７３３円 

目的 水上地区の玄関口になる諏訪峡大橋正面の花見山にサクラやモミジを植えるこ

とで観光振興を図るとともに、後世に渡って地域の自然環境を大切に守って行くこ

とを目的とする。 

  

３月２７日の苗木を植え。       スイセン・ヒガンバナ植え作業 

  

スイセン・ヒガンバナ植え作業のメンバーです。 

インフォメーション 

みなかみ町のホームページで各地区まちづくり協議会の活動状況を閲覧出来ます。 

まちづくり協議会へのアクセス方法 

①みなかみ町ホームページ http://www.town.minakami.gunma.jp/index.html 

②トップページの        をクリック！ 

③       の 地域振興 をクリック！ 

④       の 地区まちづくり協議会  をクリック！ 

 



14 

 

１３『ＳＬ転車台広場整備活動』 平成２６年６月４・１２・１７日 

場所 水上駅ＳＬ転車台広場  費用 金１２７，２７３円 実行委員長 木村邦夫 

目的  観光客や地域住民の集まる水上駅ＳＬ転車台広場を整備する事で、観光振興

を図るとともに地域住民のコミュニティーを広げ憩いの場所とする。 

 

   

６月４日実行委員会で活動方針を検討。     １２日の花壇整備活動 

   

円形花壇は回りに石を積みました。   １２日花壇整備の参加メンバーです。 

   

１７日花植え作業風景        １７日花植え参加メンバーです。 

６月１８日（翌日）の上毛新聞に掲載されました。 
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１４『ヤマブキ植え活動』 平成２６年６月１２日 実行委員長 徳島伸泰 

場所 綱子地区 他   費用 金６０２，６６４円 

目的  みなかみ町の花ヤマブキを各地区の道路沿いに植えることで、多くの町民や

観光客に知ってもらうとともに地域の環境整備を目的とする。 

   

小日向街道沿いに群生しているヤマブキ     準備したヤマブキの苗（100 株） 

 

   

植え込み作業風景         参加したメンバーです。 

 

見本のヤマブキの苗（八重） 

年度内に与謝野晶子公園を中心とした諏訪峡遊歩道に植える予定でしたが残雪がある

為に四月以降に延期されました。（今回、注文したヤマブキの苗は１，０００株です） 
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１５ 『３地区合同視察研修』   平成２７年２月２５日 

『埼玉県戸田市 、リサイクルフラワーセンター』 

① 市民から生ゴミ回収→②堆肥作り→③花を種から育てる→④花を市民に配布する。 

一連の作業をＮＰＯ法人に任せ障害者や高齢者の雇用の場を創る。 

    

リサイクルフラワーセンターと研修風景 

    

１時間で生ゴミから堆肥に        種から育てて経費を削減 

  

生ごみ１ポット(19Ｌ)で２４苗の花を提供  市職員・吉田義枝さんのユーモア交えた説明 
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『埼玉県川越市 、蔵の街』 

      

平日でも観光客でにぎわう町並み     薬師神社の鐘つき塔 

『埼玉県坂戸市 、聖天宮』＜中国・台湾三大宗教の一つ道教のお宮＞ 

     
鮮やかな朱色の回廊         一枚石から掘られた竜の彫刻 

 

本堂前での記念撮影（委員２６名・事務局３名） 
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平成２６年度第１回まちづくり協議会終了後の写真です。 

 

 

 

 

編 集 後 記 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年度から始まった『３地区合同意見交換会』が実を結び、合同での『樹

木観察会』や全委員を対象とした意見の交換を行いました。又、月夜野地

区の『こどもフェスティバル』で交流を深め、次年度に向けてはみなかみ

町の花ヤマブキを、３地区全体で植えていく事も決定しました。これから

の活動にご期待下さい。 

平成２７年度も地域の皆さんの御理解・御協力を心よりお願い申し上げま

して編集後記とします。 

『活動のあゆみ』編集委員  

鈴木敏雄 ・ 中澤裕子 ・ 福井誠 
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■発 行：水上地区まちづくり協議会 

事務局：みなかみ町役場 まちづくり交流課 地域振興グループ 

〒379-1313 みなかみ町月夜野 1744-1 

TEL / 0278-25-5028（直通） 
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