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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７

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２７年４月 ６日  第１回まちづくり協議会         （綱子会館） 

       ６日  まちづくり協議会懇親会        （民宿なかじま） 

１３日  『活動のあゆみ』仕分け作業        （水上公民館） 

１３日  『ヤマブキ植え活動』実行委員会      （水上公民館） 

１７日  『花見山公園・三春滝桜視察研修』       （福島県） 

１７日  『ヤマブキ植え活動』              （谷川） 

１９日  『ヤマブキ植え活動』              （綱子） 

２２日  『ヤマブキ植え活動』             （小日向） 

２５日  『H25 ヤエザクラ植栽現場支柱補強』       （鹿野沢） 

２５日  『ヤマブキ植え活動』              （幸知） 

２６日  『ヤマブキ植え活動』              （寺間） 

２８日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動実行委員会』（鹿野沢会館） 

５月 １日  『ヤマブキ植え活動』          （藤原小中学校） 

４日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』署名活動  （ＳＬ転車台広場） 

             ７日  『水上中学校樹名板設置活動』打合せ    （水上中学校） 

１５日  『土合駅ベンチ設置』             （土合駅） 

１９日  『裏見の滝現地視察』材木伐採確認        （藤原） 

１９日  『裏見の滝周辺整備活動』            （藤原） 

２１日   平成２６年度会計監査            （水上公民館） 

２１日  『ヤマブキ植え活動』           （藤原西公園） 

 ２２日  『スイセン掘り』現地打合せ      （ノルンスキー場） 

２７日    第２回まちづくり協議会         （水上公民館） 

３０日   『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』花壇草刈り（SL 転車台広場） 

６月 １日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動実行委員会』（鹿野沢会館） 

           ２日  『スイセン掘り活動』         （ノルンスキー場） 

５日  『水紀行館横土手草刈り作業』         （湯原地区） 

８日    水上観光ガイド協会へＳＬ塗装署名依頼（商工会水上支所） 
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１１日 上越線沿線地域観光活性化協議会へＳＬ塗装署名依頼（観光センター） 

１２日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』花植え    （鹿野沢地区） 

２３日    第１回まちづくり協議会役員会議     （水上公民館） 

２５日   『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』水芭蕉公園整備（鹿野沢地区） 

２８日   武尊山山開き参加               （武尊神社） 

３０日   『水上中学校樹名板設置・ヤマブキ植え』   （水上中学校） 

７月 ２日   第３回まちづくり協議会          （綱子会館） 

３日   『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』署名活動  （SL 転車台広場） 

２０日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』花壇草刈り  （SL 転車台広場） 

２１日  『島神峡遊歩道樹銘板回収』       （島神峡遊歩道） 

８月 ６日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動実行委員会』  （鹿野沢会館） 

８日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』署名活動   （SL 転車台広場） 

１０日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』周辺草刈り  （SL 転車台広場） 

２０日   第４回まちづくり協議会    （北部生活改善センター） 

９月 １日    親水公園草刈り              （水紀行館横） 

２日   親水公園草刈り              （水紀行館横） 

             ８日  『刈り払い機講習会』           （水上公民館） 

９日   茨城県下妻市自治区長連合会役員視察研修参加 （水紀行館） 

１４日  『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』周辺草刈り  （SL 転車台広場） 

１６日  『３地区合同意見交換会』       （観光センター２階） 

１０月 １日   第５回まちづくり協議会         （綱子会館） 

８日   藤原湖畔公園草刈り             （藤原地区） 

１３日  『活動現場視察研修』           （水上地区全域） 

２４日  『こどもフェスティバル』への協力     （カルチャーセンター） 

２７日  『ヤマブキ植え活動』           （寺間運動公園） 

２８日  『ＳＬ塗り替え署名活動集計作業』       （鹿野沢会館） 

１１月 ６日  『ＳＬ塗り替え署名活動最終集計作業』     （鹿野沢地区） 

７日  『ＳＬ塗り替え署名用紙提出』           （水上駅長室） 

９日  『ヤマブキ植え活動』         （藤原湖畔公園公園） 

       １０日  『水上駅イルミネーション補修』        （鹿野沢地区） 

       １１日   『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』植栽活動（SL 転車台広場周辺） 

１２日    第６回まちづくり協議会         （水上公民館） 

１７日  『３地区合同視察研修』            長野県小布施町 

１２月１７日   第７回まちづくり協議会         （水上公民館） 

平成２８年２月１２日   第８回まちづくり協議会         （水上公民館） 

２３日  『表示看板製作』              （徳島実行委員長宅） 

３月 １日  『表示看板製作』              （徳島実行委員長宅） 

７日   第２回まちづくり協議会役員会議      （水上公民館） 

     ３月１７日   第９回まちづくり協議会          （水上公民館） 
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１『花見山公園・三春滝桜視察研修』   平成２７年４月１７日 

場所 福島県福島市・三春町 費用 金４８９,７３８円   実行委員長 角田行雄 

目的 発足当初から実施してきた植栽活動の為の視察研修と日頃から活動に参加して

いる地域住民と新たな参加者との親睦を図り、今後の活動を円滑にしてコミュ

ニティーを広げる事を目的とする。 

 

   

花見山公園でボランティアガイドから説明を聞く参加者 

 

   

観る方向で趣きが変わる三春滝桜 

   

 

花見山での集合写真 
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２『ＳＬ転車台広場周辺整備活動』   実行委員長 青柳譲二 

場所 水上地区鹿野沢    費用 金５８２,９７３円 

目的 ＳＬ転車台広場を中心とした周辺を整備する事で観光振興はもとより、地域住

民の繋がりを深めコミュニティーを広げていく事を目的とする。 

今年度の活動①SL 転車台広場花壇の花植え・周辺の草刈り活動②役場水上支所駐車場

へのサクラ植え活動③水芭蕉公園の整備④おいでちゃん公園補修整備⑤SL

（D51745）の塗装の為の署名活動 

 

  
4/28・6/1実行委員会で活動計画を検討   

『花植え・草刈り活動』 平成２７年６月１２日 

   

昨年整備した花壇へ植え込みました。   参加した地域住民の皆さん 

『水芭蕉公園整備活動』 平成２７年６月２５日 

   

水源からパイプを布設して水を引きました。 参加したメンバーです。 
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『職員駐車場サクラ植え・花壇整備活動』 平成２７年１１月１１日 

   

役場職員駐車場のヤエザクラ植栽と転車台広場花壇の花植え活動 

 
参加したメンバーです。 

『ＳＬ塗装の為の署名活動』 平成２７年５月４日～１１月７日 

○ 主 旨   ①水上駅ＳＬ転車台広場のＳＬを塗装する事でお客さんを気持ちよ

くお迎えすると共に貴重なＤ５１を大切に保存し後世に引き継ぐ事

を目的とする。 

        ②今回の署名活動を通じて地域の多くの人たちの繋がりを深めコミ

ュニティーを広げる事を目的とする。 

     

Ｄ５１７４５の状態と転車台広場での署名活動 

各種団体・企業・地域住民の皆さんのご協力で、総数４４５３名の署名を集める事

が出来ました。１１月７日に署名用紙を水上駅長に提出し、ＪＲ東日本高崎支社長に

検討して頂く運びになりました。 

署名活動に協力頂いた全ての皆さんに心から御礼を申し上げます。 

※今後の経過については改めて報告をさせて頂きます。 
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３『スイセン掘り活動』  平成２７年６月２日   責任者 中澤裕子 

場所 ノルンスキー場  費用 金３,９６８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。   

   
球根掘り作業                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転車台広場周辺整備活動』

『藤原地区周辺整備活動』『高日向町営住宅周辺』『島神公園（幸知）』に植え

させて頂きました。 

 

４『ヤマブキ植え活動』   実行委員長 徳島伸泰 

場所 水上地区全域   費用 金５７７,６４０円 

 

目的 みなかみ町の花ヤマブキを各地区に植えることで、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。 

 

     

ヤマブキの花         谷川地区 4/17 ポケットパーク前・ 

富士浅間神社周辺に植栽（100 苗） 
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綱子地区４月１９日に水路沿い・奥利根スノーパーク横に植栽（200 苗） 

 

  

小日向地区４月２２日に小日向街道沿いに植栽（200 苗） 

 

  

幸知地区４月２５日に島神公園に植栽（100 苗） 

 

  

寺間地区４月２６日にゲートボール場横・大峰神社付近へ植栽（100 苗） 
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寺間運動公園１０月２７日に植栽しました。  測量テープで目印 

 

参加メンバーです。 

『ヤマブキ看板制作』 平成 28 年 2 月 23 日 

カッティングシートを使用して徳島実行委員長を中心に看板を制作しました。 

 

アルミ板（タテ２０CM・ヨコ４５CM）で制作 

４０枚制作、今後ヒガンバナやモミジ・サクラの看板も検討しています。 

      

     カッティングシートの作成      シートの仕分け作業 
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５『ベンチ設置（土合駅階段）』平成２７年５月１５日 実行委員長 鈴木敏雄 

場所 土合駅  費用 金３,５５０円（ベンチは前年度購入品２基） 

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。 

   特に今回は土合駅階段の 160段目と 360段目にベンチを置き重い荷物を担いだ

登山客や観光客に腰を下ろして休んでもらう為に２基を設置した。 

 

  

集合写真             ４人で担いで運搬 

 

  

設置したベンチ         谷川岳登山に来た中学生 

 

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！ 
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６『水上中学校樹銘板設置活動』平成２７年６月３０日 実行委員長 中澤裕子 

場所 湯 原      費用 金１４８,４９９円(平成２６年度予算計上分) 

目的 平成２４年度の『水上中学校植栽活動』で植えた樹木に樹銘板を設置すると伴

に、みなかみ町の花ヤマブキを生徒・地域住民協働で植える事でコミュニティ

ーを広げることを目的とする。   
 

○樹銘板１３品種２６枚を設置とヤマブキ２００苗を植栽 

  

５月７日の打合せ         樹銘板の設置（３年生） 

○ヤマブキの植栽 

  

学園道路側の植栽（２年生）   東側フェンス沿いの植栽（２年生） 

 

 
参加者の集合写真 

翌日７月１日の上毛新聞に掲載されました。 
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７『活動現場視察研修』 平成２７年１０月１３日 実行委員長 中澤裕子 

場所 水上地区全域  費用 金９,４３６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。  

  

藤原小中学校のヤマブキ植え現場     藤原湖畔公園のヨシ刈りの現場 

  

鹿野沢水芭蕉公園の整備状況の確認    諏訪峡遊歩道の水害現場視察 

 

 

参加メンバーです。（裏見の滝駐車場） 
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８『藤原地区周辺整備活動』    実行委員長 山崎健次 

場所 藤原地区全域  費用 金１２,７８８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。 

 藤原小中学校、ヤマブキ植え活動    ５月 １日   

  

藤原小中学校・湖畔公園に植栽（100 苗）をうえました。 

 

全員での集合写真 

 藤原湖畔公園、ヨシ刈り作業  １０月 ８日   

  
参加メンバー            作業風景 
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藤原湖畔公園、ヤマブキ植え活動    １１月 ９日 

   

苗の運搬             植栽風景 

  

東屋周辺にも植栽しました。 

９ 『３地区合同意見交換会』 

期日・場所  平成２７年９月１６日    観光センター２階（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

り、それぞれの協議会への理解を深め、全体での取り組みを推進する事を

目的とする。 

 

議 題  ① 各地区のヤマブキ植え活動報告について 

        新治地区・・・・赤谷地区周辺に植栽。 

        月夜野地区・・・矢瀬親水公園周辺に植栽。 

        水上地区・・・・全域に植栽。（本誌参照） 

     ② ３地区合同視察研修について 

        長野県小布施町（案）内容説明。（１１月１７日実施） 

     ③ こどもフェスティバル協力依頼（月夜野）について 

        １０月２４日カルチャーセンターにて 

        水上地区については受付に２名参加 

④ 水上地区の活動現場視察研修への参加依頼について 

     月夜野地区の小野幹雄さんに参加して頂き(10/13)実施しました。 
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１０『裏見の滝周辺整備活動』平成２７年５月１９日  実行委員長 吉野純一 

場所 藤原地区  費用 金７４,７４１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広げる事を目的とする。 

作業日に合わせて観光課と森林管理署の視察も行われました。 

 

  

毎年雪解けに行う橋の手摺の取り付け     案内看板の設置作業。 

 

  
階段や歩道の清掃作業 

 

 
参加者の集合写真 
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１１ 『３地区合同視察研修』   平成２７年１１月１７日 

場所 長野県小布施町 

毎年恒例の視察研修を今年は長野県小布施町で実施されました。 

小布施町では平成１２年度から『おぶせオープンガーデン事業』を実施。 

一般家庭 99軒・公共施設 3軒・店舗 28軒・合計 130軒が登録（平成 26年度現在） 

  

バラを中心としたオープンガーデンハウス NO31の関谷さんの庭を見学。 

  
落ち着いた外観の酒蔵       歩道に整備した花と街路樹 

    

参加者の皆さん『フローラルガーデンおぶせ』 
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１２ 『刈り払い機講習会』 平成２７年９月８日 責任者 鈴木敏雄 

場所 水上公民館     費用 金３８１,５００円 

 

目的  平成２１年度にまちづくり協議会が発足してから、水上地区では花木の植栽

を中心に活動して来ました。それに伴い下草刈り等で刈り払い機を頻繁に使用してき

ましたが、講習を受けていない人が多くいる為、今回講習会を実施して安全面や機械

の取り扱いを勉強する事で事故無く活動する事を目的とする。 

※講習を受講することが法律で義務づけられています。 

   

朝の受付           刈り払い機の構造説明 

 

   

法令の講義          チップソー研磨の研修 

 

 
受講者の皆さん 
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平成２７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『３地区合同意見交換会』で合意したみなかみ町の花ヤマブキを

町内全域で植える活動も始まり、水上地区では 1400 株の苗を各地区に

植える事ができました。又、昨年に引き続き月夜野地区『こどもフェステ

ィバル』へ参加し交流を深め、刈り払い機の講習では 60 名の参加者を募

り、新たな活動の仲間を増やす事が出来ました。今後の活動にご期待下さ

い。 

平成２８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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平成２７年度 水上地区まちづくり協議会名簿 

区 
 
 
 
 
 

長 

藤原上 中島 保雄 

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 栄一 

藤原中 

吉野 純一 福井  誠 

藤原下 濱名 徳恵 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 阿部  清 粟 沢 阿部 房芳 木村 直治 

幸 知 岩井 光男 綱 子 徳島 伸泰 久保 隆志 

湯桧曽 清滝 明則 

鹿野沢 

木村 邦夫 

 

大 穴 水野 賢二 丸山 徳章 

鹿野沢 青柳 譲二 飯田奈津子 

小日向 木村 和男 小仁田 小林  勲 

寺 間 田村 精一 湯 原 渡部 俊之 

小仁田 鈴木 敏雄 

 

事務局 

川 上 池田 勇夫 まちづくり交流課 宮崎 育雄 

湯 原 鈴木 勝男 
まちづくり交流課 

地域振興グループ 

阿部 澄雄 

阿能川 阿部 宗明 小林 紀之 

谷 川 関口 節男 小此木 猛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 / 0278-25-502９（直通） 

FAX / 0278-６2-3211 


