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第８回 郡上市 

まちづくりフェスティバル 

みんなで考え、みんなでつくる郡上 

～ずっと郡上 もっと郡上～ 

≪日時≫ 

平成２８年１１月２３日（水）祝日 

13：00 開場 

13：30 開始 

 

≪会場≫ 

郡上市役所大和庁舎２階 

防災研修室 

 

主催：郡上市 郡上市市民協働センター 

後援：郡上市自治会連合会 
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スケジュール 
 
13：30 開会 

     開会のことば 

     市長あいさつ 

     来賓あいさつ 

 

13：43 郡上市市民協働センター 夢づくりまちづくりプロモーション事業活動内容紹介 

 

13：53 市民活動団体・地域づくり団体の活動紹介 ２団体 

    ☆バンビの森 

☆正ケ洞自治会 

 

14：15 これまでの GOOD 郡上プロジェクト実現案発表 ２提案 

    ☆鮎釣り選手権  

☆ゆかた day 

 

14：30 GOOD 郡上プロジェクト入賞提案発表 

    ☆ゆかた Day+プラス 

    ☆～冬の寒さを乗りこえろ～郡上市雪合戦大会 

    ☆ソリ大会をスキー場で！ 

    ☆町家マルシェで小さな農家にスポットライトを当てよう 

    ☆郡上農 Cafe 

    ☆Gujob!(gujo×job)  

    ☆広げよう！郡上市の特産物を 

    ☆地域支え合い。高齢者が生き生きと生活できる郡上 

     ※８提案入賞 

(内、「町家マルシェ」と「郡上農 Cafe」、 

「~冬の寒さを乗りこえろ~郡上市雪合戦大会」と「ソリ大会をスキー場で」は 

それぞれ 2 提案を合わせて 1 つの実現可能な提案として入賞) 

 

15：10  協働ワークショップ 

     ご来場の皆様から今年の入賞者の提案に対し意見や協力、アドバイスなどを 

いただきたいと思います。皆さんの発言をお願いいたします。 

 

15：27  閉会のことば 

 

15：30 閉会 
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観光情報 地域のお祭り 市の⾏事予定 

 

市民協働センター活動内容 
相談業務  

大和庁舎１階にあるセンター事務所に相談窓口を設け、市民からの提案や相談に応じています。 

情報発信  
ホームページや FaceBook でリアルタイムな情報を発信すると共に、情報誌を年 3-4 回全戸配布
しています。 

コーディネート業務 
相談業務や GOOD 郡上プロジェクト提案の中から、実現性の高い提案を市民や企業・行政と結び
付け事業化を促します。 

まちづくりフェスティバル 
市民協働の手法と取り組みを学び、育てる場として、より多くの市民が協働の主体となる啓発事
業を行っています。 

人材育成  
研修会やワークショップを通じて、市民協働のリーダーを育てていきます。 

団体支援 
市民活動団体連絡協議会(市団協)の事務局業務のサポートを行っていきます。 
 

図書館⾏事 

 

①郡上イベントカレンダー事業 

②ケーブルテレビ事業 

郡上各地で行われるさまざまな行事やイベントの
情報を一覧できるカレンダーです。インターネットを
利用して情報を収集・発信でき、郡上で今、何が行わ
れているのかを知ることができます。 

また、地方創生「夢づくりまちづくりプロモーション事業」として、“郡上の人がもっ
と郡上を知ることで、ふるさとに愛着や誇りをもつ”きっかけとなることを目指し、以下
の２つの事業に取り組んでいます。 

などなど♪♪ 

☆情報登録団体募集中です！☆ 

市⺠活動 

 

市民協働センターと郡上ケーブルテレビが協働して２つの番組を制作しています。 

『郡上を知ろう』では郡上各地の文化や歴史、がんばってい
る市民の取り組みなどをテーマに取材し、それに関わる方々の
言葉を通してお伝えしています。 

『元気人』では“元気にがんばる郡上人”にインタビューし、
リレー形式で紹介していきます。 
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子育てママ支援事業 

バンビの森 発表者：木嶋杏奈さん、奥村ともみさん、三島真美さん 
 

大和を中心とした郡上市内未就園児童と保護者(母親)を対象として 
子育て親子の居場所づくりと気軽に交流できる場の提供をしている団体です。 

「バンビの森」登録サポーターが交代で「大和子育てセンターバンビ」に常駐して支援して
います。 

☆親子の居場所づくり--誰でもいつでも気軽に来て遊んでいけるように 
平日の午前から午後にかけて自由開放。 

☆交流の場づくり------ママカフェの開催 / ベビー用品などのリサイクル事業 
☆その他--------------バンビを利用する団体（ほっとサロン・地区サークル・おもちゃ図

書館等）の施設利用日程を調整すると共に、必要に応じて協力す
る。 

              大和町剣 82-1 大和子育てセンターバンビ内 
              毎週月～金(祝日除)  

10：00～15：00(既存団体の利用時除く) 

これに世帯員の連絡先リスト、災害避難時に特別な支援を必
要とするものや掛かりつけ医が分かるリストも掲載した。こ
れを正ケ洞全世帯に配布している。 
 今後も、この「支え合いマップ」を活用し、地区の状況を
再確認していくと共に、通常時・災害時の支え合い体制づく
りを推進していく。そのためにも、「正ケ洞の明日を考える会」
を継続して開催していくこととしている。 

支え合いマップ 
正ケ洞自治体 発表者：平井道則さん 

平成２６年度に「正ケ洞の明日を考える会」を設け、正ケ洞自治会地区の現状と課題を確認しながら、
今後の方針と計画を検討し活動に取り組んでいる。この会は、会員を固定することなく、地区住民だれ
でもが参加できる形で行われている。 
 地区の課題として、今暮らしている住民が、安全で安心して暮らし続けられる地区づくりを目指すこ
とを掲げ、これまでの取り組みとしては、地域の現状を一目で把握できる「支え合いマップ」を作成し、 
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中高生鮎友釣り選手権 

2014 年の「GOOD 郡上プロジェクト」入賞提案の一つである、テー
マ「若い釣り人を増やそう」。この案は２０１５年、郡上漁業協同
組合の方々の力も借りて、中高生達の実行委員会を立ち上げ「第１
回中高生鮎友釣り選手権」として１５名の中高生の参加者が集い実
施されました。 

今年も第２回中高生鮎友釣り選手権が行われました。若者に釣
りへの興味を持ってもらい、釣り人口の平均年齢を下げ、釣り
からの経済効果を狙ったプロジェクトです。伝統漁法の継承も
されるよう、「鮎友釣り選手権」を行うだけでなく、事前に座
学と実習をすることにより、鮎や川の知識を養い、若い世代か
ら次の世代へと繋いでいく学びも行われています。 

２０１５年「GOOD 郡上プロジェクト」入賞提案「ゆかた Day をつくろう」を実現させたのは 
八幡中学校の実行委員「こもちあゆ」+「AQUA(アクア)」の皆さんです。 

提案をした先輩の意思を継ぎ第１回ゆかた Day を実現。 
「郡上おどり」が大好きなメンバーが学校・地域を巻き込んだプロジェクトの第一歩を踏み出してくれました。 

発表者 八幡中学校 清水啓太先生 

 

 

GOOD 郡上プロジェクト提案その後 

～これまでの GOOD 郡上プロジェクト実現案～ 

ゆかた day 



7 
 

 

 

  

 

 

・～冬の寒さを乗りこえろ～ 

郡上雪合戦大会 

・ソリ大会をスキー場で！ 

 

 

・町家マルシェで 

小さな農家にスポットライトを当てよう 

・郡上農 Cafe 

 

郡上で育てた野菜のみを購入で
きる場を作り、郡上の人に郡上
の野菜を食べてもらうことによ
り地産地消に繋げる。

●町の中の空き家を活用し町家マルシェを作る。
●町家マルシェで野菜を売る（生産者の顔写真、商品説明やメッセージ付き）
●原価に30％上乗せし販売しそれを運営費とする。
●郡上産の食材のみを使ったBBQイベントを行う。
【協力してもらいたいこと】野菜の提供・イベント機材の提供、会場の利用許可、町家マルシェの運営

農業就職率の低下
農業就業者の高齢化
農業の後継者不足

●郡上の名産品や野菜を使い美味しいごはんを提供する。
●提供農家さんの情報などの掲示。
●各地域の育てやすい野菜などの紹介。農家メシレシピ紹介。こだわり農作物の紹介。
●野菜などの直売。育て方の工夫。農家さん本人がいる。
【私たちにできること】リストアップ（郡上の名産品・各地域の農作物・旬の野菜・農家さん）
【協力してもらいたいこと】農業や農家さんについて詳しい人が必要

八幡中学校 

・兼松千夏 菊池陽菜 松平佑威  

松森夕輝 浅野創太 
・馬場朱里 和田由依  

日置琳々香 大坪美優 
 

GOOD 郡上プロジェクト 

入賞提案 

 

ゆかたDayは大成功したが、ま
だ地域を巻き込んで発展してい
ける。地域全体で盛り上げてい
きたい。

開催日：７月平日
保存会の方々に協力してもらい踊り１０曲を覚える。その後城下町プラザへ移動し踊る。地域の方々も
ゆかたを着て参加。おはやしを保存会の方々にお願いし実施。
広報活動をING、新聞などに協力してもらう。
【私たちにできること】うちわ・チラシ・ポスターデザインを考え宣伝する。城下町プラザ使用許可を
取る。プラザ周辺の住民に大きな音を出しても良いか許可を取る。
【協力してもらいたいこと】ゆかたの貸出に協力してほしい。

 

 

市内の地域交流が少ない
市外から人が来るイベント
が少ない
もっとイベントを増やすべ
き

「郡上市雪合戦大会」
□優勝チームには、温泉割引券など冬にもらって嬉しい物を渡す。
□高鷲の雪まつりと絡めて行えると良いかもしれない。
◆出来る限りイベントに参加する・若者を集め盛り上げていく。
（ゲームの詳細は提出用紙に記載あり）

観光客をもっと増やす
人口が少ない

今あるスキー場でソリ大会の開催。
□対象者：大人・中高生・小学生。　□タイムレース・スラローム・３人チーム戦。
□賞品を準備：割引券・食券・図書カード、参加賞も準備する。
◆大会に参加する。　その準備の手伝いをする。

ゆかた Day+プラス 
八幡中学校   
西村誠矢 山田壮司 山下穂高  
三島黎二 廣瀬泰斗 坂本唯 加藤紅葉 足立実優 

白鳥中学校 
・長谷川諒 
・猪俣宙心  日置偉丸  渡辺涼葉 
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仕事担い手不足・定住・移
住・交流

職業体験から繋げていく。
□仕事体験イベントで地元の親子に郡上の地場産業に興味を持ってもらう。
□農業・漁業：石徹白トウモロコシ収穫、ヤナの手伝い。
□牧歌の里：動物たちの世話と接客。
□民宿：郡上らしい民宿の見学、仕事体験など。
□これらの体験後には、市内各店舗の商品と　交換可能なコインをプレゼント！（牧歌の
里アイスクリームと交換・・・など）。
◆より多くの郡上らしい仕事を調べて自身も詳しくなっていきたい。

 

産業・雇用プロジェクト

郡上市全ての特産物を多くの人に知ってもらいたい。
□特産物を使った料理フェスティバルを開く。　□特産物を作っている会社が料理を考え
る。　□フェスティバル当日に、その料理を屋台で出す。
◆フェスティバル・ボランティアに参加する。

 

 

郡上高校 谷口夢羽衣 

地域支え合い。 

高齢者が生き生きと生活できる郡上 

 

GOOD 郡上プロジェクト 

入賞提案 

 

Gujob！(gujo×job) 白鳥中学校 澤原亜海  大坪華蓮 

 

広げよう！郡上市の特産物を 明宝中学校 田口木乃霞 和田桃果 
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GOOD 郡上プロジェクト提案 ～八幡中学校～ 

 

 

    

 
 

 

タイトル 課題内容 提案内容の概略

空き家をリフォームし
た外国人向けの観光案
内所

景観保護の観点からも取り
組むべき空き家問題を、近
年の外国人旅行者の増加に
対応できる観光案内所とし
て活用する。

●外国人観光客の多い八幡・高鷲を郡上産の木材を使用しリフォームし外国人観光客の対
応施設にする。
●特にアジア圏の言語の通訳の人を置き、外国人観光客の対応をする。
（観光名所案内/宗教などの対応→飲食店での食材表示、イスラムメッカの方向）
●市内の各名所をまとめた各国言語マップ作成
【私たちにできること】各国言語でまとめた名所マップ作成。メッカの方向を調べる。飲
食店の食材調査。
【協力してもらいたいこと】施設運営・通訳の手配・空き家のリフォーム

ツリーハウスでキャン
プしよう

まだ働きたいと考える郡上
の高齢者に対する雇用をつ
くり提供する

●ツリーハウスをキャンプの宿泊施設として建設。5～10月がキャンプ施設使用期間。オフ
シーズン中の管理を高齢者に行ってもらう。
●５棟程建設運営し、様子を見ながら徐々に棟数を増やす。対象は若者や家族連れ。１棟
１泊１万円予定。
●アンケートを行った結果の必要とされる設備→入浴設備・寝具・トイレ・調理ができる
場所
【私たちにできること】宣伝
【協力してもらいたいこと】ツリーハウスの建設

町家マルシェで小さな農
家にスポットライトを当
てよう

郡上で育てた野菜のみを購入で
きる場を作り、郡上の人に郡上
の野菜を食べてもらうことによ
り地産地消に繋げる。

●町の中の空き家を活用し町家マルシェを作る。
●町家マルシェで野菜を売る（生産者の顔写真、商品説明やメッセージ付き）
●原価に30％上乗せし販売しそれを運営費とする。
●郡上産の食材のみを使ったBBQイベントを行う。
【協力してもらいたいこと】野菜の提供・イベント機材の提供、会場の利用許可、町家マルシェの運営

知ってる？郡上のいいと
ころ！

郡上の雇用・空き家についての
問題

●人通りの多い場所の空き家を使い郡上のモノづくりや食べ物などを紹介・販売する。
●約30の企業を展示。１部屋に１企業、1軒に何社か展示。展示・販売・実演ブースをつくる。
●郡上でもあまり知らないもの、郡上から発信・シェアされてるものを紹介。
●1企業月1万円払ってもらい場所提供する。商工会と連携し運営する。八中が提案した案やそれぞれの
企業と企業が手を組み限定販売を行う。
●郡上の産業を調べて書き出す
【協力してもらいたいこと】出店できる企業を探す。宣伝してもらう。

町家プロデュース
観光案内所で古き良き
八幡を知ってもらう

観光客に観光できる場所が
知られていない。空き家が
多くある。観光客のリピー
トが少ない。

●町家を観光案内所として何回も来たくなる八幡にする。
●メジャーな観光地だけではない場所も案内する観光所。古き良き八幡の魅力を味わえる
●町家を活用した案内所。案内所の中に大きな地図を設置、観光客の感想を書いてもら
う。
【私たちにできること】アンケート作成。自分たちの好きな郡上の場所を調べる。
【協力してもらいたいこと】子供のころ好きだった場所を聞く。案内所をつくる町家を紹
介して欲しい。

郡上農Café
農業就職率の低下
農業就業者の高齢化
農業の後継者不足

●郡上の名産品や野菜を使い美味しいごはんを提供する。
●提供農家さんの情報などの掲示。
●各地域の育てやすい野菜などの紹介。農家メシレシピ紹介。こだわり農作物の紹介。
●野菜などの直売。育て方の工夫。農家さん本人がいる。
【私たちにできること】リストアップ（郡上の名産品・各地域の農作物・旬の野菜・農家さん）
【協力してもらいたいこと】農業や農家さんについて詳しい人が必要

Walking in 郡上
古き良き八幡が味わえる町並み
を十分に観光客に堪能してもら
えていない。

●八幡町に住む子供が見る八幡を私たちが紹介していくということを核に置いて活動していきたい。
●観光客向けの八幡町を一周できるコースをつくる。観光客がコースを歩きながら食べ歩きが出来るよ
うコースの地図に食べ歩きのおススメをコメント付きでのせる。
●地図上に八幡町の子供がよく遊ぶスポットにゆかたを着た八中生を置き魅力を説明。
【私たちにできること】コースを考える（魅力を味わえる区間はどこか、活気づいているか）
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タイトル 課題内容 提案内容の概略

空き家を使ったサンプル
展示館

郡上の食品サンプルが広まって
いない。
空き家が多くある。
空き家の良さがひろまっていな
い。

●休憩所をつくる（人と人の交流ができる場所にする）
●サンプルの展示をする（作る工程やサンプルの歴史を紹介）
●お客さん参加型企画（サンプルを買ってくれたお客さんに模型の家に飾る用のサンプルを1つプレゼン
トして家の模型に飾ってもらい、1つの作品を作り上げる）
【私たちにできること】空き家の形の家の模型の設計
【協力してもらいたいこと】売るサンプルと飾るサンプルの用意

Little Gujo City in町家
郡上の特産品が全国的に知られ
ていない。伝統的な町家が空き
家によって減少している。

●アンテナショップをつくる。
・郡上の特産品を店に置き売る。試食できるところをつくる。わかりやすく展示する。
・名物マップをつくる。
・休憩所をつくる。誰でも気軽に休め、交流出来る。
【私たちにできること】郡上の特徴・歴史などを学ぶ
【協力してもらいたいこと】お店に出すものの提供

Feeling Gujo - odori
～四季で感じる～

着くずれが直せない。荷物
を持ったまま踊るのは荷物
がじゃまになる。写真を撮
りたいが、名所がわからな
い。

●空き家を利用して休憩所をつくる。一年中利用してもらうための方法。
・春　着付け教室とヘアアレンジ
・夏　着付け教室　下駄の販売、浴衣のレンタル　休憩所
・秋　着付け→名所紹介→写真撮影→SNS利用。フォトギャラリーで郡上の写真を飾る
・冬　郡上踊りの歴史と歌詞の意味を説明
【協力してもらいたいこと】着付けの先生　販売用の下駄、レンタル浴衣の提供

子育ての輪を広げる

子供が安全に遊べる場と母
親の交流の場が不十分。お
もちゃや赤ちゃん用品を得
る場が不十分。

●空き家を活用し、おもちゃや赤ちゃん用品を譲ってもらう場をつくる。（町家オイデ
ナーレとコラボし場所を提供してもらう）
●その空き家で子供の遊び場、母親の交流の場とする。
【私たちにできること】ポスターを作って広める
【協力してもらいたいこと】おもちゃ、赤ちゃん用品を譲ってほしい。施設運営。呼びか
け。

ぐじょっこいっぱい
フェスティバル?

人口減少による若者の減
少。理由として、若者が郡
上の良さに気づいていな
い。この課題を解決する企
画を提案。

●体験型スタンプラリー開催
内容：八幡中学校校舎を使用。各教室ごとに問題を設置（問題は八幡中学校生徒が出
題）。配布するカードに回ったごとにスタンプを押す。
【私たちにできること】企画。出題する問題の内容を中心に考える。
【協力してもらいたいこと】中学生だけでは難しいところを手伝ってほしい。アポ取り、
日時設定などの相談など。

第3回中高生鮎友釣選手権
第2回までは参加人数が少な
かった。中高生にもっと釣り自
体に興味を持ってもらう。

●参加者を増やすために
・ポスター、広告、ING、ケーブルテレビ、広報、Youtubeでの宣伝。
・応募を簡単にするため、ポスターにQRコードを付けネットで申し込み出来るようにする。
●興味を持ってもらうため
・釣りクラブをつくり、定期的に釣りと関わり興味をもってもらう。会費1000円程。
時期：一ケ月１回。　　内容：季節に合った釣り（夏は鮎等）
協力者：北師会(釣りクラブ)、漁協
【私たちにできること】他校への宣伝活動。会員募集ポスター作成。スタッフとしての補助。川の清掃
活動をクラブで実施。
【協力してもらいたいこと】釣り道具の貸出。広報的な活動協力。クラブ運営などの協力。

郡上でギネスに挑戦

夏の観光はあるが、冬の観
光があまりない。スキー場
でギネス記録に挑戦し観光
客や地元の人に目的を持た
せ地域を活性化させる。

●開催期間　スキーシーズンの１２月～３月
　対象：　スキー観光客・地元の人
　内容：　例）叫びながらスキーをした人数/雪合戦をした合計人数/つくった雪だるまの
数
参加者に郡上の店の割引券配る。地元の人が作った地元食材の料理を配る。
地元の人に約４割の人が参加してみたいと考えている。
【私たちにできること】宣伝
【協力してもらいたいこと】スキー場、ボランティアへのお願い。道具の準備。運営の手
伝い。
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GOOD 郡上プロジェクト提案 ～八幡西中学校～ 

 

 
 

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

地域の支え合い 高齢者のための交通の便に
ついて

交通の便を良くする
□買い物が便利に出来る。　□外出を増やし認知症予防。
□高齢者同士の日帰り旅行企画をする。
□まめバスを増やして、運行していないルートにも行き利用者を増やして、便利にする。
◆　ボランティア活動に参加をする。

地域支え合い・高齢者
との交流

高齢化で１人になっている
から
・みんなで楽しんで交流で
きるようにする

高齢者の子供達との交流：心のケアなどに役立つ。
□中学生-合唱　　　　□小学生-発表　　　　□幼稚園-遊びなどで交流を図る。
◆各学校への呼びかけ等をする。　老人ホームなどの訪問先は手配してもらう。

住みやすい町づくり

地域支え合い
郡上の高齢化
生活が不自由
地域内での交流がない

ボランティア団体結成
□高齢者専用インターネット→高齢者の要望をネットで集め、ボランティア団体が要望に
応え協力する（ネット環境が整わない人は紙面で出す）。
①買い物代行②農業手伝い③雪下ろし手伝い④タクシーバス⑤旅行など。
□身体への負担軽減・他者との交流が活発化・移動手段が増えるなどがある。
□これらは、同居家族への負担も減らし、仕事や子育てがしやすい環境に繋がる。
◆高齢者と話をして心の負担軽減。　介護に協力するボランティア参加者を募集する。

Ｅｎｊｏｙ！田舎ぐら
し

定住・移住・交流人口減少
が進んでいる
空き家が多い
観光客は多いが、移住者が
少ない

「空家を使って田舎体験をする」
□空き家を使うことで、気軽に田舎暮らし体験ができる。
□田舎体験が気に入ったら移住しても良い。
□空き家を探し・リフォームで若者を呼びこむ（お洒落な内装住宅）・女性も住みやすい
環境。　　　　□安めの値段で提供する。
□郡上でしかできない体験ができるようにする（魚釣り・川遊び・ラフティング・サンプ
ル作り・野菜や山菜の収穫・薪き割り・森遊び・スキー・雪遊び・郡上踊り講座）。
◆ポスターを作り、市内に貼る。　空き家探しとＳＮＳなどで発信・ＨＰ開設で情報の拡
散をしてもらう。

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

みんなでつくる町家
シェアハウス

郡上八幡の伝統文化が失わ
れつつある。認知症の方の
生きがいは何か。世代を超
えたコミュニケーションか
ら郡上八幡を活性化させた
い。

●食のいこい「職で繋がり郡上を伝承していく」　地域の料理自慢の人と一緒に料理をす
る。畑をつくり畑を通したコミュニケーションをねらう。
●健康のいこい「足腰を鍛える、認知症防止、元気な地域に」　ヨガを様々な世代で一緒
に行い足腰の痛みを和らげる。
●伝統文化のいこい「古き良き郡上を伝える」　昔遊び、裁縫を行う。
【私たちにできること】各いこいの先生を探す。人を呼び込む。
【協力してもらいたいこと】食材・道具など。ヨガのトレーナーさん。場所の提供。

ゆかたDay+プラス

ゆかたDayは大成功した
が、まだ地域を巻き込んで
発展していける。地域全体
で盛り上げていきたい。

開催日：７月平日
保存会の方々に協力してもらい踊り１０曲を覚える。その後城下町プラザへ移動し踊る。
地域の方々もゆかたを着て参加。おはやしを保存会の方々にお願いし実施。
広報活動をING、新聞などに協力してもらう。
【私たちにできること】うちわ・チラシ・ポスターデザインを考え宣伝する。城下町プラ
ザ使用許可を取る。プラザ周辺の住民に大きな音を出しても良いか許可を取る。
【協力してもらいたいこと】ゆかたの貸出に協力してほしい。

遊んで?食べよう?

子供から高齢者の幅広い層
がイベントを通して関わ
り、地域全体の結びつきを
深めよりよい町・明るい町
づくりを目指す。

開催日：１０月下旬　　場所：八幡中学校グラウンド
●スポーツ大会
・駅伝　八幡中学校ロータリーからセピアの森を何回か往復。
・ゲートボール　高齢者に教えてもらうことにより仲を深める。
・昔遊び　高齢者の方に教えてもらう。
●食の祭典
郡上にある店を校庭でテントをたて出店。スポーツ大会出場者は出店の店の割引券がもら
える。
【私たちにできること】公道使用許可取得。交通整備依頼。ゴミの回収。駐車場の使用願
い。
【協力してもらいたいこと】コースの誘導。出店に協力。回収したゴミを集めてもらう。
昔遊びを教えてもらえる人募集。
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GOOD 郡上プロジェクト提案 ～白鳥中学校～ 

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

郡上へ注目！！

地域支え合い
市民参加が少ない
市民で郡上踊りを盛り上げ
られない

おどりDAY!!：市民が中心となって楽しめる郡上踊りを企画
□浴衣を着て買い物すると割引になる（中学生が積極的に踊りに参加する）。
□うちわデザイン：郡上の良さ（自然・郡上踊り・サンプル・鮎など）をうちわを通して
伝える。　　□子供から保護者の方へプレゼントする。　　□浴衣着用時のみ街中で使え
る割引券として使用。　　□長良川鉄道切符（踊り期間中で郡上八幡駅下車の乗客のみ有
効）。　□各国の言語で作る。
◆中学生が積極的に参加・うちわデザインを考える。　うちわの宣伝及び、使用方法の考
案は長良川鉄道・街中の店舗協力をお願いする。

産業・雇用
食と工場のコラボレー
ション

郡上市人口減少
働く場がない
特産物があまり全国に知ら
れていない

「郡上食フェス」を開催する
□市民に公募し、新商品を考えてもらう(対象：中学生）。
□応募の中からベスト10を審査の上選出する。
□市内の特産物販売全店とベスト10の商品が出店する。
□お客さんに人気商品を投票してもらい、１位商品には、賞金＋プレゼントの授与。
大工場建設
□加工商品を製造（雇用を生む）。
□サービスエリア・道の駅で販売する（野菜ケーキ・小那比茶クッキーなど）。
◆新商品の応募、出店販売のボランティア活動参加をする。　　*別紙有り

郡上お見合い
プロジェクト

郡上を出て行く人が多い
子供の減少
定住、移住、交流

お見合いプロジェクト
□夏・冬に開催する。　□対象者：郡上出身と他府県の25歳以上女性と35歳以下の男性
（彼氏、彼女がいない人）。　　□郡上おどり・スキーを楽しんでもらう。
□SNS・HPで宣伝し、募集する。 □参加イベント：長良川鉄道の旅・スキーやスノーボー
ド・鮎釣り・郡上踊り・温泉めぐり。
□カップル成立でプレゼント：間伐材で家を建て安く住んでもらう。
◆ポスター作りをする。　浴衣・下駄の割引、リフト券無料配布、スキーレンタル無料、
温泉無料券配布（一定期間）に協力してほしい。

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

郡上人口増加計画書 人口減少問題・外国人の居
場所

外国人・日系人・日本人を軸にこの街に取り入れていく。
□空き家の改築・ミニ住宅街を作る。　　□広告やツアーを行う。　　□経費も考慮。
□7年計画。　　□郡上の木材を使用。　 □企画の受付員、土地買収など人員と予算の確
保。　□白鳥住宅付近、白鳥北部。
◆各提案をし、実行できるための資金と人員を考えてもらう。

～おどろう！楽しも
う！郡上で～

郡上踊りの観光客は多い
が、白鳥踊りは観光客が来
ない

地元の中高生・若い女性ももっと白鳥おどりに参加してほしい。
□郡上ならではの浴衣・下駄を作る（柄などは長良川・こぶしの花など）。
□市内女子中高生・若い女性で意見交換し、ＳＮＳで全国の人にアンケートを取りデザイ
ンの参考にする。
□郡上紬の生地・郡上木材の下駄でアピール（販売は市内道の駅・インターネット販売を
する）。
□その浴衣などを着用して白鳥踊りに参加してもらい、名産品をプレゼントする。
◆学校でも夏休みに踊り参加日を設けて参加し、踊りを盛り上げる。

Good wood Gujo
プロジェクト

郡上の余った木材を有効活
用させる・郡上にふれる

郡上の自然の中でアドベンチャーパークを楽しめる場所作り。
□ロッククライミング、ターザンロープ、滑り台等を作る。□場所は伐採した後の寂しい
森や林の中。　　□体験施設も作る（サンプル・踊り下駄・手ぬぐい）。　　□休憩場所
で郡上の食品を使った軽食、アレンジした物など→郡上味噌を郡上Ｍｉｓｏｆｔなど。
□移動手段として、まめバスのような街中を周れるバスをつくる。
◆積極的に参加する（店舗での手伝いなど）。

郡上のGoodを広めよう 交流・定住・移住長良川鉄
道

夏・冬休み期間市内バスツアーを設ける（小人・大人・外国人も楽しめる）。
□鮎釣り、郡上めぐり(八幡サンプル工房・白鳥阿弥陀ヶ滝・高鷲ウイングヒルズ夏ス
キー・ＢＢＱ）。　□外国人を受け入れ、古民家の改築をし、雇用場所を増やす。
□郡上の良さ（自然環境）や長良川鉄道運営の宣伝（ケーブルＴＶ番組・広告）。
◆ポスター作り等への参加・知人なども誘う。
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

Ｇｕｊｏｂ！
（Gujo×job)

仕事担い手不足・定住・移
住・交流

職業体験から繋げていく。
□仕事体験イベントで地元の親子に郡上の地場産業に興味を持ってもらう。
□農業・漁業：石徹白トウモロコシ収穫、ヤナの手伝い。
□牧歌の里：動物たちの世話と接客。
□民宿：郡上らしい民宿の見学、仕事体験など。
□これらの体験後には、市内各店舗の商品と　交換可能なコインをプレゼント！（牧歌の
里アイスクリームと交換・・・など）。
◆より多くの郡上らしい仕事を調べて自身も詳しくなっていきたい。

ふるさとを味わおう～
繋ぐ郡上の味～ 産業・雇用プロジェクト

「ふるさと郡上を味わおうフェスティバル」開催。
□明宝ハム・鮎・郡上味噌・ひるがの牛乳・牛肉などの創作料理、アイディア料理の屋台
(テント）を出す（小・中・高学生）。　　  □老人ホームなども周る。
□特産品の新しい食べ方や良さが分かる。　 □子供に郡上の味を知ってもらいたい。
□地域などで多くのコミュニケーションが生まれる。
□特産品の有効活用・良さの広まり。「郡上の新しい伝統料理を創り出したい！　郡上の
良さ・郡上の味を残していこう」
◆チラシつくりや特産品のリサーチをして、参考になる例を作る。

お年寄りが楽しく過ご
せるように

認知症対策と孤独死を減ら
せるようにお年寄り同士で
集まったり、町の散策

地域に住んでいるお年寄りを対象として行う　→　週に一回程度公民館などに集まる。
□地域の子どもたちも参加し、伝統などについて聞く。　　□地域の公民館数・高齢者及
び独居老人の人口並びに人口の多い地域を調べる。
◆公民館の数を調べる・高齢者でも楽しめる場所を探す。

空き家＆木の活用 人口が少ない（少子高齢
化）空き家増加

空き家を低価格で売る。　木に関係する仕事を手伝ってもらう（リフォーム代金が安くな
る）。□10年間契約で左記のような仕事に従事（リフォーム代金がタダになる）。
□郡上産の木を使った家具や食器の製作（ネット・町中での販売）。
□郡上に住めば、それらの商品が10％ＯＦＦで購入できる。
◆自然を大事にする・植樹活動をする。

子育ての便利グッズ

乳幼児のおむつの扱いやす
さ
・使いやすさ
・子育ての悩み対策

おむつの軽量化。
□赤ちゃん自身も動作など快適で通気性(蒸れ)を考慮されていれば安心して使用できる。
□３枚重ねで１回づつ剥がし、付け替えの手間が減り、育児者にとって負担軽減になる。
◆子育ての悩みについてアンケートを取る。

若者たちの移住 郡上に住む若者が少ない
郡上市からの資金援助で、空き家を改装し住めるようにする。
□主に若者・子供を含む家族世帯。　　□郡上市の人にも安く売る　。
◆郡上市からの支援をお願いする。

郡上フェスティバル 産業・雇用プロジェクト

郡上市内外のレストランや飲食店が、鮎を使って工夫した料理で１位を決める。
□お客さんたちが投票して１番美味しかった料理を決める。
□１位の飲食店には賞を与える。
◆自分たちも投票に参加する。　積極的にエントリーしてもらうよう働きかけをする。

スノー
フェスティバル

郡上以外の人にも郡上の雪
の魅力を知ってもらう

一日スキー場を借りて、雪合戦大会・かまくらづくり・雪だるま大会などを開催する。
□誰でも参加可能。　　□スキー場の人とボランティアで運営。
◆ポスター作り・当日の手伝いをする。

郡上・白鳥おどりの楽
しさを全国に！

郡上の人口を増やす為に白
鳥
・郡上おどりに来る人を増
やす。
・白鳥踊りに興味を持って
もらう

郡上・白鳥おどりに来る人を増やすためのＣＭ制作。
□興味をもってもらうために、浴衣と下駄の貸し出しをする。
□インターネットやポスターで広め、多くの人に知ってもらう。
◆浴衣を持っていない子などを誘って踊りに参加する。

ＧＯＯＤ　子育て
子供が少ない
活気がない
人口が少ない

子育てのしやすい環境づくり。
□公園の増加、料理教室開設（低価格の参加費）で食育。
□中高生の活動：商店街でフリーマーケットや屋台を出す。　□子どもを預かって、その
間は保護者の方にイベント等を楽しんでもらう。
□子育ての楽しさを伝える：小6～高校生の赤ちゃんふれあい体験を増やす。
□ＨＰで自然の遊び方（川・スキー・スノーボード・雪遊び）を伝える。
◆中高生の活動内容を盛り上げていく。

踊りをもっと広めよう

郡上市の人口が少ないから
観光客を集めたい
・良ければ住んで欲しい
・白鳥町の人にもっと踊り
をしてほしい

徹夜踊りの活性化。
□学生は学校で練習する。　□１日は必ず踊りに参加する。
□道の駅やお店などでパンフレットを渡す（割引券やくじ引き券付）。
□高速道路に看板を設置する。
□踊りカードを作る（１０回参加したら屋台商品の無料券に交換のようなもの）。
◆中学生から踊りに参加していき、広めていこう。　お店でパンフレットを渡してもら
う。
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

人口増加
人口が少ない
夏の観光客が少ない
観光スポットが少ない

イベントで集客
□スキー専用道路を作る（自転車専用車線に対抗して）。□「全国体力自慢大会・走るス
キー」　□雪合戦・大日ヶ岳をリレーで超える。　□日本のまん真ん中で愛を叫ぶ。
□スキーデートをしよう。
◆郡上市の企画をネットに載せて広める。　ゴミを拾う。

長良川水族館 観光客が少ない
人が集まる場所がない

大和ウインドウパーク隣接の図書館の場所を活用
□観光客が獲った魚を水槽に入れる（鮎・アマゴ・サツキマス・ウナギ・イワナ・鯉・ウ
グイ）。　□500ｇごとに魚と一緒に記念撮影し飾る。　　□餌を準備し自由にあげる。
□魚のさばき方や魚の餌を調べて、水槽の前面に貼る。
□お客さんから、魚の釣り方を教えたり・釣れる場所の案内の人には報酬をもらう。
◆河川のゴミをなくす。　魚のさばき方・餌を調べ水槽に貼る。

郡上特産物ツアー 郡上の人口が減っている

新しい特産物を作る
□とうもろこしのパウンドケーキ・梨のスムージー、鮎のたたきあげ、ババロア。
□屋台で販売（市外の祭りなどでも出店する）。　　□特産物を集めて移動販売する（宿
泊券30％～40％ＯＦＦを付ける・　冬はスキー場の入場券）。
□これらの情報を常にＳＮＳにＵＰする。　ＹｏｕＴｕｂｅに調理方法をＵＰする。
◆新しい特産物の提案をする。　移動販売の活動に協力して欲しい。

～冬の寒さを乗りこえ
ろ！～　郡上市雪合戦
大会

市内の地域交流が少ない
市外から人が来るイベント
が少ない
もっとイベントを増やすべ
き

「郡上市雪合戦大会」
□優勝チームには、温泉割引券など冬にもらって嬉しい物を渡す。
□高鷲の雪まつりと絡めて行えると良いかもしれない。
◆出来る限りイベントに参加する・若者を集め盛り上げていく。
（ゲームの詳細は提出用紙に記載あり）

郡上に来る人を増やす
には

少子高齢化の加速と人口減
少
高速道路の利用者の目を引
き、気軽に来れる施設を作
り、郡上の良さを発信する

旅行客の目を引く施設案
□郡上の特産物を集めて販売する施設（ＩＣ付近に設置）　→働く場所ができ、働きたい
人も集まり雇用が生まれる。
□集客や雇用によって物やお金・人の動きが活発になり地域が活性化する。
□デメリットもある：建設や整備に費用がかかる。　既存の施設はどうなるか。
□ヤナ・郡上おどり・スキー場・自然、どんな季節・時でも遊べる施設を考える。

郡上まつり

地域支え合いプロジェクト
祭りや踊りに参加する人が
少ない
若者が少ない

中学生が主催の屋台で郡上の名産物販売（鮎など）。
□色々な店舗の方に協力してもらい屋台で販売。
□中学生が浴衣で参加＋クラスで出し物（誰でも楽しめる内容にする）。
□地域で可能な方々に屋台を出してもらう。□小学生のお囃子クラブなどの参加で踊る。
□誰でも参加や出し物が出来る（危険な場合は駄目）
◆中学生が主催となるが、大人の協力もほしい。

ソリ大会をスキー場
で！

観光客をもっと増やす
人口が少ない

今あるスキー場でソリ大会の開催。
□対象者：大人・中高生・小学生。　□タイムレース・スラローム・３人チーム戦。
□賞品を準備：割引券・食券・図書カード、参加賞も準備する。
◆大会に参加する。　その準備の手伝いをする。

郡上キャンプ
（郡上の四季を知ろ
う）

郡上の四季を知ってもら
い、親しみを知ってもらう

四季のキャンプ
□春：スプリングキャンプ（文化を知ろう！春の行事を知ろう）
□夏：サマーキャンプ（流しそうめんや山・川の生き物について知ろう！）
□秋：フォールキャンプ（白山に登ろう！）
□冬：ウインターキャンプ（冬の美しい八幡の町並みを周ろう！）
◆ポスターを作成してもらう。　ＳＮＳで拡散する。　過疎化を防ぐ。

郡上のいいとこ見てみ
なれ！

踊りが重視されやすく、自
然などに目を配ってくれな
い（市外の人）
観光客の減少
日本人口の減少

他府県の人に郡上の良さを知ってもらう為にツアーをする。（市民も都会の人も参加）
□夏：阿弥ヶ滝・踊りin八幡・鮎・アイス（ひるがの牛）
□冬：スキー・食品サンプル・餅花・ひるがのアイス
◆自分たちもツアーに参加する。　広告をしてもらう。

郡上にＳｔａｙ！ 若い人がいない・移住者が
少ない

夏休みを利用して１週間郡上にＳｔａｙし、郡上を知り興味を持ってもらうことで将来移
住を視野に入れてもらう（対象者は中・高・大学生）。
□郡上の郷土料理を作り・食べてもらう。　□野菜の収穫・川遊び＆鮎釣り。　□食品サ
ンプル制作体験。　□白鳥、郡上踊り。　□気球に乗る。
◆招くために郡上市内の美化を保つ。　市内外への広告・ステイ先を探してもらう。

Gujo・Emigrant・
Project

消滅可能性都市に入ってい
るから人を増やす

市の資金援助でツアーを開催する(２,３泊）。
□都会からの参加者などに特産品をプレゼント。
□郡上の名所を回遊しながら体験型で郡上の良さを知ってもらい、移住についても考えて
もらう。　◆ボランティアでスタッフ参加する。　家族連れの子供たちの相手をする。
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

G u j o
M e e t
P r o j ec t

郡上市の人口減少・郡上に
嫁ぐ人が少ない

郡上で合同コンパを開催する。
□夏：市内のキャンプ場（１泊２日）で合コンを開催　ＢＢＱ・キャンプファイヤー・散
歩
□冬：市内のスキー場(１日） で合コンを開催。
□市内のスノーボーダー男性が市外からの参加女性に教える。
◆郡上のことをもっと知る。　合コンの手配・準備をお願いしたい。

 

GOOD 郡上プロジェクト提案 ～明宝中学校～ 

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

広げよう！郡上市の特
産物を 産業・雇用プロジェクト

郡上市全ての特産物を多くの人に知ってもらいたい。
□特産物を使った料理フェスティバルを開く。　□特産物を作っている会社が料理を考え
る。　□フェスティバル当日に、その料理を屋台で出す。
◆フェスティバル・ボランティアに参加する。

明宝の観光の課題 地域支え合いプロジェクト

明宝スキー場は宿泊施設が少ないので、直営の施設を作り、日帰り客からの転換を図る。
□PRにはHPを分かりやすくする。□アクセスが良くない面、魅力的な物をやって欲しい。
□温泉との連携も大切にしたい。
◆明宝にある施設などを沢山使う。

明宝の観光の課題 地域支え合いプロジェクト

地元スキー場と温泉の連携を強化し観光客を増やす。
口コミ評価重視・サービス精神向上。　□大和温泉を参考にして子どもが楽しめる施設内
の充実。　□温泉の種類を増やす(入浴剤使用等）。
◆明宝温泉を使う・ＳＮＳを使用して情報の拡散。

明宝をもっと賑やかに
し活性化させる 地域支え合いプロジェクト

地域の祭りで地域全体の盛り上がりを起こす。
□「明宝四大祭り」と銘うって→四季に合わせ祭りの開催。
・春：芝桜　・夏：サマーフェスタで流しそうめん・川遊び　・秋：紅葉と千人鍋　　・
冬：スキー場での積雪を使って子どもが喜ぶ祭り。
◆自身が積極的に地域の行事へ参加をする。

もっと沢山の働き口を 産業・雇用プロジェクト

大企業の支店や工場を郡上市に誘致する。
□土地を安く又は無料で提供する。　□一定期間郡上市が補助金を出す（３年間ほど）。
□雇用人数・給与等データ収集。
◆学生が多くの大会やボランティアに参加し、郡上市の印象を上げＰＲする。

郡上の魅力を伝える為
に私たちに出来る事

定住・移住・交流プロジェ
クト

冊子つくり：地域や四季別で伝統文化や地域行事の魅了をまとめる。
□郡上満喫スタンプラリー：郡上市内を数日間かけて回遊してもらう。　□無期限で何回
も来訪を促す。　　□市内地域の繋がり・一体感が出る。　　□景品で特産物を広めた
り、郡上キャラクターも有効に使う。
◆伝統文化や行事を知る為に積極的に参加し学ぶ。　また、そのような機会を作って欲し
い。

もっと沢山の人と交流
を

定住・移住・交流プロジェ
クト

既にある「冒険キッズ」を年間通して活動する。　地域ごとの動きを合同で行う。
□市内全学校生徒でグループ分けして市内を修学旅行のように班行動で回遊する。
□子供だけで行動・大人は見守りのみ。
◆冬の活動をする為に、冒険キッズの方と連絡を取り、会議を開き自分たちの案を出す。

郡上市の人口を増やす
ため

定住・移住・交流プロジェ
クト

市内人口の減少：雇用がない・Ｕターン者がいない。
□自然を活かした産業：獣害対策として獣肉の宣伝、木材を加工した家庭用品の商品化。
□若者を取り込む：雇用環境を整える。　　□少子化対策で子育て支援。　　□男女の出
会いの場を作る。　　□空き家の提供（安く売る）。
◆一人でも多く郡上に残り、働く。　もっと深く考えて市民の声を聴いてほしい。

ＧＯＯＤ郡上ＦＡＲＭ 産業・雇用プロジェクト

郡上の農業はあまり発展していない。代表的な野菜などがない。
□「GOOD郡上ＦＡＲＭ」では、野菜・果実・動物を育て、お客さんが収穫・料理（ＢＢ
Ｑ）できるようにする。　□これにより地元の農産物を知ってもらうことができ、雇用問
題も解決できます。
◆私たち自身が農業の楽しさについて知り、広められるようにする　　*添付画あり
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GOOD 郡上プロジェクト提案 ～郡上東中学校～ 

 

 

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

自然のアピール
観光客を増やしたり、和良
・郡上市に住みたいと思う
人を多くする

自然をアピールする
□和良の木や自然を使ったアスレチックや迷路など子供の安全を確保した遊具や場所を作
る。　　□夏には川遊びや釣り人が多いので、その人たちを対象とした河川情報を作る
（オススメの川・生息する魚の種類・釣りの難易度）
□それらの情報をインターネット・新聞・広告などで掲示。
□多くの人の来訪を促し住みたいと思う郡上市（和良）にしたい。
◆アイディアを出す。　木材の材料集めをお願いしたい。

自然を上手に活用 人口減少

自然を利用したアスレチックや迷路などを作る。　自然材料のグッズを郡上踊りの屋台や
道の駅などで販売。
□それらの物に対しての満足感から郡上への好感度を高め、興味から移住に繋げる。
□協力してくれそうな所→市役所
◆希望・野望ノートに書く。　記載内容を郡上市のＨＰに掲載し多くの人に知ってもらい
たい。

人口多のために？ 人口の減少

「郡上かるた」を有名にする。
□ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・「全国郡上かるた大会」開催などで広める。
□郡上かるたは郡上について多くの事柄でできており、かるたの内容で郡上への興味・関
心を持ってもらう、また郡上かるたが広告代わりになる。
◆自分たちは郡上市以外の人達と楽しく一緒に郡上かるた取りに参加し、広めていく。

和良観光客＆移住者Ｕ
Ｐ 和良町を盛り上げる

和良への移住者に家を建てる（蛍・桜など景観が良い場所）。
□モデルハウスで体験してもらう。
□和良町回遊：蛇穴、重ね岩、鬼の首、御手洗の滝、道の駅。
□春夏秋：桜並木、キャンプ、川（和良鮎）。　和良鮎を食べ比べてもらう。
◆ポスター・パンフレット作成。　地元の名所を調べる。

郡上の旅 郡上の良さを知らない人の
ために

郡上踊り開催期間中：朝～夜間の市内回遊バスや散策で良さを知ってもらう。
□水の都を歩く：八幡城→うなぎ→食品サンプル作り→まん真ん中センター→ラフティン
グ→踊り会場屋台→郡上踊り→水の都の旅館　（値段￥5,000＋お土産＋屋台代）。
◆パンフレット・ポスター作成、お金の免除を市役所に依頼する。　郡上市ＨＰでチケッ
トを販売。

地域支え合い 観光客を増やして、和良に
住みたい人を増やす

キャンプ場で鮎釣りの道具レンタルを行う。
□川釣りの初心者には地元の人が教えるキャンペーンの開催。
□来訪者の良い感想が口コミで拡散し観光客の増加に繋がる。
□その中で移住希望者も出てくるかもしれない。
◆不要になった釣竿の寄付をしてもらう。　パンフレット・ポスター作り市外へ配布す
る。　お金の免除を依頼する。　市役所に頼む。　友人や地域の人を誘う。

自然 産業（自然）
郡上市の森林資源を活用：間伐材を利用してオリジナルポストを製作。
□参加者は誰でもよい。
◆自分達はオリジナルポストの作図をする

鮎料理 グランプリ
No,1

和良鮎のおいしさを知って
もらう

市内の料理上手な人で鮎料理を作ってもらい、審査してNo,1を決定し表彰する。
□場所：町民センターのグランド（料理を食べる場所も設置）。
□参加料理人：10人程。　審査人：5人ほど。
□鮎の塩焼きを￥300で販売する（ボランティアで参加する）。
◆鮎を釣る。　チラシを作る。　人を集める。　ボランティア参加。

いなかの宿 観光客を増やす

自然の中に宿泊施設を作る（都会人から見た田舎の自然がよい）。
□料理も地元の物で提供し、地産地消を可能にする。
□地域の高齢者達から暮し全般の物事を教わる機会があれば地域活性化になる。
□２日連続で行えば宿泊に繋がる。
□宿泊施設・ホテルは空き家の改装や建て替えで行うと空き家対策になる。
◆空き家を探す。　インフラ整備をやってもらう。

高齢者を守る 防災対策

地元の道路沿いに避難場所の設置・危険場所の案内看板を見やすく目に留まるように設け
る。
□高齢者の行動範囲(道路）を把握する。　□会合を開き、避難場所や危険区域を確認する
◆高齢者の使う道を把握する看板を作成する。　看板設置の許可を取る。
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

いなかの宿 観光客を増やす

自然の中に宿泊施設を作る（都会人から見た田舎の自然がよい）。
□料理も地元の物で提供し、地産地消を可能にする。
□地域の高齢者達から暮し全般の物事を教わる機会があれば地域活性化になる。
□２日連続で行えば宿泊に繋がる。
□宿泊施設・ホテルは空き家の改装や建て替えで行うと空き家対策になる。
◆空き家を探す。　インフラ整備をやってもらう。

郡上市の人口について 郡上市の人口の減少

人口増加に向けて：市民全体で楽しめる軽スポーツを奨励
□ゲートボール・ウォーキング大会開催。
□年々人口の減少がある→購買人口の減少→店舗の閉鎖。
□人口の流出＞流入→町に活気がなくなる。
□インターネット・ポスター・チラシなどで郡上のいいところやイベント情報を発信する
（郡上の河川や和良鮎、地区の特産物）。
□住んでもらう為に住みやすい町づくりをする（アンケートなどを取って、どんな町に住
みたいかを聞く）。　◆市外の人・親戚に郡上の良さを知らせる。　パンフレットやポス
ター作り。

人口増やす 人口の減少

和良は川や山の資源が豊かなので、鮎釣りや、魚・山菜などの食べ方などの講座を開く。
□釣竿などは全て貸し出し可能にする（子供は鮎つかみなど）。
□鮎講座：釣り方や料理の仕方。　山の食べ物講座：山菜を取って料理する。
◆和良の自然の良いところを郡上市HPやパンフレットに掲載して広める。　鮎釣りを教え
る人の協力は欲しい。　家を安く売る。

郡上の有名を世界へ！ 郡上の特産物を日本だけで
なく、世界に広めたい

日本人以外に外国人にも郡上の魅力を知って欲しい（ 日本一の鮎・オオサンショウウオ・
郡上みそ・郡上踊り・鬼の首・名水百選・円空など ）。
□インターネット（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）・ＴＶのＣＭ・ポスター・パンフレットなど、い
ろんな所で閲覧できるようにする。
□郡上のツアーをを企画する：郡上かるたの場所・明宝ハム、郡上みその工場・食品サン
プル作り、円空資料館、郡上おどり。
□ＴＶ・ＣＭ：郷土の食べ物・有名な物・郡上鮎を使った料理の紹介。　遠方やツアー参
加が難しい人向けにビデオ・中継などで伝える。
◆パンフレット・ポスターを作る。

ミニ産業市場 農業・漁業の良さを知って
もらう

夏限定でキャンプ場付近にミニ市場・店を開く（郡上の魚・野菜販売）。
□観光客をターゲットに販売する。　利用者の感想を生産者に報告（ノート等を置く）。
□販売時に直送も受け付ける。　□価格設定も市内店舗と競争する。
□他府県からの来訪者の特典（お買い得価格）を設ける。
□生産者の産物を販売し、決まった生産者以外の物は売らない（優良品としての価値をつ
ける）。　□買った人に調理レシピを付ける。　試食ができるようにしたい。
◆産業に対しての体験活動をもっとやる。　購買意欲が高まるチラシ作り。　市場で開店
するための募金を集める。

和良の生活がより良く
なるには？ 人口不足　安全面

生活がより良くなる・人口不足の対策。
□田畑の貸し出しを可能にする。　□空き家の掃除・修繕。　□飲食店を作る。
□和良の新しい特産物を作る。　□防災グッズを設置する。　□和良全体の防災訓練。
□電話で呼べるタクシー。
◆空き家の掃除参加・特産物のデザインをする。　資金援助をお願いする。

人口の減少をなくす 人口の減少

人口が多くなるために：イベントを開催（移住希望者に接触する）。
□住む環境を整える：家の周りなど地域の美化による景観保持。
□看板やポスターなどを設置・パンフレット配布。
□イベント内容：郡上の物を沢山集めて、それを自由に食べてもらう（毎週土曜日に開
催）。　　　　◆市内のごみ拾い参加・ポスター作りをする。

集客 集客・地域の活性化

郡上市内のマイナーな物をメジャーにして売る
□郡上みそラーメン・長寿だんごタレ・蛇穴の水・土京のそばなど商品価値を高め販売に
繋げる活動をする。
□これらの発展で集客が見込まれ、そこから人口増加が見込まれる。
◆活動の為に必要な場合は、署名活動をする。　パンフレット作成・Facebook・HPへの掲
載・郡上市ＪＡ、郡上市長への協力依頼をする。
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

空き家を減らしてお店
を増やそう

働く場所や店が少なく人が
集まらない。働く場所を求
め郡上から出ていく人が多
い。空き家が多い。

●使われていない空き家をリフォームし働く場と集える場をつくる。
①「喫茶店」②気軽に利用できる「空き家レンタル」③郡上の物を使って作る「焼き菓子
やそうざい、郷土料理を扱うお店」
【私たちにできること】空き家の数を調べる。どんな店があったらよいか調べる。空き家
の掃除。
【協力してもらいたいこと】空き家を使えるくらいまでリフォームする。SNSを利用し募金
を募り、拡散。テレビで郡上八幡を放送するときはできたお店を紹介。

郡上に人を！ 郡上は人が少ない。若い人は
年々少なくなっている。

●郡上の魅力をもっと伝えること。大きなお店をつくること。
●郡上の良さをもっと知ってもらうこと。働く場をつくり、働きたいと思ってもらうことが出来れば、
人が来る。
【私たちにできること】郡上で働く。郡上の良さを伝える。
【協力してもらいたいこと】お金と人と場所がたくさん必要。郡上の良さを伝える。

定住・移住・交流
空家が多い。若者が郡上を離れ
高齢者が多い。過疎化している
場所がある。

●空家をきれいに清掃・補強し住みやすい場所にする。
●空家を民宿として利用し、観光客が長期滞在できるようにする。
【私たちにできること】空家の清掃。
【協力してもらいたいこと】ぼろくなった部分の補強。民宿を開くための資金。

林業・漁業での人集め
郡上に働く場が少なく、都会に
出たまま戻ってくる人が少な
い。

●今ある既存の仕事を続けられるとよい。特に農林業を充実させる。
・説明や体験を通して仕事に対する興味を持ってもらう。
・家賃などの仕事をする人への補助をする。
・伐採した木の利用
・都会の人に郡上に来てもらう（町中→キャンプ→川遊び→おどりなどの郡上巡りツアー）
【私たちにできること】郡上の農林業・漁業について知る。
【協力してもらいたいこと】金銭面の協力。チラシ作り。

郡上市外へ出ていった人
に伝える

現在の郡上市は入ってくる人よ
り出ていく人が多い。

●市内で起こったことを郡上市のSNSで拡散。
市民からの写真や動画を集め拡散したり、郡上トピックスで取り上げられたものを載せる。
【私たちにできること】市内の祭りや行事に参加する。
【協力してもらいたいこと】郡上市のアカウントをつくる。動画・写真の撮影。

郡上市の産業を栄えるた
めの課題と提案

郡上市での産業の衰退と産業で
の雇用の減少

●若い人が働ける場所(大手チェーン店等)を増やし雇用を増やす。
●郡上市独自の産業・伝統工芸等の体験イベントを行う。
　　・毎月１回日曜日に無料で気軽に参加できる
　　・郡上市民や郡上に住んでいた若者向け
　　・郡上市にしかない産業の魅力を伝え後継者を増やす
【私たちにできること】郡上市独自の産業・伝統工芸等を見つめ直し、良さを見つける。
【協力してもらいたいこと】郡上市独自の産業・伝統工芸が体験できるイベントの企画・開催。若い人
への宣伝。

郡上観光の情報発信

八幡・白鳥は夏のおどりに
観光客が訪れるが、大和・
和良・明宝には観光客が少
ない。

●郡上に住んでいる学生を中心に郡上の良い所や歴史の情報を発信する。
学生が新聞みたいなものを手作りし、市外・県外へ発信。
移住についての不安をなくすために市民の暮らし方を載せる。
【私たちにできること】郡上について学び、市の良さについて知る。
【協力してもらいたいこと】市民の暮らし方について情報提供してもらう。市外・県外へ
情報を持って行ってもらう。

郡上おどりで町おこし 郡上市の人口減少と空き家の増
加問題を郡上おどりで解決する

●郡上踊りを全国に発信
全国で郡上踊り講習会の開催。郡上踊りのホームページ等をつくる。
●空き家の利用
空き家を宿や休憩所に活用。郡上踊りの練習場に活用。
【私たちにできること】郡上踊りの開催
【協力してもらいたいこと】空家の提供と改装

子供子育て教育 人口減少。子どもの遊べる施設
や関われる機会の少なさ。

子供会を増やし、地域のかかわりを強くする。
●親子が楽しめるバスツアーを開催。市外の参加者を募り郡上の良さを広める。
●赤ちゃんがいる家族も働け、安心して任せられる施設をつくる。
【私たちにできること】地域活動やボランティアへの参加によりつながりを強くする。
【協力してもらいたいこと】施設や交流の場をつくる。資金提供。

空家を活用
少子高齢化による人口減少。そ
れにより空き家が多くなり町に
活気がなくなる。

●空き家をカフェなどのお店にする。観光客が宿泊できる民宿にする。→観光客が増える。
●小さい子供のための施設にする。→施設にすることで小さい子供がいて働けない母親が働ける。
【私たちにできること】定期的な空家の清掃。お店・民宿をどんな感じにするか考えること。
【協力してもらいたいこと】空家をお店や民宿にする。

 

GOOD 郡上プロジェクト提案 ～郡上高校～ 
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

郡上をにぎやかにするた
めに 郡上市の人口が少ないこと

●人口を増やすために働く場所をつくる。
・工場誘致・郡上で盛んなラフティングや郡上踊りを働くことに繋げる。
・郡上市の名所周遊観光プランをたてる。これにより観光客が増え、雇用も増える。
【私たちにできること】できるだけ郡上で働く。
【協力してもらいたいこと】働く場所をつくる。

郡上の良さを伝えたい 郡上市の人口減少・観光客の増
加・名産品を広める。

●郡上市の観光地や食べ物などを来てもらい知ってもらうのではなく、郡上市の魅力を伝えに他都市へ
出向く（写真展など）。
【私たちにできること】自分たちが郡上の魅力を知る。
【協力してもらいたいこと】郡上の良さを自分たちに伝えてほしい。

高齢者 増価する高齢者の安全性を
高める。

●毎日高齢者の家へ行く。安全確認と話すことで高齢者が毎日楽しく暮らせる。
●ラジオ体操。若い人と一緒に高齢者もラジオ体操をする。健康維持と安否確認ができ
る。
【私たちにできること】高齢者と話すことにより助けてほしいことに協力できる。
【協力してもらいたいこと】おとなの人には高齢者の方がバスで立っていたら直ぐに席を
譲ってほしい。

にぎやかな郡上
きれいな川や自然、伝統的なお
どりなど、郡上の良さがまだあ
まり知られていない。

●ポスターを人が集合する場所に設置する。イベントなどを行う。
沢山の人に遊びに来てもらえば住みたいと思う人も増えてくる。住みたい人が移住しやすいように、シ
ステムを簡単にしたり、空き家を上手く利用していく。
【私たちにできること】自分たちが郡上を好きになり、理解する。
【協力してもらいたいこと】空家リフォーム。簡単な移住システム。

郡上に住みなれ 郡上市は年々人口が減少。転出
者よりも転入者が少ない。

●郡上で子供を産み２０年以上住み続けた人にお金を支給する。
●働く場所を増やす。
【私たちにできること】長く郡上に住む
【協力してもらいたいこと】郡上にある空家の数を調べる。

産業・雇用
空き家が多く活気がない。働く
場所がなく、若者は都会へ行っ
てしまう。

●空き家を改築し店舗とする。働ける場所が増えるので若者も戻ってきやすくなる。店が増えればお客
も増えまちの活性化につながる。
【私たちにできること】空家の数を調べる。町に住む人がどんな店を必要としているか調べる。内装を
考える。
【協力してもらいたいこと】改築をしてもらう

郡上市の住みやすい環境
づくり

郡上市に空き家が多いので、改
装して販売店等にする。

●空き家を耐震化を備えた改装をする。飲食店・民宿・介護施設等。
これらの店などが増えることにより訪れる人と雇用の場の確保となる。
【私たちにできること】空家を見つけたら大人に知らせる。
【協力してもらいたいこと】空家の改装。

定住移住する人を増やす
ために

定住移住者が少ない。交通機関
が充実していない。お店が少な
い。仕事が少ない。

●郡上市の良いところをPR。交流会を通して移住者を増やす。公共機関を充実させる。空家を利用しお
店にする。自然を活かした産業を考えたり、新しいお店で働けるようにする。
【私たちにできること】郡上の良いところを考える。
【協力してもらいたいこと】交通機関の充実。お店のための空き家の整備。

産業・雇用 超高齢化社会

●郡上市はウィンタースポーツはスキーが盛んだが、夏のサマースポーツで観光客を増やせば年中楽し
める郡上になる。山を使ったレジャー施設の建設など。
【私たちにできること】実際にいろいろな場所へ行き体験したことをレポートにする。
【協力してもらいたいこと】見つけたところを建設してくれること。

郡上を便利に 交通が不便。バスなどの料金が
高い、本数が少ない。

●町中にはおしゃれな店も増えているが、そこまで行く足がなかったり、バス料金が高く不便と感じて
いたが、まめバスを使ってみてとても便利だと思った。
もっとたくさんの人に利用して欲しい。使ったことのない人、システムがわからない人のため知っても
らうことが大切。バスの運行範囲の拡大をすることにより、地元の人も観光客も行動しやすくなる。
【私たちにできること】バスなどを使ってみる。
【協力してもらいたいこと】まめバスの範囲を広げて欲しい。相生まで行ってほしい。

地域支え合い。高齢者が
生き生きと生活できる郡
上

郡上市は高齢化が進んでいる。
一人暮しの高齢者もいる。何か
あった時に危険である。

●各地域で小中高のボランティアグループを作る。
高齢者の家へ訪ねたり、高齢者同士が集まれる時間をつくる。
地域を細かく分けることで、どこにどんな人が住んでいるかを自然と把握できる。
【私たちにできること】ボランティアグループに参加し活動する。
【協力してもらいたいこと】ボランティアグループの設置。相生には小学生・中学生理事を相生公民館
が行っているので活用する。

郡上の良さ再発見！

少子化の中、子供たちがの
びのび遊び、初めて会う子
とも仲良くなって欲しい。
親子の触れ合いを大切にし
て欲しい。

●親子でバスツアー
土日だけでは遠方に出掛けられなかったり、運転が出来なかったりする人がいる。バスツ
アーをとして行けば沢山の親子が参加してくれる。郡上市内の遊ぶところや見学できると
ころを回るバスツアー。市外の人にも参加してもらうことにより多くの人との交流が出来
る。
【私たちにできること】親子で楽しめる所を探す。市外に知ってもらえるようポスターを
作る。
【協力してもらいたいこと】バスツアーで使用する費用。バスの手配。ポスターを市外に
貼る。

郡上らしさを生かして
過疎化の原因について、職場不
足・楽しく遊べる人が集まる場
所が少ない。

●職場不足は仕事に困らないよう働ける場所をつくる。働ける場所を幅広い年代が楽しめる場所にした
ら、職場にもなり人が来るきっかけにもなる。遊べる場所は郡上ならではの自然を生かした遊びが増え
るとよい。
【私たちにできること】施設建設の為の募金活動。郡上の課題を見つけ良くなるよう考える。
【協力してもらいたいこと】資金。ポスターなどで活動の宣伝。
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応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

親子同士のかかわりを増
やす

子供が家以外で遊ぶ場所が少な
い。親子同士の関わる所も少な
い。

●使われなくなった大きめの建物を改装し雨の日だからこそ遊べる屋内の遊び場を作る。
中にはカフェも作り子供を見守りながら親同士で会話できる環境を整える。
【私たちにできること】関わる所を作る。積極的に挨拶し信頼し合える環境を作る。
【協力してもらいたいこと】施設を設計し改装。

自然を使ったこと 少子化により生まれている人数
が少ない。遊ぶ場所が少ない。

●郡上市には自然が多いので自然を生かした遊び場を増やしていく。
●保育所などの施設を増やして、子供にとって住みやすい環境を作る。
【私たちにできること】環境を汚さず、自然を活かすところを探す。
【協力してもらいたいこと】施設建設。

踊りで空き家を減らそう 人口の減少、空き家の増加 ●毎月一度踊りをやる。空家を休憩所にしたり、ほかのところから来た人の練習スペースにする。
【協力してもらいたいこと】踊りの開催。空家の提供。

郡上市の人口増やそう大
作戦

若い世代が郡上を出ていき郡上
市の高齢化が進んでいる。人口
が減少し観光客も減少する悪循
環が起きる。

●郡上市の魅力を増やす。
・新しい産業を増やす。(ベンチャー企業、IT企業など若者が好む企業を増やす。)
・大学、専門学校を郡上に誘致する。（郡上を出なくても進学できる）
・地域ボランティアの推進。（郡上市に愛着を持つことで定住に繋がる）
【私たちにできること】郡上市の良さと現状を知る。ボランティアをする。
【協力してもらいたいこと】大学、専門学校を郡上に誘致。新しい産業の開発。

産業・雇用 空き家が多く老朽化していく。

●人が住んでいないから管理できず老朽化しているならば、人が住んで管理すればよい。
古民家再生、民宿を作る、数日だけでも田舎暮らし体験、古民家利用した動物OKのカフェ
【私たちにできること】使えそうな空き家を探す。どうしたら若者に人気が出るかを考える。
【協力してもらいたいこと】改装工事等。費用。設計。

郡上に人を呼び寄せる
観光客は多いが定住者が少な
い。観光客と定住者をもっと増
やす。

●郡上は空き家が目立ち、観光地として良い所は目立っていない。空家をリフォームし観光地と物件を
SNS主にtwitterやFacebookで流す。
●マップの作成で町を詳しく説明。
●郡上踊り、白鳥踊りなど特徴的なもので町を宣伝する。
【私たちにできること】募金活動
【協力してもらいたいこと】郡上の公式のものをたくさんつくる。

定住移住交流 移住者が少ない。働く場が少な
い。

●住みやすく便利な町にする。仕事を探しやすくするために色んな企業に来てもらう。
●空き家があれば改装し受け付けれるようにする。移動するのに便利なところを中心に進める。
【協力してもらいたいこと】市と企業お互いが有利な条件で沢山企業に来てもらう。沢山の企業を呼べ
る町にする。空家を改装する。

定住移住交流 郡上に住む人が減ってきて
いる。

●郡上踊りを冬にも開催する。
●毎月第２土曜は踊りの人決めて踊りに来る人を増やす。
●空家を使い踊ったり休憩したりする場所を作る。
【私たちにできること】郡上の行事に参加し盛り上げる。
【協力してもらいたいこと】イベント企画。店を増やす。

子供子育て教育

郡上は人が少ない。若い人は
年々少なくなっている。ロボッ
トを使ってこれ以上人が少なく
ならないようしたい。

●学力向上
先生がロボットだと間違うことがない。一人一人の弱点を把握分析し指導できる。
●コミュニケーション
先生がロボットだと生徒対応の悩みを持たない。始めはロボットに対し警戒心を持つだろうがその後心
を開くと聞いたことがある。生徒の悩み相談や解決もできるかもしれないと思った。
●このことから、興味を持ってくる人や学力向上のために来る人などで過疎化が防げる。
【私たちにできること】ロボット設計。
【協力してもらいたいこと】ロボットを作る。

定住移住交流プロジェク
ト 空き家があり若い人が少ない

●空き家をリフォームし移住してもらう。カフェなどのお店にする。
●仕事に就けるように仕事を増やす。
●イベントをし、郡上に興味を持ってもらう。
【私たちにできること】空き家情報と周辺地図をホームページに載せる
【協力してもらいたいこと】イベントを増やす。リフォームの際に割引を行う。

関わり
一人暮らしの高齢者が多くなり
周りとの関りが減ってくるのを
どう防ぐか？

●回覧板をまわす。生存確認になる。
●ラジオ体操。　健康維持。生存確認。
【私たちにできること】近所の高齢者との挨拶でこまめに関わっていく。
【協力してもらいたいこと】ラジオ体操などの準備。

産業雇用 高齢化による空き家の増加

●シェアハウス　若者だけでなく高齢者のコミュニケーションが出来る場所にする。
●学校にいろいろな事情でいけない子の施設
少しでも外に行く時間を増やす。安心して通うことのできる施設。
【私たちにできること】ボランティア活動で掃除。
【協力してもらいたいこと】空家清掃道具の準備(資金)

地域活性化 地域内での交流の場を増やす

●公共事業で公園などの人々が集まり交流できる場をつくる。
●地域の人が集まる集会をつくりイベントする。（２-４ケ月に１度程）
【私たちにできること】イベントに積極的に参加する。地域の人と話をする。
【協力してもらいたいこと】お金など子供にできないこと。

地域支え合い 老人が多く災害時の避難が
遅れる

何処に誰が住んでいるのかを確認しておき、災害時には若い人達で助けに行く
【私たちにできること】どこに誰が住んでいるのか確認する。
【協力してもらいたいこと】災害時に老人を助けに行く



21 
 

 

  

 

 

応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

～郡上の子ども達へ～ 小学校からタッチケータイ
をもっている。

●家族で話し合い使用時間を決める。
●友達とのLineをすることが多い。良いことダメな事を伝える。
●暗い所で使わないよう部屋に張り紙をする。
●歩きスマホ対策。看板を立てる。プロジェクションマッピングを使い危険を実感しても
らうための講演を行う。
【私たちにできること】歩きスマホしている人への注意。携帯を持つことによる危険や怖
さを子供たちに知ってもらうよう講演する。
【協力してもらいたいこと】講演場所。看板ポスターの費用。チームに入ってくれる人の
確保。

定住移住交流プロジェク
ト

郡上市は出ていく人よりも帰っ
てくるほうが少ない。観光客も
減る傾向である。

●郡上の良さをポスターマップSNSなどで知ってもらい、住みたいと思ってもらえるようにする。
●空家利用し郡上に体験入学してもらう
結果的に郡上に移住してもらう。
【私たちにできること】観光客に自分たちが郡上について呼びかける。
【協力してもらいたいこと】SNSなどでもっと郡上の良さを紹介してもらいたい。

定住移住交流プロジェ
クト

他県や他市の人に来るだけ
ではなく住んでもらう。今
のままでは住んでもらう環
境がない。

●新興住宅をたくさん作る。
・郡上にあるたくさんの山の一部けずり、そこに家を作り、その土を堤防に使う。
・住宅が出来るとまわりに店などが出来、人が入ってくる、定住する事が出来る。
【私たちにできること】自分の考えを多くの人に話す。
【協力してもらいたいこと】広告を作って他県に貼る。

多くの生徒の皆様に提案をいただきましたことに感謝いたします。 
ありがとうございました。 
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アップル子育てサポートセンター 
お子さんを預けたい方とお子さんを預かれる方を結びつけます 

 

正ケ洞⾃治体 
自治体で支え合いマップを作成 

 

生活支援ネット・ぐじょう 
障がい児・障がい者とその家族に対して、 

豊かな地域生活を送るための相談や支援を⾏っています 

 

ぽこあぽこ 
障がいを持つ人々が住みなれた地域で安心して暮らせるよう 

グループホーム・ケアホームの施設運営と共に支援を⾏っています 

 

めいほう鶏ちゃん研究会 
鶏ちゃんの継承と地域の元気に繋がる活動を⾏います。 

又地元のイベントなどで鶏ちゃん・郡上・明宝の魅⼒を PR しています 

 

りあらいず和 
全ての子ども達とハンデキャップのある方(高齢者含)の笑顔を支え、共生社会の実現と地域福祉の充

実が出来るよう活動しています 
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～ メ モ ～ 
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≪お問い合わせ先≫ 

郡上市市民協働センター 

〒501-4607 

岐阜県郡上市大和町徳永 585 番地 

郡上市役所大和庁舎１階 

TEL：0575-88-2217 

FAX：0575-88-2218 

e-mail：kyodo-c@gujo-tv.ne.jp 

業務日:月～金曜日 8：30～17：30 

※土日祝日、年末年始休み 


