
No. 入賞 応募タイトル 課題内容 提案内容の概略

16A006
○

オイデ
ナーレ

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

16A007 オイデ
ナーレ 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）

16A008 オイデ
ナーレ

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

16A009 オイデ
ナーレ 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

16A010 オイデ
ナーレ

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
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16B004 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）。
【私たちにできること】ポスターを作り、市内に貼る。
【協力してもらいたいこと】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。

16B007 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。
【私たちにできること】ポスター作りをする。
【協力してもらいたいこと】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。

16D001 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。
【私たちにできること】提案すること。
【協力してもらいたいこと】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。

16D002 ～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。
【私たちにできること】学校でも夏休みに踊り参加日を設けて踊りを盛り上げる。
【協力してもらいたいこと】下駄だけでも郡上で作れるよう職人・下駄屋への協力を呼び掛けて欲し
い。
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16D004 郡上のGoodを広めよう 1.交流　2.定住・移住
3.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・ＢＢ
Ｑ）。
●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）。　【私たちにでき
ること】ポスター作り等への参加・知人なども誘う。
【協力してもらいたいこと】バスツアーの協力者、古民家改装協力者(建築家)、広報活動お願いしま
す。

16D005 ○ 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）。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】郡上で仕事体験が可能になる様、たくさんの仕事を見つけて欲しい。多
くの子供達、大人達のためにご協力お願いします。

16D008 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。
【私たちにできること】自然を大事にする
【協力してもらいたいこと】植樹活動。

16D010 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
【協力してもらいたいこと】郡上市からの支援をお願いする。

16D012 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。
【私たちにできること】ポスター作り・当日の手伝いをする。
【協力してもらいたいこと】スキー場を借りるための手続き。当日の運営。
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16D013 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。　　　　　　　　　【私たちにでき
ること】浴衣を持っていない子などを誘って踊りに参加する。
【協力してもらいたいこと】貸し出しと着付け。

16D015 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）。　【私たちにでき
ること】中学生から踊りに参加していき、広めていこう。
【協力してもらいたいこと】新しいイベント・祭り・踊りを作ってほしい。お店でパンフレットを渡
してもらう。

16D016 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。
【私たちにできること】郡上市の企画をネットに載せて広める。
【協力してもらいたいこと】企画の実行。ゴミを拾う。

16D017 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。
【私たちにできること】河川のゴミをなくす。　魚のさばき方・餌を調べ水槽に貼る。
【協力してもらいたいこと】資金提供。場所・釣り方を教えて欲しい。

16D020 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。
【協力してもらいたいこと】施設を作る
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16D022 ○ 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。
【私たちにできること】大会に参加する。
【協力してもらいたいこと】準備。

16D023 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！）
【協力してもらいたいこと】ポスターを作成してもらう。　ＳＮＳで拡散する。　過疎化を防ぐ。

16D024 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
【私たちにできること】自分たちもツアーに参加する。
【協力してもらいたいこと】ツアー開催。広告をしてもらう。

16D025 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。
【私たちにできること】招くために郡上市内の美化を保つ。
【協力してもらいたいこと】市内外への広告・ステイ先を探してもらう。

16D026 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。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】移住について郡上の良さをしっかりと伝えて欲しい。
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16D027
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。
【私たちにできること】郡上のことをもっと知る。
【協力してもらいたいこと】合コンの手配・準備をお願いしたい。

16G006 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。
【私たちにできること】伝統文化や行事を知る為に積極的に参加し学ぶ。
【協力してもらいたいこと】学ぶ機会を作って欲しい。

16G007 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。
【私たちにできること】修学旅行に適した場所の案を出す。
【協力してもらいたいこと】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。

16G008 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）。
【私たちにできること】一人でも多く郡上に残り働く。
【協力してもらいたいこと】もっと深く考えて市民の声を聴いてほしい。

16H001 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。
【私たちにできること】アイディアを出す。
【協力してもらいたいこと】木材の材料集めをお願いしたい。
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16H002 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
【私たちにできること】希望・野望ノートに書く。
【協力してもらいたいこと】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。

16H003 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。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】新聞折り込み等で郡上かるたを紹介する。

16H004 和良観光客＆移住者ＵＰ 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。
【私たちにできること】ポスター・パンフレット作成。　地元の名所を調べる。
【協力してもらいたいこと】家を建てる。鮎の用意。

16H005 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）。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】郡上市ＨＰでチケットを販売。

16H010 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。
【私たちにできること】空き家を探す。
【協力してもらいたいこと】インフラ整備をやってもらう。
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16H012 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。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】鮎釣りを教える人の協力は欲しい。家を安く売る。

16H013 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。
【協力してもらいたいこと】パンフレット・ポスターの作成。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。

16I001 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。

16I003 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。

16I005 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。



No. 入賞 応募タイトル 課題内容 提案内容の概略
第５回GOOD郡上プロジェクト提案一覧【定住・移住・交流】

16I007 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。

16I008 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

16I010 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。

16I012 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。

16I014 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。
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16I015 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。

16I017 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。

16I018 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。

16I026 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。

16I027 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。
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16I029 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。

16I030 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。

16I031 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。

16I033 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。

16I039 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。
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16I040 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。


