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16A014 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。

16A015 オイデ
ナーレ

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。

16A016 ○ 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。

16A017 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。

16B001 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。
【私たちにできること】ボランティア活動に参加をする。
【協力してもらいたいこと】旅行の計画。まめバスの増加。

16B002 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。
【私たちにできること】各学校への呼びかけ等をする。
【協力してもらいたいこと】老人ホームなどの訪問先は手配してもらう。

第５回GOOD郡上プロジェクト提案一覧【地域支え合い】
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16B003 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。
【私たちにできること】高齢者と話をして心の負担軽減。
【協力してもらいたいこと】介護に協力するボランティア参加者を募集する。

16B005 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。
【私たちにできること】中学生が積極的に参加・うちわデザインを考える。
【協力してもらいたいこと】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。

16D007 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。
【私たちにできること】公民館の数を調べる・高齢者でも楽しめる場所を探す。
【協力してもらいたいこと】高齢者の数やその内の一人暮らしの数を調べて欲しい。

16D019 ○
～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。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】温泉割引券などの優勝チームへの商品。（ゲームの詳細は提出用紙に記載あり）

16D021 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）
【私たちにできること】中学生が主催。
【協力してもらいたいこと】屋台を出してほしい。鮎を釣ってもらう。
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16G002 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。
【私たちにできること】明宝にある施設などを沢山使う。

16G003 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）。
【私たちにできること】明宝温泉を使う・ＳＮＳを使用して情報の拡散。
【協力してもらいたいこと】いろいろいい案を考えて実行して欲しい。

16G004 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。
【私たちにできること】自身が積極的に地域の行事へ参加をする。
【協力してもらいたいこと】自然を活かした祭りをして欲しい。多くの人に参加してもらえるよう「祭りが楽しい」と
のアピールが必要。

16H006 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。
【私たちにできること】不要になった釣竿の寄付をしてもらう。
【協力してもらいたいこと】パンフレット・ポスター作り市外へ配布する。

16H008 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）。
【私たちにできること】鮎を釣る。　チラシを作る。　人を集める。　ボランティア参加。

16H009 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。
【私たちにできること】高齢者の使う道を把握する看板を作成する。
【協力してもらいたいこと】看板設置の許可を取る。
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16H011 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）。
【私たちにできること】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。
【協力してもらいたいこと】イベント・ネットなどで郡上の良さを伝える。地域の有名なものをアピールする。

16H015 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。
【私たちにできること】空き家の掃除参加・特産物のデザインをする。
【協力してもらいたいこと】資金援助をお願いする。

16H016 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）。
【私たちにできること】市内のごみ拾い参加・ポスター作りをする。
【協力してもらいたいこと】イベント開催。ポスター作成。

16H017 いいまちづくりをするた
めに 行政がまちづくりを行うための税金の減少

いいまちづくりをするには大人が働いて納税したお金を使う。
●和良には大人が少なく税金が少ない。
●住む人を増やし納税者の増加を図り、よりよい町にしていく。
●和良のいい物を売ったり・いい所を紹介する（鮎を売って納税額を増やす・鮎釣り体験を行い楽しさを知ってもら
う）。
【協力してもらいたいこと】鮎を釣る人・鮎を売る人を探して欲しい。

16H018 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。
【協力してもらいたいこと】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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16I013 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。

16I020 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。

16I021 ○ 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。

16I034 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。

16I036 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。

16I037 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


