平成 27 年度

浦佐地域づくり協議会の主な実施事業

南魚沼市の「地域コミュニティ活性化事業」として浦佐の雪国おくにじまん会館内に「浦佐
地区センター」を設け、浦佐地域づくり協議会が運営をしています。
地区センターの役割は、①施設の日常的な維持管理、
②地域づくり協議会の事務局、③協働のまちづくりのた
めの事務、④行政区あて文書の配送、⑤協議会で認め
た公共的団体の事務局事務などがあります。

西山から見える JR 浦佐駅と基幹病院

1 活動拠点事業（市からの委託事業で予算規模 227 万円）
浦佐地域づくり協議会の事務局は、雪国おくにじまん会館の 2 階にあって活動拠点とな
っています。事務長他 1 名、計 2 名の事務員が常駐しています。
・ 雪国おくにじまん会館（浦佐地区センター）の運営と管理を行っています。
・ 毎月 2 回、南魚沼市から発行される市報など様々なお知らせ文書等、各行政区へ配送し
ます。（原則、毎月 1 日と 15 日に配送します、土日・祝祭日にあたると前日となります）
・ 浦佐地区センターの開館時間は、祝祭日を除く月曜から金曜日の 9 時から 17 時までとな
っています。（会館の利用は予約により、8：30 から 22：00 まで可能です）
・ 地域での困り事や地域の課題・問題、またコミュニティ等に関する相談事について窓口
を開いています。
・ カラーコピー機を導入、行政区・市民団体等の会議資料など大量のコピーもできます。

2 地域活性化支援事業（市からの交付金事業で予算規模 310 万円）
地域活性化支援事業は市から交付金を受け、地域の活性化につなげるために行う事業
で「提案事業」と「基礎事業」に区分されています。地域の特色を活かした活動、また地域
目線や創意工夫することにより、安全で暮らしやすい地域づくりを目指します。
○ 提案事業（事業費 155 万円規模）
公民館浦佐分館・各種団体・環境活動への事業費補助、毘沙門通りでの「小さな祭り」、
八色の森公園「健康ウォーキング」などの外、幾つかのプロジェクト事業など実施しました。
各事業の実施では、事業の実施をとおし“人材の育成”も大きな課題と捉え、実行委員会
制の導入など継続と発展を目指した取り組みを行っています。
○ 基礎事業（事業費 135 万円規模）
基礎事業は、地域で管理する道路水路の外、水路や市道などの簡便な補修工事など、
地域の視点・目線から実施できる事業です。
協議会では今年度も、各行政区からの地域用等について検討しながら、街路灯・防犯灯
などの LED 化を計画的に進めたほか、道路などの小さな改修工事を行いました。

3 各種プロジェクト事業（概要紹介）
○ びしゃもん通り賑わい事業（県商工会補助）
前年度の記念事業を引き継ぎ、新潟県商工会連
合会から 105 万円の補助を受け、8 月を除く 5 月か
ら 11 月まで毎月（基本第 4 日曜日）毘沙門通りで賑
わい事業を開催しました。毎回お祭りテーマ

を

今や浦佐にお馴染み

決め、通りを“ホコテン化”し、軽トラック市も同時開

“常連客”も増えています

催し地域の手づくりイベントとして実施しました。
5 月 24 日 欅＆山菜まつり

びしゃもん市 ストリート芸能 軽トラ市

6 月 28 日

びしゃもん市 ストリート芸能

軽トラ市

びしゃもん市 ストリート芸能

軽トラ市

さなぶり祭り

9 月 27 日 新米祭り
10 月 25 日 鮭＆きのこ祭り

びしゃもん市 ストリート芸能 軽トラ市

11 月 3 日 菊祭り びしゃもん市 ストリート芸能

軽トラ市

（魚沼菊花展期間中）

5 回の開催で 1,800 人の人出となり、毎回びしゃもん市やストリート芸能などで賑わいま
した。

（事業費支出 118 万円規模）

○ 夕涼み 生ビール＆鮎まつり
7 月 26 日

生ビール＆鮎まつり

模擬店

軽トラ市

ステージショー 生ビ＆鮎丸かじり

今や浦佐の夏の名物となった『夕涼み 生ビー
ル＆鮎まつり』は、良質な生ビールとじっくりと焼
かれ“ふっくら”とした鮎の塩焼き、そして連続で
演じられジャンルに富んだ地元芸能と、プロ歌手
によるステージはお客様をとらえて離しません。
真夏の午後から夜にかけ浦佐毘沙門通りは浴
衣と団扇の似合う通り、軽トラ市も手伝ってお買
い物を楽しむ人、ステージの前にじっくり腰を据
える人、通りでビールを楽しむ人・・・、毘沙門様の
門前通りは人で埋まります。
今回のお祭りは好天にも恵まれ過去最高の人
出となって、「葉月みなみショー」では大いに盛
り上がりました。
（事業費 160 万円）
正に“夕涼み！”
浦佐の夏は「生ビールと鮎です！」

地域情報は協議会のＨＰからも見ることができます
浦佐地域づくり協議会 ホームページ

http://urakyou14.com

浦佐地域づくり協議会 ブログ（地域と協議会周辺の話題発信）
Ｅメールアドレス

gi-to-ai@bloom.ocn.ne.jp

○ 八色の森健康ウォーキング
行政と地域が協働で行うウォーキングイベ
ントで、県営奥只見レクリエーション都市公園
「八色の森」を発着点とし、水無川・魚野川など
の舗装された堤防道路を主体とするハイクイ
ベントです。
里山のすそ野や毘沙門堂境内など、地域の
美しい景観のなかを歩くことで、地域を知るこ
とや、健康をテーマにしたウォーキングの取組
みとなっています。
9 月 23 日（毎年秋分の日に実施）には、好天の
なか 151 名の参加で初秋の川原やコシヒカリの
水田景観を楽しむことが出来ました。
（事業費 16 万円）

公園発着で「水無川」から「魚野川」
そして「赤沢川」堤防道路歩きます

○ 浦佐地域合同「賽の神祭り」
1 月 11 日、浦佐駅の西側で旧浦佐中学校跡地の広場
をお借りして、今年 7 回目となる地域合同の「賽の神祭
り」を実施しました。異常気象もあって広場は殆ど無雪
状況、前年と打って変わって開催が心配されましたが、
当日は催事用テント 2 張り設営し、温かな甘酒やトン汁
でお出迎え。
白山神社宮司による神事を厳かに執り行い、賽の神
旧浦佐中学校跡地で行う

に火が入ります！

賽の神祭り

（事業費 12 万円）

○ ウェブ版「料飲店マップ」の制作
基幹病院が開院し、周辺では様々な商業施設や
アパートなどの建設が賑やかになっています。また
メデカルタウン、ＩＴパーク関連など多くの関係者が
地域を訪れようとしているなか、少しでも地域情報
を発信していこうと「料飲店マップ」の制作を行い
ました。
短期間の取り組みでしたが、浦佐料飲店組合の
全面的な協力を得ることでき、「浦佐地域づくり協
議会のホームページ」へアップすることが出来まし
た。料飲店マップでは浦佐と東地域の料飲店の
様々な情報を一括して見ることができます。
一部はまだ「工事中」ですが、完了すると浦佐と東
地域のお店 46 店舗が参加するサイトになります。スマホやタブレットの時代、ぜひ皆様の
ご利用をお待ちしています。

○ その他事業の取り組み
毎年実施される地域のイベント事業にも積極的
に参加しています。
・南魚沼グルメマラソン 6 月 14 日(日曜)
参加者約 5,000 人

スタッフ 800 人規模

・山岳耐久マラソン･健康歩こう大会
参加者約 1,600 人

9月7日

スタッフ 250 人規模

・他、南魚沼グルメライドなど地域活動等に参
加する。

八色の森 公園発着の
南魚沼グルメマラソン大会

4 多面的機能支払事業
浦佐地域の「農振地域」を対象にした農水省・
市農林課の事業で、「農業環境を守り育てる」た
めの様々な活動を行います。
主体となる組織は「浦佐地域広域協定（会長
井口章一郎）」で、五箇地区をはじめ 5 組織から

農地を守ることは地域防災や

成っていて、事務局は浦佐地域づくり協議会局

景観力を高めます

内にあります。
平成 27 年度の全体事業費は約 1,200 万円規
模となり、農地と景観を維持するための草刈作
業や水路の土砂上げ・農道の補修作業、また子
どもたちの“生き物教室”、景観事業等々、地域
農次世代を担う子供たちの

の農業者が主体となって活動を行っています。

環境教育「生き物教室」から

浦佐地域広域協定

会長 井口章一郎

201.5ha

（農業者数 279）

八色の森浦構

78.4 ha

八色の森浦構

代表 関昌吉 （16）

川原町環境サポータ

14.3 ha

川原町環境サポータ

広域協定浦佐八色

23.4 ha

浦佐八色

広域協定鰕島

48.0 ha

鰕島 代表 山本治芳

広域協定五箇

37.4 ha

五箇 代表 井口章一郎

代表 井口義夫 （76）

代表 山田勝美

（32）
（43）
（112）

（H27 年度体制で、括弧内数は構成員の農業者数）

5 そのた事業
○ 花いっぱい運動
浦佐地域づくり協議会「環境部会」の皆さんにより、大和・魚沼地域の玄関口である
新幹線浦佐駅東側地域の県道・市道植栽桝の花壇作りに取組み、今年度は新たに一部
天王町区域の花壇作りを行いました。

○ 川まち計画
浦佐地域の中心を流れる「魚野川」について、地域
住民と交流者の“水に親しむための手作りの河川公園”
へ向けたプロジェクト事業とし、地域と行政の協働事
業としてスタートしたいと活動を始めました。
川まち計画の現地説明・勉強会

今年度は学習会を開催するなかで関係者の交流を
深めることが出来ました。

川まち計画の希望地（浦佐大橋下流域）

○ フットパスの取り組み
農村と西山地域の里山、そして旧三国街道を舞台とする“小さな観光”として、「フットパ
ス footpath」による農村地域の保全と活性化を目指したいと考え取り組みを始め、浦佐と
五箇を結ぶ旧三国街道の復元に取り組みました。
また、日本フットパス協会の皆様との“コースの試行”も行うことが出来ました。

おくにじまん会館から毘沙門堂、新町から山越えで町屋へ
そして旧街道を岩山から原を通り境川へ ゆっくり歩きました

写真で見る地域づくり協議会の活動

浦佐地域づくり協議会で検索！（料飲店マップ）

