吉川区
№01

地域のお宝「大乗寺址石塔」保存・伝承事業

文化・スポーツの振興

大乗寺町内会

事業概要
大乗寺町内会にある後世に伝えるべき貴重な歴史的遺産は、まさ
に地域の宝であることから、町内会全体で大乗寺址の草刈りなどの
保存活動を行うとともに、区内外の人からもその歴史的価値を知っ
てもらい、地域の活性化に結びつけるため、看板の設置や講演会を
開催した。

事業評価・今後の活動の見通し
本事業を通して「大乗寺址石塔」の歴史的価値を再認識したととも
に、講演会の開催により広く内外に知ってもらうことができた。また、
草刈り・清掃の保存活動により地域の協調性が高まった。
今後の活動としては、子ども達に伝承するため子ども向けの勉強
会を開催するとともに、破損した建造物を順次修復するよう検討して
いきたい。

事

業

費

200,360 円

補助金額

180,000 円

№02

道之下山ゆり保存事業

環境保全・景観形成

道之下山ゆり保存会

事業概要
近郷に知られる存在である集落の山ゆりが生育環境の悪化により
本数が減少しているため、生育環境を改善して最盛期以上の生育
本数を目指すとともに、ゆりの魅力を広く市民に周知するため、案内
看板やのぼり旗の設置及び山ゆり祭りを開催し、住民・会員が一体
となって保存・啓発に努めた。

事業評価・今後の活動の見通し
日程的にはほぼ予定どおり実行できたが、駐車場の整備が予定よ
り遅れた。山ゆり祭りは10日間開催したが、気候により山ゆりの開
花予想が難しいことと開花期間が短かったことが原因で、祭り後半
は花が落ちてしまったものもあった。
今回の事業で整備したものを有効に活用し、毎年山ゆり祭りを実
施しながら地域の宝として守っていきたい。

事

業

費

422,405 円

補助金額

360,000 円

№03

幻の越後長峰城址保存事業

文化・スポーツの振興

越後長峰城址保存会

事業概要
長峰城址の風化が激しいため、保存整備活動として、散策道の擬
木階段整備や周辺案内看板を設置した。また、階段整備がほぼ完
了したのを機に、長峰町内会に呼び掛け、見学会を兼ねて、階段埋
め土の搬入を行い、ふるさと意識の高揚を図った。

事業評価・今後の活動の見通し
長峰城址・長峰池周辺の案内看板を設置したことで来訪者の便宜
を図ったとともに、階段の整備より来訪者が安全・安心で散策できる
ようになった。
今後は、長峰町内会と連携し、刈払い等の保存・維持に努めるとと
もに、説明看板やパンフレットの作成、見学会の開催、地元ガイドの
養成等長峰城址を活用した事業を実施していきたい。
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事

業

費

1,000,000 円

補助金額

900,000 円

№04

共に生きる優しい福祉のある町・地域コミュニティ支援事業

健康・福祉の向上

特定非営利活動法人よしかわたすけあい

事業概要
高齢者・障がい者等の生きがい及び見守り・安否確認対策として、
家庭でプランター栽培を行ってもらい、ボランティア見守り隊が１年
間を通して水やりなどの手伝い等でふれあいながら、安否確認を
行った。
また、シニアの社会参加を推進するため、講話会やふれあい会食
会、吉川特別支援学校の出張スマイルカフェ、レクリェーションなど
を実施し、いずれも多くの参加者があった。
事業評価・今後の活動の見通し
高齢者・障がい者等への見守り・安否確認の実施で「共に生きるコ
ミュニティ」につながり、地域社会への参加促進を進める効果が生ま
れた。また、制度では拾いきれないニーズ・制度の谷間にある方々
への対応で互いに「絆」が強まり、地域のつながりの構築、関係機関
との連携協働等により健やかで元気な吉川に寄与することができ
た。これからも、利用者の状態や意向に応じてサービスの提供内容
を考え判断するとともに、関係機関等の連携で情報交換し、課題解
決に努め地域のコミュニティ再生につなげていく。

事

業

費

613,927 円

補助金額

547,000 円

№05

新吉川民謡発表事業

文化・スポーツの振興

吉川観光協会

事業概要
「吉川町音頭」は合併後歌詞が合わずあまり唄われていない状況
であり、当協会で伝承される唄がないことを課題としていたところ、
地元出身歌手から「上越吉川ばやし」等の制作寄贈を受けたため、
歌手や楽団を招き6月9日に吉川体育館でこの新曲発表披露等を盛
大に開催した。また、この新民謡をご当地民謡として広めるため、各
種イベント等に積極的に参加し、ＰＲ・普及に努め地域の活性化、地
域おこしに貢献した。
事業評価・今後の活動の見通し
準備期間は少なかったが、地域の皆様からの賛同や支援により、
新吉川民謡お披露目発表会は計画どおり実施することができた。ま
た、各種イベントにも積極的に参加し、ご当地民謡としてのＰＲを推
進することができた。今後一層ご当地民謡として定着させ普及・伝承
していけるよう、「吉川おどり隊」等と協力しながら更なる活動を行
い、地域の活性化に寄与していきたい。

事

業

費

1,327,827 円

補助金額

900,000 円

№06

吉川の「民謡興し」事業

文化・スポーツの振興

吉川おどり隊

事業概要
人口減少や高齢化等で活動が困難になってきている区内のさまざ
まな踊りのグループを一本化し、これを機にゆかた等を揃えるととも
に、吉川観光協会が制作したご当地民謡3曲の振り付けを専門家か
らしてもらった。また、保育園及び小学校で次世代の子どもへの普
及活動を行ったほか、各種イベント等で踊りを披露し、ご当地民謡と
踊りの普及を図るとともに、にぎわいを創出した。
事業評価・今後の活動の見通し
6月9日の吉川民謡お披露目発表会以降、予想以上にイベント等
への参加依頼があり、大きな手ごたえがあった。新吉川民謡ととも
に踊りをどう広め、定着させ伝承していくかが課題であり、これから
が本当の意味での活動といえる。組織強化を図ると同時にさまざま
な機会を通じて活動を続けていきたい。

96

事

業

費

495,000 円

補助金額

445,000 円

№07

尾神岳トレッキングコース整備事業

観光振興

尾神岳ファンクラブ

事業概要
吉川を代表する尾神岳の山頂まで子ども達や家族連れでも安全
に散策が楽しめ、市民の健康増進にも役立てるため、ボランティア
による山道の刈り払い等の整備を行ったほか、専門業者に委託しト
レッキングコースの整備を行った。また、コース完成後に参加者を募
集し、尾神岳山頂ハイキングを実施した。

事業評価・今後の活動の見通し
市道から展望台までの間を専門業者に委託しトレッキングコースを
整備したことにより安全に行けるようになった。また、展望台から山
頂までの間をボランティアによる刈り払い等の整備をしたことにより
安全が図られ、展望が開け眺めがとても良くなり、ハイキングを楽し
む市民や観光客が増加した。今後は、更に眺望ポイントを増やした
り、休憩場所等の整備やモニュメントづくり等を検討していきたい。

事

業

費

1,000,000 円

補助金額

900,000 円

№08

宝の里山保全事業

環境保全・景観形成

頸北林業研究会

事業概要
吉川区の放置林における間伐材の有効活用を図り、副業的自伐
林業の普及活動を推進するため、簡易杭製造機を導入し、実施講
習会、杭製造作業を実施した。実施講習会には、会員をはじめ区内
外から約30名の参加者があり、有意義なものとなった。

事業評価・今後の活動の見通し
簡易杭製造機は、曲がって節がある木でも綺麗に仕上げることが
でき、また、先端をとがらせることが容易であるため、多くの間伐材
を杭に加工することにより、里山の環境改善を図ることができた。
今後も、継続して放置林における間伐材の有効活用を図り、自伐
林業の普及活動を実施したい。

事

業

費

1,086,858 円

補助金額

900,000 円

№09

吉川区の代名詞となるようなイメージキャラの開発

まちづくりの推進

まちづくり吉川

事業概要
地域の行事や活動にイメージイキャラクターを利用して地域活性
化を図るためヨッシャーマン1号の着ぐるみ1体とヨッシャーマン2号、
3号、4号ののぼり旗各10本を製作した。また、昨年度始めた区民対
象のイメージキャラクターコンクールを引き続き実施した。

事業評価・今後の活動の見通し
着ぐるみは8月のデビュー以来、区内の多くの催しに出演し、のぼ
り旗は区内要所に配置した。また区外の催しからも出演要請を受
け、地域活性化や吉川区を売り出す大きなきっかけになった。イメー
ジキャラクターコンクールは、児童・生徒や区民を対象に行ったこと
で、若い人から大人まで吉川を見つめなおす機会が得られたのでは
ないかと考えている。着ぐるみは今後も積極的な活用を図るほか、
イメージキャラのあふれるまちを目指し、関連グッズの開発を検討し
ていきたい。
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事

業

費

798,853 円

補助金額

778,000 円

№10

上越文化会館と連携した文化活動による地域活性化事業

文化・スポーツの振興

夢をかなえる会

事業概要
閉じこもりがちとなる交通手段のない高齢者を中心に、上越文化
会館へバスで送迎し、文化会館で行われる演劇を鑑賞していただき
高齢者の活力増進を図るため、チラシの作成、新聞折込を行い、12
月8日の「あとは野となれ山となれ」の観劇参加者を募集し、バス2台
により送迎した。参加者は108名（その内バス利用者75名）であっ
た。
事業評価・今後の活動の見通し
参加者100名で計画していたが、それより多くの参加者があり、上
越文化会館まで行くことが難しい方々にとても喜ばれた。また、文化
会館からは集客や文化芸術の普及に寄与する活動が、当会と連携
してできた事に感謝の言葉をいただいた。文化の普及に新たな活動
スタイルが実証されたものと思われる。
参加者から継続を望む声が寄せられており、今後も更なる発展を
期して事業継続をしていくとともに、工夫を凝らしていきたい。

№11
子どもの健全育成

事

業

費

263,707 円

補助金額

89,000 円

１４歳の初ワークショップ支援事業
子育て応援団

頚北キッズアンパンマン

事業概要
ＣＡＰ（こどもへの暴力防止）プログラムにより「自分がとても大切な
存在である」という自己尊重感を高めることを学ぶため、吉川中学校
の協力を得て2年生を対象にＣＡＰ中学生ワークショップを2回実施し
た。また、あわせて、教職員ワークショップを1回実施することができ
た。
保護者のためのワークショップは講師から独自に実施していただ
いた。
事業評価・今後の活動の見通し
中学校に協力いただいたおかげで計画どおりにＣＡＰ中学生ワー
クショップを実施することができ、また、日程調整していただき教職員
ワークショップも実施できた。さらに保護者のためのワークショップも
実施されたことから予想以上の成果が得られとても良かった。暴力
防止活動は、定期的にすべての子どもたちに提供していくべきもの
であり、来年度もまだ受けていない子どもたちに提供できれば理想
的と考えている。

事

業

費

76,485 円

補助金額

76,000 円

№12

原之町町内会設立６０周年記念並びに町内会集会場移転記念事業

まちづくりの推進

原之町町内会

事業概要
健康で活気ある町内会づくりとふれあいを進め、地域ぐるみの活
動が定着し将来も継続されることを図るため、町内会設立60周年並
びに町内会集会場移転を機に町内会各団体代表者による地域づく
り先進地の視察研修や、町内会案内看板の設置を行った。また、大
勢の町内会住民に参加いただき集会場移転記念式典を開催し、そ
の中で町内会の歴史に関する資料等の展示や町内会各団体の地
域リーダーから町内会のこれからの展望、未来についての夢を発表
してもらい、町内会のふれあいと連帯を強めた。
事業評価・今後の活動の見通し
町内会のこれからの展望、未来についての夢を各団体の地域リー
ダーから発表していただき、それを大勢の町内会住民に聞いてもら
うことにより町内会への想いが深まり、連帯の強化を図ることができ
た。また、町内会各団体から視察研修に参加してもらい、これからの
地域づくりへの活躍を期待できるものとなった。今後も、強まった連
帯により防災や地域づくりに対し地域ぐるみで一体となって取り組
み、活気ある町内会としていきたい。
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事

業

費

397,885 円

補助金額

274,000 円

