
 

 

 

 

  

 

 

平成２０年３月２６日



母畑地区まちづくり計画 

                             

母畑地区まちづくり委員会  

                                  委員長 平田 文男 

 

１．地区の概要・特性 

（１）母畑地区は、石川町の北部に位置し、北須川を挟んで、東側の湯郷渡・北山地区と西側の母

畑地区から構成されています。 

 

（２）母畑地区は、多くの山林と水田や畑の点在する自然豊かな地区である。古くから稲作と畑作

や林業を中心とする農業地域でありますが、現在は、会社等に勤めながらの兼業農家が多く

なっています。 

 

（３）古くから母畑温泉があり、年間を通して多くの観光客が訪れる観光地でもあります。 

 

（４）北須川の上流には、千五沢ダムがあり、農業用水として利用されているほか、遊歩道やレク

レーション施設が整備されており、四季を通して多くの利用が見られます。 

 

 

 

 



２．地区の現状と課題 

 現 状 

  （１）兼業農家では、高齢化と後継者の不足により、農地や山林の荒廃が進んできている。 

  （２）後世に残したい史跡や神社、景勝地や樹木の保存や管理が不十分となっている。 

  （３）子供の遊ぶ姿や、大人の交流も少なくなり、地区の連帯感が薄らいできている。 

  （４）山間地が多いため、道路の道幅が狭い所や急カーブの箇所が多く、生活道路の危険箇所が多

い。特に冬期は、雪にため生活道路として支障を来たしている。 

   

３．課 題 

（１） 自然と農用地を生かした、高齢者をはじめとする地域での生きがい作りと交流の場の確立 

（２） 地域の史跡や神社、景勝地や樹木の保存と活用 

（３） 北須川遊歩道の整備と保存、地域の景観づくり 

（４） 生活道路の整備 

北須川の流れ 



事業計画 

 計画１  誇れる資源の整備・保存 事業 

 目 的  地域にある名勝、旧跡、文化財、自然資源を母畑地区の誇れる資源として、地域で再認識

し、整備と保存をし、後世に継続をする 

 取組内容 

（１） 母畑マップの作成と宣伝 

（２） 案内看板の作成と設置 

（３） 施設の整備と保存 

（４） 地域における啓蒙活動と活用 

     

  計画２  地元農作物の直売と生きがい作り 事業 

 目 的  高齢者を中心に、農作物や山菜等の生産と消費者との直売による交流の場所を設け、生き

がい作りを進める。 

 取組内容 

（１） 農地を活用した農作物や山菜等の生産 

（２） 直売所の整備と消費者との交流 

（３） 足湯の整備と温泉の提供 

 

計画３  北須川の遊歩道の整備と保全及び堀田川の景観整備 事業 

 目 的  北須川で魚釣り等の遊びができる場所をつくり、川の景観を楽しみながら、遊歩道を活用

した健康づくりをすすめる。又、堀田川の堤防沿いの景観を良くし、散策路を整備する。 

 取組内容 

（１） 北須川の遊歩道の整備（下の湯～八幡神社、北須橋～亀石～前ノ内） 

（２） 遊歩道の保全と散策による健康づくり 

（３） 堀田川の堤防沿いの植栽と保全 

（４） 看板等の作成と設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高蔵内の桜 
   

木戸の内の「こぶしの大木」 



 

予想される母畑マップの名称・場所等 

ＮＯ 名　　称　　等 地　区 場　　　　　所 内  容 備　考

1 千五沢ダム遊歩道 上母畑 ダム右岸 現在町管理

2 レークサイド 上母畑 レークサイド 現在財団管理・運営
3 母衣旗観音 上母畑 ダム下流 財産区で整備中
4 雷神山 上母畑 清水作 景観と散策路
5 母恋観音 上母畑 清水作 景観と散策路
6 天狗岩 上母畑 丈田 景観と散策路
7 蛍の里 上母畑 堀ノ内他
8 高蔵内の桜 下母畑 迎重勝宅
9 母畑温泉 下母畑

10 仙道３３観音札所 湯郷渡 瀬戸 第16番札所
11 こぶしの大木 湯郷渡 木戸ノ内 約80年以上
12 ナラの木の大木 湯郷渡 前ノ内
13 立免沢の清水 湯郷渡 ダム左岸
14 左岸道路の桜 湯郷渡 ダム左岸（東屋） 現在町管理
15 種蒔桜 湯郷渡 木戸ノ内 約100年以上
16 津島神社 北山 羽貫田
17 幸右衛門桜 北山 北山共同墓地
18 牧草山 北山 入山 現在は茅山  

 

委員会開催経過 

月日 会議名 内容
・事業の説明会
・役員の選出
・具体的な取組と日程
・現地調査の結果協議
・次回委員会と交流会

・第２回委員会での整理
・交流会
・次回委員会日程
・まちづくりの骨子検討
・次回委員会日程

・まちづくりの原案協議

月日 会議名 内容
H19.11.10 現地調査 上母畑地区
H19.11.17 現地調査 湯郷渡地区
H19.11.19 現地調査 北山地区

第２回委員会H19.11.22

H19.10.19 第１回委員会

第３回委員会H19.12.19

第４回委員会H20.2.5

H20.2.22 第５回委員会

 



 
 
 
 
 



第１回母畑地区まちづくり委員会 

 

 

平成１９年１０月１９日 午後７時 

 

 

１．開  会 

２．役員体制について 

委 員 長  （平田文男） 

副 委 員 長  （迎 慎 ）（関根正夫） 

事 務 局 長  （熊田 誠） 

事務局次長  （永沼 悟） 

庶 務  （林 憲夫）（福田光雄）（塩沢弘則） 

委 員  （岡部喜一）（添田一二）（木戸彌吉）（関根節子） 

  〃    （添田常勝）（鈴木一郎）（大串秋夫）（添田嘉隆） 

 

３．まちづくり計画について 

  企画調整課より説明（添田係長、大竹実担当） 

 

４．まちづくりの検討内容と今後の日程について 

（１） 母畑地区の現状についての把握（１１月中） 

各区毎に地区を見てみる、職員も参加する）・・・次回会議までに 

 

（２） 現状の把握による課題の検討（１２月中） 

 

（３） 計画の検討（１月中） 

 

（４） 計画作成（２月中） 

 

（５） 第２回委員会の開催について 

      日  時  １１月２２日（木）午後７時より（再度通知をする） 

      場  所   母畑地区公民館 

 

５．その他 

 

 

６．閉会 

 



第２回母畑地区まちづくり委員会 

 

 

平成１９年１１月２２日 午後７時 

 

 

１．開  会 

 

２．各地区での現状把握結果について 

  北 山・・・１１月１９日に現地調査を行う 

  湯郷渡・・・１１月１７日に現地調査を行う 

  下母畑・・・ 

  上母畑・・・１１月１０日に現地調査を行う 

３．把握結果の検討と整理 

 ①神社等、景観地、樹木等既存施設の整備（ボランティアだと地区民の交流ができる） 

 ②観光マップとしてチラシや案内看板の作成 

 ③足湯、農産物等の直売所 

 ④北須川の遊歩道の整備（下の湯～八幡神社、源苑～亀石～前ノ内） 

 

４．第３回委員会の日程等について 

  日  時  １２月１９日（水）午後６時より 

   

 

５．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３回母畑地区まちづくり委員会 

 

 

平成１９年１２月１９日 午後６時 

 

 

１．開  会 

 

２．第２回委員会での整理事項について 

  別紙 

 

３．第４回委員会の日程等について 

  日  時  ２月 ５日（火）午後７時より 

  場  所  母畑地区公民館 

 

４．その他 

 

５．交流会 

 

メモ 

                                              

                                              

                                             

                                             

                                             

                                                   

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             



別 紙 

 

１．母畑地区のマップの作成・・・案内チラシや看板の作成と整備 

 ①千五沢ダム遊歩道、レークサイド、母恋観音、雷神山、天狗岩、蛍の里、 

  津島神社、幸右衛門桜、牧草山、 

  ３３観音、北須の遊歩道、こぶしの大木、立免沢の清水、左岸道路の桜、 

  母畑温泉、種蒔桜(湯郷渡)、桜の古木(迎重勝) 

 ②案内チラシの作成、看板の作成と設置 

 ③各施設等の整備と保存 

 

  今回の計画とする。 

 

２．直売所を中心とした生産者と消費者の交流と生きがい作り 

 ①農産物等の直売所と足湯の検討 

   

  農産物の販売を期待している人がいる。地域の交流、お茶のみの場所となる。 

  足湯とお湯の宅配などを検討している。 

  今回の計画とする。 

 

３．北須川遊歩道の整備（下の湯～八幡神社、源苑～亀石～前ノ内） 

 

  町や県での整備があれば、計画に入れる。 

  堀田川の堤防(公民館より上流)へ桜等の植栽の検討をする。 

 

４．生活道路の整備（母畑地区には、道幅の狭い道路が各地区に多い） 

  （地区まちづくりで実施するのでなく、行政への要望事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４回母畑地区まちづくり委員会 

 

 

平成２０年２月５日 午後６時 

   

 

 

１．開  会 

 

２．母畑地区まちづくりの骨子について 

   

 

３．第５回委員会の日程等について 

  日  時  ２月２２日（金）午後７時より 

  場  所  母畑地区公民館 

 

４．その他 

 

 

メモ 

                                              

                                              

                                             

                                             

                                             

                                                   

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

 



第５回母畑地区まちづくり委員会 

 

 

平成２０年２月２２日 午後６時 

 

 

１．開  会 

 

 

２．母畑地区まちづくり計画（案）について 

  別紙 

 

３．石川町へ計画の提出について 

 

 

４．平成２０年度の取り組みについて 

 

 

５．その他 

 

 

 

メモ 

                                              

                                              

                                             

                                             

                                             

                                                   

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                   



 

 

母畑地区まちづくり委員会平成１９年１０月１９日選任 

 

職 名 地 区 氏  名 

委 員 長 北山 平田 文男     

副委員長 

下母畑 迎 慎 関根 正夫   

上母畑 関根 正夫     

委  員 

下母畑 岡部 喜一 添田 一二   

上母畑 木戸 彌吉 関根 節子   

湯郷渡 鈴木 一郎 添田 常勝   

北 山 大串 秋夫 添田 嘉隆   

事務局長 （職員） 熊田 誠     

事務局次長 湯郷渡 永沼 悟     

庶  務 （職員） 林 憲夫 福田 光雄 塩沢 弘則 

 


