
１ 組織名  下赤林コミュニティ 

 

２ 地区の概要 

  ○面積 1.638ｋ㎡  ○世帯数 87世帯  ○人口 267人 

（１）おいたち 

赤林の地名は、昔クヌギの原生林が秋になると見事な紅葉を見せ遠方からも真っ赤に

見えたことから、そう呼ばれるようになったといわれがあります。現在の上赤林の一本

松の付近から下赤林の前郷一帯にかけてクヌギ林に覆われていて面積８町歩位もあり、

クヌギ林の周囲には50～60戸の家があったとのことである。下赤林のことを前郷と呼ぶ

のは部落の鎮守白山神社のある地割番地から由来している。文献によると、県内最古の

古文書といわれる「川くるみ状」の中に赤林村という地名が現れているということであ

る。斯波氏が統治する以前から村落が形成されていたとのことで、江戸中期頃に赤林村

ができ、明治22年煙山村の一部、昭和41年より矢巾町の一部となった。 

 

（２）特徴、特色 

矢巾町北部に位置し、水田地帯が広がる平地のみの純農村部である。昔からの結いの

精神に則り、コミュニティ委員会を中心に活動を進めている地区である。農業生産は農

事生産組合を中心に集落営農も行い、大変厳しい農業経済環境が続く中、農家組合、青

年会等の力を結集し、皆で対応している。 

スポーツも盛んな地区で、毎年恒例の夏の部落大運動会や、秋のウォークラリーなど

地区総出の行事があり、少人数地区にもかかわらず、各種大会で優秀な成績を上げてい

る。 

秋には地区の氏神様である白山神社の秋祭り祭典があります。上赤林地区と合同で行

う前夜祭の行事の一つとして、小中学生によるさんさ踊りの伝承活動に対して、文部科

学省から活動助成金を頂戴するなど、芸術伝承活動にも力を入れている。 

少子高齢化が進む中、高齢化率が町内でも高率ではあるが、平均寿命が長いことの裏

返しとも思われる。３世代同居も珍しくない地域であり、世代間交流を図りながら、迫

り来る高齢化時代を先取りして、老人パワーの経験と知恵を活性化に結び付けて役立て

て行こうとコミュニティ委員会を中心に、皆で日々考えているところである。 

 

３ コミュニティ計画 

（１）コミュニティ活動方針 

①キャッチフレーズ 

元気でいきいき長生き家族 

安全安心な暮らしを何時までも守ろう 

相互扶助の精神を何時までも守ろう 

 

②活動目標 

地区住民の安全な生活を確保すること（集落センターの清掃、向井田川の清掃）、 

地区の環境整備に努めること（花いっぱい運動の参加、集団資源回収、春、秋の

一斉清掃） 

子供を皆で温かく見守り育てること（さんさ踊りの伝承教室の開催） 



部落運動会などスポーツを通して、地区民の交流を図ること（部落大運動会、 

輪投げ大会） 

 

（２）組織体制及び活動の内容 

区   分 活   動   の   内   容 

行 政 区 
行政一般。部落総会の開催、コミュニティ委員会の開催運営、春、秋の

一斉清掃、花いっぱい運動の推進。部落運動会の開催 

公 民 館 公民館活動の主催、部落運動会の共催、集落センターの清掃 

体育振興委員 部落運動会の開催、スポーツ振興 

婦 人 会 婦人会活動、保健活動の推進、白山神社前夜祭の出店 

青 年 会 青年会活動、農家組合との農薬散布、白山神社前夜祭の出店 

農 家 組 合 農家組合活動の推進、さなぶりの開催（酒上） 

子供会育成会 
子供会活動の推進、伝統芸能さんさの伝承、白山神社前夜祭での伝統さ

んさの披露、リサイクル活動 

老 人 ク ラ ブ 老人クラブ活動の推進、老人クラブ運動会への参加 

 

（３）主な事業、年間行事等 

主な事業、年間行事名 内     容 担当委員会 

春の一斉清掃 地区民全員参加の一斉清掃 行政区 

花いっぱい運動 フラワーボックスの配置 
行政区、子供育成会、

コミュニティ委員会 

さなぶり 田植え終了後の豊作祈願、懇親 農家組合 

地区大運動会 地区民全員参加の大運動会 
体育振興委員、行政区 

公民館 

向井田川の川筋刈り払い 
運動会前の準備運動をかねて草

刈り、刈り払い 
行政区 

白山神社祭典前夜祭参加 

上下赤林地区合同による前夜祭

開催、子供育成会の伝承さんさ

踊りの奉納、大さんさ踊り大会 

行政区、子供育成会、

婦人会、青年会、 

コミュニティ委員会 

青年会主催の夏祭り イベント開催 青年会 

圃場のカメムシ防除 地区圃場のカメムシ一斉防除 農家組合、青年会 

町老人クラブ運動会 町内老人クラブ参加の運動会 老人クラブ 

町主催夏祭り 伝承さんさ踊りに参加 芸能保存会、婦人会 

町民大運動会 地区民代表参加による運動会 
行政区、体育振興委員 

公民館 

地区総会 地区民全員参加の地区総会 行政区、各種団体 

執行役員会議 
年間行事の決定、決議事項の審

議 

行政区他コミュニティ

委員 

 

 

 

 



（４）コミュニティ施設等の整備計画                 （単位:千円） 

実施年度 事  業  区  分 事業費 内 容 説 明 

令和３年度 防災什器・備品購入 100 倉庫内棚等 

令和４年度 防犯灯移設 100 設置位置移動 

令和５年度 環境設備 500 回収保管庫の設置 

令和６年度 公民館修繕 600 屋根塗装 

令和７年度 公民館修繕 600 外壁塗装 

 

４ 資金計画 

（１）収入計画                           （単位:千円） 

科 目 説   明 
金       額 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

自治会費 賦課金（73戸） 584 943 943 943 943 

補助金 
道路・河川愛護費、防犯

灯電気料等 
78 78 78 78 78 

その他 繰越金、雑収入、利息等 688 479 379 279 279 

合  計  1,350 1,500 1,400 1,300 1,300 

 

（２）支出計画                           （単位:千円） 

科 目 説   明 
金       額 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

会議費 議会議経費 130 130 130 130 130 

事業費 
公民館・体育館振興活動

費等、各種団体会費等 
857 840 840 840 840 

維持管理費 施設修繕費等 100 100 100 100 100 

その他 予備費等 263 430 330 230 230 

合  計  1,350 1,500 1,400 1,300 1,300 
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