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信更地区住民自治協議会 令和の幕開けに、新体制始動 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新支所長 石坂 恒雄 

住民との協力で諸問題の解決を 
４月１日の人事異動で、信更支所長となりまし

た石坂恒雄です。よろしくお願いします。 

全国的に人口減少の時代となり、少子高齢化が

進む中、この信更地区でも、昨年、人口 2,000人

を割り、人口減少などにより、空き家問題、保育

園、小中学校のあり方、遊休農地の増加などの問

題が大きな課題となっております。 

この地区では、住民自治協議会を中心に、田舎

暮らし移住事業、民泊、ワイン用ぶどうの栽培、

りんごパイの製造など、将来につながる事業が行

われています。有害鳥獣の問題も、今年度、中条

にジビエ肉加工センターがオープンし、運搬用の

保冷車も配備されました。 

今後も信更地区が、住み続けることができる場

所となるように、住民の皆様、住民自治協議会と

協力し、地区の問題が解決に向くように、また、

地域が活性化するよう進めていきたいと思いま

す。 

          

          

          

          

           

 

 

 

 

新会長 塚田 今朝幸（信更町安庭） 

魅力ある信更の創造をめざして 
新緑の候、信更町の皆様方ご健勝でお過ごしの

こととお喜び申し上げます。 

このたび、住民自治協議会の総会におきまして、

会長をお引き受けすることとなりました安庭区の

塚田今朝幸です。 

少子高齢化の波をもろに受け、課題が山積みし

ているこの信更地区の厳しい現状に、心もとない

私が果たして、こなしていけるか自信がありませ

ん。地域・行政の皆さま方のお力添えをいただき、

何とか 2 年間努めさせていただければと思いま

す。どこの地域でも高齢化等により定年延長とな

り、多い役職に少ない人材、これも時代の流れで

しょうか、地域や地域外のより多くの方々の力と

智力を借りながら中山間地の底力を発見・発信し

ていかなければと思います。「ずく」を出せばそこ

に何かしらの方策が必ず見えてくると信じます。

継続は力です。あきらめないで、みんなが協同の

下、魅力ある信更を創っていかれればと思います。 

甚だまとまりませんが、新任のご挨拶とさせて

いただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 
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（単位：千円　千円未満切捨）

収入 支出 残額 主な内容（上段歳入、下段歳出）

市助成金7,110、区負担金1,972、広告収入120、諸収入104

総務231、安全環境91、福祉健康1,064、振興518、教育文化538、配分2,580

一般会計繰入金1,150

報酬437、燃料油脂等313、点検等269

市助成金1,800、一般会計繰入金130

事業費1,948（人件費・地区支援事業）

市助成金430

事業委託費433

一般会計繰入金150

町誌編纂事業51

市補助金2,500、一般会計繰入金5

事業費2,500

指定管理料11,903

事業費12,335
市立公民館 1,00712,33513,342

町誌編纂 95160

生活支援 52,5002,505

111,9481,959やまざと支援

地域輸送 14433447

福祉自動車 1,266 1,133 133

一般会計 11,094 9,971 1,123

▽平成30年度　決算状況

 

4月 26日（金）住民自治協議会評議委員会（総会）を開催しました。評議

委員総数 99名、内本人出席、委任状合わせて 90名で会議は成立しました。

北澤会長を議長に選出し、平成 30年度事業報告・決算の承認、平成 31年

度・令和元年度事業計画・予算が議決されました。また役員の選任におい

て新役員も承認されました。 

   

◉「空き家」の利用と「移住者」の受入促進のため移住者との交流会、空き家見学者の案内を実施 

◉「信更町誌」刊行に向けての事業を推進   ◉市立公民館の指定管理を受け事業を実施 

◉「信更地区小・中学校あり方検討委員会」で特認校制度導入の要望書を教育長に提出 

◉信更地区ながの未来トークを実施      ◉広報活動（広報紙、ホームページ）の実施 

平成 31年度 信更地区住民自治協議会評議委員会(総会)開催 

豊かな自然と風土に恵まれた地域で、住民どうしが支えあい、誰もが安心して住み続けられる地域

づくりを目指します。また、過疎化が進む中で様々な課題に対して、積極的に取り組み活性化を図っ

てまいります。 

ながの未来トーク：加藤市長から説明 

▽平成31年度・令和元年度　予算 （単位：千円　千円未満切捨）

H31・R1 H30 増減額 主な内容（上段歳入、下段歳出）

市助成金6,970、負担金2,489、広告収入72、諸収入96、繰越金1,122

総務280、安全環境98、福祉健康1,126、振興555、教育文化600、配分2，489

一般会計繰入金1,100、繰入金132

事業費1，233

市助成金1,800、一般会計繰入金40

事業費1,851（人件費・地区支援事業）

市助成金900　繰越金14　一般会計繰入金5

事業費920

一般会計繰入金100

事業費109

補助金2,500、一般会計繰入金5

事業費2,510

指定管理料12,166、繰越金1,006

事業費13,303
市立公民館 13,306 12,783 523

町誌編纂 109 151 -42

生活支援 2,510 2,506 4

やまざと支援 1,851 1,960 -109

地域輸送 920 917 3

一般会計 10,799 11,055 -256

福祉自動車 1,233 1,467 -234
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教育文化部会副部会長 中澤 今朝昭 

公民館運営委員会委員長 北澤 一男 

氷ノ田区長 吉澤 重幸 

灰原区長 小林 久男 

高野区長 高野 文雄 

吉原区長 中澤 清知 

桜井区長 中澤 雅敏 

宮平区長 内山 幸一 

下平区長 番場 真紀夫 

古藤区長 小山 久和 

監事 宮田 和宏 

監事 清水 裕介 

会 長 総務部会部会長 安庭区長 塚田 今朝幸 

副会長 総務部会副部会長  

田野口区長 
小林 誠 

副会長 区長会副会長 三水区長 三澤 良定 

会計 赤田区長 鳥羽 勝巳 

安全環境部会部会長 中島 三男 

安全環境部会副部会長  石坂 貞芳 

福祉健康部会部会長 倉島 信子 

福祉健康部会副部会長 嶌田 幸春 

振興部会部会長 涌池区長 柳澤 武彦 

振興部会副部会長 田沢区長 太田 要保 

教育文化部会部会長 芝田 重男 

◉信更支所 

♦転出 

支所長 丸野 俊朗 南部図書館へ 

係長  大日方 正男 中条支所へ 

♦転入  

支所長 石坂 恒雄 小田切支所から 

係長  町田 英章 公園緑地課から 

◉信更地区住民自治協議会 

♦退職 

公民館長  北島 信秋 

公民館主事 窪美 範子 

♦異動 

公民館事務→地域活性化推進員 吉澤 恵利子 

地域活性化推進員→公民館主事 小山 知佐子 

事務局→公民館事務 宮崎 晶子 

 

♦採用  

公民館長  中山 哲男 

 

 

 

 

 

 

 

 

信更地区の皆さまこんにちは 

 信更支所を離れ、早４年。昨年は信更小学校に

１年間お世話になりました。この気心の知れた地に

今度は公民館館長として着任しました。公民館事業

の事は素人で、戸惑いながら日々を送っている状態

です。１日も早く住民の皆さま方が気軽にお立ちよ

り頂ける公民館運営ができたらと思います。  

さて、大災害や想定外の事柄が発生した平成から

令和へと元号が変遷する時に北島館長からバトン

を渡され、事業を進められるか不安です。また全国

的に地域の少子高齢化はますます進捗しています。

そんな中、安全安心な地域づくりが求められます

が、各種役員の選出が難しくなり事業推進、維持が

大変な事態になってきています。何とか役員の皆様

方と連携を図り、風通しの良い運営に尽力しますの

でご協力をよろしくお願いします。 

新
信
更
公
民
館
長 

中
山 

哲
男 

■■ 新役員紹介 ■■ 

職員の人事異動と紹介 

 

４月から信更支所にお世話になっ 

ています町田です。１日も早く新しい 

環境に慣れ皆さまのお役に立てるよ 

う努力したいと思っています。 

よろしくお願いいたします。 

信更支所係長 町田 英章 
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この人紹介 「信更の明日の農業を守る会」会長 丸山 貴之さん 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の全国交通安全運動にあわせ、長野南交通安全緑十字会・

長野南交通安全協会信更分会では、長野南警察署と(株)スズキ

自動車販長野との協力の元、5月 11日(土)に JAグリーン長野

信更流通センター駐車場で電動車いす(セニアカー)利用者を対

象とし、交通安全教室を実施しました。指導員のもと、電動車

いすの交通ルール、電動車いすの実技講習が行われました。「中

山間地では、崖からの転落事故を避けるため、方向転換時は車

いすの前部分を谷側ではなく、山側に向ける方が良い」とお話

がありました。 

 

 

 

信更町田野口で、両親と稲作 13ヘクタール、りんご 40アールに取り組む丸山貴之さん（33歳）が、長

野市が始めた「親元就農者支援事業」に採用され加藤市長と懇談しました。また、3月に設立した「信更の

明日の農業を守る会」会長にも就任し、信更町の後継者問題と農地の荒廃化対策に取り組みます。高齢化で

農業を続けられない農家の支援に明るい光が差し込めてきました。丸山さんは、今後さらに規模拡大を図り、

将来は農業をやりたい人を雇えるようにしたいと意欲的に活動されています。 

 

 

信更町のみなさんこんにちは。 

この場をお借りして、私が信更町で展開していく活

動を紹介したいと思います。 

信更地区も核家族化により、農業後継者不足で年々高齢化が進み、

農地の荒廃が進んでいます。そこで、信更地区の若い農業就業者が

集まり「信更の明日の農業を守る会」を設立しました。目的は、会

員相互の情報の共有や技術の確認などを行うと共に、後継者問題と

農地の荒廃対策に取り組むものです。まず実施することは、農家の

農地譲渡、賃貸等の「農地の意向調査」を 6月ごろ実施し（今回は信田地区のみ）、調査結果を踏まえ対策

に取り組み、農業委員、農地利用最適化推進委員、JA、住民自治協議会とも連携し、信更町の特産物である

りんごや水稲作物などを、少しでも多く後世に残せるよう頑張ります。皆さんのご支援ご協力をお願いいた

します。                           信更の明日の農業を守る会 会長 丸山 貴之 

退任のごあいさつ     前信更地区住民自治協議会 会長 北澤 一男 

この度、2 年間信更地区住民自治協議会会長を務めさせていただき、4 月の総会において 

退任いたしました。この間、町民の皆様はもとより、役員の皆様はじめ、事務局及び支 

所の皆様の温かいご支援ご協力をいただいて、なんとか職務を終えることができました。 

心から感謝と御礼を申し上げます。この 2 年間を振り返ると、大きな自然災害は無く、 

安堵したところであります。信更地区の課題は何といっても人口減少です。人がいなけ

れば何もできません。優良農地は荒れ果て、野生動物の楽園になってしまいます。鳥獣対策も重要課題で

す。しかし、この状況の中、委員会の皆様のご努力で移住事業も効果を上げ、特産のリンゴを使った工房

が誕生し、信更で農業をやるという若いグループが発足するなど、明るい動きがみえます。住自協も塚田

会長を中心として、新体制で知恵を出し合い、住みやすい信更町になるようご尽力いただくことを期待し、

簡単ですが退任のあいさつとします。     

丸山さんから 

信更町の 

みなさんへ 

電動車いす安全講習会実施 ～注意点は？～ 

電動車いすの講習を受ける参加者 

代掻き機運転前の丸山さん 

退 任 

 挨 拶 
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中学校創立 70周年・信更中学校すずらん祭記念講演会 

DVD 販売のお知らせ 
 

講師 宮下 健司 先生  題「信更の風土と歴史」 

販売価格 200 円 

購入希望の方は住民自治協議会事務局まで 

電話 050-3583-2071 

DVD はテレビ視聴用とパソコン視聴用の 2 種の用意がありますので、どちらかお知らせください。 

福祉健康部会 

                      5月 9日(木) 

今年度最初の子育てほっとパークです。開講式の後、春の陽気

に誘われて体育館周辺の散歩に出かけてきました。桜の花は散っ

てしまいましたが、つつじ、クリスマスローズ、すずらんなど季

節の花々が咲く中、おしゃべりにも大きな花が咲き、とても楽し

いひとときを過ごすことができました。 

 年々対象の方が少なくなっていく中での開催ですが、子育て支

援を希望される方がお一人でもいらっしゃれば、支援いたします

ので、子育て中のパパママどなたでも遠慮なくご参加下さい。 

お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信更地区ボランティアセンターでは 
小中学校の PTA 作業に協力しました。 

5 月 18 日信更小学校校庭作業、5 月 26 日信更中学校プール清掃

に地域ボランティアの皆さんが参加しました。 

小学校では 6 月 1 日の運動会にむけてテント張りや草取り・

グランド整備を行い、運動会ムードが一気に高まりました。また、

中学校ではプールの床・壁・溝などの汚れをたわし・ブラシを使

ってきれいに落としていただき、ピカピカに生まれ変わりまし

た。これで安全で充実した水泳授業ができます。ありがとうござ

いました。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

「ランチタイム♪ピアノ♪コンサート」のお知らせ 

今年度下記の日程で、長野市芸術館でコンサートが開催されます。 

お昼のひととき、最高の音響でプロのピアニストの生演奏が無料で聴けます。 

また、送迎バスも日程によりご用意がありますので、遠慮なく事務局までお問合せ 

下さい。 

2019年  6月 28日(金)  8月 30日(金) 

10月 25日(金) 12月 20日(金) 

2020年 2月 28日(金)   

時間はいずれも 12：15～（45分間） 

電話 050-3583-2071（日詰・石坂） 

第１回 子育てほっとパーク 開講式・茶話

会 
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守人会 12 団体を表彰する  
  

信更町氷ノ田出身の故中島守人さんが、信更町

に青少年の健全育成、福祉の向上などに使ってほ

しいと 1,000万円寄付以降、基金設立 42年目の表

彰式が行われました。本年度は内申に基づき援護

として保育園、小・中学校等を中心に 12団体が表

彰され、謝辞の中で学校から部活動への予算がつ

かないため、毎年支援されることに感謝の言葉が

ありました。 

 

 

 

 
 

 

TEL 026-290-3848 FAX 026-214-1181 

〒381-2353 長野市信更町田野口 235-1 

☆介護でお困りの方は、お気軽にご相談ください！ 

居宅介護支援事業所 水 篠 橋 
〒381-2346長野市信更町安庭 537 番地 5  

 
〇携帯 090-1793-9390 電話/FAX026-299-2678 （北島） 

事務用品 OA 機器 オフィス家具 

 

 

有限 

会社 

信州新町 新町 63 
TEL 026-262-2229 
FAX 026-262-3351 

 

 
地域の皆様とのきずなを大切に 

 

 

☎290-4015 

 社会福祉法人あさひ福祉会 

自動車等販売・修理  

TEL 299－2416 

FAX 299－2138 

営業時間午前9時～午後4時 

TEL/FAX 299 - 2458 

信更いっぽ工房 

        

おやき製造・販売 

地方発送（冷凍・冷蔵） 

TEL 278-2268 FAX 278-9720 

建設機械修理全般・特定自主検査・車検整備 

ミツトモ 

松代町小島田 3549-5  永井 津 

点検・整備お気軽にお問い合わせください 

あなたのメンバーコース 

☎（026）290-3000 

 

◉信更中学校 3団体（信更型キャリア教育「信更学」、バトミントン部、吹奏楽部） 

◉信更小学校 3団体（信更夢応援団、信更子ども夢太鼓、バトミントン部） 

◉信更子どもプラザ   ◉信更保育園保護者会   ◉信更太鼓   ◉原市場花を楽しむ会 

◉信更夏まつり実行委員会   ◉信更地域公民館委員会（信更体育祭） 

表彰者 

【編集後記】 

今号から広報編集委員会のメンバーが新し

くりました。今後も信更町の情報を発信しま

す。ご意見ご感想お寄せください。 

おまちしております。 


