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▽平成31年度・令和元年度　決算状況 （単位：千円　百円以下切捨）

収入 支出 残額 主な内容（上段歳入、下段歳出）

市助成金6,959、区負担金1,975、事業・広告収入110、諸収入94

総務249、安全環境92、福祉健康1,028、振興397、教育文化532、配分2,403

一般会計繰入金1,100

報酬467、燃料油脂等483、点検等160

市助成金1,800、一般会計繰入金40

事業費1,843（人件費・地区支援事業）

市助成金315

事業委託費318

一般会計繰入金15

町誌編纂事業23

市補助金2,500、一般会計繰入金5

事業費2,505

指定管理料12，166

事業費12,337

福祉自動車 1,231 1,145 86

一般会計 10,760 9,275 1,485

71,8431,850やまざと支援

地域輸送 16318334

町誌編纂 02323

生活支援 42,5052,509

市立公民館 91812,33713,255

 

 

 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため評議委員会（総会）を中止し、会則第 9条 3項 4号の規定に基

づき、役員会において審議することにしました。 

評議委員会（総会）を代行する役員会は 4月 16日（木）に開催し、役員総数 21

名、本人出席 17名、委任状 3名、合計 20名で会議は成立しました。塚田会長を議長

に選出し、平成 31年度・令和元年度事業報告、決算の承認、令和 2年度事業計画、

予算が議決されました。また、役員の補欠、会則の一部改正も議決されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◉「空き家」の利用と「移住者」の受け入れを促進するため「田舎暮らしを支援する委員会」で移住

者との交流会、田舎暮らし案内人による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。 

◉信更保育園の園児減少に伴う保育園の存続について住民集会を開催。意見の集約。「保育園問題を

考える委員会」を設立し今後の保育園のあり方を検討。市へ存続の要望書を提出。 

◉「ようこそ市長室へ」を実施する予定であったが台風 19号災害のため中止。 

◉広報活動（広報紙、ホームページ）の実施。 
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ふるさとづくり信更 

 
発行人 長野市信更町氷ノ田 3180-1  会長 塚田 今朝幸 

  

令和２年５月２７日 公式ホームページ   hurusatoshinkou.web.fc2.com/ 

 

SHINKO  

たねもみちゃん 

田舎暮らし支援サイト http://www.inakagurashishinkou.com/ 

  

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。 
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令和 2年度から、一部役員の任期満了に伴い変更がございましたので新役員をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信更地区から長野市への要望が実現される 

市民会議等で、長野市への要望が 2 件実現されました。1 つは中山間地の定住促進とバス路線維持、及び

高校生の遠距離通学負担軽減を目的に、中山間地の高校生の「バス通学費補助対象地域の拡大」で、これま

で大岡、信州新町、中条などが対象地域で、信更地区は対象外であったため、市に要望したところ七二会、

芋井、小田切などと共に令和 2 年度から補助対象地区になりました。補助金額は、定期券の額から 1 か月

あたり 18,000 円を超えた額で、補助限度額は 1 か月あたり 1 万円です。 

2 つ目は、非農家が農地を新規に取得する場合の下限面積を、50 アールから 10 アールに見直しされたこ

とと、また移住者に限り 10 アール未満でも取得できることになりました。この見直しは従来農業委員会で

は、全国的に長い間大規模農家を育成する観点から 50 アールを設定してきたが、今回の見直しは画期的な

ものでした。 （寄稿 中島忠徳）  

教育文化部会 会長 春日 高美 福祉健康部会 副部会長 栁澤 利勝 

◉信更支所 

♦転出 

補佐 赤井 智志 長野市教育委員会事務局へ   

♦転入  

補佐 今田  覚 長野市教育委員会事務局から  

職員の人事異動と紹介 

 

４月の人事異動で信更支所にまい 

りました今田 覚(こんだ さとる)です。 

少しでも皆様のお役に立てるよう頑張 

りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

信更支所補佐  今田 覚 

■■ 新役員紹介 ■■ 

 
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 

 

（単位：千円　百円以下切捨）

R2 H31・R1 増減額 主な内容（上段歳入、下段歳出）

市助成金7,088、負担金2,439、事業・広告収入110、諸収入55、繰越金1,484

総務282、安全環境98、福祉健康1,156、振興746、教育文化649、配分2,667

一般会計繰入金1,320、繰入金86

事業費1,407

市助成金1,800、一般会計繰入金70

事業費1,877（人件費・地区支援事業）

市助成金900　繰越金16

事業費917

一般会計繰入金60、基金繰入金1,000

事業費1,062

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13,220

長野県元気づくり支援金2,308、売上金2,700
事業費5,048

▽令和2年度　予算

一般会計 11,198 10,799 399

福祉自動車 1,407 1,233 174

やまざと支援 1,877 1,851 26

地域輸送 917 920 -3

町誌編纂 1,062 109 953

生活支援 2,510 2,510 0

元気づくり
支援金

5,048 0 5,048

市立公民館 13,220 13,306 -86
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～どうして健診を受ける必要があるの？～ 

 

 

 

 

 

～メタボリックシンドロームの方は 

心臓病に 31倍なりやすい！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6 月の特定健診は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

特定健診は７月～10月まで実施予定です（例年より 1 か月延長になりました）。 

 

  

保健福祉推進委員会総会及び研修会 4月 13日（月） 

信更支所 2階会議室において、令和 2年度の保健福祉推進委員会総会を開催しました。多数の者が集ま

る会議などは延期又は中止する考え方が示されている中ですが、今年度は役員改選の年であり各地区の理

事さん 13名にお集まりいただきました。令和元年度の事業及び決算と令和２年度の事業計画及び予算をそ

れぞれ承認いただき、新役員を選出後、第三次信更地区地域福祉活動５か年計画の中で推進委員の果す役

割等をワーカーから簡単に説明させていただきました。推進委員全員を対象にした研修会「お茶のみサロ

ンの運営方法と推進委員の役割等について」は、おって開催する予定でおり、詳細は後日お知らせします。 

 以下新役員さんです。２年間、よろしくお願いいたします。 

委員長   栁澤 利勝さん(涌池)    副委員長  竹内恵美子さん(赤田) 

 

福祉健康部会 

 

1
5.1

9.7

31.3

0 1 2 3～4

リスク：

肥満・高血糖・高血圧・脂質異常

心臓病発症の危険

※リスクのない人の

危険度を1とした場合

31倍メタボは放っておくと

リスクの数

Nakamura T et al.jpn 

circ j.2001;65:11-17

肥満等のリスクが重なる事で心・血管

疾患になりやすいと言われています。健

診を受けることで自身の体の状態に

気付くこと・病気を予防することがで

きます。治療中の方も対象です。毎年健

診を受けましょう！ 

詳しくは各種健診のご案内をご確認く

ださい。 

長野市の地区別健診受診率 

順位 

（32地区中） 
地区名 

受診率 

(％) 

1 長沼 63.6 

長野市平均 47.5 

32 信更 40.3 

（H31 年 1 月 16 日現在 国保データより） 

特定健診は心・血管疾患を予防するため… 

「肥満」「高血糖」「脂質異常」「高血圧」によって 

自覚症状がないまま動脈硬化（血管が傷つきかたく

なる）が進行します。そして、突然に心臓病(心筋梗

塞など)や脳卒中などの病気を引き起こします。 

上記研修会の内容を、講師の長野市犀南保健センター平井 志穂保健師さんから 

   「ふるさとづくり信更」のためにご寄稿いただきました。ご理解ご協力をお願いします。 
 

花の里 5月 25日（月） 

信更中学校の 3 年生と住民が協力して今年は「すずらん」

を植樹しました。皆さん慣れた手つきで暑い中短時間で終了

することができました。 
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 停留所名 巡回時間帯 

1 下平 村田様宅前 11時 00 分 

2 古藤 藤倉 11時 30 分 

3 古藤 古宿 11時 50 分 

4 涌池 12時 20 分 

5 桜井 ゴミ集荷場前 12時 35 分 

6 桜井 内山様宅下 13時 30 分 

7 宅老所のぞみ前 13時 50 分 

8 信更支所 14時 10 分 

9 高野 2 14時 45 分 

10 小田原 小林様宅 15時 00 分 

11 大森 三叉路入り口 15時 30 分 

12 中組 永井様宅前 15時 45 分 

13 本郷集会所前 16時 10 分 

 

 

 

 

「信更夏まつり」中止のお知らせ 

開催を予定しておりました「信更夏まつ

り」は新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、中止となりました。ご理解いただき

ますようお願いします。 

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

〒381-2353 長野市信更町田野口 235-1 

自動車等販売・修理  

TEL 299－2416 

FAX 299－2138 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 智達 

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 

☆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 

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） 

田野口ホタル保全会から 

「田野口ホタルまつり」中止のお知らせ 

 例年 6 月に開催しておりました「田野口ホ

タルまつり」は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため本年は中止となりました。ご理解

をいただきますようお願いいたします。 

  

うごくお店「コープながの号」からのお知らせ 

巡回時間帯の変更がありました。 

ご確認いただき、ご利用ください。 

信更診療所からのお知らせ 

 4月から職員の勤務時間が9時からに変更

されました。お問い合わせ等は 9 時以降に

お願いします。 

なお、診療時間の変更はなく 

午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分です。 


