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信里地域委員会 令和３年度予算

団体活動助成金案内
令和3年度の団体活動助成金の申請を受け付けております。今年度は令和2年度に引き続き、

新型コロナウイルスの影響により活動が縮小、中止、または未定の団体があることが見込ま
れるため、申請受付期間を令和4年2月末までとします。

原則として事業実施後に実績報告書を提出いただいてからの支払いとなります。概算払い
をご希望の団体は事業が行われなかった場合返金していただきますのでご注意ください。
詳細・申請書式はWEBサイトまたは信里合同庁舎２階のパンフレットラックの資料をご確認
ください。

※なお、令和2年度に申請・実績があった団体は令和3年度6月末までに実績報告書を事務局
へご提出ください。助成金未払いの団体は報告書確認次第支払いを行います。
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主な内容

（助成金等）
・やまざと支援交付金（長野市）600,000
・篠ノ井住民自治協議会 585,000
・信里分館交付金 270,000
（負担金）

3,000×403戸 1,209,000
（繰越金）850,702
（その他）

特別積立金より振替150,000

単位：円

（委員会）
・部会経費 1,629,500（5部会）
・団体活動助成金 350,000
・役員手当 270,000（16名分）
・維持管理費 270,000（コピー機）
・事業費 200,000（イベント等）
（やまざと支援金）
・集落活動費 456,000（各区草刈り等）
・有害鳥獣対策 144,000

※詳細はWEBサイトまたは地域委員会事務局でご確認ください。なお、新型コロナウイルス
によるイベントの中止等で決算に影響が生じることを予めご了承ください。令和2年度決算に
おいてはイベント中止による余剰金を還付金として1戸あたり1,000円を各区に支払いました。

調査提言部会より

空き家対策や移住を促進する［信里田舎暮らしを推進する会］が発足しました!令和３年度
第１号

発足によせて 信里田舎暮らしを推進する会
会長 青木 克彦

信里地区の空き家対策につきましては､最近急速に増
加傾向にあり､空き家をそのまま放置しておく事は防犯､
防災面でも大きな懸念がある状況です。

そこで信里地区では令和元年に信里地域委員会の中に
調査提言部会を新設し同部会の皆様がこの問題に取り組
んでこられました．ただ､直近2年間の実績はその調査の
みで実際の賃貸､売買等には至っておりません｡同部会員
は各区より選出されておりますが、毎年メンバーが交代
になる事、部会員の選出がない区、前年度の活動実績､
内容、課題､問題点等の引き継ぎや区長会のバックアッ
プ体制等の諸点の問題点があったかと思われます。

一方､信里近隣の信更地区ではこの空き家対策が十分
できており､これまでの移住者の実績合計は軒数は75世
帯､人数は175名になっております。信更地区の空き家対
策を参考にその優れた施策を信里地区で実行し､成果に
結びつける事と上記諸問題を解決する事を目的の一つと
して､令和3年3月に当会を設立致しました。

当会は信里地域委員会の傘下に､総務部会､調査提言部
会の全面的な支援のもとにスタートいたしました。空き
家は売れない負の遺産では決してありません｡その譲渡
先を探して新しい信里の住人を見つける事が信里の現在
の緊急の課題ではないでしょうか。

信里地区は信更地区と比較しても決して劣る場所では
ありません｡主要駅、主要高速道路へのアクセス､北アル
プスや善光寺平の眺望等を考えても十分成果に結びつけ
られると思います。信里地区全体で一致団結し､この空
き家対策に取り組んで､成果に結びつけていきたいと思
います｡周辺で空き家が発生したり周りに信里に住みた
いという方がいる場合はぜひ事務局にご一報ください。

こんなことはありませんか？

・空き家や空き宅地の管理が大変
・空き家を売りたい、貸したい
・老朽化のため取り壊したいが費用
がかかるため放置している
・売るにも貸すにも大規模な修繕が
必要で困っている

昨今では空き家を購入し、自分で修
繕するセルフリノベーションや、コロ
ナ禍によるテレワークの普及等で都市
部からの地方移住思考が高まっていま
す。どんな状態の空き家でも構いませ
んので情報をお寄せください。

また、地区外在住の信里地区内空き家
所有者の情報もお願いします。

なお、本事業で得た個人情報につい
ては調査等の目的以外に使用せず、第
三者へ提供することが無いように管理
致します。

また、空き家調査や移住希望者の案
内、イベントの企画・作業等にご協力
いただける方も募集しています。

連絡先
事務局０２６－２１４－２５２０

信里合同庁舎２階

信里地域委員会公式WEBサイトのお知らせ

信里地域委員会では公式WEBサイトを開設しています。今後は新たに空き家の
物件情報など様々な情報を地域内外に向け発信していく予定です。
また、サイトに掲載ご希望の情報などもお待ちしております。

信里地域委員会公式WEBサイト https://nobusato.net/   
スマートフォンからも
ご覧いただけます。

QRコード １．調査提言部会は令和初年にできました。活動内容は女性の目から見た地域に関する問題や情報の
収集・発信を行います。
（１）空き家状況の調査の継続
（２）地域課題の収集と提言
（３）魅力ある信里にするには
２．地域委員会広報紙（信里だより）の発行
（１）記事内容の企画・構成・検討
（２）必要により号外の発行
３．篠ノ井地区住民自治協議会広報誌（レインボータウン篠ノ井）編集会議参加及び記事作成
４．信里の行事への参加及び協力
（１）地域の行事（２）信里小学校の行事（３）小山清茂記念コンサート（４）婚活（赤い糸応援）

＊調査提言部会に対して皆様のご意見や疑問等の声をお聞かせいただいて地域委員会に提案していき
ます。信里合同庁舎１階に投書箱を用意します。男性女性に限らず無記名でも構いませんので投函を
お待ちしております。提案内容は本広報でお知らせ致します。

こんなことはありませんか？

・空き家や空き宅地の管理が大変
・空き家を売りたい、貸したい
・老朽化のため取り壊したいが費用
がかかるため放置している
・売るにも貸すにも大規模な修繕が
必要で困っている

昨今では空き家を購入し、自分で修
繕するセルフリノベーションや、コロ
ナ禍によるテレワークの普及等で都市
部からの地方移住思考が高まっていま
す。どんな状態の空き家でも構いませ
んので情報をお寄せください。

また、地区外在住の信里地区内空き家
所有者の情報もお願いします。

なお、本事業で得た個人情報につい
ては調査等の目的以外に使用せず、第
三者へ提供することが無いように管理
致します。

また、空き家調査や移住希望者の案
内、イベントの企画・作業等にご協力
いただける方も募集しています。

連絡先
事務局０２６－２１４－２５２０

信里合同庁舎２階

イベントのお知らせ

令和３年度の“のぶさと祭り”は新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み中止と
なりました。その他のイベントについては決定次第お知らせします。
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特別委員会

委員長 佐藤 政茂 犬石 顧問 南沢 法幸 犬石

町田 秀俊 山布施 委員長 大久保 邦良 村山

甲田 英夫 若林 会計 橋本 太郎 若林

星野 一男 村山 高橋 通 有旅一 委員長 佐藤 政茂 犬石

小山 紀美子 有旅第二 森泉 清人 有旅二

吉岡 文子 遊谷 会長 青木 克彦 上有旅

部会長 町田 秀俊 山布施 部会長 甲田 英夫 若林 部会長 星野 一男 村山 部会長 小山 紀美子 有旅二 部会長 吉岡 文子 遊谷

副部会長 島田 賢一 青池 副部会長 内山 正道 上有旅 副部会長 甲田 幸江 若林 副部会長 野沢 清子 若林

（分館主事） 小杉 寿次 十二

堀田 直 有旅一 副部会長 吉岡 道悦 遊谷 久保 京子 有旅一 栁沢 美津子 有旅一

森泉 清人 有旅二 ◇風間 照敬 有旅一 小山 紀美子 有旅二 内山 明子 有旅二

青木 雅史 上有旅 北永 明則 有旅一 ◇桜井 和彦 有旅二 青木 陽子 上有旅 酒本 恵美子 上有旅

佐藤 隆 犬石 柳沢 寛政 有旅二 内山 正道 上有旅 小山 春美 犬石 佐藤 明順 犬石

武士 善明 十二 □池田 弘明 上有旅 南澤 克幸 犬石 宮下 三枝子 十二 塩入 洋子 十二

北澤　隆 笹鍋 南澤 栄一 犬石 小杉 寿次 十二 栁澤 京子 笹鍋 島田 郁代 青池

島田 賢一 青池 □小島 芳久 十二 栁澤 茂雄 笹鍋 島田 久仁子 青池 大田 咲子 山布施

町田 秀俊 山布施 □北沢 英雄 笹鍋 島田 英一 青池 宮島 とも江 山布施 吉岡 文子 遊谷

和田 博 遊谷 島田 善勝 青池 島田 一弘 山布施 下平 美智代 遊谷 野沢 清子 若林

野沢 昇 若林 岡村 卓 山布施 ◇吉岡 積善 遊谷 甲田 幸江 若林 黒岩 孝美 村山

小山 茂 夜交・大久保 吉岡 道悦 遊谷 ◇塩入 政仁 若林 清水 博子 村山 飯島 美香 粒良田

山下 博巳 秋古 甲田 英夫 若林 星野 一男 村山 須藤 やち代 粒良田

塚田 安弘 村山 瀧澤 徹 村山 ◇小池 修一 粒良田 （参考）地区関係諸団体長等

酒井 伸 粒良田 酒井 英利 粒良田 ◇＝有害鳥獣対策委員兼務

池田 一義 瀬成 大田 裕一

委員長 青木 好人 上有旅 星野 一男

山布施 関　弘 犬石 栁澤 知子 有旅二 島田 喜志子

宮嶋 季子 有旅一 佐藤 元山 十二 田中 道恵

小山 静子 遊谷 山布施 栁沢 保雄 笹鍋 宮下 政志 十二 消防団篠ノ井第五分団長 小林 勇二

小池 順子 粒良田 青池 嶋田 邦義 青池 栁澤 茂雄

大田 志げ子 瀬成 ○町田 久義 山布施 ○島田 一敏 青池 内山 美ゆき

犬石 倉田 隆三 夜交 藤野 美智子

清水 峻明 村山 小山 裕子 大久保

○＝キャプチャー会長 農家組合長会長 吉岡 積善

星野 みえ子 村山 農地利用最適化推進員 橋本 太郎

○＝委員長 小池 正衛

主任児童委員 柳澤 久恵

南部 北澤 英子 笹鍋 JA信里支所長 藤沢 泰博

北部 西沢 俊一 秋古

※夜交・大久保、秋古、瀬成は総務部会員以外の部会員不選出

　笹鍋は調査提言部会員不選出

オーラック メヘルナーズ

部会員

12名

□＝少年育成委員

部会員

12名

部会員

12名

部会員

11名

［地域おこし協力隊］

木村 智佳子

信里小学校長

信里小ＰＴＡ会長

子どもプラザ施設長

青池保育園長

信里連絡所

保護司

JA信里理事

［農業関連］

信里「赤い糸応援」実行委員会

酒井 英利 粒良田

（山布施・青池）島田 誠一

人権教育指導員

スポーツ推進委員

地域振興・環境安全部会 社会福祉部会

信里田舎暮らしを推進する会

（若林・遊谷・夜交・大久保）

副委員長

民生委員

（十二・犬石・笹鍋）

島田 一弘

大田 亮介

育成会長

委員

※（区長・自主防災会長

・日赤担当兼務）

（　）＝担当地区

令和3（2021）年度　信里地域委員会組織図

小山清茂記念展示室特別運営委員会

（秋古・村山・粒良田・瀬成）

佐藤 衛

調査提言部会総務部会 教育公民館部会

部会員

15名

※

副部会長

［行政機関］

本会

有害鳥獣対策委員（非部会員）

（有旅）

監事

白バラ会
委員

事務局

事務局長（地域活性化推進員）

塚田 恭市

篠ノ井有旅1192－1 信里合同庁舎 2階

TEL/FAX  050-3583-1112  （有）5900

 nobu01@grn.janis.or.jp

地域委員会WEBサイト

https://nobusato.net/


