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信里だより <発行者>
信里地域委員会 調査提言部会

令和４年度
第１号

信里地域委員会委員長佐藤政茂より挨拶

日頃は、地域委員会の運営に、格別のご支援、ご協力、ご参加を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、地域委員会では、豊かな自然環境や思いやりのある、人情等の地域資源を生かし、住みよい地

域社会の構築、健康で活力ある地域づくりを目指しましたが、昨年、一昨年と、コロナに明け、コロナに暮

れた年となり、コロナ対策として３密を避けるため、ほとんどの事業を中止、延期といたしました。市民運動

会、信里祭り等の事業を心待ちにしていただいた皆様には大変申し訳なく思っております。まだまだ、コ

ロナウィルスはそのエネルギーを衰退させることなく、形を変えて活発化しております。地域を挙げて ウ

ツラナイ・ウツサナイを合言葉に、過ごして頂きたいと思います。我々地域委員会も、出来る限りの努力を

してまいります。

地域委員会、今年度の基本方針として、長野市の中山間地である、我々の信里地域は、市街地に近

く地形も穏やかで、長い生活の歴史を刻んできましたが、昨今、国全体が人口減少時代に入り、少子高

齢化が進む中、信里地域も例外ではなく、人口減少、少子高齢化が進み、地域産業にも影響を及ぼし、

生産意欲も失われかねない、深刻な状況となってきました。そんな地域事情を踏まえ狭い枠にとらわれる

ことなく

(1) 地域活性化の推進 (空き家対策、滞在型都市農村交流事業(早稲田大学中学部)

結婚支援事業 (赤い糸応援)、地域おこし協力隊員の経験、体験報告会等)

(2) 健康生活の確保 (インフルエンザ予防接種、脳活サロン等)

(3) 安全安心な地域づくり

(防災訓練、交通弱者支援[乗合タクシー信里号利用促進]、有害鳥獣対策等)

(4) 魅力ある地域づくりの推進 (のぶさと祭り、市民運動会(今年度は中止)、日々研鑽を重ねる

活動に助成)

を推進してまいりますが、コロナウィルスの感染状況によっては事業の延期、中止も視野に入れ、開か

れた地域委員会を目指してまいります。地域委員会の運営に格別の、ご支援、ご協力、ご参加をお願い

いたします。

地域おこし協力隊 木村智佳子さん
活動報告

畑も田んぼも、賑やかな時期になってきました。猟期にはウ
ンともスンとも鳴かなかったキジも、家の周りで鳴きまくり。
毎日何処かの草刈りに追われる季節もすぐそこです。
10数年来？の放棄地だった場所を復田しようと試行錯誤中です。

ササシグレ（稲）の苗も、今年からは自分で育苗します。昨
年収穫したササシグレを種籾用にとっておき、1.15の塩水選に
かけて播種しました。
苗が育ってくれても植え付ける場所がないので、復田作業を急
ぎます。
田植えまでに…

地域委員会からのお知らせ

合同庁舎１階に地域委員会掲示板を設置しました。
事務局の予定や各種案内を掲示予定です。
イベント案内や会員募集など、
掲示したいものがありましたら事務局までお知らせください。

2022年5月1日現在　敬称略

特別委員会

委員長 佐藤 政茂 犬石 顧問 南沢 法幸 犬石

島田 賢一 青池 委員長 大久保邦良 村山

酒井 英利 粒良田 会計 橋本 太郎 若林

坂巻 巨任 有旅二 青木 雅史 上有旅 委員長 佐藤 政茂 犬石

野沢 清子 若林 佐藤 隆 犬石

島田喜志子 青池

部会長 島田 賢一 青池 部会長 酒井 英利 粒良田 部会長 坂巻 巨任 有旅二

副部会長 酒井 伸 粒良田 副部会長 島田 篤 青池

（分館主事） 町田 一人 山布施

高橋 幸久 有旅一 副部会長 小出 浩 有旅一

桜井 和彦 有旅二 ◇高橋 史匡 有旅一

青木 雅史 上有旅 小出 浩 有旅一 坂巻 巨任 有旅二

佐藤 衛 犬石 □森泉 清人 有旅二 内山 正道 上有旅

武士 稔 十二 □池田 弘明 上有旅 竹内 康彦 犬石

栁沢 保雄 笹鍋 神農 伸男 犬石 宮下 慎也 十二

島田 賢一 青池 宮下 薫則 十二 北沢　哲 笹鍋

岡村 卓 山布施 篠井 勇二 笹鍋 島田　篤 青池

和田 博 遊谷 島田 利男 青池 町田 一人 山布施

塩入 政仁 若林 □宮下 富雄 山布施 ◇吉沢 昭男 遊谷

小山 茂 夜交・大久保 甲田 健一 遊谷 ◇甲田 英夫 若林

山下 博巳 秋古 野沢 昭宣 若林 永松 宣之 村山

塚田 恭市 村山 成田 百杏 村山 ◇小池 修一 粒良田

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

委員長 青木 好人 上有旅

若林 関　弘 犬石

佐藤 元山 十二

小山さつき 青池 青池 栁沢 保雄 笹鍋

荘田 陽子 山布施 山布施 嶋田 邦義 青池

野沢 多津子 若林 町田 久義 山布施

小山 裕子 夜交・大久保 若林 倉田 隆三 夜交・大久保

清水 峻明 村山

部会長 野沢 清子 若林 部会長 島田喜志子 青池 大田 裕一

副部会長 山中 永子 有旅二 副部会長 大西 由美 有旅二 大田 亮介

島田喜志子

太田奈津子 有旅一 内山希実子 有旅一 田中 道恵

山中 永子 有旅二 大西 由美 有旅二 小林 勇二

池田 友子 上有旅 内山美代子 上有旅 栁澤 茂雄

神農 栄子 犬石 神農 智子 犬石 内山美ゆき

武士 幸子 十二 牛沢 清子 十二 藤野美智子

北澤 英子 笹鍋 島田喜志子 青池 北澤 隆

島田 朝子 青池 町田 和世 山布施 橋本 太郎

松坂 貞子 山布施 下平美智代 遊谷 小池 正衛

小山 静子 遊谷 甲田 歩 若林 柳澤 久恵

野沢 清子 若林 塚田 友子 村山 藤沢 泰博

吉澤亜矢子 村山 飯島 美香 粒良田 木村智佳子

須藤やち代 粒良田

会長 青木 克彦 上有旅

※夜交・大久保、秋古、瀬成は総務部会員以外の部会員不選出

栁澤 知子 　笹鍋は調査提言部会員不選出

宮下 政志

島田 一敏

小山 裕子

星野みえ子

南部 北澤 英子 笹鍋

北部 西沢 俊一 秋古

（若林・遊谷・夜交・大久保）

調査提言部会 （参考）地区関係諸団体長等

白バラ会

信里小学校

村山スポーツ

センター

部会員

12名

甲田 英夫

（十二・犬石・笹鍋）

島田 誠一

野沢 昭宣

島田 一弘

信里田舎暮らしを推進する会

主任児童委員

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

JA信里理事

消防団篠ノ井第五分団長

農家組合長会長

農地利用最適化推進員

信里連絡所

保護司

（秋古・村山・粒良田・瀬成）

JA信里支所長

地域おこし協力隊

◎（山布施・青池）

部会員

11名

（有旅）

本会

副委員長
監事

総務部会 教育公民館部会

育成会長

人権教育指導員

スポーツ推進委員

民生委員　※11月末まで

神農 伸男 犬石

部会員

12名

□＝少年育成委員

部会員

15名

※

副部会長

有害鳥獣対策委員（非部会員）

社会福祉部会

◎＝委員長                  （　）＝担当地区

令和４（2022）年度　信里地域委員会役員等一覧

※区長・自主防災会長・日赤担当兼務

小山清茂記念展示室特別運営委員会

地域振興・環境安全部会

委員

信里「赤い糸応援」実行委員会

部会員

12名

事務局 橋本 太郎

篠ノ井有旅１１９２－１信里合同庁舎２階

電話/FAX 026-274-5206 （有）5900

 nobusatonet@gmail.com



信里地域委員会公式WEBサイト
https://nobusato.net/
信里地域委員会の情報や信里だより、
空き家情報、地域委員会や事務局スケジュールなど様々な
情報を発信しています。是非アクセスしてみてください。

スマートフォン・タブレット
からもご覧いただけます。

調査提言部会より

今年度最初の「信里だより」をお届け
します。
例年に倣い内容は地域委員会中心の記事
となりました。
編集には拙い部分がありますがご容赦願
います。
今後の広報誌をより良いものにしていく
ために、皆様からの記事の提供等のご協
力をお願い致します。
記事掲載をしていただける方は信里地域
委員会事務局までお願い致します。

事務局より

今年度信里の地域活性化推進員として事務局になり
ました橋本太郎です。2014年に地域おこし協力隊とし
て信里に来ましたが、協力隊任期が終わってから早く
も６年目となります。

複数の仕事を掛け持ちしているので１日中事務所で
対応できる訳では無いのですが、皆さんの事務的な手
間が軽減できるようにサポートできればと思います。
WEBサイトやSNSでの情報発信、合同庁舎２階のフリー
Wi-Fiの設置など信里が次世代に続いていくための利便
性の向上にも取り組んでいきます。事務作業はできる
限り省力化して、本来の地域活性化業務、特に空き家
対策などの課題解決に注力していきたいです。

３，６１２，４６１円

２，３６３，８５７円

１，２４８，６０４円

収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円） 部会助成金内訳 （単位：円）

項　　　目 決算額 　項　　　目 決算額 部　会　名 決算額

会　費（１戸3,000円×410戸） 1,230,000 事務局運営費 203,080 総務部会 59,121

交付金（篠ノ井住自協） 564,000 事業費・会議費 136,579 教育公民館部会 130,912

補助金（篠ノ井住自協社会活動費） 50,000 部会助成金 403,238 地域振興環境安全部会 82,548

信里分館交付金 272,057 団体助成金 66,000 社会福祉部会 46,802

やまざと支援交付金（長野市） 600,000 消耗品・通信費 2,960 調査提言部会 26,855

利用料 21,980 維持管理費 272,000 旅費交通費 57,000

部会収入・雑収入 23,722 役員手当 270,000 合　　計 403,238

繰越金 850,702 予備費 410,000

合　　計 3,612,461 集落活動費 456,000

有害鳥獣対策 144,000

合　　計 2,363,857

収入決算額

支出決算額

差引残高

令和３年度 収入支出決算概要

４，００６，６０４円

４，００６，６０４円

０円

収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円） 部会助成金内訳 （単位：円）

項　　　目 予算額 　項　　　目 予算額 部　会　名 予算額

会　費（１戸3,000円×403戸） 1,209,000 事務局運営費 215,000 総務部会 86,000

交付金（篠ノ井住自協） 564,000 事業費・会議費 320,000 教育公民館部会 530,000

補助金（篠ノ井住自協社会活動費） 50,000 部会助成金 1,389,500 地域振興環境安全部会 89,500

信里分館交付金 270,000 団体助成金 350,000 社会福祉部会 279,000

やまざと支援交付金（長野市） 600,000 消耗品・通信費 12,000 調査提言部会 275,000

利用料 15,000 維持管理費 270,000 旅費交通費 130,000

部会収入 50,000 役員手当 275,000 合　　計 1,389,500

繰越金 1,248,604 予備費 575,104

合　　計 4,006,604 集落活動費 430,000

有害鳥獣対策 170,000

合　　計 4,006,604

収入予算額

支出予算額

差引残高

令和４年度 収入支出予算概要

令和 4年度 各部会の主な事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部会 

① 避難所運営体制の構築 

② 県道戸隠篠ノ井線の 

改良促進 

③ 信里地域バス・タクシー

の利用促進 

④ 総務部会活動の情報発

信の強化 

教育公民館部会 

① 信里祭りの開催 

② 茶臼山トレッキングコー

スの草刈り・整備 

③ 人権教育研修会の開催 

④ 篠ノ井地区公民館長会議

への出席 

⑤ 篠ノ井地区少年育成委員

会への出席 

⑥ 令和５年度信里大運動会

の検討 

地域振興・環境・ 

安全部会 

① 環境美化 

② 交通安全・防犯 

③ 地域振興 

④ 篠ノ井地区住民自治協

議会活動への参加 

社会福祉部会 

① 第三次信里地域福祉活動

計画の策定 

② 脳活サロンの企画、開催 

③ のぶさと祭り共催 

④ 信里診療所における予防

接種希望者の取りまとめ 

⑤ 学習会、研修会への参加 

調査提言部会 

① 地域委員会の広報誌の発行 

② 篠ノ井地区住民自治協議会

広報誌編集会議への参加 

③ 信里地区各種行事への 

参加、協力 

④ 女性の目から見た地域に関

する問題や情報収集・発信 

市民文庫巡回日程表 

 

４月 １４日（木） 

６月  ８日（水） 

８月 １０日（水） 

１０月   ７日（金） 

１２月   ８日（木） 

２月  ９日（木） 

 

時間９：４０～１０：４０ 

市民文庫のお知らせ 

本を借りよう 

信里連絡所前に市民文庫（移動図書館）が 

２か月に一回（偶数月）やってきます 

その場で５冊まで借りられます。 

借りた本は連絡所の中の本棚に一時保管す

るので、連絡所の開設時間は借りに行くこと

が出来ます。貸出期間は２週間です。 

また、連絡所の職員さんにお願いして 

借りたい本のリクエストも出来ますよ！ 

詳しくは連絡所（２９２－０２５８）まで 

 

 


