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明るく萌える 理想の安茂里

第３期「安茂里地区まちづくり計画」
策定プロジェクト2022年完成を目指し発足
委員長

安茂里地区の河川図

「安心・安全のまちづくり」
ワークショップの模様

平成２９年 長野工業高校機械科
の課題研究で作成された焼き芋機
とスタッフ
（清水顧問）

等の連携・調整を図ることにより、自分たちのまち・
明るく萌える理想の安茂里をより充実したまちづくり
になるきっかけになればと期待しています。委員長に
は、宮崎正文住民自治協議会副会長、副委員長には同
じく青沼経夫住民自治協議会副会長、坂口真安茂里支
所長、小林勝事務局長を発足時の委員とし、２年間で
策定する目標で随時委員を選任し、プロジェクトチー
ムを編成、実施します。
なお、長野工業高校土木科・建設科の課題研究で取
り組む内容は、長野市や安茂里地区住民自治協議会の
協力を得て、実践的な技術の習得や地域の貢献につな
げられたらという目的です。作業は夏から秋にかけ
て、小・中学校にも参加を呼びかけ、作業内容によっ
ては他科の生徒との連携した取組も可能だそうです。
安茂里地区住民自治協議会では、長野市、長野工業高
校、長野県・長野建設業
協会と連携し、地域で子
供を育てる態勢づくりを
推進する予定です。
福祉バザー

９月４日に開催された
未来トークであいさつ
をする松坂会長

安茂里地区の「まちづくり」の指針となる第３次５
か年計画（2021年度～2025年度）を策定する（仮称）
「安茂里地区住民自治協議会まちづくりプロジェク
ト」が、２月７日の役員会で承認され平成31年度発足
します。
平成23年度から27年度までの第１次５か年の「まち
づくり計画」は、住民アンケートを行うなど、２年あ
まり検討を重ねた広範な安茂里地区の人々の声を反映
した内容でありました。そして、28年度からの第２次
５か年計画は、健康福祉、教育文化、健全育成、環
境、安全の各専門部会と区長で構成する総務部会が、
これまでの事業を再点検し、検討をしました。特に、
平成23年度策定の「地域福祉計画」を副題とした第１
次計画の「支え合う・助けあう」「手を携え・守る」
「交わる・つどう」「伝える・参加する」の４つの目
標を引き継ぎ、新たに「住自協の取り組み」を加え事
業を推進しています。
今回の第３次５か年計画は、長野工業高校からの地
域と連携した課題研究等の取り組みを受け企画、関係
機関との連絡調整（コーディ
ネーター）を実施し、継続的
なまちづくりに取り組めるた
めに、近隣の小・中学生と共
に地域にある公共施設の整備

宮 崎 正 文（副会長）

善光寺用水犀川幹線

安茂里１号都市下水樋門

１１月の第１週日曜日に
開催されるアモーレフェスタ
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12月６日(木)

ホームページを作成した
長野工業高校生４人に「感謝状」を贈る
長野工業高校情報技術科 久保好志君（３年）、高津直
紀君（２年）、山口寛人君（２年）、目時冬羽君（１
年）に感謝状を贈り、その
労をねぎらいました。現在
最終段階に入っており、今
後のメンテナンスについ
て、安茂里住自協、公民館
とで調整しており近日中に
パソコン上にお披露目した ホームページ作成感謝状授与式
平成３０年12月６日
（安茂里公民館）
いと思っております。

12月14日(金)

アモーレフェスタ、イルミネーション、
福祉バザー合同反省会、及び慰労会 開催
関係者総勢52名が参加し標記反省会を開催 今年は、
山口裾花中学校教頭、柄澤先生（ものづくり部顧問）に
ご出席いただき、来年度に向けて貴重なご意見を頂きま
した。会場を「ホテル信濃路」に移してからの慰労会・
忘年会では一年間の
交流をとおしてご苦
労頂いた役員、区
長、構成団体の代表
者と親睦を深め和や
かな雰囲気での交流
松坂総括責任者のあいさつ
が図られました。

平成
30年

平成
での
12月中旬から 31年３月上旬ま

主な行事紹介
１月12日(土)

人権の集い 開催

教育文化部

長沼公民館長の宮澤秀幸氏を講師にお招きし「太鼓の
中から歴史が見えてくる～太鼓づくりと被差別民衆～」
の演題で講演いただきました。長野市でトップで指定管
理した長沼公民館の実績ある太鼓のばちさばきを披露し
ていただき出席した約70名の市民が熱心に講演を聴講し
ました。

１月16日(水)

ながのまちづくり活動補助金申請
３月６日㈬午前10時から審査委員によるヒアリング
平成31年度もイルミネー
ション事業に標記補助金の
獲得を目指し、筧実行委員
長と小林事務局長が対応し
ました。長野市への申請補
助額は、￥202,000（総事
業費￥462,000）

３月６日開催されたヒアリング、
筧実行委員長、事務局長出席

１月22日(火)
活力ある学校づくり検討委員会説明会 打合せ

12月28日(金)

ながのまちづくり活動支援事業（イルミネーション）
撤去作業 実施
今年が５回目となり、今
年度長野市で新設された標
記補助金制度を活用して実
施された安茂里総合市民セ
ンター駐車場に設置された
イルミネーションの撤去作
業が長野工業高校 生徒会、
裾花中学校ものづくり部生徒50名と住自協役員とが協力
し実施され、午前11時過ぎには完了。全員で昼食を取り
午後１時前に解散し、今年度の事業が完了しました。来
年度以降継続開催に向け、予備として故障が多いバッテ
リーと変換機を購入しました。

１月10日(木)

「少子化に対応した子どもにとって望ましい教育環境
の在り方について」長野市教育委員会 学校教育課 指導
主事
島田昌英氏が来訪。滝澤健全育成部会長、市川補
佐、事務局長が対応。具体的な説明会の開催は、新年度
になってから実施予定。

１月２9日(火)

長野工業高校 土木科・建設科等からの
要望を得て市建設部訪問
平成31年度から長野工業高校土木科３年生の課題研究
で地域と密着した課題に取り組みたいとの要望があり、
また他科からも同種の課題研究が数点提出されているこ
とから、長野市が工業高校の要望に対応可能かどうか、
松坂会長、宮崎・青沼副会長、坂口支所長が建設部を訪
問しました。
安茂里住自協では来年度からプロジェクトチームを編
成し対応することが決定。（１面参照）

２月２6日(火)

一般国道19号（生坂・大町・長野間）
整備促進期成同盟会について

「うたごえ喫茶 in 安茂里」開催

平成28年８月17日国道19号長野市、大町市、東筑摩郡
生坂村の整備促進を図ることを目的に設立された期成同
盟会の現状についての説明会を長野市道路課が主催し開
催され、関係する地区の代表者が出席。安茂里は松坂会
長が出席しました。来年度からは、第五地区、篠ノ井地
区、七二会地区、信更地区、安茂里地区、小田切地区、
大岡地区、信州新町地区の代表者（住民自治協議会会長
等）が会員として参加することになり、年１回程度開催
を予定しております。

神谷ありこさんをお招きして「うたごえ喫茶in安茂
里」が開催されました。年２回行われているこの会、毎
回、神谷さんの楽しいおしゃべりとのびやかな歌声に
ファンも多く、今回も60人ほど参加をして頂きました。
一緒に歌って、ときには歌
いながら脳トレもあり、笑
顔がたえない楽しい時間を
過ごすことができました。
（健康福祉部会 山田）
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青少年の健全育成を
見守る巡回活動
健全育成部会

岸

真弓

健全育成部会の巡回担当と少年警察ボランティア協
会は、今年度、巡回活動を４回実施しました。そのう
ち１回は、裾花中の校外指導部と夏休み中に合同巡回
を行いました。
巡回は、安茂里地区を３グループに分けて行います。
① 安茂里駅周辺～安茂里小・安茂里交番
② 伊勢宮、差出周辺～裾花小・裾花中
③ 小市、松ケ丘周辺～松ケ丘小
※巡回区域内にあるスーパー、コンビニエンスストア、
ドラッグストア、公園、河川敷も巡回します。
それぞれの巡回先では、現場の様子を見てまわり、
子どもたちが安心・安全に過ごせる環境であるか
チェックしたり、気になる子どもがいないか見てまわ
ります。又、店員さんや学校の先生方に「子どもたち
の様子はいかがです
か？気になることはあ
りますか？」と声をか
け、近況を伺います。
イートインコーナー
のある店舗では、「少
し遅い時間まで子ども
安茂里小学校にて
が利用していたり、
時々ゴミが残されてい
ることもあります。」
学校の先生からは
「子どもたちの公園で
の遊び方や道路の歩き
方などのマナーについ
て注意をしたら子ども
にニラまれたと言う苦

巡回スタッフ

情がありました。でも、子どもたち
の安全のためにも、気づいたときは、
その場で教えてあげるなど地域の方
に温かく見守っていただきたいで
す。」など、いろいろなお話を伺い
ます。
幸い、私は巡回の中でまだ一度も子どもたちの気に
なる行動を見かけたり 声かけをしたことはありませ
ん。
逆に、見かけたところで厳しく注意したり咎めるこ
ともありません。
もし見かけた場合は「ここで何してるの？」とか
「もう暗いからお家に帰った方がいいよ」と対応する
程度で良いそうです。
子どもたちが“自分のことを気にかけてくれる大人
がいた”という思いから安心感を感じることが、自分
の行いを良く考える心・自分を大切にする心を育てる
のです。
地域の皆様にお願いです。巡回活動は年に４回ほど、
しかも１時間程度の巡回では、ほんの少しの見守りに
しかなりません。
お散歩中、買い物中など日常の中で、子どもたちの
心配な様子や行動を見かけたら…「だいじょうぶ？」
「どうしたの？」と優しく声をかけて頂きたいのです。
又、外灯が少なく暗くて怖い…など、身近な場所に
危険と感じることがあったら、該当する自治会に知ら
せて頂きたいと思います。
皆様の小さな勇気や行動が、子どもたちの健やかな
成長、地域の安心安全につながっています。
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

安茂里小学校 見守り隊発足
平成30年４月に安茂里小学校から、入学・進級当初
の子どもたちの見守りをしてほしいと依頼がありまし
た。そこで、住民自治協議会の構成団体である更生保
護女性会の方にお願いをして見守りをしていただきま
した。
その後、片山校長先生から年間を通して登下校時の
見守りを再度お願いされましたので、通学区の区長に
依頼し、安茂里小学校見守り隊員として27名を選任
し、安茂里小学校に報告しました。

更生保護女性会の見守り
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シリーズ

構成団体

安茂里地区
白バラ会の活動について
安茂里地区白バラ会 会長

須田茂子

長野市の白バラ会は、平
成３年４月に松代地区を初
めとして、市内全地区にそ
れぞれ設立され、選挙啓発
を積極的に行い投票参加と
明るい選挙の実現のために
活動している団体です。
白バラ会 須田 茂子会長
本年は、長野市が昭和43
年に明るい選挙都市宣言を行い、長野市明るい選
挙推進協議会を設立してから50周年の節目の年に
当たり、９月記念式典が長野市芸術館メインホー
ルにて行われました。
その式典で、長年の功績が評価され長野市選挙
管理委員会から感謝状が贈られました。現在安茂
里地区住民自治協議会に掲示されております。
安茂里地区の白バラ会は、一地区について会員
１名が選出され、18名で構成され、その中から会
長１名、副会長２名、会計１名、監事１名の役員
が選出されます。任期は２年となっています。

選挙啓発活動

平成30年度の主な活動内容は、４月の総会を皮
切りに、研修会、市議会傍聴、８月５日に県知事
選があり、８月３日の朝の通勤時間帯に、相生
橋・裾花橋・安茂里駅で選挙ののぼり旗の掲揚、
「投票に行ってください」の声掛けをし、ティッ
シュを配りました。期日前投票日は安茂里支所、
選挙当日は、裾花中学校・安茂里小学校・安茂里
体育館で、白バラ会員が順番に立会人として投票
所での役割を果たしました。また、アモーレフェ
スタでは選挙啓発とお茶席を用意しました。福祉
バザーでは販売のお手伝いもしました。
平成28年以降、18歳からの投票も可能になりま
したが、投票率は低く、少しでも投票率が上がる
よう努力していこうと思います。成人祝賀式時に
も啓発活動を行い、これからも精一杯選挙啓発活
動を致しますので、安茂里地区の皆様にも選挙の
際には、一人でも多くの方に投票に行っていただ
くようお願い申し上げます。

安茂里地区成人祝賀式が晴れやかに開催
「成人の日」を前に１月
３日、安茂里公民館及び安
茂里住民自治協議会主催の
平成30年度成人祝賀式が開
催されました。会場の安茂
里公民館集会場には晴れ着
姿の新成人210名 （ 男 1 1 7
司会進行を担当した
名：女93名）が出席しまし 寺嶋良平さんと石坂日香里さん
た。松坂明住自協会長からは「長野冬季オリン
ピックの開催された1998年という特別の年生まれ
の皆さんはこれから郷里安茂里を背負って立ち貢
献してほしい」と祝辞がありました。来賓や恩師
の裾花中学校担任教諭の方々からもお祝いや励ま
しの言葉をいただき、新成人の皆さんは新たに自
覚と決意を持たれたことと思います。

編集委員長
広報委員長

竹村 彰正

この式典の企画運営は新成人７人の運営委員に
より行われ、和やかに進みました。記念写真撮影
の合い間には久しぶりに会った友達や恩師との会
話で盛り上がり、華やかな着物姿が行き交い会場
の雰囲気は最高潮に。祝宴はありませんでした
が、大勢の関係参加者に祝福され新成人として出
発する皆さんにとって意義ある祝賀会でした。

同時に展示された小学生の頃に描いた絵
（信濃教育会所蔵）

