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長瀬消防夏まつり／AED訓練
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丸子

●防災先進地視察研修　長瀬地区防災計画、自主避難計画、避難所運営マ
ニュアルの活用における参考とするため、糸魚川市の大火対応時の伝達、
避難の初期対応ほかの研修を実施しました。
●「第４回消防夏まつり」を実施しました。家族そろって参加でき、防災訓
練も兼ねた取り組みで、AED訓練、放水体験訓練、消防車乗車体験など
を行いました。
●Ｈ31年度から進めてきた「長瀬音頭復活事業」では、消防夏まつりに併
せて踊りを初披露し録画収録し、後世に残すためDVD作成を行いました。
●「いつか君の花明かりには」と題し、様々な年齢層に防災の大切さを訴え
る、防災啓発ドキュメンタリーの上映会を開催し、20代から70代まで
の各年代の皆さんが参加しました。

　令和２年度は４月半ばに新型コロナウィルス対策の緊急事態宣言が発令され、日常生活に多くの
制約が生じ丸子まちづくり会議、３地区会議の諸活動も会議さえ思うに任せない状態で、令和２年
度総会もすでに前号でお知らせしたとおり、書面採決で決議事項の議決を受けました。
　また、令和２年度の多くの活動にも支障が生じたため、現在、何ができるのか考え模索しながら
取り組んでいます。
　そこで今回の「たより」では、長瀬地区、塩川地区、丸子中央地区の地区会議の令和元年度の活
動を中心に、また、令和２年度の各地区会議の役員さんをお知らせします。
　地区会議の事業は３月の「たより」でも簡単にお知らせしましたがもう少し詳しくお伝えします。

　また、上記役員14名に、３自治会の代表者、PTA、保護者会、高齢者クラブの代表者23人の代
議員さんを加えた37人で全体協議会を設置し定期的な報告等を実施しています。

　左記の役員は、長瀬地区の３
自治会の自治会長、副自治会長
と民生児童委員、健康推進委員、
消防団からの代表者14名です。

令和元年度  長瀬地区会議活動報告

【令和２年度  長瀬地区会議  役員名簿】

役職名 氏　名 役職名 氏　名

会　長 丸　山　登志一 副会長 小　林　　　勉

会　計 小　林　英　雄 理　事 山　岸　　　靖

理　事 滝　沢　優　一 理　事 朝　日　清　一

理　事 冨　沢　有　三 理　事 大　森　早　苗　

理　事 矢　嶌　直　樹 理　事 山　岸　大　作

顧　問 久保田　由　夫 顧　問 関　　　義　継

顧　問 渡　辺　　　恵 顧　問 中　村　勝　彦
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芝宮神社（南方）／文化財・史跡案内板設置

●そよかぜ病院による認知症出前講座　「認知症予防・食事と運動を中心に」
との内容で、今まで食べていた食材、食生活を考え直す機会となった。「認
知症」を正しく理解し誤解や偏見なく地域で見守られる体制づくりが大
切と実感した、と参加者から意見があった。
●文化財・史跡の由来案内板設置　「塩川地区地域づくりの会」と協力し初
年度はまず３か所（石井「鎮守の森」、坂井「伊勢社」、南方「芝宮神社」）
に案内板を設置しました。
　これからも順次設置を進めていくことにしており、地域の歴史再発見、
新たな気付きが期待されます。
●塩川見守り隊の発足　安心安全に暮らせる塩川地区であり続けたい、と
地区会議の呼びかけにより自治会ごとに参加希望者を募り37人の方が、
オレンジ色のベストを着用し活動しています。
　３月には駐在さんを交えて振り返り意見交換会を行い、参加者の意見な
どを聞いて今後につなげていくこととしました。
●第３回地域づくりセミナー　「寝たきりにならない町」をどうやったら作
れるか？を研究されている信大・井上教授を講師に、つながりと笑顔が
ある地域づくりで健康寿命を延ばすこと、野良仕事は病気知らずなどに
ついて講演をいただき学習しました。

令和元年度  塩川地区会議活動報告

　上記役員さんは、自治会長（現役・経験者）、丸子まちづくり会議役員、民生児童委員、福祉推進委員、
健康推進委員、消防団、PTAの代表の皆さんです。

【令和２年度  塩川地区会議  役員名簿】

役職名 氏　名 役職名 氏　名 役職名 氏　名

会　長 鷹　野　忠　司 副会長 北　澤　良　子 副会長 柳　沢　久美子

理　事 大久保　善　司 理　事 塚　田　恒　芳 理　事 髙　木　正　人

理　事 笹　沢　正　義 理　事 滝　沢　昭　男 理　事 八木沢　啓　一

理　事 伊　澤　英　男 理　事 滝　沢　信　幸 理　事 堀　内　洋　子

理　事 吉　池　茂　代 理　事 堀　内　文　博 理　事 清　野　義　隆

理　事 中　野　晋　介 理　事 滝　澤　彰　人 理　事 安　藤　由香里

理　事 本　田　めぐみ 理　事 堀　内　優　市 監　事 佐　藤　　　勇

監　事 早乙女　　　守 会　計 大久保　善　司 顧　問 金　子　和　夫
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チェンソー講習会

●上田市出前ときめき講座開催　「上田市立地適正化計画」の勉強会
を行いました。
　丸子中央地区には、自治センターを核とした都市機能誘導区域とそ
の周辺の居住誘導区域が設定されていますが、人口減少や空き家の
増加という課題を抱えている現状です。
　これらを、地域の課題ととらえ、行政と協働で取り組んでいく必要
に迫られています。
●チェンソー講習会　昨年度購入したチェンソーの作業における安全
対策が法改正で昨年８月から強化されたため開催しました。各自治
会からの参加者は安全講習、メンテナンス等に質問をしていました。
●丸子中央小学校みまもり隊の支援　自治会回覧等によるみまもり隊
員募集の支援。現在73名の隊員登録があります。見守り隊と周囲
からわかるベストの作成による支援をしました。

令和元年度  丸子中央地区会議活動報告

※７自治会から４名ずつ、次の団体などから選出されます。（顧問、オブザーバー除く）
自治会長、副自治会長、自治会推薦者、健康推進委員、福祉推進委員、公民館、高齢者クラブ、
小・中PTA、日赤奉仕団、防犯指導員、農家組合、商工会。

【令和２年度  丸子中央地区会議  役員名簿】

役職名 氏　名 役職名 氏　名 役職名 氏　名

会　長 髙　野　英　雄 副会長 依　田　幸　久 副会長 倉　島　岩　喜

理　事 清　水　廣　一 理　事 下　村　晴　一 理　事 土　屋　藤　一

理　事 平　林　秀　夫 理　事 堀　内　茂　一 理　事 内　田　弘　子

理　事 南　沢　　　浩 理　事 成　沢　治　雄 理　事 片　桐　　武

理　事 田　中　千　春 理　事 依　田　憲　明 理　事 中　谷　典　江

理　事 長　張　洋　典 理　事 伊藤　ゆり子 理　事 伊　藤　勝　廣

理　事 工　藤　恒　章 理　事 小　林　恭　子 理　事 佐　藤　えり子

理　事 今　川　志奈子 理　事 松　本　幸　一 理　事 小　島　優　一

理　事 岡　田　　　清 理　事 依　田　　　正 監　事 笹　井　光　輝

監　事 松　村　　　一 会　計 平　林　秀　夫 顧　問 佐　藤　清　正

顧　問 齊　藤　加代美 顧　問 宮　坂　和　雄 顧　問 小　島　忠　彦

顧　問 渡　辺　一　徳 オブザーバ 斉　藤　ゆり子
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　今号の紙面を見てもよく分かりますが、新型
コロナウィルスの影響が世の中に蔓延していて
閉塞感が漂っていますね。現在、丸子まちづく
り会議では部会活動を中心にできることをでき
る範囲で活動しています。次の「まちづくりだ
より」でお知らせしたいと思います。まちづく
り会議の活動へのご意見ご要望がありましたら
記載の連絡先までお願いいたします。

ご意見・ご要望など
どしどしお寄せください

TEL・FAX 0268-75-1061

info@maruko-mkueda.jp
【メールアドレス】

●●●●●●●

編集後記
●●●●●●●

……… 今年度の活動の様子を少しお知らせします ………

役員会

正誤のお知らせ

・７月16日発行「まちづくりだより」第10号　４ページ
・令和２年度丸子まちづくり会議予算
・支出の部「１ 組織運営事業」の比較欄

　　　　誤：237,350　→　正：836,270

　　　　　　　　　　　　　　　　　以上、訂正してお詫びいたします。

　月に1回の定例役員会は、コロナ禍のなか、
机１つに１人着席するなど、可能な限り感染防
止対策を行いながら取り組んでいます。

令和2年7月28日 ／ 於：丸子公民館

移動市長室

　土屋市長と丸子まちづくり会議、長瀬、塩川、丸子中央の３地区会議の役員さんにより、
限られた人数と時間のなかではありますが、住民自治組織の現状について報告し若干の質疑
がありました。

土屋市長と参加者移動市長室の様子


