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住民自治協議会では、「2010松代イヤー準備委員会」を設置し、松代 

イヤーの実施に向け検討を重ねています。去る８月２０日（木）に、 

「2010松代イヤー」準備に関する要望書を長野市長に提出しました。 

鐘楼の再公開等、松代地区の新しい回遊スポットが期待されます。 

≪要望事項及び長野市長の回答≫ 
１ 要望：真田邸、樋口邸の整備促進 

回答：真田邸の整備は平成 22 年秋まつりまでに完了するよう 

努力します。樋口邸は平成21年度完了を予定しています。 
２ 要望：文武学校を含めた文化財施設の有効活用の為の整備 

回答：文武学校の水道を整備します。他の文化財については、市と地元で調整しながら検討 

していきます。 

３ 要望：鐘楼公開の為の整備 
回答：鐘楼に上れるような整備や定時に鐘を鳴らす事ができるよう検討しながら平成 23 年 

の公開を目指します。 

４ 要望：2010松代イヤー準備及び事業実施に対する助成 
  回答：今年度の助成は困難です。平成 22 年度以降については、市と地元で調整しながら 

検討していきます。 

５ 要望：エコール・ド・まつしろ事業の継続 
回答：国の補助金の助成は困難です。市単独費での事業継続を検討しています。 

  

松代地区住民自治協議会だより №１８ 

平成２１年９月１日発行 松代地区住民自治協議会 長野市松代支所内 電話２７８－１８８５ 

ホームページ http://www.matsushirochiku.com/ メールアドレス mail@matsushirochiku.com 

第５回マレットゴルフ大会 
参 加 者 募 集 ！ 

【日  時】１０月２日(金)８：３０～１２：００ 
【場  所】犀川第２緑地マレットゴルフ場 
【競技方法】３６ホール パー１４４ 

 ストロークプレー 
【参 加 費】５００円（当日集金致します。） 
【持 ち 物】スティック、ボール２個 
   ※スティックとボールをお持ちでない 

方は申込時にお申し出下さい。 
     １００円にて貸し出し致します。 
【申込方法】住所、氏名、電話番号、生年月日を 

下記までご連絡下さい。 
詳細は後日ご連絡致します。 

【申込締切】９月１５日（火） 
【申 込 先】住民自治協議会事務局 中澤・大泉 
      ☎２７８－１８８５ 

FAX２７８－６５０３ 
【主  催】住民自治協議会健康増進部会 

 
 

松代藩真田十万石まつり第１日目の行事として
『童謡の響くまち』音楽会が開催されます。
『童謡の響くまち合唱団』として、「みかんの
花咲く丘」「里の秋」「もみじ」「故郷」他を 
一緒に歌いませんか？ 
【日時】１０月１０日(土)１０：００開始 
【会場】松代城二の丸舞台 
【練習】１０月１０日(土)９時より 

於松代小学校音楽室 
    ※練習に出られない場合は、１０時 

までに直接会場までお越し下さい。 
【持 ち 物】楽譜「ふるさと松代を歌う」を 

お持ちの方は、ご持参下さい。 
【問合せ先】住民自治協議会秋まつり実行委員会 

（長野商工会議所松代支部内） 
☎２７８－２５３４FAX２７８－２５５４ 

『童謡の響くまち 
合唱団員』募集！ 
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2010松代イヤー情報 No.2 
 
 
 
７月２９日に 2010 松代イヤー準備委員会全体会議が開催され、観光キャンペーンの基本 

コンセプトが決定しました。これに基づいて企画を検討するため分野別に６チームを編成 

しました。 
 
◎基本コンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎チーム内容 
１遊学城下町チーム 
多彩な体験・体感の場として文化遺産を活用した企画を検討します。 

２まちを活かし楽しむチーム 
中心市街地のまち歩きをメインに企画を検討します。 

３自然・郊外を活かし楽しむチーム 
里山散策や郊外に点在する魅力を活かした企画を検討します。 

４無形の資産を活かすチーム 
松代の歴史、文化、生活、人物等を活かした企画を検討します。 

５食を楽しみ活かすチーム 
松代の特産品の販売や特産品を活用した料理の提供、調理コンテスト等の 

企画を検討します。 

６宣伝・ＰＲ/情報提供＆総務チーム 
2010松代イヤーの情報発信等を検討します。 

 
以上６チームで企画を検討していますが、皆様のお考えをお寄せ下さい。 

今後、松代イヤーの実施に向けて皆様のご協力、ご参加をお願いする予定です。 

＜問い合せ先/住民自治協議会事務局 ☎２７８－１８８５＞ 

「交わり会い 響き合う 遊学城下町 信州松代」 
 

長野市が掲げる「１２００万人観光交流推進事業」最終年とともに、地域のシンボルで

ある松代城築城４５０年にあたり、松代の潜在的な魅力を発掘・開発し、以下の視点か

ら「新しいタイプの観光と観光地」を目指します。そして、これを全国にアピール

することで交流人口の増大を図り、地域の持続的な発展につなげます。 
 

１「エコール・ド・まつしろ２００４」を引継ぐ生涯学習（趣味）の舞台だけでなく、

「遊学城下町 信州松代」として多彩な体験・体感の場に積極的に文化遺産を活用

します。 

２中心市街地の活性化とともに、周辺地域との一体的な発展につながるよう、訪問者と

住民が共に交わり会い響き合いながら歴史的風情のまち歩きと自然豊かな里山ウォー

キングを楽しめるプログラムを提供します。 

３日常生活や生活様式を通じて住民が主体的に訪問者を「おもてなし」するという観光

を地域住民が支える仕組みをつくります。 

４観光客がもたらす経済効果に加え、地産地消を中心とする地域循環社会をつくります。 
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平成 21 年度   
 
 
 
 
 

  メインテーマ ～『元気な松代づくりへの住民参加』～ 
 
去る 8 月 8 日(土)午後 2 時からサンホールマツシロにおいて、松代地区区長会の主催で恒例の『元気な 
まちづくり市民会議』が開催されました。 

例年、長野市政に対する要望を事前に市に伝える議題提案方式で開催していましたが、単に市に対する要望と 

回答で終わるのでなく、“パネリストをはじめ参集者の皆さんと一緒に考えましょう”ということで、市民会議として

は初のパネルディスカッション方式を採用しました。討論した内容の一部をご紹介します。 

【 パネリスト 】   鷲沢正一   長野市長         半田孝一  長野市農業委員 

            田中雅登   松代地区区長会長  香山篤美  松代地区中心市街地活性化協議会長 

            池田竜夫   長野商工会議所青年部松代支部直前支部長 

【コーディネーター】中島嘉一郎  松代地区区長会副会長  

【サブテーマとした市政方針】「訪れてみたくなる地域づくり」「中山間地域の活性化」「都市内分権」 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

・傾斜地の農地の生産基盤整備をし、大型機械が入る耕作地

として、農業を継続できる農地への再生を提案 

・中山間地域の農産物は消費者への直接販売、価格保障の

契約栽培、付加価値をつけた有利販売が必要 

・豊栄赤柴地区で有害鳥獣対策として電気柵を設置したお陰

で被害はない。他の地区も行政と一体となって進めるべき。 

半田孝一氏 中山間地域活性化関連  

・住民自治協議会の役割がよくわからないとい

う声が多いので、松代地区の住民説明会を 

計画している。 

・限界集落問題や役員のなり手がないなど 

課題が多いので、できる限り役員を減らす方向

で考えたい。 

・区長委嘱があるから職務を全うできたという

部分もあるが、廃止になると何か拠り所が必要

ではないか。 

田中雅登氏 都市内分権関連 

 

こ れ ま で に 松 代 に は 市 か ら 

100 億円を超える税金が投資さ

れ、多くの文化財を保有して 

いる。来年は市の観光キャン 

ペーンの一環で、松代イヤーが

計画されているが、文化財は 

自分たちのものだという意識を

持ち、楽しんで文化財の利活用

をしていけるようにしたい。 

中島嘉一郎氏 コーディネーター 

 

・観光客を引き付けるマグネットとなる空き店舗を利用した 

観光情報センター、まち歩きガイドセンター、ボランティアガイド

拠点、中山間地域の物産販売拠点のオープンをしたらどうか。 

・金箱邸に先人たちを顕彰する「松代のふるさと人物館」を 

つくり合わせて飲食を提供したい。 

香山篤美氏 訪れてみたくなる地域づくり関連 

 

・商工会議所青年部では真田まつりにあわせ

て、文武学校で江戸時代にタイムスリップと 

いう企画を開催しているが、評判がいいので 

誘客のために松代全体を江戸時代風にしたら

どうか。 

・松代遊食プロジェクトで信州真田地鶏のＰＲを

したがなかなか定着していない。飲食店が連携

をし、松代へ行けば○○が食べられるという、

特産品を活用した食をプロデュースし、観光の

目玉にしたらどうか。 

池田竜夫氏 訪れてみたくなる地域づくり関連 

 

・「門前農館」や「ひっぱりだこ」のような中山間地域の農産物などを販売 

するアンテナショップをつくってみてはどうか。事業の継続性が求められる

が、仕入れ商品がしっかりしていれば売れる。 

・文化財は使ってこそ意義があり、そこで食事を提供することも賛成だ。ただ

の地域のたまり場とはして欲しくない。 

・松代のおいしい食べ物の名物化は、外からのお客さんだけを対象とする 

商売は厳しいので、地域のひとに支持される名物とする必要がある。 

・来年度から区長に対する市長委嘱がなくなるが、必要に応じて市長メッセ

ージ（住民自治協議会長名委嘱書への添書き）を出すことも検討している。 

鷲沢市長 
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   【関山仙太夫150回忌追善囲碁大会】 
   段級位別5組によるトーナメント 

日  時/９月６日(日)10:00～16:40 ＜※要申込＞ 

会  場/料亭 梅田屋(秀策・仙太夫二十番碁対局地） 

参 加 費/2,000円(昼食代込) 

募集人員/80名(段・級位別16名×5組) 

【第32回塾 歴史文化講座】 
「中国の古典に学ぶ～采根譚」 
講 師/文学館・啓明塾専科 岡田 勇 氏 

日 時/９月１２日(土)13:30～15:30 

会 場/山寺常山邸 

参加費/無料 

【緑の体験教室／盆栽専科】 
お家でお手入れに困っている盆栽が 

ありましたらお持ち下さい！ 

日時/９月１３日(土)10:00～15:00 

会場/山寺常山邸 

【中村柊花生誕120年記念「ひひらぎ歌会」大会】 
日 時/９月２６日(土)・２７日(日)10:00～16:30 

※２７日は展示のみ 

会 場/文武学校 文学所 

参加費/1,000円 

★主催/連絡先★ エコール・ド・まつしろ倶楽部〒３８１－１２３１松代町松代１５０２ 

（象山神社内）☎２７８－０５５０FAX２７８－０５５１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

―第２０回 松代地区― 
『人権を尊重し合う市民集会』開催のお知らせ  

【日 時】９月５日(土)午後１：３０～４：１０ 
【会 場】サンホールマツシロ ＜入場無料！申し込み不要！＞ 
【内 容】○学習発表会 音楽劇「スイミー」 豊栄小学校２年の皆さんを中心に 
     ○講 演 会「私が問われたもの」 講師 高橋 典男 氏 

NPO法人 人権センターながの 事務局長 
【駐車場】駐車場が狭いためなるべく徒歩・自転車でお出かけ下さいます様、ご協力願います。 
【主 催】松代地区人権同和教育促進協議会・松代公民館（☎２７８－３９１２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   住民自治協議会事務局より 
住民自治協議会のホームページが簡単に検索できる 

ようになりました！是非ホームページをご覧になり 

ご意見・ご要望を事務局までお寄せ下さい。 

 

～編集後記～ 
例年より日照不足の夏でしたが、皆さんはどの

ように過ごされましたか？ 

先日雲のない夜空に織姫様と 

彦星様のいる『夏の大三角形』 

をみつけました。９月は、街 

灯りが少なければ『天の川』 

を確認しやすいそうですよ！ 

★エコール・ド・まつしろ倶楽部★ 
９月の催事予定 

松代地区 検索 

去る８月１４日（金）「松代ホワイトエンジェルス隊」による街頭活動が実施されました。 
当日は、公的年金振込日であり「振り込め詐欺」等犯罪被害の未然防止を重点として、高齢者 
等を対象に松代町内の各金融機関前にて「声かけ・チラシ配布」 
等の広報活動を行いました。また、夏は各地でイベントが開催 
されることから人と車の動きが活発となり、事件・事故に伴う 
被害の発生が懸念されるため、これを未然防止すべく街頭活動を、 
警察と合同で実施しております。今後も市民の皆様の安全・安心 
な生活を願って活動していきます。皆様のご理解、ご協力を宜しく 
お願い致します。 

ボランティア 松代ホワイトエンジェルス隊 活動報告 


