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去る 12 月 15 日(火)長野市松代支所大会議室にて「松代地区住民自治協議会臨時総会」を 

開催致しました。顧問、相談役をはじめ評議委員全 84 名のうち 69 名、委任状６名、 

一般傍聴 10 名の出席があり、全議案が承認されました。詳細は 2・3 頁をご覧下さい。 

≪歴史的建造物活用関連 
  事業部会活動報告≫ 
去る 11 月 27 日(金)サンホール 

マツシロにて「地域の歴史遺産
を活かしたまちづくりフォー
ラム in 松代」を開催致しました。 
神奈川大学名誉教授 西和夫氏に
よる基調報告「松代の歴史的建造
物調査報告とまちづくり提言」で
は、“松代町全体が文化財で 
ある”として、6年間で95件、164
棟の調査から全国の文化財利用の
実態を参考に庭園・泉水路を含め
た総合的なまちづくりへの提言が
ありました。また、長野市教育委
員会文化財課 宿野隆史氏による
「松代における歴史遺産の保存に
向けた取り組みについて」では、
オープン間近である旧樋口家・旧
前島家の進捗状況の説明があり、
大変参考になりました。参加者及
びご協力頂きました関係者の皆様
に感謝申し上げます。 

新年のごあいさつ 
松代地区住民自治協議会会長 春原芳夫 

新年あけましておめでとうございます。皆さまには、健やかに新年をお迎えのこと

とお喜び申し上げます。昨年は、松代地区住民自治協議会の活動につきまして格段の

ご理解とご協力を賜り心から御礼申し上げます。 

さて、今年は長野市の目指す都市内分権構想による新たな住民自治協議会がスタートします。

昨年 12 月の臨時総会にて、会則等の改正につきましてご承認いただきました。これまで以上に、

区長さんをはじめ関係団体の皆様と連携を図り、住みよいまちづくりに向けて努力してまいり 

たいと思います。更に今年は「松代イヤー」の年となります。多くの歴史・文化遺産を有する 

松代を全国にアピールすることで、来訪者を増やし、松代の持続的な発展を目指します。 

「エコール・ド・まつしろ 200４」に引き続き、「遊学城下町 信州松代」ブランドを更に定着

させたいと思っています。いずれの事業も住民の皆様のご協力があってこそ成し得るものでござ

いますので、皆様のお力添えを切にお願い申し上げます。 

今年一年の皆さまのご多幸とご健康を祈念申し上げ、謹んで年頭のごあいさつといたします。 

松代地区住民自治協議会だより №２３ 

平成２２年１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３回長芋祭り大盛況！！ 

“松代の長いも”ってこんなに美味しいの！ 
松代特産の長いもについて知名度を
高め、消費を一層拡大しようという 
目的で行う「長いも祭り」もおかげ様
で第３回目を迎えました。本年は去る
11月29日(日) Aコ－プ松代店の店頭
において開催致しました。10 時前 
から次々と会場を訪れる方に長いも 
料理のレシピや長いもの効能を載せたチラシを配りながら、
長いも料理の実演や長いもの販売を行いました。特にエコ－
ル・ド・まつしろ倶楽部郷土食専科の皆さんが実演、指導した
長いも料理(長いもの薄焼きやとけるチ－ズをのせた長いも) 

は“美味しい”と好評で、人だか
りができる程賑わいをみせまし
た。また、長いもの販売コ－ナ－
では、一人で何袋も買っていく方
も多く、松代の長いもについて
広く知って頂く、良い機会となり
ました。ご協力頂きました関係者
の皆様に感謝申し上げます。 
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顧問・相談役

部会構成団体

(*1)住民負担金を財源とする団体

(*2)会計が独立をしている団体

財務委員会

監事

総　会

部会名及び担当 協力団体

明るい選挙推進協議会・白バラ友の会・連合婦人会・
真田線建設期成同盟会・日赤長野市地区松代分区・
共同募金会長野市支会松代分会・赤十字奉仕団松
代分団

社会福祉協議会(*2)

保健補導員会

福祉担当

意思決定機関

安心安全
部会

交通安全推進委員会

防災担当

防犯担当

地域公民館連絡協議会連合会(*2)
教育文化支援委員会(*1)

自主防災組織連絡協議会(*2)
河川愛護会(*2)

子ども会育成連絡協議会(*2)
青少年育成委員会

産業観光担当

歴史的建造物活用委員会(*1)
産業振興委員会(*1)
まちなみ景観委員会(*1)
松代城関連事業委員会(*1)
エコール・ド・まつしろ倶楽部(*2)

区長会

人権同和教育促進協議会(*2)
男女共同参画市民推進員

産業・観光
部会

福祉・健康
部会

健康担当

総務部会

人権担当

文化科学担当
教育・文化

部会

青少年担当

交通安全協会・松代駅前駐輪場管理委員会

会　計 事務局

理事会

役員選考委員会
生活環境委員会

自然環境委員会(*1)

防犯協会(*2)

環境部会

交通担当

長野商工会議所松代支部・松代商店会連合会・松代
中心市街地活性化協議会・ＮＰＯ法人夢空間松代の
まちと心を育てる会・松代町地域振興情報通信懇話
会・観光事業振興会

愛の鐘管理委員会

総
務
運
営
会
議

―

老人クラブ連合会・尼巌奇妙山トレッキングの会・マ
レットゴルフ協会

人権擁護委員

文化芸術協議会・芸能協議会・音楽協会・松代総合
美術展協議会・松代地区体育指導員会

消防団松代分団・有線放送電話農業協同組合

民生児童委員協議会・身体障害者福祉協議会松代
支部・保護司会・更生保護女性会

長野南少年警察ボランティア協会

会長
副会長
部会長
会計

役員

理事

役員

評議委員

 

 

 平成 22 年度からはじまる長野市版都市内分権にあわせ、松代地区住民自治協議会では
組織などの変更案の検討を進めてきました。変更案は住民自治協議会内に設置した組織
検討委員会で検討を重ね、昨年 10 月から 11 月にかけて地区説明会を開催して住民の 
皆さまのご意見をお聴きしました。昨年 12 月 15 日の臨時総会では、これら組織などの
変更案の各議案についてご承認をいただきました。また、このほか長野電鉄屋代線の 
存続問題に関する組織を住民自治協議会内に設置する方向で承認されました。 
臨時総会の議案概要をお知らせします。本年 4 月 1 日から、新たな住民自治協議会と

してスタートができるよう各団体では準備を進めています。 

【第 1 号議案】平成２２年度組織図について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊各団体の意向を確認中ですので、現時点では確定ではありません。 

住民自治協議会 臨時総会 

★組織変更のポイント 
・意思決定機関を総会、理事会、総務運営会議とし、常任理事会は廃止しました。 
・現在の 10 部会を 6 部会にし、各部会の構成団体は市の一括交付金の対象団体・市連合  

組 織 や市 長 委 嘱 廃 止 の関 連 団 体 ・全 世 帯 を対 象 に負 担 金 などを集めている団体 を中 心 に 
組織しています。また、協力団体はそれ以外の公共・公益性のある団体になります。 

・部会委員は、部会構成団体及び協力団体の各代表者で組織され、住民自治協議会の事業  
を実施します。市との協定に基づく依頼 事 務は、部会 構成団 体（現在 の団体 が継続）におい 
て実施します。 

・総務部会に財務委員会を置き、公平中立な立場での予算原案の作成をします。 
・理事会内に役員選考委員会を設置し、役員選出の透明性を図ります。  
・部会構成団体の各団体の会計は原則として一元化します。（組織図の(*2)を除く） 
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【第２号議案】会則の改正及び細則の制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２　会費等を会員から徴収する場合は、区費等を考慮し、区・自治会の判断により

　減免をすることができる。

　者が評議委員となる。

　（３）地区の人権教育・文化活動・青少年の健全育成に関する事業の実施。

第１０条　部会は、第2条の目的達成のための実行機関として、第３条の事業を遂

　行するための活動をする。

３　部会長は部会委員の互選とし、部会に副部会長を置く。副部会長は、会長、

　（総務運営会議）

第９条　総務運営会議は、会長、副会長、会計及び部会長をもって構成する。

（部会）

２　財務委員会の委員構成等は別に定める細則による。

（評議委員及び役員の任期）

第15条　評議委員及び役員の任期は２年とし、２期以内の再任を妨げない。ただし、

　補欠の評議委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（３）総務運営会議の推薦に基づき、評議委員を選任すること。

（理事会）

第８条　理事会の理事は、総会において別表１に掲げる評議委員のうち部会構成

２　理事会は、次の事項を評議決定する。

　団体の代表者等の中から選任する。

５　本会に、財務委員会を設置する。

（組織）

第６条　本会に、評議委員を置く。評議委員は、別表１に掲げる住民の代表者、各

　種団体より選出された代表者等（公募委員を除く。）及び総会で承認された有識

３　本会に、総会、理事会及び総務運営会議を置く。

２　前項の評議委員の選考については、別に定める細則による。

　（２）行政機関との協定に基づく事業の実施。

　（５）地区の産業振興及び観光事業の実施。

　（８）その他目的達成のために必要な事業の実施。

　（７）地区の生活環境の向上及び自然環境の保全に関する事業の実施。

　（６）地区の防災・防犯・交通安全に関する事業の実施。

　（４）地区住民の健康と福祉の増進に関する事業の実施。

（事業）

第３条　本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

　（１）地区内の各区・自治会、その他関連機関等との連絡調整。

（目的）

第２条　本会は、「自分たちの地域は自分たちでつくる」を理念に、住民自治の向上

　を図り、行政との連絡及び調整に努めるとともに住民相互の交流と活動を通じ

　て連帯感を高め、住みやすく魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

　副会長及び担当部会長協議のうえ、部会長が指名する。

５　部会委員は各種団体より選出された者及び公募により選出された者とする。

６　前項の部会委員の公募方法は別に定める細則による。

（役員）

第13条　本会に次の役員を置く。

　（１）会長　　　1名

　（２）副会長　　若干名

　（３）会計　　　1名

　（４）監事　　　2名

　（５）部会長　　6名

３　監事を除く役員は、理事会の理事を兼務する。

２　会長、会計及び監事は会員の中から理事会内の役員選考委員会で選出し、

　　副会長は会長の指名とする。

４　会長、副会長、会計は、部会長を兼務できる。

５　必要に応じて総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。

（会計）

第１９条　本会の経費は、会費、補助金、交付金、負担金、寄付金その他の収入を

　もって充てる。

　（２）理事会がやむを得ない事情で開催できない場合、理事会機能を代行すること。

３　役員等を推薦するため、別に定める細則に基づき役員選考委員会を設置する。

　（１）理事会に付議する事項について審議決定すること。

２　総務運営会議は、本会の事業の執行管理及び部会間の連絡調整を図るととも

　に、次の事項を評議決定する。

第１１条　財務委員会は次の事項を審議する。

（財務委員会）

　（１）本会の予算原案策定に関すること。

　（２）その他財務に関すること。

２　事務局に会長が任命する事務局長及び職員を置く。

第１８条　本会の運営を円滑に行うため、事務局を設置する。

（事務局）

これまでは、包括的な 

表現でしたが、6 部会の

事 業 と 合 致 す る よ う 

変更しています。 

総会は評議委員で構成

されます。評議委員と 

なる団体は協議会だよ

りでお知らせします。 

会長等の役員は、区長会

を中心メンバーとした

役員選考委員会で選出

します。また、副会長は

会長が指名します。 

負担金1000円などは、

区費等の徴収額を参考

にして、各区の判断で減

免できるものとします。 

各部会の予算要求額は

区長会を中心メンバー

と し た 財 務 委 員 会 で 

査定等をし、原案を作成

します。 

【第３号議案】平成 22 年度必須・選択事務について（掲載略） 

市の依頼事務を継続して現在の団体が担う形です。 

(主な部分を抜粋 下線部が変更・追加した箇所) 
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協議会だより12/1号にてお知らせしましたNHK総合TV
『小さな旅』につきまして、12 月 20 日の放送予定で 
したが、放送局の都合で 12 月 13 日に繰り上げて 
放送されました。ご迷惑をおかけ致しまして申し 
訳ありませんでした。なお、総集編が平成 22 年 
1月2日(土)16:00～16:54に放送される予定です。 
こちらを是非ご覧下さい！！ 

2010 松代イヤー情報 No.４ 

準備委員会で事業計画書（案）がまとめられました！ 
 

2010 松代イヤー準備委員会全体会議が去る 12 月 12 日(土)に開催 

されました。会議では、これまで検討してきた内容について「2010

松代イヤーキャンペーン(松代観光ブランドの再強化に向けて) 

事業計画書(案)」としてまとめられ、席上、中島嘉一郎準備委員長

から春原芳夫住民自治協議会長へ事業計画書(案)が手渡されました。 

事業計画(案)は、基本コンセプト、キャンペーン・ 

ロゴマーク、重点プログラム、5 分野に分けた事業 

(「遊学城下町」、「まちを活かし楽しむ」、「自然郊外を

活かし楽しむ」、「無形資産を活かす」、「食を楽しみ 

活かす」)、外部活力導入の可能性 などで構成されて

います。 

今後は、2010 松代イヤーの実行委員会

を組織化し、事業計画書(案)をもとに

「エコール・ド・まつしろ 2004」で 

確立された「遊学城下町 信州
松代」ブランドを更に強化し、全国に
「松代」を発信していきます。 

第３５回 元旦マラソン大会 

開催のお知らせ 
【日 時】平成 22 年 1 月 1 日(金) 

     (大雨・大雪＝中止 小雪＝決行) 

     10 時 00 分 集合・開会式 

     10 時 30 分 スタート 

     11 時 30 分 閉会式・解散 

【コ ー ス】 

 

A・・・ランニングコース(≒3 ㎞) 

西条小学校－鹿島－ミスズ橋－西条保育園 

－白鳥神社－青垣公園前－市場横断道路－ 

中村神社北側－小学校プール横－小学校 

校庭南西通用口(ゴール) 

B・・・テクテクコース(≒2 ㎞ 逆回り) 

西条小学校－神田川下る－市場横断道路 

－白鳥神社－東六工公民館前－神田川 

－小学校(ゴール) 

 

【集合場所】西条小学校 校庭【参加費】不要 

【参加資格】制限なし(どなたでも参加可！) 

【注意事項】防寒具など、各自ご用意下さい 

終了後、ゼッケンを返却願います 

中止の場合は有線にて放送します 

【問合せ先】西条体協事務局 加藤まで 

      ☎278－4916 ㈲7053 

【主  催】松代公民館西条分館 

      西条体育協会 西条区長会 

【後  援】松代地区住民自治協議会 

～編集後記～ 
いよいよ 2010 年が始まります。新型インフルエンザが猛威をふるっていますが、健康で 
１年を過ごしたいですね。本年もどうぞ宜しくお願い致します。 

講演会開催のお知らせ 
【日時】平成 22年 2月 3日(水) 
    13：30～15：30(受付開始 13：00) 
【場所】松代保健センター 
【演題】笑顔とふれあいで 

健康なからだづくり 
【講師】中村 崇 氏 
     NPO 法人佐久平総合ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ副理事長 
     医療法人佐久平整形外科ｸﾘﾆｯｸ理事 
【主催】住民自治協議会健康増進部会  

☎２７８－１８８５ 
松代保健センター 
☎２７８－００２１ 

【共催】松代地区保健補導員会 

参加賞 

ありま～す！ 


