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長野電鉄屋代線に関する現状報告
多数決で屋代線の廃止と
バス代替が決定されました

１月３０日屋代線存続
住民集会が開催されました

去る 2 月 2 日(水)第 12 回長野電鉄屋代線活性化
協議会は大勢の傍聴者と報道関係者の見守る中、
委員による無記名投票で今後の屋代線の方向性
を決定しました。結果は
・実証実験の継続
11 票
・休止してバス代替
0票
・廃止してバス代替
14 票
・白票
1票
過半数ギリギリの僅差で『廃止』が決定となりま
した。しかし、
・活性化協議会が屋代線存続と活性化を目指して
作成した総合連携計画は何だったのか。
・3 年後の屋代線年間利用者数を現在の 47 万人
から 60 万人へと目標を掲げたのではないか。
・実証実験はわずか 1〜3 ヶ月実施しただけでは
ないか。
・屋代線再生と活性化のための議論がされず、
一方的な廃止決定ではないか。
等、昨年 11 月突如『バス代替(案)』を持ち出し
た活性化協議会に対し、松代・若穂両地区からは
不満・不信の声が上がっています。屋代線は大正
11 年屋代〜須坂間開通以来およそ 90 年間松代の
玄関口、通勤・通学・観光拠点として多くの方に
利用されてきました。このまま屋代線
存続をあきらめてよいのか、声に出し
て皆様の思いを市政に届けましょう。
取り組みに対するご意見を☎278‑1885
までお寄せ下さい。

1 月 30 日の屋代線存続住民集会は、350 名を
超える参加者で会場の松代文化ホールは満席
となりました。講演をしていただきました『い
すみ鉄道』(千葉県:長野電鉄屋代線と同規模)
の鳥塚 亮社長のお話は、いすみ鉄道を存続さ
せるために実践してきた様々な施策、斬新な
発想等大変示唆に富んだ内容でした。
また、高校生・中学生・ ・売店でお土産を買う
住民代表の皆様に屋代線 ・500 円ずつ出し合う
1 コイン活動
存続に対する思いを発表 ・年会費 3,000 円の
していただきました。
ファンクラブ設立
最後に集会決議文を採択 ・枕木オーナー等々
し、住民集会は成功裏に終了致しました。
参加者およびご協力いただきました関係者の
皆様に感謝申し上げます。

〜多くの皆様から 1 コイン寄付等が
届けられております〜
住民集会の効果が早速あらわれました。
31 日に『屋代線を愛する伊達直人』名
の封筒が住民自治協議会事務局に届け
られました。封筒には 長野電鉄に渡してほし
い というメモと一緒に 1 万円が入っていまし
た。他にも かとうせん のこしてうれし 1 コイン
と書かれたメモと 500 円の寄付、その後も
1 万 5 千円の寄付、
とほぼ毎日のよう
に事務局に届けら
れています。

松代地区公共交通活性化対策委員会が開催されました
2 月 17 日(木)第 3 回松代地区公共交通活性化委員会が開催されました。長野電鉄屋代線の今後の
取り組みについて協議をし、今後、若穂地区とともに様々な会議の中で鉄路の存続を求めていく
ことを確認しました。主な活動内容は下記の通りです。
1. 市議会に対し存続のための協力を求める
2. 長野市・千曲市・須坂市の各市長に対し存続の要請をする
3. 鉄路の存続を求める署名活動等の活動をする
これからも地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。
−①−

野生鳥獣対策について

松代地区住民自治協議会

去る平成 23 年 1 月 27 日(木)に長野市民
会館にて 「長野市中山間地域市民
会議」が開催されました。地域からの
事例発表として、松代地区で取り組んでいる「野生鳥獣
対策」 についての発表を行いました。野生鳥獣被害を
防ぐことは、松代地区の活性化にもつながり、今後も地域
住民が主体となって取り組んでいく必要があります。地域
の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

≪平成２２年度の主な取り組み≫
(住民自治協議会区長会)
・野生鳥獣対策の先進地視察
・県野生鳥獣対策チームによる講演会の開催
・元気なまちづくり市民会議の開催
・各地区での対策会議の開催
・地域住民による緩衝帯整備後の維持管理作業の実施

取り組みの成果！
・各地域で野生鳥獣による被害等の
状況把握
・豊栄、西条地区は中山間地域指定
により、地域活性推進員との取り
組みで緩衝帯整備を実施
・他 地域においても、豊栄、西条
地 区の事例を参考に状況説明会
を 開催し、松代全体の組織化が
進んでいる
・緩衝帯の維持管理作業を住民自ら
が 行うことで、活動の継続性と
自分たちの手で守っていくという
気運の高まり

≪農業振興≫豊栄・西条地域の活動事例
■豊栄
「野菜栽培契約(年金プラス農業のモデル)」
「豊栄宮ノ入地区圃場整備事業」
■西条
「中村沖耕作放棄地復元事業・農道中村沖
新設事業」

平成２３年度の取り組み
平成 23 年度はさらに一歩進んだ具体的な
対策事業(防護柵の設置など)をすすめる
予定です。

−②−

【期
日】４月１０日（日）前日豪雨・当日雨天の時中止
【集合場所】旧尚和寮跡駐車場(松代町東条字天王山 133 番地・現尚和寮東の山麓)
【集合時間】８：１５ 集合・点呼・開会式
９：００ 登山開始
【コ ー ス】◎Ａコース(約６㎞初心者向け)

尼巌山(海抜 780.9m)登山
駐車場〜東条の杏を観賞〜尼巌山〜下山(点呼)
◎Ｂコース(約８㎞健脚者向け)

尼巌山と奇妙山(海抜 1099.5m)登山
駐車場〜東条の杏を観賞〜尼巌山〜奇妙山〜尼巌山〜下山(点呼)
【参 加 費】500 円(傷害保険料、資料代他）当日受付で納めて下さい。
【持 ち 物】トレッキングに適した汗が発散しやすく動きやすい服装・登山靴 or トレッキングシューズ・
帽子・手袋・雨具・防寒具・リュックサック・昼食・飲料水・救急薬・タオル等
【定
員】Ａ・Ｂコース合わせ１００名(引率登山案内者同行致します)。
小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴でご参加下さい。
【申込期間】３月１日(火)〜３月２０日(日)必着
【申込方法】郵便葉書に下記を明記してお申し込み下さい。

① 氏名 ②郵便番号 ③住所 ④生年月日(保険加入に必要)
⑤電話番号 ⑥希望コース(Ａ・Ｂの別)
【申 込 先】〒３８１−１２３１
長野市松代町松代１１１１ 島田邦男方
尼巌山・奇妙山トレッキングの会
【特
典】温泉割引券を差し上げます！
【注意事項】★出発時に点呼をし、下山後にも必ず点呼を受けて解散して下さい。
★ケガ等は自己責任で処理をお願いします。
【主催／問い合せ先】
尼巌山・奇妙山トレッキングの会 ☎０２６（２７８）３２６７

皆様のご参加
お待ちして
いま〜す！

東条あんず花まつり実行委員会主催
期

間

場

所

４月２日(土)〜１０日(日) 午前１０時〜午後３時頃(予定)
東条菅間地区の道路沿い
案内所・お休み処・農産物の直売など
奇妙山の山麓一帯を鮮やかなピンク
色に染め上げる 5,000 本〜6,000 本の
あんずの花と、白く輝く北アル
プスの遠望が楽しめます
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人権擁護委員による

暮らしの中の
悩みごと相談所
【日時】平成２３年３月７日(月)

こころ♡とこころ♡の手をつなぎ
明るい松代をつくりましょう
更生保護女性会では
★子育て支援活動(主に幼児対象)
★会員の親睦旅行(年 1 回)
★役員施設訪問研修(年 1 回)
★裾花寮(更生保護施設)への食事サービス(年 2 回)
などの活動を行っています。入会ご希望の方は下記
までご連絡下さい。
女性の愛情とパワーで犯罪のないふるさとをめざし
ましょう。
※年会費 1,050 円 賛助会費 1,000 円
【連絡先】
平成 22 年度会長 桜井弘子(278‑2380)

午後１時〜４時３０分
【場所】長野市松代支所 ２階
※電話での相談も受け付けています※
・長野地方法務局人権擁護課 ☎026-235-6634
・子どもの人権１１０番
☎0120-007-110
・女性の人権ホットライン
☎0570-070-810
【時間】午前８時３０分〜午後５時１５分
月〜金(祝日を除く)
【主催】長野人権擁護委員協議会
長野地方法務局
長野市
長野地域人権啓発ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会
【問い合せ先】
長野地方法務局人権擁護課
☎026-235-6634

第９回

松代でひなまつり

【日

時】平成２３年３月３日(木)
午後４：００開始
【パレード】松代文化ホール

【日

時】平成２３年３月６日(日)
９：３０受付開始、ひな作り
１０：３０お祓い
１１：００流しびな開始
【場 所】象山神社社務所
【お願い】小学校低学年以下のお子様は
保護者同伴でお願い致します

松代まち歩きセンター

※真田勝鬨太鼓「影武者」
琴の演奏などがあります！

【イベントに関するお問い合わせは】

☎278-0070
(松代まち歩きセンター内)
エコール・ド・まつしろ倶楽部
☎278-0550
松代ひなまつり実行委員会

長野市民会館フェスティバル
〜音楽の祭典〜「第九」の大合唱！

■日 時 平成 23 年 3 月 20 日(日)
≪開場≫13:00 ≪開演≫14:00
■入場料 全席自由
≪ 一 般 ≫1,500 円
≪高校生以下≫1,000 円
チケット好評発売中！
■長野市民会館 ☎ 226-6400

〜編集後記〜
物置から学生時代に使っていたスケート靴
が出てきたので、エムウェーブに行ってき
ました。少〜しだけ刃がさびていましたが
童心に帰って、一日楽しんできました。
当然(?)、翌日は筋肉痛に苦しみました・・・。
−④−

