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去る 9 月 28 日(水)午後 6 時 30 分からサンホールマツシロにて、
「元気なまちづくり市民会議」
を開催し、190 名の方にご出席いただきました。主な長野市政に対する要望と市の回答を
掲載します。
■高齢化の進む地域の生活をどう守るか
【要望】
公共施設などの維持管理業務など、力仕事や
危険な業務への参加困難者が増加してきてい
る。そこで、地域の助け合いのシステムの構築
は地域で行い、機械・器具の購入費や燃料費に
対する支援を検討していただきたい。

【回答】
住民の皆様にお願いしたいこと

■高齢者が安心・元気に暮らせる地域づくり
【要望】

◆危険のない無理なくできる範囲で
◆各家庭にある一般的な器具を利用
◆報奨金を草刈機の購入や燃料代に

買い物弱者、交通弱者としての高齢者対策と
して
① 現状調査をした上での対策
② 公共交通のない地域を中心とした町内循環
バスの整備
③ 社会福祉協議会などとタイアップして、
買い物弱者を支える仕組み作り
④ 会議所、商店会、社協、行政などの連携に
よる宅配、定期市の開催
などについて、市の考えをうかがいたい。

市が実施すべきもの
◆重量のある側溝ふたを外しての清掃など
危険を伴うもの(土木事業要望をいただき
対応)
◆支障木の撤去のように重機を使う作業
その他、活動の内容に応じて市が支援(◆報奨
金◆除雪機の貸与およびその燃料代、保険料の
負担など)している。なお、「地域やる気支援
補助金」を活用して草刈り機などを購入して
いる他地区の例もあるので、参考にしていただ
きたい。

【回答】

−①−

日常の買い物が極めて困難と思われる世帯数
の松代地区(豊栄・西条)の調査では 15 世帯
/H22 年 9 月、31 世帯/H23 年 9 月と報告されて
いる。
買い物弱者を応援する方法として①身近な
場所に店を作ること②家まで商品を届ける
こと③家から出かけやすくすること、が必要
である。長野市では①もんぜんぷら座内に
食料品店を ｵｰﾌ ﾟﾝ② 長野市農 業公社に よる
「ひっぱりだこ号」の運行③おでかけﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ
事業、市ﾊﾞｽ・廃止代替ﾊﾞｽの運行、乗合ﾀｸｼｰ
に対する支援、など幅広く展開している。市
としての支援の在り方・対応策を引き続き
検討してまいりたい。

■鉄路存続で安心安全と地域振興を
目指したい
【要望】
道路事情が未整備路線でのバス代替は、不便
さ、運営コストアップなど不安がある。住民
と行政と交通関係者の協力でディーゼル車
運行により安心安全な公共交通の確保の
実現を望みたい。

■東条瀬関地区の藤沢川のホタル復元
【要望】
東条瀬関地区の藤沢川のホタル復元を目指
して、未改修の旧河川部分へ、藤沢川本流か
ら水が取り込めるように水の取り入れ口と
旧堤防の整備を検討していただきたい。

【回答】

【回答】
第三セクターの設立に当たっては、「第三
セクターの抜本的改革等に関する指針」で
は、◆専門家の意見を聞き、客観性、専門性
の確保に留意した上で、将来の需要予測、
事業計画の策定を行うべき◆採算性の低い
事業については、必要となる公的支援の見通
しを踏まえた上で、適否の検討をすべき
◆地方公共団体による損失補償は、特別な
理由がない限り、行うべきでないことを踏ま
えて検討すべき、としている。持続可能な
交通手段を目指して、国へ提出した長野電鉄
屋代線沿線地域総合計画に基づき、沿線地域
住民の皆様と知恵を出し合って、バス代替に
よる運行計画を策定中であり、引き続きご協
力いただきたい。仮にディーゼル車への転換
をしても利用者の増加がなければ持続可能
な交通手段として維持することは困難で
あると考えている。

① 水の取り入れ口の改修について
旧河川への水の流入を阻害していると思わ
れる堆積土砂、雑草、雑木を撤去して、水が
確保できるように、藤沢川の河床整備を河川
管理者である長野建設事務所に要望した。
② 旧堤防の整備について
護岸から 3 メートルの管理幅を除き、桜や
低木植栽などの整備が可能である。堤防整備
には、河川管理者である長野建設事務所との
協議が必要となり、整備を進める上で
(1)恒久的な維持管理(2)河川管理者である
長野建設事務所の占用許可(3)旧堤防への
アクセス通路の確保、の課題解決が必要で
ある。市としては、まず地元と協議をさせて
いただきたいと考えている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

去る 10 月 14 日第 6 回長野電鉄屋代線廃止にともなう松代地区バス代替作業部会を開催し
(出席者:委員 14 名、長野市交通政策課 4 名、長野電鉄 3 名、長野工業高等専門学校 柳澤
教授)、松代地区内の「バスルートと停留所 21 箇所」と「バスの時刻表」についての説明と
協議がされました。
1. バスルートについて、大室地区のルート変更と停留所の位置に対する強い要望が大室地区
から出された。
2. 松代以外の他地区(若穂地区・須坂市・千曲市)では高速定期バスはいらないとしているが、
松代地区としては定時性・速達性の確保の観点から高速定期バスの実現の要望が出され
た。⇒柳澤教授による時間分析の説明によると、松代〜須坂間の高速道路利用は国道 403
利用に比べ 30 分程短くなる。
また、北原部会長から 9 月 27 日に実施された路線バス体験乗車の報告がありました。
1. バスは電車と比べ、約 2 倍の時間がかかる。体験乗車した路線バスは「屋代発 7 時 25 分」
に出発したが、渋滞のない状態で「須坂着 8 時 48 分」であった。電車の 40 分程と比べ、
定時性・速達性に問題がある。
2. 道路が狭く危険である。特に岩野地区、紺屋町〜中道島間は安全性に問題がある。雨・雪
などの場合はさらに危険性が増す。
3. バスは電車と比べ、揺れが大きく疲れる
上記のとおり、松代地区としては高速定期バスの実現を目指すことで対応することを決めた
ほか、停留所・時刻表の一部修正の要望を出しました。停留所・時刻表に関するご要望に
つきましては、事務局 ☎ 278-1885 までお寄せ下さい。
−②−

去る 10 月 12 日屋代線鉄路存続対策部会を開催致しました。松代地区バス代替作業部会の議論
も進む中で、活動をめぐり厳しい意見が出されました。8 月 29 日に開催された鉄路を考える住
民の集い、9 月 28 日に開催された元気なまちづくり市民会議の報告・議論の中で、会議に参加
された皆様にはご理解いただいたと判断するが、屋代線の鉄路を存続させる取り組みの必要
性・重要性を多くの皆様に理解していただくためには、より積極的な活動が必要であるとし、
具体的な活動として、
○住民がどこまで本気になって鉄路の存続を求めているか
○住民・経済界からの資金調達は可能か
○駅の新設により乗客増は可能か
○現状を理解していただくためのミニ集会を行政区単位を基本として開催していく
○住民アンケートを実施して住民の意向調査をおこなう
特に、ミニ集会では
◇公共交通機関としての存続の可能性
◇ディーゼル化を含めたこれからの屋代線の鉄路の活用策について試算した内容
◇秋の国会に提出される予定である「交通基本法」の考え方
◇鉄路再生のため地元としてできる支援・協力のあり方
を説明してまいりたいと考えています。開催時期につきましては、区長会を通じて日程調整し
てまいりますので、多くの皆様のご参加をお願い致します。

！鉄道が無くなると地図から松代の地名が消えます。
！バス代替となった場合、定時性・速達性が損なわれること
から中学生の高校進学先を左右します。
！松代高校への生徒が減少する事態となれば松代高校存続の
危機につながります。
全国には鉄道が廃止となり過疎化が進み、さびれていった地域が数多くあります。「今、必要
がないから鉄道はいらない」のではなく、 年老いた自分 のために、 学校に通う子供 のた
めに、 孫 のために、 観光松代と地域活性化 のために、なくてはならないのが鉄道です。
CO2 の排出量が少なく環境に一番優しい公共交通が鉄道です。線路を無くしたら二度と復活で
きません。
90 年間続いた屋代線の線路を活用し、住民の
足として松代の発展と観光振興・地域振興に
つなげられるのが鉄道です。先人が築いてき
た長野電鉄屋代線の歴史を新しいスキーム
で受け継ぎ、次の世代までこのレールをつな
ぎましょう。地域の盛り上がりなくして鉄路
存続はかないません。皆様のご協力をお願い
致します。
屋代線鉄路存続対策部会 ☎ 278-1885
−③−

各種お知らせ

【心豊かな子どもを育てる地域と家庭のあり方】
日時：平成 23 年 11 月 12 日(土)午後 1:30〜3:30(受付開始：午後 1:00)
場所：松代公民館 ≪入場無料・申込不要≫
演題：育つ力と育てる力

―子供の健全育成と地域の力―

お気軽に！
講師：安藤 博氏 (茨城キリスト教大学非常勤講師)
主催：松代地区青少年育成委員会
人権擁護委員による

童謡の歌碑を巡り
オカリナと民話を楽しむ会
日 時 平成 23 年 11 月 12 日(土)
9 時 10 分〜12 時 30 分
集 合 松代駅 9 時
参加費 100 円(保険代含む)
主 催 エコール・ド・まつしろ倶楽部
☎２７８−０５５０

予 告

教育文化支援委員会から
講演会のご案内

日時 平成 23 年 12 月 4 日(日)午後 1:30〜5:00
場所 松代公民館体育館
講演 1.
「子供たちの将来と 3000 万種の生きものたち」
講師 宮沢 正義氏 午後 1:30〜3:00
(生物環境学研究家・ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ研究第一人者)
2.「放射能から子供たちを守るために」
講師 栗林 秀樹氏 午後 3:10〜4:40
(介護施設管理医ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ悠・とぐら)
主催 松代地区住民自治協議会
教育文化部会教育文化支援委員会 ☎278-1885

暮らしの中の
悩みごと相談所
【日時】平成 23 年 11 月 7 日(月)
午後１時〜４時
【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※
・みんなの人権 110 番 ☎0570-003-110
・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
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
【問合せ先】長野地方法務局人権擁護課
☎026-235-6634

【日時】平成 23 年 11 月 6 日(日)
開場 10:30 開演 11:00
【場所】松代文化ホール
【主催】松代音楽協会

6(日) 松代音楽祭
7(月) 人権擁護委員による暮らしの中の悩みごと相談所

の予定表

12(土)

松代地区青少年健全育成講演会

12(土)

童謡の歌碑を巡りオカリナと民話を楽しむ会

13(日)

尼巌山・奇妙山トレッキング(協議会だより No.47 参照)

〜編集後記〜
11 月 8 日は立冬ですね。夏以上に冬の節電が求められています。そこで、湯たんぽを購入しようかと
思っていますが、昔なつかしの形の物から、キャラクター物までいろいろあって迷っています。
−④−

