
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年からスタートした“第２次基本構想”も今年度で二年目。令和３年度は、まちづくり委員会の役員

の改選の年でもありました。令和２年初頭から新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、今後の動向も

心配されるところではありますが、この一年、基本構想に基づく活動と定期総会で承認いただいた事業に取

り組んできました。 

一年を振り返り、各部会長の皆さんに今年度の事業を通じての感想など寄せていただきました。来月から

新たな一年がスタートします。やまざと親子留学も新規事業としてスタートします。新年度も引き続き、皆

様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【総務部会】 

一年間を振り返ってみると、コロナ禍にあって、参加者を限定しての会合が多くありまし

た。 

南信濃地区の若者等定住促進補助金の交付要綱の見直しなど、総務部会で協議してい

ます。 

「南信濃まちづくり通信」に「地区の話題」という地区リレー方式で掲載している欄が

あります。多くの皆さんからの色々な話題をご提供いただきたいと思います。ご協力を宜し

くお願いします。 

総務部会長 宮 澤 幸 雄 

【産業建設部会】 

 産業建設部会のこの一年を振り返ってみますと、大きな出来事と言えば「北又渡の水力発

電所の建設計画」と「下市場地籍における太陽光発電所の建設計画」がありました。 

 地球温暖化に伴い、“脱炭素”、“再生可能エネルギー”へのエネルギー転換が必要とさ

れています。発電方法も様々で、風力・水力・地熱・太陽光・原子力…様々な方法があり

ます。他地区で行われる計画であれば、自然や環境に優しく「なるほど！いい事だ！」と

いう話で済みますが、いざ、自分たちの住んでいる地域で建設計画の話が持ち上がると何や

ら不安や心配事が湧いてきます。 

 どちらの発電計画もコロナ禍であり思うような説明会を開催することはできませんでしたが、直接事業者

から説明を聞き、出席された方から不安に思うことや要望などを意見として出していただきました。これか

らも将来の遠山郷を見据えた各種取り組みについて精一杯努めたいと思います。 

任期も残り一年となりました。皆様のご理解とご協力をお願いします。 

産業建設部会長 近 藤 泰 明 
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「一年を振り返って」 

ここで暮らす～住み続けたい、住んで楽しい郷づくり 

～第２次南信濃地区基本構想スタート二年目、まちづくり新体制一年が終了 



 

 

【生活安全部会】 

地区の皆様におかれましては日頃より交通安全、地区内の生活安全にご理解、ご協力

を賜り紙面をお借りいたしましてお礼申し上げます。 

 又、部員各位におかれましても、会議や街頭活動等ご苦労様でした。 

 コロナの影響で活動内容は中止や縮小を余儀なくされましたので、出動回数は大幅

に減りました。来年は通常の活動内容となります事を切に思う次第であります。 

 最後に、一年間のお付き合いでありましたが、駐在所の本田圭祐さんには大変感謝申し上げます。こよな

くこの遠山谷を愛してくれました。本田さんこそ駐在所の鏡だ!!本田家の益々のご繁栄をお祈り申し上げま

す。 

生活安全部会長 山 﨑 久 孝 

 

【健康福祉部会】 

１年間、健康福祉部会に参加させていただき色々な計画を立てましたが、新型コロナ

ウイルス感染症により中止になってしまった行事なども数多くありました。又、年６

回計画していたリラックスヨガ教室は疲れた体と心の癒しになり充実した時間を過ご

す事ができました。２年続けて中止となってしまった敬老祝賀会については本当に残

念でした。何より高齢者の皆さんの喜ぶ顔が見れなかったと言う事が残念でなりません。

来年度は、今年度できなかった行事についてもう一度検討し、地域のみなさんと一緒に楽しく健康について

考えふれあえる時間が過ごせるよう部員みんなで頑張っていきたいと思います。 

健康福祉部会長 多田井 真由美 

 

【環境保全部会】 

令和３年度の環境保全部会長を受けてあっという間の一年でした。分からないことが

多く、前任者の方々のご指導を仰ぎながら、コロナ禍で活動が縮小、中止される中、

リサイクルステーション、ごみゼロ、河川清掃等各行事を行ってきました。無事に活

動ができたのは、皆様方のご協力のお陰と感謝しています。 

今年度の問題点等を解決して、来年度は、より飛躍できますように頑張りたいと思い

ますのでご協力をお願いいたします。 

環境保全部会長 山 﨑 祥 司 

 

【公民館】 

行事・イベント等に向けた熱心な議論を重ねる姿に接して、公民館の役員の皆さんの地

域を元気にしたいという熱い想いを強く感じた一年でした。また、昨年度の成人式の中

止や二年連続の運動会中止による代替行事「運動の集い」開催など新型コロナウイルス

の感染拡大に振り回された一年でもありました。 

 令和４年度は、「やまざと親子留学」がスタートする年。これに連動し「遠山郷子ど

もひろば」の新設により、子育てし易い環境づくりに努めたいと考えています。また、遠山常民大学等と連

携して、「地域の未来を考える学習」にも取り組み、健康で安心して、こころ豊かに暮らせる夢のある地域づ

くりを目指したいと考えています。 
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公民館長 酒 井 郁 雄 



 

 

 

 

 

 

 

２月２０日、日曜日の午前中に中本町から上本町にかかる国道で、快晴のもと、縄ない式が賑やかに執り

行われました。 

 夜川瀬を含む本町以南の幅広い年代の方々が約１５０名集い、１本の綱から、何本かにまとめ、皆で力を

合わせて反時計回りに何回も捩り、直径１５センチ・全長５０メートル程の立派な曳き縄ができあがりまし

た。 

 最後に、二人の酒井さんの遠山谷に響き渡る音頭取りで大祭の成功を祈願し、縄を持って町内を一周して

元酒屋さんの旧店舗に曳き縄を無事安置することができました。 

 私が綱を絡ませ、周囲に迷惑をかけたトラブルや腕がパンパンになったこともありましたが、地域の絆の

大切さを再認識するとともに、すがすがしい気分の一日になりました。  

 皆様に感謝するとともに、４月３日の御柱大祭が無事開催されることを願っております。 

 

中本町 三浦 哲雄 
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『御柱祭縄ない式に参加して』 

「南信濃若者等定住促進補助金交付要綱の一部見直し」について 

南信濃若者等定住促進補助金の交付要綱を新年度より一部見直します。 

（廃止） 

 祝い金事業 

●進級祝い金 進級する園児、児童及び生徒 

対象者：保育園、小学校、中学校に在園、在学する園児、児童及び生徒 

（追加） 

  その他会長が特に認めた事業 

  ●やまざと親子留学世帯支援事業 

対象者：やまざと親子留学で転入された家族 

 

～橋南地区～ 

よじ 



遠山常民大學運営委員長 針間道夫 

  

持続可能な地域をめざして！ 

南信濃まちづくり委員会では、人口減少や少子高齢化が著しく進行する中で、地区の基本構想を 2020 年に

策定し、交流・関係人口の拡大を移住定住に結び付けていくための事業に取り組み始めています。 

保育園や学校がなくなることから地域の衰退がはじまる…このような危機感から、2020 年に定期的に移住

等を検討する組織として「南信濃 1500委員会」を発足しました。 

「南信濃 1500委員会」の 1500とはお互いの顔や人となりを感じ思いやりながら暮らせる心地よいコミュニ

ティの大きさをおおよそ 1500人と想定し、これを会の目標、名称として掲げ活動を開始しています。 

 

●やまざと親子留学について 

 令和４年度からスタートする「やまざと親子留学」を地域・学校・行政が連携して受け入れ態勢を準備して

まいりましたが、おかげさまで３世帯、５人の児童をお迎えすることとなりました。 

 親子留学のご家族の皆さんには樋口の地域振興住宅へ３月から入居いただくこととなりますので、地域の皆

さまのご理解と温かいご支援をお願いします。 

・東京都八王子より  福元 志季さん 小学校３年生 

福元  康史さん 小学校１年生 

・埼玉県草加市より  黛 航太さん 小学校１年生 

・オーストラリアより バウアー（湯澤）南帆さん 小学校３年生 

バウアー（湯澤）遙花さん  小学校３年生 

 

●「遠山郷お試し住宅」について 

 この度令和３年度「県 地域発 元気づくり支援金」を活用させていただくことで、用途廃止となりました

旧木沢駐在所を移住定住への誘導を目的とした移住体験ができるお試し住宅として改修し移住希望者が短期

滞在できる環境として整備することが出来ました。 

このお試し住宅を利用する方が移住・定住へつながっていくことを願い、地域としても移住希望者に寄り

添ったサポートをしてまいります。 

 なお、利用開始時期につきましては新型コロナウイルス感染症拡大の状況を注視しながら令和４年度から

１か月以上３か月までの月単位でご利用いただくよう計画しています。 
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移住定住策への取り組みにご理解とご協力をお願いします 

お試し住宅 外観 お試し住宅 内観 
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・お一人 400 円の掛金となります。４月１日を過ぎますと、掛金納付日の翌日から適用となります。共済

期間は、４月１日から令和５年３月 31日までの１年間です。加入をご希望される方は、お早めにお申込

みください。万一、申込書を紛失された場合でも、自治振興センターで手続きが可能です。 

・加入申込時に、会員証（領収書）をお返しします。１年間、大切に保管してください。 

・３月 14日時点で加入者は４１６人です。（令和３年 11月末現在加入者数 553人） 

（対象となる事故） 

・例えば、道路を歩行中に車にはねられたもの、道路を自転車で走行中に誤って転倒したもの、道路を車で

運転中に追突されたものなど…。 

（対象とならない事故） 

・歩行中の単独事故（歩行中、石につまづき転倒した、酒気を帯びて運転して事故を起こした場合、著しい

速度違反の場合など…） 

・交通事故などに見舞われた場合は、先ずご相談ください。 

（特記） 

・学童会員…小中学校、保育園に通学・通園されるお子さんは、団体加入となります。なお、小学１年生

は、公費負担となります。 

 

春の全国交通安全運動が実施されます 
・期間 令和４年４月６日(水)から４月１５日（金）までの 10日間 

    ※４月 10日は「交通事故死者ゼロ」を目指す日です。 

・運動の重点（全国重点） 

１．子供を始めとする歩行者の安全確保 

２．歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上 

３．自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保 

（長野県重点） 

 「高齢運転者の安全運転の徹底」 

（状況）飯伊の交通事故発生状況は２月 20日現在、１月からの累計で人 

身事故は前年同期比 17件（60.7％）増の 45件、けが人は 17人増の 52人 

人となっています。飯田市では、前年同期比 21件（123.5％）増の 38件 

となっています。【参考：Ｒ4.2.27 付け南信州新聞社掲載記事より】 

 地区内では、大きな事故もなく推移していますがコロナ禍が収まり 

人流が活発化すれば交通事故の発生リスクは高まる可能性が大きいと言えます。 

交通事故を起こさない、被害に遭わないためにも地域を挙げて交通安全意識を高めていきましょう。 

～毎月５日と２０日は「交通安全の日」です～ 

 

 

 

 

令和４年度 長野県民交通災害共済の加入を受付中 

～お知らせ～ 

ご加入をご検討ください!! 

 



考）令和３年度加入者数（南信濃）553人、加入募集事務報奨金 27,650円 

 

パート・アルバイト大募集 
しらびそ高原で私たちと一緒にお仕事しませんか？ 

【応募資格】なし（しらびそまで運転できる方ありがたいです） 

【業務内容】客室清掃 

【勤 務 地】しらびそ高原 天の川 

【時 間】9:00～12:00（宿泊者数により前後します） 

【給 与】時給１０００円（自家用車の方は交通費別途） 

【期 間】4/16（土）～11/13（日）のうち繁忙期 

※清掃終了後に賄いがあります。 

※車の運転が難しい方は送迎を手配します。 

※勤務日については予約状況により必要な人数が変動してしまいますので、数日前に担当から

ご相談させていただきます。 
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TEL：0260-31-0036 
受付時間：8:30～17:00 

株式会社大空企画 

 

応募先 

４,５月のおでカフェ開催のお知らせ 

 

＜開催日、開催場所＞ 毎月第２水曜日（令和４年度から第３（水）が第２（水）に変更になります） 

4/13 南信濃地域交流センターにて開催   5/11 上町コミュニティーセンターにて開催    

＜時間＞ 10:00～11:30  ＜持ち物＞ 飲み物代として一人 100円 

 

お気軽にお問い合わせください。 

南信濃自治振興センター：TEL 34-5111 

南信濃地域包括支援センター：TEL 34-1066 

 

とおやま福祉検討会 

南信濃まちづくり委員会 

～認知症の人や介護者が気軽に立ち寄れる憩いの場～ 
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信州遠山郷  交流拠点＆移住定住情報の発信基地 

～冬の楽しみを探して～ 

こんにちは、水戸です。少しずつ春めいてきました。気温も上がり、心なしか気分も軽くなります。温か

いって素晴らしい！ 

しかし今年の冬は、厳しかったですね。遠山郷へ来て５度目の冬ですが、今までで一番寒く感じました。

雪も多く、今年はちょっとだけ雪国気分を味わえました。たまにならいいですが、毎年は勘弁してほしい。 

そんな厳しい寒さは好きではありませんが、そうはいっても毎年来る冬。遠山郷では超閑散期となる１月

と２月ですが、そんな時期でも遠山を楽しんでもらえることはないだろうかと、今年は空いた時間で冬の魅

力探しをしてみました。 

まず向かったのは、お隣喬木村にある過誤除けの滝。矢筈トンネルの出口付近にある滝です。ネットの記

事で今年は寒さが厳しいので全面結氷したと見かけたので、これは観に行かねば！と行ってきました。 

矢筈トンネルを抜けて、赤石林道方面へ少し入ったところに

登山入口があり、そこに車を停めて歩くこと 20 分。（道中はと

ころどころ凍っているのでチェーンスパイク等の滑り止めは必

要です） 

突然立派な氷瀑が現れました。見事に全面結氷しています。ハ

イキングコースは整備されていて、難所はなく、ぐるりと周回し

ても 1 時間足らず。こんな近場にこんな場所があったのかと、

感動してしまいました。 

そしてつい先日は、遠山郷探検隊の伊藤誠智くんのガイドで、

大平高原キャンプ場へスノーシューハイキングに行ってきまし

た。雪は終盤に差し掛かっていましたが、静かで、鳥のさえずり

がそこらじゅうで聞こえ、のんびりバードウォッチングを楽し

めました。そして雪の中で飲むコーヒーがまた最高！ 

 

遠山郷の冬の魅力、探せばまだまだありそうで

す。寒い寒いと縮こまらず、外へでて寒さをも楽し

む、そんな気持ちを忘れてはいけないなと思いまし

た。 

でもやっぱりこんなに寒いのはもういいやー！

ようこそ春。バンザイ！ 

 

太陽堂オーナー 水戸幸恵 



 

●南信濃地区の人口及び世帯数（令和３年４月～令和４年２月分） 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

男 588 588 587 586 584 581 579 586 577 574 573 

女 669 663 663 664 663 664 663 661 659 658 658 

計 1,257 1,251 1,250 1,250 1,247 1,245 1,242 1,247 1,236 1,232 1,231 

増減（先月比）   -6 -1 0 -3 -2 -3 5 -11 -4 -1 

累計   -6 -7 -7 -10 -12 -15 -10 -21 -25 -26 

世帯数 665 660 659 660 658 660 659 660 653 650 652 

増減（先月比）   -5 -1 1 -2 2 -1 1 -7 -3 2 

累計   -5 -6 -5 -7 -5 -6 -5 -12 -15 -13 

※基準日は、毎月末現在  （飯田市の住民基本台帳に登録されている世帯数と人口）  
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