
地域団体車（青パト）文化祭展示（防災グッズ）

露５節思いやりを藷って支え含う麺域づくりｉ総』

老|齢化、少子化の進むなかで、住民の日々の生活や生き甲斐に関わる地域課題を解決するため

に、広く学習という視点から各種事業を実施して、学びと体験を通じて子供から高齢者まで、暮

らしの質の向上と充実を図りながら、いつも思いやりをもって、心豊かに安心して暮らせる住み

やすい地域づくりの実現を目指します６

１.地育力事業の推進を図ります。

※地育力とは：地域の資源を活かし地I或の岡直と独自性に誇りを持つ人を育む力

①文化振興による知育力の向上を図ります。

ア)知育力の向上は、地域の重要かつ永遠の課題と考えます６地域の力が次第に低下していく中

で､どうしたら地域の活力を保持｡向上していけるかを考えたとき､それは住民が元気で日々

の生活を営み、相互理解を深め心を許しあえるような人間関係を保ち、隣近所、集落、地域

へと絆を広げながら、みんなで地域のその時々課題を乗り越えて行くことといえます６そこ

で、地域にある様々な資源を活かし地域の埋もれた宝を発掘しながら、時代に適応した課題

を探り、それを住民の共通のテーマとして集い喜び学習できる具体的活動を進めていきます６

食農体験（いも掘り）ふるさと探検］
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②男女共同参画を推進します。

刀地域での女性参画は、これからの地域づくりを支える重要かつ喫緊な課題であり現在も地域

を上げて検討し取り組んでいます６今日、女性の細やかな目線、優しく思いやりの心、積極

的な行動が地域をしっかり支えております６今後も長いスパンで取り組みをし、様々な機会

を捉えて勉強や話し合う機会等をもうけて理解を深めるなかで、参画しやすい環境を整えて、

男女共同参画の充実を図っていきます６

③体育振興による地区の活力向上を図ります。

ア)スポーツは子供から大人まで健全な心身を育む重要な施策です６多くの体育事業を通じて、

地域の人達が自分に合ったスポーツに親しみ、レベルアップを目指しながら、楽しく交流し

て健康で明るく生き甲斐のある生活を送れるとともに、地域の活幽上にも繋がる機会や場所

づくりを展開していきます６
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龍江地区運動会１龍江地区運動会２

イ)龍江少年少女クラブでは野球、バレー、剣道、詩吟の四つのクラブで小学校の子ども達が練

習に励んでいますbその子ども達から、やがて、国の内外のスポーツ界の様々な分野で活躍

している若きアスリート達と競え合える選手が誕生する事を切望して支援していきます。

ウ)今田平農村広場の有効活用や整備充実等の総合的なスポーツ施設及び広場、公園の整備充実

を図ります６

④青少年の健全な発育を支援します。

ア)緑と水の豊かな環境を活かして、自然に親しみ、自然を生かした営みの中で、体験を通じて

人々とのふれあいを深めます６

イ)地域の歴史、文化、伝統を継承するために子供教室や故郷探検を実施して、地域に愛着を持

ち、（建全で'情操豊かな子供を育成します６
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分館対抗ソフトバレーボール大会桜祭りペタンク大会

2.教育環境の整備を進めていきます。

①生涯学習による教養の向上を目指します。

ア)私たちの住む龍江は、先人が営々と築き上げてきたかけがいのない郷土で、自然。文化等総

ての恩恵を受けておりますbその郷土龍江を学び郷土愛を育んでいくことは、人づくり、地

域づくりの原点であり重要な地域課題ですｂみんなで共通認識を持って学べる、生活に則し

た教養講座、文化講座やサークルへの支援を行い、広く住民の参加を促し、生涯学ぶ事を通

して心の絆を深め、地域の教育力を高めて行きます。

ふるさと探検２科学実験教室

②機能的な公民館の建設を検討します。

ア)教育環境の整備には総合的かつ機能的な公民館施設が必要です。現在の公民館施設は老朽化

が著しく設備的にも不十分で手狭となっています６そこで、地域づくり、文化活動、コミニ

ティ等々の拠点としての機能的な公民館施設の建設に向けて地域づくり委員会が中心とな

って検討－，研究を進めていきます。

3.自然及び'伝統的文化資産の保全ilMii承活動を推進します。

①自然環境学習の拠点づくりを行います。
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ア)地球謝莫で進む温暖化問題への対応、それに伴うＣＯ２の削減はこれからの人間社会に課せ

られた決して避けて通れない重要な使命ですｂ美しい自然に恵まれた龍江には、沢山の動植

物が生息しています６三遠南信自動到埴の建設が進む中で、開通後の将来環境の変化を想定

しながら、地区内に現存する小動物や希少植物の生態と自然との関わりを学ぶ自然環境学習

の拠点づくりをします６

②地域文化の継承を行います。

ア)歴史文化の継承は時代を経ると共にこぼれ薄れていきます６文化遺産、民話、民謡、地域の

歌、生活様式、伝統行事等をしっかりと語り伝え伝承し、資料や映像にして後世に継承して

いきます６

イ)文化祭、運動会、祭り等で民謡。地域の歌などの復活をしていきます６このような貴重な資

源を後世まで伝え残す拠点としての龍江歴史文化資料館の設置は、機能的な公民館施設の建

設と併せて検討していきます。

ウ)龍江の文化財を制定して、貴重な自然、動植物や文化財を保護継承していきます６

④今田人形の保存と伝承を行います。

ア)地区の宝であり歴史的財産である今田人形の保存。継承については、「今田人形保存会」が

主体となって取り組鬘んでいきます６また、保存会員並びに座員確保を念頭に置き今後も若い

世代を対象に、会員の拡大と地域外への保存活動の輪を広げていきます６

イ)龍江新聞や地元情報誌、龍江ホームページ等を有効に活用しながら公演予定の情報等を提供

しつつ、飯伊地域における伝統人形浄瑠璃芝居と連携を図りつつ、広くＰＲしていきます６

吉了一上

諄く丸■
寵

」

今田人形上演今田人形座（研修生）

４，地域iコミュニティの形成に積極的な働きかけを行っていきます。

①地域行事や体験教育に積|亟的に関わっていきます６

ア)生活環境、家族関係など社会構造の変化により地域コミュニティも少なからぬ変化が生じて

います６地域行事や公民館事業のあり方を検証し、途絶えている地元の郷土芸能である龍|峡

－２０－



小唄、伊那節、盆踊りなどの復活再生図りながら、より多くの地域民が気軽に楽しく参加し

コミュニティが図れる取り組みをしていきます。

イ)他地区との姉妹都市提携を行い交流する事で幅広く異文化に触れ、地域文化、地域住民の意

識の変革と生活の向上を図ります。

ウ)体験学習においては、民泊体験等の受入。支援を樹亟的に行ない人。文化の交流、産業経済

等の流通を促進し、生活の向上と地域の活性化と発展を図ります６

②よりよい質を目指して、龍江新聞を発行します。

ア)毎月発刊されている「龍江新聞」は、地域の人達や故郷を離れて暮らす人々のよりどころで

あり、地域づくりへの関心と自主的な参画を呼び起こす大切な情報伝達手段です。地区民が

築き上げた｢龍江新聞の文化｣を絶やすことなく、継続発刊し同時に内容の充実を図ります。

③地域情報発信の基地となるホームページを作成します。

ア)龍江の様々な情報を広く全国に発信する「龍江ホームページ」を立ち上げます６内容は龍江

の地域振興に繋がる建設的でオリジナリティな発想で多くの人がアクセスしてくれる魅力

有るバージョンを作成。更新していきます-６

パソコン教室 龍江地区成人式

に、

の｢繩かるた」から
天龍橋くら（支えて一世，こ

ろうそくのあかりにゆｵしる今田人形

つつ（橋ゆらオして嘆いた淫畿つ

三難＊鼓同こえた尾林材凉MqJ

運動会龍江の意気がこだまする

赤目狂に遙奔大きく余熱の里

羽入国はわｵしらが里の霞ケ周

神明松回り舞台がひっそりと

倉灰分液今も塁抵窺ってる

誕父も父もぼくも学んだ龍涯小
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棗３章襄鑿計画一覧表

主管 新規
事業名 実jj囮年次 事業内容等

委員会 ﾎﾞNi続

振興 他地域との交流推進(協） 新規｜Ｈ23～

森林整備及び森林資源の有効利用｜新規’１１２３～

観光振興の支援 紺i続

企業経営者との懇談会 継続 定期的な懇談会開催地元雇用の推進

企業誘致活動 新規｜Ｈ22～｜企業誘致及び誘致可能な土地の検討

地区内道路。水路等整備促進 刑朏続 (県)米川飯田線：掘廻～尾林

(県)米Ⅱ|駄科(停)線：尾科～大屋敷継続

(県)天龍|峡(停)下平線；雲母地籍iMi続

新規｜Ｈ22～’（主)飯田富山佐久間線：天謁喬～知久平

継続 号線：更生

79号線：掘廻

-73号線：宮沢～

-72号線：椚平

-77号線：大屋敷

-73号線：尾林－

３号線

7号線

龍江

継続 龍江

１
－
１
’
２
’
２

市道 宮沢～雲母iMi続

市道2-72継続

市道紺続 一雲母

新規｜Ｈ22～｜Ｔｈ｢道2-7 尾林一八の倉

龍江1３継続

細続 龍江4７

地区内井zkの改修及び補修継続

和合坂峠周辺を含めた地区内森林整備継続

塩田沢川砂防工事細続

締見ｌＨ２２～｜北ノ沢砂防工事。調う|壁2傭

|i壼鱸ｱ'櫃……通
締見ｌＨ２３～｜龍江振興IC(仮ﾗ|ﾗｹｳ～米Ⅱ|飯田線(掘廻）

龍江振興IC(仮稀～米川飯田線(田中地
新規 1-123～

籍)～天龍峡IＣ

新規｜Ｈ24～｜龍江振興IC(仮勅ウー上城～天龍|喬

龍江振興Ic(仮1；、～高森山麓～雲母～大
新規 Ⅱ24～

屋敷～千代荻坪

新規｜Ｈ22～｜尾林～千代人の倉～千代IC間

士fUpfU用計画策定 新規｜Ｈ22～

地域振興住宅整備推進 H25までの継続事業継続

地区拠点施設整備 新規｜Ｈ24～｜複合的な地因処点施設の検討

花の里構想(協） 新規｜Ｈ23～｜龍江の観光資源としての構築

独居高齢者世帯等を表示し、支援者等が避

難誘導するための定期的なマップ更新

福祉
災害時助け合いマップ更新 継続

龍江敬老の日事業 70歳以上の高齢者を招待した祝賀会開催継続

各区70歳以上の高齢者を招待しお楽しみ
ふれあい広場開催 継続

会を開催

独居高齢者。高齢者世帯等への呼びかけ、
まごの手コール実施 継続

見守り行動

高齢者クラブ役員との懇談会開催及びクラ
高齢者クラブ支援 継続

ブヘの加入促進

昼間留守家庭の概ね10歳未満児童の授業

終了後の厚生施設運営
龍江児童クラブ運営 継続

子どもの遊び場確保 新規ｌＨ２２～｜今田平広場等に遊具設置と既設遊具修繕
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委員会
事業妬

彌覗

継続
実!』極'２次 :事業内容′Ｆ１三

振興 他地域との交流推進(脇）

森?'７|整備及び森林資源の有効利｣冊

観光振興の支援

企業経営者との懇談会

企業誘致活動

地区内道路。水路等整備促進

三遠南信道アクセス等の(創成交通

綱整備lhL進

:良１１｣｣利用計画策定

地域振興住宅整備推進

地区ijUL点施設整備

花の劉襟魁(協）

瀞iliH

新規

】銃

|銃
'1-二.2１
１Ａ》ｕ

|】粥ビ

M1続

li続

iT規

l1i続

li続

|l銃

Ｎｉ続

N紬

ｿWji

||銃

|)|縦

|M銃

|}|銃

|朏続

新規

粥観

新規

新規

粥T親

調T規

新規

組統

瀞T蜆

新規，

]123～

ll23～

[122～

[122"～

1122～

1122～

{123～

１１２３～

[124～

Ⅱ24～

II22～

]22へ，

1124～

1123～

ｊｔｌｊ！]的な懇談会開催地ﾗ説ﾐﾉﾄ]の推進

企業誘致及び誘致1:I能な'2地の検討

(県)米｣::飯田線：掘廻～尾林

(県)刈り;：駄科({割線：I雇科～大屋敦

(県)大瀧峡(停）;くユド線；雲u:地籍

(宅)飯、常|||佐久爾線：i犬龍il喬～炎||久平

龍ii｣:］号澗｛：更生

龍i-L179号線：掘廻

1丁道１ 〕弓線：宮沢～雲母

１７道２ 2斜線：椚乖

Y;ﾌﾟ道２ 7弓線：大圧敷一雲母

liﾌﾞ道2-73局線：尾林一八の倉

龍汀１３号線

龍江47号線

地匹内ﾌﾞ|二水のdji9修及び補修

和ff坂1111ﾐﾘi習i辺を含めた地区内森林整備

塩、沢｣:i砂防:［零

北ノ沢砂防_L:事・森ﾙ|轍勧甫

龍iiL振興]Ｃ(仮iﾗｩｳ～米)||飯'二'二|線(掘廻）

龍?T振興Tc('2節iウースリ!|飯、線(ｍＥＩ１地

關～大龍IU（](）

龍ilZ振興l()((Eでiﾗｩｳ～｣=城～天龍橋

龍1T振興TC(仮jl;ﾉi）～高森|｣|麓～雲母～人

屋敷～千代荻坪

尾林～千代八の倉～T月代l()問

H25までの紺:続事業

複合的な地区拠点施設の検討

龍江の観光資源としての構築

福祉
災害時助け合いマップ更新

龍iil敬老のｉｉ事業

ふれあい広場開催

まごの手コール実ij(､！

高齢者クラブ支援

龍r[児童クラブ運営

子どもの遊び場確保

継続

継続

iiM続

細銃

細続

紺続

新規 H22～

独腸j高齢者世帯等を表ﾉ｣くし、支援者等が避

鄭鰯導するための定期的なマップ更新

70歳以上の高齢マレfを招待した祝賀会開催

各ｌｚ７０歳以ｋのi高齢春を招待しお楽しみ

会を開催

独居高齢者・高liili者il上帯等への呼びかけ、

几守りfさき動

高齢者-クラブ役員との懇談会開催及びクラ

ブヘの川WIEj塵

昼間留守家庭の概ね]０歳ﾌk滴り,A童の授業

終了後の厚生施設運営

今田ｴlzⅡ玄場等に遊具設置と既設遊具修繕
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