
令和３年 ６月 地域づくり委員会（定例会） 

 

令和３年 ６月 １４日 １８：３０～    

＜ 出席者 ＞                     会場：龍江公民館 大会議室 

 木下博史、斎木和秀、大平悦也、福澤センター長 

 宮脇正博、吉澤巧(1区)、林平吉、稲垣清司(2区)、尾関代次、佐々木昭明 (3区)、 

林隆仁(4区)、熊谷知明、池田真理子（振興）、大原泰一、澤柳祐子(福祉) 

前澤俊夫、澤柳榮子(環境)、澤柳正志、大平茂子(安全)、塩澤俊夫(公民館) 

澤柳玄(分館代表)、松尾寿(農地委員)、大原陽一(農業委員)、清水勇(市議)  ２４名 

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

３．協議事項・調整事項・確認事項 

① 龍江小学校１５０周年記念について 

１５０周年実行委員会の市瀬協治さん（元ＰＴＡ会長）より説明。 

 

② 「空き家を活用し龍江へ移住」杉山豊さん、中島綾平さんのプレゼン（30分程） 

 

（１）正副会長 

報告1）コロナの状況について 

(1) 飯伊の感染状況など 

(2) 各種会議の対応方針 

① 定例会 希望者にはズームによる参加も検討。 

② 市長と語るまちづくり懇談会参加範囲の検討。 

③ 地域づくり委員会・地域協議会合同歓送迎会の再延期（日程は未定） 

 

報告2）省エネ審査会（龍江小学校北校舎屋根ソーラーパネル設置） 

・龍江小学校太陽光発電再生可能エネルギー活用事業 

・事業主体：龍江地域づくり委員会  協力事業者：エルコンパス イプサ 
6月2日(水)審査の結果、取り組みが高く評価され、無事採択されました。 
龍江では今までに「4区コミュニティ消防センター」「今田人形の館」「龍峡協同調

理場」に次ぐ4つ目の設置になります。 

尚、売電収入の一部（約9.9万円／年）を地域づくり委員会へ入金する計画。 

 

報告3）飯田市明るい選挙推進協議会委員の推薦について 

塩澤俊夫 公民館長を推薦しました。 

 

報告4）ＭＯＰ（南信州アウトドアパーク）活動報告 

･5/20マスコミ各社へ協賛依頼と取材、記事化のお願いをする為、ＭＯＰメンバーの

佃協力隊員と熊谷秀夫さんで訪問をしてきておおむね反応は良好だった。 

訪問先：中日、信毎、南信州、ケーブルテレビ、飯田FM、南信州広域連合 

・今後は協賛して頂ける企業を訪問し、フェス会場への出店、広告媒体への企業名

の記載などを募集していく予定。 



報告 5）5/21豪雨災害の被害個所について 

・5/20日～21日にかけて梅雨前線の発達により、土砂災害警戒情報、上久堅地区に警戒

レベル 3高齢者等避難がだされ、龍江地区でも被害が出ました。 

他に被害報告があれば、センター長まで報告をお願いします。 

2区 1ヶ所 調理場下 落石 道路脇へ移動させ、土木課へ撤去依頼済 

3区 1ヶ所 沢柳きのこ園角、30cm四方の穴。土のうを置く（土木課処置済） 

4区 2か所 尾科から中学付近に倒木→道路脇へ移動済 

中学校教員住宅付近、倒木（電柱接触）→中電連絡済 

 

報告 6）情報伝達訓練（土砂災害全国一斉防災訓練）実施と危機管理の徹底について 

・6月 6日 8：30に地区防災役員4名とセンター長が公民館に集まり、訓練次第に

従い、伝達訓練を行った。 

・9：00にレベル 3 高齢者等避難、9：45にレベル 4 ＲＺ避難の連絡を役員→区長

→各区連絡網を通じて無事に伝達訓練が終了。いずれも 30 分以内にスムーズな

伝達訓練ができた。 

・6月、7月と梅雨の時期です。危機管理体制をすぐ取れるよう準備をして下さい。 

 

報告 7）三遠南信道開通記念誌発刊費用寄付のお願いについて 

・同記念誌は県の元気づくり支援金を受けて発刊しましたが、全額は認められなかっ

たため、不足する分について地区内外からの寄付を募集します。 

目標額は 70万円です。現在、既に一部の皆様から先行してご寄付をいただいていて、

寄付の総額は、約 35万円となっています。 

別紙寄付金依頼文書参照 （全戸配布予定日 7月常会予定） 

・関東龍江会、地区外へは記念誌の有料販売をして寄付の依頼を行ない、地区内企業へ

も寄付を依頼する予定。 

 

報告 8）イタチガ沢最終処分場水質検査報告及び要望書 

・イタチガ沢最終処分場水質検査は、有害物質の検出が極めて低く全項目の測定には多

額の費用もかかる為、毎年の測定は項目を縛ったものにし、全項目は 5年 or10 年周

期とする。 

・要望書については、処分場跡地は数年前から区民の要望が出されていた内容で、地域

づくり委員会会長名で要望書を飯田市へ提出する。 

 

〇自治振興センターより（福澤センター長） 

 ・竹林整備事業要望箇所調査（今年度は終了） 

 毎年４月～５月初旬に要望書提出がある為、２月頃には要望できる様に準備する。 

 ・４区支障木伐採（土木課） 6/5に飯田市で対応済。 

 ・県道建設事業要望（６月締切） 

 ・防災無線デジタル化の状況（6/17Ｊアラート） 

・公民館使用制限について（現在 飯田市はレベル３） 

通常通り利用可能ですが、新型コロナウイルス感染予防対策（マスク着用、アルコール

消毒）を行い利用する。 

 ・三六災復旧記念碑(別紙参照） 

「今田人形の館」鳥居入り口付近にある碑が、国土地理院の自然災害伝承碑として登録

される予定。 



 ・児童クラブ増築に関する要望書（別紙参照） 

 ・ふるさと納税「20地区応援隊」の返礼品に関するアンケート（別紙参照、7/2締切） 

 ・かわらんべ祭り代替事業の実施について（別紙参照） 

 ・集中豪雨など災害発生時の体制について 

平成 27 年に作成されたマニュアルで、内容を再確認し自主防災会で見直し検討を行う。 
 ・6/30市長と語るまちづくり懇談会（別紙参照） 

 定例会メンバーは参加要請。発言者を決める。 

 
 

（２）各委員会 ＜ 詳細資料は別紙添付 ＞ 

①地域振興委員会（斎木和秀 委員長） 

 

②福祉委員会（大原泰一 委員長） 

住民支え合いマップを 6月区常会までに更新予定。 

新型コロナ予防接種会場に行く事が困難な場合、センターへ問い合わせ下さい。 

 

③安全委員会（澤柳正志 委員長） 

 ・支障木の調査状況について（昨年度から含む） 

＜支障木の定義＞  

車や歩行者が安全に通行できるよう空間を確保するため、歩道２．５ｍ・車道

４．５ｍの高さ以内には障害物となるようなものをなくす事が法律で定められ

ています。 

※ 現場写真を撮り、現状調査から行う様にする。 

・安否確認用世帯台帳の旧台帳処分について 

  8月頃に龍江自治振興センターに各区長が持ち込み、センターで処分を行う。 

 

④環境委員会（前澤俊夫 委員長） 

・7/4 アレチウリ除去作業 9：00～(各団体に参加依頼) ⇒「中止」 

  市及び国からの要請なし、川路地区も実施を見送るので、「中止」。 

・リサイクルステーション（7：30～9：00） 

  4区（6/12、7/3）、2区（6/19）、3区（7/17）、1区（7/24） 

・立ち番腕章を作成、各常会の環境委員へ 6/16配布予定。 

  6/18のごみ集積所立ち番より使用をしていく。 

 

⑤公民館（塩澤俊夫 公民館長） 別紙参照 

・人形劇フェスタ関連 

・飯田市成人式関連 

開催日 8/14(土) または 8/15(日)に実施、全市統一開催 

・飯田市立図書館龍江分館の利用ご案内 

   

   ⑥区長 

     ・1区： 

 

     ・2区： 

 



     ・3区： 

 

     ・4区： 

 

 

 

   ⑦農業委員、農地利用適正化推進委員 

 ・耕作農地の状況について 

 

 ・農家の現状（就農状況、後継者など） 

 

 ・現状の課題 

 

   ⑧市議会議員 

 

 

４．その他 

 

 

５．当面の日程確認（各委員会資料にも日程記載あり） 

・企調会議 7月6日(火) 18：30～  次回定例会 7月13日(火) 18：30～   

   8月 5日(木)  〃    8月 17日(火)  〃 
 

・6/13(日) 36災害60年シンポジウム 13:30～(12：00受付) 鼎文化センター 

＜延期＞  同時ライブ配信予定(公民館のLIVEも検討) 

・6/14(月) 高齢者クラブ交流会 10：30～ （福祉） 

・6/14(月) 定例会 18：30～ 

・6/21(月) 龍江地区自主防災会役員会 18：00～ 龍江公民館 

〃      総会 19：00～ 龍江公民館 

・6/30(水) 市長と語るまちづくり懇談会(市政懇談会) 18：30～ 龍江公民館 

・7/ 3(土) ふるさと探検（3区 名勝天龍峡とりんごの里コース） 

・7/ 4(日) 日赤大会 

・7/ 4(日) 全市一斉水辺等美化活動（河川清掃）小雨決行 

・7/ 6(火) 企画調整会議 18：30～ 

・7/11(日) 水辺の楽校草刈り作業 6：30～（環境） 

・7/13(火) 定例会 18：30～ 

・7/22(木) 夏：人波作戦 （安全） → 7/21(水) 又は 7/26(月) 

・8/ 5(木) 人形劇ﾌｪｽﾀ地区公演（予定） 龍江公民館 18：00～（中止） 

7(土)  〃  1区公民館 10：00～、竜東中 14：00～（中止） 

8(日)  〃  今田人形の館 13：00～ 

・8/14(土)または8/15（日） 成人式 13：00～（予定） 

・9/ 4(土) 水辺の楽校魚釣り、魚つかみ大会（予定） 

・9/ 5(日) AM全市一斉全市総合防災訓練 

 
６．閉会 



「三遠南信自動車道建設の歩み」 

記念誌の発行と寄付のお願い 

 

龍江の皆様に於かれましては、益々ご健勝にお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より龍江地域づくり委員会の活動に対し、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

さて、龍江の悲願であった三遠南信自動車道が、天竜峡大橋の完成により中央道と直結さ

れ、龍江に高速道路の時代が訪れました。 

龍江地域づくり委員会では、三遠南信自動車道開通を記念するため、記念誌編纂委員会

により編纂作業を続けてまいりましたが、このほど完成し、龍江地区全戸に1冊ずつ配布さ

せていただきました。 

三遠南信自動車道開通と龍江インター実現までの、40年以上にわたる先人の皆様の苦闘

と、開通後の龍江の将来の夢と活用について語る内容になっています。ぜひご一読下さいま

すようお願いいたします。 

記念誌発刊に当たりましては、「県元気づくり支援金」を申請し費用を賄いましたが、

県の基準が厳しくなったため必要冊数全部の費用は認められませんでした。 

したがって不足分を地区の皆様並びに関係の皆様のご寄付を募って贖う事といたしまし

た。つきましては、誠に恐縮でありますが、趣旨にご賛同いただきまして、下記により多数

の方々のご寄付を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和 ３年 ６月 １４日 

龍江地域づくり委員会 会長  木下博史 

 

記 

 

   ・寄付金額     一口1,000円 （何口でも結構です） 

 

   ・寄付目標金額   70万円  

 

   ・申込み方法    別紙寄付申込書に必要事項を記入の上、寄付金と共に封筒に入れ

て、各常会にてご提出ください。  

※ 常会では預かり証を発行します。 

又は龍江自治振興センターへお持ちいただいても結構です。 

 

   ・税金控除について 寄付金控除をご希望の方は龍江自治振興センターへご相談

ください。 

 

   ・領収書      龍江自治振興センターで受け入れ後、個々に領収書を直接

お送りいたします。預かり証はそれまで保管ください。 



令和 ３年  月  日 

預かり証 

              様 

 

寄付金をお預かりしました。 

 

※ 領収書が届くまで大切に保管をお願いします。 

 

 

 

常会長              ㊞  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------＜ きりとり ＞----------------------------- 

 

 

「三遠南信自動車道建設の歩み」記念誌 寄付申込書 

 

常  会  名  氏  名 申込口数 金 額 

    

 

 

寄付金額             円  

寄付金控除（ 要 ・ 不要 ） 

 

※ この申込書をきりとり線より切取り、寄付金と共に封筒へ入

れて、上部預かり証と共に提出をお願いします。 

※ 寄付金控除をご希望の方は、龍江自治振興センターまでご相

談ください。 



令和３年 月 日 

 

飯田市長 佐藤 健 殿 

 

イタチガ沢最終処分場盛土工事完了について要望書（案） 

 

 

龍江地域づくり委員会 会長 木下 博史 

（龍江一区）  

  

 

 

 令和３年５月２５日に行われた、イタチガ沢最終処分場の盛土工事の説明を受

け、下記の事項について検討をされるよう要望いたします。 

 

 

１. 入口に設置してある処分場の看板の撤去及び移動されたい 

 

２. 処分場の跡地を有事の際のヤードとして有効活用されたい 

 

３. 兎城公園広場に車両の侵入があり利用者に危険があるため、入口に車止

めを設置されたい 

 

４. 盛土地の有効利用として処分場への出入口を２箇所設置されたい 

 

 ５. 兎城公園側のフェンスを加工して処分場法面の地元除草作業時の出入口

を設置されたい。 

 

 

以上要望いたします。 



イタチガ沢最終処分場　水質検査記録　　　令和元年度（2019年度）～ 原則 1回/年 測定

参考 2017.8.4 参考2018.8.3

気温 ℃ ― 23.7 28.0

水温 ℃ ― 18.5 15.4

水素イオン濃度（pH） ― 5.8～8.6 7.5 7.5

生物化学的酸素要求量（BOD） ㎎/ℓ 60 以下 11 29

化学的酸素要求量（COD） ㎎/ℓ 90 以下 8.0 8.5

浮遊物質量（SS） ㎎/ℓ 60 以下 4 10

窒素含有量 ㎎/ℓ
120 以下

(日間平均60)
8.0 13

塩素イオン（Cl） ㎎/ℓ ― 130 180

カルシウム（Ca） ㎎/ℓ ― 47 50

大腸菌群数 個/㎜ℓ
日間平均

3,000 以下
77 120

電気伝導率 mS/m ― 110 140

アルキル水銀化合物 ㎎/ℓ
検出されない

こと
不検出 不検出

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合

物
㎎/ℓ 0.005 以下 <0.0005 <0.0005

カドミウム及びその化合物 ㎎/ℓ 0.03 以下 <0.0003 <0.0003

鉛及びその化合物 ㎎/ℓ 0.1 以下 <0.005 <0.005

有機燐化合物 ㎎/ℓ 1 以下 <0.01 <0.01

六価クロム化合物 ㎎/ℓ 0.5 以下 <0.01 <0.01

砒素及びその化合物 ㎎/ℓ 0.1 以下 <0.001 <0.001

シアン化合物 ㎎/ℓ 1 以下 <0.1 <0.1

ポリ塩化ビフェニル ㎎/ℓ 0.003 以下 <0.0005 <0.0005

トリクロロエチレン ㎎/ℓ 0.1 以下 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン ㎎/ℓ 0.1 以下 <0.0005 <0.0005

ジクロロメタン ㎎/ℓ 0.2 以下 <0.002 <0.002

四塩化炭素 ㎎/ℓ 0.02 以下 <0.0002 <0.0002

1,2-ジクロロエタン ㎎/ℓ 0.04 以下 <0.0004 <0.0004

1,1-ジクロロエチレン ㎎/ℓ 1 以下 <0.002 <0.002

シス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/ℓ 0.4 以下 <0.004 <0.004

1,1,1-トリクロロエタン ㎎/ℓ 3 以下 <0.0005 <0.0005

1,1,2-トリクロロエタン ㎎/ℓ 0.06 以下 <0.0005 <0.0005

1,3-ジクロロプロペン ㎎/ℓ 0.02 以下 <0.0005 <0.0005

チウラム ㎎/ℓ 0.06 以下 <0.0006 <0.0006

シマジン ㎎/ℓ 0.03 以下 <0.0003 <0.0003

検査項目 単位
放流水

基準値

イタチガ沢最終処分場　　飯田市龍江 367番地8



チオベンカルブ ㎎/ℓ 0.2 以下 <0.002 <0.002

ベンゼン ㎎/ℓ 0.1 以下 <0.001 <0.001

セレン及びその化合物 ㎎/ℓ 0.1 以下 <0.002 <0.002

ほう素及びその化合物 ㎎/ℓ 50 以下 0.45 0.65

ふっ素及びその化合物 ㎎/ℓ 15 以下 <0.1 0.4

アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物
㎎/ℓ 200 以下 4.6 7.0

n-ヘキサン抽出物含有量（鉱油類） ㎎/ℓ 5 以下 <0.5 <0.5

n-ヘキサン抽出物含有量（動植物油脂

類）
㎎/ℓ 30 以下 <0.5 <0.5

フェノール類含有量 ㎎/ℓ 5 以下 <0.05 <0.05

銅含有量 ㎎/ℓ 3 以下 <0.01 <0.01

亜鉛含有量 ㎎/ℓ 2 以下 <0.02 0.02

溶解性鉄含有量 ㎎/ℓ 10 以下 0.07 0.42

溶解性マンガン含有量 ㎎/ℓ 10 以下 0.80 0.82

クロム含有量 ㎎/ℓ 2 以下 <0.01 <0.01

燐含有量 ㎎/ℓ
16 以下

(日間平均 8)
0.13 0.19

1，4-ジオキサン ㎎/ℓ 0.5 以下 <0.005 <0.005

亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 ㎎/ℓ ― ― ―

ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 10以下 0.090 0.23



イタチガ沢最終処分場　水質検査記録　　　令和元年度（2019年度）～ 原則 1回/年 測定

参考2019.8.19 2020.8.3

28.8 29.0

19.6 17.9

7.7 8.0

22 24.0

9.5 9.6

9 5

12 12

180 180

52 64

70 3

140 140

不検出 不検出

<0.0005 <0.0005

<0.0003 <0.0003

<0.005 <0.005

<0.01 <0.01

<0.01 <0.01

<0.001 <0.001

<0.1 <0.1

<0.0005 <0.0005

<0.001 <0.001

<0.0005 <0.0005

<0.002 <0.002

<0.0002 <0.0002

<0.0004 <0.0004

<0.002 <0.002

<0.004 <0.004

<0.0005 <0.0005

<0.0005 <0.0005

<0.0005 <0.0005

<0.0006 <0.0006

<0.0003 <0.0003

イタチガ沢最終処分場　　飯田市龍江 367番地8 原水



<0.002 <0.002

<0.001 <0.001

<0.002 <0.002

0.71 0.70

0.1 0.1

7.0 6.0

<0.5 <0.5

<0.5 <0.5

<0.05 <0.05

<0.01 <0.01

0.02 0.02

0.10 0.24

0.14 0.40

<0.01 <0.01

0.19 0.18

<0.005 <0.005

7.0 ―

0.0086 0.10



イタチガ沢最終処分場　水質検査記録　　　令和元年度（2019年度）～ 原則 1回/年 測定

参考 2017.8.4 参考2018.8.3 参考2019.8.19 2020.8.3

気温 ℃ ― 28.5 21.8 28.7 29.0

水温 ℃ ― 20.6 18.9 16.3 16.6

水素イオン濃度（pH） ― ― ― 7.3 9.5 9.5

生物化学的酸素要求量（BOD） ㎎/ℓ ― ― ― ― ―

塩素イオン（Cl） ㎎/ℓ ― ― 15 15 15

電気伝導率 mS/m ― ― 21 23 22

アルキル水銀 ㎎/ℓ 検出されない 不検出 不検出 不検出 不検出

総水銀 ㎎/ℓ 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

カドミウム ㎎/ℓ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

鉛 ㎎/ℓ 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム ㎎/ℓ 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

砒素 ㎎/ℓ 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

全シアン ㎎/ℓ 検出されない <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ポリ塩化ビフェニル ㎎/ℓ 検出されない <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

トリクロロエチレン ㎎/ℓ 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン ㎎/ℓ 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

ジクロロメタン ㎎/ℓ 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

四塩化炭素 ㎎/ℓ 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,2-ジクロロエタン ㎎/ℓ 0.004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

1,1-ジクロロエチレン ㎎/ℓ 0.1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエチレン ㎎/ℓ 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

1,1,1-トリクロロエタン ㎎/ℓ 1 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,1,2-トリクロロエタン ㎎/ℓ 0.006 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,3-ジクロロプロペン ㎎/ℓ 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

チウラム ㎎/ℓ 0.006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

シマジン ㎎/ℓ 0.003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

チオベンカルブ ㎎/ℓ 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ベンゼン ㎎/ℓ 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

セレン ㎎/ℓ 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1，4-ジオキサン ㎎/ℓ 0.05 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) ㎎/ℓ 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ほう素及びその化合物 ㎎/ℓ ― 0.16 0.18 0.21 0.19

ふっ素及びその化合物 ㎎/ℓ ― 1.7 2.5 2.7 2.7

亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 ㎎/ℓ ― 0.43 <0.02 0.03 <0.02

アンモニア及びアンモニウム化合物 ㎎/ℓ ― <0.05 <0.02 0.03 <0.02

ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 1 0.072 ― ― ―

検査項目 単位 基準値
イタチガ沢最終処分場　　飯田市龍江 367番地8 地下水



地下水



龍江公民館

公民館からのお知らせ

南信州圏域の新型コロナウイルス感染警戒レベルが「レベル４」に
引き上げられたため、公民館利用について一部制限をいたします。

○期 間 5/21（金）から当面の間

★利用者の皆さん★

○発熱や風邪症状のある方は利用をご遠慮くだ
さい。

○利用時は必ずマスクの着用をお願いします。
○基本的な感染症対策した上での利用をお願い
いたします。
→3つの密（密集・密接・密閉）を避ける
→人と人との間は間隔（最低1ｍ）をとる
→30分目安に換気を行う
→入館前や退館前は手指消毒や手洗いうがい
を行う

○会議室使用後は、使用した机や椅子のアル
コール消毒を行ってから退館してください

（道具は当直室にあります）。

○内 容

ア 各会議室の利用可能人数は「定員の半分」とします。

イ 公民館内での飲食は禁止とします。

会議室名 通常定員（人） 半数定員（人）

大会議室（洋室） １００ ５０

小会議室（和室） ２０ １０

視聴覚室（洋室） ２５ １２

研修室（洋室） １８ ９

２階講義室（和室） ４０ ２０

調理実習室 １８ ９

※ただし、熱中症対策の水分補給は可とします。
体調を崩さないようお気をつけください。

★代表者の皆さん★

○会議等を始める前に「感染防止対策のための
確認事項」の確認をお願いします（玄関に
設置してあります）。

○「公民館使用記録表」と「感染防止対策のた
めの確認事項」の２点を漏れなく記入し、お
帰りの際に必ず当直室に提出してください。

お手数をおかけしますが、
よろしくお願いいたします





 

要  望  書 
 

令和３年 月 日 

 
飯田市長 佐藤 健 様 

 
 

龍江地域づくり委員会 
会 長 木 下 博 史 

 
 
 
日頃より龍江地域づくり委員会の活動に対しましては、格別なるご高配を賜り厚

く御礼申し上げます。 

さて、当地区内の児童クラブ施設につきましては、数年前より様々な機会を通じ

て増築の要望をさせていただいてきております。市の担当課と協議を進める一方、

令和２年度の市長と地域づくり委員会との懇談会において、「児童クラブの定員増

と施設の拡充について」を提案し、意見交換をさせていただきました。意見交換で

は、現状ではその狭さから毎年入所希望を断らざるを得ない状況と、間取りも使い

勝手が悪く、苦労している状況を説明し、新型コロナウイルス感染症予防のための

三密回避の面からも十分な広さではないことを共有させていただきました。当地区

では、近年の経済状況や子育ての状況から夫婦で働く家庭が増え、児童クラブへの

ニーズは極めて高いものがあり、子育て世帯にとっては切実な状況です。 
 つきましては、あらためて、下記のとおり要望をさせていただきます。龍江地区

の将来性を鑑みた真摯な回答と対応をお願いいたします。 
 
 

記 

 
１ 児童クラブ施設の整備 

   利用状況に沿った共有スペース及び静養するための専用区画の整備を、令和

３年度末を目途に行うこと。 

 

以上 

 

 

※地域協議会の委員からもご意見をいただいておりますことを申し添えます。 



ふるさと納税「20 地区応援隊」の返礼品に関するアンケート調査について 

 

（        ）自治振興センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区役員の皆様のご意見やご意向を確認し、以下の質問にご回答ください。 

（これまでの取組を通して） 

１ 返礼品は必要だと思いますか 

ア 返礼品は必要 

イ 返礼品は不要 

ウ 分からない 

（返礼品は必要又は不要など、各地区から 

いろいろなご意見が想定される中で） 

２ 返礼品を送ることについて、どのように 

考えますか 

ア 地区ごとに判断して対応してもよい 

イ 全地区で足並みをそろえて送る方がよい 

ウ 全地区で足並みをそろえて送らない方がよい 

エ 分からない 

[上記１で、アと回答した場合] 

３ 返礼品の品物について、どのように考え 

ますか 

ア お礼の気持ちの一端として些少の品物であってもよい 

イ 寄附額に見合った品物がよい 

ウ 分からない 

[上記１で、アと回答した場合] 

４ 返礼品の選定（品物や価格の目安など） 

について、どのように考えますか 

ア 地区の裁量で対応したい（地区ごとの判断でよい） 

イ 一定の目安は必要である 

ウ 分からない 

[上記１で、アと回答した場合] 

５ 貴地区ではどのようなものを返礼品 

として考えていますか 

※自由記載 

６ 「飯田市 20 地区応援隊」について、 

応援者の拡大に向けた取組などの 

ご意見をお聞かせください 

※自由記載 

〔備考〕 

１ 返礼品の品代及び発送料は、各地区への寄附金を財源とすることを想定しています。 

２ 返礼品の手配及び発送は、お礼の手紙や地区広報などを添えて、各地区（自治振興センター）で行って 

いただくことを想定しています。 

 

■今後の検討日程の都合上、たいへん申し訳ありませんが、７月９日（金）までに、橋本まで報告を 

お願いします。 

「飯田市 20 地区応援隊」は、各地区を直接応援することができる仕組みの納税制度です。 

その返礼品は『地区との絆』として、地区出身者の方に対して、ふるさとからのお便りや写真

により、地区のがんばっている様子や元気な笑顔をお届けし、また飯田へ遊びに来ていただくよ

うお誘いするなど、そうした交流を返礼にしています。また、地区の魅力を発信していくこと

で、地区出身者だけではなく、地区を応援していただける方を増やし、交流人口や関係人口の拡

大に向けて、人との交流の促進の取組を進めています。 

さてこの度、本年３月開催の令和２年度第３回まちづくり委員会連絡会議において、この制度

の返礼品について、地区役員の皆様からいただいたご意見を踏まえ、アンケート調査をさせてい

ただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 



 

【アンケートの補足事項】 

 

質問５につきましては、品物以外でも構いません。 

 
□参考例 ※あくまで例示です。これに固執する必要はありません。 

・イベントの参加券、アトラクション券 

・飲食店のお食事券 

・温泉施設の入浴券 

・宿泊施設（ゲストハウス、民泊等）の補助券や割引券 

・その他のサービスの提供によるもの 



申
込
書

ご希望講座

番号：　番

ご住所 電話番号

お名前
（学校名・学年）

（     ）

（     ）

（     ）

（     ）

【

切り取ってご使用下さい



            地区： 龍江             

                         日時：６月３０日（水）午後６時３０分 

令和３年度「市長と語るまちづくり懇談会」概略確認シート 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【サブタイトル】 地区に若い家族と子供を増やして元気な龍江に 
 

【令和３年度のテーマ】 地区として市長と語り合いたい主題 

１、 若い家族の移住定住策と中山間地に合った農業振興策及び体験型観光産業の振興 

２、 三遠南信自動車道と産業団地活用による働く場所の確保と交流・定住人口の増加 

３、 共働きでも働きやすい保育環境の確保と子育て支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【テーマの背景・意図】 上記をテーマとした背景や意図など 

１、 高齢化の進行による空き家・遊休農地・遊休農業設備・遊休農機具の活用と、農家の減

少（高齢の兼業農家の減少が深刻）に対応した移住促進並びに農業振興策が急務。 

２、 三遠南信自動車道の活用と、産業団地の早期開場による働く場所の確保。大卒、若い女

性向けなど様々な職種の企業の誘致促進。 

３、 若い世代の核家族化や共働きの増加により、児童クラブ入所のニーズが極めて高いが、

施設基準が満たされないことでお断りしている状況。飯田市へ５年ほど前から増築要

望をしているが進展していない。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【参集範囲：地区側】 どのような方々が集まるのか 

１， 龍江地域づくり委員会（各区常会含む）、地域協議会 

２， 農業関係者（リンゴ狩り組合・農業会議・中山間会議・移住者・若手農業者） 

３， 商工会 

４， 保育園・小中学校保護者 

５， 龍江 HP 関係者・協力隊員・農村起業家塾修了者      合計 50 人 

 

 

 

 

 

 

 
 

【出席要請：市側】 市長以外に出席を求める部局長 

 １、教育長、産業経済部長、健康福祉部長、市民協働環境部長 

 

 

 

 

 

 

 
 

【その他、特記事項】 例えば、市長と地区名物を飲食する機会がある……など 

１、前段での市長からの言葉は、あいさつを含め２０分程度でお願いします。龍江地区（中山間

地域）に対する思い、将来像などについて、語っていただければ幸いです。 

２、県元気づくり支援金を活用したアウトドアイベントの開催について 

 

 

 

 

 



令和３年度 龍江地区 市長と語るまちづくり懇談会開催要項 

 

１ 期 日     令和３年６月30日（水） 
 

２ 時 間     午後６時30分～午後８時30分（予定） 
 

３ 会 場     龍江公民館１階 大会議室 
 

４ 地区出席者 

 龍江地域づくり委員会（各区常会含む）、地域協議会 

農業関係者（リンゴ狩り組合・農業会議・中山間会議・移住者・若手農業者） 

商工会 

保育園・小中学校保護者 

龍江HP関係者・協力隊員・農村起業家塾修了者  合計50人 

   

５ 内 容 

（1）市出席者自己紹介                     

   市長、教育長、産業経済部長、健康福祉部長、市民協働環境部長 
 

（2）会長あいさつ                        
 

（3）市長あいさつ ～龍江地区に対する思いなど～     
 

（4）地域課題についての意見交換 

  テーマ１ 若い家族の定住安定策と中山間地にあった農業振興策及び体験型観光 

産業の振興 

今後の学校のあり方について、検討の進め方、方向性を提言。   
 

  テーマ２ 三遠南信自動車道と産業団地活用による働く場所の確保と交流・定住 

人口の増加 
 

  テーマ３ 共働きでも働きやすい保育環境の確保と子育て支援策 

       これまでの活動、経過を踏まえ、進捗状況の確認など。 
 

（5）会長あいさつ（まとめ）                    
 

（6）市長あいさつ（まとめ）                    
 

６ その他 

 出席者の体温チェック、手指消毒、マスク着用など、新型コロナウイルス感染症の

感染対策を徹底する。 

 

 



龍江地区 市長と語るまちづくり懇談会タイムスケジュール（案） 

 

司会 斎木副会長 

 

6:30 開会の辞：斎木副会長 

 

〇市側出席者自己紹介  

市長、教育長、産業経済部長、健康福祉部長、市民協働環境部長 

 

〇龍江地域づくり委員会会長あいさつ … 木下会長 

 

6:40 市長あいさつ ～龍江地区に対する思いなどについて～       20分 

 

7:00 地域課題についての意見交換 

   テーマ１ 移住定住策、農業振興策及び体験型観光産業の振興について   25分 

   テーマ２ 三遠南信と産業団地活用による働く場所。定住人口の増加について25分 

   テーマ３ 働きやすい保育環境の確保と子育て支援策について       25分 

 

8:15  その他（出席者の中で質問、意見等があれば）           

 

8:20  閉会 （セレモニー） 

   会長あいさつ（まとめ） 

    

市長あいさつ 

    

閉会の辞：大平総務会計 

 

8:30 終了予定 

 





2021年度飯田市農村起業家育成スクール 受講生募集要項 

飯田市ムトスまちづくり推進課 

 

 

 

飯田市では、総務省地域力創造アドバイザーの曽根原久司先生を講師に迎え、農村起業家育成

スクールを開催します。全７回（毎回２日間）の充実した講座です。地元で、地域資源を使った

起業をお考えの方、現在の事業の他に新規事業として地域資源を活用したビジネスを起こした

い事業者の方、インバウンド事業に興味・関心のある方、新たな地域活動グループを立ち上げた

い方など、ぜひ、ご参加ください。 

 

【講師】 

総務省地域力創造アドバイザー 曽根原久司先生 （Ｎ

ＰＯ法人えがおつなげて代表理事） 

飯田市出身。明治大学卒業後、金融機関の経営コンサル

タントを経て、現在は山梨県北杜市でＮＰＯ法人えがおつ

なげての代表理事を務める。三菱地所グループなど多くの

企業と連携し、耕作放棄地や森林資源を活用した農村の活

性化支援や人材育成に取り組む。過去に「日経ソーシャル

イニシアティブ大賞」、「第４３回日本農業賞 食の架け橋

の部 大賞」を受賞した、農村起業のパイオニア。総務省

地域力創造アドバイザー、内閣府地域活性化伝道師の他、

ソーシャルアントレプレナーとしてアショカフェローにも

選出。 

【募集人員】 

募集定員１２人以内 

 ・地域資源を活用した就業、起業、新規事業立ち上げ等をお考えの方 

 ・インバウンド事業に興味、関心のある方 

   

【参加費】 

 無料 （2回の合宿費用は別途必要、1回 1泊 2日 15,000円の見込み） 

 

【会場】 

 龍江公民館  飯田市龍江４５１７  ☏２７－３００４ 

 合宿施設   調整中（９月・２月） 

 

【講座スケジュール（予定）】 裏面をご覧ください。 

・合宿は、９月と２月に行います。 

・１回の講座は２日間（１日目は午後、２日目は午前、どちらも出席）です。 

   

 

 ※新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、日程変更やリモートによる講義

を開催する場合がございます。 

 



○講座スケジュール 

 開催日 時間 内容 会場 

第１回 7月 6日（火） 13：00～17：30 研修事業概要の説明、ビジネスモ

デルの構築ワークショップ 

龍江公民館 

7月 7日（水） 9：00～12：00 

第 2回 8月 9日（月） 13：00～17：30 ビジネスモデルの発表 龍江公民館 

8月 10日（火） 9：00～12：00 

第 3回 

合宿 

9月 13日（月） 13：00～17：30 農村資源をビジネス視点で掘り

下げる 

会場未定 

9月 14日（火） 9：00～12：00 

第 4回 10月 21日（木） 13：00～17：30 都市のニーズからターゲットを

抽出する 

龍江公民館 

10月 22日（金） 9：00～12：00 

第 5回 12月 1日（水） 13：00～17：30 ビジネスモデルを構築する 龍江公民館 

12月 2日（木） 9：00～12：00 

第 6回 

合宿 

1月 12日（水） 13：00～17：30 事業計画＆事業プレゼンテーシ

ョン資料を作成する 

会場未定 

1月 13日（木） 9：00～12：00 

第 7回 2月 18日（金） 13：00～17：30 事業プレゼンテーション発表会 龍江公民館 

2月 19日（土） 9：00～12：00 

 ※新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、日程変更やリモートによる講義を開催す

る場合がございます。 

 

・仕事のご都合等により、全回出席できない方も、申し込み可能ですので、事務局へご

相談ください。 

・事業終了後は、ビジネスモデルを具体化するためのフォローアップ講座も開催予定です。 

・最終的に、受講生が作成した事業計画の概要を冊子にまとめますので、３月に事務局

へ事業概要を提出していただきます。 

・10年後に、4年間の受講生（35名）の、地域資源を生かした新規事業における経済効

果（派生効果として雇用増、後継者確保など）を目指す事業です。後日、効果の報告

をお願いしますので、ご了承ください。 

 

【申込〆切】 

６月２８日（月）１７：００   

応募者多数の場合、選考となりますので、ご了解願います。 

○飯田市ウェブサイト  

https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/6/kigyoukaikusei.html 

 

【申込、問合せ、事務局】 

 申し込みは郵送・ＦＡＸ・E-MAILまたは直接お持ちください。 

○〒395-8501 飯田市大久保町 2534番地 飯田市役所 ムトスまちづくり推進課 

 電話：0265-22-4511（内線 5441）FAX：0265-22-4568 e-mail:mutosu@city.iida.ngano.jp 



安全委員会 ６月定例会報告 

令和３年 ６月１４日 澤柳正志 
 
① 登校児童見守り活動：7:15～7:45  龍江小学校入り口横断歩道付近 

・6月 1（火）、6月 4（金）、6月 8（火）、6月 11（金）、 
6 月 15（火）、6月 18（金）、6月 22（火）、6月 25（金） 

 
② 土砂災害・全国統一防災訓練：6月 6（日） 9:00～ 

・土砂災害特別警戒区域に居住する世帯に対する情報伝達訓練。 

 

③ 龍江地区自主防災会総会：6月 21 日（月） 19:00～ 龍江公民館 
 

④ 飯伊交通安全協会理事会：6月 23 日（水） 飯田文化会館会議室 
・夏の交通安全運動実施についての協議。縮小開催で支部長（委員長）のみ出席。 

 

⑤ 7 月の第 1～第 4火曜日に予定している夜の青パト（防火・防犯パトロール）を中止 
します。 

 
⑥ 安全委員会役員会：7月 7日（水） 18:30～ 龍江公民館 
 

 
以上です。 
 







令和 3 年 6 月 14 日 

龍江公民館長 

塩澤 俊夫 

令和 3 年度 6 月度定例会議への公民館報告 

 

（１）活動実績（5/14～6/12） 

① 5/15(土) ふるさと探検下見 8:30～12:00 

② 5/15(土) 竜東中学校区スポーツ大会 13:00～16:00 

③ 5/18（火） 龍江小 150 周年記念に関する打ち合わせ 

④ 5/19(水) 人形劇府フェスタ会場責任者会議 

⑤ 臨時館長会 6/7(月) 成人式/人形フェスタの実施方法 

⑥ 館長会 6/14（月） 飯田市公民館大会等について 

 

‘（２）今後の活動予定 

①竜峡中 学運協 事前会議 6/17 18:30～ 

②竜峡中 学運協会議 6/21(月) 10:10～ 

③小学校 音楽会 6/25(金) 

④竜東中 学運協 事前会議 6/25（金） 13：30～ 

⑤竜東中 学運協 学運協会議 6/28(月) 17：00～ 

⑥ふるさと探検 7/3(土) 8:30～ 午前中 

      コース：3 区「名称天龍峡とリンゴの里コース」。 

申込者（6/20 現在）50 名 ＋ 役員 15 名 

6/18～7/3 の間に南信州圏域のコロナ感染警戒レベル 4 以上の場合は中止 

6/18 時点で一旦開催判断を行う。以降状況を随時確認し様子を見る。 

 

‘（３）連絡事項 

① 人形フェスタ 2021 ‘8/5(木)～8/8(日) 

●劇団及び観劇者は、長野県内に限る 

安心安全を第一に考え開催したい。今後の見通しが立たない状況で、他県の 

劇団との調整がむつかしい。中止となる公演ばかりだと観劇者にわかりづらい。 

8/5(木)～8/8(日) 21 会場（最低 1地区１公演を確保。31 公演とする。 

 A．プレフェスタ 7/16(金) 19:00～ 上郷公民館 人形芝居 燕屋 

           7/17(土) 10:00～ 羽場公民館 人形劇団 DALA 

                  10:00～ 下久堅公民館 人形芝居 燕屋  

 B.龍江での公演  8/8(日) 13:00～ 今田人形座 

 

② 令和２年度成人式 

A．開催日 8/14(土) または 8/15(日)に実施、全市統一開催 



B．開催判断基準・感染予防対策 

 ●長野県感染警戒レベルに応じた対応 

＊レベル４以内であれば式典は実施、ただし専門家から中止のアドバイスがあれば中止とする。 

＊レベル５以上出れば、式典中止 

      ＊7 月末に感染状況の分析を行い（飯田市が約 2週間を目安として方針を出している状況を考

慮して）、必要により関係者に通知を行う 

Ｃ．感染予防対策 

 ア．抗原検査等の実施 

  ＊新成人出席者全員の抗原定量検査の実施：飯田市より補助あり 

 ＊地域（地区成人式実行委員）、来賓の抗原検査キットによる検査の実施：飯田市より補助あり 

＊新成人保護者への抗原検査補助はないので、各地区対応 → 抗原検査キット ￥2000/名

かかる。龍江の場合は、23 名 X￥2000＝￥46000。公民館費用で対応したい → 協議必要 

イ．酒類の提供・会食の禁止 

ウ．会場での感染予防対策 

        抗原定量検査等の陰性結果の確認、マスク着用の確認、検温の実施、消毒液の設置、受付

や会場内レイアウト等 3密回避の工夫、座席の指定、歓喜の徹底等。 

     オ．中止の場合、‘節目としての対応’ 

      ＊全市統一：Wishの配布、市長のお祝いメッセージの配信 

      ＊地区対応：記念品・お祝いメッセージ集送付、思い出ムービーの送付 

     カ．その他 

      ＊非常事態宣言地域からの参加者は、2週間前より事前に PCR検査を独自で受けるなり、健康

管理は責任をもって自己管理してもらうよう、文書で要請する。 

      ＊新成人主催の同窓会や会食は、地区実行委員会を通じて、自粛や機会を改めて行うなど呼び

かける。また、新成人への通知にも記載する。 

      ＊市内向けの周知について。 

成人式における感染対策や各会場の工夫や取り組みなどを広報いいだ 7 月号に記載、各地区

組合回覧用のチラシを配布し、成人式実施の理解を得る。 

キ．今後の日程 

  6/17 案内状、抗原検査申込書の発送 

  7/12 出席、欠席の報告・抗原検査申込書 提出期限 

  7/30 抗原検査通知書発送、医療機関にリスト提出 

  7/31 感染状況の分析確認 

  

‘（４）お願い 

  飯田市立図書館龍江分館利用のご案内（別紙添付）を拝読ください。 

 

以上 



■ ■
い
・」

場所  龍江公民館 1階研修室

開館日 水曜日13～ 17時 土曜日10～ 17時 (祝祭日、年末年始、お盆は休館)

貸出冊数・期間  一人4冊まで 2週間

蔵書冊数 約11000冊
龍江図書館の特徴・おすすめポイント

・地域の特色を紹介するコーナーがある (龍江は「今田人形・人形浄瑠璃」コーナー)

・お話し会、お楽しみ会など子どもが本と出会えるようなイベントを開催している

。高齢者のいきいき教室や小学校読み聞かせお助け隊への協力

・小学校や保育園に毎月本を選んで団体貸し出しをしている

。中央・鼎 。上郷図書館および他分館とも連携し、利用者のリクエストにできる限り応

えるようにしている

〈令和 2年度の利用状況  【 】内はRl年度〉

開館日数 84日 【103日 】(コ ロナでの公民館閉鎖に伴い休館日が増えたため)

登録者数 (本を借りた人の実数)こ ども65人 【78人】 大人66人 【73人】

利用者数 (延べ人数)こども434人 【600人】 大人712人 【750人】

貸出冊数  こども 1427冊 【2039冊】 大人 2040冊 【2198冊】

団体(保育園・小学校口ゆいの里)2738冊 【3419冊】

予約 (リ クエスト)冊数  333冊 【273冊】

利用状況よりわかること

・コロナ禍で大人もこどもも利用者が減ってしまつたが特にこどもの減少が著しい

。保育園や小学校への団体貸し出し冊数が多いので本は読んでくれていると思われる

。予約 (中央図書館へのリクエスト)が多<なつた (特にシニア世代と一部の小学生)

(地域の皆様へ〉

・コロナ禍でおうち時間が増えている今こそ図書館を有効活用しましょう

。「こういう本を入れてほしい」など、ご意見・ご要望はお気軽にご相談ください

。地域本コーナーをさらに充実させるため、龍江にかかわる本 (特に人形関係の本)の

寄贈をお願します (問い合わせ 中央図書館22-0706 又は龍江公民館主事

27-3004)
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