
令和３年 11月 地域づくり委員会（定例会） 

 

令和３年 11月 15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 

 

○かわらんべ砂利採取について（寺澤館長） 

〇産業団地整備について（飯田市工業課） 

〇リニア発生土の運搬説明について（リニア推進課） 

 

１．開会 

 

２．あいさつ 

 

 

３．協議事項・調整事項・確認事項 

 

（１）正副会長 

報告１）ＭＯＰ（南信州ｱｳﾄﾄﾞｱﾊﾟｰｸ）活動 

① 10/23，24アウトドアフェスについて 

感想、問題点、次回開催可否、開催内容など 

・佃協力隊員による新しい感覚で、龍江をアピールすることができた。 

・アンケートによると地区外や県外からの来訪が多く、龍江や南信州をアピールする

という当初の目的は十分達成された。 

・天気にも恵まれ、とても良かった。特に熱気球は注目された。 

・今回のイベントを通じ、協力してくれた地区内外の若い皆さんのネットワークがで

きたことは大きく、今後につながる成果です。 

・駐車場、会場内のスタッフが少なく大変だった。 

・全体に家族で子供連れの参加者が多く、また地区外の方が多く参加していた。 

・気球体験が盛況でしたが、もし天候が悪く中止となった時が気になる。 

 

※ 別途反省会を実施し、ご意見をいただきたいと思います。 

開催日   月   日 

※ 次回開催に対しての課題も多々あると思われます。地区内のご意見を伺いながら

地域づくり委員会として検討していきます。 

 

② 宮沢分校跡地キャンプサイトについて 

・湿地部改修の水路改修工事見積りが、宮嘉建設と松尾重機の2業者より提出され、

企画調整委員会で検討した結果、松尾重機に依頼していく事とします。 

・費用については、「県元気づくり支援金」を７５％充て、残り２５％は地域づくり

委員会より支出する（Ｕ字構など材料については、飯田市の資材支給による） 



報告２）三遠南信自動車道の記念誌寄付について 

多くの皆様から寄付を頂き、10月末日で寄付の受付を締切りました。 

今回募った寄付金の総額は￥５５０,２２２で、全てを記念誌発行費用に充当させて頂

きます。 

  〇作成費 ￥１，８７０，０００ 

  〇支出内訳 元気づくり支援金を活用 ￥１，２１６，１６０ 

        記念誌発行費用不足金額   ￥６５３，８４０ 

〇寄 付 金 総 額   ￥５５０,２２２ 

※三遠南信自動車道地権者組合様寄付金は、寄付金総額に含まれています。 

〇ふるさと納税飯田市 20 地区応援隊寄付金 ￥１０３,６１８ 

 

報告３）第２回龍江地域協議会報告 

令和4年4月1日に、公立保育園の全園を「保育所」から「保育所型認定こども園

化」へ移行する件について 10/21 の龍江地域協議会に於いて、入所条件や保育時間

の緩和される事などで、利用者に多くのメリットがあると判断し全員の賛同により

決定されました。 

 

報告４）消防団員減少に伴う対応（12分団の存続） 

① 消防団員の減少は龍江の安全にとって大きな問題です。 

② １２分団から現状の消防団員の勧誘状況や、入団候補者の現状などの実態を聞き、

協力しながら団員増加策を検討していく。 

③ 支援団員制度や、自衛消防、自主防災組織との兼ね合いを見極めながら、対応して

いきたい。 

 

報告５）県道道路改良要望について ＜ 別紙 ＞ 

 

協議１）龍江小学校１５０周年記念について 

スローガンの横断幕が完成して、龍江小学校運動会の時に除幕されました。 

龍江地域づくり委員会としては、この記念行事に全面的に協力していきたい。 

 

協議２）尾科御柱祭について 

来年4月に行われる御柱祭は龍江地区の重要な歴史的行事でもあり、4区の協力依頼が

あれば地域づくり委員会としても協力していきたい。 

 

〇自治振興センターより（福澤センター長） 

   倒木により通行に支障がある場合は、市役所（22-4511）土木課へ、場所及び状況を連絡し 

てください（平日の日中は自治振興センターでも可）。 

    

 

（２）各委員会 

①地域振興委員会（斎木和秀 委員長） 

＜ 別紙 ＞ 

 

②福祉委員会（大原泰一 委員長） 

＜ 別紙 ＞ 



 

③安全委員会（澤柳正志 委員長） 

＜ 別紙 ＞ 

 

④環境委員会（前澤俊夫 委員長） 

＜ 別紙 ＞ 

 

⑤公民館（塩澤俊夫 委員長） 

＜ 別紙 ＞ 

 

 

   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 

 

 

   ⑧市議会議員 

 

 

 

 

 

４．その他 

〇各地区の井水管理について（農業委員、区長、振興委員会） 

各地区内の井水の状況及び井水管理組織の現況確認（区長対応） 

井水の経路調査（地図上に明記）、災害発生時の連絡網整備などのため、 

＜井水管理カード＞に記入して頂き、実態を把握したい。 

 

〇コロナの対応について 

新型コロナ感染レベルは徐々に下がり収束に向かっていますが、いつ拡大するかわから

ない為、引き続き感染予防のためのマスク着用と３密を避け、大規模な宴会などは今後

も自粛する様にしていきたい。 



５．当面の日程確認（各委員会資料も参照） 

・企調会議 12月 3日（金）18：30～  次回定例会 12月 9日（木） 18：30～   

1月 7日（金)     1月 17日（月） 

 

・ 12/ 3(金) 企画調整会議 18：30～ 龍江公民館 

・ 12/ 5(日) 「絆駅伝」 予定 

・ 12/ 9(木) 定例会 18：30～ 龍江公民館 

・ 12/ 9(木) 環境文化都市地区懇談会（定例会） 

・ 12/29～1/3 正月休み 

・  1/ 7(金)  

・  1/ 9(日) 龍江地区成人式 龍江公民館 

 

 

６．閉会 



Ｒ3／11／15 定例会議資料 

振興委員会 

 

１、 産業振興部 

① 「曽根原農村起業家育成スクール」第 5 回講座 

12/1～12/2 龍江公民館  

 

②  アウトドア―フェスが 10/23、10/24 水辺の楽校周辺において開催されました。 

詳しい内容は龍江新聞１１月号に詳しく掲載されています、２４日は天龍峡マルシ

ェとの同時開催で、中京圏、関東圏の車も多くみられ、相乗効果が見られました。  

今後の課題として立案から関われる実行委員の確保、龍江地区民への来場促進方法

等が検討されます。 

 

２、基盤整備部 

 ① 12/5（日）に天龍峡見回り人清掃作業を振興委員全員で予定しております。 

 

３、振興委員会 

① 藻谷浩介講演会 DVD 視聴について  別紙参照 

  日時 １１月２５日（木）午後７時より  

 場所  龍江公民館 大会議室 

  参集範囲  地域づくり定例会メンバー、振興委員全員 

◎ 講演会の DVD を作成しましたので各区へ配布します、区常会等で有効に活用い

ただけたら幸いです。 

 

③  地区内井水の実態調査について 

災害予防の観点から区常会、常会を通じて実態調査を行うこととなりました、 

防災や安全にかかわることですので、今後調査状況を見ながら、安全委員会等

とも協議し実態調査をふまえてどう取り組んでいくか検討します。 



 

 

11 月度定例会報告 

 

令和３年 11 月 15 日（月） 

福祉委員会 

１、活動報告事項（前回以降） 

◆健康教室 筋力ＵＰトレーニング教室（50 代までを対象にした運動教室） 

日程：10/22、11/26、12/17 19：00～ 

10/24（日）10：00～ 龍江地区婚活イベント… アウトドアフェシバルに参加して行いました。 

11/３（水・祝）10：00～ 竜東地区婚活イベント… 里山（千代）の探索（おさんぽ婚） 

11/７（日）13：30～ 健康講演会 

今村歯科医師による「オーラルフレイル（お口の健康）」講演 

      ＊フレイルとは 加齢に伴って老い衰えた状況、但し介入により再び健常な状態に戻

る可能性のある状態をいう。予防は、栄養・身体活動・社会参加 

 

 11/９（火）小学生による標語（テーマ：ぼくらの未来）の表彰式（校長室に於いて） 

     ＊会長、正副福祉委員 

＊賞状と景品：優秀作品 ７名、佳作品 ６名。参加賞 105 名 

＊優秀賞は地区内に掲示します 

  ＊来年度のテーマは、「つなぐ」 

  

２、今後の事業計画・連絡事項 

１）「敬老の日」の祝賀事業（敬労 謝恩会） ・・・今年度は各区で検討 

   各区ともにコロナ禍でやむなく開催を中止となっていましたが、様子を見て開催を検討して

ください。 

   ＊予算：各区 10 万円（赤い羽根募金も活用） 

   ＊２区：11/23（勤労感謝の日）祝賀会を予定 

    ３区：75 歳以上を対象に検討中 

 

２）福祉有償運送事業について 

   ＊規約、要項など検討、社会福祉協議会とも調整中 

   ＊来年度予算が確定し、7月ごろを目処に検討しています。 

 

３、連絡事項 

11/14（日） 龍江公民館清掃当番 8：30～ 3，4 区の福祉委員全員でお願いします 

12/22（水）子育て支援出産祝い金贈呈式 

       ＊9：45～ 乳幼児学級「クリスマス会」の席で行います 

       ＊対象者：10 人（昨年は 8 人） 祝い金：2万円 

  R4.２/15 飯田市社会福祉大会 

＊社会福祉に貢献した方の表彰があり、龍江地区に対象者がいらっしゃる時には

祝賀会を検討します。               











 

安全委員会 １１月定例会報告 

令和３年 １１月１５日 澤柳正志 

 

① 龍江アウトドアフェス・天龍峡マルシェ 交通・駐車場警備：10 月 24 日（日） 

・好天で盛況でしたが、警備面では天龍峡マルシェと同日開催のため手薄になった 

 ところがありました。 

 

② 交通安全マスコット“事故にあワン”の製作：11 月 5 日（金）18:30～龍江公民館 

・8月にコロナ感染拡大により延期していた製作を再開。 

・各区女性委員は動員せず、全役員のみで実施。 

・約 40 個完成し、在庫分と合わせて 100 個を確保。 

 

③ 安全委員会役員会：11 月 22 日（月）18:30～ 龍江公民館 

 

④ 飯伊安協理事会、飯田市交通安全連絡会 :11 月 25（木）14:00～ 飯田文化会館 

・縮小開催のため安全委員長のみ出席。 

 

⑤ 龍江絆駅伝 交通警備：12 月 5 日（日）9:30 スタート 桜街道及び中道 

・18 名動員要請：二区安全委員と全役員で対応予定（欠員 3名あり）。 

 

⑥ 凍結防止剤の配布：12 月 6 日（月）より 

・自治振興センターへの入荷が例年より遅く 12 月第 1週のため、12 月 6 日より前 

 に必要な場合は自治振興センターに相談下さい。 

・各常会長が取りまとめて自治振興センターに申請（依頼文書と申請書送付済）。 

・2 回目以後の申請は口頭で可。保管場所や管理者に変更がある場合は変更の申し

出をして下さい。 

・注：私道や個人の敷地では使用不可。 

 



令和 3 年 11 月 15 日 

龍江公民館長 

塩澤 俊夫 

令和 3 年度 11 月定例会議への公民館報告 

 

（１）活動実績（10/15～11/14） 

① 武田信玄狼煙リレー 10/30(土) 10:50～11:30 兎城公園にて 

OIDE の地域人教育の MEMBER3 名も参加頂き、総勢 20 名の参加者で、信玄生誕 500 年の記念の 

の狼煙リレーができた。根羽村杣路峠 11:00 点火し、甲府武田神社に 13:20 に届いたとの報告あり

ました。 

② 作品展示会開催 11/6(土)午後～11/14(日)午後 4;00 

視聴覚室、1F 和室を展示会場に使い、保育園、小学校、他団体の展示を行う。 

じっくりと鑑賞いただけたと思います。 

 

‘（２）今後の活動 

① 絆駅伝 12/5(日) 予定 

 

 

 

以上 
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関係路線の改良促進事項

リニア中央新幹線（予定線）
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