
信信州州新新町町地地区区住住民民自自治治協協議議会会だだよよりり  
令和２年７月１日発行 信州新町地区住民自治協議会（長野市信州新町支所内）  

 
 
 
 
  
  
  
  
   
      例例年年、、４４月月末末にに開開催催さされれてていいたた評評議議委委員員会会がが新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの拡拡大大防防止止のの観観点点かからら、、本本年年度度のの評評  

議議委委員員会会はは書書面面議議決決ととししままししたた。。結結果果はは評評議議委委員員定定足足数数114411、、賛賛成成111133  反反対対00  無無回回答答2288ととななりりそそれれぞぞれれのの  

議議案案ににつついいてて過過半半数数のの賛賛成成にによよりり承承認認さされれたたここととををごご報報告告いいたたししまますす。。  

 
      新新役役員員はは次次ののととおおりりでですす。。  

会会  長長    丸丸山山  行行雄雄  （（再再任任））  
副副会会長長    西西澤澤  文文夫夫  （（再再任任））  
副副会会長長    武武田田    武武    （（再再任任））  

副副会会長長    塩塩入入  有有子子  （（再再任任））  
副副会会長長    牛牛澤澤八八重重子子  （（新新任任））  
  

会会  計計    藤藤田田  伸伸二二  （（新新任任））  
監監  事事    羽羽賀賀  公公徳徳  （（新新任任））  
監監  事事    西西澤澤  文文隆隆  （（新新任任））  

  
  

丸丸山山行行雄雄会会長長ああいいささつつ  

  
  
再再びび住住民民自自治治協協議議会会のの会会長長をを務務めめるるここととににななりりままししたた丸丸山山でですす。。  

当当初初、、区区長長会会長長ささんんかからら、、引引きき続続きき三三期期目目のの会会長長をを引引きき受受けけるるよようう要要請請ををさされれままししたたがが、、家家庭庭のの事事情情等等をを理理  

由由にに、、再再三三ごご辞辞退退申申しし上上げげままししたた。。  

ととこころろがが、、私私もも出出席席ししてておおりりままししたた令令和和元元年年度度のの最最後後のの区区長長会会ににおおいいてて、、区区長長会会長長ささんんのの提提案案にによよりり区区長長ささ  

んん全全員員のの賛賛同同にによよっってて私私へへのの推推薦薦がが決決議議さされれててししままいいままししたた。。  

目目のの前前でで決決議議さされれたたここととにに戸戸惑惑いいをを覚覚ええままししたたがが、、ここのの場場でで異異をを唱唱ええるるののををたためめららわわせせるる場場のの雰雰囲囲気気ももああ

りり、、一一期期ののみみとといいううここととでで推推薦薦ををおお受受けけすするるここととににいいたたししままししたた。。  

本本年年度度のの評評議議員員会会はは、、「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス拡拡散散防防止止」」ののたためめ集集会会ととせせずず書書面面議議決決とといいううここととににななりりままししたた。。  

そそのの評評議議委委員員会会のの書書面面議議決決ににおおいいてて、、各各役役員員のの承承認認ががさされれ私私もも三三期期目目のの会会長長をを務務めめささせせてていいたただだくくここととにに  

ななりりままししたた。。  

大大変変にに肩肩にに重重いいももののをを感感じじまますすがが、、二二期期のの経経験験ををももととにに、、結結成成後後1100年年をを迎迎ええたた住住民民自自治治協協議議会会のの動動ききややすす  

いい組組織織、、住住民民がが参参加加しし易易いい、、諸諸問問題題ををススムムーーズズにに解解決決ででききるる組組織織をを構構築築しし、、住住みみ易易いい地地域域をを造造っっててゆゆくくここととをを  

一一番番のの目目標標ととししてて努努めめてて参参りりたたいいとと思思っってていいまますすののでで皆皆様様ののごご理理解解ごご協協力力ののほほどど宜宜ししくくおお願願いいししまますす。。  

 
  
 
  

令令和和元元年年度度のの収収支支はは次次ののととおおりりでですす。。  

収収入入総総額額      １１５５，，４４２２９９，，５５４４９９  円円  

支支出出総総額額      １１２２，，８８４４９９，，２２００５５  円円  

             収収    支支        ２２，，５５８８００，，３３４４４４  円円  （（令令和和２２年年度度へへ繰繰越越））  

  

【【収収入入のの部部】】                                                                                          単単位位：：（（円円））  

項項      目目  予予算算現現額額  執執行行額額  説説          明明  

１１  繰繰越越金金  22,,443388,,889900  22,,443388,,889900  平平成成3300年年度度繰繰越越金金  

２２  公公的的補補助助金金  1100,,222277,,000000  1100,,118888,,665555  市市交交付付金金・・補補助助金金  

３３  負負担担金金収収入入  11,,002255,,000000  11,,002211,,660000  社社協協事事務務負負担担金金、、募募金金事事務務負負担担金金、、  

４４  資資源源回回収収収収入入金金  11,,550044,,000000  11,,222277,,113311  資資源源回回収収報報奨奨金金、、資資源源物物売売却却代代金金  

５５  広広告告収収入入  442200,,000000  445511,,660000  住住自自協協だだよよりり、、カカレレンンダダーー等等広広告告掲掲載載料料  他他  

６６  雑雑収収入入  5566,,111100  110011,,667733  
民民泊泊受受入入のの会会事事務務負負担担金金、、信信州州新新町町観観光光協協会会ププロロババススケケッットト観観戦戦

ツツアアーー負負担担金金  預預金金利利息息、、雇雇用用保保険険料料戻戻入入  他他  

合合計計  1155,,667711,,000000  1155,,442299,,554499    

 

令令和和元元年年度度一一般般会会計計決決算算  

第６４号 

令令和和２２年年度度評評議議員員会会  



【【支支出出のの部部】】                                                                              単単位位：：（（円円））  
項項      目目  予予算算現現額額  執執行行額額  説説      明明  

１１  団団体体活活動動支支援援  22,,993333,,000000  22,,990000,,444400  区区活活動動補補助助金金・・地地域域公公民民館館活活動動費費・・団団体体活活動動補補助助金金  
２２  役役員員会会  227766,,000000  222288,,446677  会会議議費費  他他  
３３  区区長長会会                  6622,,000000  5577,,225599  会会議議費費  他他  
４４  安安全全・・安安心心部部会会                115500,,000000                    114433,,669922  総総合合防防災災訓訓練練、、視視察察研研修修費費  他他  
５５  健健康康部部会会  112277,,000000                  8833,,007733  健健康康づづくくりり講講演演会会、、各各地地区区健健康康教教室室助助成成金金  他他  
６６  福福祉祉部部会会                    00  00  信信州州新新町町地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会ににおおいいてて実実施施  

７７  環環境境・・地地域域振振興興部部会会            11,,448811,,556611  11,,226677,,883377  
緑緑化化事事業業助助成成金金、、資資源源古古着着回回収収協協力力金金、、草草刈刈りり・・

支支障障木木伐伐採採作作業業  他他  

８８  教教育育・・文文化化部部会会                227788,,000000  117722,,119900  
成成人人式式、、人人権権をを考考ええるる集集いい、、人人権権をを考考ええるる地地区区懇懇談談会会  

他他  
９９  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり  220022,,000000  118899,,009988  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり事事業業費費  
1100  事事務務局局費費    99,,006677,,000000  77,,660099,,445555  事事務務局局職職員員賃賃金金・・活活動動保保険険料料・・住住自自協協広広報報誌誌発発行行  他他  

1111  予予備備費費    11,,009944,,443399                    119977,,669944  
恐恐竜竜ニニュューーデデザザイインンココンンテテスストト、、炊炊きき出出ししボボラランンテティィ

アア、、ププロロババススケケッットト観観戦戦ツツアアーー、、ササルル追追いい払払いい用用花花火火代代  
合合計計  1155,,667711,,000000  1122,,884499,,220055    

  

新新年年度度予予算算  
 

令令和和２２年年度度一一般般会会計計収収支支予予算算  
【【収収入入のの部部】】合合計計  １１５５，，２２７７３３，，００００００円円                                                単単位位：：（（円円））  

項項      目目  予予 算算 額額  項項      目目  予予 算算 額額  

１１    繰繰 越越 金金  22,,558800,,334444  ４４  資資 源源 回回 収収 収収 入入 金金  999966,,000000  

２２  公公 的的 補補 助助 金金  1100,,119977,,000000  ５５  広広 告告 収収 入入  442200,,000000  

３３  負負 担担 金金 収収 入入  11,,002255,,000000  ６６  雑雑 収収 入入  5544,,665566  

【【支支出出のの部部】】合合計計  １１５５，，２２７７３３，，００００００円円                                                  単単位位：：（（円円））  

項項      目目  予予 算算 額額  説説        明明  

１１  団団体体活活動動補補助助金金  22,,772266,,550000  区区活活動動補補助助金金・・地地域域公公民民館館活活動動補補助助金金・・団団体体活活動動補補助助金金  

２２  役役員員会会  228822,,000000  役役員員活活動動費費  他他  

３３  区区長長会会  6699,,000000  会会議議費費  他他  

４４  安安全全・・安安心心部部会会  335511,,000000  自自主主防防災災会会連連絡絡協協議議会会活活動動費費  他他  

５５  健健康康部部会会  112288,,000000  健健康康づづくくりり教教室室助助成成金金  他他  

６６  福福祉祉部部会会  00  信信州州新新町町地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会ににおおいいてて実実施施  

７７  環環境境・・地地域域振振興興部部会会  11,,330099,,000000  地地域域緑緑化化事事業業・・草草刈刈りり・・支支障障木木伐伐採採事事業業費費・・資資源源回回収収協協力力金金・・地地域域振振興興協協賛賛金金  他他  

８８  教教育育・・文文化化部部会会  227799,,000000  青青少少年年育育成成事事業業・・成成人人式式・・人人権権教教育育啓啓発発事事業業  他他  

９９  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり事事業業  220033,,000000  大大会会経経費費  他他  

1100  事事務務局局費費  99,,883388,,000000  人人件件費費・・住住民民自自治治活活動動保保険険料料・・戦戦没没者者追追悼悼式式事事業業・・広広報報誌誌発発行行事事業業    他他  

1111  予予備備費費  8877,,550000    

令令和和２２年年度度特特別別会会計計予予算算                                                                  単単位位：：（（円円））  

項項      目目  予予 算算 額額  説説        明明  

ややままざざとと支支援援交交付付金金事事業業  11,,882211,,000000  草草刈刈作作業業、、支支障障木木伐伐採採作作業業等等  

    
 
 
 
 

 

 

 

  



塩塩入入  久久ギギャャララリリーー  －－信信州州新新町町のの四四季季をを彩彩るる木木版版画画－－ 
住自協だよりに郷土の木版画家（1949年信州新町津和生まれ） 塩入 久 様の木版画をシリーズで掲載しておりますので是非ご覧ください。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

-広告主募集中- 

信信州州新新町町美美術術館館・・有有島島生生馬馬記記念念館館・・信信州州新新町町化化石石博博物物館館・・ミミュュゼゼ蔵蔵  情情報報紹紹介介ココーーナナーー 
    新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策のの一一環環でで休休館館ししてておおりりままししたた『『信信州州新新町町美美術術館館・・有有島島生生馬馬記記念念館館・・信信州州

新新町町化化石石博博物物館館』』はは 66 月月 22 日日よよりり開開館館ししままししたた。。ななおお、、ごご来来館館のの際際はは、、ママススククのの着着用用やや他他のの入入館館者者ととのの距距

離離をを保保っってていいたただだくく点点ななどどにに、、ごご理理解解・・ごご協協力力ををおお願願いい致致ししまますす。。  
【【信信州州新新町町美美術術館館】】  

（１）『合併 10 周年記念 信州新町の横井さん展』（第 2・3展示室）令和 2 年 7 月 19 日(日)まで【会期を

延長しました】信州新町ゆかりの作家・横井弘三 の所蔵作品、資料約70点を展示しています。 

（２）『第36回信州書道秀作展』（第１展示室）令和2年8月 6日（木）～9月 13日（日）まで。県内在住

の現代書道作家の作品、約80点を展示します。 

（３）『山岸恵子展 佇む人―あの日の情景』（第2・3展示室）令和2年8月8日（土）～10月11日（日）

まで。長野市在住の作家・山岸恵子の油彩画展覧会です。国画会を中心に活躍してきた山岸の代表作

を一堂に公開します。 

【【信信州州新新町町化化石石博博物物館館】】  

（１）『貝の世界』（企画展）令和 2年 7月 18 日（土）～令和 2年 10 月 18 日（日）まで。世界各地から採

集された、色・かたち様々な貝殻と貝の化石を展示します。 

（２）化石博物館では、ワークショップ等を開催しています。（日時等、詳細はホームページをご覧ください。

【ミミュュゼゼ蔵蔵  】】 

  開館時期を調整中につき、引き続き休館します。ミュゼ蔵開館の際は、改めてホームページなどで、

お知らせいたします。 
【おお知知ららせせ】  

新型コロナウイルス感染症の影響から今後の予定が変更になる場合がございます。ご利用の皆様には

ご不便やお手数をおかけしますが、最新の情報は、ホームページでお知らせをしています。ご来館を

お待ちしております。 

               おお問問いい合合わわせせはは  信信州州新新町町美美術術館館・・有有島島生生馬馬記記念念館館・・信信州州新新町町化化石石博博物物館館  

((  33館館共共通通  ℡℡  002266－－226622－－33550000  ))  



令令和和２２年年度度事事業業計計画画  
 

    

ニニュューースス＆＆おお知知ららせせ  

  

  

  

  

■■  防防災災対対策策事事業業            

■■  防防犯犯活活動動推推進進事事業業  

■■  交交通通安安全全推推進進事事業業  

  

  

■■  健健康康づづくくりり推推進進事事業業  

■■  ススポポーーツツ・・健健康康ままつつりり事事業業  

  

  

■■  地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会がが行行うう事事業業  

  

  

■■  資資源源・・古古着着回回収収事事業業    

■■  環環境境ククリリーーンン事事業業      

■■  外外来来生生物物対対策策事事業業          

■■  緑緑化化推推進進事事業業  

■■  各各種種事事業業へへのの協協力力  

  
  
■■  各各種種ススポポーーツツ大大会会推推進進  ■■  青青少少年年健健全全育育成成事事業業  

■■  成成人人式式                  ■■  人人権権教教育育啓啓発発活活動動事事業業  

■■  文文化化祭祭                ■■  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり事事業業  

■■  ココミミニニテティィーーススククーールル事事業業へへのの協協力力  
  
  
■■  事事務務局局体体制制のの充充実実とと事事務務事事業業・・活活動動のの円円滑滑なな推推進進  
■■  広広報報活活動動のの推推進進        
■■  構構成成団団体体のの活活動動支支援援  
■■  戦戦没没者者追追悼悼式式      

■■  ややままざざとと支支援援交交付付金金事事業業のの実実施施  
■ 他他地地区区住住民民自自治治協協議議会会ととのの協協力力  
■■  地地域域おおここしし協協力力隊隊ととのの連連携携  
■■  自自主主財財源源のの確確保保ににつついいてて検検討討  
■■  組組織織のの検検討討    
■■  防防災災対対策策事事業業  
■■  信信州州新新町町地地区区住住民民自自治治協協議議会会  

設設立立 1100 周周年年記記念念事事業業のの開開催催  

● 「「かかああささんんのの歌歌」」発発祥祥のの地地・・信信州州新新町町、、信信州州新新町町のの情情景景をを木木版版画画でで表表現現ししたた、、津津和和  

でで生生ままれれ育育っったた塩塩入入久久ささんんのの「「かかああささんんのの歌歌・・唄唄ののふふるるささとと」」木木版版画画ががロロゴゴママーークク  

ととししてて商商標標登登録録さされれままししたた。。ここののロロゴゴママーーククのの使使用用にに関関ししままししててはは当当住住民民自自治治協協議議  

会会がが管管理理ししてていいまますすののでで使使用用ししたたいい方方はは当当協協議議会会へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

● 子子育育ててふふれれああいい広広場場参参加加者者募募集集ののおお知知ららせせ  

８８月月2255日日（（火火））午午前前1100時時かからら1111時時3300分分ままでで信信州州新新町町体体育育館館２２階階会会議議室室でで子子育育ててふふれれああいい広広場場「「リリフフ  

レレッッシシュュ体体操操」」をを開開催催ししまますす。。対対象象はは幼幼児児かからら小小学学生生（（００歳歳かからら1111歳歳））ままででののおお子子ささままををおお持持ちちののおお  

母母ささんんでですす。。おお子子様様連連れれででのの参参加加もも可可能能でですす。。参参加加費費はは無無料料でですす。。  

参参加加をを希希望望さされれるる方方はは、、８８月月2244日日（（月月））ままででにに信信州州新新町町地地区区社社会会福福祉祉協協議議会会  ℡℡002266--226622--44779922ままでで  

おお申申しし込込みみくくだだささいい。。大大勢勢のの皆皆ささんんののごご参参加加ををおお待待ちちししててまますす。。  

※※ななおお、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大にによよりり中中止止ととななるる場場合合ががあありりまますす。。  

● 未未使使用用ののママススククごご寄寄付付ににごご協協力力おお願願いいししまますす  

住住民民のの皆皆様様ががおお持持ちちのの「「使使わわなないい」」・・「「必必要要なないい」」ななどどののママススククががあありりままししたたらら「「信信州州新新町町  

地地区区住住民民自自治治協協議議会会事事務務局局」」とと「「福福祉祉セセンンタターー」」にに設設置置ししててあありりまますす「「ママススククごご寄寄付付箱箱」」にに  

おお願願いいししまますす。。  

但但しし、、未未開開封封・・未未使使用用ののももののにに限限りりまますす。。（（衛衛生生上上のの観観点点かからら手手作作りりママススククはは除除くく））  

ごご寄寄付付ししてていいたただだいいたたママススククはは病病院院・・医医療療施施設設へへ寄寄付付いいたたししまますす。。  

福福  祉祉  部部  会会  

環環境境・・地地域域振振興興部部会会  

教教育育・・文文化化部部会会  

事事  務務  局局  

安安全全・・安安心心部部会会  

健健 康康 部部 会会

ああななたたのの愛愛車車のの総総合合ココンンササルルタタンントトああななたたのの愛愛車車のの総総合合ココンンササルルタタンントト


