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    令令和和４４年年度度  評評議議委委員員会会をを開開催催  

      

令令和和４４年年度度  評評議議委委員員会会をを４４月月2288日日（（木木））午午後後５５時時3300分分かからら長長野野市市信信州州新新町町支支所所大大会会議議室室ににおおいいてて開開催催ささ  

れれままししたた。。今今回回はは役役員員改改選選とと会会則則のの一一部部改改正正のの審審議議ががあありりままししたたののでで、、大大会会議議室室にに収収容容人人数数3366人人のの制制限限ががああるる  

たためめ1155地地区区のの区区長長（（評評議議委委員員））ささんん方方ののみみのの参参加加ととししてていいたただだききままししたた。。  

当当日日はは以以下下のの協協議議ををししてていいたただだききごご承承認認ををいいたただだききままししたたののでで、、ごご報報告告いいたたししまますす。。  

ままたた、、組組長長ささんん、、団団体体評評議議委委員員のの方方々々ににおおいいててはは委委任任状状ににてて開開催催いいたたししままししたた。。有有難難ううごござざいいままししたた。。  
  

新新役役員員はは次次ののととおおりりでですす。。  
  
  
  
  
  
  
  
    令令和和３３年年度度収収支支決決算算  
      令令和和３３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    １１７７，，１１５５１１，，１１６６９９円円  

支支出出総総額額    １１６６，，００１１３３，，７７００２２円円  
                                
                                        １１，，１１３３７７，，４４６６７７円円  （（令令和和４４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,,001188,,882266  22,,001188,,882266  前前年年度度繰繰越越金金  

２２  公公的的補補助助金金  1122,,880011,,000000  1122,,667744,,553311  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  552255,,000000  882222,,990000  地地区区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  775500,,000000  774488,,339999  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  

５５  広広告告収収入入  445500,,000000  443333,,995500  住住自自協協だだよよりり、、カカレレンンダダーー広広告告掲掲載載料料他他  

６６  雑雑収収入入  331177,,770088  445522,,556633  SS5511年年度度信信州州新新町町中中学学校校卒卒業業生生一一同同寄寄付付金金ほほかか  

合合    計計  1166,,886622,,553344  1177,,115511,,116699    
  
  【【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,,668811,,000000  22,,661177,,664400  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  334488,,000000  223300,,000000  役役員員活活動動費費  

３３  区区長長会会  118800,,000000  11,,889900  会会議議等等おお茶茶代代  

４４  安安全全・・安安心心部部会会  115511,,000000  4400,,000000  防防災災関関連連冊冊子子購購入入  

５５  健健康康部部会会  112288,,000000  2244,,000000  各各地地区区健健康康づづくくりり教教室室助助成成金金  

６６  福福祉祉部部会会  22,,221100,,000000  22,,221100,,000000  福福祉祉自自動動車車購購入入  

７７  環環境境・・地地域域振振興興部部会会  882266,,000000  778844,,666622  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、、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  

８８  教教育育・・文文化化部部会会  331177,,000000  110011,,114466  成成人人式式（（RR22年年度度対対象象者者））、、人人権権をを考考ええるる集集いい、、人人権権地地域域懇懇談談会会  

９９  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり  220033,,000000  119911,,552211  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり事事業業（（ペペタタンンクク大大会会））  

1100  事事務務局局費費  99,,555555,,110000  99,,555500,,330099  人人件件費費、、住住民民自自治治活活動動保保険険料料、、広広報報誌誌発発行行事事業業、、復復興興花花火火打打ちち上上げげ協協力力金金  ほほかか  

1111  予予備備費費  226633,,443344  226622,,553344  支支ええ合合いいアアンンケケーートト印印刷刷代代  他他  

合合    計計  1166,,886622,,553344  1166,,001133,,770022    
  

第第 77５５号号  

会会      長長        丸丸山山      行行雄雄      （（再再任任））              会会              計計    尾尾澤澤  敏敏夫夫  （（新新任任））  

副副    会会    長長        竹竹下下      元元治治      （（新新任任））      監監    事事    手手塚塚  清清春春  （（新新任任））  

副副    会会    長長        黒黒岩岩      伸伸雄雄      （（新新任任））      監監    事事    橋橋井井  保保之之  （（新新任任）） 



新新年年度度  収収支支予予算算  

令令和和４４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  1133,,667700,,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   11,,113377,,446677  ４４    資資源源回回収収収収入入金金  775500,,000000  

２２  公公 的的 補補 助助 金金  1100,,551133,,000000  ５５  広広 告告 収収 入入  448888,,000000  

３３  負負 担担 金金 収収 入入  772255,,000000  ６６  雑雑 収収 入入  5566,,553333  

【【支支出出のの部部】】合合  計計  1133,,667700,,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,,663377,,000000  区区活活動動費費、、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  333300,,000000  役役員員活活動動費費  他他  

３３  区区長長会会  118800,,000000  会会議議費費  他他  

４４  安安全全・・安安心心部部会会  115511,,000000  自自主主防防災災連連絡絡協協議議会会活活動動費費  他他  

５５  福福祉祉・・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  環環境境・・地地域域振振興興部部会会  882266,,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作作業業費費、、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  

７７  教教育育・・文文化化部部会会  228888,,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  

８８  ススポポーーツツ健健康康ままつつりり  220033,,000000  大大会会事事業業費費  

９９  事事務務局局費費  88,,888833,,661100  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  

1100  予予備備費費  4433,,339900    
  
 令令和和４４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,,880000,,000000  草草刈刈りり作作業業、、支支障障木木伐伐採採作作業業  等等  
 
   令令和和４４年年度度  事事業業計計画画  

  

 

  
  
■■  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  

  
  

■■  地地域域福福祉祉推推進進事事業業  

■■  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    

  

  

■■  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  

■■  空空きき家家対対策策事事業業のの立立ちち上上げげ  

  
  
■■  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      

安安全全・・安安心心部部会会  

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  

福福 祉祉 ・・ 健健 康康 部部 会会

事事  務務  局局  

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



  

令令和和３３年年度度「「成成人人式式」」をを開開催催  
   
   ５５月月３３日日（（火火））にに新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大のの為為、、延延期期ししてていいたた  

    令令和和３３年年度度のの成成人人式式がが信信州州新新町町公公民民館館３３階階ホホーールルにに於於いいてて９９ヶヶ月月遅遅れれでで  

挙挙行行さされれままししたた。。対対象象者者はは2200名名ででそそのの内内1111名名がが出出席席ししままししたた。。  

      宮宮澤澤公公民民館館長長かからら式式辞辞ににつつづづきき、、新新成成人人のの皆皆ささんんにに住住民民自自治治協協議議会会のの  

中中村村教教育育文文化化部部会会長長かからら記記念念品品ととししてて「「ポポケケッットトママググカカッッププ」」がが贈贈呈呈ささ  

れれままししたた。。  

ままたた、、成成人人者者をを代代表表ししてて伊伊藤藤琢琢真真ささんんかか挨挨拶拶をを述述べべらられれままししたた。。  

  
  
長長野野市市消消防防団団信信州州新新町町ブブロロッッククにに消消防防団団纏纏

まとい

設設置置  
  
    
ここのの度度、、消消防防団団ののシシンンボボルルででももあありり、、江江戸戸時時代代のの町町火火消消ししかかららのの伝伝統統のの消消防防纏纏がが出出来来上上ががりり、、  

長長野野市市信信州州新新町町支支所所内内ホホーールルにに設設置置さされれままししたた。。  
  消消防防纏纏はは、、古古くくはは火火災災現現場場ににいいちち早早くく駆駆けけ付付けけたた消消防防組組がが一一番番纏纏をを立立てて、、纏纏をを振振りり、、そそのの振振方方  
所所作作でで火火事事現現場場がが動動くくとと言言わわれれるるほほどど威威厳厳ののああるるももののでで、、ままささにに消消防防団団のの象象徴徴とと言言ええるるももののでですす。。  
消消防防団団信信州州新新町町ブブロロッッククににはは長長野野市市ととのの合合併併以以来来纏纏がが無無くく伝伝統統のの消消防防団団出出初初式式にに纏纏がが立立ててらられれ  

まませせんんででししたた。。ここののここととはは団団員員のの士士気気高高揚揚ににもも大大ききくく影影響響ししてておおりりままししたた。。ここののよよううなな状状況況にに、、  
今今年年３３月月末末ををももっってて長長野野市市消消防防団団長長をを退退任任さされれたた、、中中村村庄庄市市ささんんがが心心配配ししてて出出来来上上ががっったた纏纏でであありり  
まますす。。  
  中中村村庄庄市市ささんんはは、、合合併併前前のの信信州州新新町町消消防防団団副副団団長長をを務務めめらられれ、、長長野野市市ととのの合合併併後後もも長長野野市市消消防防  
団団副副団団長長、、団団長長をを歴歴任任さされれここのの程程団団長長をを退退任任さされれままししたた。。永永年年のの消消防防団団活活動動にに心心よよりり敬敬意意をを表表すす  
ももののでですす。。  
消消防防纏纏はは、、消消防防団団旗旗とと並並びび消消防防団団のの象象徴徴でであありり団団員員のの魂魂ででももあありりまますす。。ままたた、、消消防防団団ににはは地地域域  

      住住民民のの生生命命・・財財産産・・安安全全・・安安心心をを護護るるとといいうう崇崇高高なな任任務務ががあありりまますす。。今今回回のの消消防防纏纏設設置置をを契契機機にに  
      信信州州新新町町ブブロロッッククにに結結集集すするる消消防防団団員員のの皆皆様様方方ににはは、、団団務務にに研研鑚鑚・・努努力力さされれ信信州州新新町町地地域域のの人人々々  

のの安安全全・・安安心心をを守守っってていいたただだききまますすここととをを心心よよりりおお願願いい申申しし上上げげるるととととももにに、、団団員員のの皆皆様様方方ののごご  
活活躍躍ををごご祈祈念念申申しし上上げげまますす。。  
  

信信州州新新町町地地区区内内でで活活動動すするる団団体体をを応応援援ししまますす！！   
    

長長野野市市信信州州新新町町支支所所でではは、、地地域域のの皆皆ささんんのの活活動動がが活活発発ににななりり、、地地域域ががももっっとと元元気気ににななるるよよううにに、、地地域域のの団団体体がが行行

うう事事業業にに支支援援金金をを交交付付すするる「「支支所所発発地地域域力力向向上上支支援援金金事事業業」」をを募募集集ししまますす。。  

１１  対対象象ととななるる団団体体  

        信州新町支所管内に居住する方又は同管内の事業所に勤務する方を構成員に含む地域内で活動している団体 

（グループ） 

   ２２  対対象象ととななるる事事業業  

      ① 地域住民の保健福祉の充実を目的とする事業   

② 地域住民の教育や文化の振興を目的とする事業 

      ③ 地域の安全安心の実現を目的とする事業    

 ④ 地域の環境保全や景観形成を目的とする事業 

      ⑤ その他地域の活性化に寄与すると認められるもの 

   ３３  支支援援金金のの交交付付額額  

            ①補助対象事業費 ５万円以上 ② 補助率 10/10以内 ③ 補助限度額 原則として10万円 

       (審査によっては、交付額が要望額に満たない場合があります) 

   ４４  応応募募方方法法  

      〇募集期間 令和４年６月１日（水）から６月24日（金） 

      〇信州新町支所に「事業計画書（申込書）」を提出してください。（募集要項・申込書は信州新町支所で配布 

します。）※選会を開催して補助対象事業を決定し、７月末までに応募者全員に結果をお知らします。 

   ５５  問問合合せせ先先 長野市信州新町支所 市民担当 久保田 ℡ 262-2202                        

     

令和３年度事業 

信州新町魅力発信 

（ろうかく湖編） 



ニニュューースス＆＆おお知知ららせせ 

 
  
●●  第第１１回回資資源源回回収収・・古古着着回回収収のの実実施施ににつついいてて  

今今年年度度１１回回目目のの資資源源回回収収・・古古着着回回収収６６月月1122日日（（日日））にに行行いいまますす。。  

回回収収物物はは、、新新聞聞、、雑雑誌誌、、段段ボボーールル等等のの紙紙類類とと古古着着でですす。。  

住住民民のの皆皆ささんんはは当当日日朝朝８８時時ままででにに各各区区のの指指定定すするる場場所所ににおお出出ししくくだだささいい。。  

ななおお、、詳詳細細はは「「広広報報ななががのの５５月月号号」」とと一一緒緒ににおお配配りりししたたチチララシシををごご覧覧くくだだささいい。。  

皆皆様様ののごご協協力力ををおお願願いいししまますす。。 
  

● 自自治治会会活活動動保保険険加加入入ののおお知知ららせせ  

      住住民民自自治治協協議議会会にに関関すするる事事業業でで事事故故ののああっったた場場合合にに適適用用ににななりりまますす。。  

      例例ええばば「「区区」」やや「「組組」」ででのの行行事事ででケケガガででのの入入院院11日日「「22,,000000円円」」やや通通院院１１日日「「11,,000000円円」」にに保保  

険険金金がが支支払払わわれれまますす。。  

      事事故故ががああっったた時時ににはは速速ややかかにに区区長長ささんんをを通通じじてて住住民民自自治治協協議議会会事事務務局局へへごご報報告告くくだだささいい。。  

問問合合せせ先先  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  ℡℡002266--226622--44779922 
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【【信信州州新新町町美美術術館館】】  
（１）所蔵作品展「開館 40 周年記念 犀川沿岸の風景展 ―四季のうつろい―」 （第２・３展示室） 令和４年

７月３日（日）まで。昔から四季折々の犀川沿岸の風景を描くため信州新町には大勢の画家が来訪しまし

た。本展では久米路峡、琅鶴湖の風景も含む犀川沿岸の風景画60点を展示しています。 

（２）特別展「浦野
う ら の

吉人
よ し と

展―ユーモアの中の喜怒哀楽」（第２・３展示室）令和４年７月16日（土）～11月６日

（日）まで。長野市在住の画家・浦野吉人（春陽会会員）の油彩画を中心とした展覧会です。 

【【信信州州新新町町化化石石博博物物館館】】  

（１）企画展「信州新町周辺のクジラ化石」令和４年７月３日（日）まで。信州新町周辺から見つかったクジラ

の化石を展示しています。 

（２）企画展「中生代の信州」令和４年７月 16 日(土)～11 月６日（日）まで。県内で発見された中生代（恐竜

が栄えた時代）の化石を展示し、当時の環境とそこに暮らしていた生き物を紹介します。 

（３）化石博物館では、ワークショップを開催します。 

   ◇日 時；令和４年７月９日（土）と令和４年７月16日（土）  両日とも13:30～15:30 

    内 容；『化石のマグネットをつくろう！』 

＊ワークショップは３日前までに電話で事前申し込みが必要です。詳細は、ホームページをご覧ください。 

【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信州新町美術館・有島生馬記念館・信州新町化石博物館の今後の

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しています。  

◇信州新町美術館・有島生馬記念館・信州新町化石博物館へのお問い合わせは、(三館共通℡026-262-3500)

へお願いします。  

◇ HP http://www.ngn.janis.or.jp/~shinmachi-museum/  


