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令令和和３３年年度度  評評議議委委員員会会    

  
毎毎年年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はは会会則則第第２２章章第第６６条条第第８８項項のの規規定定にによよりり、、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書書面面表表決決とといいたたししままししたた。。  

結結果果はは評評議議委委員員数数114400名名、、各各議議案案ににつついいてて以以下下のの決決議議数数ととななりりままししたた。。  

第第１１号号議議案案かからら第第７７号号議議案案      賛賛成成111155名名  第第４４号号議議案案、、第第６６号号議議案案、、第第７７号号議議案案  反反対対１１名名ととななりり、、  

会会則則第第４４章章第第1177条条のの定定めめにによよりり、、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ををももっってて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。。  

反反対対意意見見ととししてて第第４４号号議議案案ににつついいてて「「教教育育文文化化部部会会内内のの成成人人式式のの予予算算ににつついいてて、、各各年年度度にに於於いいてて成成人人者者  

数数がが違違っっててくくるるののでで、、各各年年度度毎毎にに於於いいてて、、ももうう少少しし明明確確なな予予算算案案ををすするるべべききとと考考ええまますす。。」」  

        第第６６号号議議案案、、第第７７号号議議案案ににつついいてて  「「  ややままざざとと支支援援交交付付金金、、支支障障木木伐伐採採及及びび草草刈刈りり作作業業ににつついいててはは大大型型  

  機機械械をを整整備備ししてて、、全全地地区区ををおお願願いいししたたいい。。」」ととののごご意意見見ををいいたただだききままししたた。。  

  
  
       

   
     令令和和２２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  １１４４，，００７７２２，，７７９９２２円円  

                            支支出出総総額額  １１２２，，００５５３３，，９９６６６６円円    

                                        ２２，，００１１８８，，８８２２６６円円  （（令令和和３３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,,558800,,334444  22,,558800,,334444  前前年年度度繰繰越越金金  

２２  公公的的補補助助金金        1100,,119977,,000000  1100,,118833,,338866  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  222266,,550000  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            999966,,000000            669933,,444488  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            442200,,000000                    335533,,885500  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            5544,,665566            3355,,226644  民民泊泊受受けけ入入れれのの会会事事務務負負担担金金他他  

    合合    計計        1155,,227733,,000000        1144,,007722,,779922    

      

【【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,,772266,,550000  22,,665566,,771100  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      223300,,000000  役役員員活活動動費費    

３３  区区長長会会                      6699,,000000              00  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                    335511,,000000                    221144,,772200  わわがが家家のの避避難難行行動動確確認認シシーートト印印刷刷代代  他他  

５５  健健康康部部会会  112288,,000000  110000,,442299  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  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,,330099,,000000    663377,,667777  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  

８８  教教育育・・文文化化部部会会  227799,,000000  1100,,000000  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  220022,,992244  秋秋のの収収穫穫祭祭ミミニニフフェェアア事事業業費費  

1100  事事務務局局費費                99,,883388,,000000                77,,994488,,550066  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  他他  

1111  予予備備費費                      8877,,550000                      5533,,000000  ぬぬりりええココンンテテスストト賞賞品品  他他  

    合合    計計              1155,,227733,,000000              1122,,005533,,996666    

 

第第 7700 号号  

令令和和２２年年度度  一一般般会会計計決決算算  



  

新新年年度度  収収支支予予算算  
    
  令令和和３３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  １１４４，，３３９９００，，００００００円円                                            （（単単位位：：円円））  

項項            目目  予予    算算    額額  説説        明明  

１１  繰繰越越金金  22,,001188,,882266  前前年年度度かかららのの繰繰越越金金  

２２  公公的的補補助助金金  1100,,559911,,000000  市市一一括括交交付付金金  

３３  負負担担金金収収入入  552255,,000000  社社協協事事務務負負担担金金  他他  

４４  資資源源回回収収収収入入金金  775500,,000000  資資源源回回収収報報奨奨金金、、売売却却代代  

５５  広広告告収収入入  445500,,000000  住住自自協協だだよよりり等等広広告告掲掲載載料料等等  

６６  雑雑収収入入  5555,,117744  預預金金利利息息  他他  

合合    計計  1144,,339900,,000000    
  
  【【支支出出のの部部】】合合  計計  １１４４，，３３９９００，，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,,776688,,000000  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  336666,,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  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  

８８  教教育育・・文文化化部部会会  331177,,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  220033,,000000  大大会会事事業業費費  

1100  事事務務局局  99,,440066,,110000  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  4444,,990000    

合合    計計  1144,,339900,,000000    
      
    令令和和33年年度度特特別別会会計計予予算算  合合計計１１，，８８００００，，００００００円円                                        （（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３３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  

  

 

 

■■  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  

■■  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    

■■  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  

■■  ススポポーーツツ・・健健康康ままつつりり事事業業  

  

安安全全・・安安心心部部会会  

健健  康康  部部  会会  

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  



（（令令和和３３年年度度事事業業計計画画ののつつづづきき））  
  

  
 
 

 新型コロナウイルスワクチン 集団接種(65歳以上) 実施のお知らせ 

『接種券』（送付済み）をお持ちの方が対象です。 

 
 
 
 
 

 実施日 

【１回目７月10日（土）・２回目７月31日（土）】または 

【１回目７月11日（日）・２回目８月  1日（日）】 

◎日にちは、選べません。また、１回目・２回目の両日ともに都合のつく方です。 

 接種券がない方は、支所窓口にお越しいただくか、西部保健センター信州新町地区担当保健師まで 

 ご連絡ください。 

  ～～集集団団接接種種ののおお申申込込みみををさされれたた方方へへ～～  

◎当日は、①接種券 ②予約完了はがき ③本人確認書類 （マイナンバーカード、運転免許証、

健康保険証等）を忘れずにお持ちください！ 
 

【【おお問問合合せせ先先】】西西部部保保健健セセンンタターー信信州州新新町町地地区区担担当当保保健健師師（（長長野野市市信信州州新新町町支支所所内内））☎☎226622--22220011  

 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

■■  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周周年年記記念念行行事事のの開開催催 

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

事事    務務    局局  

信州新町地区にお住いの６５歳以上の方で、まだワクチン接種の予約がとれていない

方で、信州新町支所で行う集団接種をご希望の方は、信州新町地区担当保健師まで電

話でご相談ください。 



  

信信州州町町美美術術館館・・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  
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【【信信州州新新町町美美術術館館】】  
（１）特別展「現代パステル協会選抜展―パステル画の今

いま

（第2・3展示室）７月10日（土）～令和4年

１月 16 日（日）まで。現代パステル協会の協力のもと、毎年東京都美術館で開催される現代パス

テル協会展より52名の作家の作品を選抜し展示します。 

（２）第37回信州書道秀作展（第１展示室）8月5日（木）～9月5日（日）まで。県内在住の現代書道

作家約80名の作品を展示します。 

（３）美術館では、ワークショップ「蝶とお花のプラ板キーホルダーをつくろう！」を 7 月 31 日（土）

10：00～11：30と 13：30～15：00に開催します。参加費300円（高校生以上は入館料が必要） 

3日前までにお電話でお申し込みください。（詳細はホームページをご覧ください。） 

【【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」7月 4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「化石と鉱物～化石の石ってどんな石？」7 月 17 日（土）～11 月 7 日（日）まで。さまざ

まな色や材質の化石と、そのもととなっている鉱物について展示します。 

（３）化石博物館では、ワークショップを７月・9月の第2土曜日と第3土曜日に開催します。（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  】】 

（１）施設の構造上、換気など十分な新型コロナウイルス感染症対策がとれないことから、引き続き休館 
させていただきます。 

（２）ミュゼ蔵休館中の展示等は以下の施設を御利用願います。 
※使用許可にあたり、一定の条件がありますので、事前に各施設へお問い合わせください。 

◆信州新町支所 市民ホール 

〔お問い合わせ先〕長野市信州新町支所  ℡026-262-2200 
HP https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shinmachi/ 

   ◆門前商家「ちょっ蔵おいらい館」(善光寺大門バス停より徒歩5分) 
〔お問い合わせ先〕門前商家「ちょっ蔵おいらい館」℡026-235-0100  

              HP https://www.city.nagano.nagano.jp/museum/oirai/index.html  

【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・

ミュゼ蔵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をしています。 なお、信州新町美術館・有島

生馬記念館・信州新町化石博物館・ミュゼ蔵へのお問い合わせは、 

(館共通℡026-262-3500)へお願いします。HP http://www.ngn.janis.or.jp/~shinmachi-museum/  

 
 

―広告主募集中― 


