
第３６号
平成31年１月1日発行

発行者 芋井地区住民自治協議会

会 長 田 邉 守 人

TEL 026－262－1583

芋井地区公共施設整備方針示される

芋井地区公共施設整備検討委員会で提言した第一次内容について、長野市から

下記の回答がありましたので、ご報告します。

１．第一次提言に伴う芋井支所等公共施設整備について

施 設 名 提言内容 耐震 バス 土砂災害 整 備 方 針 (案)

芋井支所 新 設 × ○ イエロー 現支所位置に新設

農村環境改善センター 廃 止 × ○ イエロー 廃 止

芋井公民館 移転新設 ○
×

路線外
レッド 現支所位置に移転新設

消防団詰所 移転新設 ○ － イエロー 現支所位置に集約検討

２．建物の諸室イメージ

２階 ・大会議室 ・学習室 ・調理室等

１階
・支所事務室 ・住自協事務室

・公民館事務室等 消防団詰所の場所は今後検討

３．整備スケジュールの概要

年 度 内 容

2019～ 用地測量、用地取得等の調査業務

2020～ 設 計 等

2021～ 解体、建築等の建設工事

2023～ 外構工事 消防団詰所建設含む

芋井地区

住民自治協議会だより



（仮称）｢山の駅飯綱高原｣整備に関する要望書提出

（仮称）｢山の駅飯綱高原｣の実現は、地元への新たな拠点の創出であり、農業と観光を主な

産業とする当地域にとり、両産業を活性化させる大きな手法になり得る事はもとより、雇用

の創出や利便性の向上等、地域に与える効果も高いと考えられる。

芋井地区住民自治協議会では、このような現状から「山の駅飯綱高原整備研究委員会」を

設置し、①農産物、②加工品、③地域コミュニティー、④休憩・観光のプロジェクトチーム

で検討を重ね、地元要望として長野市へ提言しました。

今後施設の実現に至るまでの間、地域として対応できる分野について、更なる研究を重ね

継続的な地域貢献に寄与出来る対応を行っていきます。

以下、要望事項の抜粋

（１）地域産業振興機能

①農産物の販売は新鮮な品揃えで、年間を通した取り扱いが必要で、地元生産管理組合、

個人、戸隠や飯綱町等の周辺地域及び農業協同組合や卸業者との連携を図りつつ、

集荷は出荷組合を設置し行う。

また、保冷庫の設置、ＰОＳシステムの整備が不可欠で、ネット販売等も考慮する。

②地元農産物を原料とした、多くの六次産品(加工品)の販売を想定し、加工所の設置。

③地域の利便性向上と、キャンプ場利用者向けに、生鮮食品・日用品・農業資材販売等、

コンビニ・スーパー的販売部門設置。

④飯綱高原に位置する周辺店舗との連携及び、地元住民優遇制度の設定。

⑤長野県の名産品・日本酒や、地元工芸品等の販売コーナー設置。

（２）地域コミュニティー機能

①住民、子ども、観光客等の交流や活動の場として、多目的ホールや交流広場の設置。

②移住・定住促進のため、観光情報、空き家情報やイベント情報等の、発信機能設置。

③住民票や戸籍、印鑑証明等を取得できる施設や金融機関(АТМ)、宅配便機能の設置。

（３）休憩機能

①駐車場は 普通車 300 台以上、大型バス 10 台とし、車中泊用 RV パーク(有料)の設置。

・充電設備「ＥＶ」、駐輪スタンドの設置、排熱利用の融雪装置。

②高級感のあるトイレ、バリアフリートイレの設置。

③温泉施設や鉄鉱泉を使った足湯の設置。

④飲食店 (ペットも入店可能なレストランやカフェ)

・団体客に対応できる、300 席以上のビュッフェスタイル。

・カフェやパン店の併設及び、湖上カフェ・ビアガーデン、屋形船での飲食。

・郷土料理・ジビエ料理・名物料理の提供や、子供食堂、三ツ星レストラン等の誘致。

⑤各種自動販売機設置 (農産物・登山者用携帯トイレ含む)

（４）観光振興機能

①総合観光窓口設置、ビジターセンターの設置 (ボランティアガイド・外国語表示の案内)。

②スノ—シュー、ウォ－キングポール、自転車、厨房等のレンタル事業取り組み。



③各種体験イベント、漬物・おやき等料理、農産物・山菜収穫、わら細工、陶芸木工等、

スノーシュー体験、バードウォッチング、雪合戦場等の整備。

（５）周辺活性化策(共通事項)

・各種イベントの開催と、駐車場間のシャトルバス運行。

・料理等の体験用設備。

・商品やイベント等の開発チーム設置

・買い物弱者用送迎バスを導入し、地域内利便性を向上する。

・ドッグラン,トレッキング,ウォーキングコース充実、サイクリングコース,ランニングコース整備。

・キャンプ場リニューアル、キャンプ場とのコラボレーション、キャンピングカー受入れ。

・仮眠施設及び長期滞在者用宿泊施設の設置。

・ゆるキャラ(づなっち)の家創設や、犬や猫等の駅長就任。

・芝生広場周辺に長大な滑り台、釣り堀、焚火コミュニケーションの場、囲炉裏端の設置。

・大座法師池一周の遊歩道及び馬車道の設置。

・神道無念流ＰＲ、漫画による芋井の昔話の復興、信州飯縄講の創設。

・飯綱スキー場第６リフト上に登山道整備

・飯縄山ロープウェイの設置。

・大谷池湿原の整備。

・富士山が見える場所の創出。

優良公民館表彰受賞

この度、芋井公民館が「文部科学大臣・優良公民館表彰」

を受賞しました。

日頃の公民館活動が評価された結果で、長野県では芋井公

民館のみ、長野市でも 5 年ぶりの快挙です。12 月 18 日

芋井公民館において、受賞報告会及び祝賀会が盛大に行わ

れました。

祝！！芋井の百歳（福祉部会）

今年度１００歳の方は２名いらっしゃいました。

平区の 大谷きちさんと 上野平区の 鈴木ますゑさんです。

９月 15 日（土）、善光寺お上人様の色紙を記念として贈呈しました。

どうぞこれからもゆったりと、お元気でお過ごし下さい。



平成３０年度民泊受入れ終了（農村民泊受入れの会）

平成３０年度の受入れ実績は、過去最高の１４校＝２,５０７名でした。

毎年受入れが集中する５月には、９校計１,５４０名程が芋井他を訪れ、各地域の風景や受入れ家

庭との交流を深めて帰路につきました。

今後の課題は、民泊事業立ち上げ当初からの受入れ農家の高齢化が進み、「夫婦のどちらかが身

体の具合が悪くなった」「送迎が大変になってきた」等の理由により、年々受入れ家庭が減少して

きていることです。これは、他地区の民泊受入れの会でも同じ状況にあります。芋井地区の現状

では、「芋井農村民泊受入れの会」として受けても、大規模校の受入れに関しては、他地区（飯綱

町、信濃町、去年は若穂地区とも）との連携に頼らざるを得ない状況にあります。

ある学校からは「実際の割振り家庭が、下見の時に案内してもらった地域と違う」と言われたこ

ともあります。学校が希望する民泊の日程に合わせ、芋井としての受入れ家庭がどれだけ手を挙

げてもらえるかにかかってきています。

第３回 マレットゴルフ親睦大会開催（振興部会）

１１月３日（土）秋晴れの下、飯綱高原の芋井

マレットゴルフ場で第３回マレットゴルフ親睦会

を開催しました。

三連休の中日と言う事もあり、参加者は少なかっ

たものの、気心の知れた者同士のプレーにあちら

こちらで笑い声が響き渡り、楽しい時間が流れま

した。

飯綱コース及び戸隠コースの合計スコアの結果

は、次のとおりです。

【結果】 男子の部 女子の部

優 勝 西澤 定男（影山） 田辺 節子（百舌原）

準優勝 早野 秀夫（ 平 ） 傳田 栄子（新 屋）

第三位 傳田 長男（新屋） 麻場志磨子（ 鑪 ）

こども育成会 秋のバス遠足実施

11 月１8 日(日) 41 名が参加してバス遠足を行いました。

上越市立水族博物館「うみがたり」を見学後、「うみてらす

名立」でお昼をいだきました。

子供たちにも好評だったので、楽しい企画をこれからも

計画していきたいと思います。



防災マップ作成ワークショップ開催

福祉自動車のぞみ号ドライバー募集

☆有償たすけあい事業☆ 運転協力員さん大募集！！

活動内容・・・障害や高齢の方をご自宅から医療機関へ送迎していただきます。

活動の流れ・・たすけあいコーディネーターが運行ルート・時間などを考慮し

運転協力会員に依頼をします。

協力費・・・・活動回数１回（片道または１時間）につき５００円です。

翌月銀行振り込みにて支払われます。

活動日数・・・概ね１か月に３～４日です。（１週間に１度程度です）

事前に講習があるので安心です。女性の方も大歓迎！！

☆詳しくはコーディネーターまで（２６２－１５８３）☆

集落毎の防災マップ作りの元となるワークショ

ップを、１１月１９日(月)に平・荒井・京田・軍

足・影山の５集落で、講師の助言を得ながら行い

ました。傾斜地が多い当地区で、平成２８年から

すすめている事業で、今後３年間で全集落完成を

目指しています。

認知症サポーター講座

１２月７日（金）講師に地域包括ケア推進課の、

笹倉 桂子講師をお招きし開催しました。

「認知症サポーター」は特別な何かをする人ではなく

認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を見守り、

対応する「応援者」です。皆さんで学び、認知症の人も、

認知症でない人も笑顔で元気に暮らせる地域にしていきましょう。

葛山にツツジ 350 本植える

葛山城址周辺の整備に取り組んでいる、葛山夢プロジェクトチームが主催する植樹祭が

10 月 20 日(土)に開かれました。かつら歩道を中心に、参加者 50 人がスコップを手に、

ツツジを植えました。早ければ 5～6 月頃には花を咲かせます



『芽吹きの会』協力会員募集

高齢者や身体に障害のある方を対象に、玄関から公道までの草刈りや、ゴミ出し、電球

交換等、「ちょこっとお助け」の協力会員を募集しています。

応募要領やご不明な点は、芋井地区住民自治協議会・福祉ワーカーへお問い合わせ下さい。

◇ 参 考 ＜芋井地区情報＞ ◇

＜平成３０年１２月１日現在の芋井地区年齢別人口＞ ※住民基本台帳の登録人口 (単位:人)

総人口
年少人口

（０～１４歳）

生産年齢人口

（１５～６４歳）

老年人口

（６５歳以上）

（参考）

６０歳以上

芋井地区 2,179 170（7.8%） 1, 100(50.5%) 909(41.7%) 1,102(50.6%)

長野市全体 378,066 47,864(12.7%) 220,379(58.3%) 109,823(29.0%) 132,768(35.1%)

＊現在の数値からすると、5 年後には芋井地区内の 2 人に 1 人が老年人口と予測されます。

今後の予定

・2月1７日(日)「公民館主催 ボウリング大会」 (ヤングファラオ)

・３月３日(日) １３：３０～

「第３回 芋井ひなまつり落語会」（アゼィリア飯綱）


