
 

令和２年度 

上久堅地区まちづくり委員会 活動の総括（事業報告） 
 

１ 本年度は、第３次「上久堅地区基本構想・基本計画」２年目であり、各委員会に

て基本構想に基づいた計画を効果的に推進した。 

  本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ほとんどの行事が中

止になる異例の年となった。しかし、次年度以降を見据えて、外郭団体の組織見

直しなど、組織の変更について協議を行った。団体の組織運営が円滑に進めるこ

とができるよう組織体制の明確化を図ることを目指し、令和３年度から観光協会

をまちづくり委員会観光振興特別委員会とし、ひさかたの火まつり実行委員会を

まちづくり委員会の傘下に置くことを検討し、総会に諮ることとした。 

 

２ 本年度から「空き家対策特別委員会」を組織し、本格的に空き家対策に取り組ん

だ。地域の持続可能な運営を見据え、環境・景観の保全や、人口減少抑制のため

の空き家活用として、非常に重要な取り組みとして始動している。会議は３回行

い、空き家片付けの手伝いを１回行うなど実施し、売買２件、賃貸３件、解体１

件と計６件の空き家を減らすことができた。本事業を始めてみると、家主さんの

意向とタイミングによって、だいぶ状況が変わってくると感じた。現在は、コロ

ナ禍で移住需要が多くなっている状況にあり、家主さんの説得ができればもっと

進む状況であるため、今後の継続に期待したい。 

 

３ 「上久堅地区土地利用計画」を策定した。基本構想・基本計画に基づいた施策を

土地利用の観点から補完し、まちづくり委員会の実施事業が安定して行われるこ

とを目指し策定を試みた。空き家対策や遊休農地対策、地区内の屋外広告物の改

修・撤去等、既にまちづくり委員会が実施している事業もあるが、上久堅地区が

住みやすい地区として持続されることを目指している。地区への浸透をさらに図

ることを目的に各戸への配布を行った。 

 

４ 飯田市地域環境権条例を活用した事業を開始した。事業内容は、㈱リックスが上

久堅公民館に太陽光パネルを設置し、売電売り上げの一部を地域貢献寄付金とし

て受け取り、地域課題に活用していくものである。上久堅地区では、地域環境に

影響のある空き家対策、屋外広告物の改修、野生鳥獣対策防護柵の維持等に使用

していく予定であり、本年度は屋外広告物の改修に利用させていただいた。 

 

５ 年度当初、北田遺跡公園について、飯田市から復元住居１棟を改修し、飯田市で

の所管を前提とする旨の回答がされた。それを受け、北田遺跡公園検討委員会を

立上げ、改修方針について検討し、地区内意見聴取も行うなかでまとめた。飯田

市との協議が残っているものの、地区の方向性を決定することができた。 



 

６ 本年度の大きな事業の一つが上久堅広報の冊子刊行であった。上久堅館報、自治

会だより、まちづくり通信をそれぞれ冊子とし、３冊を１部としてまとめ、今後

のまちづくり委員会活動の糧になるよう発行した。各区、図書館等に配置し、希

望者には１部４，０００円で販売を行った。また、デジタルデータ希望者にはDVD

ディスクを作成し各戸１枚を上限として無料配布した。 

 

７ 上久堅地区が要望していた地域おこし協力隊として、地主 健一さんが配属され

た。地区としては、空き家対策や観光振興などを目的としているが、野生鳥獣対

策など他活動にも積極的に参加するなど、精力的に動いていただいている。まだ

１年経っていないが、地区にも馴染んできており今後の活躍が期待される。 

 

８ 本年度は次期役員の選出の年であったが、執行役員が全て変更される結果となり、

今後の安定的なまちづくり活動に不安が残る結果となった。そのため、急遽今後

の役員選出のあり方について検討し、令和５～６年度執行役員の選出を令和３年

度に行うこととする方向で検討を行った。各地区からも概ね了解の意向であり、

執行役員選出を早くしていただくことで、安定的なまちづくり委員会活動を確保

していく方向性が確認された。 

  また、役員数について各区から見直し要望があり、次年度検討することとした。 

 

９ 三遠南信自動車道の開通により、交通量の増加が見込まれたため、地区内景観形

成の一つである屋外広告物についての検討を令和元年度に行い、飯田市条例に基

づく基準の強化を図っていただくよう飯田市に要望書を提出した。令和３年３月

１日に施行される運びとなり、今後は既存屋外広告物の改修を基準面積以上行う

時に、強化された基準に合わせていくことが必要となった。また、地区内屋外広

告物の中で、表示の見えなくなってきている物件について、撤去、改修を進める

こととした。昨年の検討会議の提言を受け、本年度撤去６件、改修２件を進めた。

また、上久堅地区の著名地点案内看板として、昨年度上久堅IC出口前に飯田市で

設置いただいた３カ所(神之峰、北田遺跡、小川路峠)への案内について、現地に

行けるよう３カ所に案内看板の設置を行った。 

 

10 令和元年５月１日に上久堅地区ホームページを立ち上げ、現在は運営の円滑化及

び見やすいＨＰへの検討、更新を図る時期になっている。本年度から配属された地

域おこし協力隊の地主さんにも積極的に関わってもらい、上久堅ＨＰの更新が進み、

運営の状況が良くなってきている。今後も積極的に活用し、地区の方に見ていただ

けるＨＰ作りに期待が持てる状況となった。 

 

11 ひさかたの火まつりは、感染症拡大防止のため中止となった。次年度から実行委

員会がまちづくり委員会傘下に入る予定であり、円滑な移行を目指したい。 



   令和２年度  事 業 報 告 

総務文教委員会 

１ 人口減少抑制に向けた、定住策の推進 

(1) 定住人口の減少抑制施策として空き家対策事業を重点的に取り組んだ。

本年度から執行役員と各区から選出された委員で構成した「空き家対策特

別委員会」を設置した。空き家の解消を図ることを目標に活動し、本年度

は６件の成果があり、内４件は移住者が住むことになった。 

  内訳は特別委員会事業報告に記載するが、上平地区２件の内１件は地域

おこし協力隊、地主さんが借りた住宅となっている。現在はコロナ禍で移

住志向が強くなっているため、優良な空き家ストックがあれば移住者の確

保につながる可能性が高く、今後の活動に期待がされる。 

(2) 飯田市の地域振興住宅において、堂平の地域振興住宅では転居してしま

った方もいたが、すぐに入居者が決定した。また、中宮地区の地域振興住

宅では定住がされたため、次年度に払い下げの予定である。 

 

２ 人と人のつながりを大切にした地域づくり 

(1) 型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ほとんどの事業が中止となっ

た。人とのつながりが希薄となり、活動の停滞など危機感を持った。 

 

３ 持続可能な組織体制 

 (1) 今年度は、外郭団体の組織改編に力を入れた。人口減少に伴い、団体の

組織体制見直しも検討が必要な時期にきていると判断し、今後の組織運営

が円滑になるよう検討を行った。具体的には観光協会とひさかたの火まつ

り実行委員会であり、地区内の全体的な組織編成はだいぶ整理がされると

思われるが、各組織の役員数等について今後検討していく必要がある。 

 (2) 以前からまちづくり委員会の懸案事項であった福祉ゾーンの土地一部

の買収を行い、福祉ゾーンは全てまちづくり委員会の所有となった。 

 (3) 昨年度、空き家対策、観光面などを担っていただくよう要望していた地

域おこし協力隊について、令和2年9月1日に地主健一さんが配属された。今

後の上久堅地区での活躍が期待される。 

 

４ 情報発信体制の構築 

 (1) 令和元年５月１日に上久堅ホームページを立上げたが、本年度は新型コ

ロナウイルス感染症の関係もあり更新等で停滞が生じていた。ＨＰの円滑

な更新などを目的に、地域おこし協力隊にも検討いただく中で、地区の方が

利用していただきやすいＨＰに更新していくことが出来た。今後ＨＰが各

活動に活発に利用されるよう、更なる内容の充実に期待される。 

   地区内での利用が進めば、地区外の方が見ていただいた時にも、よい印象

を受けていただけるはずである。 



５ 美しい景観を守るための取り組み 

 (1) 昨年度検討した、飯田市の条例を活用した基準強化を本年飯田市に要望

し、令和３年３月１日から施行される運びとなった。 

   本年度から、まちづくり委員会の特別会計に「景観向上特別会計」を設け

た。これは、飯田市20地区応援隊による「ふるさと納税」や、飯田市地域環

境権条例利用による「地域貢献寄附金」の使用用途を明確に運用するためで

ある。本年度は地区内屋外広告物の改修及び、空き家対策特別委員会委員経

費に使用しており、今後も継続するなかで、地区内の景観維持向上に期待し

たい。 

 (2) 現在力を入れている、空き家対策を始め、遊休農地対策、屋外広告物対

策を、土地利用の側面から捉えて「土地利用計画」を策定した。まちづくり

委員会の安定した活動を、基本構想・基本計画と共に支えることに繋がり、

地区内への浸透も図ることを目指すため策定を試みた。 

 

６ 子育て支援施策の推進 

 (1) 園児預かり事業は飯田市で行われているが、スタッフは地区で協力する

体制が不可欠であり、今後も維持出来るよう努めて行きたい。 

 (2) 子育て支援の会への支援は継続して行った。 

 (3) 保護者の負担軽減のため、環境整備作業について地区を上げて実施した。

各区1回お願いすることにしているが、子どもが減っているなかで今後も継

続が必要と感じている。 

 

７ 結婚支援施策 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動が自粛された。 

 

８ 見守り事業の推進 

   1人暮らしの高齢者不安軽減のため、「十三の里見守り事業」を委託事業と

している。週２回の声掛けであるが、不安軽減に有効であり、来年度以降も

実施する予定としている。また、後期高齢者の健康維持のため、「十三の里

配食サービス事業」は継続して実施している。 

 

９ 「継続事業」として下記の事業の実施 

 (1) 北田遺跡公園の保存及び活用の検討 

    本年度当初に飯田市から回答を受け、北田遺跡公園検討委員会を立上

げ、改修の方向性をまとめた。検討委員会では、検討会議２回、塩尻市平

出遺跡公園視察、地区内意見聴取を行い決定した。改修の方針は、１棟の

復元住居改修は縄文時代のものとし、骨組みはそのまま活用し、茅を葺き

替える。また復元住居1棟の解体後整地、ベンチや敷地内案内看板につい

て移設や改修を計画すると共に、改修された復元住居内部には石囲炉を

設置する。改修にあたっては、地区で取組む事項も検討されている。各区

からの意見聴取では、運用面に関する事項が出されたため、検討委員会で

まとめた意見と共に次期執行役員に引き継ぐこととした。 



 (2) 保育園及び小学校の環境整備作業 

    本年度も各区にお願いする中で、各区合計47名の参加をいただき事故

も無く無事に作業いただいた。少なくなっている園児、児童の保護者負担

が軽減されている。 

    5月10日 保育園 5分館 (中止) 6月6日 小学校 6･1分館 

    7月18日 保育園 執行役員    9月5日 小学校 2･3分館 

    9月12日 保育園 4分館 

(3) 農村広場、福祉ゾーン整備及び神之峰城址公園周辺整備 

長雨で出来るか心配されたが、多くの地区役員の皆様のご協力をいた

だき、まちづくり委員会の役員と共同で、草刈・伐木等整備作業を実施し

た。同時に、各集落の花木の生育状況の確認も行った。今年度も日曜日の

開催として行いスムーズに作業を終えることができた。当日はその後、７

年目となる「神之峰活性化委員会」による神之峰東側の整備作業も実施し

た。                      (7/12 61名) 

(4) 市政懇談会 

本年度の市政懇談会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら、執行役員及び館長のみの出席として縮小開催とした。上久堅地区土

地利用計画の策定途中であったため、発表し意見を求めた後、地域課題

として２点を挙げ協議を行った。1点目として「市道に隣接した立木の処

分について」を行い、枯木を予防的に行う処分について検討していく

旨、回答をいただいた。また2点目として「防火水槽の維持管理につい

て」を行い、私有防火水槽について検討していく旨の話をいただいた。 

   (8/11 28名） 

(5) 飯田りんごん 

     新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止（8/8予定 －名） 

(6) 「ひさかたの火まつり」実施への協力 

28回目を計画したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止と

した。その後三役を中心に組織の変更、日程の見直し、案内看板の整備な

ど協議を行い、次年度からまちづくり委員会傘下とすることを了承した。 

（8/15予定 －人） 

(7) 竜東４地区交流会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止（7/中旬予定 －名） 

(8) 新春フォーラム 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止（１/17予定  －人） 

(9) 研修視察 

本年の研修は、北田遺跡公園検討委員会の視察と兼ね、塩尻市平出遺跡

公園を視察した。教育委員会の同行もいただき、現地では平出博物館館長

小松 学氏に説明をいただいた。その後の検討委員会にて意見集約をす

るにあたり非常に参考となる視察となった。    (9/10 23名)  



産業建設委員会  

１ 道路改良等の推進 
 三遠南信自動車道により利便性が飛躍的に向上した。国道拡幅工事も完了

しているため、県道改良要望に力を入れ取り組んでおり、今後も同盟会を通

じ要望して参りたい。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止により総

会は書面によるものとなった。 

令和２年５月19日 三遠南信自動車道飯高道路 

３工区建設促進期成同盟会総会   (書面議決) 

令和２年５月19日 龍峡五地区県道改良期成同盟会総会 (書面議決) 

〃    国道256号改良促進連絡協議会総会  (書面議決) 

令和２年９月８日 龍峡五地区県道改良期成同盟会要望活動 飯田文化会館 

〃    国道256号改良促進連絡協議会要望活動   〃 

令和２年９月11日 龍峡五地区県道改良期成同盟会要望活動 県庁(委任) 

〃    国道256号改良促進連絡協議会要望活動  〃 

 令和２年12月３日 飯田国道工事事務所長懇談      飯田国道事務所 

 

２ 景色の良い場所の公園整備検討の推進 

  三遠南信自動車道上久堅IC用地余剰地の公園化について飯田国道事務所に

要望しており、IC公園化委員会(有志団体)と共に検討してきた。上久堅地区

の要望事項を伝える中で協議をしてきており、令和３年度発注の工事におい

て整備される予定となった。 

 

３ 若者の定住促進のため、地域振興住宅の建設推進 

  飯田市は令和元年度で地域振興住宅事業をやめ、近居同居支援事業補助金

の制度に切り替えている。本年度、堂平地区の地域振興住宅に空きが出た

が、入居者を募集し決定がされた。また、中宮地区の地域振興住宅について

は、定住に繋がったとして来年度売却予定であり、本年度は条例改正の同意

まで行った。 

 

４ 既存建物維持管理等の対策の推進 

 (1) 本年度から設置した「空き家対策特別委員会」が始動した。初年度と

しては、円滑な運営となり５件の空き家住宅が賃貸又は売買が決まり、１

件は解体され、計６件の空き家を解消することができた。まだ、委員会内

での活動で反省事項もあるが、今後に向けた取り組みとして継続が必要で

あり、今年度の反省を来年度に活かして参りたい。 

   また、「風張サロン」については当時の活用用途は完了したとして、定

住、活用される方を募集したが、応募はなかった。その後活用者について

進展があり、令和３年度に手続きを行う予定としている。 

 (2) 上久堅郷土歴史資料館について、消防設備の更新を行った。また蛍光

灯の不備などを直し、当面現状で使用できる状況となった。 



５ 上久堅地区所有の公園等の維持管理の推進 

(1) 北田遺跡公園及び福祉ゾーンの管理については、シニアクラブ連絡会に

管理委託し継続していただいている。北田遺跡公園については、今年度

「北田遺跡公園検討委員会」を立上げ協議を行った。１棟の改修他、改修

案について概ねまとめ、来年度への引継ぎとすることとした。 

神之峰城址公園では神之峰活性化委員会を中心に、接続道路の草刈り及

びテレビ塔周辺の下草刈り作業を実施した。また、城址公園のツツジ、サ

クラの消毒作業も実施した。 

令和２年7月12日 草刈りなど (23名) 

令和３年２月28日 樹木等消毒 (6名) 

(2) 県道維持に関するアダプトシステムについて、本年度から中宮区、風張

区が実施することとなった。 

  

６ 防災意識の高揚 

自主防災会と連携した防災訓練について、本年度は飯伊包括医療協議会が

中心となり実施されるトリアージ訓練を上久堅地区にて実施する予定であっ

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった。令和３年度

に実施する予定とされた。 

  令和２年５月11日 自主防災会総会      公民館 

  令和２年６月７日 土砂災害防災訓練     全地区 

  令和２年７月６日 自主防災会防災訓練打合せ 公民館 

  令和２年８月30日 地震総合防災訓練     全地区(618名参加) 

  令和２年10月23日 自主防災会防災訓練反省会 公民館 

 

７ 防災機器設備の充実 

自主防災会では新型コロナに対応した非接触体温計を本部及び支部に配置

した。また支部(各区)も防災備品の整備に努めた。また、赤い羽根共同募金

の補助を活用して、防災テントの整備も図った。 

 

８ 遊休農地の解消と活用の推進 

 (1) 農業振興会議に執行役員を配置し取組んでいる。遊休農地対策とし

て、本年も大豆(つぶほまれ)の栽培に取り組み「上ひさかた味噌」として

加工するため、丸昌稲垣に150kg納品したが、今後の大豆清算量が課題と

なっている。 

会議日数 10回(本年2月現在) 

作業日数 12回(本年2月現在) 

   また、遊休農地利用と子供たちの農業体験として、保育園さつまいも作

り及び、玉ねぎ作付け手伝いをした。 

保育園さつまいも畑、草刈り、畝立て及び苗植え手伝い(6/11) 

保育園さつまいも掘り、手伝い(10/15) 

保育園玉ねぎ畑、耕起、畝立て、ﾏﾙﾁ掛け(10/27、11/2)  

保育園収穫祭(11/26) 



(2) 地域内農産物を活用した「ひさかたふるさと便」を36個の申込みがあり

発送した。(12/12 作業・発送) 

 

９ 地区内店舗利用の推進 

 (1) 上久堅商工会加入全店舗で利用できる商品券利用の促進については、

現在協力員、集金係の会議時に、飲食費の代替えとして使用しているが、

その他の使用については見いだせなかった。 

 (2)本年度もＪＡガソリンスタンド維持の支援を実施した。本年度の支援金

額は119,986円で、昨年度に比べて8,276円減/年となった。また、給油量

はﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ5,505ℓ減/年、軽油732ℓ増/年、店頭灯油636ℓ増/年となり昨

年に続き、ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝの利用が減ってしまっている。土曜日の２円補助

は継続しており、まちづくり通信などを活用しＰＲを行う必要がある。 

 

10 上久堅ブランド品の模索 

  本年度は、地域おこし協力隊と上久堅で作られた米を利用した米焼酎の検

討を行った。喜久水酒造にお聞きしたところ、１回の製造量は720mlが1000

本単位で、1年間は喜久水酒造にて保管可能であるが、その後は全て引き取

る形となり、販売経路の確保が厳しいと判断した。 

 

11 野生鳥獣による農業被害防止の取り組み 

  野生鳥獣対策協議会を中心に維持活動に取り組んだ。７月の長雨による倒

木によりフェンスの補修が多かったが、工事を発注する箇所はなく、委員の

補修対応で維持が出来た。 

令和２年６月５日 総会(書面議決) 

令和２年６月28日 臨時作業 

令和２年７月14日、11月14日 定例作業 

 

12 豊かな自然を生かした観光の推進 

 (1) 観光協会や関連団体と共催事業として行っている「小川路峠へ登って

みよう」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とした。 

   しかし、秋葉街道について秋葉街道を愛する会と連携するなかで整備を

行い、倒木の処理など行った。また、７月の長雨で路面が荒らされたが、

飯田建設事務所の整備により解消された。 

(小川路峠へ登ってみよう 10/25開催予定であった －名 上村 －名) 

(2) 農家民泊体験観光受入れ農家増加の支援については、令和３年度から

「観光振興特別委員会」が設置されることとなっており、今後地域おこし

協力隊と協働して検討して参りたい。 

 

13 ホームページ等による地域観光のPR 

 (1) ホームページは昨年度からスタートしているが、地域おこし協力隊の

協力により更新が進んでいる。観光の部分についても今後更新が期待さ

れる。 



空き家対策特別委員会  

 
１ 会議、作業等 
 本年度から始動した空き家対策特別委員会は下記の活動を行った。 

令和２年５月21日 第１回空き家対策特別委員会 (資料確認) 

令和２年８月22日 空き家片付け作業 22名参加 

令和２年８月31日 各地区空き家状況調査提出 

         (貸付、売却可能:25件 内使用可能:13件) 

 令和２年９月29日 第２回空き家対策特別委員会 (調査報告、進捗確認) 

 令和３年３月２日 第３回空き家対策特別委員会 (反省、次年度に向けて) 

 

 

２ 目標と成果 

  本年の目標を２件と定め活動を行ったが、６件と大幅に目標を達成する結

果となった。 

 

全体の空き家数 127件 → 121件 

  達成 ６件  ・中宮区  １件(売買)  ・上平区 ２件(賃貸) 

         ・風張区  １件(解体)  ・森 区 １件(売買) 

         ・小野子区 １件(賃貸) 

 

 

３ 各区からの反省事項(抜粋) 

  ・空き家の片付けの手伝いは良かったと感じる。今後の出来る限りおこな

えればと思う。 

  ・家主の希望確認を毎年行うことが大切。希望をよく聞き取る。 

  ・家屋が老朽化し、家主も高齢化していると良案が出ない。 

  ・今後空き家になりそうな家屋、現在住んでいる人にどうしたいか聞いて

おくと、今後の話がし易いと思う。 

  ・空き家になりそうな家の方を含め、各家庭内の清掃をやっていただくよ

うに進める。 



 保健推進委員会 

   
  １ 健康意識向上を目指して 

 自立した豊かな生活を送るうえで大切なことは心身ともに健康であることです。誰

もが生涯現役で健やかに過ごすために「自らの健康は自ら守る」「今の健康状態を維持

したままいきいきした幸齢者を目指す」を目的に健康保持増進と健康寿命延伸に向け

た働きかけを行いました。 

 

２ 各種健康教室の開催 

  （１）運動実践講座、ストレッチ体操講座の開催 

     年間７回実施 

    運動実践講座講師：赤羽美恵子先生（健康運動指導士） 

    ストレッチ体操講師：村澤由美子先生（健康運動指導士） 

     内容：家庭でできるストレッチ体操、筋力アップ運動  

効果的な運動方法と実践 

 

    ア 第１回： ７月 10 日（金）13:30～15:00   

    イ 第２回： ９月 12 日（土）13:30～15:00 参加者 18 名 

    ウ 第３回： 10 月 31 日 (土）13:30～15:00 参加者 25 名 

    エ 第４回： 11 月 21 日(土) 13：30～15:00 参加者 22 名 

    オ 第５回： 12 月５日（土） 13:30～15:00  参加者 20 名 

    カ 第６回：  １月 30 日（土）13：30～15：00   

    キ 第７回： ２月 27 日（土）13：30～15：00 参加者 22 名 

      ※第 1回は大雨のため中止。 

第６回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止  

＊毎回血圧測定実施 ＊第２回 体組成測定実施  

     普段動かさないところをのばしたり良い運動ができました。 

 

（２）料理教室（栄養講座）  テーマ：高齢期の食事について  

「栄養講座 健康寿命を延ばそう フレイルって？・低栄養予防」 

日 時：令和元年 11 月 8 日（日）10：00～11：00  参加者 21 名 

内 容：健康寿命と平均寿命について 、フレイルとは？、 

         高齢期の低栄養予防の食事について、食生活改善推進協議会の活動紹介 

カルシウムを摂るレシピの紹介 

講 師：上久堅地区食生活改善推進協議会 飯田市保健課 栄養士 保健師 
 

  健康寿命と平均寿命の差を学び、少しでもこの差が縮まるように実践してい

く必要性を学びました。具体的に、フレイルとはなにかについて知り、その中

でも高齢期の食事の摂り方について学びました。1日に摂りたい量の目安、短時

間料理を活用する等普段の食生活について考える機会になりました。 
  

（３）健康講演会「100 歳まで元気に生きるための秘訣」 

   日 時 令和２年 10 月 22 日（木）14：00～15：00 まで 37 名参加 

   内 容 元気で長生きするための秘訣 

   講 師 柄木田 孝行氏（元飯伊教育会長・元飯田創造館館長・元鼎公民館長） 

       ユーモアたっぷりなお話の時間で、笑いっぱなしでした。笑うこと、 歩

くこと等、元気で長生きするために大切なことを学びました。 



（４）常会健康教室 

    「糖尿病について～糖尿病をきっかけに生活習慣病予防を考えよう」と題し、 

4 常会で健康教室を実施した。                        

月 日 常 会 参加人数 

8 月 28 日 蛇沼 18 

8 月 28 日 小野子上 19 

9 月 28 日 小野子中 8 

10 月 28 日 小野子下 34 

合計 4 常会 79 名 

     ※予定は９常会でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施会場を

少なくしました。 

    ・参加された皆さんは、大変熱心に聞いてくださいました。体の中の糖の働きや、

健診を受ける大切さを知っていただきました。 

 

（５）健康づくり事業  

  ア ウエルビクス公開講座   

日時：令和３年１月 22 日（金）10：00～11：30 

講師：小林新一先生（健康運動指導士）   

     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。 
 
    イ 囲碁ボールによる健康づくり（公民館へ協力） 

     ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、囲碁ボール戦はありませんでした。 

 

３ 役員による各種研修会への参加 

（１）定例会での学習会 
月 内容 月 内容 

７月 特定健診について 11 月 がん検診について 

８月 自殺対策・地域ケア計画   

９月 ゲートキーパー講座   

10 月 感染症に関すること  

 

（２）保健推進委員のための研修会 

   5/18 飯田市健康福祉委員会代表者会  

   12/18 正副会長研修会 

   10/７  長野県保健補導員等研究大会 

11/18  飯伊保健補導員連絡協議会 飯伊支部研修会  

   

        ※すべて新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。 

                                  

  ４ がん検診受診勧奨の取り組み 

令和３年度がん検診申し込み兼調査票の取りまとめを常会に協力いただき行った。 

 発送数   467 世帯  提出世帯 367 回収率 78.6％（R３.３.２現在）                  



 
 

環境保全委員会  

 
１ 環境美化・保全活動 

(1) ごみゼロ運動 

ア 春のごみゼロ運動 （4/26～6/7 の間において各地区実施） 

   ※ コロナ禍ではあったが各地区工夫を凝らし、ほぼ全地区で実施された。 

・参加人員 [大人 282 人 ／ 子供 14 人   計 296 人 ] 

   ・回収内容 [空き缶 144個／空き瓶 44本／ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 66本／その他ごみ 27袋回収] 

イ 秋のごみゼロ運動 （11/１～12/６の間において各地区実施） 

・参加人員 [大人 339 人 ／ 子供 17 人   計 356 人 ] 

・回収内容 [空き缶 73 個／空き瓶 31 本／ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 47 本／その他ごみ 30 袋回収] 

 

(2) 河川浄化活動〔水辺等美化活動〕 （6/7～8/7 の間において各地区実施） 

ア 参加人数 316 人 ※ ７月豪雨により中止を余儀なくされた地区があった。 

イ 各常会へ参加人数に応じた活動費を支給：316 人×150 円/人＝47,400 円 

ウ 外来植物除去 

・外来植物の駆除、地区内の生育場所について、カラー刷りの組合回覧にて周知を

行った。 

・除草剤を各地区へ支給し除草作業の推進をした。 

 

(3) 不法投棄ごみ対策事業 

ア 中山線等環境美化重点路線の美化活動〔全委員〕（11／8） 

・中山線：ごみ拾い、巡視、不法投棄看板清掃７枚 

・下平掘割待避所：草刈り、看板更新３枚、監視カメラの点検 

・富田境（県道 83 号）：看板更新１枚 

イ 飯田市不法投棄パトロール員によるパトロール実施 （２回／月） 

ウ 不法投棄撲滅に対する広報等の実施 

・国道 256 号 下平掘割待避所を環境美化重点路線として追加指定した。（５/12） 

 また、同箇所へ監視カメラを設置して不法投棄の抑止を図った。 

・まちづくり通信 第 83 号 に記事掲載し周知を図った。（12 月） 

・不法投棄パトロール結果を組会回覧して周知を図った。（１月） 

・小野子、森、平栗地区で不法投棄防止看板の新規（更新）設置を行った。（計６枚） 

 

(4) 環境美化・保全に関する周知活動 

ア 犬の飼い主へ（７月）、農薬・野焼き（8 月）、家庭ごみ焼却（9 月）の組合回覧を

行った。 

イ 自然環境保全ポスター看板を上久堅自治振興センターフェンスへ設置した。（４月） 

 

２ 廃棄物対策活動  

(1) リサイクルステーションの運営・指導 

ア 委員が当番制で対応 [24 回／年] 

イ 農村広場[12 回/年]・旧平栗分校下[6 回/年]・上平集落センター前駐車場[6 回/年] 

 

(2) ごみ集積所の管理運営・分別指導 

ア 地区内 23 箇所のごみ集積所にて、管理、分別指導及び未回収ごみの処理を実施。 

イ 家庭ごみの分別方法について、地区ごとで学習会を行い分別について周知を図った。 

ウ 家庭ごみの出し方等に関する組合回覧を行った。（４月、６月） 



 
 

(3)稲葉クリーンセンター連絡協議会と連携した稼働状況の把握、対策の検討 

・ 稲葉クリーンセンター連絡協議会定例会 … コロナ禍により中止 

代替えとして稲葉クリーンセンターからまちづくり会長へ稼働状況報告（2/9） 

 

(4)委員研修視察の実施 

・コロナ禍であったため、例年の中山線のごみ拾い巡視に、草刈りや看板の更新（下

平掘割、富田境）などを加えて、地区内実地研修として実施した。（11/８） 

・家庭ごみの分別方法に関する学習会を開催した。（10/６） 

 

３ その他 

(1)「井戸水（一般飲料水）水質検査」斡旋申込の取りまとめ （9／4～9／25） 

    申込 ３件 

 

(2)「文化展」展示参加 （11 月 15 日～22 日） 

地区内美化活動状況、不法投棄パトロール、ごみ分別、外来植物駆除啓発などを展示 

 

(3)「火まつり」会場内交通整理及び警備協力 … 開催中止 

 

(4)委員会 [３回/年]、役員会 [３回/年] 



生活安全委員会 

 
１  交通安全活動 

(1) 交通安全施設（カーブミラー・ガードレール等）の維持管理 

ア 新設及び修繕要望取りまとめ（新設・修繕４件、規制要望１件）   

イ 安全施設に係わる支障木伐採等協力依頼（７月に各地区へ通知） 

 

(2) 交通安全の推進 

ア 交通安全運動期間中の人波作戦とシートベルト着用調査（年 4回） 

国道バイパスと県道交差点にて実施 

実施日 ４／６ 7／22 9／23 12／15 

通過車両台数(7:00～7:30) 122 台 112 台 108 台 111 台 

シートベルト着用率 100％ 100％ 100％ 100％ 

イ のぼり旗の設置等による安全運転啓発の取り組み  

・交通安全運動に合わせて各地区のぼり旗設置 

・県道 83 号 原平区 凍結危険個所へ凍結注意啓発のぼり旗設置（３箇所） 

ウ 高齢者の交通安全への取り組み  

・高齢ドライバー安全運転研修会(飯伊安協主催)への参加を組合回覧にて呼びかけ

たがコロナ禍のため中止 

・通行車両へのチラシ（ティッシュ）配布はコロナ禍のため取りやめ 

エ 冬季間の「凍結防止剤配備（12/７～）」及び「散布注意事項配布（12/16 組合回覧）」 

 

(3)「長野県民交通災害共済」申込書配布（2月～3月） 

   加入促進のため、各地区へ協力取りまとめ等依頼及び呼びかけを行った。 

 

２  生活安全活動 

(1) 防犯パトロール及び広報活動 

ア 分館単位によるパトロール・広報活動（１回／月：計 12 回） 

１分館 ２分館 ３分館 ４分館 ５分館 ６分館 

4 月、10 月 5 月、11 月 6 月、12 月 7 月、 1 月 8 月、2月 9 月、3月 

イ 特殊詐欺防止、子どもの防犯に関するのぼり旗を設置した。  

ウ コロナ詐欺に関する組合回覧を実施した。（5/27） 

 

(2) 防犯灯維持管理 

ア 防犯灯の点検（修理必要箇所の確認）、修繕(８件) 

   ※ 防犯灯総点検を実施（11 月から１月） 

イ 各地区委員からの報告に基づき、不点灯防犯灯の機器交換を実施（16 件） 

ウ 防犯灯の新設 １件 

 

(3) 火災予防活動 

ア 消防団非常召集訓練(春、秋)への参加協力 … 要請なし 

イ 年末警戒への参加協力 … 要請なし 

 

(4) 防災活動 

自主防災会規約に基づき組織運営に協力した。 

 

３  関係団体への協力 

(1) ひさかたの火まつり実行委員会 … 火まつり中止 



(2) 上久堅公民館 … 運動会中止 

 

(3) 飯伊交通安全協会（事務局 飯田警察署内） 

飯伊交通安全協会上久堅支部として参加協力した。 

 

(4) 飯田地区防犯協会連合会（事務局 飯田警察署内） 

生活安全委員会から役員を選出し、その活動へ協力した。 

 

(5) 飯田市消防団第 14 分団 … 要請無し 

 

(6) 上久堅小学校交通安全教室 … 中止 

 

 

４  その他の活動 

委員会 ３回 ・ 三役会 １回 ・ 防犯灯総点検説明会 １回 



 

健康福祉委員会 

１ 福祉のまちづくりの推進 

 (1) 高齢者のための事業 

ア 支部単位による敬老の日祝賀会の実施（9/20～21） 

    新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、例年行っていた食事会等は避け、

ご高齢の皆様を訪問し、お祝いの記念品贈呈等を行った。 

  イ 独居高齢者の方を対象に、交流の機会としてふれあい事業を計画 

    70歳以上独居の方を対象として日帰りバスハイクを行う予定だったが、感染

症拡大予防のため中止。 

  ウ 地区内高齢者の方と子供達との交流を目的とした事業を計画 

「おまめで楽しみまい会（隔年実施）」を計画する予定だったが、感染症拡大

予防のため中止。 

 (2) 介護を行う方向けの事業 

在宅で介護を行っている方を対象とした「介護者の会」を計画し、リフレッシ

ュや体力づくりを目的とした簡単な体操指導や情報交換会（昼食会）を行う予定

だったが、感染症拡大予防のため中止。参加対象者を訪問し、日常生活に役立て

ていただけるようプレゼントの配布を行った（54名）。 

 (3) 関係諸団体との共同事業 

  ア 保健推進委員との事業開催協力 

    委員会等において、運動実践講座等の開催について周知を行った。 

  イ 平和祈念祭への協力（隔年開催） 

    赤十字奉仕団・遺族会等と協力して隔年実施している。式典参加者22名。感

染症拡大予防のため式典のみとし、直会及び平和学習は行わなかった。 

 

２ 住民支え合いマップの有効活用 

  住民支え合いマップ（災害たすけあいマップ）の更新作業を各区で実施。住民取

りまとめ表を活用し、防災訓練に活かした。更新作業に併せ、主に高齢者世帯や要

援護者等を対象として、日常生活における困りごとの聞き取り調査を行った。 

 

３ 高齢者の交流の場への支援 

  シニアクラブ、いきいき会、ふれあいサロン等への補助。 

 

４ 健康福祉の基盤の充実化 

 (1) 委員研修の実施 

   飯田市社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターを講師に招き、「社会参加

と健康寿命」をテーマに研修会を行った。（7/13 委員14名） 

 (2) 移送サービス事業の実施 



 

   実施回数 63回 利用者 ４人（※４月～２月末までの実績） 

 (3) ボランティア活動への支援（ぬくもりの会：竜東デイ週１回シーツ交換） 

会員18名により、毎週水曜日に竜東デイサービスセンターにおけるシーツ交換

を行った。  

 

５ 関係団体への支援 

結婚相談員が行う婚活支援活動や研修への支援を行った。 
竜東４地区で行っている婚活イベントは、今年度は感染症拡大予防のため中止。 

 

６  その他の活動 

委員会 ４回 ・ 役員会 ３回 



公民館 

 

１ 企画委員会 

今年度のすべての活動は、「明るく・楽しく・元気よく」を心掛け取り組んだ。コロナ

禍であったため事業実施できなかったことがほとんどであるが、対策をして実施したこと

については、子どもから大人まで幅広い年齢層の方々に参加していただくことができ、交

流が生まれた。ふるさと自然体験 2020 は子ども育成事業として７年目を向えるが、今年

度は残念ながら中止となった。また、継続して分館の活発な活動を推進し、３つの専門委

員会へも協力を積極的に行っていきたい。 

・分館自主活動 コロナにより中止 

・しめ縄飾り講習会 ５、６分館のべ 29 人参加 ※その他の分館は中止 

・ふるさと自然体験 2020 コロナにより中止 

・いいだ人形劇フェスタ上久堅地区公演 コロナにより中止 

・ひさかたの火まつり第一部の支援 コロナにより中止 

・学級講座・その他事業の企画、運営 

・十三の郷ウォーキング事業における連携 中止 

 

２ 文化委員会 

地域に残る歴史や伝統文化の伝承を大切にし、子どもから高齢者までが一堂に集え、楽

しめる場となる文化活動を目指した。コロナ禍で事業が中止となる中、「上久堅を知る」

の事業では、神之峰について学ぶことが出来ました。現地にて「上久堅を学ぶ会」の方を

講師に招き、歴史を感じることが出来き、多くの方に参加していただきました。文化展で

は、地区で活動している団体、個人の作品を１週間展示したことで多くの人が楽しむ機会

になりました。 

・いいだ人形劇フェスタ学習会 コロナにより中止 

・ひさかたの火まつり第一部 コロナにより中止 

・下栗ふれあい祭りへの出店 コロナにより中止 

・上久堅うたの祭典 コロナにより中止 

・上久堅地区文化展 20 者約 200 点を展示 

・上久堅を知る「神之峰と知久氏の歴史」現地学習会 のべ 31 人参加 

・上久堅地区成人式 ８月へ延期 ※延期日は８月 14 日（土） 

・いいだ人形劇フェスタ上久堅地区公演における連携 中止 

 

 

３ 体育委員会 

今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各スポーツ行事等すべて中止となっ

てしまいました。来年度は、感染予防対策を行い、多くの皆さんが参加し、楽しいスポー

ツ大会を目指したい。 



・分館対抗女性スポーツ大会 中止 

・ＡＥＤ講習会 中止 

・分館対抗ソフトボール大会 中止 

・上久堅地区運動会 中止 

・分館対抗冬季スポーツ大会 中止 

代替事業…来季に向けたスポーツ講習会 中止 

・十三の郷ウォーキング事業における連携 中止 

・Ｄブロック公民館交流スポーツ大会 中止 

・竜東中学校区交流スポーツ大会 中止 

 

４ 広報委員会 

館報「かみひさかた」を発行し、公民館活動や地域の情報提供、上久堅の自然や歴史、

文化に関わる行事などの記事を掲載するが、今年度は行事・イベントが中止のため記事の

選定に苦労した。年間４回発行予定だったが３回の発行になった。「館報発送サービス」

も発行と同時に行った。 

写真展は「満蒙開拓団上久堅村の生活風景」と「昔の上久堅の生活・風景」を展示。地

区内外から 170 名の来場者があり盛り上がった。また、内容としても好評であり、来年度

も継続して実施していきたい。 

・館報「かみひさかた」の発行 計３回 1,950 部発行 

・館報発送サービス 地区外居住者 35 名へ発行の都度送付 

・上久堅写真展 「満蒙開拓団上久堅村の生活風景」、「昔の上久堅の生活・風景」展示。 

・館報編集学習会 

 

５ 学級・講座 

飯田市公民館の８つの重点事業に基づき、地域に着目した学習と交流を深める取組みを

実践した。これからも上久堅の課題解決や地域を元気にする学級・講座を行っていきたい。 

・乳幼児学級 のべ 13 人参加 

・上久堅小学校・ＰＴＡ・公民館三者共催講演会 中止 

・図書分館・公民館共催冬のお楽しみ会 中止 

・図書分館・公民館共催いいだ人形劇フェスタ観劇バスツアー 中止 

・十三の郷ウォーキング事業 中止 

・南信州狼煙リレー のべ 30 人参加 

・上久堅小学校３年生への方言人形劇の指導（上久堅を学ぶ会との連携事業） 中止 

・男性料理教室 中止 

・リサイクル業者の見学・学習会 のべ 14 人参加 

・上久堅の民俗と村誌を読み語る会 

 

 

 



６ その他 

・飯田市公民館大会 中止 

・飯田市女性バレーボール大会 中止 

・Ｄブロック交流バドミントン大会 中止 

・上久堅小学校クラブ活動への支援（６名の講師を学校へ紹介） 

・上久堅小学校３年生総合学習「人形劇」活動への支援 中止 

・上久堅小学校５年生総合学習「お米づくり」への支援 

・親子サークル「ありっこくらぶ」への支援 

・各種サークル、団体への支援 


