
1 

 

令和元年度 第１回美篶地域協議会会議録 

開 催 日 令和元年６月１１日（火） 

開 催 時 間 開 会 午後７時１０分 閉 会 午後９時０８分 

開 催 場 所 美篶きらめき館 第１、２会議室 

委員の出欠 

 

出席１８名 

欠席 ２名 

 委員氏名   委員氏名   委員氏名  

1 中山 一成 出 ８ 吉田 宮雄 出 15 丸田 旭雄 出 

2 中澤 春樹 出 ９ 橋爪 依二 出 16 上島 郁子 出 

3 木下 隆人 出 10 北野  徹 出 17 富島 克洋 出 

4 赤羽 今男 出 11 中村 敏一 出 18 赤羽 教子 出 

5 有賀 春孝 出 12 遠山  豊 出 19 黒河内 浩 欠 

6 矢野 清志 出 13 渋谷  明 出 20 白鳥 敏明 欠 

7 小松 千里 出 14 山岸眞由美 出    

署名委員 木下 隆人 赤羽 今男  

委員以外 

の出席者 

 なし 

 

市 側 の 

出 席 者 

 なし 

出席した 

事務局職員 

美篶支所長  伊藤 明生 

協議事項 

 

１ 美篶の魅力等に関するアンケート結果について 

２ 美篶駐在所の移転改築等の要望について 

３ その他 

 

配布資料 １ 名簿 

２ 美篶の魅力や地域づくりに関するアンケート集計結果、回答一覧 

３ 平成３０美篶駐在所の移転改築等の要望書及び回答書 
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■概要 

１ 開会  

  伊藤美篶支所長の進行により、午後７時１０分に開会する。 

 

２ あいさつ （中山会長） 

 

３ 委嘱書の交付 

  選出団体の長等の交代により 

  現年度美篶区長会長 赤羽 今男委員、現年度美篶区長会副会長 有賀 春孝委員、現

年度美篶区長会会計 矢野 清志委員、消防団美篶分団長 北野 徹委員、美篶保健委員

会長 上島 郁子委員、美篶小学校ＰＴＡ会長 富島 克洋委員、日赤奉仕団分団長 赤

羽 教子委員に委嘱書を交付 

 

４ 自己紹介 

  委嘱書の交付を受けた委員が自己紹介 

 

５ 会議録署名人の指名について 

会長から、３番委員 木下 隆人委員と、４番委員 赤羽 今男委員を指名 

 

６ 協議事項（会長議長） 

 (1) 美篶の魅力等に関するアンケート結果について 

事務局から、配布資料に基づき説明 

（会 長）ただ今、事務局から説明のありました「アンケート結果について」、まず、

本日の協議を進めるに当たり、説明を受けた資料に関し、何かご質問等ござい

ましたら、お願いたい。 

  （委 員）文字と数字のみであるので、パワーポントを使い、図で見える化してほしい。 

できると思う。 

  （会 長）図表化できるまとめだと思う。 

  （事務局）検討してみたい。 

  （委 員）高遠、長谷、手良を除き、８月１５日に成人式が行われる。新成人のアンケ

ートでどういう回答が出てくるか楽しみであり、不安でもある。 

  （会 長）ぜひ、アンケートをお願いしたい。 

  （委 員）美篶の歌を聞いたことがない。６、７年前にパンフレットは見たことがある

が、聞いたことはない。何らかのアピールが必要ではないか。 

  （委 員）パンフレットとＣＤをつくった。以前、エーコープでも流していた。 

  （委 員）もう少し大っぴらにしないといけないのではないか。 

（会 長）一時は、いろんな行事で流した。学校でも扱っているので、再度、普及を考
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えていかなければならない。 

  （委 員）中学２年生はどうだったのか。 

  （委 員）美篶の歌は、楽譜がなかった。メロディーから有賀さんが楽譜をつくった。 

  （会 長）６年生は、４年生の時に研究課題でやった。 

  （委 員）ＰＴＡ、保護者の追加アンケートをできないか。５割以上でないと信頼性が

ない。 

  （委 員）アンケートは前年度の役員で行った。人が変わっているので、今の役員にし

たらどうか。 

  （会 長）検討したい。ＰＴＡ会長も了承でよいか。 

  （委 員）もう少し何とかしたい。今の時期ならいいのではないか。 

  （会 長）実施する方向で努力する。 

  （委 員）連番は、同じ人として考えてよいか。 

  （事務局）同じ人である。 

  （委 員）アンケートの回収率により、妥当性があると思う。回収率が低いと、アンケ

ート結果を見間違える可能性がある。 

  （会 長）９０％、５０％、それぞれで受け止めてやればよいのではないか。 

  （委 員）回収率２７％を５０％になったらよしとするのか。 

  （会 長）市民のアンケートが４５％で、それをよしとすれば、ＰＴＡ等のアンケート

もそこまで行けばいいのではないか。出された意見をどうする活用するかだと

思う。 

       ＰＴＡ、保護者会へのアンケートと新成人へのアンケートは宿題とさせてい

ただきたい。 

  （委 員）「天伯社、さんよりこより」は、美篶全体で興味があるのか。 

  （委 員）そうではないと思う。 

  （委 員）新成人は、同じアンケート内容でよいのか。 

（会 長）成人式の案内状に同封したい。内容も絞っていくと書きやすいのではないか。 

（委 員）選択方式の内容も検討してもいいのではないか。回収の方法はどうするのか。

予算はあるのか。 

  （事務局）内容は、正副会長等で検討させていただければと思う。予算は０円予算であ

る。回収方式は検討させてください。 

  （会 長）委員の皆さんの意向に沿って進めていきたい。 

なお、アンケートへ協力していただいた小中学校への資料提供やアンケート

結果の概要の美篶地区への周知が必要かと思う。それらについては、正副会長

と事務局へお任せいただくということでお願いしたいと思うが、いかがか。 

  ～了承～ 

 (2) 美篶駐在所の移転改築等の要望について 

事務局から、配布資料に基づき説明 
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（会 長）事務局から資料の説明をしていただいたが、最初に「美篶駐在所の移転改築」

について、お願いしたい。 

（委 員）現施設で、下水へつなげると言っていたが。 

（会 長）改築はまだ順番でない。当面は予算がつかない。 

（委 員）東部は交番構想で行く感じである。西部は、西春近、西箕輪が駐在。 

（委 員）昨年、国道１５３号の伊北から伊南までのルートが確定して、できれば駐在所

を交番化したいと考えている。長谷は新しくしたが。 

（委 員）駐在を置くところと交番化されるところと分かれる。個々の駐在から、交代勤

務の交番がいいと言っていたような気がする。 

     駐在では、必ず警察官がいるわけでなく、交番ならだれかいる。 

（委 員）交番はどこになるのか。 

（会 長）東春近か富県になるようだ。美篶を通る１５３バイパスは、盛土で生活道路と

は密着しない。 

（委 員）上の原は、地区の真ん中を１５３バイパスが通る。 

（委 員）駐在は、地元密着。遠くになれば別の地域になってしまう。 

（委 員）美篶は、最寄りの警察が伊那警察署になってしまう 

（委 員）駐在は不在が多いので、なるべく１１０番か伊那警察署へ連絡したほうが早い。 

（委 員）何年も前から話をしている。美篶に駐在所があった方がいいということだが、

話が前へ進まない。 

（会 長）交番化構想があり、改築の順番でもない。本来は地域密着の駐在所がいい。話

が進まなくても、繰り返してやってほしいという話もあり、毎年繰り返してやって

きた。 

（委 員）継続も大事であるが。 

（会 長）署長も変わったので、継続して要望していきたい。次回に原案を示したい。 

     手良は一緒にやっていくということで話はもらっている。美原とか前原などのま

とめ役をどこに話をするのか。関係の地区と協議して要望書の内容を取りまとめて

いくということで、いかがでしょうか。 

ご了承いただければ、関連する地区等の協議結果については、次回、報告させて

いただきたい。 

  ～了承～ 

（委 員）二人の県議会議員にも話をして、警察を管轄する長野県議会の総務警察委員会

へ要望を出したらどうか。そこを巻き込んだ方がいいと思う 

（会 長）地元市議会議員に相談して、進めたい。次回、報告したい。 

（会 長）次に、「三峰川右岸道路の安全対策」について、お願いしたい。 

（委 員）ごみ処理施設の稼働により、交通量は増えているのか。 

（委 員）感じとしては増えている。 

（委 員）ダンプが多いと思う。 
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（委 員）広域連合で、交通量調査をしていないのか。 

（会 長）三峰川右岸道路の交通量調査について、行っているのか分からない。 

（委 員）あまり増えていないような気もする。ごみ収集車はあまり気にならない。 

（会 長）三峰川右岸道路を横断したりするが、交通量は増えていると思う。時間帯に

よっては、車が途切れないときがある。 

  （委 員）高遠線も工事し、新山へ下る県道も下水道の工事をしていたので、ナイスロ

ードへ車が迂回しているのではないか。 

  （会 長）すべての交通事情により、交通量が増えたのではないか。 

  （委 員）要望書を継続して出していくのかどうか。 

  （会 長）１５３バイパスがくれば、格段に違ってくる。１５３バイパスの関係も進ん

できているので、文書的に検討をしていくが、要望を出していきたい。 

  ～了承～ 

  （会 長）次回、案を示したい、 

  （会 長）次に、「学童クラブ専用施設」について、お願いしたい。 

  （会 長）昨年の状況であれば、いいと思うが、状況が変われば出していくということ

か。 

  （委 員）保育園は未満時が増えている。それが、学童クラブも増えていく。富県は児

童数が少ないのに、学童クラブは広い。他と比べて美篶の学童クラブは面積は

どうなのか。もう少し広い面積が必要ではないか。 

  （委 員）学童クラブの登録者は、増えている。 

  （委 員）せめて拡充の要望は必要ではないか。 

  （会 長）現施設は、スペース的に難しい。 

  （委 員）５年後、笠原は、児童が１人だけになり、児童数は減っていく。ほっとセン

ターを使わせてもらえるなら、子ども達は狭くても楽しくやっている。 

       ４月初めに保護者の車で事故があり、保護者の入場時間を制限した。旧給食

室の跡地は駐車場へもっていく。 

       学童クラブを少しでも広げていただけるようなら、続けて要望してほしい。 

  （委 員）拡充ということで、文書を変えて出したらどうか。 

  （会 長）学童クラブの拡充、より満足度を向上するということで要望を出していくこ

とでよろしいでしょうか。 

  ～了承～ 

（会 長）次回、案を示したい、 

 (3) その他 

（会 長）その他、全体を通して、委員の皆さんから何かありましたらお願いしたい。 

  （委 員）美篶小学校の子どもを守り育てる会で話がでたが、どこの会議で話をしてい

いのか分からないので、ここで話をしたい。自動車事故、高齢者の事故から、

子どもをどう守っていくか。 
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       団体の共通の認識でやっていくべきか。そして、通学路の防犯灯の対応につ

いて、手良から末広につながる通学の防犯灯をどうすうか。 

  （委 員）区長会で話をしてもらったらどうか。 

  （委 員）それぞれの組織で繰り返して話をしていくことが必要。防犯灯の重要性があ

るなら、手良の区長会と話を付けてもよい。 

  （委 員）郵便局から美篶小学校までの道路で、スピードを出す車が多い。保育園の送

迎者や選果場へ搬入する車など。区長会でも注意を流してほしい。 

  （会 長）以上で、協議事項を終了し、進行を事務局へ戻します。 

 

７ その他 

  （事務局）第２次伊那市総合計画の概要版をお配りしてあるので、目を通していただけ

ればと思う。 

なお、次回の協議会は、資料を準備し、８月か９月頃をめどに日程調整をお

願いしていきたい。 

 

８ 閉 会 

  副会長から閉会のあいさつ 

 

 

 


