平成 27 年 1 月 15 日発行

創刊号

まちづくり計画（案）ができました。みなさまのご意見をお聞かせください。
柳原地区住民自治協議会では、アンケート結果や日頃の活動を通して見え隠れする課題を
解決するために、柳原をこんなまちにしたいという思いをまちづくり委員会のメンバーを
中心に 1 年間以上をかけて話し合い、まとめたものです。
以下の計画（案）≪抜粋≫をご覧ください。より良い計画にするためにみなさまからの
意見を募集します。ご意見のある方は、意見書の提出をお願いいたします。
なお、アンケート結果や詳しい計画についてご覧になりたい方は、住民自治協議会事務
室にお越しください。
１

意見の募集期間

平成 27 年 1 月 16 日（金）～2 月 12 日（木）

２

意見の提出方法

所定の意見書に記入し、持参、郵送、ファクシミリにより提出

３

提出先

柳原地区住民自治協議会 事務局
住所：長野市小島８０４－５
電話ＦＡＸ：０２６－２１７－２３６５

４

意見の公表

提出いただいたご意見への個別の回答はいたしません。
なお、計画への反映状況については、「やなぎくん通信」などで
公表をしていく予定です。

※

Ｐ２,３,４の３ページにわたり、４分野に分けて計画を説明しています。

ワクワクやなぎくん
安全で安心災害にだって負けない人とまち

世代を越えて学びあい 郷土を育む人とまち
わたしも元気 あなたも元気 「おたがいさま」と言える人とまち
ホットなリンクステーションやなぎはら

あんぜん
ひと

ま

まけない

ま ち

ち

◇命を守る、暮しを守る

個から隣近所 そして地域へ

防災・減災 自助・共助

◇交通安全や防犯など安心して暮らせるまちにする◇災害にあってもそれに負けない人のつながりをつくる
テーマ

どんなことやるの？

みんなで守ろう！
地域の安全

わんわんパトロール隊

地域内の安全（防犯・見守りなど）を愛犬
の散歩をしながらパトロールするわんわん
パトロール隊

ＡＥＤ案内ボードの作成

住民がみんな、いざという時に使用できる
〔ＡＥＤ〕の設置場所の周知、操作訓練も

安心は日頃の備えと 災害時の物資調達
地域の絆

連絡網整備

◇継続事業
ナイトスクール

どんなものがどれくらい必要か考えよう
メール、ハンドマイク、声かけなどすべて
の住民への連絡が届く体制の整備

◆他にもこんなことをやっています
クリップライト販売

柳原地区防災訓練

防犯パトロール

通学路街頭指導

カーブミラーの清掃

はつらつ

安全・防災マップ・避難場所看板の更新

白線引きの実施

げんき

災害時用支援者支援事業の推進

ささえる

◇まずは、心と身体が健康であること ◇おたがいさまの精神でやれる人がやれることをやる
◇みんなで助け合い支え合っているまち ◇元気な人だって支えてほしいこと支えてほしいときがある

テーマ

どんなことやるの？

認知症カフェ開設（４月から）
「“家族を探して”と言 「誰もがみんな認知症サポー
い合える地域に」
ター」育成拡大
ネームタック大作戦（徘徊行方
不明防止策）
達者がなにより事業

健康フェスティバル開催
足は第二の心臓。現在の「健康ウォーキ
体力測定・学習、実習・健康 ング大会」を核に年１回から通年へと拡
講座の開催
ウォーキングで健幸（健康）

「おうち」の扉を
尐し開けよう！

今や、認知症の人がいる地域はあたり
前。本人、その家族、周辺の人などが気
軽に集える場、徘徊しても住民だけでな
く学校、企業などが連携して対応できる
地域を目指す

ゴミ出しボランティア隊
お訪ねおはなし隊(自宅開放「ﾜ
ﾝｺｲﾝ」持って)

充し、「いつでもウォーキングのまち」
へ、また、健幸（康）披露の場「健康フ
ェティバル」を設けるなど行う
尐子高齢化、核家族化に伴いひとり暮ら
し高齢者・老々世帯の支援を、現在活動
している「雪かきボランティア」事業を
核に支援範囲の拡大を図る

◇継続事業
ふくし相談（よろず相談）地域福祉大会
敬老会

ひとり暮らし高齢者のつどい

お茶のみサロン、ふれあい会食
雪かき隊ボランティア

まちの縁側事業

ラジオ体操

介護者のつどい

認知症サポーター講座

社会を明るくする運動

車椅子貸出し

◆他にもこんなことをやっています
福祉事業の推進
あんしん便利帳の衣替え（カード方式に）

地域たすけあい事業＜福祉自動車・家事援助＞

まなぶ

はぐくむ

きれいな

◇子どもから高齢者までみんなが学び、地域で人づくりをしていこう
◇教える人、教わる人みんなで学ぶ
◇花の咲く

次世代を育てる◇環境も人とのつきあいも住みよいまちにしたい

ゴミのない町からはじめよう

◇住んでよかったと思える故郷にしたい

テーマ

どんなことやるの？
やなぎはら探検隊

失われてしまった地域遺産（池・川・街
並み）を掘り起こし、より豊かな地域活
動に繋げる

ふるさと再発見
Kids サードプレイス
こどもワンコイン塾
創設(第一は家庭、第二 放課後の子ども教室開催
は学校、第三は「ココ」) やなぎはらプレイパーク

児童館などで対応できない子どもたち
の居場所の補完事業として計画

お花いっぱい・
やなぎはら

柳原駅のアヤメは毎年ニュースになる
程であったが、今は忘れられつつある。

こどもが自由に遊べる場所（ﾐﾆ北部ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝﾊﾟｰｸのような）

アヤメの里
フラワーロードやなぎはら
柳原総合市民センター周囲の
植栽区域花園化運動
桜堤

この遺産を生かしアヤメの咲く柳原は
もとより、お花いっぱい運動を展開し、
これを通じて景観や環境の改善、住民同
士の交流、地域活性化を図る

◇継続事業
子育て支援

尐年尐女球技大会

春のクリーンデー

しめ縄つくり

◆他にもこんなことをやっています

柳原の今昔を写真で残す

人権を考える住民の集い

放課後子どもプランへの支援

地区別研修会

ごみゼロ運動、河川清掃の実施
ゴミ集積場への搬出指導

きりとりせん

✄

まちづくり計画（案）への意見書
氏

名

連絡先（さしつかえなければ）

用紙が足りない方は、別紙でも構いません。
＜私の意見＞

地区内巡回
ゴミ分別啓発事業

不法投棄防止啓発板設置

つながる

あつまる

◇興味、趣味、関心で人が繋がる ◇誰もが主人公になれるそんなまちにしたい
◇気軽に集まれる場所 ホッとできるところをつくろう
◇若い世代（高校生や中学生を含めて）が地元で活躍できる場や機会をつくろう

テーマ

どんなことやるの？

や な ぎ は ら 地 域 情 報 ホームページの運用
現運用のホームページを核に。ICT・
の発信力向上
掲示板（発信箱、意見箱併設） Tool とｱﾅﾛｸﾞ Tool を融合させ柳原地域
情報の更なる掘起こしと発信、そのた
ICT 利用促進
めの発信基地の充実と ICT 弱者の支援
を図る
人財（人材）発掘事業 ボランティア人材登録
ボランティアグループの養成
ほっとリンクステーション
ほっとリンクステー
実行委員会設立
ション創設

地域を活性化するにはボランティア力
も必要
各地区公民館などの開放を進め、人を
集める仕掛け、環境、種々雑多なサー
クルの立ち上げ基盤整備をし、
「やなぎ
くんこれから育」の開設・試行・定着
など事業内容の拡充を図る
柳原地区を中心にした東部地域には歴
史のある企業、先端企業、各種福祉施

まちと企業の連携

地元企業との交流活動

設など多くが点在し活動している。
これら企業と住民がより積極的に交流
を図り地域の活性化に繋げる

宝の山の発掘

リサイクルハウスの設置
広告スポンサーの拡大・獲得

住民自治協議会の運営資金源の拡充を
図り、住民活動に寄与する
◆他にもこんなことをやっています

◇継続事業
新年祝賀会

成人式

地区運動会

球技大会

文化祭

史跡めぐり

まちづくり計画の策定・実行管理

ふれあい収穫祭

広告スポンサーの拡大・獲得

活き生き柳原みんなでトーク

住民自治協議会だよりの発行

いきいきわがまちやなぎはらの発行

やなぎくん”グッズ”用いたＰＲ

花の苗・種交換会

柳原の「まちづくり」をいっしょにやりませんか？
何かやってみたいことがある方、特技のある方、時間はあるよという方、こんなことで困っていると
いう方、一人で寂しいという方、きっかけは何でもＯＫです。お待ちしています。

柳原地区住民自治協議会

事務局

☎

〒３８１－００１７
長野市大字小島 804－5

柳原総合市民センター内

お気軽にお立ち寄りください

217-2365

