
 月　 と　　き 時　　間 備　　考

10 ２２日（土） ８：３０～ 秋のクリーンデー 柳原交流センター 集合

２６日（土） ９：３0～ 柳原歴史探訪　講演会 柳原交流センター　大学習室 申込み

２６日（土） １３：３０～ 防災講演会 柳原交流センター　大学習室 申込み
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◇◇◇ お問合せ ・ 申込み ◇◇◇

〒３８１－００１７

長野市大字小島804－5 柳原総合市民センター内

柳原地区住民自治協議会 事務局 ☎217-2365
月曜日～金曜日 9:00～14:00 お気軽にお立ち寄りください

相続 遺言 不動産・会社法人登記等手続き

URL http://www1.odn.ne.jp/shiho-karasawa/

柄澤 定夫 司法書士事務所
〒381-0012 長野市大字柳原２３１７番地２５

TEL 026-295-1758 ＦＡＸ026-266-0958

１１月 １日（火）

１０：００～１２：００

柳原交流センター 和室にて
時間内でしたらいつでも入室 です。

イ ベ ン ト カ レ ン ダ ー

申込みなし

どなたでも参加できます。

お出かけください。

◆ 折り紙で季節の飾りを作ろう

◆ 新しいまちづくりの計画の概要をお知らせします。 見開きページをご覧ください。

◆ １０月は『ごみ分別強調月間』

ごみの分別・リサイクルにご協力下さい。

◆ 秋のクリーンデー

美しい環境をつくるため自宅周辺の道路や

植え込み等をきれいにしましょう。

１０月２２日（土）８：３０～
柳原総合市民センター 集合

持ち物 剪定はさみなど

植栽・剪定等を行います。

どなたでも参加できます。

日 時 １１月２６日 （土） ９：３０～１２：００

会 場 柳原交流センター 大学習室

講 師 長野県立歴史館：町田勝則さん

定 員 ５０名 申込みが必要です

締 切 １１月２２日（火）
事務局まで ☎２１７－２３６５

柳原歴史探訪 講演会

『柳原地区

弥生遺跡の重要性について』

● 長野市消防団 柳原分団より

１１月９日から１１月１５日 ＜秋の火災予防運動＞

長野市消防団では年間を通して火災・災害救護活動とともに、火災予防運動を行っています。

消防積載車にて広報活動を随時行っています。ご協力をお願いします。

◆ ウオーキング

１１月２日・１６日

１２月７日・２１日

第１・３水曜日 （雨天中止）

柳原市民センター前 １０時 出発します

１０時までにお集まりください。

３０分から１時間ほど歩きます。

申込みなし

どなたでも参加できます。

お出かけください。

柳原を歩こう まちなかウオーク

石斧のお話

◆ 防災講演会

天災を完全に防ぐことは出来ません。

しかし、それが軽微な被害で終わるか大被害を

もたらすかは、私たちの心の備えによって左右されます。

１１月２６日（土）１３：３０～
場 所 柳原交流センター 大学習室

講 師 信州大学 特任教授 神田 孝文さん

定 員 ５０名 申込みが必要です

締 切 １１月２２日（火）

事務局まで ☎２１７－２３６５

秋

中俣地区内に石斧の

工房があったそうです



◆ 新しいまちづくりの計画の概要をお知らせします。 見開きページをご覧ください。

ふるさと再発見

自分たちの住む地域＜やなぎはら＞の歴史・文化・ひと・活動を知ることによって柳原を好きになってほしい。

楽しみながら地域を探検、調査する活動が「やなぎはら探検隊」です。

やなぎはら探検隊

歴史講座 地域の成り立ちなど、古代、中世の柳原についての話を聴く、遺跡を歩くなどの講座を開催します。

地区内の散策

見学 市立博物館、県立歴史館をはじめ、さまざまなところへ出かけています。

柳原まるごとマップ制作

地域のあらゆることを電子データにして地図と連動させる構想です。

遺跡の場所、出土した遺物、史跡、公園や遊具、アヤメの咲いている場所などを地図（ＷＥＢ）に表示します。

スマホ片手に地区内散策が楽しくなるツールとして提供できるように考えています。地域の歴史的な史跡の説明

や私のおすすめウオーキングコースなど、どんどん広げていく予定です。

お花いっぱいやなぎはら

アヤメの里復活大作戦

かつて、柳原駅にたくさん咲いていた、アヤメの花を地域にいっぱい咲かせる活動です。

どこの家でもアヤメが咲いている、いろんな花が咲く柳原にしていきます。アヤメをいっしょに育てませんか？

春・秋のクリーンデー

花の咲く、ゴミのない町にしたい。

春は、地区内一斉にごみ拾い、秋は、市民交流センター周辺の剪定や緑化を実施しています。

フラワーロードやなぎはら

地域内を歩くとき、いつでもどこでも花が咲いている、そんな町にしましょう。

まなぶ・はぐくむ・きれいな

子どもの居場所

Kidsサードプレイス

家庭・学校ではない、地域に『子どもの居場所』をつくります。

地域の人と過ごす空間と時間が、新しい価値観に出会う場、視野を広げることにつながることを期待します。

子ども時代に体験してほしいことがいっぱいあります。

※親・先生と子はタテの関係、友達とはヨコの関係、地域の大人や異年齢の人とのつながりをナナメの関係といい

ます。

住民自治協議会は平成20年５月に発足して以来、活動も順調に推移し発展してきました。

平成27年４月には、地区版地域福祉計画を継承する第二次「まちづくり計画」を策定し、計画のテーマを

「わくわくやなぎくん」、基本目標を「安全で安心 災害にだってまけない人とまち」「わたしも元気あな

たも元気“おたがいさま”と言えるまち」「世代を越えて学びあい 郷土を育む人とまち」「ホットなリンク

ステーションやなぎはら」の４つを掲げ、24の事業を推進してきました。

地域を取り巻く課題は、少子高齢化・一人暮らし高齢者世帯の増加などに代表されるように変化しています。

また、浸水被害への備え、避難の準備など自然災害への備えも喫緊の課題です。人と人のつながり、地域コ

ミュニティーが住民の支えあいのみならず、減災・防災の基礎となります。

このことから、令和４年４月からは、計画のテーマ「わくわくやなぎくん」を継承し、４つの基本目標を

掲げた「第三次まちづくり計画」によりまちづくりの活動を推進します。第三次の計画の策定にあたっては、

「あなたは、どんなまちに住みたいですか？」「自分たちの住むまちのことを考えてみませんか？」から計

画づくりを始めました。住みよいまちづくりに向けて、住民一人ひとりが主人公になって、柳原に住むみん

なの力で事業を推進してまいります。

あなたが主役 住民一人ひとりが主人公になれるまち

 柳原全体 小島 中俣 布野 村山 柳原団地 

年 2008 2022 2008 2022 2008 2022 2008 2022 2008 2022 2008 2022 

人口 7,242 6,743 2,520 2,374 2,444 2,343 1,032 1,146 457 478 789 402 

世帯数 2,686 2,892 915 997 948 1,026 374 439 153 187 296 243 

高齢化率 19.0% 30.8% 21.0% 32.2% 16.0% 25.4% 25.6% 32.1% 26.9% 34.3% 10.5% 45.5% 

 

● 人口/世帯

 西暦 できごと  

明治 1889 柳原村の発足  

大正 1926 長野電鉄柳原駅開業  

昭和 1954 長野市へ合併  

1958 東北中学校開校 1959伊勢湾台風 

1966 アップルライン開通 1964東京オリンピック 

1974 県営柳原団地入居開始  

1975～1985 宅地開発最盛期  

1977 柳原小学校移転・開校  

平成 1995 長野市民病院開設 1995阪神淡路大震災 

2005 ベイシア長野東店オープン 1998 長野オリンピック 

2008 柳原地区住民自治協議会発足  

2009 村山橋老朽化架替上下線開通  

2010 柳原総合市民センター開設 2011東日本大震災 

2016 塔鋺形合子の発掘  

2017 第 4給食センター開設 2017神城断層地震 

令和 2021 長野東バイパス開通 2019令和元年東日本台風 

2021 ベイシア長野東店撤退 2021 東京オリンピック 

 


