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今年度、入山辺地区の子ど
もから大人まで、幅広い世代
が交流を図れることを目的
に、
「世代間交流事業～松本
ぼんぼんへの参加」と「世代
間交流講座～全３回」を実施
しています。
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初めて松本ぼんぼんを踊っ
第３回は、 月 日（土）
たけれど、練習をしながらこ に料理教室を行います。クリ
れならいけるかなと思いまし スマスに向けて、ミートロー
た。本番はたくさん人がいて フやミネストローネ等を作り
緊張したけれど、だんだん慣 ます。子どもが楽しめる企画
れて楽しく踊れました。来年 も用意していますので、是非
もあればまた参加したいです。ご参加ください。
（小４ 新井 康希くん）

24

８８６戸
１, ００３人
１，０６９人
２，０７２人
世帯数
男
女
総人口

12

第 回親子ひろば

11

～世代間交流講座～
７月 日（土）
、晴天のなか
世代間交流講座は全３回の 親子ひろばが開催されました。
日程で開催しています。
毎年恒例の流しそうめんや魚
第１回は、８月 日（土） のつかみどり、長いのり巻き
に上高地ウォーキングを行い、作りなどが行われ、たくさん
名の参加がありました。２ の親子で賑わっていました。
名のガイドで２班に分かれ、 そして、今年初めて行われ
上高地の植物や目の前の山々 たイベントが「新聞玉合戦」
。
などについて話を聞くことが こんな山辺にするじゃん会よ
できました。歩
り考案された新競技で、名前
きながら、子ど
のとおり新聞を丸めて作った
もをはじめ異年
玉で行う雪合戦のような競技
齢の方々と交流
です。チーム対抗で行い、相
することもでき
手チーム全員に新聞玉をあて
ました。
てアウトにするか、相手チー
第２回は、９月３日（土） ムの旗を取ったら勝ちです。
に陶芸体験を実施し、 名が
集まってくれた子どもは
参加しました。南方町会の赤 人以上。８チームに分かれて
羽義徳先生を講師に招き、思 トーナメント戦を行いました。
い思いにお皿をデザインしま 子どもたちにとって初めての
した。完成した
競技でしたが、すぐにルール
お皿は地区文化
を理解してもらえ、たくさん
祭で展示します
汗をかきながら思いきり楽し
ので、お楽しみ
んでいるようでした。
に。
（こんな山辺にするじゃん会
会員 朝倉 久美さん）
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～世代間交流事業～
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松本ぼんぼん への参加
８月６日（土）に開催され
た市内の一大夏祭り松本ぼん
ぼんに、入山辺地区で参加を
しました。子ども 名、大人
名の計 名が参加しまし
た。初めて踊る参加者もいま
したが、民謡サークルの皆さ
んから全９回の練習を受け、
無事、当日を迎えることがで
きました。本番は入山辺連全
員で気持ちを一つに、楽しく
踊ることができました。
60

参加者 からの感想

39

今年から初めての試みで、
時間も無いなか、練習から大
勢の方々に参加してもらい、
踊りに励むことができまし
た。親子だけでなく、ＪＡ女
性部の皆さんなど、大人も参
加してくれたことで、幅広い
世代が一丸となって踊る雰囲
気がつくれたのではないかと
思います。
（民謡サークル代表
大澤 芳子さん）
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団結式で全員集合！
同じデザインの
Ｔシャツとうちわで
出たよ！
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松本ぼんぼんへ参加しました！

世代間交流事業
かけ声は、
「わっせー、わっせー
いりやまべ！」

平成28年9 月 1 日 現在

通事業補助金では、補助金上
限額８５０万円を活用できま
すが、収支率 ％以上が条件
です。例としてバス運行経費
が総額９４４万円の場合、市
からの補助金８５０万円を活
用するためには、 万円以上
の収入が必要です。この 万
円以上を、運賃、町会費、広
告費等で確保する必要があり
ます。
現在は、上記運行計画（案）
に基づき、収支計画、運行ルー
ト、運行時刻、運賃、運行事
業者選定等について、協議し
94

※設問ごとに無回答者があるので、総数は一致しません

ています。
アルピコ交通は当初９月末
の廃止を予定していました
が、 代 替 交 通 が 検 討 中 で あ
ることから、
「９月末にこだ
わらず柔軟に対応していきた
い」としています。

親 子 ひろ ば

山辺小５年
宮坂 浩康

交通対策 の進捗状況

アンケートの結果、入山辺
線に替わる交通手段が必要と
回答した世帯が４４１
（ ％）
、
利用者や地域で負担しながら
も、公共交通を維持していく
べきと回答した世帯が３９５
（ ％）ありました。
アンケート結果を参考に検
討している運行計画（案）は、
【朝夕の通勤通学の時間帯】
入山辺線のルートで運行
【昼間の通院買物の時間帯】
集落別コースを曜日別に運行
するというものです。
松本市の地域主導型公共交

16
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アルピコ交通の入山辺線が
廃止されることを受け、６月
日（木）に「入山辺交通対
策協議会（会長栁澤町会連合
会長）
」を立ち上げ、代替の
地域主導型公共交通について
検討を進めております。
地区住民の皆さんの意向を
確認するためのアンケート調
査を７月中旬から８月上旬に
かけて実施しました。６４１
世帯に配布し、５４２世帯か
ら回答をいただきました。
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★現在、自家用車等で家族を送迎してくれる人がいますか
・いる：３８４（73％） ・いない：１４３（27％）
★入山辺線に替わるバスや乗合いタクシー等が必要ですか
・必要：４４１（82％） ・必要ない：９６（18％）
★利用者や地域で負担しても公共交通を維持していくべきですか
・維持する：３９５（79％）
・維持しない：１０７（21％）
★新たな公共交通を世帯で利用する人はいますか
・利用する：２３５（61％）
・利用しない：１５２（39％）
★運行経費の確保の方法として、最も近いお考えは
・利用しやすい運賃設定と、差額は地区全体で：２８６（60％）
・運賃が高くても利用者が負担：１０１（21％）
・費用負担があるなら公共交通は不要：６４（14％）
・会費で費用をまかない、利用時の運賃は無料：２３（５％）
★代替交通の運行方法はどのようにすべきか
＜定時定路線の場合＞
・現在の路線バスのバス停だけを運行：２４８（57％）
・集落の決めた場所を運行：１８２（41％）
・その他：９（２％）
＜デマンド（事前予約制の場合＞
・予約のある集落の決めた場所を運行する：２１２（52％）
・予約のある路線バスのバス停だけ運行：１８０（44％）
・その他：１７（４％）
★１回の運賃がいくらなら利用しますか
・現在の路線バスの運賃なら：２７７（63％）
・集落までなら多少高くても：１３１（29％）
・その他：３４（８％）
★その他
・公共交通を必要としている人は高齢者が多く、通院、買物
に必要と回答しています
・通勤通学に必要という人は多くないが、利用日数は多いです
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利用する方の目線に立ち、 ７月 日（土）に入山辺公民
館とＪＡ入山辺支所で親子ひろ
より多くの方に利用していた
ばが行われました。
だける公共交通として存続し
最初に新聞玉合戦がありまし
て い け る よ う、 引 き 続 き 慎
た。新聞玉合戦とは、時間内に
重な検討を進めていきますの
新聞玉を相手に多く当てたり、
で、皆さんのご意見をお寄せ 相手陣地にあるはたをとったり
ください。
す
る
と勝つゲームです。
ぼくは、８チームの中の第２
入山辺公民館より
チームでした。第２チームは、
かなり消極的なチームです。
１回戦は、６年生がたくさん
当ててくれたので勝てました。
２回戦は、相手がとても強くて
負けてしまいました。しかし、
３位決定戦で勝てたので、みご
と３位になれました。
３位になったので景品をもら
いました。景品は、キャップで
した。嬉しかったです。
その後、わたあめや流しそう
めんを食べれなくなるまで食べ
ました。スイカわりでスイカを
も ら え た の で、 本 当 に 最 高 の
一日でした。楽し
かったです。
今から来年の親
子ひろばが楽しみ
です。

第 回入山辺地区
大運動会のお知らせ
期日
月 日（日）
開会式 午前８時～
場所 入山辺運動広場
（午前６時 分に林
業 セ ン タ ー、 ６ 時
分に入山辺運動広場で実
施合図の花火を打ち上げま
す）
第 回入山辺地区文化祭
作品出展者の募集
月 日（日）入山辺公民
館で開催します。
展示作品を出品していただ
ける方を大募集しています。
お申し込みは、入山辺公民
館（３２︲１３８９）まで。
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アンケート結果
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