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その名は、麻野だいまる君
２０１４年春。美麻地区のゆるキャラ「麻

野だいまる君」が誕生しました。このキャラ

クターは、小中学校９年生が美麻地区をＰＲ

しようと、総合学習の時間に企画、製作した

キャラクターを美麻地域づくり会議が国の補

助事業を活用して着ぐるみ化しました。

初登場となった美麻市には、製作メンバー

が集まり、会場に集まった人達に「麻野だい

まる君」を紹介しました。

麻野だいまる君を発案した宮田翔平君にイ

ンタビューをしました。

Ｑ：どのようにキャラクターを考えましたか？

A：一人十個のキャラクターの案を考えた

とき、初めは美麻の特産ばかりを考えて、

頭が固くなってしまいました。そんな時、

遊び感覚で書いたのが麻野だいまる君でし

た。

Ｑ：仕上がりはどうですか？

A：誰が見ても「何だこれは」と思うよう

な、不思議なキャラクターが出来上がりま

した。

Ｑ：どんな活動をしてほしいですか？

A：だいまる君を通して、美麻の知名度が

もっと上がって欲しいと思います。

初登場の美麻市ですっかり人気者に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度決算報告 
1.情報発信・情報交換事業 

・自転車ロードレース大会や梨の木祭成果発表など

の情報を番組にし、大町 CATV に提供しました。 

・広報「みあさづくり通信」発行 ８回 

2.地域づくり調査研究事業 

・花豆の栽培商品開発を行いました。 

3.地域づくり活動促進事業 

・やまびこまつり参加 美麻連 参加者約 120 人 

・「第２２回ふるさと美麻会」総会へ出席しました。 

・保育園の手すきで麻入り和紙の卒園証書づくりや

道路草刈作業を行いました。 

・長野大学との共同授業、市民科講演会、麻のイベ

ント（麻煮、麻はぎ、麻かき体験）等行いました。 

４.過疎自立支援活性化推進事業 

・ゆるキャラ（だいまる）の着ぐるみ製作しました。 

・メンドシーノ訪問団との交流で桶太鼓を作成し、

寄贈しました。 

・コミュニティールーム整備を行いました。 

５.美し村開拓協議会事業 

・美麻市を年８回開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度事業計画 
1.情報発信・情報交換事業 

広報紙の発行、ホームページの管理運営、

住民ディレクター事業を実施します。 

2.地域づくり調査研究事業 

先進地調査の実施や特産品研究開発に取り

組みます。 

3.地域づくり活動促進事業 

会員団体と協議の上、できる限り主催に加

わるようにします。やまびこまつり参加や

道の駅活性化、ふるさと美麻会交流、会員

活動支援、学校・長野大学と協働で行う学

社融合、定住促進に取り組みます。 

４.合併１０年記念事業 

大町市制６０周年、合併１０年記念事業と

して、地区内で記念事業を開催します。 

５.美し村開拓協議会事業 

美麻市を開催し、地域活性化事業を実施し

ます。 

６.その他 

・美麻小中学校（コミュニティースクール）

に新設される学校運営協議会に協力します。 

・建設業者、支所職員等と連携して道路の

草刈を行い、地域の環境美化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度引き続き

会長になられまし

た宮沢雄一さんに

インタビューしま

した。 

 

 

Q：４月１５日地域づくり会議の総会に於いて

再任されましたが 

A：地域活性化のため役員一同微力ながら努

力したいと思います。皆様方のご支援ご協力よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

Q:今年は市制６０周年、合併１０年記念事業が

計画されていますが 

A:会員支援事業や合併１０年記念事業と活

性化の為の事業を総会でご承認いただきまし

た。又事業の役割を会員皆で分担しながら当た

る方式にしました。 

地域づくり通信 

 

Q：全国的に少子高齢化と言われ、美麻地区も

減少問題と問われますが 

 

A：高齢化は団体そのものや会員の減少、幾

つもの会の役員を掛け持ちでするなど数々の

悩みが生じています。今年は各事業の計画段階

から会員の皆様からも参加協力を頂くなど慣

例に捉われず随時見直すのが大切だと思いま

す。役員もまた知恵を絞って事に当たりますの

で、より一層会員皆様のご意見やアイデアなど

お寄せ下さります様お願い致します。 

 

４月１５日（火）地域づくり会議の総会を美麻公民

館で開催し平成２６年度の活動が始まりました。 

今年度は、市制６０周年、合併１０年記念事業に合

わせ、８月３０日に合併１０年記念事業を開催する

運びとなりました。それに基づき事業内容の協議、

運営の場として新たに合併１０年記念事業部会を

組織することになりました。 

 

美麻地域づくり会議の役員が

改選となりました。 

会長  宮沢雄一 

副会長 大塚一男（事業部会部会長） 

前川浩一（広報部会部会長） 

酒井豊一（10周年記念事業部会長） 

中島満 

副専門部会長 

小林茂敏（事業部会副部会長） 

大塚裕明（広報部会副部会長） 

会計  武田悦男 

事務局長 細井忠 

監事  松下豊明 

高橋正勝 

 
 
 

会長 写真 

平成２５年度決算状況 

収入 
7,032,498円 

支出 
6,412,995円 

雑収入 

134,703円 

市補助 

6,200,000円 

会費 

21,000 円 

繰越金 

533,095円 

協賛金 

143,200円 

情報発信・ 
情報交換事業 

785,633円 

過疎自立活性化推進事業 
5,060,919円 

地域づくり調査 
研究事業 
145,946円 

地域づくり活動 
促進事業 
409,451円 

一般管理費 
11,046円 

収 入 
4,640,000円 

会費 

21,500円 

収 入 
4,640,000 円 

市補助 

3,700,000 円 

協賛金 

155,000 円 

雑収入 

144,497 円 

繰越金 

619,503 円 

平成２６年度予算書 

支 出 
4,640,000 円 

情報発信・ 

情報交換事業 

580,000 円 

地域づくり調査 

研究事業 

270,000 円 

地域づくり活動 
促進事業 

1,070,000 円 

合併１０周年記念事 

2,700,000 円 

一般管理費 

20,000 円 



卒業式
３月１８日、平成２５年度美麻小中学校

の卒業式が挙行されました。美麻小中学校

で９年間学業に励み、新しい社会へと羽ば

たいていく９年生に温かなエールが送られ

ました。また、小中一貫教育校としてスター
トするため、６年生は、美麻小学校の最後

の卒業生となりました。６年生からは、新

しい美麻小中学校を自分たちが築いていこ

うという決意が感じられました。

入学式
コミュニティ・スクールの小中一貫教育校として新たにスタートした美麻小中学

校。４月４日、その第一期生となる1年生９名の入学式が行われました。１年生の教

室では、９年生の生徒が新入生のお世話をしたり、手をつないで体育館へ入場した

りしてくれました。とっても幸せそうな新1年性です。まさに小中一貫教育校にふさ

わしい温かな入学式となりました。

第一回運営協議会
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会長さんバトンタッチ！

今年度、みあさ保育園保護者会会長を

勤めさせて頂きます成澤と申します。前

任の方からの引き継ぎを受け、他の役員

の方と協力して、頑張りたいと思います。

年長さんがいない年になるのは寂しい

ですが、大自然の中で四季の遊びを体験

できるみあさ保育園に感謝しています。

元気いっぱいの「美麻っ子」の成長を地

域の皆様と一緒に見守れれば幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

また、地域づくり会議には、保育園代

表として和田さんが参加いたします。

「至らぬ点もあるかと思いますが、でき

る限りがんばりたいと思います。」



4月9日美麻小中学校がコミュニティ・

スクールとなって初めての学校運営協

議会が開催され13名の委員が任命され

ました。今年度の学校運営方針がなど

が塩原校長から説明があり、質問や意

見などがありましたが、承認されました。さらに前川スクールコーディネーターか

ら、学校支援ボランティアが活動する支援部について説明があり、今後の活動につ

いての協議をしました。またパートナー会議というボランティア活動の協議や調整
のためのを場を設置します。学校運営協議会は、住民やPTA、学識経験者などで組

織され学校運営の検討や承認、評価などを行います。詳細はコミュニティ便りなど

で地域に報告する予定です。今後も地域のみなさんのご支援よろしくお願いいたし

ます。

学校支援ボランティア研修会を開催のおしらせ

学校運営協議会は、6月7日（土）美麻小中学校で学校支援ボランティア研修会を

行います。昨年度もシンポジウムに来ていただいた文科省のコミュニティースクー

ルマイスターの岸裕司先生に支援ボランティアのできること、心得などをテーマに

講演とワークショップを行います。ぜひ大勢のみなさんご参加をお願いいたします。

日時：6月7日（土）午前9時から11時

場所：美麻小中学校ランチルーム

お知らせ：終了後各部で会議を行いますのであわせてご参加ください。

問い合せ：美麻小中学校 29-2004 副校長塩島 85-2607コミュニティールー

ム前川

総合学習市民科にご協力く
ださい

今年も昨年同様7・8・9年生が総合学

習として、地域学習を行います。

今年のテーマは以下の通りです。生徒が地

域の皆さんに取材したり、学校に来ていた

だいてお話を伺ったりしますのでご協力を

お願いいたします。

もしご協力いただける方ありましたら学

校29-2004までご連絡いただけると幸い

です。

大町市の市制60周年と合併10年の
記念イベントを美麻地区でも開催し
ますので、ふるってご参加ください。
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9年テーマ
*ジオラマを使って地域の魅力を発信

*新しい美麻スイーツの開発（地域の食

材研究）

8年テーマ
*昔の遊び（遊び方・おもちゃ・民話）
*食文化・郷土食（そば、花豆の研究など）

7年テーマ
*神社や祭りと美麻の人口

*美麻に住む野生動

物や被害

*ゆるきゃらの森を

つくろう（学校の

森や遊具の整備）



美麻地域づくり会議

では、合併10年を記

念して、地域住民が企画、実施する地域づくり事業の提案を募集

します。

提案が採択された事業は、美麻地区の合併10年記念イベント

として事業費の一部を助成しますのでふるってご応募ください。

【応募資格】美麻地区を中心に活動する団体

【募集期間】平成26年度中に実施できる事業として随時募集

【募集件数】1件10万円を上限として7件程度（予算が無くなり

次第終了）

【応募方法】応募用紙に必要事項を記入し、事務局へ提出

用紙は事務局にあるほか、ホームページからダウンロードできます。
※詳しくは、美麻地域づくり会議事務局（29-2311）までお問い合わせください。
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市制60周年・合併10年記念イベントのお知らせ

7/13（日）
大町美麻自転車

ロードレース大会

会場：美麻地区内

8/30（日）
美麻地区合併１０
年記念イベント

会場：美麻支所

9/9（火）
北アルプス奉納
太鼓

会場：丸山公園

記念イベントの事業提案を募集します

特産品開発研究

花豆プロジェクト参加者募集

昨年度から地域づくり会議が中心となっ

て栽培を始めた花豆は、商品化に向けた

試作が始まっています。

美麻小中学校の総合学習『美麻市民科』

では、花豆の活用をテーマとしたグルー

プもあります。

特産品開発を進める上で、花豆を作付

けしてくれる方

を募集します。

花豆を使ったパ

ンの試作品

２０１５年

コミュニティカレンダーを作ろう

２０１５年のコミュニティカレンダー

に写真を提供してくれる方を募集します。

募集する写真は、地区の生活、文化、

風景、地域づくりなどです。

○募集する写真

平成２６年１月以降に撮影されたもの

○写真の規格

デジタルカメ

ラのデータか写

真

申込み・お問い合わせは、

事務局（℡29-2311）まで




