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そんな気を遣う必要が無いくらい少ない。花咲じ
いさんの売店も今年は開いていないが、それでも
道端の無人農産物直売所は少しは売れているよう
です。」と話していました。
　期限の見えない重苦しい閉塞感が世界を覆って
いますが、花桃は来年も美しく咲くことでしょ
う。今年楽しめなかった分、来年は２倍楽しみま
しょう。 

緊急事態宣言の中、
　　 余里花桃の里も人はまばら

　4月29日、大型連休初日ですが、快晴の花桃
の里を歩いているのは家族連れなど数組のグルー
プだけでした。
　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出さ
れて外出は自粛するよう呼びかけられ、花咲じい
さんクラブでも地区への案内看板も出さず、写真
コンテストなどイベントや売店も中止しました。
どうしても花桃の里を歩きたい人には「マスクを
かけて密にならないように」と呼びかけました。
　水田に畔シートを入れていた大平さんは「毎年
この時期は、昼間は農作業をしているのが気恥ず
かしくなるほど大勢の人が見えているが、今年は

今 年 も 花 は
　 　   咲 い た け ど
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　4月25日に予定していました住みよい武石をつくる会2020年度の定期総会は、新型コロナウィ
ルス感染拡大防止のため中止しました。つくる会規則第23条第4項に基づき運営委員会を開催し
総会に代えることもことも検討しましたが、状況に鑑みこれも中止し運営委員に議案書を送付し書
面による表決をすることとしました。会員の皆様にはご心配をおかけしましたが、提案議決は4月
23日に承認されましたので報告します。　　　　　　　  住みよい武石をつくる会会長　児玉卓文

  ⑴ 2019 年度事業報告
　ふれあい交流、自然生活環境、産業経済、健康
福祉体育、子育て教育文化、広報の6つの部会に
より下記に列記するような事業を実施しました。
昨年度は、武石公民館が建て替え工事で使用でき
ないことや10月の台風など悪天のため、通学合
宿や健康ウォーキングなど様々な事業が中止さ
れ、会の活動に影響がありました。

【実施した事業】
・道路環境クリーン大作戦（県道沿い草刈り）
・熊沢峠整備事業に協力

・松くい虫予防薬剤注入事業に参加 
・デマンド交通アンケート(高齢者クラブ対象)
・農産物直売に向けての取り組み
・武石健康ウォーキング 
・たけし歴史さんぽみち
・小さな拠点事業、武石公園化計画など
　市の地域づくり事業計画への参加
・会の広報「住みよいたけし」を6回発行、
　会のホームページの運営
・エリアトーク事業の運営

　台風19号により武石地域にも大きな被害が出
ました。その中で、つくる会では通行止めとなっ

2019年度事業報告・決算、
2020年度事業計画・予算の概要

新型コロナのため、定期総会開催されず

2019年度事業報告・決算

カルタ歴史さんぽみち 台風災害の折武石新橋で交通整理に当たるボランティア

住みよい武石をつくる会
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  ⑵つくる会2020年度一般会計予算
　本年度より、市の自治組織への交付金配分方法
の見直しが行われ、つくる会への交付金が610
千円増え3,110千円となり、このため収入・支
出とも前年度より724千円増の3,224千円とな
りました。支出は、災害マップの作製などのため
地図情報システムの購入380千円などが増えて
います。

  ⑶エリアトーク事業予算
　歳入・歳出それぞれ　4,296千円。
・歳入内訳は、加入者負担金が3,920千円、前年度

繰越金が330千円、有料放送手数料36千円など
となっています。 

・歳出は、人件費、通信費などの運営費が1,351千
円、設備更新の積立金が2,450千円、総合セン
ター竣工に伴い設備の移転工事費440千円など
となっています。

た武石新橋での交通整理ボランティアを主体的に
行うなどの活動も行いました。また災害時の情報
手段として、エリアトークは地域の情報手段とし
て、即時性があり大変有効であるとして活用され
ました。

  ⑵2019年度つくる会会計の決算概要
　つくる会の会計（一般会計）は、歳入 2,635,167
円、歳出 2,562,660 円、差引 72,507 円となり
ました。
・歳入は、市からの交付金2,500千円、夏祭り農産

物販売73千円、寄付金61千円などです。
・歳出の主なものは、会の委員・役員手当615千

円、事務職員賃金1,011千円、コピー等消耗品
107千円、通信運搬費95千円、広報印刷費474
千円等です。

　2020年度は、来年3月の武石総合センター完
成に伴い、市民としてその利用にどうかかわるの
かが問われる年となります。また、武石地域の課
題といえる少子高齢化社会を支える地域交通をど
う作り上げるのかの研究を、つくる会の重要課題
として取り組んでいきます。

  ⑴2020年度に計画されている主な事業 
・たけしカルタ歴史さんぽみち
・直売等の農産物の活用研究
・健康ウォーキング 
・武石っ子合宿
・子育て共育フォーラム 
・地域交通対策の研究
・高齢者支援（居場所作り）事業
・つくる会広報の発行、ホームページの運営

  ⑶2019年度無線情報システム特別会計
　エリアトークは、加入者が992人となってい
ます。
　歳入は、加入者負担金3,968千円（受信機１台
当たり4,000円）、前年度繰越金917千円等で
4,930千円、歳出は、4,600千円となり、差引
330千円は来年度繰越金となります。
　歳出の主なものはアナウンサー賃金666千円、
インターネット回線等通信費272千円、積立金

（設備更新）3,500千円などとなっています。

　以上のように、新年度の事業計画・予算は決定しました。しかしその後も
新型コロナウイルス鎮静の見通しが立たないため、感染予防の「密閉・密集・
密接」回避措置は今後も継続されると思われます。武石地域でも夏祭りを始め
様々なイベントが中止となっています。
　つくる会でも各部会・運営委員会さえ開けず、事業実施に大きな影響が出
ています。今後、状況を見ながら対応していく予定ですのでご理解をお願い
いたします。

2020年度事業計画・予算
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　武石風土つなぎ隊(代表柳沢裕子さん)は、JA
武石店前の旧小林商店の店舗を借りて改修、地域
住民が気軽に利用できる拠点づくりを計画してい
ます。4月末に県の元気づくり支援金の補助が内
定しており、近々工事を行う予定です。
　つなぎ隊ではここを「つなぐ家

や
」と名付け、当

初は交流スペース、駄菓子、手作り作品などの展
示販売ができる場所として整備し、「武石の縁が
輪」と連携して第2、第4木曜日の利用を予定し
ています。将来は、軽トラ市・土曜市のような定
期的な農産物等の直売などの利用も図りたいと夢
を広げています。「多く方が気軽に立ち寄れる場
所として、また、地域の皆さんもいろいろな形で
運営に加わってもらえれば」としています。

　5月10日（日）、西武の市民農園において、産
業経済部会のメンバーを中心に13名が参加し
ジャガイモの植え付け作業を行いました。

　昨年は、武
石夏祭りで、
じゃがバター
と し て 販 売
し大変好評で
したが、今年
は夏祭りが中
止となったた
め、収穫後の
扱いは今後検
討していく予
定です。

　新型コロナ感染防止のための緊急事態宣言によ
り5月20日まで約1月間の休館を余儀なくされ
た雲渓荘では、マスクが極端に不足している折、
従業員がマスク作りをしました。週2 ～ 3日、従
業員全員が集まって作業をし、作ったマスクは、
運営を再開できたとき来館者にプレゼントする予
定とのことです。

　昨年10月の台風19号では、武石地域は河川や
道路等を中心に大きな被害に見舞われました。災
害復旧工事の進捗状況を武石地域自治センター産
業建設課にお聞きしました。
　上小寺尾橋は、右岸の護岸が浸食され、通行止
めの状態が続いています。対岸に耕作地をお持ち
の農家は、下流の中小寺尾橋まで迂回を強いら
れ、不便な状態が続いています。県道が流失し１
週間近く通行止めとなった武石新橋は、橋の上流
両岸の護岸工事が進められています。上小寺尾橋
は8月末、武石新橋は9月末竣工、また住民に避
難指示が出された中島橋の護岸工事は、７月末竣
工予定とのことです。
　美しの国別荘地や雲渓荘に通ずる市道小沢根
は、路面の流失により現在２か所で片側交互通行
が行われ11月末開通、巣栗観光センターから武
石峠を結ぶ県道美ヶ原公園沖線は、8月末開通予
定とのことです。
　これから梅雨や台風の季節を迎えます。この機
会に御家族で災害時の対応について話し合いをし
ておきましょう。 

住民交流の拠点を作りたい‼

ジャガイモの蒔き付け
つくる会  産業経済部会

雲渓荘でマスク作り

台風19号災害復旧事業のその後

地 域 の 出 来 事・つ くる 会 の 活 動

市道小沢根線
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　村の中を区画した下武石・上武石などの地名を
大字（おおあざ）と言い、下武石の中の鳥居・小
路や上武石の中の堀の内・市ノ瀬などの地名を小
字（こあざ）あるいは字（あざ）と言います。
　地名には大平・川原など地形にちなむもの、権
現原・五輪前などそこにあった寺社にちなむもの、
小路・築地原など開発にちなむものなどがあり、
その地域の成り立ちや人びとの生活の歴史を探る
手がかりになります。もちろん、どうしてそんな
名前が付けられたか分からない地名もたくさんあ
ります。
　小学校の南の山は「城山」ですね。戦国時代に
山城が築かれたことにちなみます。ですが、字
名「城山」の範囲は頂上から小沢根側のみで、幕
打（まこうじ）トンネル（写真の黄→）の少し西方
まで学校側から見えている部分は全て「日影山」、
小沢根側は「日向山」です。戦国時代に児童館の
場所に館城（やかたじろ）を構えた大井氏の城だ
とすると、見えている山側が「城山」でないのは
不思議ではありませんか。
　幕打トンネル付近から西へ山が高くなる手前ま
では、小沢根側も渡場（どば）側も幕打です。ふ
つう「どば」は川を流してきた材木を引き上げる
場所を言いますが、ここは武石川の渡り場（わた
りば）ですので、漢字で表した｢渡場｣をいつしか
音で読むようになったのではないでしょうか。
　幕打は不思議な名前です。小沢根区保代出身の
歴史研究者桜井松夫さんは小沢根公民館の講演
で、「昔、新しく市場を開く時には、その場に幕
を打って（張って）祝詞やお経をあげた。室町時
代の末ころ、武石新橋の南、字「幕内」で市が開
かれたので付いた地名である」と説明して下さい
ました。ですが、あんな所（食事所「山麓」跡付近）
で市？　皆さん信じられますか。「マクウチ」のな
まりでなく、「マ・コウジ」の音そのもので考えて
みるのもよいでしょう。

　幕内トンネル付近から西の一段と高い山（写真
の赤→）は、下本入側は「遠満山」、小沢根側は麓
の集落・畑地を含めて「上原」です。皆さんは「遠
満山」を「トウマンヤマ」と読みますが、「トウミ
ヤマ」ではと思われます。江戸時代はひらがなの

「み」を、わざわざ「満」「万」などの漢字で書きま
した。
　遠見（とおみ）＝見張りをする山だったのでは
ないでしょうか。西は松本方面を警戒して巣栗ま
で、東は東御市の和方面まで見通せると思います

（体力がなくなって、確めに登れません）。見張り
役は、異変があれば狼煙（のろし）などで館城や
中山城に知らせ、口頭で報告する必要がある時
は、幕打峠で下山したのではないでしょうか。

　遠満山はバイパスからの山桜がいいです。ま
た、幕打峠から城山への尾根は、原の不動明王さ
んの奥の院があったり楽しい山歩きができます。
が、市ノ瀬側は断崖絶壁。要注意です。

　私たちの武石地域にも古くからの歴史が
あります。地域を知ることは、地域を愛す
る第一歩です。郷土史家でもある児玉卓文
つくる会会長に、武石の歴史をシリーズで
紹介していただきます。

遠満山は、戦国時代の見張り所？

第1回

山桜開花の遠満山（うつくしの湯より）

不動明王の奥の院
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武石を盛
り上げる

人やグル
ープ紹介 武石の人・

団体
武石の人・
団体

I Love TAKESHI

武石小沢根、幕内トンネルから雲渓荘方面へ２km
程上ると、右側に「OUTDOOR　BASE　武石

の森」と書かれた優しい雰囲気の看板が出迎えてくれ
ます。約2000坪の敷地内には、釣り堀の池が２つ、
必要な道具がそろっているバーベキュー席が4つ、フ
リーサイトのバーベキュー所が6つあり、小さなお子
さんでも遊べるジャブジャブ池では魚のつかみ取りも
できます。敷地沿いには小沢根川の清流が流れ、山と
川の自然を子供から大人まで楽しむ事ができます。

　2012年4月にオープンして今年で9年目、近年は
アウトドアスポットとして「武石の森」の知名度が上
り、上田市近郊や松本、長野からのお客さん、また大
型連休や夏休み、お盆には県外からのお客さんも多く
訪れるようになりました。
　神奈川出身の森田聡さん、千登勢さんの共通の趣味
はキャンプ。「いつかキャンプ場をやりたい」と関東、
東北地域で土地探しをしていましたが、たまたま小
沢根で釣り堀が売りに出ているのを知り、試にと見に
来たところ、この土地の環境が気に入ってすぐに購入

OUTDOOR BASE  武石の森

森田 聡さん、千登勢さん

を決めたとの事です。「特に不自由な事はありません。
ここでの山暮らしが楽しいです」と聡さんと千登勢さ
んは笑っていました。
　「武石の森」の自慢は、川魚の「炭火塩焼き」と「名物
から揚げ」で、釣り堀で釣った魚をその場で調理して
食べる事が出来ます。釣りはしないけど魚を食べたい、
テイクアウトをしたい等の要望にも答えてくれます。
　バーベキューは、道具の貸出し、机や椅子の設営、
片づけを店側でやってくれるなど、お手軽に楽しむ事
が出来ます。またこれからアウトドアを始めたい人、
バーベキューやキャンプの道具を買ったけど一度使っ
てみたい人などは、「武石の森」に来て、試してみてく
ださいとの事です。

　昨年10月の台風19号では、氾濫で川岸が削られ、
釣り堀に土砂が流入するなどの被害を受けました。現
在、川岸に土のうを積んで仮復旧がされていますが、

「自然の地形を生かして、元の美しい川の流れに戻し
たい」と千登勢さんは話していました。
　今年は、５月中旬から新型コロナウィルス感染防止
対策を行った上で営業を開始しています。「お近くの

「武石の森」にぜひお越し下さい」との事でした。

OTUDOOR BASE  武石の森
●営業時間：9：00～17：00
●休日：毎週木曜日、GW期間、夏休み期間中は無休
●電話：0268-85-2307
●ホームページ：http://takeshinomori.jp/
＊詳しい営業情報は、電話又はホームページで
　確認してください。

ジャブジャブ池

バーベキュー場

釣り堀
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