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 地域の住民と、市役所や社会福祉協議会をつなぐ役割です。つなぐと言うのは、

例えば、近所の独居のおばあちゃんの様子が最近おかしい、家の庭にごみが溜めら

れていて、ちゃんと生活しているか心配。そういうときに、民生委員さんに伝える

と、市役所の福祉課の職員や、社会福祉協議会の福祉活動専門員という人と一緒に

代わりに様子を見に行き、生活するのに困っている人への支援の橋渡しのような役割をしてくれます。  

身内や、近所の高齢者に関する相談

や、自分が利用したい福祉サービスは

どうやったら利用できるのか、そのよ

うな相談にものってくれます。 また、

民生委員は、児童委員も兼ねていて、

母子家庭のお母さんの子育ての相談

や、虐待の報告があったときにも対応

してくれます。 

   民生委員・児童委員とは 

地域福祉をサポートする身近な 

相談相手です 

 

長島町民生委員児童委員名簿 

      任期：令和４年12月1日～令和７年11月30日 

長島民生委員児童委員協議会     

松岡 喜久子 25-2320 中野 
（第１支部・第２支部）上大崎 下大崎 神明町 東神田 中神田  

西神田 薮下 

各務 慶子 26-1512 中野 （第３支部）東住吉 中住吉 西住吉 

青山 勇 090-7698-9680 中野 （第４支部）末広町 寿町 本通り 川原 

平山 順子 25-2249 中野 （第５支部）天王山 みどり町 愛宕町 

安田 伊都子 25-3640 中野 （第６支部）上久屋 下久屋 中町 坂の上 

林 辰也 090-8670-0034 中野 （第７支部）高野町 中西町 松ケ丘  

森川 伸江 25-3797 中野 （第８支部）新田 槇ケ根   

水野 隆男 090-8954-2241 中野 （第９支部・第１０支部）夕陽ケ丘 乗越東・南・中・西・北 

金子 たか子 26-1029 正家 正家上 正家中 築出 清水 南ケ丘 永平団地 清水西 

加藤 幸利 25-3888 正家 正家下 宮の前 後田 

八澤 敦子 25-6547 永田 永田上１・２・３ 永田下１・２・３  竹の下 

中神 悦里子 25-3339 永田 大洞 羽白ケ丘 羽白第一 

野々山 哲史 090-7619-7001 永田 永田中島 丸河ハイツ サンハイツ中島 

岡崎 史恵 090-1623-5913 久須見 千田 

田立 菊子 26-3646 久須見 上本郷 中本郷 下本郷 

安田 まち子 28-1481 久須見 山中 茂立 四ツ谷 

曾根 加代子 25-3193 大洞南 桜台 永平第一 大洞ビレッジハウス 

西尾 均 090-5007-2404 大洞南 大洞市営住宅 新自由ケ丘 

三浦 千江子 090-4403-6914 大洞南 自由ケ丘 

中嶋 恵子 25-4563   主任児童委員（長島小学校区） 

市岡 百合子 25-6365   主任児童委員（恵那北小学校区） 

 ご存じですか 地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」 



  古墳というと思い浮かぶのは、世界遺産になった仁徳天皇陵や応神

天皇陵のような巨大な前方後円墳ですが、このような巨大な前方後円

墳はわが恵那市に存在するでしょうか。答えは、ノーです。しかし、

ご存じのように恵那市にも古墳はたくさんあります。現在、恵那市に

は187基の古墳があり、67基が長島町にあります（ただし消滅して

いるものもあります）。そのうち62基が中野乗越から久須見本郷まで

のおおよそ県道恵那白川線にそった丘陵に所在しています。それが能

万寺古墳群、千田古墳群です。これらの古墳は丸い形をした円墳と呼

ばれる古墳で、その多くに横穴式石室と呼ばれる棺を納める場所があ

ります。時期的には仁徳天皇陵などより新しい6世紀から7世紀にかけ

ての古墳です。これら、千田古墳群や

能万時古墳群の古墳のいくつかにつ

いて今後紹介していきたいと思いま

す。 

まずは、千田17号古墳です。この古墳は直径がおよそ16m、高さ

は３ｍですが、実際は上部が崩れているので、もっと高かったと思わ

れます。昭和52年に発掘調査され、全国的に出土例が少ない石英製

の三輪玉（刀の柄の飾り）や金銅製の耳環や勾玉など貴重なものが見

つかっています。さてここに葬られたのは誰でしょうか？多分、出

土品から見て力のある豪族と思えます。  

歴史探訪 その５ 千田１７号古墳 

     千田17号墳   

出土品（左上三輪玉、右上下耳環、  

左下勾玉、管玉）  

恵那西中学校卒業生 

テーマ  新 ～変わりゆく環境、変えていく自分～ 令和５年１月８日（日）恵那文化センター 

 恵那市では、成人式という名称に代わり、今年か

ら「二十歳を祝う会 恵
けい

成式
せいしき

」という名称で式典

を開催。式典の実行委員１６人と恵那市が話し合

い、誰が聞いても対象年齢が分かりやすいように

という思いを込め「二十歳を祝う会」とし、ま

た恵那の「恵（え）」、大人に成るという意味の「成（なる）」の字を

組み合わせ、造語のような形で「恵成式」と命名。かたちづくる、とい

う意味の「形成」とも同音であることから、大人として形作られていく

節目の式典、という意味合いも込めました。今年恵那市の２０歳は５２３名。長島町から

は、８５名が参加。式の冒頭参加者全員でテープカットを行い、今年から始まっ

た客席の新二十歳による「私の思い出」発表 、二十歳のメッセージなどが披露さ

れました。 

実行委員長          

鈴木淳さん（恵那西中） 

恵那北中学校卒業生 

二 十 歳 の メ ッ セ ー ジ     

西尾葉凪さん（恵那西中） 



３年ぶりの読み聞かせ 

 １２月６日（火）７日（水）長島小学校運

営協議会 学習支援部会からお願いした方々、地域学校協

働活動本部より「読み聞かせボランティア」の募集に手を挙げ

ていただいた方々などたくさんの皆さんが読み聞か

せに参加していただきました。コロナの関係で、３年

ぶりの読み聞かせとなりました。  

  恵那市では、毎朝１０分間の朝読書を行っています。子ども

たちは、思い思いの本を選んで読書をしていますが、読み聞か

せは本当に楽しみにしているようです。読書で語彙が増えること

はよく知られています。言語力を身に付けることで、自分が言いたいことをうまく伝わりやすく言

語化することができます。それ以上に「想像力」を養うという点で大きな効果があると考えま

す。「想像力」とは、自分の身は自分で守るためにできた力です。絵本の世界に入り込むこと

で、出てくる登場人物の気持ちの変化や行動を理解し、人の気持ちに寄り添うことができます。

過去に起こったことを頭の中で思い出せる力と、まだ起こっていないことを想像して発信できる力です。生きる上でと

ても大切な力だと思います。昨日も今日も、低学年では、「誰が来てくれるのかなぁ」

「今日はどんな本かなぁ」…、「怖いお話だったよ、今日の夜寝られる

かな…」「大井町にあんな昔話があるんだね」と、わくわくする気持

ちや感想を話してくれました。一日でも早くコロナが収束して、

以前のように多くの方と一緒に読み聞かせを楽しめる時間が

増えることを待ち望んでいます。  

※高齢化率：高齢者数/人口               R4.12.31現在 

◆長島町の人口 １年前と比べてみました!! 

 この1年間の人口の推移は長島町では0.5％の減少ですが、恵那市全体では1.6％の減少です。しかし

世帯数は増加傾向にあります。この傾向は１０年前から続いています。 

 高齢化率をみても、長島町

も30％を超えました。恵那市

全体では35％という高水準で

す。全国の高齢化率が約29％

に比べても高い水準であるこ

とがわかります。 

長島町 
令和５年（2023年） 

１月１日現在 

令和４年（2022年） 

１月１日現在 
増 減 

総数 9,300  9,351  ▲ 51 

男性 4,560  4,601  ▲ 41 

女性 4,740  4,750  ▲ 10 

世帯数 3,947  3,924  23 

恵那市 
令和５年（2023年） 

１月１日現在 

令和４年（2022年） 

１月１日現在 増 減 

総数 47,564  48,371  ▲ 807 

男性 23,247  23,616  ▲ 369 

女性 24,317  24,755  ▲ 438 

世帯数 19,860  19,887  ▲ 27 

  人 口 高齢者数 高齢化率 
１か月前（増減比）

R411.30 

１年前（増減比）

R3.12.31 

長島町 9,300  2,806  30.17% 30.07%（+0.10％） 29.79%（+0.38％） 

恵那市 47,564  17,009  35.76% 35.73%（+0.03％） 35.34%（+0.42％） 

◆人口 

◆高齢化率 



https://

osashima.com/ 

 

令和4年度合同年末一斉パトロール 

 12月16日（金）大井町・長島町合同の年末一

斉パトロールを行いました。地域・学校・ＰＴ

Ａなど２町あわせて100名が参加しました。今

年度は中央公園改修工事のためイルミネーショ

ンの点灯式は行わず、中山道大井宿広場で出発

式を行い、駅前や商店街などをパトロールし、

防犯の啓発運動を行いました。 

 

 年末の交通安全県民運動（12/11～20） 

 

 12月12日（月）長島

町正家交差点で街頭活

動が行われました。                

 

○運動の重点                

1.夕暮れ時と夜間の交通事故防止       

2.子供と歩行者の安全確保          

3.自転車の安全利用の促進          

4.悪質・危険な飲酒運転等の根絶 

◆交通ルールの遵守

と交通マナーの

実践をお願いし

ます。  

 

 毎年年末特別警戒で、令和４年１２

月２８日～３０日２２時より町内を消

防車で巡回しました。このような日々の活動が、

地 域 の 安 全 を

守っています。 

団員の皆さんあり

がとうございま

す。 

 

自転車保険が義務化になってます。  

皆さんのお宅は大丈夫ですか？家族の保

険の付帯など調べてみて下さい！ 

出発式の様子 

恵那市消防団長島分団 

団員募集してます！ 

長島振興室までご連

絡ください。 


