
問　地域創生課　地域創生係　☎72-2101 （内線232）

アプリでのご利用

電話番号　　0266-78-6318

受付時間　　7 ： 30 ～17 ： 30

アプリロゴマークiOS Android

アプリをQRコードからダウンロードしてください。

「のらざあ」 は事前予約制 （お電話またはスマホアプリで）

電話でのご利用

最新情報は市ホームページでお知らせしています。

ご利用方法やよくあるご質問を公開しています。
最新情報はこちらから！

コールセンターまでお電話ください

こんな時に 「のらざあ」 のご利用を

「のらざあ」 をご利用する時に、 ご注意ください。

「のらざあ」 に関するお知らせ

のらざあ通信
運 行 日 土日祝日も毎日運行 運行時間 8時から19時

（最終は18時30分出発)
予　　約 乗車の１週間前から１時間前まで

ご予約は１週間前から可能です。

ご予定が決まっている場合はお早目にご予約くだ

さい。

※当日予約では、 ご希望の時間の予約が取れない

場合が増えています。

ご予約が確定した後に割引設定しても、 運賃には

反映されません。

アプリの場合は、 ご予約前に 「アカウント」 の 「使

用者設定」 で設定してください。

※割引サービスの対象者は、 高齢者、 障害者、 小

学生以下等です。

子どもの習い事などの送迎に!

早めのご予約を ! 割引設定はご予約前に !

雪の日の移動に !

保護者のアプリを使って代理予約できます！

利用者が小学生以下の時は、 使用者設定を変更してください。

乗車する時は、 予約者 （保護者） の名前を伝えてください。

「のらざあ」 はプロのドライバー！

凍結した道路や雪道になれていない方、 運転が苦手な方はご利用を

検討ください。

「のらざあ」 は登録したお電話番号にショートメッセージサービスで、

車両到着の３０分前と５分前にお知らせします。

Vol.２

令和５年　茅野市　区長 ・自治会長名簿令和５年　茅野市　区長 ・自治会長名簿
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《ちの地区》 《玉川地区》
区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号 区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号
上原区 区長 市川　元洋 090-3087-4672 山田区 区長 丸茂　政彦 79-3214
横内区 区長 上條　通利 090-4153-1139 中沢区 前期区長 窪田　泰治 79-6724
茅野町区 区長 志賀　延彦 72-2237 後期区長 飯山　和俊 090-4159-1511
仲町区 区長 平出　智也 72-2501 田道区 前期区長 山本　敏哉 79-6828
塚原区 区長 矢﨑　昌彦 090-2151-0045 後期区長 宮澤　哲司 090-8593-3783
本町区 区長 笠原敬太郎 72-2252 粟沢区 区長 深澤　芳樹 090-8326-5844
城山区 区長 増澤　隆信 82-1066 神之原区 前期区長 原田　章二 090-4230-3818
丁田自治会 会長 大石壮太郎 58-1100 後期区長 原田　英三 090-1550-6198

北久保区 区長 有賀　秀幸 72-3728
《宮川地区》 上北久保区 区長 小林　　眞 72-0374
区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号 子之神区 前期区長 中澤　良雄 090-7262-8178
高部区 区長 矢崎　太巻 090-5588-8279 後期区長 小松　祐一 090-7267-3046
新井区 区長 五味　哲哉 090-5588-0859 菊沢区 区長 丸茂　弘幸 82-2780
安国寺区 区長 小池　源一 090-3143-5679 穴山区 区長 伊藤　　明 090-7242-8424
中河原区 区長 中沢　政三 73-7688 小泉区 区長 大塚　元彦 72-4113
茅野区 区長 原　　行平 090-3558-5371 南小泉区 区長 星野　憲市 79-5216
西茅野区 区長 小林　知永 090-4077-0675 小堂見区 区長 松澤　賢二 090-2433-0712
坂室区 区長 伊藤　弘通 090-4464-5250 緑区 区長 中山　　久 55-5305
両久保区 区長 堀内　洋一 73-8144
田沢区 区長 坂本　嘉広 090-1606-4763 《金沢地区》
丸山区 区長 坂本　和彦 090-3916-6691 区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号

ひばりヶ丘区 区長 丸山　栄一 090-8346-7463 大沢区 区長 牛山　広幸 090-8855-6853
長峰区 区長 今井　俊彦 82-3066 青柳区 区長 林　　正樹 090-4914-6189
向ヶ丘区 区長 北山　　昇 090-4362-1977 御狩野区 区長 小林　弘幸
東向ヶ丘区 区長 荻田　雅史 82-1529 金沢上区 区長 池上　泰司 090-1866-2845
西山区 区長 太田　　博 090-9664-9399 金沢下区 区長 原田　　徳 090-1866-2856

みどりヶ丘区 区長 両角　和明 090-3584-3312 大池区 区長 白木　雄一 090-3558-8215
みどりヶ丘市営住宅自治会 会長 北村　　博 090-6872-0386 木舟区 区長 黒澤　俊彦 73-5109

赤田自治会 会長 星野　富次 金沢台自治会 会長 庄司　　勉 090-1993-6991
鏡湖自治会 会長 義川　昭憲 090-8747-1840 新金沢区 区長 平野　　実 73-3810
自然郷自治会 会長 池田やよひ 090-4152-8264 サンコーポラス旭ヶ丘自治会 会長 田中　大地 080-5087-1024

旭ヶ丘自治会 会長 向山　悟志 080-5108-2755
《米沢地区》
区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号 《湖東地区》
埴原田区 区長 伊藤　　昇 73-3337 区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号
鋳物師屋区 区長 土橋　正彦 72-8160 上菅沢区 区長 鈴木　雄治 73-8582
北大塩区 区長 前島　冬樹 72-7180 中村区 区長 芦沼　一寿 090-4398-4242
塩沢区 区長 江尻　昌広 73-5593 山口区 区長 木村　　功 77-2387
米沢台区 区長 齋藤　　明 73-2896 堀区 区長 宮坂　　敏 77-2368

新井区 区長 両角　　憲
《豊平地区》 金山区 区長 田中　唯夫 090-8943-8567
区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号 須栗平区 区長 牛山　重喜 76-2875
南大塩区 区長 小平　隆通 72-2920 笹原区 区長 宮坂　英治 090-1043-9606
下菅沢区 区長 宮坂　耕一 73-4188 白井出区 区長 森井　　潤 090-2933-3500
下古田区 区長 牛山　孝良 72-1373 花蒔自治会 会長 平澤ひとみ 090-9664-6023
福沢区 区長 竹内　英昭 73-3303 東平自治会 会長 川上　　覚 78-2799
上古田区 区長 長田　重登 080-5143-2922
御作田区 区長 田中　史彦 090-4386-3242 《北山地区》
塩之目区 区長 堀内　　明 090-3440-2191 区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号
上場沢区 区長 栁平　　猛 080-5108-2154 柏原区 区長 北澤　喜嗣 090-8326-2943
広見区 区長 田中　正貴 湯川区 区長 田村　　泉 77-2320

山寺団地自治会 会長 伊藤　清一 72-2750 芹ヶ沢区 区長 北澤　義彦 090-3565-8710
グリーンヒルズヴィレッジ自治会 会長 中井　清和 55-2857 糸萱区 区長 島立　重雄 78-2146

蓼科区 区長 寺村　純一 090-3440-8454
《泉野地区》 白樺湖自治会 会長 井上　　昭 68-2277
区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号 蓼科中央高原自治会 会長 岡田　一夫 090-3240-9546
大日影区 区長 岩波　博文 車山高原自治会 会長 佐々木　学 55-2530
槻木区 区長 佐竹　洋二 090-8285-2866 緑の村自治会 会長 村越　嘉男 68-2849
小屋場区 区長 松澤　高幸 79-3499
中道区 区長 伊藤　幾文 70-1188 《中大塩地区》

若葉台自治会 会長 橋爪　崇洋 55-5810 区・自治会名 役職名 氏　　名 電話番号
中大塩１区 区長 埴原　祐樹 090-2413-6299
中大塩２区 区長 小林　政廣 73-3956
中大塩３区 区長 佐藤　　斉 82-0399
中大塩４区 区長 野澤　幹雄

※令和５年に市と行政連絡事務委託契約を結んでいる区 ･	
　自治会の内、了解をいただいた方のみ掲載しております。	
	 	

17

問　地域創生課　地域創生係　☎72-2101 （内線232）

アプリでのご利用

電話番号　　0266-78-6318

受付時間　　7 ： 30 ～17 ： 30

アプリロゴマークiOS Android

アプリをQRコードからダウンロードしてください。

「のらざあ」 は事前予約制 （お電話またはスマホアプリで）

電話でのご利用

最新情報は市ホームページでお知らせしています。

ご利用方法やよくあるご質問を公開しています。
最新情報はこちらから！

コールセンターまでお電話ください

こんな時に 「のらざあ」 のご利用を

「のらざあ」 をご利用する時に、 ご注意ください。

「のらざあ」 に関するお知らせ

のらざあ通信
運 行 日 土日祝日も毎日運行 運行時間 8時から19時

（最終は18時30分出発)
予　　約 乗車の１週間前から１時間前まで

ご予約は１週間前から可能です。

ご予定が決まっている場合はお早目にご予約くだ

さい。

※当日予約では、 ご希望の時間の予約が取れない

場合が増えています。

ご予約が確定した後に割引設定しても、 運賃には

反映されません。

アプリの場合は、 ご予約前に 「アカウント」 の 「使

用者設定」 で設定してください。

※割引サービスの対象者は、 高齢者、 障害者、 小

学生以下等です。

子どもの習い事などの送迎に!

早めのご予約を ! 割引設定はご予約前に !

雪の日の移動に !

保護者のアプリを使って代理予約できます！

利用者が小学生以下の時は、 使用者設定を変更してください。

乗車する時は、 予約者 （保護者） の名前を伝えてください。

「のらざあ」 はプロのドライバー！

凍結した道路や雪道になれていない方、 運転が苦手な方はご利用を

検討ください。

「のらざあ」 は登録したお電話番号にショートメッセージサービスで、

車両到着の３０分前と５分前にお知らせします。

Vol.２

令和５年　茅野市　区長 ・自治会長名簿令和５年　茅野市　区長 ・自治会長名簿
問　パートナーシップのまちづくり推進課　☎72-2101 （内線 141）

16




