
 

 

令和３令和３令和３令和３年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

    

((((総括総括総括総括))))    

令和２年度から続く新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、今年度も

昨年同様住自協の活動に大きな影響を受けました。 

 年度当初の総会や常任評議委員会、各部会で実施すべく計画だてした事業も、 

一部を除き中止や出席人員を制限して開催する等、困難を極めた年となりまし

た。 

  以上のことから今後も「新しい生活様式」のガイドライン（「３密」の回避

や換気・手洗いの実行等）に沿って各種活動を行うことが「自分たちの地域は

自分たちでつくる」という住自協の基本方針によりそえることになると思われ

ます。 

  さて、今年度の重点項目としてとり上げた、３つの項目については以下の対 

応となりました。 

 

１ 朝陽地区活動拠点の早期実現につきましては、８月に予定した「ようこそ 

市長室へ」は新型コロナの影響で中止となり、アピールの場がなくなってし 

まいました。しかしながら、市から暫定ではありますが建設に向けたロード 

マップが示され、今後はこれに沿って早期にスタートできる時期を模索して 

まいります。 

 

２ 中長期にわたる視点での計画策定やその検証の必要性については、なかな

か議論が進んでおらず今年度は前に進めることができませんでした。 

 

３ 現在の第二次活動計画を検証し、第三次地域福祉活動計画の策定に取り組 

むことについては、今年度は作業部会の中で各事業の評価を実施し細部にわ 

たる検証が終了いたしました。それに基づいて第三次地域福祉活動計画を策 

定し、来年度から計画に基づいた取り組みを進めて行こうと考えております。 

   

  

 

 

 

 

 

 



〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉    

１「ようこそ市長室へ」…中止 

開催日：８月３０日（月）開催時間：１１：００～１２：００（約４５分

間）の予定でしたが、全県に新型コロナ特別警報２（感染警戒レベル５）

が発出されている中、新型コロナ感染拡大防止のため、市からの要請によ

り中止となりました。 

次年度以降の長野市長を交えた意見交換の場を活用しながら、朝陽総合 

市民センターの早期建設に向けて長野市に継続して働きかけ、早期建設に

向け具体的スケジュールの作成を要望していきます。 

 

２ 戦没者等追悼式の開催（９月２３日木曜日） 

・朝陽地区戦没者等追悼式を９月２３日（木：祝日）１０時より行いまし 

た。 

・全県に新型コロナ特別警報２（感染警戒レベル５）が発出されている中、

感染拡大防止のため、参加者の規模を縮小して行いました。 

・当初参加予定者４３名（介添者１名含む）を２９名（介添者１名含む）で

の開催とし、１４名の方に出席をご遠慮頂くことになりましたが、厳粛に

執り行うことができました。 

 

３ 地域における男女共同参画の推進  

  ・１１月１０日（水）１４時３０分より講演会を実施。 

   長野市地域・市民生活部 人権・男女共同参画課 

   係 長   丸山 直美 氏 

   相談指導員 水上 裕美 氏（講師） 

   講演内容 ：①男女共同参画とは 

②国際社会、国内の動向 

③地域における男女共同参画 

・今後の朝陽地区住自協・各区に於いて、「業務負担の軽減」、「性別や年齢

等により役割を固定しない」、「自治会運営業務の見える化」等、今までの

継続・慣習化等で行ってきた会議、事業のあり方の見直しを図り、誰もが

参加しやすい環境づくりで活動に参加するハードルを下げる努力・改革が

不可欠と感じた。 

 

４ あさひ かがやき事業の継続的推進 

    朝陽市場（軽トラ市）１１月１３日（土）９：００～ リバーフロント

にて実施 

 

 

 



〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉    

  安全・安心なまちづくりを進めるとともに、地域で見守り・支え合える仕 

組みづくりを目指し、年７回の部会を開催し、自主防災・防犯活動・交通安全 

などに係る事業を実施しました。 

 

１ 防災対策事業の推進 

（１）水害防止用土のう点検整備及び水防訓練の実施（６月６日（日）） 

①水災害講習会 

長野市消防局鶴賀消防署東部分署 清水一俊氏に「水災害について」の 

講話をしていただきました。 

②土のうの積み方訓練の実施 

   長野市消防団朝陽分団のご指導・ご協力のもと、土のう点検整備及び 

水防訓練を実施しました。（参加者６１名） 

 

（２）防災携帯無線機による通信訓練（災害想定）の実施 

   原則として、毎月１０日午前９時から実施しました。１０日が土・日の

場合は直後の平日に行いました。（区と支所との通信訓練） 

   災害時情報網整備事業通信訓練想定内容は、震度５強地震、大雨、台 

風、大雪の４項目で実施しました。 

    

（３）防災研修会の開催 

   ①防災研修会の開催（６月３０日（水）） 

    自主防災会連絡協議会と共催で、長野市役所建設部河川課の平出博視

氏・横澤邦俊氏に「朝陽地区の用水の現状と内水が起こる原因」につい

ての講話をしていただきました。（参加者３４名） 

   また、研修会終了後、朝陽地区自主防災会連絡協議会総会を開催致しま 

した。  

 

②防災研修会（水害防止対策研修会）の開催（７月１４日（水）） 

 水害防止対策委員会・千曲川左岸堤防改修対策委員会と共催で、国土 

交通省千曲川河川事務所調査課の桶川勝功氏に「令和元年 東日本台風に 

学ぶ」と題しての講話をしていただきました。 

（会場参加者３７名/WEB 会議システム（Zoom）参加者１８名） 

 

（４）防災講座の開催（１１月１２日（金）） 

    長野市総務部危機管理防災課の吉原正夫氏・村山哲也氏に「防災対策」

をテーマに「防災に関することについて」の講話や「マイタイムライン

の作成方法」の指導をしていただきました。（参加者３２名） 

 



（５）防災施設視察研修会 

      ①防災行政無線使用方法の研修（８月２４日（火）） 

      南屋島公民館において長野市総務部危機管理防災課の名川雄一郎氏

に防災行政無線の個別操作・個別通信の方法を説明していただき、実

際の操作研修を行いました。（参加者２９名） 

 

②防災備蓄倉庫の確認（１０月１４日（木）） 

長野市総務部危機管理防災課の紅粉康弘氏・上条啓希氏に説明をし

ていただき長野運動公園防災備蓄倉庫の「所在地の確認・開錠の方法・

備蓄物品の把握」を行いました。（参加者２８名） 

 

２ 防犯対策事業の推進 

（１）防犯研修会の開催（７月６日（火）） 

   長野中央警察署生活安全第一課の西澤周作氏に「地域における防犯活 

動について」の講話をしていただき、特殊詐欺についてのＤＶＤ鑑賞を

行いました。（参加者３２名） 

 

（２）夏季及び年末防犯パトロールの実施 

     夏季…７月９日（金）～７月３１日（土）…１２９名参加 

年末…１１月２７日（土）～１２月１０日（金）…１１８名参加 

    各地区の役員、防犯指導員、少年育成委員、防犯女性部員等のご協力

を得て実施しました。 

 

（３）ポスター・立看板等による啓発活動の実施 

     長水防犯協会斡旋の「夏の地域安全運動」「全国地域安全運動」「年末

特別警戒」「春の地域安全運動」等の看板を各地区、朝陽地区公民館、朝

陽支所に配付し、掲出を依頼しました。 

 

３ 交通安全対策事業の推進 

（１）交通安全街頭啓発活動の実施（交通安全協会朝陽支部主管） 

     ア 夏の交通安全やまびこ運動  イ 秋の全国交通安全運動      

     ウ 年末の交通安全運動     エ 春の交通安全運動 

 

（２）市道等の白線塗布の実施（交通安全推進委員会主管） 

     交通安全推進委員会、各地区育成会等が行う白線塗布事業における物 

品要望調査及び物品調達を実施しました。 

          

    

 



〈環境〈環境〈環境〈環境美化部会〉美化部会〉美化部会〉美化部会〉    

  朝陽地区の生活環境の改善に向けて、住民の意識を高めるとともに、住み

よい街づくりを目指し、地区ごとの環境美化活動を支援してきました。また、

次世代に向けて地球温暖化防止の啓発活動を推進してきました。 

今年度も長野市からの新型コロナウイルス感染拡大防止の対応方針を踏まえ

事業の中止・変更等ありました。 

 

１ 生活環境改善の取り組み 

（１）長野市の５月・１０月の「ごみゼロ運動」に併せ、春・秋に地区ごと   

に大掃除、河川清掃を実施しました。（春は５月３０日、秋は中止） 

（２）各区の需要調査に基づき、清掃用具等を４月２２日に配布しました。 

 

２ ごみ収集適正化、環境整備 

分別ルール等の徹底及び啓発について、地区ごとの事例を挙げて共通課 

題として取り組みました。 

 

３ 探鳥会・河川敷清掃 

千曲川河川敷での探鳥会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

としましたが、河川敷の清掃は人員を１７名に制限して６月６日（日）に実

施しました。 

  

４ アメシロ・マイマイガの防除事業 

     地区ごとの需要調査に基づき、防除剤等４月２２日に配布しました。 

 

５ 不法投棄防止事業 

   地区ごとの需要調査に基づき、立て看板（不法投棄・犬の糞害他）１９

枚・支柱８本を１１月１１日に配布しました。 

 

６ ごみ集積所補助事業 

  ｢ごみ集積所維持・管理交付金｣については、内容を見直して是正しました。 

 

７ 資源回収報償事業 

    育成会・長寿会他各団体の資源回収への報奨金を交付しました。 

 

８ 視察研修 

  長野市の環境関連施設（ながの環境エネルギーセンター）視察研修の参加

人員を１８名に抑えて１１月１８日（木）に実施しました。 

 

 



９ 地球温暖化防止活動 

地球温暖化防止に関する講座・体験講座については、市政出前講座「家

庭でできる温暖化対策」「水道の安全とおいしい水」の２講座を計画しまし

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になりました。 

 

１０ 地域中学校との交流 

   三陽中学校より総合的な学習の一環として学級別テーマ「高齢者の方と

一緒に花を育てよう」の参加依頼があり、校内の３箇所の花壇に花の苗木

の植付け作業を生徒と一緒に１１月１２日(金)に行いました。 

   

〈社会福祉部会〉〈社会福祉部会〉〈社会福祉部会〉〈社会福祉部会〉    

  第二次地域福祉活動計画（以下二次計画という）の最終年度を迎え、二次

計画の評価（総括）に加え、第三次地域福祉活動計画（以下三次計画という）

の策定作業に取り組んだ一年間でした。今年度も新型コロナ禍にあり事業の

多くは中止や縮小に追い込まれたものがあります。しかしながら地域福祉活

動や高齢者福祉活動は工夫を凝らし、可能な限り実施に努めてまいりました。

これはひとえに福祉サービスを受ける側の方々にとって、生活そのものを維

持していくため必要な事業となっているからにほかなりません。事業を可能

な限り続けるため知恵を絞り、工夫に工夫を重ね取り組んだ一年間でした。 

 

１ 支え合いまちづくり活動 

(１)各区協議体活動 

「きたほりささえあい委員会」が昨年度設立され、朝陽地区では７区に

協議体ができました。しかし、この協議体活動も新型コロナ禍にあって、

一部の地区を除き活動を思うように進めることができませんでした。 

 

(２)協議体「ささえ 愛 あさひ」 

活動は年度後半の２月・３月の一部（三次計画作業部会に切り替えた

ため）を除き、企画会議・幹事会を毎月定期的に行ってまいりました。

そんな中、今年度は題材に新型コロナを取り上げ、２回の研修会（７月

３日、１１月１７日）を実施することができました。 

「ささえ 愛 あさひ」の活動項目３に掲げてある、居場所づくり・通

いの場づくりが進み、北堀区に「しゃべり場でんでん」、南堀区では長命

寺様ご協力のもと「ラジオ体操」が始まりました。 

２か月に一度「ささえ 愛 あさひ通信」を発行し、朝陽全戸に活動の

一端をお届けしています。 

 

 

 



(３)お手紙プロジェクトの実施 

 いいふみの語呂合わせで１１月２３日実施。朝陽小学校６年２組（児

童３１人）と地区内２カ所の高齢者福祉施設の入所者との間で文通を行

いました。目的は入所者の皆様に元気をお届けすること、手書きで手紙

を書く機会が少なくなった児童の皆さんの成長につなげようとの思いか

らです。その後入所者の皆さまから心温まるご返事を頂戴しています。 

 

２ 地域福祉 

(１)お茶のみサロン・ふれあいの集い 

   「お茶のみサロン」は、全く実施されなかった区もあれば、例年の半分 

以下の実施にとどまった区もあります。実施した区では感染対策のため 

内容に工夫を凝らし、時間を短縮するなどして取り組みました。また、 

地域の飲食店の一部を借用し、参加人数（４人から５人程度）を絞り込 

み実施した区もありました。「ふれあいの集い」は一部の区で実施され 

たのみです。 

 

（２）オレンジカフェ・介護者の集い 

    現在朝陽地区には３カ所でオレンジカフェが開かれております。３カ 

所のうち「ハイネスあさひ（ケアハウスあさひ）」では、今年度実施する

ことができませんでした（高齢者福祉施設につき）。「まめカフェ（おま

め喫茶そいてぃ）」及び「オレンジカフェきたほり」の２カ所について 

は感染状況をみながら実施し、「介護者の集い」・「認知症家族のつどい」

（まめカフェ）についても同様の対応でした。 

 

（３）地区別福祉懇談会 

今年度は１１月から１２月の２か月の間に、８区すべてで実施するこ 

とができました。実施にあたり事前に、社会福祉部会より「災害時にお 

ける弱者の避難方法」というテーマを提案し、それぞれの区で取り組ん 

でいただきました。年度当初、懇談会について年間２回の開催案があり 

ましたが、この案については継続協議となりました。 

 

(４) 買い物お助けマン制度 

    この制度は平成２１年度スタートの朝陽地区独自の事業です。今年度 

この事業の見直しを行い、説明会を７月９日実施しました。また、事業 

を推進するため協力員の募集も行いました。 

 

(５) 視察研修の実施 

 今年度も福祉推進員を中心とした視察研修を実施することができませ

んでした。ただし、「ささえ 愛 あさひ」が窓口となり、上田市神科地



区まちづくり委員会との交流会を１１月９日に実施しました。 

    

３ 高齢者福祉 

（１）傘寿のお祝い事業 

    今年度の事業は従来の風呂敷（紫・朱）に加え、松代焼（マグカップ） 

   との二者択一としました。申込者数は８１名（朝陽地区該当在住者１６ 

   １名）内訳は風呂敷１８名、松代焼（マグカップ）６３名でした。敬老 

の日を前に、お届けいたしました。また、お祝いの会の計画がありまし  

たが、コロナ禍のため断念、来年度への課題としました。 

 

（２）ふれあいの旅（音楽の旅） 

  この事業は、地区内の独居の高齢者や障害をお持ちの方を対象に実施 

される事業です。感染拡大防止のため飲食を伴う事業としては実施でき 

ず、「音楽の旅」に変更し実施しました。２３名の方がご参加されました。 

「旅」をテーマに北堀在住の牧 美香様のバイオリン演奏、「旅」に絡め 

たクイズ、旅情を感じていただけるよう長野市の観光スポットのポスタ 

ー展示、観光スポットの四季をプロジェクターで投影するなどの工夫を 

しました。お帰りの際にはお土産をお持ち帰りいただき、ご参加いただ 

いた方から、久しぶりに外出できたとの喜びの声をいただきました。 

 

（３）男性の地域デビュー（高齢男性の料理教室） 

    男性の料理教室は８回実施予定のところ５回の実施にとどまりました。 

新型コロナ禍のため、人数制限、料理の持ち帰り禁止、食事中は黙食等 

の条件がありました。来年度は料理教室のほか、新たなメニューを加え 

て事業を進める予定です。 

 

（４）はつらつ健康体操 

    北堀でグループ（北堀はつらつクラブ）が結成され、朝陽８区のうち 

７区で「はつらつ体操」が実施され、朝陽支所２階集会室で実施されて 

いる「きらきら体操」を加えますと、８つのグループ（クラブ）があり 

ます。今年度この「はつらつ体操」もやはり新型コロナ禍のため、休止に 

追い込まれる地区が続出しました。参加している皆様に支えられている事 

業です。 

 

４ 児童福祉 

（１）あさひ親子ひろば「にこにこ」 

    民生児童委員協議会との共同事業。新型コロナのため８月・９月、及 

び２月・３月の間中止せざるを得ませんでした。今年度も事前申し込み 

制度（親子１５組まで）を採用し実施しました。 



（２）福祉体験事業 

    例年朝陽小学校４年生の児童を対象として実施してきた事業。今年度 

も朝陽小学校側から中止の申し出があり、２年連続で中止なりました。 

 

（３）小学校区放課後子ども総合プラン 

    運営委員会の総会は５月１３日、運営委員会は１０月８日に実施され 

ました。この事業は市社会福祉協議会の委託を受けて行われている事業 

ですが、新たな運営主体の設立が見込まれています。運営主体は一般財 

団法人、または社会福祉法人の設置が考えられています。早ければ令和 

４年度中に新法人が設立され、令和６年度から新法人による運営が始ま 

る予定です。 

 

（４）子ども食堂（まんぷく食堂）開催支援 

    令和３年度の事業は以下のように実施されました。 

   お茶会（会場は朝陽団地集会所） 移動図書館と同日 

   おしゃべり会（会場はボランティアセンター）移動図書館と同日 

   本来のみんなが寄り集まって行う食事会は実施できませんでした。 

 

（５）世代間交流   

残念ですが今年度も実施できませんでした。 

 

５ 調査啓発・広報活動 

（１）第二次地域福祉活動計画の推進（第三次地域福祉活動計画策定作業） 

                （三次計画作業部会の詳細は８番目に掲載） 

 

（２）「支え合いマップづくり」の活動推進 

    区単位にある「まちづくり委員会」等が主体で取り組む事業であり、 

   社会福祉部会の役割は「まちづくり委員会」等の活動が推進できるよう、 

   支援することです。ところが今年度は一部の区を除き、ほとんどの区で 

は活動が行われませんでした。来年度は新型コロナ禍であっても活動が 

できる具体的な方法や技法を提案し、支援していきます。 

 

（３）協議体「ささえ 愛 あさひ」の活動支援 

    区単位にある「まちづくり委員会」等と「ささえ 愛 あさひ」との 

   連携、情報共有が進むよう支援をすることが役割ですが、連携も情報共 

有も進めることができませんでした。「まちづくり委員会」等の代表者が 

「ささえ 愛 あさひ」へ参加していただくための体制づくりを進めます。 

 

 



（４）「あんしん便利帳」の発行 

    平成２７年度版の見直しを行い、７月１日全戸配布（８０００部作成） 

しました。活用方法が来年度への課題となっています。 

 

（５）「社協だより」発行 

    年４回発行。従来からの編集方法を変更、その都度編集会議を経て発 

   行する体制に。より身近に感じていただけるよう、全戸配布としました。 

 

６ 地域たすけあい事業 

（１）福祉自動車運行管理 

    新型コロナ禍にあっても可能な限り運行に努めました。年度初めと１ 

月２７日からの「まん延防止等重点措置」適用の間、運行を停止。（３月 

７日から再開）協力員さんを対象に安全運転講習を実施。また、９月福 

祉自動車（１号車）の買い替えを行いました。 

 

（２）家事援助サービス事業の管理 

    新型コロナ禍でも家事援助サービスは続けてまいりました。今冬季は 

降雪が多く、除雪依頼対応に苦慮しました。また、協力員さん（福祉移 

送車・家事援助とも）を募集しております。 

 

（３）地域たすけあい事業説明会（１０月７日実施） 

    市では「地域たすけあい事業」を介護保険財源による運用開始を目指

し、財源の切り替えを順次進めていくことにしています。当地区の移行

期間は令和４年７月以降となり、先に財源のみが移行します。 

 

７ 集会・研修会等 

            上記報告以外、今年度実施された集会・研修会は以下のとおりです。 

    令和３年度社会福祉協議会評議員会  ４月２８日（水） 

          〃   臨時評議員会 １１月１８日（木） 

    令和３年度福祉推進員研修会     ５月 ８日（土） 

 

８ 第三次地域福祉活動計画策定員会・作業部会・作業部会分科会 

         策定委員会、作業部会、作業部会分科会は以下の日程で実施されました。 

            策定委員会    1/20 

   作業部会    6/29、 7/15、 8/26、 9/17、10/11、10/29、11/19 

           12/10、  1/27、 2/16、 3/ 1、 3/24 （延べ１２回） 

   作業部会分科会 8/11、 8/19、 2/ 1、 2/10（延べ４回） 

   二次計画（計画年度平成２９年度～令和３年度）の個別事業の評価結果 

  は以下のとおりです。（評価は継続・改善・充実・廃止・新規継続・改善・充実・廃止・新規継続・改善・充実・廃止・新規継続・改善・充実・廃止・新規の５基準） 



個別事業【支え合い・助け合う】【支え合い・助け合う】【支え合い・助け合う】【支え合い・助け合う】    

実施事業名 評価 実施事業名 評価 

家事援助（地域助け合い） 継続 ふれあい・見守り・声がけ 継続 

福祉移送（地域助け合い） 継続 子どもプラザ運営 継続 

まちづくり推進協議会 継続 傘寿お祝い品贈呈 継続 

暮しのサポート 継続 ふれあいの旅 継続 

買い物お助けマン 継続 介護者への支援 継続 

お話し相手活動 継続 高齢男性の料理教室 継続 

避難行動要援護者支援 継続 介護保険総合サービスの充実 継続 

小学校児童の見守り活動 継続  継続 

【支え合い・助け合う】の三次計画での新規事業は「子ども支援事業（子ども

食堂含む）」です。 

表中にアンダーラインが入っている実施事業名は三次計画では変更となります。 

    避難行動要援護者支援  ➡  避難行動要支援者支援 

    高齢男性の料理教室   ➡  男性の地域デビュー支援事業 

介護保険総合事業サービス  ➡  生活支援体制整備事業 

 

個別事業【つどう・交流】【つどう・交流】【つどう・交流】【つどう・交流】    

実施事業名 評価 実施事業名 評価 

ボランティア交流 継続 お茶のみサロン 継続 

ふれあいの集い 継続 オレンジカフェ 継続 

子育て広場「赤いほっぺ」 継続 あいさつ運動 改善 

介護者交流 継続 世代間交流 継続 

住民によるまちづくり「縁側発見・開発」 継続 体力・健康づくり 継続 

９項目の事業については継続評価とし、「あいさつ運動」のみ改善との評価とし

ました。表中にアンダーラインが入っている実施事業名は、三次計画において

変更となります。 

   子育て広場「赤いほっぺ」 ➡ あさひ親子ひろば「にこにこ」 

   「縁側発見・開発」    ➡ 「まちの縁側・開発」 

       あいさつ運動   ➡ つながる身近なあいさつ・声がけ  

  

個別事業【知る・知らせる】【知る・知らせる】【知る・知らせる】【知る・知らせる】    

実施事業名 評価 実施事業名 評価 

福祉よろず相談 改善 情報発信（インターネットの活用） 充実・継続 

福祉アンケートの実施 改善 情報発信（お知らせコーナー） 継続 

あんしん便利帳 継続・改善 まちかど掲示板の活用 継続 

地域の人材紹介 継続・改善 地区別福祉懇談会 充実・継続 

情報発信（広報紙の発行） 継続・改善 社会福祉大会 継続 

 



【知る・知らせる】では三次計画での新規事業は「地域福祉功労者表彰制度」 

です。実施事業名の変更はありません。 

 

「三次計画」は令和４年度上半期のできるだけ早い時期の完成を目指して現

在鋭意取り組み中です。「三次計画」の策定委員及び作業部会員は引き続き、こ

のまま嘱していただき、策定作業を継続します。 

  

〈健康増進〈健康増進〈健康増進〈健康増進部会〉部会〉部会〉部会〉 度活動方針は、前年度事業を継承し、多くの皆様に健康 

当部会は、地域保健活動の一環を担い、多くの朝陽地区の住民の皆様に、健

康について関心を持ち考えていただけるよう、健康増進に向けた活動を展開し

ていくことを目的としています。令和 3年度活動方針計画策定に当たっては、

前年度事業を継承しつつも、コロナ禍の中感染拡大につながるような事業は避

け、印刷物等の発行をメインとし、講演会の開催等は最小限にするということ

を基本にし、以下の事業を実施しました。 

 

１ 健康増進普及活動 

   情報チラシ「健康だより」（全戸回覧）の発行 

   第２４号 ７月発行  掲載内容：「地域包括センター」 

   第２５号 ９月発行  掲載内容：「ネットでの健康体操」 

   第２６号 １１月発行 掲載内容：「口腔ケアでのパタカラ体操の利用」    

 

２ コロナ感染の急拡大の為、実施できなかった事業。 

健康推進員研修会の開催   令和４年１月２２日（土） 

 

  次年度もコロナ感染拡大とのバランスを取って、事業を計画していきたい

と思います。  

    

〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉    

 収束の見えない新型コロナ禍は、様々な制約を受けている小･中･高校生等の 

青少年に微妙に影響を与えている、という報道がされ、新型コロナ禍社会の中 

での青少年の立ち位置が問題化されている。このような状況の基にあって青少 

年育成の健全化にも課題が求められる中、さらなる健全化を図りながら、地域 

の方々の理解と協力の基に、明るく住み易い社会生活を目指して次に示す事業 

を行った。        

なお、事業の一部は新型コロナ禍感染防止のための規制の基に行われた。 

  

１ 青少年健全育成関連事業       

  （１）あいさつ運動の実施:       

年間を通してあいさつ運動を実施。          



また、６月と９月は｢あいさつ運動強調月間｣として、地区内通学路等の  

主要箇所に、強調月間を示唆する黄色い幟旗を掲揚すると共に、地区の皆 

様に協力していただき、児童の登校時間に沿って街頭に立ち、登校児童を 

はじめ通勤、通学の方々への声掛けをする街頭啓発活動を実施している。

 なお、通常のあいさつ運動は白い幟旗を掲揚している。 

 ◇啓発運動協力者人数: [６月] ２１０名［９月］１９９名 計４０９名

            

（２）第４３回青少年健全育成推進大会 

 [日時] １０月１６日（土）１３時３０分    

 [講師] 長野中央警察署 生活安全第一課 防犯指導係長 西澤周作氏 

 [演題] ｢ＳＮＳを始めとするインターネットの問題と対策｣  

 [参加者] ３６名 

新型コロナ禍は小･中･高生を含む青少年がスマートフォンに依存する傾

向が増加しているとされる。それに伴う犯罪に誘発されるケースも少な

くないという。その使用の対策については本人だけでなく、家族も含め

た人たちで解決する方法も示唆されている。   

このような課題についてその現状と理解を深めるため、日ごろから取り組

まれている方を招いて講演会を開催した。 

    

（３）少年育成委員による街頭巡回指導･環境浄化指導の実施     

[２０２１年度巡回指導] ７回     

  各地区少年育成委員がコンビニ等と協力して、少年少女の集まり易い

個所を適宜巡回、状況を把握する。また、地区内学校、交番との意見交換

も実施した。なお、有害メディアの販売については、コンビニの方の協力

もありほぼ是正されている。 

 

（４）朝陽地区少年育成委員研修会 

[日時] ６月２５日（金）１４時３０分     

[講師] 少年育成センター主任指導主事 小林寛二 氏 

指導主事 中澤毅一 氏 [参加者]１２名（講師２名含む） 

朝陽地区内を３地域に分割し、それぞれ担当する地区内のコンビニ、

学校、集まりやすい場所等を巡回した。巡回後集会室に集合し、各巡回

担当地域の状況を報告した。その後、巡回指導に関するＤＶＤを観賞、

観賞後は、小林主任指導主事から巡回時に対する適切な指導方法の講演

があった。 

 

２ 育成会連絡協議会関連事業       

 ｢朝陽地区綱引大会｣は、新型コロナウィルス感染防止対策上の観点から昨 

年度に続き中止とした。       



本年度開催された小学生女子ソフトボール大会と少年野球大会では、女 

子ソフトボールチームの｢朝陽ライズ｣が長野大会で優勝、少年野球大会で

は｢朝陽育成会少年野球｣チームが優勝するという成績を残した。 

 

３ 文化･芸術に関する事業        

（１）あさひ大学講座･地域再発見    

 [主催] 朝陽公民館     [協力] ふるさと朝陽を学ぶ会 

 [日時] １１月９日（火） [探訪地区] 北堀地区・桜新町地区  

なお、本年度の北堀･桜新町地区の回をもって、歴史探訪の一連の課程    

 は修了とした。       

 また、現在使用している資料｢文化財マップ～あさひ～｣等は２００１ 

（平成１３）年８月に作成された。その後のおよそ２０年間で周辺環境の大 

きな変遷により、現在の資料としては適合しない面も見出されているこの

ため２０２２（令和４)年度から次年度にかけて、改訂版の作成作業を進

めることとした。  

        

（２）朝陽小学校における｢朝陽音頭の講習会｣と｢戦争体験講話｣の開催 

  [日時] １１月４日（木） １３時４５分～１５時００分 

  [場所] 朝陽小学校体育館 [参加者] 朝陽小学校４年生 約１２０名  

  [講師] 朝陽音頭保存会副会長 本藤 陽一氏ほか１名  

踊り指導者 ５名 計７名      

 [内容] 朝陽音頭: 朝陽音頭がどのようにして作られたか等の講話と

踊り方の指導       

戦争体験: 昭和２０年８月１３日の長野市空襲体験等の講話 

         

４ 人権協議会事業        

＊｢朝陽地区人権を考える住民集会｣は新型コロナウィルス感染防止対策の

観点から中止とした。 

           

５ 【長野市教育委員会 家庭地域学びの課】     

（１）第１回｢青少年健全育成情報交換会｣ (５月１５日［土］１３時３０分) 

（２）第２回｢青少年健全育成情報交換会｣ (１１月２７日［土］１３時３０)  

（３）巡回活動･環境浄化活動に関する研修会 

  [日時] ５月２２日 （土） １４時００分     

[講師] 長野県警察本部人身安全･少年課     

      少年サポートセンター室長 割田美由紀 氏   

[研修] 少年非行の現状から少年育成活動の現状を考える 

（４）朝陽地区巡回活動･環境浄化活動に関する意見交換会   

  [日時] ５月２７日 （土） １０時４０分     



 [来訪者] 少年育成センター主任指導主事 小林寛二 氏 (他１名)  

  少年育成センターから担当者が来訪、朝陽地区巡回活動状況の聞き取り

と意見交換を行った。     

      

〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉    

        長野市朝陽地域公民館連絡会は、朝陽地区住民自治協議会の公民館部会と

して、学習・文化・芸能及びスポーツの活動を通じて地域の発展と地域住民

の交流を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的に、長野市立朝

陽公民館と共催して次の行事を計画(感染対策を考慮)したが、新型コロナ感

染再拡大により、一部事業を「中止(一部延期)」とした。 

 

１ 文化・芸能活動 

（１）第５６回史跡めぐり 

令和３年１１月２０日（土）（当初予定６月２６日より延期） 

「善光寺縁起（絵解き）講演会と東山魁夷企画展鑑賞」参加者４１名 

で実施 

 

（２）朝陽地区敬老会  

令和３年９月１１日（土） 市立朝陽公民館体育館 ⇒ 中止 

 

（３）令和３年朝陽地区成人式 

令和４年１月２日（日）市立朝陽公民館体育館           

参加新成人６４名（平成１３年４月２日から平成１４年４月１日に生ま

れの方） 

 

（４）令和２年朝陽地区成人式 

令和３年８月１４日（土） 東部文化ホール ⇒ 中止 

参加予定新成人６８名に記念品贈呈 

 

２ スポーツ活動 

（１）第５３回朝陽地区親善球技大会   

令和３年８月２９日（日） 長野運動公園 運動広場⇒ 中止 

感染対策を考慮し「ペタンク交流大会」を企画 

    

３ 学習活動 

（１）令和３年７月４日（日） 市立朝陽公民館体育館 

「ペタンク競技 ルールおよび実技」について研修 

（２）人権研修会等への参加 

「人権を考える住民集会」に参加予定であったが、中止となった。 



〈広報部〈広報部〈広報部〈広報部会会会会〉〉〉〉    

        広報紙「輝くあさひ」を年４回発行し、住民自治協議会の事業とその活動、

８区の話題、イベント、地区の出来事などを幅広く取材し、掲載しました。

新型コロナ禍で、恒例の行事が中止になる中、講演会、講義、セミナー及び

研修会など幅広く取材し、住自協の事業等の理解と、地区の皆様に親しんで

頂けるような紙面づくりに努めました。 

 又、昨年度に引き続き地区の事業者から広告を募り、６社を掲載しました。 

 

１ 主たる事業 

（１）輝くあさひ第５６号の発行 広報部数 ６，１００部 

発行日 令和３年７月１日 

主たる記事 定期総会、会長挨拶、各部会の事業計画、組織図、 

令和３年度役員体制、令和２年度一般会計収支報告書及び令和３年度

一般会計収支予算書など。 

 

（２）輝くあさひ第５７号の発行 広報部数 ６，１００部  

発行日 令和３年１０月１日 

主な記事 水害防止対策研修会、あいさつ運動、水防訓練、料理教室、

地域を知り、防災を考える、地域のつながりを考える、防災研修会、

ささえ愛あさひ、防犯研修会、千曲川河川清掃、コロナ禍と地方の暮

らし及び夏季防犯パトロール及び８区の行事等など。 

 

（３）輝くあさひ第５８号の発行 広報部数６，１００部 

発行日 令和４年１月１日 

主な記事 行政防災無線操作の訓練、避難所運営の疑似体験（長野市赤 

十字奉仕団朝陽分団研修会）、インターネットの問題と対策（青少年健

全育成推進大会）及び８区の行事等など。 

 

（４）輝くあさひ第５９号の発行 広報部数６，１００部 

発行日 令和４年３月３１日 

主な記事 成人式、女性の人権、令和３年度を振り返って、各部会活 

動報告、ふれあいのたび、朝陽地区歴史探訪、男女共同参画セミナー、

防災講座、軽トラ市、環境関連施設研修、史跡めぐり及び８区の出来

事等など。 

 

２ 部会活動、編集会議 

    各号の編集会議を８回開催 

    ５/３０（日）、６/６（日）、８/２９（日）、９/５（日）、１１/２８（日）、 

１２/５（日）、２/２７（日）、３/６（日） 


