
Ｒ４.４.１現在

部会名部会名部会名部会名
必須必須必須必須
選択選択選択選択

NONONONO

総務部会 ・・・・ 戦没者等追悼式

必必必必 ０１ ・・・・ 統計調査員の推薦（国勢調査と農林業センサス）

必必必必 ０２ ・・・・ 民生委員･児童委員候補者の推薦

必必必必 ０４ ・・・・ 投票管理者･投票立会人の推薦

必必必必 ０５ ・・・・ 期日前投票管理者･期日前投票立会人の推薦 ・・・・ 各種団体等が開催する総会などへ来賓として

必必必必 ０６ ・・・・ 長野市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦 出席

（H29から名称変更)

必必必必 ０７ ・・・・ 放課後子ども総合プラン等運営委員会委員の内申 ・・・・ 各種団体の委員推薦・報告

（H28から名称変更) ・・・・ 地区内団体の各種印刷物の配布･回覧･周知

必必必必 各種印刷物の配布事務　　 ・・・・ 各種団体負担金の徴収

12-5・6・8は(欠番) ・・・・ 地区内道路対策

必必必必 13-１ ・・・・ 行政連絡区の区長及び世帯数(事業所含む）等 ・・・・ 東北地区道路問題対策

　　　　 の報告（Ｈ30から名称変更） ・・・・ 地区内水害防止対策

必必必必 13-2 ・・・・ ごみ分別啓発に関する発行物の必要数調査及び ・・・・ 各種陳情

配布 ・・・・ 各区の固有事務

必必必必 １５ ・・・・ 地区内の土木事業要望のとりまとめ、要望書の ・・・・ 依頼事務以外の配付物

作成及び現地調査の案内 長野県障害者福祉センター

（H31から名称変更) 　　　　　　　　　広報誌「まるかじりサンアップル」

必必必必 １６ ・・・・ 長野市社会福祉大会における被表彰者の内申

必必必必 １７ ・・・・ 災害見舞金品事業に係る罹災者等の報告及び 警察関係啓発チラシ

　　　　 見舞い金品の伝達

必必必必 ２２ ・・・・ 「緑の募金」の募集及び取りまとめ

選選選選 ０１ ・・・・ 防犯灯の設置及び維持管理事業

（Ｈ３０から名称変更）

選選選選 ０５ ・・・・ 交通規制（交通安全施設）設置等要望調査

（Ｈ27から名称変更）

選選選選 21・25・26　・各種印刷物の配布事務

選選選選 ３６ ・・・・ 「ながの未来トーク」の開催

（H30から名称変更)

　【男女共同参画市民推進員関係】

選選選選 ２３ ・・・・ 男女共同参画セミナーの開催

選選選選 ２４ ・・・・ 地域における男女共同参画の推進

 必必必必 １９ ・・・・ 「日赤活動資金」の募集及び取りまとめ

（H29から名称変更)

 必必必必 ２０ ・・・・ 「共同募金（戸別･法人募金）」の募集及び取り

まとめ

（※必須12-6.・8はH23見直しで、必須12-5はR3見直しで、12-10はＨ30見直しで、

（※選択22はR3見直しで削除）

                  

安全･防災         

部会 選選選選 ０２ ・・・・ 市道への白線塗布事業 ・・・・ 消防訓練の実施（春・秋）

（Ｈ27から名称変更） ・・・・ 年末警戒・巡視

選選選選 ０３ ・・・・ 交通安全啓発街頭指導への参加 ・・・・ 消防出初式

【防犯協会関係】

・・・・ 犯罪防止パトロール

【水害防止対策委員会関係】

・・・・ 土のうの点検整備

・・・・ 自主防災の啓発・推進

（※選04はＨ28見直しで削除）

12-1～9・

 

※選２３・２４は、健康・福祉部会から総務部会に変更　H23.1.6

　【日赤分区長･共同募金協力委員関係】

必須18はＨ24見直しで、必須21はＨ26見直しで削除）

　【交通安全推進委員会関係】 【消防協力会関係】

依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表

依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務 固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務

　【区長会関係】　

　【区長会関係】



Ｒ４.４.１現在

部会名部会名部会名部会名
必須必須必須必須
選択選択選択選択

NONONONO

依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表

依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務 固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務

環境美化

部会 必必必必 ０８ ・・・・ ごみ集積所における分別用備品等の管理及び　　 ・・・・ 千曲川河川敷清掃と探鳥会開催

　 　　　　 　 　　　　 ルール違反ごみの対応 ・・・・ 資源回収の協力団体への助成

必必必必 ０９ ・・・・ 「ごみ分別強調月間」ごみ集積所巡回場所の選定 ・・・・ ごみ集積所設置等の助成

（H29から名称変更) ・・・・ 環境美化啓発

選選選選 ０６ ・・・・ ゴミゼロ運動（春･秋の大掃除）

選選選選 ０８ ・・・・ 不法投棄防止用等啓発看板の設置

選選選選 ０９ ・・・・ 不法投棄に関する情報提供及び防止対策に関 　　　　

する協力 　　　　

選選選選 １０ ・・・・ 地域緑化事業 　　　　

選選選選 １１ ・・・・ 犬又は猫の適正飼養啓発チラシの配布等 　　　　

（Ｈ30から名称変更) 　　　　

　　　　

　　　　

（※必須10はR3見直しで選択事務へ移行） 　　　　

（※選12はＨ24見直しで、選07はＨ26見直しで、選09はＨ27見直しで削除）

社会福祉 　【社会福祉関係】 　【社会福祉関係】

部会 選選選選 １３ ・・・・ 地域福祉推進事業 ＜地域助け合い事業＞

（Ｈ30から名称変更) ・・・・ 福祉自動車による「福祉移送サービス活動」

選選選選 １４ ・・・・ 地域たすけあい事業の実施 ・・・・ 身の回りの家事支援の「家事援助サービス活

選選選選 １５ ・・・・ 福祉推進員設置事業 動」

選選選選 １６ ・・・・ 福祉のまちづくりを進めるための実践事業（地域 　　　　 ＜高齢者への福祉活動＞

　 　　　　 福祉活動振興事業） ・・・・ 身体不自由者の日帰り温泉旅行「希望の旅」

事業

・・・・ 福祉の課題を抱える「当事者のふれあい事業」

・・・・ 80歳到達者へのお祝い「風呂敷」贈呈事業

・・・・ 一人暮らし高齢者男性向け「料理教室」開催

　　　　 ＜幼児・児童対象事業＞

・・・・ 子育て支援ひろば「赤いほっぺ」開催

・・・・ 車椅子・アイマスクによる歩行体験「小学校福

　　　　 祉体験教室」開催

　　　　 ＜各地域での福祉活動＞

・・・・ 「お茶のみサロン」支援（高齢者対象）

・・・・ 「ふれあいの集い」支援（配偶者がない高齢

　　　　 者対象）

・・・・ 福祉なんでも懇談会（各地区へ出前講座）

　　　　 ＜各種集会・研修会＞

　　　　 　　　　 　 ・・・・ 社会福祉大会開催

　　　　 　　　　 　　　　 　 ・・・・ 地域福祉活動功労者表彰

・・・・ 各種団体役員、協力員への研修会実施

　【子どもプラザ関係】

・・・・ 朝陽子どもプラザの運営

健康増進 　【健康増進部門関係】 　【健康増進部門関係】

部会 選選選選 １７ ・・・・ 健康づくり講座の開催（生活習慣病予防のための ・・・・ 地域活動

　　　　 食生活、運動等）（Ｈ30から名称変更) ・・・・ 健康だより発行

選選選選 １９ ・・・・ 健康福祉に関する部会員のための研修会等に ・・・・ 講習会参加

　　　　 　 ついての情報提供（R４名称変更)

　　　　 　 　【献血協力会関係】

選選選選 ３８ ・・・・ 献血推進事業　 　　　　 　

　

（※選18、選20はＨ30見直しで削除） 　　　　 　

　【環境美化関係】 　【環境美化関係】



Ｒ４.４.１現在

部会名部会名部会名部会名
必須必須必須必須
選択選択選択選択

NONONONO

依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表依頼事務等の部会別一覧表

依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務依　　　頼　　　事　　　務 固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務固　　　有　　　事　　　務

教育･文化 【青少年育成地区会議関係】 　【青少年育成地区会議関係】

部会 選選選選 ２８ ・・・・ 青少年健全育成集会等の開催 ・・・・ 健康マラソン大会

選選選選 ２９ ・・・・ 地域と学校の連携事業 ・・・・ あいさつ運動

選選選選 ３０ ・・・・ 家庭教育講座の開催（R4名称変更)

選選選選 ３２ ・・・・ 青少年健全育成情報交換会への参加

選選選選 ３４ ・・・・ 青少年健全育成フェスティバルへの参加 　【少年育成委員会関係】

　　　　 　 【少年育成委員会関係】 ・・・・ 街頭指導活動

選選選選 ２８ ・・・・ 青少年健全育成集会等の開催 ・・・・ 環境浄化活動

選選選選 ２９ ・・・・ 地域と学校の連携事業 ・・・・ 行事への参加等

選選選選 ３５ ・・・・ 青少年健全育成のための巡回指導･環境浄化 　【育成会連絡協議会関係】

　　　　 活動 ・・・・ こども会育成活動

　　　　 【育成会連絡協議会関係】 ・・・・ 特別活動事業

選選選選 ３１ ・・・・ 地区における育成会活動の実施 ・・・・ こども会振興事業

・・・・ 東部地区競技大会

・・・・ 綱引大会の開催

　【人権協議会関係】 　【人権協議会関係】

必必必必 ０３ ・・・・ 人権教育指導員の配置 ・・・・ 各区公民館人権研修会補助

※必０３は、総務部会から教育・文化部会に変更H23.4 ・・・・ 地区幹事研修会

必必必必 １１ ・・・・ 人権教育･啓発活動（活動を担当する部署 ・・・・ 役員研修会

　　　　 の設置、人権教育研修会及び住民集会等

　　　　 の開催）の実施

（Ｈ30名称変更）

（※選択33はH26見直しで削除）

　　　　

公民館部会
選選選選 ２７ ・・・・ 成人式の運営 ・・・・ 敬老会･成人式の運営

・・・・ 球技大会運営

・・・・ 史跡めぐり

広報部会
・・・・ 「輝くあさひ」編集･発行

　【公民館関係】 　【公民館関係】

　【広報関係】


