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はじめに 

 

 一昨年に流行が始まった新型コロナ感染症は、ウイルスが変異を繰り返しな

がら３年目に入りました。今年は、オミクロン株による感染が全国に拡大して

おり、コロナ禍はまだ当面続くことが予想されます。 

 こうした状況から、今年度の活動も「ウィズコロナ」を踏まえて感染症対策

を十分とった上で、計画した事業や行事を実行し、地域に親しまれる活動がで

きるよう取り組んでまいります。 

 また、超高齢化社会が進行する中、昨年度から作業を始めた第三次地域福祉

活動計画を早期に完成させ、安心・安全な暮らしやすいまちづくりを推進して

まいります。 

 さらに、近年、異常気象に伴う集中豪雨や地殻変動による地震が多発してお

ります。災害はいつやってくるか分かりません。これらに備えて、ハード・ソ

フトの整備を行政とともに推進してまいります。 

 以上の課題を解決すべく、今年度は以下の３項目を重点目標とします。 

 

 

 

 

１ 朝陽地区活動拠点（総合市民センター（仮称））の早期実現 

 

２ コロナ禍を踏まえた事業の見直しと組織のあり方の検討を推進 

 

３  防災・福祉に強いまちづくりを目指した地域福祉活動計画や避難計画 

（マイタイムラインの作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部会別活動計画 

〈総務部会〉 

１ まちづくり計画関連事項の推進 

（１）都市計画道路等朝陽地区関係事業の推進 

   東外環状線建設対策委員会・合同委員会の開催、地区内の道路網整備 

の推進（東北地区道路問題懇話会等で要望提出） 

 

（２）公共施設の充実に向けた活動 

朝陽総合市民センターの早期建設に向けて建設整備促進対策委員会と

共同して朝陽住民の強い要望であることを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。 

  長野市長を交えた意見交換の場を活用しながら行政側に働きかけを行っ

ていきます。また、建設整備促進対策委員会等の活動を縦横に展開してい

きます。 

 

２ 朝陽地区戦没者等追悼式の開催 

   令和４年度も同様に、戦没者等の皆様に不戦を誓い、朝陽地区遺族会と

の共催により実施する。 

 

３ 「あさひ かがやき事業」の継続 

 

４ 地域における男女共同参画の推進 

  男女共同参画の理解を深めるため、男女共同参画セミナーの実施等の研修

会を開催するなど普及啓発にあたる。 

 

〈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・支える仕組み 

づくり特に災害時における住民支え合いの仕組みづくりを目指した自主防災、 

防犯、交通安全等に係る事業を推進します。 

 

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 

    鶴賀消防署東部分署及び長野市消防団朝陽分団の指導・協力を得て実

施します。 

 

（２）防災研修会・防災講座の開催 

    朝陽地区自主防災会連絡協議会との合同企画により、地域における防

災力アップを図ることを目的に研修会・講座を開催します。   

 



（３）防災施設視察研修会の実施 

    朝陽地区自主防災会連絡協議会、朝陽地区水害防止対策委員会と連携 

し、安全・防災関連施設や治水対策施設等の視察研修会を開催します。 

 

（４）防災携帯無線の通信訓練と機器の整備 

    無線機の通信訓練は、原則として、毎月１０日午前９時から実施しま 

す。１０日が土・日の場合は、直後の平日に行います。 

 

（５）災害の把握と報告 

    災害が発生した場合は、安全・防災部会で災害状況を把握し、区長会・ 

部会長会で報告し、情報共有につとめていきます。 

 

２ 防犯対策事業の推進 

（１）防犯研修会の開催 

     朝陽地区防犯指導員、育成会、ＰＴＡ、民生児童委員、長寿会等と連 

携し、防犯研修会を開催します。 

 

（２）夏季及び年末防犯パトロールの実施 

     夏季（７月下旬）年末（１２月上旬）に区役員、防犯指導員、少年育

成委員、防犯女性部員等と連携し、各地区内において防犯パトロールを

実施します。 

 

（３）ポスター・立て看板等による啓発活動の実施 

     春・夏の地域安全運動、全国地域安全運動、年末特別警戒等において、 

各地区にポスター・立て看板を掲出し、啓発活動を実施します。    

 

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（主管：交通安全協会朝陽支部） 

    各種交通安全運動において、街頭啓発活動への参加・協力を行います。 

（２）市道等の白線塗布の実施（主管：交通安全推進委員会） 

    各地区で行う、市道等への白線引き事業の推進と支援を行います。 

 

〈環境美化部会〉 

  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、各区の環境美化活動を支援していく。また、次世代

に向けて地球温暖化防止の啓発活動を推進する。 

新型コロナウイルスの感染状況に応じて対策をとりながら事業を実施する。 

 

 



 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・秋に各区ごとに

大掃除、河川清掃を実施する。 

（２）各区の需要調査に基づき、清掃用具等を配布する。 

 

２ ごみ収集適正化、環境整備 

（１）分別ルール等の徹底及び啓発を行う。 

（２）市のごみカレンダーを配布する。 

  

３ 探鳥会・河川敷清掃事業 

 （１）千曲川河川敷での探鳥会と清掃を実施する。（年１回） 

  

４ アメシロ、マイマイガの防除事業 

 （１）各区の需要調査に基づき、防除剤等を配布する。 

（２）駆除啓発を行う。 

 

 ５ 不法投棄防止事業 

 （１）各区の需要調査に基づき、立て看板(不法投棄･犬の糞害他)、支柱等を

配布する。 

 

 ６ ごみ集積所補助事業 

 （１）各区に「ごみ集積所維持・管理交付金」を交付する。 

  

７ 資源回収報償事業 

 （１）育成会・長寿会他各団体の資源回収への報奨金を交付する。 

 

８ 視察研修 

 （１）長野市の環境関係施設（ごみ焼却場、下水道処理場他）の視察研修を 

   実施する。 

 

 ９ 温暖化防止活動 

 （１）地球温暖化防止に関する講座・体験講座については、市政出前講座等

を利用して開催する（年 2回） 

 

〈社会福祉部会〉 

 社会福祉部会は車の両輪でもある社会福祉協議会と協働して、地域福祉活動

をはじめとして高齢者福祉、児童福祉を中心とした福祉事業に取り組んでまい

ります。 

 



平成２９年度から令和３年度までの５年間を計画年度とした「第二次地域福

祉活動計画」は終了しました。「第三次地域福祉活動計画」は第二次計画の資 

産を引き継いだうえ、地域住民が抱えている地域課題、生活課題への取り組み

を進めてまいります。また、新型コロナ感染症拡大防止による新しい生活様式

の実践が求められていることから、十分な対策を講じつつ「地域共生社会の実

現」を目指して、活動を進めてまいります。 

 

１ 総務・企画 

 ・地域福祉ワーカー・生活支援コーディネーターへの活動支援・役割や 

位置づけの明確化（体制確立） 

・地域たすけあい事業の再編検討（再編による新事業等検討） 

・地区社協及び地区社協理事の位置づけの明確化への取り組み 

・地区社会福祉大会（地域福祉活動功労者の表彰を含む）企画・運営 

・研修会・セミナー等の企画・運営 

・「ささえ 愛 あさひ（協議体）」及び各区まちづくり協議体等への支

援・協力 

・市社協福祉大会・各種研修会等への参加・推進 

・新たな課題・制度等への対応及び検討 

 

２ 会計 

   ・予算および進捗管理。 

 

３ 地域たすけあい事業 

  ・福祉自動車の運行管理 

   ・家事援助サービス事業管理 

・たすけあい協力会員募集活動 

   ・たすけあい協力会員研修会（情報交換を含む）の実施 

 

４ 福祉活動（個別事業） 

    （１）地域福祉 

・サロン事業（お茶のみサロン・ふれあいの集い等）の推進 

・地域における居場所づくりの推進 

・オレンジカフェ及び介護者の集いの推進 

・地区別福祉懇談会開催の推進 

・買い物お助けマンの実施・運営 

・福祉推進員視察研修の企画・運営・推進  

 

（２）高齢者福祉 

・傘寿(80 歳)のお祝い事業 



・「ふれあいの旅（日帰り旅行）」事業の企画・運営・推進 

・男性の地域デビュー事業（高齢男性の料理教室を含む）企画・運営・ 

推進 

・はつらつ健康体操の推進 

 

（３）児童福祉 

・放課後子ども総合プラン運営委員会の開催 

・あさひ親子ひろば「にこにこ」の企画・運営（子育て・子育ち支援業） 

・こども支援事業（子ども食堂含む）の推進、こどもの居場所づくりの 

推進 

・小学生ふれあい福祉体験教室への協力 

  ・あさひ親子ひろば「にこにこ」の発行（回覧） 

 

５ 調査・啓発 

  ・福祉推進員研修会の企画・運営・推進 

・「第三次地域福祉活動計画」の推進・啓発及び事業進捗状況調査 

・地域福祉活動実態調査（アンケート調査） 

・「支え合いマップづくり」の推進・活動支援 

・「あんしん便利帳」の利用促進・啓発活動 

・広報誌の編集・発行 

「社協だより」年間４回以上発行・全戸配布、 

 

６ ボランティア活動 

            ・ボランティア育成・発掘 

   ・ボランティアに対する活動支援 

   ・ボランティアセンターの運営・管理 

   ・ボランティア交流会の実施 

   ・地域人材の紹介 

  

 ７ 協議体「ささえ 愛 あさひ」 

   ・企画会議、幹事会、全体会の運営・企画・方針 

   ・「ささえ 愛 あさひ通信」年間６回奇数月発行・全戸配布 

 

〈健康増進部会〉    

 令和４年度活動方針計画策定に当たっては、地域保健活動の一環を担い、前

年度事業を継承しつつも、コロナ禍の中、感染拡大に繋がるような事業はなる

べく避け、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、以下の事業を計画していきたいと思います。 

 



１  健康だよりの発行 

２ 健康推進員研修会の開催  

 ３ 健康講演会の開催 

４ 健康講座の開催 

本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〉 

 新型コロナ禍がもたらしている様々な社会問題の収束が見通せない中にあ

って、青少年育成への取り組みの在り方が、問われているようにも思われる。

このような状況を顧みながらも、これまでの方向性を継続し、青少年育成のた

めに地域の方々との相互理解と信頼性を共有し、誰にでも住み易く明るい地域

社会を目指して、青少年の健全な育成を進めるために、次の事業を行う。 

 

１ 青少年健全育成関連事業 

青少年の健全育成を図るため、講演会、情報交換会等を開催し、その時々 

の青少年が抱える問題の現状と課題を解明する。 

 

（１）あいさつ運動を年間を通して展開。また 6月､9 月を｢あいさつ運動強調

月間｣とする｡ 

強調月間期間中(各月 1か月間)は、各地域の方々の協力を得て街頭に立

ち、通学、通勤の方へ声掛け活動を行う。 

 

（２）｢地域と学校との連携懇談会｣の開催 

朝陽地区および近隣地区の小､中､高等学校の各校の現状と課題の報告 

会を開催する。 

 

（３）｢青少年健全育成推進大会｣の開催 

     日常生活の中で青少年が実際に係わる問題と課題について、関係機関

から講師を招いて講演会を開催し現状を把握する。 

 

（４）少年育成委員による街頭巡回指導、環境浄化活動の実施 

地域内の巡回を適宜行い、地域のコンビニ等の協力を得ながら青少年へ

の健全化に向けた街頭指導･及び環境浄化に向けた情報源の点検活動等を

行う。 

 

２  育成会連絡協議会関連事業 

  地域の児童、小学生等が主にスポーツ関連行事に参加し、相互の協力によ 

って生み出される成果について学び、併せて青少年健全育成化の方向性を 



示すことが出来る事業を目指す。 

 

（１）朝陽育成会少年野球・サンライズ杯野球大会・朝陽ライズ(少女ソフト 

ボールクラブ)への支援 

少年野球及び女子ソフトボール等の球技大会等を通して、近隣地域の

人達との交流を深めると共に、県外へ赴き県外のチームと試合に臨む。

この経験は青少年健全育成のための方向性を示している。 

 

  （２）朝陽地区綱引大会の実施 

    令和２年度、令和３年度と諸事情により大会は中止している。大会開

催の環境条件を考慮すると当面大会の開催は困難と思われる。このこと

を受けて大会に代わる事業を検討していきたい。 

 

３ 文化・芸術に関する事業 

 朝陽地区の歴史、史跡、伝統等を学び、地域の成り立ちと文化への理解を 

深める。 

 

（１）｢朝陽地区歴史探訪｣について 

   朝陽公民館主催、｢ふるさと朝陽を学ぶ会｣が協力して開催した｢あさひ 

大学講座･地域再発見｣は令和３年度の｢北堀・桜新町｣探訪で一連の課程

を終了した。 

 

（２）｢ふるさと朝陽を学ぶ会｣の基礎資料について 

   朝陽地区市政 100 周年事業の一環として平成 13(2001)年 8 月に作成、

全戸配布した｢文化財マップ～あさひ～｣等が発行から 20 年が経過、その

間文化財、史跡を含む周辺の環境が変遷し、地域間交流・小学校の総合学

習等の活用にマッチしないため改定時期に来ている。ついては、本年度か

ら来年度にかけて、各地域及び関係各位の協力を得ながら、既存資料の内

容（記述、写真等）を見直し、改定版の発行を予定したい。 

 

（３）朝陽音頭保存会による指導と普及、及び近隣地区との交流  

朝陽地区の芸能･文化を継承すると共に、近隣地域との交流を深め相互

の継承を受け継ぐ。 

 

４ 人権協議会関連事業 

   新型コロナ禍は人権問題に係わる様々な問題、例えば、貧困、差別、等

をクローズアップさせた。いかなる立場の人であっても、相互に個人の人

権を尊重し合える開かれた地域社会を構築するための事業を展開して問

題への理解を深める。 



（１）人権を考える住民集会の開催 

   人権関係に携わる方を講師に招き、人権問題の現状と課題等について講 

演会を開催して地域の人達へ人権問題の課題を啓発する。 

（２）朝陽地区人権協議会構成団体役員研修会の開催 

朝陽地区内の人権問題係わる関係者が、日常にある人権の課題につい

て学ぶため研修会を開催、問題点を探る。 

 

５ その他 

（１）各関係機関主催の研修会、情報交換会等への参加 

長野市教育委員会家庭･地域学びの課等が主催する研修会・情報交換会

へ参加して、各地域や団体が紹介する青少年育成に対する活動の現状を

把握する。 

 

〈公民館部会〉 

学習・文化・芸能及びスポーツ活動を通じて住民の親睦と交流を図り、もっ

て地域社会の発展に寄与することを目的に、以下の活動を行う。 

 

１ 文化・芸能活動 

（１）第５７回史跡めぐり 

近隣地域の史跡を巡り、歴史と文化を学ぶイベントを行う。 

（２）敬老会 

ご長寿の皆様（70 歳以上）をお迎えし、敬愛の心で長寿を祝う会を開催

する。 

（３）成人式（成人年齢変更により名称は未定） 

本年度２０歳となる成人（平成１４月年４月２日から平成１５年４月１

日に生まれた方）をお迎えし、今後の社会の担い手の門出を祝う式典を開

催する。 

 

２ スポーツ活動 

（１）第５４回親善球技大会  

選手・監督等の参加者を得て、成人野球・成人女子バレーボール・少 

年ドッジボール・高齢者主体ゲートボール等の競技大会を開催する。 

 

３ 学習活動 

（１）地域公民館役員研修会  

①公民館活動の本来の目的と、多様性の現在に於ける公民館活動のあり方 

等についての研修会を行う。 

②先進的な取り組みをしている公民館活動の視察等を行う。 

①or②を行う。 



（２）人権教育啓発活動への参加  

人権に関する集会や研修会等に参加する。 

 

４ 調査活動 (今後の事業について) 

（１）球技大会代替事業の検討と計画立案 

ウィズコロナに向けて安心できる事業形態等の検討 

（２）文化講演会の検討 

実施要否の検討 

 

〈広報部会〉 

   広報紙「輝くあさひ」を通じて、朝陽地区の皆さんに住民自治協議会・各 

部会や各区の事業及び活動を理解して頂き、これらの活動に積極的に参加いた 

だけるよう親しめる紙面づくりに心掛け、取材及び編集を行います。 

   

  １ 「輝くあさひ」を年４回（７月、１０月、１月及び３月）発行します。 

 

２  朝陽地区住民自治協議会の主要な行事のお知らせ、各部会活動を取材し、 

掲載します。 

 

 ３ 朝陽地区８区の行事や文化活動、スポーツ、出来事等を取材し、掲載し 

ます。 

 

 ４ 朝陽地区のホットな情報の取材し、掲載します。 

 

 ５ 朝陽地区内の事業者等の要望により広告を掲載します。 


