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((((総括総括総括総括))))    

    

        今年度も各部会を中心に活発に事業活動を行ってまいりました。 

  中山間地交流では、今年度初めて芋井地区との交流を行い、いろいろと 

勉強をし、史跡等を見学、古き歴史の探訪をしてまいりました。  

来年度は朝陽地区へ来ていただき親交を深める予定です。 

 

長年の懸案事項であります、地区活動拠点の早期実現に向け、今年度 

「総合施設建設検討委員会」を立ち上げ協議を行ってまいりました。 

              今後とも、総合施設整備は、朝陽地区としての最重要課題として検討委員会 

で提言をまとめ、住自協より市へ提言していきます。 

 

  一支所一モデル事業においては、昨年に引き続き菊芋焼酎を製造、年間約

１５００本を地区内にて販売しました。また、地区内で開催されるイベント

等を通して「朝陽市場」農産物販売、「あさひ・ふるさと夏祭り」へ参加、軽

トラ市、菊芋収穫祭等々多岐にわたり活動してまいりました。 

     

     朝陽地区住民自治協議会設立１０周年を迎え、歴代会長をお招きし、盛大 

に祝賀会を開催、同時に住自協の旗も披露いたしました。 

 

   

   

 今後の課題 

 

  （１）地区活動拠点整備の早期実現の推進 

  （２）市立公民館の（仮称）コミュニティーセンター化へ向けての検討 

 

 

    

    

    

    

    

    



〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉    

住自協組織活動の活性化と地域づくりの推進を図るため、活動を進めてまい

りました。 

 

１ 所管事業の実施 

（１）活動拠点整備に向けて 

朝陽地区の公民館、支所等公共施設のより良い施設整備について、公  

共施設ワークショップ（年３回）、総合施設建設に向けての検討委員会（年

７回）の検討結果等を踏まえ、住自協の役員が、市長との懇談会（９月

２９日（金））において、早急な対応を市長及び担当部課に要望しました。 

（２）朝陽地区戦没者等追悼式の開催 ９月２３日（土）、出席者５０名 

   戦没者等の皆様に不戦を誓い、追悼式が厳粛のうちに執り行われまし 

た。 

（３）一支所一モデル事業の実施 

   実行委員会中心に、菊芋の栽培、収穫、焼酎酒造委託及び販売を行うと

ともに、各種イベントでの朝陽市場開催による地元野菜等の販売を行うな

ど活動を展開しました。 

朝陽市場：                       

７月２２日（土）北堀区で開催の「あさひ・ふるさと夏祭り」に出店 

 １０月１４日（土）千曲川リバーフロント駐車場にて菊芋、農産物販売 

１１月  ３日（金）朝陽地区健康マラソン大会で菊芋等販売 

   ３月 ３日（土）千曲川菊芋畑にて収穫祭 

（４）地域間交流事業の実施 １０月１７日（火） 参加者４６名 

朝陽地区と芋井地区の地域間交流を深めるため、本年度事業として、 

芋井地区の名所等の視察見学及び交流会を開催しました。 

 （５）男女共同参画の推進 １２月６日（水） 参加者４３名 

男女共同参画に対する意識を高めるため、長野市担当課職員による研

修会を開催し、地域における取り組み状況等の説明を受けるとともに、

女性リーダー育成講座の受講者からの感想も聞くことができました。  

     

本年度、朝陽住自協が設立１０年を迎えたことから、１０周年記念式典（７

月２８日（金））を開催し、初代会長の記念講演とともに、朝陽住自協の旗

のお披露目等を行いました。 

 

〈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、今年度は地域で見守り・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、住民支え合い活動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１１日（日） 参加者６４名 

     長野市消防局鶴賀消防署東部分署及び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等を実施しました。    

（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。 

（３）防災携帯無線機バッテリー交換の実施  ６月１３日（火）  

   各地区装備の防災携帯無線機バッテリーを１０台購入し、各区で保管を

お願いしました。 

（４）防災研修会の開催 ６月３０日（金） 参加者３３名 

   DVD鑑賞「死亡者ゼロ、奇跡の白馬地震に学ぶ」の上映と、長野市消

防局鶴賀消防署東部分署から３名の方を講師に「自主防災訓練の勧め」（小

中学生も参加するような）のお話しをいただきました。 

   研修会終了後は、朝陽地区自主防災会連絡協議会総会を開催しました。 

（５）防災講座の開催 ９月９日（土） 参加者２４名 

   日本赤十字社長野県支部 組織振興課研修担当 北川原亨氏による、避

難所運営についての講話と避難所運営の模擬演習を開催しました。 

（６）防災施設研修会 未実施 

   年度計画に盛り込まれていた「防災施設研修会」はバス調達が出来ず、

今年は行いませんでした。        

 

 ２ 防犯対策事業の推進 

 （１）防犯研修会の開催 ７月１１日（火） 参加者６７名 

     長野中央警察署 生活安全第一課長 丸山 満史 氏による講演「地域

における防犯活動について」を開催しました。  

（２）夏季及び年末防犯パトロールの実施 

   夏季・・ ７月１７日（月）から７月２８日（金）参加者１４０名 

   年末・・１２月 １日（金）から１２月１５日（金）参加者１２１名 

    各地区の役員、防犯指導員、防犯女性部員、少年育成委員等のご協力を

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、交通安全、特別警戒等の看板を各地区、朝陽地

区公民館、朝陽支所に配布し、掲出を依頼しました。 

（４）年末防犯及び飲酒運転防止の街頭啓発に参加  １２月８日（金） 

    啓発イベントが、JR長野駅イベント広場及び駅前周辺において行われ、

街頭啓発活動に参加しました。 

 

 



 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、以下の活動に参加してきました。 

  ア 夏の交通安全やまびこ運動  イ 秋の交通安全運動      

  ウ 年末の交通安全運動  エ 年末防犯及び飲酒運転防止の啓発活動 

（２）交通事故防止のための一斉街頭啓発活動実施 

    平成２８年１１月１４日 長野市長から「一斉街頭啓発活動」の依頼が

あり取り組んできたマナーアップデーの活動は、今年は各区の実情に合

わせて取り組んできました。 

（３）市道等の白線塗布の実施 

   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。 

 

 ４ 支え合い事業の推進        

（１）「支え合うまちづくり研修会」の開催 ７月８日（土）参加者８５名 

   朝陽地区住民自治協議会、社会福祉部会との共催により、西駒郷地域移 

行推進課アドバイザー 片桐 美登 氏による講演と石渡地区の取り組み

報告を行い、「地域における避難行動要支援者に対する安否確認方法…避

難誘導等の方法や仕組みづくり」を学び合いました。   

 （２）「支え合いマップづくり研修会」の開催  

１０月７日（土）参加者８８名 

    朝陽地区住民自治協議会、社会福祉部会との共催により、住民流福祉総

合研究所 代表 木原 孝久 氏による講演、寸劇、模擬演習を行い、地域に

おける住民の支え合いによる支援の仕組みづくりを学びました。      

                        

 

〈環境〈環境〈環境〈環境美化部会〉美化部会〉美化部会〉美化部会〉    

  地域の生活環境の改善及び住み良いまちづくりを目指し、各区の環境美化

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

も推進してきました。 

 

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・秋に区毎に大  

  掃除・河川清掃を実施（事前に各種清掃用具等を各区に配布） 

（２）千曲川屋島橋周辺での探鳥会と河川敷清掃を実施   

     ６月１８日（日）参加者 ５２名 

     探鳥会 講師２名(日本野鳥の会 小林富夫先生・玉木征幸先生) 

     清 掃 公共用ゴミ袋で１４袋回収 

（３）アメシロ・マイマイガ防除事業の実施 

    各区へ防除剤・焼殺器を配布  



（４）不法投棄防止事業の実施 

    各区へ不法投棄防止用等啓発看板を配布 

（５）ごみ集積所補助事業の実施 

３地区７棟 １６０，０００円 

 

２ 地球温暖化への取り組み 

（１）生ごみ自家処理実践講座の開催  ９月７日（木） 参加者 ２５名 

（２）エコドライブ講習会・触れる地球講座の開催 

１２月３日（日）同時開催  

参加者 エコドライブ１８名 触れる地球２１名 

（３）資源回収協力報償事業の実施 

１６団体 １２４，０００円 

 

３ 視察研修会の開催   

（１）長野市犀川浄水場 １１月１０日（金）参加者 ３６名  

 

〈社会福祉〈社会福祉〈社会福祉〈社会福祉部会〉部会〉部会〉部会〉    

  社会福祉部会は発足２年目となる平成２９年度、朝陽地区社会福祉協議会

と協働し第二次地域福祉活動計画（５か年）を柱に「支え合い安心のまちづ

くり」を念頭に次の事業を実施しました。 

 

 １ 支え合い・助け合う 

（１）家事援助サービスの推進  

地域たすけあいコーディネーター中心に推進  

利用者数８３名・利用件数 ３１１件 

（２）福祉移送サービスの充実 

地域たすけあいコーディネーター中心に推進  

利用者数４７７名・利用件数 １７２６件 

（３）買い物お助けマン活動 

各種会合にて見直し、検討を重ね、３０年５月再スタートを目指す。 

（４）お話し相手活動 

    地域福祉ワーカーが中心となり、一人暮らしの高齢者の方々とのお話

し相手になる。なお、３月８日（木）傾聴ボランティア講座に協力員２

名参加。傾聴養成講座３回開催し、「ねこのみみ」サークルを創設しまし

た。 

（５）避難行動要支援 

    区、民生児童委員協議会、安全・防災部会と協働し、マップ作り研修

に取り組みました。 

 



 （６）小学校児童の見守り活動 

    「朝陽地区パトロール会」「安心の家」活動と協力 

（７）児童センター・子供プラザの運営                 

児童センター１２８名、子どもプラザ９６名の入館児童にて運営    

（８）傘寿のお祝い事業 

８０歳を迎えた方へ長寿の節目としてお祝い品を７４名の方に贈呈 

（９）ふれあいの旅  

体が不自由な方や高齢で外出の機会の少ない方１３名を１０月１１日 

（水）おぶせ温泉・あけびの湯にお連れしました。 

（10）介護者への支援 

ボランティアセンターを活用し、介護者の不安、悩みを地域福祉ワー 

カー中心に対応しました。 

（11）高齢男性料理教室の開催 

年８回、受講生 1回１６名のべ１２８名で開催 

（12）介護保険総合事業サービスの教宣 

介護保険制度改正に伴い、地域包括支援センター等関係機関と連携し、 

１０月１９日（木）～１２月２０日（水）各地区で開催された地区別福

祉懇談会で説明 

 

２ つどう・交流 

（１）ボランティア交流の充実 

    地域の担い手が楽しく安心て活動できるよう、１２月１６日（土）ボ 

ランティア研修会、交流会を実施しました。 

（２）小学校福祉体験教室に協力 

朝陽小学校４年生が取り組む福祉体験教室、車椅子・白杖・アイマス  

ク体験に協力。４年生１１６名参加 

（３）子育て広場「赤いほっぺ」の充実 

    乳幼児を持つ保護者の情報交換、友達作りの場として２９年度は毎月 

第１、３水曜日開催、子ども５２２名、保護者４８１名、計１，００３

名の参加 

（４）介護者の交流 

       介護に携わる人が集い励まし合い、介護のノウハウ等情報交換 

（５）オレンジカフェの充実 

認知症者とその家族、障害のある方の「いこいの場」を目指し、年間

２１６名参加、１２回開催。１月１８日（木）１周年記念行事実施 

（６）あいさつ運動 

        豊かな人間関係、明るい地域社会を目指し、教育・文化部会と連携し、

実施 

 



（７）世代間交流 

     世代間の相互理解と交流を深めるため「子育て広場」等で朝陽小学校、 

    ５年３組７月５日（水）５年２組７月１９日（水）５年１組９月２日（水） 

実施 

（８）体力・健康づくり 

    介護予防を目指し、健康推進員の協力を得て、各地区「お茶のみサロン」

「ふれあいの集い」で朝陽てのひら体操等を実施 

 

 ３ 知る・知らせる 

（１）福祉よろず相談 

朝陽地区社会福祉協議会を窓口に、地域住民の福祉に関する様々な相

談、要望を地域たすけあいコーディネーター、地域福祉ワーカーが対応  

（２）福祉アンケートの実施 

       一部地区では実施しているが、未実施地区もあり早期に実施し、各々

地区の問題点を把握したい。 

（３）あんしん便利帳活用 

    福祉に関する情報をまとめた「あんしん便利帳」の活用を推進する活

動だが、残念ながら各地区の活用実態は把握できておらず今後の課題で

ある。 

（４）地域の人材紹介 

    ボランティア活動の振興を図り、地域の担い手を移管を限定せず発掘

していく。 

（５）情報発信 

    社協だより発刊、生活支援コーディネーター編集による「支え合うま

ちづくり通信」発信発刊 

（６）地区別福祉懇談会 

    近所同士が支え合う体制づくり、地域活動の在り方等１０月１９日（木） 

   ～１２月２０日（水）まで８地区にて開催 

（７）社会福祉大会の開催 

    朝陽地区住民全体の福祉に関する見識を深め、理解することを目的と 

し２月２４日（土）約８０名の参加を得て、「地域に今必要なこと」と題

して、長野県生活支援コーディネーター浦野千絵先生の講演を実施 

（８）朝陽地区支え合うまちづくり協議体 

    第１回１１月１１日（土）、第２回１２月３日（日）、第３回１月２０ 

日（土）の３回の住民意見交換会を経て３月１０日（土）協議体が発足

しました。 

 

 

 



〈健康増進〈健康増進〈健康増進〈健康増進部会〉部会〉部会〉部会〉  

  発足から２年目をむかえた２９年度は、朝陽にお住いの多くの区民がいつ

までも健康で明るい生活を送れるようにと、新たなアイディアのもと、いく

つかの健康増進活動を実施しました。健やかで自立した高齢期、すなわち健

康寿命の延伸は、長野県および長野市が重要課題として掲げ、取り組んでい

ることは、多くの方々がご存じのとおりです。私たち朝陽地区でできること

は何かを考え、各地区の健康推進員の皆様から力強いご協力を得て、以下の

ように健康啓発行事を執り行い、参加された大勢の皆様それぞれが自身や家

族の健康を考える場となりました。 

 

 １ 朝陽区民健康のつどい（テーマを変えて７月と１１月に２回開催） 

 （１）みんな de はつらつアクション ７月９日（日） 参加者 ６５名 

健康指導士 工藤千恵先生から、健康ウォーキングとストレッチ体操の

実践を学びました。最近は同好会やサークルが各地で作られ、定期的に取

り組む人々が増えており、朝陽地区の方々もぜひ参加してほしいとの呼び

かけがありました。 

 (２) みんな de いきいき生活 １１月２５日（土） 参加者 ５５名 

長野市介護保険課から作業療法士の中村幸子先生をお招きし、介護予防

の観点から筋力や体の柔軟性を維持するための簡単なトレーニング法を教

えていただき、家族や仲間みんなで継続していくことの重要性を学びまし

た。 

 

２ 朝陽地区健康講演会  ９月３０日（土）参加者 ７０名 

    大岡診療所 内場 廉医師による、栄養学を主題とした講演をお聴きしま

した。生活習慣病の予防に向けて必要なこと、それはすでに飽食化、欧米化

してしまった現代の食生活を見直すと同時に、次世代の若者たちに日本人に

合った正しい食習慣を我々大人たちが身をもって伝えることです。内場先生

の熱意あふれるお話に、多くの参加者は真剣に聴き入っていました。 

 

３ 朝陽手のひら体操 

   朝陽地区のご当地健康体操「手のひら体操」を知る人々がだんだん増え 

てきましたが、本年も各地区の行事や集会等で実施し、さらなる普及に努  

  めました。 

 

４ 健康だより発行 

   生活習慣病予防に向けて、運動や栄養をテーマとした話題をチラシとし

てまとめ、年２回回覧で発行しました。 

 

 



 ５ 健康推進員研修会 ６月２４日（土） 参加者 ３５名 

   朝陽地区には各区合計で３５名ほどの健康推進員さんが活動しています。 

本年もこの健康推進員が集まり研修を行いました。三陽保健センター保健師、 

朝陽小学校養護教諭の両講師から講話をお聴きしました。 

 

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

  青少年の健全育成と地域文化の発展を目指して、明るい地域づくりができ

るように次の事業を行いました。 

 

１ 青少年育成に関する事業 

（１）あいさつ運動 

  “みんなであいさつ、皆で笑顔、明るい朝陽地区”をモットーに家庭・地

域でのあいさつを重点にあいさつ運動を実施 

（２）地域と学校との連携懇談会の開催 ７月２２日(土) 参加者６２名 

朝陽小学校・信州大学附属小学校・三陽中学校・東部中学校・信州大

学附属中学校・長野東高等学校・長野盲学校・信州大学附属特別支援学

校  計８校参加 

（３）青少年健全育成推進大会の開催 １０月２２日(日)  参加者７７名 

 ・講演「青少年健全育成 ～人間関係能力の育成を～」 

・講師 長野市教育委員会家庭・地域学びの課 指導主事 小池英樹 先生 

（４）第３９回 朝陽地区健康マラソン大会 １１月３日(金) 

   ２９５名の選手と役員及び保護者合わせて約５００名参加、地元野菜 

及び軽食販売、長野東高校吹奏楽部の演奏及び同校女子駅伝部応援メッセ

ージ募集等各種イベントの実施  

（５）少年育成委員の街頭巡回指導及び環境浄化活動の実施 

     巡回指導：年８回実施 

 

２ 子ども会育成に関する事業 

（１）第１８回サンライズ杯野球大会 ７月２２日（土）、８月１９日（土） 

      優勝：本郷、淀ヶ橋少年野球チーム、準優勝：裾花少年野球チーム 

    朝陽チームは、２回戦敗退 

（２）第２５回朝陽地区綱引大会の開催 １月１３日（土） 

    ２６チーム２７２名の選手と役員及び保護者合わせて約４００名参加 

    優勝：低学年―桜新町Ｂチーム、高学年―桜新町Ａチーム 

 

３ 文化芸術に関する事業 

第１６回長野市甚句・音頭交流会への参加             

大岡公民館、６月１８日(日) 

 



４ 人権同和啓もう啓発活動に関する事業 

（１）第２５回人権を考える住民集会の開催 ６月１７日(土)参加者１４１名 

・意見発表 朝陽小学校児童会長の櫻井 咲和花さん、ともだち委員会 

副委員長の山口 鈴夏さんが児童会の取り組み発表 

・基調講演 長野県人権啓発センターの人権啓発・相談員の木藤 博先 

生から「同和問題を人権課題の柱に」と題して講演 

（２）人権協議会構成団体役員研修会 １０月１４日（土）、参加者５５名 

  ・ 講演 「差別・人権侵害の根を考える ～差別戒名に関わって～」 

    ・ 講師 長野市人権・男女共同参画課 指導主事 小澤 千秋先生 

 

〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉    

        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、以下の活動を実

施しました。 

 

１ 文化・芸能活動 

（１）第５２回史跡巡り ７月１日（土）                  

参加者 １４１名（男性１０２名・女性３８名・子供１名） 

“岡谷蚕糸博物館・諏訪大社上社・野辺山宇宙電波観測所をめぐる旅”

をバス３台で視察しました。 

（２）朝陽地区敬老会 ９月１６日（土） 於：市立朝陽公民館体育館 

   ７０歳以上の方をお迎えし、敬愛の心で長寿を祝いました。  

参加敬老者１０１名・来賓等７１名 合計１７２名 

（３）朝陽地区成人式 １月２日（火） 於：市立朝陽公民館体育館 

   参加新成人６５名 

新成人：平成９年４月２日から平成１０年４月１日に生まれた方  

  65 名の新成人の門出を祝い旧友との歓談で和やかな時間を過ごしました。 

 

２ スポーツ活動 

（１）第４９回親善球技大会 ８月２０日（日）             

 参加選手・監督５８１名 来賓・役員等９９名 合計６８０名 

成人野球          ：長野東高校グラウンド 

成人女子バレーボール    ：長野東高校体育館 

グラウンドゴルフ・ペタンク  ：朝陽小学校グラウンド 

高学年ドッジボール     ：朝陽小学校体育館   

低学年ドッジボール     ：朝陽公民館体育館   

ゲートボール        ：南堀公園グラウンド  

朝陽地区の住民による親善を目的としたスポーツ活動で、各競技会場に 

おいて熱戦を繰り広げました。 



（２）第３９回朝陽地区健康マラソン大会への協力 １１月３日（金）  

 

３ 学習活動 

（１）役員研修会  

１月２０日（土） 於：朝陽支所２階集会室 

今後の親善球技大会、成人式のあり方について、グループごとに意見交 

換しました。 

（２）人権教育・啓発活動等への参加  

   人権を考える住民集会、人権教育研修会及び地域と学校との連携懇談会

に、公民館部会として参加しました。 

 

〈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、住自協の事業とその活動、８地区の 

話題、イベント、朝陽地区の新しい出来事などを積極的に取材しました。写真 

を豊富に取り入れるとともに、今年度の新しい試みとして「朝陽ミニ知識」欄 

を設け、親しめる紙面づくりに努めました。また、昨年度に引き続き朝陽地区 

の事業者からの広告を掲載しました。 

               

 １ 輝くあさひ第４０号の発行 印刷部数 ６，０００部 

   発行日 平成２９年７月１日 

   主要記事 会長挨拶 各部事業計画 組織図 役員名 決算書 予算書 

 

 ２ 輝くあさひ第４１号の発行 印刷部数 ６，０００部 

   発行日 平成２９年１０月１日  

   主要記事 住自協設立１０周年記念式典 部会活動  

各地区行事・活動報告 史跡めぐり 親善球技大会 

 

 ３ 輝くあさひ第４２号の発行 印刷部数 ６，０００部 

   発行日 平成３０年１月１日 

   主要記事 会長新年挨拶 一支所一モデル事業 敬老会  

公共施設ワークショップ 戦没者等追悼式 部会活動  

各地区行事・活動報告 健康マラソン大会 

 

 ４ 輝くあさひ第４３号の発行 印刷部数 ６，０５０部 

   発行日 平成３０年３月３１日 

   主要記事 成人式 住自協会長総括および各部会活動報告 部会活動  

           各地区行事・活動報告 綱引大会 育成会クラブ活動報告 

   

  


