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はじめに 

 

朝陽地区住民自治協議会活動は、各部会事業に基づきそれぞれの活動を 

行っております。 

  今年度も朝陽地区の活性化に向けて、様々な事業を実践していきます。 

朝陽地区の最重要課題の一つとして、地区活動拠点（総合施設建設）整備の 

早期実現に向けて推進を行っていきます。 

    総合施設建設に向けての検討委員会の提言をいただきながら、あらゆる機会を

通じ、市当局へ要望していきます。 

 ながのまちづくり活動支援事業「支え合うまちづくり・支え合いマップづく

り」が採択され、各地区でのマップづくりを実践していただきますようお願い

致します。高齢社会を向かえ、地区内においてお互いが支え合う状況になり、

安心して生活出来るまちづくりを推進します。 

 生活支援体制整備（地域包括ケアシステム）の取り組み、朝陽地区生活支援 

協議体を設置、支え合い活動計画策定、地区主体の事業実施を推進します。 

  一支所一モデル事業につきましては、引き続き実行委員会、合同会社「朝

陽」を、中心に事業継続を予定しております。 

 

 

今後の重点取り組み事項 

 

（１）地区活動拠点の早期実現に向けての施策の推進 

 （２）朝陽地区生活支援体制（地域包括ケアシステム）整備・協議体設置 

 （３）支え合いマップづくりの更なる推進 

 （４）市立公民館の（仮称）コミニュティーセンター化へ向けての検討 

 （５）住民自治協議会諸懸案事項については、検討委員会を立ち上げ審議 

    検討をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 



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・古牧朝陽線道路改良事業の促進をはじめ、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 

総合施設建設に向けた検討委員会等で具体策を検討し、市に要望して 

いく。 

 

２ 支所、住自協の連携による長野市地域活性化「一支所一モデル事業」の展 

 開 

（１）事業名  AC長野パルセイロなど、ご当地企業と連携した「朝陽市場」 

         開設事業 

（２）事業概要 朝陽地域の米、野菜、果樹等の農産物を朝陽市場で開催し、 

     地産地消と地域内交流事業を展開する。 

 （３）実施計画 実行委員会において事業を進めていく。 

 

３ ｢ながの未来トーク｣等市民会議の開催 

   長野市長を交えた意見交換の場を活用しながら「まちづくり」に向けた諸

課題を話し合い、解決に向けた行政側の支援を要請していく。 

 

４  朝陽地区戦没者等追悼式の開催 

    戦後７２年が過ぎ例年実施している事業であり、平成３０年度も朝陽地

区遺族会との共催により実施する。 

 

５  中山間地域との地域間交流事業の促進 

    平成２９年度の芋井地区との交流事業を継続し、今年度、朝陽地区にお

いて施設見学等交流事業を実施する。 

 

 ６ 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、定期的に研修会を開催するなど普及

啓発にあたる。 

 

〈安全・防災部会〉 

   安心・安全まちづくりを進めるとともに、地域で見守り・地域で支える仕

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、住民支え合い活動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 

    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、研修会を開催します。 

    防災講座では、日本赤十字社長野県支部の協力を得て、参加型の模擬

演習訓練を実施します。 

（３）防災施設研修の実施 

    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。   

（参考：南部雨水ポンプ場、長野地方気象台、運動公園雨水調整池……

２８年度視察場所） 

（４）防災携帯無線機について 

    補充要望のあった北堀地区に新規無線機１台を貸与する。バッテリー

交換は各地区に予備を貸与してあるため当面の間、取り扱わない。 

（５）災害の把握と報告 

    安全・防災部会は防災、防犯等の研修等を取り組んでいますが、災害

が起きた場合は区長を中心に区内で災害把握を行っています。支所では

全体を把握していますが、区長会等では全体報告がされていません。そ

こで、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、部会長に報告し、情報共有につとめていきます。 

 

 ２ 防犯対策事業の推進 

 （１）朝陽地区防犯指導員、育成会、民生児童委員、PTA 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、各地区の防犯指導員、防犯

女性部員、少年育成委員等と連携し、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 

    夏の地域安全運動、全国地域安全運動、年末警戒等において、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 支え合い事業の推進（住自協、社会福祉部会、安全・防災部会共催） 

    ながのまちづくり活動支援事業補助金を活用し、今年で３年目の取り組

みとなる、災害時を想定した「災害時住民支え合いマップづくり」と「支

え合いマップづくり」の研修会を開催します。 



また、各地区の実情に合った「支え合いマップづくり」活動の手がかり

となるよう、先行して取り組みを展開してきた桜新町の活動関係者による

出前説明会・研修会（仮称）を区毎に行います。各区では受け入れ場所の

設定、日程調整をお願いします。 

この事業は、安全・防災部会と社会福祉部会の共催として行われてきま

した。この事業は積み上げの活動です。各地区での「支え合いマップづく

り」（災害時の要支援者への取り組み）も積み上げ、変化してきています。

そこで、次年度からは年度当初に、住自協事務局と社会福祉部会と安全・

防災部会相談の場をつくり、社会福祉部会から提案を頂き、具体的取り組

み内容を検討していきます。 

 

 ４ 交通安全対策事業の推進 

（主幹は交通安全協会及び交通安全推進委員会とする） 

（１）交通安全街頭啓発活動の実施（主幹：交通安全協会） 

    各種交通安全運動において、街頭啓発活動への参加、協力を行う。 

（２）市道等の白線塗布の実施（主幹：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う。 

 

〈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

よいまちづくりを目指し、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。 

 

 １ 各地域 清掃活動 

（１）長野市の５月、１０月の「ごみゼロ運動」に併せて、春・秋の各区大掃

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、焼殺器を配布する。 

（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）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）の見学会を 

   実施する。 

  

９ 温暖化防止活動 

 （１）触れる地球、エコドライブ、生ごみ自家処理等の体験講座を開催する。 

 

〈社会福祉部会〉 

平成３０年度、社会福祉部会は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（平成２９年から３３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展開する。 

 

 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を中心に推進する。 

（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する。 

（３）買い物お助けマン活動 

    事業内容を朝陽地区内にＰＲ 

（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とお話し相 

手となる。 

 （５）避難行動要支援 

     予期せず起こり得る自然災害に備え、安全・防災部会、区、民生児童

委員協議会と連携し、マップ作り推進 

（６）小学校児童の見守り活動 

    関係組織と連携し協力 

 

 



（７）児童センター、子どもプラザの運営 

    ３０年度、児童センター１１６名、子どもプラザ９７名の入館児童に

対応します。 

（８）傘寿のお祝い事業 

    傘寿のお祝いとして８０歳を迎えた方にお祝い品を贈呈いたします。 

（９）ふれあいの旅 

    例年通り、体が不自由な方や高齢で外出困難な方の日帰り旅行を行い

ます。 

（10）介護者への支援 

    地域福祉ワーカーを中心に、ボランティアセンターを活用し、相談に

対応します。 

（11）高齢男性料理教室の開催  

    高齢男性の食の自立に対応すべく、年８回（１回１６名）、６月より第

１木曜日に開催します。 

（12）介護保険総合事業サービスの教宣 

    平成２９年介護保険制度改正に伴い、必要であれば関係機関に依頼し、

各地区で教宣 

 

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して活動できるよう交流会を行います。 

（２）小学校福祉体験教室（白杖、車いす、アイマスク）に協力 

（３）子育て広場「赤いほっぺ」の充実 

   乳幼児をもつ保護者の情報交換、友達づくりの場として第１、３水曜 

日に開設します。 

（４）介護者の交流 

介護に携わる人が励まし合い、介護のノウハウ等情報交換会を開催し

ます。 

（５）オレンジカフェ「まめカフェ」の充実・推進 

       認知症者とその家族、障害のある方の「いこいの場」としての充実を 

図ります。 

（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、関係部会と連携 

（７）世代間交流 

    新年度は幅広く計画していきたい。 

（８）体力・健康づくり 

    介護予防を目指し、各地区「お茶のみサロン」等で健康推進員の協力 

で実施。体操クラブの普及、促進に努めます。 

 



３ 知る・知らせる 

（１）福祉よろず相談 

    地区社協を窓口に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 

    各地域住民が福祉関係、災害時等に何を求めているかを把握 

（３）あんしん便利帳活用調査 

    各地域での集会等で、「あんしん便利帳」の活用を教宣していく。 

（４）地域の人材紹介 

     ボランティア活動の振興を図り、地域の担い手を発掘していく。 

（５）情報の発信 

   朝陽地区における福祉に関する情報「社協だより」を区民に提供して  

いく。  

（６）地区別福祉懇談会 

    近所同士が支え合う体制作り、地域活動の在り方を話し合い共有する。 

（７）社会福祉大会の開催 

    朝陽地区住民全体を対象に福祉に関する見識を深める目的で開催 

（８）朝陽地区支え合うまちづくり協議体 

    ３０年３月１０日（土）朝陽地区協議体が発足しました。今後、研修

会を実施し、各地域での早期発足を目指します。 

 

〈健康増進部会〉 

  前年度事業を継承し、多くの区民が健康に対する関心を持ち、健康増進に

向けた具体的な保健行動の実践・継続が可能となるよう、住民啓発を中心と

した事業を行う。 

 

１ 生活習慣病の予防、高齢者の健康維持に向けた啓発事業 

（１）健康講演会の開催 

（２）健康講座の開催 

 

２ 地域健康推進事業 

（１）地区別健康講座の開催 

(２) 健康推進員研修会の開催 

 

３ 健康増進普及活動 

（１）情報チラシ「健康だより」の発行 

（２）朝陽手のひら体操の活用・普及 

 

 



４  その他 

（１）行政事業への協力参加  

 

〈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 

る活動を展開していく。 

 

１ 青少年育成に関する事業 

（１）あいさつ運動を推進し、６月と９月を強調月間とする。 

（２）朝陽地区健康マラソン大会の開催 

（３）地域と学校との連携懇談会の開催 

（４）朝陽地区青少年健全育成推進大会の開催 

（５）青少年の街頭巡回指導及び環境浄化活動の実施 

 

２ こども会育成に関する事業 

（１）朝陽地区綱引大会の開催 

(２) 「サンライズ杯」少年野球大会の開催 

 

３ 文化、芸術に関する事業 

（１）長野市甚句・音頭交流会への参加（大豆島地区） 

（２）地域文化の掘り起こし及び講演会の開催 

 

４ 人権同和教育の啓もう啓発に関する事業 

（１）朝陽地区人権を考える住民集会の開催 

（２）人権地区幹事・地域公民館担当役員・構成団体役員の研修会の開催  

（３）人権協議会構成団体役員研修会の開催 

 

 ５ 教育環境に関する事業 

（１）朝陽小学校環境整備推進事業への協力 

 

〈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５３回史跡めぐり 

参加者を募り、史跡を訪ねるバスの旅を実施する。 

 

 



（２）敬老会事業 

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 

新成人（平成１０年４月２日から平成１１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５０回親善球技大会 

選手・監督等の参加者を得て、成人野球・女子バレーボール・ドッジ 

ボール・ゲートボール等の大会を開催する。 

（２）健康マラソン大会への協力 

 

３ 学習活動 

（１）地域公民館役員研修会 

先進的な取り組みをしている公民館、又は活動に有益な施設の視察等 

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。 

 

〈広報部会〉 

   広報部会は年４回発行の広報紙「輝くあさひ」を通じて、住自協の事業と 

 各イベントの紹介、８地区の話題を取り上げ、広く朝陽地区の皆さまに親し 

まれる紙面づくりに努めていきます。 

 

１ 住自協の事業とその活動を重点に各地区の話題、地域の新しい動きや出来 

事を積極的に取材する。 

 

２ 写真を豊富に取り入れ、親しめる紙面づくりに努める。 

 

３ 広告は応募を受けて掲載する。 

 


