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川越市 (名 細社協)研修資料

朝陽地区福祉の現状について

1朝陽地区の面積
南北 5.6Km 東西 3.lKm 総面積 6.6平方Km
長野市の東端、千曲川沿いに位置します。
朝陽地区の人口(H28,6/1)

世帯数  6,149世帯  人口 15,199人

2朝陽地区社会福祉協議会の歴史
明治22年 朝陽村誕生 (6日 村合併 )

昭和21年 同胞援護会発足
昭和24年 朝陽福祉事業協会発足

(注)昭和27年 長野市社会福祉協議会発足
昭和41年 長野市社会福祉法人化

昭和29年 長野市へ合併 (10ケ村合併 )

(注)世帯数  794戸  人口 15,186人
昭和44年 朝陽地区社会福祉協議会発足

(注)昭和27年以降 市社会福祉協議会の支部的活動
昭和51年 朝陽児童館開設(平成8年児童センター化 )

平成 8年 福祉 自動車導入運行 (長野市補助第1号、現在2台 )

平成17年 子育て支援 「'赤いほっぺ '」 開始
平成19年 朝陽児童クラブ発足 (平成24年朝陽子どもプラザに改称)

平成23年 朝陽地区地域福祉活動計画作成(平成23～ 27年度 )

平成28年 第1次地域福祉活動計画の検証と第2次地域福祉活動計画策定中

{参考 }

昭和21年 朝陽公民館会館(長野市周辺で1番 目、県下2番 目)

長野市へ合併後、長野市公民館の市館・分館
昭和47年本館建物完成 昭和51年東部公民館
昭和62年分館 (現支所)完成 平成4年朝陽公民館となる。

昭和23年 民生委員法制定 (昭和46年 8名 、平成27年26名 )

昭和23年 赤十字奉仕団発足
昭和45年 日赤奉仕団と兼務で保健補導委員発足
昭和54年 同和教育促進協議会 (現人権協議会)発足
平成11年 二陽保健センター完成
平成19年 朝陽地区住民自治協議会設立総会
平成22年 朝陽地区住民自治協議会発足

朝陽地区社会福祉協議会は存続
平成28年 社会福祉協議会、住民自治協議会に編入 (社会福祉部会)

社会福祉協議会は存続

3朝陽地区社協の役員体市1

各地区(8区)から、区長推薦により理事を選出
顧 問  市議会議員
相談役  前会長

(1) 会 長  1名
地区推薦理事より    1名

(2) 副会長 若干名
地区推薦理事より    2名
構成団体組織代表より  2名 (区長会長、民生会長)

(3)  理 事  若干名      8名



地区推薦理事より    5名
構成団体組織代表より  3名 (公民館長、地域公民館連絡会会長、

赤十字奉仕団朝陽分団委員長)
４

５

６

評 議 員

任 期  2年間
事務局体制
地域福祉ワーカー

たすけあい事業コーディネーター

幹 事

60名 (各区,関係団体より推薦された者を選任する。)

1名

1名

2名 (朝陽支所長、主査 )

(注 )

・総人口及び65歳以上の数値は、「長野市地区別年齢別人口」による。
・1人暮らし、寝たきり認知症高齢者の数値は、各地区民生児童委員の避難行動要支援者台帳調査による.

・64歳以下、長期入院、長期入所、台帳登録拒否者を除くЭ
。「寝たきり」、「認知症」の両項目で登録されている者は、「寝たきり」として算出している。
。「1人暮らし」、「寝たきり」、「認知症」の割合は、H27.7.1現 在65歳以上人口に対する割合。

(「長野市の高齢者状況比較表」(高齢者福祉課)よ り)
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合計

朝 陽
110人 110人 162人 108人 81人 103)、 66人

18.5%

740人

長野市
3,464人 3,055A 4,911ノ人、 2,774ノ人、 2,253)、 2,835A 1,899A

19.7%

2,1191人
(注 )

。合計欄の率は、H28.8.1現 在65歳以上人口に対する割合
65歳以上人口 長野市 :107,614人、 朝陽 :4,001人

6地区社協を取り巻く環境 (期待)の変化
(1)少子高齢化により、長野市への要望の変化

①高齢者福祉サービスの充実
②中心市街地の活性化
③子育て支援と子どもが夢を持てる社会
④犯罪防止の推進

⑤生活道路・幹線道路の整備
⑥保健 0医療体制の充実

(2)「福祉国家」「福祉社会」の実現等のスローガンのもと、街おこし、村おこしまでの幅広い
分野まで活動範囲が広がりつつある。

(3)福祉、医療、保健、介護の各分野の区別なく連携した活動が求められてきた。
(4)そ の他

7地区社協の問題点
(1)人 …。・・福祉推進員制度、ボランテイア活動等
(2)物 …・・…場所、拠点作り
(3)金……。財政の健全化、補助金に頼らなくてもよい体制
(4)その他

介

劃 陽地区の高齢化状況
人 口

H28.10.1

H27.7.1

65歳以上

H28.10.1

H27.7.1

高齢化率

H28。 10.1
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1人暮らし

H27.7.1

寝たきり

H27.7.1

認知症

H27.7.1

朝 陽
15,198人

15,126A
4,011ノ、

3,929人

26.4%

26.0%

8.0%
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６
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382,249人
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8.9%

9,375人

1.8%

1,879人

0.700

689ノ人、



8これからの地区社協に求められるもの

(1)各種団体との協調体制の構築
(2)長野市地域福祉活動計画の実現に向けての具体策づくり

第二次 朝陽地区地域福祉活動計画(案 )の策定
(3)住民自治協議会 (都市内分権制度)設立に伴う地域福祉のあり方
(4)その他 (地道に確実をモットーに)

9朝陽地区社会福祉協議会の事業
(1)地域たすけあい事業

・福祉 自動車による移送サービス

27年度  2,540イ牛 ( 17年度 2,038イ牛)

・家事援助サービス

27年度  367イ牛  ( 17年度 127イ牛)

(2)高齢者福祉事業
・ ふれあいの旅事業    27年 度参加者 32名
。たすけあいマップづくり

住民流福祉総合研究所代表 木原氏 (地域での支えあいを考え直す )

。男性の料理教室    27年 度参加者 180名
・ 敬老の日に80歳お祝い風呂敷の贈呈  27年度 100名
・ 介護者のつどいの開催
。ふれあいの集い、お茶飲みサロン等の支援    (別 紙)

。まめカフェ(オレンジカフェ)のプレオープン 9/1・ 1016,11.′ 10

(3)児童福祉事業

放課後総合子どもプラン
・ 朝陽児童センターの運営 (1,2年生)

登録児童数   118名 (待機児童  0名 )

館長  1名 。支援員 5名 ・ 補助員 6名
・ 朝陽子どもプラザの運営 (3,4,5,6年生)

登録児童数   81名 (待機児童  0名 )

施設長 1名 ・支援員 5名  ・補助員 6名
。子育て支援 「'赤いほっぺ '」

毎月2回開催 (民協と共催、17年度 499名 参加 )

27年度  幼児 537名  父兄 441名   計 978名

(紙芝居、ひな祭り,こいのばり、七夕、クリスマス、等 )

。朝陽小学校5年生とのふれあい (年 6回実施)

・ 朝陽小学校4年生 (120名 )の福祉体験授業への協力

(校外一般道路での自杖、車椅子、アイマスクの体験 )

(4)調査啓発事業
・ 地区福祉大会 (年 1回 開催 )

・ 市および地域の各種大会参加
・ 研修会の開催および参加
。地域の福祉団体との意見交換

(5)広報事業
。「社協だより」、「赤いほっぺ通信」の発行
。福祉事業への参加者募集および案内等の発行
。「社会福祉部会たより」(住 自協)の発行
。「シルバー通信」あさひ版の発行



10その他

(1)朝陽地区。郷土の偉人
。南禅寺の2世「南院国師」 (1世大明国師。若穂・保科、広徳寺)

。川上冬崖 (洋画家、ナポレオン像 )

。今井武夫 (日 華。太平洋戦争時、和平に尽力、パターン半島戦死の行進で
国際法に基ずき千余命の捕虜を釈放 )

(2)朝陽のお宝
。1998年 冬季長野オリンピックの開催
エムウェーブ (スピードスケート競技場 。アクアウイング アイスホッケィ会場)

・条理的地割り遺構
・連開庵の和算学3面 (県下55面、市内34面 )

・石造文化財が多数
。長命寺 (開基・西念は親鸞聖人の高弟24輩の7番 )

4


