
 第１号議案

役員会・広報等

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

通　年 定例運営委員会 ４月～３月　１２回開催

通　年 定例役員会 ４月～３月　１２回開催

4/20 平成２９年度定期総会
①２８年度事業、決算、監査報告等
②２９年度事業、予算（案）審議

5/4
ながの獅子舞フェスティ
バルに４団体参加

善光寺参道で開催された「第１回獅子舞フェスティバル」に芹田
地区より４団体が参加

5/14 “夢を語る”集い
長野市芸術館アクトスペースにて、約２００人参加
加藤市長　箱山愛香さん　小林義直議長（当時）が夢を語る

5/27
中条で農業体験
田植え

２７組の親子８２名と、役員１５名参加

6/15～16 役員視察研修会
富岡地域包括センター、甲府駅北口まちづくり委員会を視察
２５名参加

7/13
2/28

事務効率化委員会 経費削減・事務効率化

7/18 用水水系視察研修
用水路の役割と施設の現状視察研修
１８名参加

9/16
「活き生き芹田
みんなでトーク」

中央隣保館で実施
約１３０名が参加、２０名を超える方が発言

9/20
芹田地区戦没者慰霊
追悼法要

専福寺において実施　　１６名出席

9/23
中条で農業体験
稲刈り

３６組の親子７３名と、役員１７名参加
※本年度、イモ苗植え・イモ掘りは悪天候で中止

11/16 ガイドマップ作成委員会
各区より２４名、部会役員５名、信大生7名で構成
全体会を現在まで６回開催、版下ほぼ完成

12/7 役員研修会
メルパルク長野　　　参加者　50名
講師　　長野商工会議所会頭　　北村 正博氏

2/6
全中スケート
ウエルカム事業

ビッグハット駐車場できのこ汁振舞い実施（７00食）
役員等30名

2/15 基本問題検討
「部会組織見直し委員会」

１７名構成、現在まで５回開催

2/27
市立芹田公民館指定管
理準備委員会

１５名構成、現在まで７回開催（内４回は２８年度）

4/1～1/1
広報発行
第７２号～第７７号

全戸配布　Ａー３版　両面印刷　13,000部

平成２９年度  事業報告
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区　長　会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

４月～翌 ３月　１２回開催、臨時区長会　２回

定例役員会出席

随時各種募金等運動の ①緑の募金（６月）

取りまとめ ②日赤活動資金募金運動（６月）

③赤い羽根共同募金（１０月）

①防犯灯整備事業補助金申請（６月、９月）

②土木事業・カーブミラー要望（７月）

　　現地調査（３ブロック毎　８月、９月、１０月）

③緑化事業計画（７月）

④交通規制（○○交通安全施設）設置要望（９月）

⑤選挙投票所担当（１０月）

⑥伝統芸能団体調査（８月）

⑦地域いきいき運営交付金、ごみｶﾚﾝﾀﾞｰ世帯数調査（９月）

⑧凍結防止剤の配布数調査（１０月）

随　時 簡易無線通信訓練 各ブロック毎（隔月）

６/９ 新区長、新副区長

①北部ブロック　３/１９　

②西部ブロック　１０/１５　

③東部ブロック　１１/２１

①市議会、県議会、国会議員を経験して
②平成30年国家予算における重点施策について

講師：　太田昌孝衆議院議員

１支所１モデル事業

子育てルーム開放

上記他、市の必須事務

及び選択事務の実施

中条地区との交流（農業体験）、役員視察研修、用水視察、

青少年育成委員会推進大会、長野市を身近に”夢を語る”

集い、芹田地区社会を明るくする運動、街づくり各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、

東花壇整備、ふれあいｺﾝｻｰﾄ、芹田地区戦没者追悼法要、

芹田地区交通安全推進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、芹田地区福祉ﾊﾞｻﾞｰ、芹

田地区青少年健全育成推進住民大会、芹田地区人権を尊

重し合う住民の集い、芹田地区ふれあい福祉大会、消防第

五分団出初式、活き生き芹田みんなでトーク、緑と花いっぱ

いの会活動状況発表会、地公連球技大会、身体障害者協

会スポーツ大会、男女共同参画講演会、全中スケート大会

ウエルカム事業

通　年

随　時

随　時

随　時

３/３

定例区長会

各種事業調査・申請等
取りまとめ

簡易無線機取扱説明等
講習会

防災訓練

通　年

通　年

通　年

役員研修会

住自協及び各種団体
事業への協力参加

１５区で開催（開催間隔、方法等は各区独自に）

各区で該当案件それぞれ実施
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福祉健康部会 団体名：社会福祉協議会・福祉推進委員会・保健補導員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

通　年 社会福祉協議会役員会 各事業打合せ・報告・課題　会計報告等　８回

各区：福祉推進員

お茶のみ・子育てサロン、ふれあい会食、あいさつ運動

福祉自動車運行事業 移送サービス：２,３５６件・家事援助：７５０時間　（前年度対

　「たすけあい事業」 比共に７％増）、　　協力会員研修会　年３回開催

子育て・子育ち支援事業 入園前のお子さんと、そのご家族の皆さんが対象の

　「芹田だっこっこひろば」 『あそびの広場』　２１回開催

地域独自課題事業　　　　　　　　
　「ボランティア養成講座」

地域独自課題事業　　　　　　　　地域住民のつどいの場　福祉事業所共催

　「Serita カフェ」 ８回　延べ ３０１名　（園児、小学生、中学生を含む）

4/24 ①本年度事業計画・予算、役員紹介

7/21  ②福祉ﾊﾞｻﾞｰ実行委員会立ち上げ

3/9  ③本年度事業報告反省課題・決算・予算

介護者支援事業
　「介護者のつどい」

講演会　　　

演題「犯罪や非行のない明るい地域社会をめざして」

7/28 地域独自課題事業　　　　　　　①うどん作り　（芹田公民館共催）

12/9 　「三世代交流」 ②しめ縄づくりともちつき大会　（芹田公民館共催）

8/30 福祉健康部会懇談会 10団体の3役　情報交換、課題、要望等　　

福祉推進員活動事業 ①バザー実行委員会　8/30・9/22

　「ふれあい福祉バザー」 ②ふれあい福祉バザー開催 10/28　

11/14 　「スポーツ交流会」 身障協と各団体役員等とのニュー スポーツ対抗試合

介護予防・日常生活支援
総合事業　「健康教室」

12/5 　「寝たきり高齢者 慰問」 寝たきり高齢者 慰問（民生児童委員会に慰問依頼）

福祉のまちづくり啓発事業 11/27　顕彰受賞者審査会
　「芹田地区ふれあい福祉大会」  1/27　顕彰受賞式/ふれあい福祉大会

通　年 福祉推進委員会会長会 各事業打合せ・報告・課題　会計報告等　３回

・役員会20回、理事会8回、全体会2回、県大会1回、

・みすずコーポレーション工場視察

・せりた健康セミナー

おりがみ教室、消しゴムハンコ、ヘルシークッキング、

羊毛フェルト、お正月のフラワーアレンジメント

・各区、団体事業への参加

通　年

通　年

通　年

通　年

通　年

通　年

5/16

6/28

7/21

10/28

11/29

1/27

通　年

地域福祉懇談会事業

サロン事業

社会福祉協議会・福祉推
進委員会　合同会議

きぼうの旅事業

社会を明るくする運動
住民大会

保健補導員会

地域で福祉についてのグループワークを実施

「悠友ハウス」と「七瀬の杜」にて活動内容や施設見学

車椅子利用者や身障協の皆さんと日帰りバス旅行

 介護者のつどい　交流会・茶話会・悩み事相談（包括支援セン
ター、西部保健センター等による）

「体操と脳トレ」ステッププラスとデュアルタスク
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環境美化部会 団体名：環境美化推進委員会、緑と花いっぱい推進委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

会長会・正副会長会 年４回（環境美化推進委員会）

役員会・幹事会 年８回（緑と花いっぱい推進委員会）

6/17 地域公園・花壇視察研修 ①全日本花いっぱい松本大会

11/3 ながの景観・花と緑ﾌｫｰﾗﾑ ②ながの花と緑大賞受賞式

11/5～6 環境衛生関連施設研修 ③富山市 富山製紙㈱（古紙ﾘｻｲｸﾙ工場）

 ①支所前東花壇整備（水やり、除草など）

 ②長野市緑と花いっぱい事業に参加　　５回

5/9  ③花・野菜苗交換会

6/10、10/21 ④春・秋期河川パトロールと清掃活動

2/20 ⑤花いっぱいの会 活動状況発表会（北市、七瀬、川合新田、日詰）

3/中旬 ⑥パイスケ、資源・ごみ回収カレンダー

春・秋ゴミゼロ運動、アメシロ・マイマイガ防除、

ごみ収集カレンダー配布、パイスケ配布、ごみ分別推進、

環境美化推進物品助成、事業参加呼び掛け

花いっぱい　ﾒｼﾞｬｰ・剪定ﾉｺｷﾞﾘ　計70（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに配布）

防犯安全部会 団体名：防犯協会・交通安全推進委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

通　年 総会・役員会・委員会 防犯協会 ７回、交通安全推進会 ４回

通　年 白線引き  １４区で実施

通　年 地区防犯研修会 ６区実施

通　年 地区交通安全教室  ４区実施

駐車場係（ふれあいｺﾝｻｰﾄ、活き生き芹田みんなでﾄｰｸ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉ﾊﾞｻﾞｰ、人権の集い）

交通死亡事故現地診断
　　　　再発防止検討会

6/7 防犯施策検討会

8/19・8/26 防犯ポスター展 審査会・表彰式　　（芹田地区小・中学生より募集）

8/1～8/20
12/1～12/31

秋の交通安全運動
　　　　　街頭指導

年末防犯・飲酒運転防止
街頭啓発イベント参加

12/20 合同研修会 振り込め詐欺対策他　講師：若里交番所長

随　時

通　　年

随　時

通　年

5/15

9/21

10/13

12/8

事業・講習会

各区への啓発活動

各種イベント協力

夏季・年末防犯パトロール

大相撲長野巡業開催に
伴う防犯活動

各区にて実施

エムウエーブ交差点

ビッグハット（2名参加）

JR長野駅前（2名参加）
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教育文化部会 団体名：青少年育成委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

委員会役員会・ 委員会役員会　７回

　　　　育成会長会議 育成会長会議　３回

通　年 各種参加・協力事業 親子うどん作り、防犯ポスター、しめ縄・もちつき大会

7/1 芹田子ども会球技大会 ソフトバレー大会

青少年健全育成 教育委員会　講話

　　　　　拡大推進大会 　　夏休みの諸注意

芹田地区  出演グループ（小５、中3、幼１、大学１、団体２、

　ふれあいｺﾝｻｰﾄ開催 　　　　　　　　　　虫倉太鼓客演）　　　　　　　　　　

 参加者　約１，１００人（ホクト文化ホール）

青少年健全育成 緑ヶ丘小学校　校長講話

　　　　　推進住民大会 小中学生作文発表

年 ３ 回 あいさつ運動の実施  各地区の育成会、地区役員の協力で実施

人権啓発部会 団体名：人権教育促進協議会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

7/1～8/31 人権啓発標語募集 応募数　１,１９８点　最優秀賞　２０点　　入選　３１点

7/15 人権教育研修会 人権教育指導者研修会

 佐久市望月　人権文化センター・城光院

 　参加者　１７名

人権を尊重し合う  発表ｸﾞﾙｰﾌﾟ：４組（小-１、中-１、地区-２）

　　　　住民の集い開催  　参加者　１２８名　　於 中央隣保館

街づくり部会  団体名：  芹田ガイドマップ作成委員会・長野駅東口周辺地区街づくりプロジェクト委員会

・都市型水害対策プロジェクト委員会・七瀬居町線等建設促進プロジェクト委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

芹田地区３ブロック単位でのマップ作成

信州大学との芹田ガイドマップの共同事業として、

マップ版下作成業務委託契約を締結

全体会議の開催６回

３プロジェクト合同委員会の開催。３回

芹田ガイドマップの進捗状況等について

各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの事業の取組み等進捗状況について報告

各プロジェクトの予算・決算の報告と解散の決議

組織再編に伴う街づくり部会の解散について

○長野駅東口周辺地区街づくりプロジェクト委員会ユ

メリアバスパーク広場の案内板設置について長野駅

東口周辺地域の活性化対策会議

○都市型水害対策プロジェクト委員会芹田地区内の

過去における水害被害現場等の現地調査等の研修

報告書会議

○七瀬居町線等建設促進プロジェクト委員会

通　年

7/7

9/1

11/10

10/10

11/25

5/25～12/3

6/5、10/11、
2/13

5/25～3/19

人権教育視察研修会

芹田ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成委員会

街づくり部会会議

各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会の開催
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月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

新潟県新潟市役所・女池コミュニティ協議会との都市

内分権の街づくりについて意見交換交流会。

参加人員１６名

○長野市中心市街地の活性化について

○長野市の下水道と雨水対策事業について

○長野市の都市計画の概要について

団体名：地域活動男女共同推進委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

正副会長・
　　　　代表委員会

各区推進員との 落語による男女共同参画研修会

合同研修会 　爪田家おてて　　　「胴切り」

DVD鑑賞

　　「男女共同参画で地域力UP！」

　　市 男女共同参画センターより２名

各種講演会・研修会 「地域における男女共同参画」

　　　・セミナーへの参加 　講師：長野市人権・男女共同参画課 畑 順子課長　60名参加

長野市男女共同参画センター企画

５回：委員５名参加

男女共同参画PR用　「うちわ」　３，０００枚作成

　　　　　　　〃　　　エプロン追加作成（各区推進員用）３０枚

　公民館部会 団体名：地域公民館連絡協議会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

①全体会議　（前年度事業・会計報告、今年度事業計画説明他）

②新旧役員引継会

③前期・後期館長会議（各種スポーツ大会要領等の改正協議他）

④前期・後期 スポーツ大会打合せ会

⑤スポーツ大会反省会

6/25 ①バレーボール大会（ﾎﾜｲﾄﾘﾝｸﾞ・ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ　選手３４０名参加）

9/3 ②野球大会（犀川第二　ABCD：選手２１４名参加）

11/19 ③卓球大会（サブアリーナ：選手１９５名参加）

7/6 ①館長・主事研修会（山栗田・里栗田の講話、

　　　　　　　　　　　　　　　上千田・中千田公民館活動の発表）

7/26 ②役員視察研修会（戸隠地区・栗田氏の史跡視察）

9/2 ①芹田地区第１４回ふれあいｺﾝｻｰﾄ（ホクト文化ホール）　

1/7 ②７公民館合同成人式（長野市芸術館：芹田１８８名参加）

2/17～18 ①芹田公民館 成人学校・クラブ発表会（入場者７００名）

3/25 ②芹田文化芸能祭

11/9

9/29、11/7

通　年

7/18

9/19

11/15

7/8～11/23

通　年

各種スポーツ大会の
実施

先進地視察研修会

共催事業

後援事業等

出前講座の実施

各６回開催　　　　

各種研修会に参加

研修会

女性リーダー育成講座

PR活動

各種会議等

地域活動男女共同推進部会
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