
 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　　臨時役員会１回開催（４/８）

4/23 令和２年度定期総会

会則第９条第１項第４号の規定による役員会の代行方式により北市
公民館において開催
①令和元年度事業、決算、監査報告等
②令和２年度事業、予算（案）　　他　審議

8/12 役員、団体長等交歓会 （新型コロナウイルス感染症により中止）

9/19 ながの獅子舞フェスティバル
善光寺参道で開催された「第４回獅子舞フェスティバル」に
芹田地区より２団体が参加

9/　　
芹田地区戦没者慰霊
追悼法要

（新型コロナウイルス感染症により中止）

10/　　 役員視察研修 （新型コロナウイルス感染症により中止）

2/　　
全中スケート
ウエルカム事業

（新型コロナウイルス感染症により中止）

8/20
以下5回

住民アンケート実行委員
会

委員１１名　発足から１２年を迎える当協議会に対し地域住民の期待
を的確に把握するためアンケートを実施し、結果は広報誌において
報告のうえ、各部会ごとに今後の計画に活かすこととした。

8/26
以下9回

（防災講演会含む）

防災・災害対策検討会議

委員９名　オブザーバー１名　当協議会において暴風雨・豪雨被害で
の災害死ゼロを目指すための危機管理体制の構築を目指し、令和２
年度の活動を「中間報告」としてとりまとめ、令和３年度も継続して活
動することとした。

8/28
以下21回

会則並びに規約等の見
直し員会

委員７名　社会労務士１名　会長の諮問により令和３年度からの住民
自治協議会の活動の充実のため、会則・規約等の見直しを行った。

4/1～1/1
広報発行
第９０号～第９５号

全戸配布　Ａ３版　両面印刷　１３，０００部

通年 ホームページ維持管理

令和２年度  事業報告

2



区　長　会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

各種募金等運動の取り ①緑の募金（９月）

まとめ ②日赤活動資金募金運動（９月）

③赤い羽根共同募金（１１月）

①防犯灯整備事業補助金申請（７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）

③緑化事業計画（７月）

④交通規制設置要望（９月）

⑤地域いきいき運営交付金、ごみカレンダー世帯数調査（９月）

⑥凍結防止剤の配布数調査（１０月）

12/　　 デジタル戸別受信機受領 アナログ個別受信機と交換

2/　　
全中スケート
ウエルカム事業

（新型コロナウイルス感染症により中止）

①西部ブロック　　　　　ブロックで実施

②北部ブロック　　　　　各区で実施

③東部ブロック　　　　　各区で実施

上記他、市必須事務、

選択事務の実施

４月～３月　１２回開催、同日定例役員会出席

各区該当事業・活動を実施

各事業への協力参加
住自協及び各種団体
事業への協力参加

定例区長会

各種事業調査・申請等
取りまとめ

防災対策

通　年

随　時

随時

随　時

通　年

通　年
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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　計４回

通　年 福祉推進委員会会長会 書面議決・各事業打合せ・報告・課題　会計報告等 　計２回

各区：福祉推進員

お茶のみ・子育てサロン、ふれあい会食

子育て・子育ち支援事業

 「だっこっこ」「子育て講座」

移送サービス：１，３５１件・家事援助：４３０時間　

（前年度比：移送54.4%、家事援助69.9%）

通　年
男性地域デビュー
促進事業

 そば打ち道場　全６回（新型コロナウイルス感染症により中止）

地域独自課題事業　　　　　　　　

　「三世代交流」

総合事業　　　　　　　　 「Seritaカフェ」（新型コロナウイルス感染症により中止）

　Seritaカフェ・健康講座 「健康講座」はつらつ体操や脳トレ研修会1/27

4/22 ①前年度事業会計報告、今年度事業予算計画　書面議決

3/16  ③事業・会計報告、反省課題　次年度事業計画等

介護者支援事業 介護者のリフレッシュを目的に、情報交換会や専門職の

　「介護者のつどい」 方からのアドバイス（新型コロナウイルス感染症により中止）

犯罪や非行防止、罪を犯した人への理解・支援のできる

地域づくりを目指しての講演会（新型コロナウイルス感染症により中止）

8/19 福祉健康部会懇談会 １０団体の活動内容や福祉課題など情報交換、課題共有　

9/9・10/9 福祉推進員活動事業 ①バザー実行委員会　２回（新型コロナウイルス感染症により中止）

10/25 　「ふれあい福祉バザー」 ②ふれあい福祉バザー（新型コロナウイルス感染症により中止）

10/21 きぼうの旅事業 車いす身体障がい者の方々とのバーチャル旅行

12/3
福祉健康部会
スポーツ交流会

 障がい者と福祉各団体役員等とのスポーツ交流会
（新型コロナウイルス感染症により中止）

12/4 寝たきり高齢者慰問活動
 寝たきりや認知症の高齢者を対象に年末に慰問品を届けながら
、本人や介護者等の状況把握支援（民生児童委員）

福祉のまちづくり啓発事業

　「芹田地区ふれあい福祉大会」

2/24 たすけあい事業協力会員研修会 感染症対策について　

2/26
社会を明るくする運動
ケース検討会

「少年犯罪」と「高齢者窃盗」のケースを取りあげてグループワーク

・役員会８回、理事会３回、全体会２回、県大会は中止

・視察研修：中止

・運動講習会、生活習慣病や血管年齢について研修会

・せりた健康セミナー

わらべうた、簡単健康体操、消しゴムはんこ講座

おとなのおりがみ講座、羊毛フェルト講座

・各区、団体事業（Ｓｅｒｉｔａカフェ等）への参加協力

サロン事業

社会を明るくする運動
住民大会

保健補導員会

社会福祉協議会・福祉推
進委員会　合同会議

・しめ縄作りは実施　・餅つき（新型コロナウイルス感染症により中止）

福祉自動車運行・
家事援助事業

 在宅介護者等への顕彰、福祉活動紹介、講演会などを実施し、
地域福祉への理解を目指した大会（新型コロナウイルス感染症により中
止）

通　年

通　年

1/23

通　年

7/2

7/18

通　年
第三次芹田地区福祉活

動計画策定
第三次芹田地区福祉活動計画の作成とリーフレットの全戸配布

通　年

通　年

 だっこっこひろば全２１回（新型コロナウイルス感染症により中止）
子育て講座全１回

通　年
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環境美化部会 団体名：環境美化推進委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

4/4 会長会 年１回（環境美化推進委員会）

（正副会長会は新型コロナウイルス感染症により中止）

10/　　 環境衛生関連施設研修 （新型コロナウイルス感染症により中止）

5/1～30  ①春のごみゼロ運動

6/　、10/　 ②春・秋期河川パトロールと清掃活動

（新型コロナウイルス感染症により中止）

10/1～31 ③秋の大掃除、ゴミ分別強調月間

2/中旬 ④パイスケ調査・配布（４月）、

3/上旬 ⑤資源・ごみ回収カレンダー配布

随　時 各区への啓発活動 春・秋ゴミゼロ運動、アメシロ・マイマイガ防除、

防犯・交通安全部会 団体名：防犯・交通安全推進委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

通　年 役員会・委員会 防犯・交通安全推進委員会４回

通　年 白線引き  　２ 区実施

通　年 地区防犯研修会 　１ 区実施

通　年 地区交通安全教室  　実施区なし

通　年
長野市等主催　交通安全
街頭指導キャンペーン

 　夏・秋・年末　３回実施　４名参加

10/12 秋の交通安全運動街頭指導 ビッグハット北交差点他　２６名参加 　

7月～8月 夏季防犯パトロール 　９区実施

12/1～12/31 年末防犯パトロール 　１２区実施

8月 防犯ポスター展 審査会（表彰式は新型コロナウイルス感染症により中止）

11月～3月 防犯ポスター掲示 金融機関３社７店舗、コンビニ３社１５店舗

事業
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社会教育部会

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　５回

　　　　育成会長会議 育成会長会議　１回（新型コロナウイルス感染症により１回中止）

通　年 各種参加・協力事業
 しめ縄のみ実施
（親子うどん作り、スポーツ吹き矢、防犯ポスター、もちつき大会は新
型コロナウイルス感染症により中止）

6/28 芹田子ども会球技大会 ソフトバレー大会　（新型コロナウイルス感染症により中止）

青少年健全育成

　　　　　　　 推進大会

芹田地区

ふれあいコンサート開催

青少年健全育成

　　　　　推進住民大会

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

団体名：人権教育促進協議会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

通　年 幹事会・全体会議
 幹事会　　 ４回
 全体会議　１回

5月～7月 人権啓発標語募集 （新型コロナウイルス感染症により中止）

7/11 人権教育研修会
 人権教育指導者研修会（地域活動男女共同推進委員会共催）
 （新型コロナウイルス感染症により中止）

人権を尊重し合う  発表グループ： ４組（小学校-１、中学校-１、地区-２）

　　　　住民の集い開催
 　参加者　８０名　　芹田総合市民センター
　　講演会　講師　　堀井正子　先生

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

7/11
 地域活動男女共同推進委員合同研修会（人権教育共催）
　（新型コロナウイルス感染症により中止）

11/14
 人権を尊重し合う住民の集いに伴う講演会を研修会とする
　参加者　８０名　　芹田総合市民センター
　　講演会　講師　　堀井正子　先生

芹田総合市民センター

７名参加　研修会を兼ねる

8/29、11/14 他委員会事業協力 人権を尊重し合う住民の集い協力

ふれあいコンサート、ウエルカム事業（新型コロナウイルス感染症により中止）

PR活動 （新型コロナウイルス感染症により中止）

各区　研修会 ９区実施

（新型コロナウイルス感染症により中止）

（新型コロナウイルス感染症により中止）

年１０回開催　（うち２回推進員合同研修会）　　　

（新型コロナウイルス感染症により中止）

推進員合同研修会

人権教育視察研修会

 女性リーダー
 フォローアップ講座

8/29

11/25

11/7

10/   

11/14

通　年

随時

 （新型コロナウイルス感染症により中止）

通　年

7/4
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地域活性化部会  団体名：  にぎわい創造委員会・交流事業推進委員会

月 日 会 議 ・ 事 業 等 内　　　　　　　　　　　　容

新規事業などの計画会議（適宜）

　子ども・親子プログラミング教室　芹田小　7月18・19日

　子ども・親子プログラミング教室　南部小　12月19日

　芹田公民館花壇整備　住自協・公民館・支所と共同作業

交流事業の計画会議（適宜）

 ・中条むしくらまつり開会式（5/3）
　（新型コロナウイルス感染症により中止）

・春の農業体験（小学校児童）

 　　　　（5/16　安納芋苗植え付け　6/6　田植え）
　　　　 （新型コロナウイルス感染症により中止）
・夏の農業体験（小学校児童）

 　　　　（8/1　安納芋つる上げ他　16名参加）

・秋の農業体験（小学校児童）

 　　　　（10/8　稲刈り）
　　　　 （新型コロナウイルス感染症により中止）
　　　　　　　中条地区の耕作者より米をいただき販売実施
　　　　　（10/24　安納芋収穫　75名参加）

　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新旧役員引継会（4/8）

②館長会議（8/27）

③三役会議（1/15）

④後期館長会議（2/18）

⑤三役会議（3/24）

6/14 ①バレーボール大会

9/6 ②野球大会

11/8 ③卓球大会

　　（いずれも新型コロナウイルス感染症により中止）

6/19 ①館長・主事研修会（「仏導寺　縁起」講師：仏導寺住職）

7/21 ②役員視察研修会（長野市上下水道局犀川浄水場）

1/10 共催事業
 ①８公民館合同成人式（長野市芸術館）
　　（新型コロナウイルス感染症によりR3/8/9へ延期）

にぎわい創造委員会

交流事業推進委員会

各種会議等

各種研修会に参加

各種スポーツ大会の
実施

通　年

5/3～9/27

4月～2月
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