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　平成27年度通常総会が、４月４日（土）午後２時か
ら、三輪公民館３階大ホールで開催され、26年度事業
報告・決算報告、27年度の事業計画案・予算案が承認
され、27年度がスタートしました。

平成27年度
三輪地区住民自治協議会

通常総会開催

「福祉の町　三輪」を目指して
会長　徳武康夫　

　三輪地区住民自治協議会（自治協）が発足して丸6年が経ました。先輩方のご
尽力によりしっかりとした礎を築いて頂き、これからというこの時期に大役を仰
せつかり責任の重さに身の締まる思いがしています。
　この度三輪地区における今後の福祉活動の取り組みとして「第二次三輪地区地
域福祉活動計画」を策定しました。本計画は基本目標に「向こう三軒両隣ひとり
ぼっちにならない・させない福祉の町三輪」を据え、その環境基盤として 「一体
感があり、活気に満ち、安心して暮らせる住みよい町」を目指すこととしています。
この計画は住民の皆さんと一緒になって取り組む課題であり、住民の皆さんの協
力なしでは成し得ない事業です。自分たちの町は自分たちでつくるとした自治協
設立時の原点に戻り、みんなで三輪の町づくりに協力していただけることを願っ
ています。

　三輪地区内10町、7,000世帯、17,000人で構成する自治協は、様々な事業を通じて住み良いまちづく
りを目指して取り組んでいます。ただ、自治協そのものがまだまだ十分に理解されていないということも事
実です。住民による住民のための事業になるようこれまで以上に住民の皆さんの声に耳を傾けることに努め、
自治協の役割を果たせるよう他の役員とともに心したいと思っています。
　浅学菲才の身ではありますが、皆さんのご支援とご協力の程宜しくお願い致します。

区民広場部会区民広場部会

環境・美化部会環境・美化部会

教育・文化部会教育・文化部会

健康・福祉部会健康・福祉部会 これからの講座ご案内（６月から７月）

　部会では専門講師による「健康づくりに役立つ講座」を計画しております。
　三輪地区住民であればどなたでも参加していただけます。月初めの回覧板でお知らせしております。皆様のご参
加をお待ちしております。

６月の講座  

４日（木）「子どもと親の育ち合いサロン」
子育てのいろは

８日（月）「いきいき講座」　
認知症講座２（学習室Ⅰ）

15日（月）「料理教室」
認知症（生活習慣病）予防食（公民館２階調理室）

７月の講座  

２日（木）「子どもと親の育ち合いサロン」
七夕まつり

６日（月）「料理教室」
欧州料理

13日（月）「いきいき講座」
認知症講座３（学習室Ⅰ）

21日（火）「運動講座」
室内でウォ―キング（公民館３階大ホール）

● 料理教室に限り事前申し込み・材料費500円が必要になります。
● ℡ 225-9567

●平成27年度役員名簿
役　職　名 氏　　名 地区名

会　　　長 徳武　康夫 相ノ木西
副　会　長 北野　順子 横　　山
　　〃（総務区長部会長） 山崎壽美雄 相ノ木東
　　〃（総務区長副部会長） 大月　光弘 四 ツ 石
健康・福祉部会長 樋口　恵子 相ノ木西
健康・福祉副部会長 三ツ井悦子 泉　　町
安全・安心・防災部会長 和田　俊夫 相ノ木西
安全・安心・防災副部会長 小山　清治 横　　山
環境・美化部会長 牧野　弘人 﨤　　目
環境・美化副部会長 竹本　治夫 本　　郷
教育・文化部会長 寺岡　雄三 四 ツ 石
教育・文化副部会長 伊倉　順治 横　　山
区民広場部会長 金井　和彦 城　　東
区民広場副部会長 直江　保子 上 宇 木
監　　　事 中島　克彦 上 宇 木
　　〃 佐藤　敏夫 横　　山

●事務局
役　職　名 氏　　名

事務局長 山口　　悟
主事 碓井　義信
地域福祉ワーカー 竹元　直美
地域たすけあい事業コーディネーター 山口　史子
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　このたび、4月より三
輪地区住民自治協議会
で事務を担当させてい
ただいております碓井
義信と申します。柳町中
学校OB でもあります。まだまだ慣れないことが
多いのですが、皆様との出会いを大切に、微力
でも三輪地区の街づくりにお役に立てるよう頑
張っていきたいと思います。

徳武　康夫

今年も園児、小学生から大人までの合唱、合奏を楽しみましょう。
長野市民吹奏楽団の演奏もご期待ください。

地域で楽しもう！ふれあおう音楽文化！

日　時
開 場
開 演
場 所

：7月5日（日）
：午前9時
：午前9時30分～12時
：三輪小学校　体育館　

(予定）

輪地
区ふれあいコンサート三

◀湯谷小学校合唱団

▲長野市民吹奏楽団



５．子どもの安全見守りパトロール
　  　小学生の通学時の見守りと挨拶運動を学校やPTA

と連携を取り、継続実施していく。

区民広場部会区民広場部会

環境・美化部会環境・美化部会

教育・文化部会教育・文化部会

健康・福祉部会健康・福祉部会

◇事業名
１．ごみゼロ運動、河川一斉清掃
　  　住民の手で、ごみのない美しい環境をつくるため、

定期的に、道路や河川の清掃等を実施する。
　⑴　春の大掃除月間（５月１日～５月31日）
　　　秋の大掃除月間（10月１日～10月31日）
　　①ごみゼロ運動・河川一斉清掃　各区ごとに実施
　　　三輪地区ごみゼロ運動日
　　　５月２４日（日）・10月25日（日）
　　②鐘鋳川周辺の清掃　担当地区で実施
　　③堀切沢川の清掃　　相ノ木西町
　⑵　ごみ分別強調月間
　　　集積所巡回指導（城東・横山・相ノ木西）
　　　10月初旬　各区の部員推進員立会い
　⑶　幹線道路美化活動（春、秋）
　　  　５月９日（土）・９月12日（土）に三輪地区の主

な道路のごみ拾いを実施
　⑷　処理困難物の特別収集
　　　各区支所へ搬入　６月、12月
２．アメリカシロヒトリ・マイマイガの防除支援事業
３．地球温暖化対策事業
　  　出前講座などにより、ごみの減量と省エネに取り組

む。
４．環境美化部会研修
　  　地区環境美化活動のリーダーとして、知識と技術を

吸収するための視察研修を行う。
５．空き家対策事業
　  　空き家の存在の情報収集と植木の手入れ放棄・雑物

の放置・野良猫やハクビシンの住み着きなど環境実態
を把握して行政との連携協力に取り組む。

区民広場部会区民広場部会

環境・美化部会環境・美化部会

教育・文化部会教育・文化部会

健康・福祉部会健康・福祉部会

◇事業名
１．まちづくりのつどい
　⑴  　地区内４校の特色ある教育活動の発表や地域か

らの発表により、児童によって結ばれる学校と家
庭・地域の相互の連携を図る。

２． がんばれキッズふるさとふれあい体験活動（年７
回実施予定）

　⑴  　三輪地区の子ども達が、普段体験できない故郷

での実体験を味わい、よりよく成長を遂げていく生
活の知恵や人間関係並びにふるさとの自然や文化を
大事に受け継ごうという気持ちを育む。

　　　①パステルアートハン消しをつくる（５月16日）
　　　②父の日のうどんづくり（６月14日予定）
　　　③化石を探しに行こう戸隠（８月５日予定）
　　　④工作づくり（10月17日予定）
　　　⑤マインドマープを体験しよう（11月14日予定）
　　　⑥ミニ門松づくりに挑戦（12月12日予定）
　　　⑦まゆ玉づくり（１月23日予定）
３．青少年の健全育成や子育てに係る研修及び集会
　⑴  　家庭・地域・学校の連携による子どもの育ちを

支援する研修や懇談会を開催する。
４．青少年健全育成のためのスポーツ大会
　⑴  　子ども達自ら企画して実践していく中で、自分

たちの可能性を見出しながら心身の向上を図り、リー
ダー性を養い地域とのふれあいを深める。

　　　①三輪地区ドッジボール大会（５月23日~24日）
　　　②一千万人ラジオ体操会（７月26日予定）
　　　③三輪地区健康まつり（９月６日予定）
５．教養文化講座
　⑴  　地区住民が、地域の歴史や文化に学びながら見

聞を広め、地域への愛着を深める。
６．親善スポーツ大会
　⑴  　スポーツ活動を通して地区住民の絆を深め、各

町同士の親睦を図る。
　　　① スマイルボウリング（ニュースポーツ）大会（６

月14日予定）
　　　②綱引き大会（11月15日予定）

区民広場部会区民広場部会

環境・美化部会環境・美化部会

教育・文化部会教育・文化部会

健康・福祉部会健康・福祉部会

◇事業名
１． 三輪地区ふれあいコンサート

（7月５日）
　⑴ 　三輪地区内の音楽文化をみ

んなでふれあい、楽しむ。
２．ひまわり広場（11月８日）
　⑴ 　三輪地区住民の一体感を築くため、地域住民が、

明るく楽しい交流ができる場を設定し、世代間の
交流も大事にしながら、区民みんなが心を寄せ合っ
て活動できる事業としたい。

３．三輪地区文化芸能交流会（文芸祭）（３月６日）
　⑴ 　三輪地区における文化・芸能に関わる者が、日

頃の活動の成果を発表し、参加者相互の親睦を図
り、一層の振興と発展に寄与する。

平成27年度　三輪地区住民自治協議会事業計画

《 全体で取り組む事業 》
◇事業名
１．三輪地区成人祝賀会
　  　実行委員会を設置して取り組み、三輪地区の新成

人を、地域をあげて祝い、地域住民の一人としての
自覚を高めるとともに、地区役員や新成人同士のふ
れあいの場とする。

２．第二次三輪地区地域福祉活動計画推進事業
　  　平成27年度から５年間を見据えて策定した「第二

次三輪地区地域福祉活動計画」を踏まえ、各部会の
事業計画と重ね合わせてその実践と推進を図る。

総務（区長）部会総務（区長）部会
◇事業名
１．必須事務・選択事務の処理
　⑴  　長野市と当住民自治協議会が締結した「協働に

関する基本協定書」に基づき、区長の担当する必
須事務及び選択事務等を適切に処理する。

２．総務（区長）部会研修
　⑴  　地域の課題や住民のニーズに的確に対応し、住

民並びに行政などと協働して、よりよいまちづく
りを実践するため、先進的な施策の実践例を視察・
研修し、三輪地区住民自治協議会の事業に反映さ
せていく。

３．広報活動
　⑴  　積極的な広報活動を通して、自治協をより住民

に近づけるとともに、事業効果を高める。
　⑵  　三輪地区の住民に、広報誌（自治協だより）を

通して自治協全体の動き、方向性を伝えるととも
に全６部会の事業の推進を住民と共有していく。

４．地域（福祉）懇談会の開催
　⑴  　地域における問題点や課題について話し合い、

問題解決に向けた取り組みをする。
５．人権教育・男女共同参画推進事業
　⑴  　すべての人の人権が尊重される社会を目指すと

ともに、様々な人権問題に関心を持って相互に人
権尊重意識の高揚を図る。

　⑵  　女性が中心的役割を果たすよう地域活動を推し
進める。

区民広場部会区民広場部会

環境・美化部会環境・美化部会

教育・文化部会教育・文化部会

健康・福祉部会健康・福祉部会
◇事業名
１．健康づくり活動支援事業
　  　生涯を健康でいきいきと

過ごせる「健康寿命」の延
伸を目指した誰でも参加で
きる専門講師による講座を実施し、日々の生活を充
実した潤いあるものにするとともに、仲間づくりに
つながる支援を目指す。

　⑴  　いきいき講座
　⑵  　運動講座
　⑶  　料理講座
２．地域サロン支援事業
　  　地域サロン運営の支援や地域の担い手の掘り起こ

しを図り実践を伴った研修を行い地域に広げるリー
ダーとなることを目指す。

３．福祉支援事業
　  　住民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる、

お互いに顔が見える地域づくりを目指す。
　⑴　子どもと親の育ち合いサロン
　⑵　住民福祉大会（8月18日）
４．研修事業
　  　健康・福祉部員、委員として大会や研修等へ積極

的に参加し資質の向上を図る。

安全・安心・防災部会安全・安心・防災部会
◇事業名
１．避難行動要支援者対策
　  　市の作成する「避難行動要支援

者名簿」の開示範囲を各区の自主
防災組織まで拡大し、災害時の安
否確認を迅速、確実に行うために、
自主防災組織（区長、民生委員含む）と要支援者と
の日常的関係を構築する。

２．各区自主防災訓練の支援
　  　各区自主防災会による防災訓練・研修会の開催を

促進し、災害時の被害を最小限に留める。
３．交通安全推進事業
　  　交通安全推進員及び各区関係者、団体と連携して

地域の交通安全を図る。
４．防犯事業
　  　防犯指導員、自治協と一体となって地域内の防犯

活動を推進する。




