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７月から、中心４地区による家事援助、福祉移送自動車の運行など「地域たすけあい事業」がスタート
しました。この事業はお年寄りや障がいを持った方などが、日常生活で困った時に身の回りの家事援助や
外出のお手伝いをする、地域住民による有償の事業です。
第一地区は近年、高齢化世帯やひとり暮らしの家庭が増える状況をふまえ、非常時や災害時の対策に取
り組んでいます。
昔から遠くの親戚（子供や身内）より近くの他人と言われるように、いざという時の頼りはご近所です。
このことは災害地を訪ねた折り、多くの方々が、異口同音話してくれた共通の指摘でした。
私たちは、日常生活の中で隣近所が仲良く暮らせる環境づくりに努め、安心、安全に暮らせる地域づく
りをしましょう。
家事援助、福祉移送の「地域たすけあい事業」のご相談はコーディネーターにお問い合わせください。
電話 ２２７－３０３０（長野市社協 地域福祉課内）
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◇第一から第五地区合同「元気な町づくり市民会議」
「元気なまちづくり市民会議」が７月 24 日（水）132 人が参加して開催され、次のような提案がされました。
主な提案内容
１

地区共通課題

●西長野分署へ救急隊を配置願いたい。
（提案者

高野 三輪田町区長）

【市回答】今年 10 月を目途に予備の救急車を配置し、試行的に運用を行い、
人員配置等出動体制を年度内に検証する。
●公民館分館に常勤職員を配置し、老朽化した分館は改修・改築を推進して
欲しい。
（提案者 最上 県町区長）
【市回答】分館には常勤職員を配置しないという方針があり、配置は困難である。
耐震化については順次実施しており、第一地区分館は平成 27 年度以降に耐震診断を実施予定。
●屋台修復 屋台格納庫補修に資金援助、及び屋台展示会館の建設をお願いしたい。
（提案者

内山

緑町区長）

【市回答】修復・補修については「長野市祭礼屋台事業補助金交付要領」に基づいて補助金を交付することで
支援を行っている。
屋台保管所は、各地区で確保することが基本であり、屋台展示会館の建設は困難である。
２

自由討議
●御開帳に向けた渋滞解消策について（提案者 竹本 西町上区長 ）
【市回答】シャトルバス基地（真島）
、JR の利用（篠ノ井、今井駅周辺に駐車場確保）
一方通行及び歩行者専用道路の設定等により渋滞緩和をはかっていく。

１

安全・防災部会
●防災研修会 ６/15（土）城山分館にて防災会長・指導員の研修
●夏の交通安全運動 街頭啓発活動への参加
７/19（金）上高田北交差点 ５名参加 ７/22（月）若松町交番前 ９名参加
運動の重点 ○通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○自転車の安全利用の推進

○飲酒運転の根絶

●今年も災害対策の「折りたたみリヤカー」３台購入予定
新諏訪・西長野・横沢の３町に配置
●今年度の避難訓練について
○要支援者の支援方法を検討し、各町で避難場所まで簡易担架やリヤカーで避難訓練をする。
○２週にわたって城山小・加茂小へ各町から避難し、体育館内で消防署による避難に際しての注意点や、
避難所における問題点の講義を受ける。
訓練予定日

城山小学校

11/４（月）

加茂小学校 11/10（日）

健康・福祉部会
◇とことこウォーキングを実施

７月 9 日（火）

本年度第 1 回ウォーオキング（10 人参加）を行いました。
第一地区公民館から善光寺を経て往生地公園までの往復２ｋｍ（Ａコース）
。途中の坂道で汗をかきながらも、
ウグイスの鳴き声に癒されながら往生地公園に無事到着。涼風を浴びながら小休止の後、帰路につきました。
3 月まで毎月第二火曜日に行いますので、皆様の参加をお願いいたします。
◇第４回住民福祉大会を開催

6 月 26 日（水）第一地区公民館

社会福祉協議会地域福祉課、土屋ゆかり講師による｢孤立を見逃さない地域を目指
して｣の講演を開催し、最近における地域や周囲から孤立した状況の中で死に至り、
数日間以上放置されるような孤立をめぐる課題・セルフチェック・気づきのポイン
トを教えていただき、最後に地域が出来ることとして｢気づきあい｣「支えあい」
孤立を見逃さない地域社会を築き上げていこうとお互いに共感しあいました。
また、講演会場で血管年齢、血圧・体脂肪測定を行い、多くの人に参加していた
だきました。

教育・文化部会
◇「ドッジボール大会」 6 月 23 日（日）西部中学校体育館
今年も子ども 1２0 人大人 90 人が集まり、盛大に開催しました。
子どもが少ない町は他の町と合同でチームをつくり、低学年、高学年共
に４チームに分かれて、リーグ形式で行われました。違う町の子ども達が
勝利に向かい激しく走り回ったり笑顔で語り合ったりしている
微笑ましい姿が見られました。低学年の子どもたちは大粒の汗
を床に落としながらエネルギッシュにボールを追いかけている
姿、高学年の子ども達は試合前に作戦を立て、協議中の力強さ、
迫力、超ファインプレー等に多くの感動を与えてくれました。
また、大人のみなさんは応援だけでなく、今年から４チーム
でドッジボールを行い大好評でした。

２

教育・文化部会
◇「家庭と地域の子育て講座」

６月 29 日（土）新諏訪町公民館

西部中学校田川昌彦先生が「子ども達の社会的自立をめざして」と題
して、先生自身の教職体験や現在の課題・望ましい教育の方向について
貴重なご講話をいただきました。その中で、最近、メディアにも大きく
報道されていますが、ネットに関わる時間・その弊害などの深刻な具体
例を紹介され、学校・家庭・地域教育のあり方を説明されました。そして 、
最後に、過去と他人は変えられないが、変えられるのは自分と未来であると、
「大人の発想の転換」
「学校教育と社会」
「子どもへのまなざしと声掛け」
について語られました。
◇「地域と学校連携事業」

７月 12 日（金）第一地区公民館

城山・加茂小学校や柳町・西部中学校の校長・教頭先生、各町の育成会長、PTA 役員、区長等のみなさんが
集まり、各学校から学校生活の現状・課題や地域連携について説明を受けました。
その中で、学校教育目標の具体化の事例、地域と共にあゆむ学校教育、最近の子ども達のネットにつての課題、
学力・部活・不登校生の指導と支援について協議しました。
また、災害時の避難所としての学校、学校施設と住民避難の仕方、避難生活のあり方などについても質疑され、
地域としての具体的なマニュアルづくりの必要性が確認されました。
◇「善光寺町防火水路」の案内板を設置

７月 18 日西之門町（西之門よしのやさん前）に設置しました。
（案内板の解説……古畑和男さん、西之門町出身）
この防火水路は、江戸時代に火災でたびたび善光寺さんが焼けたので、
ひさし

なんとか守ろうと各家の一間下屋の下の地下に設けられたものです。
火災が発生するとつばめ池等の水門を開け、「畳差し」といわれる手法
により防火水路に導水し、また、水を貯えて消火に利用しました。
◇「三世代ふれあいハイキング」

８月５日（月）飯綱東高原

飯綱東高原(天狗の館)付近でバーベキュー(参加者８０名)を行いました。
当初は霊仙寺湖周辺をハイキングする予定でしたが、小雨のためハイキングは急遽中止。バーベキューを始
める頃には雨も止み、快晴に恵まれて、目にしみるような緑の林の中で、全員で助け合って作ったバーベキュ
ーを満喫。高原の夏を楽しみました。参加者は、３歳～８０歳までの、まさに三世代ハイキングとなり、お互い
日頃では味わえない心の通った交流をはかることができました。

３

【主な業務内容】 （１）事務局長としての統括業務
【主な任用条件】
【 勤 務 地 】
【給
与】
【勤務日等】
【 そ の 他 】
【応募方法】
<お問い合わせ先>

神

―

社

（２）第一地区住民自治協議会の運営や方向性の決定にかかる補助業務
健康で、地域コミュニティに関心の高い方
パソコン（ワード・エクセル程度）の操作ができる方
もんぜんぷら座内８階事務局（長野市新田町 1485-1）
時給制：1,000 円
原則、月曜日から金曜日まで、１日実働４時間（詳細は要面談）
ただし、会議及び事業が土・日に開催の場合は休日出勤も有り
労働者災害補償保険・雇用保険加入
下記へ連絡の上９月 17 日(火)までに履歴書を持参、または送付してください。
後日面接を行います。
長野市役所 市民活動支援課（第一地区担当）藤田啓一 電話 224-5033（直通）
第一地区の為に、一緒に働いていただける方、ご応募をお待ちしています。
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長野天神社

長門町・西町上・西町南

宵宮祭：8/24 17:00

例祭：8/25

9:00

―

三峯神社

栄 町

―

例祭：8/29

19:00

子ども神輿・神楽・歩行者天国

三峯神社

西之門町

天神社・皇大神宮

立 町

天神社

例祭：9/2

9:00

神輿

―

例祭：9/７

15:00

神楽

桜枝町

宵宮祭：9/14 20:00

例祭：9/15

11:00

神輿・神楽・桜姫

八幡社

横沢町

宵宮祭：9/14 15:00

例祭：9/15

9:00

神輿・神楽

加茂神社

西長野町

宵宮祭：9/16 20:00

例祭：9/17

9:30

神輿・神楽・花火・舞踊

高市神社

西町上

宵宮祭：9/19 17:00

例祭：9/20

10:00

―

稲荷社・諏訪神社

狐 池

宵宮祭：9/2２

10:00

例祭：9/23

9:00

子ども神輿

諏訪神社

新諏訪

宵宮祭：9/23 21:00

例祭：9/24

13:00

子ども神輿・神楽・花火

飯縄神社

茂 菅

宵宮祭：9/28 21:00

例祭：9/29

10:30

神楽・花火

宵宮祭：10/1 18:00

例祭：10/2

14:00

神輿・神楽・花火

宵宮祭：10/9 18:00

例祭：10/10 10:00

神輿・神楽・歌謡

妻科神社

宵宮祭：9/1

14:00

西町上・西町南・栄町
若松町・旭町・長門町
桜枝町・横沢町・立町

湯福神社

往生地・狐池・花咲町
上西之門町・西之門町

◆第一地区住民自治協議会事務局：米倉、岡村（第一から第五地区合同事務所内）◆
〒380－0835 長野市大字南長野新田町 1485－1 もんぜんぷら座８階
電話：２６２－１２１７（FAX 兼）E－mail：dai1@clock.ocn.ne.jp
編集委員：鷲澤文治、柄澤申一、古畑幸雄、鳥居弘、市民活動支援課：藤田
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