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安心、安全のまちづくりに向けて

平成30年度
「ながの 未 来 ト ー ク 安 茂 里 」開 催
安茂里地区住民自治協議会 副会長

開会のあいさつをする松坂会長

加藤市長のあいさつ

◀ワークショップを担当した
消防安茂里分署のスタッフ

ワークショップ

安茂里の課題について市幹部と住民が話し合う
30年度の「ながの未来トーク安茂里」は、９月４日
（火）安茂里公民館で開催されました。市側から市
長はじめ部課長５人が出席、主催者である住民自治
協議会からは役員、区長及び地域の小中学校の実
務担当教諭や防災関係団体から90名が出席、ワーク
ショップ形式で「安心・安全のまちづくりに向け
て」をテーマに話し合いました。
まず、関連事業説明では、島田危機管理防災監か
ら、「避難勧告等が発令された際の避難所及び福
祉避難所の開設について」をテーマに、最近豪雨に
より甚大な被害があった岡山県倉敷市真備町を例
に、分かりやすい説明がありました。
次に、「安心・安全のまちづくりに向けて」をメ
インテーマにワークショップを行いました。安茂里
地区には、多くの
沢があり関係する
沢地域の６つのブ
ロックに分かれ、
危険な場所、避難
場 所 、要 援 護 者
ワークショップの内容発表
宅、沢などを図上
に記入しながら、お互いに確認し合いました。

宮 崎 正 文

質問・意見交換では、
①近年、全国各地で大雨の被害
が相次いでいる。安茂里地区も
多くの沢を抱えているため、大
雨 の とき は か なりの 不 安 が あ
福祉避難所について
る。「地滑り、土砂崩れ等の発
質問した柳澤民生・
児童委員
生 に は 前 兆 現 象 が あ ると いう
が、どんな現象に注意し速やかに避難したらよいの
か」の質問に、市側は「水が濁る、土のにおいがす
るなど変化があったときは、危険な状況なので関係
機関に連絡してほしい。」と回答がありました。
②平成７年に発生した阪神・淡路大震災は、約
6,400人を超える尊い命が犠牲になった一方、２万
人以上の人が、倒壊した家屋の下や転倒した家具
の下敷きとなった状態から、隣近所の人たちによっ
て救出された。災害の支援には「自助」「共助」
「公助」があるが、白馬で起きた地震では一人の犠
牲者も出さなかった。これは普段から隣近所のコ
ミュニケーションがとれていたからで「共助」の大
切さを証明しました。
そのほかにも防災無線が聞きとれないとの質問も
あり、最後に加藤市長が「今日から皆さんは防災指
導員であり地域に帰り率先して活動し、安心・安全
なまちづくりに寄与してほしい」と述べられまし
た。
会議終了後に開催された懇親会で加藤市長が、
「初めてこのような形式での未来トークを経験し、
安茂里が災害
に対し熱心に
取り組んでいる
ことに驚きまし
た。今後長野市
もしっかりと対
応していく」と
感想を述べ締
めくくり、大変
充実感のある
未来トークとな
懇親会
りました。
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６月13日(水)

都市計画道路「山王小柴見線」整備に伴う
小柴見側の対応について
長野市都市整備部
都市政策課 轟誠課長
補佐と駒村哲一係長が
来訪し、相生橋の架け
替え工事に伴う都市計
画道路の小柴見側の対
応について、市側の考 都市政策課 轟補佐、駒村係長を囲み
えについて説明を受けました。住自協は、松坂会長、坂
口支所長及び事務局長が対応。説明された内容は、都市
計画道路の整備により変更となる連絡市道の形状や、都
市計画道路と現道との擦り付け区間などについてです。
住自協としては、歩行者の安全性の向上、現状よりも使
勝手が悪くならないこと。広い視野の確保（将来の都市
計画道路の整備を見越した積極的な用地買収）などを要
望しました。大きく変化がない現状ですが、今後長野市
では、相生橋の架け替え工事の進捗状況を個別に関係区
長に説明する予定。

６月21日(木)

長野市社会福祉協議会との懇談会 実施
（総務部会、健康福祉部会）
平成30年度市社協庭山課長、上条主幹、村田係長、綿
貫係長等が来所。安茂里地区は、三役、健康福祉部会
長、コーディネーター、支所長、事務局長が出席し、諸
課題についての懇談会を実施。介護保険法の改正に伴う
総合計画事業を一番ノウハウがある市社協が中心となっ
てなぜ実行しないのか。民間企業の経営を脅かすような
デイサービス事業からは撤退し、社会福祉協議会本来の
事業を実施してほし
い。助け合い事業の還
付金を従来の100円か
ら200円に引き上げて
いただき健全な運営を
長野市社会福祉協議会と懇談会 図りたい。の要望に、
市社協は、日赤からの寄付金で運用している組織で、市
民から負担金を徴収していない組織なので難しい。100円
を200円に増額する件は、他地区（25事業）の動向を調査
し、検討するとの回答。

７月13日(金)

安茂里管内の小中高等学校長との交流会 開催
（健全育成部会）
平成30年度は、管内６校のうち裾花小学校と長野工業
高校を除き４校の校長が異動する年となりました。
毎年健全育成部会が主催し、地域の小中高等学校のコ
ミュニティー事業に関する要望や実施状況。地元安茂里
地区の取り組みなどについて学校長と意思の疎通を図る
目的で、交流会を開催しております。
このような会合は他地区ではあまり例がなく、最初は
多少戸惑いもありましたが、安茂里住自協が実施してい
る事業の説明を聞くうち、全校長から積極的なご意見を
頂き大変充実した中身の濃い交流会となりました。

安茂里管内の小・中学校、工業高校の校長との交流会

６月中旬から９月上旬までの

主な 行事 紹介
７月26日(木)

第12回アモーレフェスタ第１回打ち合わせ会議 開催
標記第１回の打ち合わせ会議が開催され、第12回アモーレ
フェスタの前日準備は、11月３日午後１時から。開催日は、４日
午前９時30分。イルミネーションの設置は10月14日（日）午前９
時から点灯式典は、26日（金）午後５時30分から実施すること
が決定。参加団体は８月24日（金）までに申し込むことが了承
されました。次回は９月28日（金）に福祉バザー会議と同時に
開催されます。

８月４日(土)

信更夏祭りに
信州裾花彩鳥太鼓
２年続けて出演
（地域間交流事業）

信更夏祭りに参加した役員
第15回 信更地区 納涼
夏祭りに住自協役員と
裾花彩鳥太鼓が２年続
けて出演し、夏祭りを盛り
上げました。信更地区北澤
会長他に大歓迎を受けまし
た。今年度は、リンゴ狩
り、アモーレフェスタに地
域間交流が実施されます。 夏祭りに参加した裾花彩鳥太鼓

８月８日(水)

地域・市民生活部長 来訪
平成30年度異動で赴任し
た増田武美部長、神尾公尚
課長、小林・飯塚係長が安
地域・市民生活部長来訪 茂里住自協を訪問。松坂会
長、宮崎・青沼副会長、坂口支所長、宮澤事務職員、事務
局長が対応。事務移行状況、指定管理がスタートした市立
安茂里公民館の外部監査報告に関し、長野市の地域・市民
生活部がどのように理解し、５月10日（木）市会議で報告
されたのか。介護保険法の改正に伴う合同研修会の進捗状
況について及び会計ソフト作成に関する問題について討議
される。会計ソフトは、平成27年度独自に業者に作成を依
頼し、平成29年度から順調に稼働している。他の住自協か
ら要望があれば提供します。事務移行については、安茂里
地区独自の事情があり、長野市が強行しようとしても難し
いこともあることを理解していただきたい。などの意見が
交わされた。

８月28日(火)

安茂里住自協、市立安茂里公民館の
ホームページを長野工業高校に依頼
安茂里住民自治協議会と指定管理している市立安茂里公民
館のホームページを長野工業高校 情報技術科の岡田悟、大
矢義和教諭が顧問となり、久保好志（班長３年）
、高津直紀（２
年）
、山口寛人（２年）目時冬羽（１年）住自協も松坂会長、下
村公民館運営委員長が中
心となりプロジェクトチーム
を編成し、作成が開始され
ました。既に４回会議が開
催され、アモーレフェスタ
までには完成させたいと頑
長野工業高校大矢先生と
ホームページ作成スタッフ
張っています。
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児童生徒の健全育成を進める会
～社会を明るくする運動～

健全育成部会広報委員 岸 真弓
６月30日（土）、児童生徒の健全育成を進める会が開催さ
れ、今年度の当番校である安茂里小学校の児童生徒による元
気でハキハキとした心地良い声での学校紹介と合唱団のステ
キな歌声でスタートしました。
前半は、安茂里小学校・裾花中学校・長野工業高校の代表
生徒による発表です。
130年の歴史のある安茂里小学校では「杏っ子コミュニティ
スクール」と言う、地域や保護者が子ども達に関わるボラン
ティア活動が行われて登下校の安全を支える見守り隊・教室
で本の読聞かせをする親子文庫・学有林の活動を通して自然
の楽しさを教えて下さる森クラブ…など、様々なボランティ
アの方々に子ども達は感謝の心をもって過ごしていることが
伝わってくる発表でした。
次に、裾花中学校生徒会長の大井君が「地域に思うこと」
として、あいさつ・交通安全・交流を大切にし地域の方々と
過ごしていきたいと力強い発表をしてくれました。
最後に、長野工業高校の発表では、昨年のアモーレフェス
タで活躍した「焼き芋機」が紹介されました。１度に40個の
芋が焼ける優れもの!!他にも保温機能や空気取込口の工夫だ
けでなく、暖房や鍋の調理など多様に使用できるそうです。
地域の方々の為に…との思いから開発された「焼き芋機」。

介護保険の改正に伴う介護予防・
日常生活支援総合事業が始動
健康福祉部会長 荒井 訓夫

「地域における支え合いの推進」をするため、安茂里地区
住民自治協議会においても、健康福祉部会が中心になり「安
茂里支え合いネット・検討会」を開催しています。
検討会とは…地域で必要な支え合いや、介護予防の活動を各
区でどのように進めて行くかを担当者が集い検
討する会です。
＜健康福祉関係団体合同研修会＞
８月３日（金）13：30～16：00、安茂里公民館 ２階学習
室にて、健康福祉部会と検討会が中心となり「30年度安茂里
地区健康福祉関係団体合同研修会」を実施しました。今回
は、猛暑の中、90名と言う大勢の人達に集まっていただきま
した。
今回の、講師に 長野県ＮＰＯセンター事務局 山室英俊
氏と長野市協働サポートセンター 副センター長 阿部今日
子氏にお願いし「みんなの活動マップ作り」ということで、
基本的なやり方を教えて頂き、９グループに分かれ地区ごと
に、白地図に、施設や、公民館で実施している、自主サーク
ル活動など日頃の活動や、さらに担い手になるような人を書

10/17（水）13：30～

き込みオリジナルマップ作
りをしました。
グループごとにワイワイ
楽しく話し合い「どんな地
域にしたいか、わが町の目
指 す 姿 」を 付 箋 に 書 き 出
し、模造紙に張り付けて壁
に張り出して、みんなで見
て回り情報交換会を実施し
ました。その後、長野市中
部包括支援センター 主査
松山裕幸氏より、「地域の
支え合いについての事例」
を講話して頂きました。
「活動マップ作りは楽し
8月３日に開催された合同研修会
かったね」の声が多くあり
主催者側としましては、ホッとしたところです。
みなさんで作っていただいたマップを、今後の活動にどの
ように進めて行くのが良いのかが大きな課題となっています。
今、各地区で健康体操や、お茶のみサロン、サークル活動
が盛んに行われています、これを少しづつ前進させて、生活
支援活動の「支え合いネットワーク」づくりと、介護予防の
取組みがつながっていきますよう願っているところです、今
後とも皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。

桂花團治講演会

今後の主な予定
10/26（金）17：30～ イルミネーション点灯式典

安茂里小学校合唱部の発表

今年のアモーレフェスタで美味しい焼き芋をご賞味下さい。
後半は、臨床心理士 行田太樹先生による「親と子のコ
ミュニケーション入門～コミュニケーションも学ぶことが必
要です～」の講演がありました。
コミュニケーション力は、実践で育ち身に付くもの。上手
にいかないことも（失敗しても）それは成長に繋がる大切な
経験であるそうです。
子ども達は、小さな世界から大きな世界へ歩んで行く中で
沢山の人と出会い 経験を積み、コミュニケーション力を育
て 様々な状況でも対応できる人間に成長します。
しかし、今の時代、子ども１人では抱えきれないことがあ
ると安易にＳＮＳに向かってしまいがちです。
そんなとき、親や地域の人々が子ども達との交流を通して
支えてあげられることが大事です。
私たちの安茂里が、地域コミュニケーション力の高い交流
で繋がる地区になってほしいと願います。

(安茂里総合市民センター駐車場)

(安茂里公民館集会室)

11/４（日）９：30～ 第12回アモーレフェスタ 開催

（安茂里総合市民センター）

11/18（日）９：00～ 第42回安茂里地区 福祉バザー 開催

東後町 4‐1
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構成団体

安茂里地区老人クラブ連合会の
取り組みについて
安茂里地区老人クラブ連合会 会長

浅岡俊安

安茂里地区には16地区の単位老人クラブで組織さ
織さ
れた老人クラブ連合会があります。
ラブ
連合会は、地区内の老人クラブの発展と各クラブ
進展
員の福祉を増進するための活動を行い、社会の進展
立さ
と高齢者相互の親睦を図ることを目的として設立さ
れました。
会員
現在、男性691人、女性634人、合計1,325人の会員
を擁して地域のための活動を行っています。
事故
本年の事業計画は、・健康・友愛・奉仕・交通事故
等に
犯罪被害防止の各活動を柱として、運動や講話等に
よる健康づくり、一人暮らしの安否確認や会員同志
の声掛け、公園・遊園地等の美化・緑化・清掃・手入
れ・交通安全・子供の見守り・防犯パトロール等を連
合会・各単位クラブ（各地区では「長寿会」「長生
会」等との名称で活動）で実施しています。
年度当初では、皆様参加の「安茂里地区スポーツ
の祭典」でニュースポーツ「スマイルボウリング」の
競技責任者として競技を進行、実施しました。５月に
は「春季大会」としてクラブ員の「ダイヤモンド婚」
「金婚」のご夫婦、「白寿」「米寿」の長寿者をお祝
いする式典を催しました。
今後、連合会では「長野市健康づくりフェスティバ
ルへの参加」、「安茂里地区老連主催スマイルボウリ
ング大会」等々事業を実施します。
30年度

老人クラブ連合会が主催するスマイルボーリング大会

役員・区長・職員合同 視察研修旅行実施
広報委員長（園沖区長） 竹村 彰正

今年度から新たな試みとして役員・区長・職員合
同での視察研修旅行が８月23日・24日に31名の参加
者で実施されました。目的地は奈良市方面、薬師
寺・東大寺・春日大社などの社寺仏閣は、修学旅行
以来という人が大半でした。仏像と仏教についての
ボランティアガイドさんの熱心な説明に聴き入り
「心」の研修。途中の沿道からは愛知・名古屋・三

23 日 視察した唐招提寺

また
また各単位クラブでは、それ
ぞれに
ぞれに健康活動、奉仕活動や
社会貢
社会貢献活動が行われます。
人は
人は誰もが高齢になります。
若人と
若人と老人の連携・助け合いと
共に高齢者同志の友愛と支え
共に高齢者同志の友愛と支え合いが大切になります。
全国の高齢者は、75歳以
全国の高齢者は、75歳以上の人が1,770万人、65歳
～74歳の人が1,764万人とな
～74歳の人が1,764万人となり（Ｈ.30.3.1総務省発
表）、所謂後期高齢者が高齢者全体の半数を超えて
います。安茂里地区も同じような傾向となっているも
のと考えています。
高齢者の気力や体力の向上が寿命の伸長に寄与し
ていますが、そのことが高齢者同志の支え合いの大
切さを現わしています。
安茂里地区の老人クラブへの入会率は、65歳以上
を対象にするとして21.7％です。もっと多くの方々の
参 加による諸
長野県河川協会から
活動ができれ
差出中地区と差出南地区の河川愛護会が
下記表彰状を受けました
ば素晴らしいこ
とと思っていま
す。

重県の巨大湾岸コンビナートの発展ぶりに驚き、長
野県にはない広さを実感しました。出発日は悪しく
も台風20号が四国・近畿方面に上陸の天気予報でし
たが、幸いにも小雨に遭う程度で幸運でした。
夜の宴会（暑気払い）では役員・区長・職員間の
顔つなぎや、普段はできない情報交換や本音の語り
合いなどで大いに盛り上がり、カラオケも色を添え
る楽しい一夜でした。バスで往復距離800kmを超え
る長旅と暑さで大変でしたが、ガイドさんの説明に
道中退屈もせ
ず、楽しく意
義ある研修旅
行でした。
24 日 東大寺前にて

