
地元市議会議員との意見交換会 未定 古牧公民館 地域の課題について意見交換

古牧地区全戦没者追悼と非戦の誓い 9/27 西光寺 古牧地区遺族会と共催

新年会の開催 1月 市内 長野第６分団と共催

生活改善推進事業 6月 古牧地区 生活改善周知回覧チラシ

社会を明るくする運動 上期 古牧公民館
青少年の非行問題に取り組む全国強化月間
更生保護女性会、保護司会と連携

自主防災指導員会 通年 古牧地区
3～４回開催予定　各区情報交換、古牧地区災害対応ガ
イドライン検討、防災研修会・訓練への提案等

自主防災連絡会 通年 古牧公民館
自主防災連絡会議、自主防災研修会、自主防災訓練、
防災指導員連絡会議

防災訓練 8月 古牧公民館等 情報伝達訓練ほか

自主防災用物品調達 通年 古牧地区 災害時共用物品購入等

災害支援ツール事業 通年 各区 災害用キット（緊急時連絡先ほか）

災害対応整備マニュアル 通年 各区
古牧地区と各区に共通したマニュアルの整備（水害等
を含む）

防災指導強化事業 10月 松本大学 防災士資格取得補助

視察研修 下期 市内及び県外 自主防災会役員・防災指導員・総務部員　約45名

(新)古牧地区備品貸付事業 通年 古牧地区
区の活動や事業の推進に必要な備品を住民自治協議会
が購入して貸し出す

(新)古牧地区ガイドマップ作製事業 上期 古牧地区 
ガイドマップ作製、古牧地区郷土史研究会の協力を得
て

ルール違反ごみ処理活動 年間各週 全集積所
各地区週１～３回各地区集積所を巡回し、違反ごみの
処理実施

春のごみゼロ運動、アメシロ防除 5月～8月 各区内
道路側溝、河川、公園の清掃、ごみ拾い、アメシロ防
除

秋のごみゼロ運動等 10月 各区内 道路側溝、河川、公園の清掃、ごみ拾い

不法投棄防止看板設置 年間随時
公園、空地、
河川、花壇等

不法投棄防止看板の設置

ごみ集積所設置改修及び新設 年間随時
既設ごみ集積所

及び
新設ごみ集積所

ごみ集積所の改修及び新設

事業周知の回覧
春、秋,
及び随時

全地区回覧
各地区・全家庭で環境美化活動の啓発及び周知
アメシロ・マイマイガの防除の回覧

視察研修 7月 市内及び県外 未定

福祉関係団体長会議 11・2月 古牧公民館 事業経過報告・課題等の意見交換・福祉活動情報交換会

福祉推進員等活動事業 4・10月 古牧公民館 福祉推進研修会

地域福祉大会 5月 古牧公民館 福祉の意識向上を図る講演会他

男性の料理教室 年4回 古牧公民館 男性参加者による料理作り

希望の旅 10月 湯っ蔵んど 身障者との交流会

ボランティア養成講座 8・9・1・2月 古牧公民館 各区健康体操指導者養成講座

ひとり暮らし・高齢者の集い 年1回 古牧公民館 独居高齢者の集う場をつくり交流

介護者の集い 年1回 古牧公民館 介護者の現況話し合い・相談・交流

サロン活動 通年 各区 12区が自主的に地区の福祉活動を企画・実施

区の健康づくり 通年 各区 12区が自主的に企画・実施（1回以上実施）

令和4年度　 各部別事業計画　

部 　事　業　名 実施日 場所 事　業　内　容
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地域福祉懇談会事業 5月～9月 各区 12区　意見交換会及び意見集約

健康づくり事業
年4回

(親睦ゴルフ含
む)

古牧公民館他
研修・講習会、体操又は運動　親睦ゴルフ、健康食の
習得

世代交流グラウンドゴルフ大会 6月 古牧小学校

世代交流マレットゴルフ大会 7月 東和田運動公園

子ども放課後プラン運営 通年 ３ケ所 緑ヶ丘・古牧・南部

高齢者支え合い支援事業 通年 古牧公民館 支え合い情報交換・ふれあい懇談会

福祉自動車の運行 通年 長野市内 「あいりーん号」協力会員の運転により運行

たすけあい事業協力員研修会 年4回 古牧公民館 安全運転研修・情報交換

家事援助サービス事業 通年 古牧地区内 高齢者・障害者等の日常生活支援

ほんわか健康塾こまき 年間2期12回 古牧公民館 高齢者対象の介護予防事業 応援隊による運営

古牧地区子育て支援事業 通年 古牧児童センター 民生児童委員協議会・更生保護女性会へ委託事業

各区の子育て事業 通年 各区 12区で実施

子育て研修等 年4回 古牧公民館 子育て研修会・講演会・事例発表

（新)地区別研修支援事業 通年
古牧公民館

各区
大型絵本読み聞かせ講習 ベビーマッサージ リトミッ
ク 子ども英語遊びなどの講習

第41回防火・防犯・交通安全ポスター
募集事業

8月(審査)
9月(表彰)

古牧公民館 小・中学生の防火・防犯・交通安全 ポスター募集

子どもを守るパトロール活動 通年  古牧各通学路 小学生下校時のパトロール

女性のための防犯講習　 6・2月 古牧公民館 講習会および講演会

季節による地域安全運動 4・7・9・12月 各区 各区公民館前立看板等啓発活動

夏季・年末防犯夜間パトロール 8・12月 各区 夜間防犯パトロール

防犯車両による地域パトロール活動 通 年  古牧地区 小・中学校通学路青色灯パトロール

地域と学校で子どもを守る連絡会 5月 古牧公民館 各区・各学校の取組み連絡会（交通安全部と共催）

振込め詐欺等の地域防犯啓発活動 通 年  古牧・市内 のぼり旗設置・自転車蛍光パトシート取付け等

長水防犯協会の事業への参加 通 年  古牧地区 名簿作成・会議等

第41回防火・防犯・交通安全ポスター
募集事業

8月(審査)
9月(表彰)

古牧公民館 小・中学生の防火・防犯・交通安全 ポスター募集

交通安全街頭啓発活動 通年
西尾張部交差点
指定の交差点

交通安全協会と共催　年10回実施
長野市や県警主催の交通安全運動出発式に参加

交通安全住民集会 9月 地域の主要交差点 住民参加による集会と街頭啓発活動

交通事故危険箇所調査等 5月～9月 各小学校
各小学校（古牧・緑ヶ丘・南部）が行う、通学区域危
険箇所マップ作成等への助成

交通安全教室 (高齢者・子ども等） 通年 各区公民館など 各区が開催する交通安全教室への助成

小学校児童下校時交通安全パトロール 通年 各小学校通学路 各区が交通安全パトロールを実施

市道白線引き事業 4月～6月 各区市道 各区が行う、路面白線スプレー塗布への助成

西尾張部交差点観音像周辺草刈 5月～10月 西尾張部交差点 交通安全協会と共催実施

各種交通安全研修参加 通年 古牧公民館他 各種研修会に参加 交通安全手帳配布

地域と学校で子どもを守る連絡会 5月 古牧公民館 各区・各学校の取組み連絡会（防犯部と共催）

小学校児童交通安全教室 4月～5月 各小学校 小学校が企画する活動に参加（緑ヶ丘小・古牧小）
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古牧地区老人クラブ連合会へ委託事業
子どもと高齢者との交流
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ふるさと文化芸能祭 11月3日
古牧公民館

古牧小体育館
作品展示部門
芸能発表部門

学習講座研修会 6月4日 古牧公民館 講演会・地域公民館実践発表

公民館対抗球技大会 8月21日
犀川河川敷

古牧小体育館
市営古牧体育館

野球
バレーボール
卓球

ふるさとふれあいタイムズ 通年 各区 青少年育成部の事業へ参画協力

中学生球技大会 7月 ヤングファラオ ボウリング大会

少年少女スポーツ交流会 9月中旬 古牧小学校 スポーツ交流会

子ども会活動・発表会 通年・5・2月 古牧公民館 毎月1回子ども会長会 5月中旬総会 2月中旬活動発表会

あいさつ運動 5月 各区 各区で実施

ふるさとふれあいタイムズ 通年 各区
三世代交流を目的として開催
実施内容を記事にして広報誌を発行（12月）

学社連携住民集会 11月中旬 古牧小学校 学校と地域で人権を考える集い

町別研修会の実施 年1回 各区 各区で実施

部員研修会 5月下旬 古牧公民館 町別研修会の事例発表

男女共同参画セミナー開催 7月下旬 古牧公民館 講師は未定

広報紙「ぷらネットこまき」発行 毎月15日発行 10回発行予定(全戸配布)

ホームページの運用 毎月末更新 ホームページの更新 ULR http://www.komakichiku.com

定期総会 ４月 書面議決

各種団体長会議 6月 古牧公民館 住自協事業の理解協力要請・各種団体間の連携等

役員会 10回程度 古牧公民館
事業運営に関わる諸課題及び企画調整委員会への付議
事項の検討

企画調整委員会 5回程度 古牧公民館 事業運営に関わる案件の審議、決定

住民自治協議会連絡協議会理事会 年4回 長野市役所 市からの伝達事項・議題についての協議

第２ブロック会議 必要に応じ 当番地区 古牧・芹田・三輪・吉田・安茂里地区の課題等を討議
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