
平成２３年度　地域別事業一覧表

②健康・福祉 ③環境・美化 ④防災・防犯 ⑤教育・子育て

・｢隠」街道市の開催 ・「よってだーこ｣事業 ・花いっぱい活動 ・迷惑駐車禁止啓発活動 ・放課後児童クラブ支援事業

・名張地区夏祭り ・敬老の日行事 ・県のバンブーバスターズ実施 ・青少年防犯夜間パトロール ・キッズスクエア事業

・名張秋祭り ・友愛訪問(シクラメン贈呈) ・エコロード整備 ・三重大学川口淳准教授による (サツマイモの苗植え等)

・グラウンドゴルフ大会 ・資源ごみ回収事業窓口 防災講演会を開催

・独居老人昼食会協力 ・向こう三軒両隣り事業 ・避難所運営ゲームの実施

・地域支えあい事業

・夏祭り ・敬老のつどい ・草刈り清掃や公園管理 ・餅つき＆防災訓練 ・合同クリスマス会

・餅つき＆防災訓練 ・まちの保健室入居受入れ ・ポイ捨て、不法投棄、 ・合同パトロールの実施 ・「きらきらひろば」への支援

・うらじゃ音頭の普及 犬の糞公害阻止看板の設置 ・歳末警戒 ・子ども会助成

・桜植樹事業 ・各種講演会・研修会受講

・子ども会への廃品回収支援 ・防犯対策(名張警察と連携)

・防災資器材・非常食備蓄

・夏祭り ・ウォークラリー大会 ・クリーン大作戦参加 ・防災器具点検 ・放課後児童クラブへの助成

・伝統芸能の保存 ・敬老会 ・環境美化事業 ・地区内安全マップ作成 ・子育てサロン「くらっ子広場」

・蔵持地区公民館展 ・老人クラブのイベント参加  (地域合同ゴミ拾い） ・青色パトロール隊出発式 　七夕会

・地区振興助成 ・社協、協力活動(赤い羽根募金活動) ・青色パトロール隊巡回 　クリスマス会

・蔵持地区健康教室 　遊具備品収納物置設置

・地域の文化財保存 ・老人会の支援 ・除草作業 ・防災訓練・学習の実地、参加 ・保育活動

・フェスタ・ぷらむ ・笑って走ろう会 ・バス通りの空き地剪定 ・防犯パトロール ・わいわい親子広場

・地区夏祭り助成 ・健康体操 ・空き地の草刈実地の推進 ・防犯活動(防犯灯設置） ・女性ネットワーク活動

・地産地消活動　朝市 ・サロン活動(カレー亭開催) ・資源ごみ回収 ・駅前交番との連携により ・子供支援事業

・枝垂れ梅維持管理 防犯・防災活動の実施       (少年・少女スポーツ助成）

・地区民運動会 ・配食サービスのスタート ・花壇の管理 ・交通安全パトロール ・青少年育成事業

・｢コモコモふれあい」祭り ・敬老の日事業 ・環境レンジャーのゴミ回収 ・三重大学川口淳准教授による ・さつま芋ほり、焼き芋大会

 ・鮎つかみ・スイカ割り ・一人暮らし高齢者の集い ・遊休田の活用（ひまわり・コスモス） 防災講演会を開催 ・将来に残したい薦原のポスター

・わいわいサロン ・薦原写真コンクール ・消防分団による警戒パトロール ・園児とのふれあい交流会

・健康相談所 ・公民館前にゴーヤを育成 ・パトロール時ベスト着用

・公民館・小学校周辺除草作業

・お月見コンサート ・高齢者の集い（ご長寿寄席） ・小波田川花の遊歩道 ・安全サポータージャンパー配布 ・児童育成体験活動

・クラシックの夕べ ・敬老の日のお祝いメッセージ ・めだか池の整備 ・防犯灯の設置 　流しソーメン

・ニュースポーツ交流会 ・高齢者サロン事業 ・花の苗木植栽 ・防災講演会 　美旗市民センター祭り協力　他

・そば作り ・美旗を歩こう会 ・わくわく芋づくり ・通学路安全キャンペーン ・子育てサロン「みはたっこ」

・さつまいも収穫祭 ・熊野古道めぐり ・投棄された空き缶等の回収 　七夕会

・第3回景観交流会 ・福祉施設支援 　クリスマス会

・美旗夏祭り ・一人暮らし高齢者集い、訪問

・名張市がん検診のお手伝い

・合同防犯訓練と研修会 ・敬老祝賀会の開催 ・環境部会を中心に清掃 ・小学校での防犯訓練・研修会 ・青少年健全育成パトロール

・クリーン作戦による地域の美化 ・スポーツ振興(各種大会) 　通学路中心のゴミ拾い ・夜間防犯パトロール ・親子ふれあいクリスマス会

・健康増進と施設見学 　不法投棄の収集 ・各小学校下校時の防犯パトロール ・健康ハイキング

・まちの保健室と連携強化 　比奈知小学校校庭の清掃 ・安全ノボリ旗の設置 ・ファミリースポーツ

・友愛のつどい　  (比奈知スポーツ少年団参加) ・安全タスキの貸出

・友愛訪問 ・防災意識の高揚と向上促進

・納涼夏祭り大会 ・敬老会 ・名張クリーン大作戦2011 ・各種行事における ・小学校児童の自主活動

・市民センターまつり ・「はつらつ元気隊」の活動支援 ・環境美化 車両誘導及び警備の実地 ラジオ体操の側面支援

・サロンきずなの運営・交流 ・コミュニティバス運営 　高木・下枝剪定 ・歳末パトロール ・命の笛　贈呈

・地域交流部会 ・配食・給食ボランティア支援 　遊歩道・幹線道路・7号公園 ・青色防犯パトロールの実施 ・学習の森

・がん検診 　遊歩道沿いの桜植樹の点検 　同講習会の開催

(枯れや折れによる欠損箇所の植え直し) ・安全・防犯看板の購入設置

  ペットの糞放置対策啓蒙 ・自主防災隊活動

・防災無線機の配備

すずらん台
町づくり協議会

薦原地域づくり
委員会

川西・梅が丘
地域づくり委員会

ひなち地域
ゆめづくり委員会

美旗まちづくり
協議会

①地域の元気づくり
課　題　解　決　型　事　業

名張地区まちづくり
推進協議会

蔵持地区まちづくり
委員会

中央ゆめづくり
協議会
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平成２３年度　地域別事業一覧表

・名張秋祭りへの参加 ・「ひやわいワイワイ｣の発行 ・木津川上流との懇談 隠街道市事業 H23人口： ６，５６０ 人

・やなせ宿支援事業 ・ＨＰの運営 ・ささえあい事業 65歳以上:2,180人（33.2%)

・やなせホタルの会発足活動 75歳以上:1,170人（17.8%）

・先進地視察研修の支援

・NPO法人りぼん視察(京都市)

H23交付金額：６，０９９，０００円

・「こうきだより」の発行 ・ゆめづくり協議会公用車購入 H23人口：  ２，０５３ 人

・「ゆめづくり館だより」の発行 65歳以上:151人（7.4%)

・全住民アンケート調査とまとめ 75歳以上: 64人（3.1%）

H23交付金額：２，９８８，６００円

・夏祭り ・蔵持地区まちづくりビジョン紙 ・全国校区小地域福祉活動 H23人口：３，４５３人

の発行 　サミットＩＮ宇治に参加 65歳以上:766人（22.2%)

・広報の発行 75歳以上: 322人（ 9.3%)

・ＨＰの運営

 H23交付金額：３，２９５，６００円

・地域商業振興事業 ・「川西・梅が丘だより」の発行 ・将来像と課題について H23人口：７，５６５人

　(地産地消・青空市） ・ＨＰを一新し運営 アンケート調査を実施 65歳以上:905人（12.0%)

・文化財保存活動(獅子神楽) ・「川西・梅が丘地域づくり委員会｣ ・中長期のビジョン立案、承認 75歳以上: 451人（6.0%)

役員名簿の発行 ・地域政策室とコミュニティビジネス

について、協議 H23交付金額：６，２１０，０００円

・県道上笠間八幡名張線 ・「こもはら」の発行 ・「コモコモプラン21」の H23人口：２，１７７人

道路改良工事の促進 ・ＨＰの運営 説明会を開催 65歳以上:585人（26.9%)

・県による不法駐車対策措置 ・広報「なばり」に委員会の ・排水処理施設使用料一元化に 75歳以上:290人（13.3%）

目的・主な活動を掲載 対する地域としての要望実施

H23交付金額：２，９５６，４００円

・美旗古墳群案内看板の設置 ・「はたっ子通信♡あい」の発行 ・ビジョン委員会 防災対策事業 H23人口：８，７６３人

・どんど ・ＨＰの運営 ・地域交通検討委員会 65歳以上:1,951人（22.3%)

・観阿弥祭への支援 （美旗駅駐輪場管理運営・コミバス） 75歳以上:  928人（10.6%）

・初瀬街道分科会

・資源循環型事業（草木堆肥化） H23交付金額：７，３８６，６００円

・女性チーム

・ワイン事業部会

・地縁法人化

・「公民館ひなち」の発行 ・地域ビジョン運営推進委員会 H23人口：５，１６３人

・部会別のカラーの の立ち上げ 65歳以上:1,314人（25.5%)

ユニフォーム(ベスト)着用 ・コミュニティビジネス委員会の運営 75歳以上:  622人（12.0%）

・ＨＰの立ち上げと運営

H23交付金額：４，１４４，６００円

・｢町づくりニュース」の発行 ・他市からの視察受入 ・車両積立 H23人口：３，８８１人

・ＨＰの立ち上げ ・ライフサポートクラブの運営 ・集会所積立 65歳以上:693人（17.9%)

・集会所運営委員会 75歳以上:261人（ 6.7%）

・市民センター運営委員会

・遊休地活用実行委員会 H23交付金額：３，３１４，２００円

名張地区まちづくり
推進協議会

蔵持地区まちづくり
委員会

すずらん台
町づくり協議会

⑥産業・観光 ⑦広報・啓発 ⑧その他、地域独自事業 ⑨事業積立 備考

川西・梅が丘
地域づくり委員会

薦原地域づくり
委員会

美旗まちづくり
協議会

ひなち地域
ゆめづくり委員会

中央ゆめづくり
協議会
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平成２３年度　地域別事業一覧表

②健康・福祉 ③環境・美化 ④防災・防犯 ⑤教育・子育て

・つつじが丘夏まつり ・買物難民対応情報収集・開示 ・名張クリーン大作戦2011 ・救急救命講習 ・子育て支援団体　コアラ

・スポ・レク祭り ・敬老祝賀会の実施 ・空き地雑草の調査 ・防災体験学習 ・ぐっとラックFamily支援

・各種事業支援 ・側溝・側溝桝の調査実施 ・歳末警戒パトロールの実施 ・子ども育成フェスティバル支援

・映画観賞会の実施 ・墓地・改善要望書の提出 ・防災についての学習会の実施 ・おじゃまる広場

・「交流サロン・モア」の開設 ・立ち木(伐採依頼) ・防犯灯新設 ・ラジオ体操支援

危険箇所(改善依頼)の取り纏め ・避難所運営ゲーム(HUG)に参加 ・おもしろクラブサロン事業

・「子どもを守る家」登録者の

調査と新規募集の実施

・赤目夏まつり ・お月見、歳末訪問 ・地域緑化活動 ・赤目パトロール隊 ・週末支援事業

・ソフトボールリーグ ・高齢者とのふれあい交流 ・資源リサイクル活動 ・災害時要援護者に避難袋を支給 ・親子お楽しみ会

・赤目公民館まつり ・敬老会 ・赤目町各戸にゴミ分別仕分表を配布 ・交通安全教室 ・命の笛　贈呈

・ふるさとウォークｉｎあかめ ・ひとり暮らし高齢者の集い ・分別啓発ポスターラミネート作成 ・ストップマーク塗り替え ・修了祝いとして、交通安全

・更生保護活動 ・地域内美化活動 ・赤目地区防災訓練 　　反射板キーホルダー贈呈

・サンサンひまわり教室 ・交通安全パレード ・「幼児交通安全だより」の発行

・高齢者福祉施設利用の相談、支援 ・年末特別警戒実施 ・「わんぱくクラブ」運営

・区民運動会 ・救急救命講習及び、がん ・クリーン大作戦 ・机上防災訓練に参加 ・児童作文募集

・地区文化祭 生活習慣病予防講習 ・小学校グランド清掃 ・子供料理教室及び映画会

・婦人会体験学習 ・敬老会 ・保育所交流会

・地区ソフトボール大会 ・一人暮らし高齢者のつどい

・高齢者交流会

・ほっとサロン錦の活動

・箕曲夏祭り ・敬老会開催地区に助成 ・箕曲地区クリーン化 ・消防団に助成

・箕曲地区運動会 ・老人クラブへの助成 ・名張クリーン大作戦2011 ・防犯灯設置補助

・箕曲文化祭 ・健康のつどい開催

・夏祭り ・生活支援サービス(ユリポパイ) ・宅地草刈事業の実施 ・地域合同防災訓練 ・名張西高、赤目中

・七夕飾り ・歩こう会支援 ・ユリの坂一斉清掃 ・防災用名簿の更新 合同吹奏楽演奏会

・あいさつ運動 ・一日一笑健康体操 ・「クリーンユリ」活動の支援 ・青色回転灯防犯パトロール ・子育てサロン支援

・グランドゴルフ大会 ・配食ボランティア｢ゆりの花」支援 ・青蓮寺湖周辺等道路側溝 ・防災無線通信テスト ・子ども見守り隊

・市民センターまつり ・バス＆ウォーキング 一斉清掃協力 ・2011クリスマスフェスタ

・高齢者の親睦と ・育苗・ガーデニング ・百合小　作業体験学習支援

健康保持サロンの実施 研修会の参加 ・ほめほめ隊（百合小学習支援）

・医療講演会の開催 ・子育て支援

・独り暮らしの高齢者等支援 ・百合小　学習支援

・敬老会支援 ・百合小　子どもクラブ支援

・国津フェスティバル ・敬老の日行事 ・有害鳥獣駆除事業実施 ・防災ラジオ配布実施 ・国津っ子フェスティバル

・区民運動会 ・ひとり暮らしのつどい

・友愛訪問

・桔梗が丘夏まつり ・敬老行事　高齢者・障がい者のつどい ・桔梗が丘クリーン作戦 ・道路標識の書き換え、修正 ・こころの思い発表会

・ハッピーニューイヤーききょうフェスタ ・高齢者・障害者友愛訪問 ・ゲンジボタル鑑賞会 ・普通救命講習会 ・ふるさと歴史ハイキング

・どんど行事 ・配食サービス見守り協働事業 ・バードウォッチング ・ＡＥＤの設置 ・桔’ず（キッズ）セミナー開催

・ききょう健康まつり ・緑のカーテン事業 ・青色回転灯パトロール ・私の一冊文庫

・ききょう健康講座 ・桔梗が丘マップ（危険箇所）の ・赤ちゃん、ちびっ子なかよし広場

・いきいきサロン 危険箇所の解消・改善促進 ・命の笛　贈呈

・ニュースポーツ世代間交流大会 ・自主防災隊の活動方針作成

・体操会との協働事業

・グループホーム交流会

赤目まちづくり
委員会

つつじが丘・春日
丘自治協議会

①地域の元気づくり

国津地区
地域づくり委員会

課　題　解　決　型　事　業

桔梗が丘
自治連合協議会

錦生自治協議会

箕曲地域づくり
委員会

青蓮寺・百合が丘
地域づくり協議会
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平成２３年度　地域別事業一覧表

・「つつじ」の発行 ・地域バス導入支援 H23人口：１１，３５８人

・ＨＰの運営 65歳以上:2,500人（22.0%)

・地域ビジョンの全戸配布 75歳以上:  815人（  7.2%）

・評議員会の議事録の全戸配布

・各自治体へのプレゼンテーション H23交付金額：７，６０７，６００円

・由来看板の作成、設置 ・「赤目まちづくり通信」の発行 ・全国校区小地域福祉活動 H23人口：４，１２５人

・日の谷温泉　維持管理 ・ＨＰの運営 　サミットＩＮ宇治に参加 65歳以上:1,186人（28.8%)

75歳以上:  550人（13.3%）

H23交付金額：４，０１７，０００円

・しめ縄づくり ・「ほっと錦だより」の発行 ・公民館増築 車両購入積立等 H23人口：１，９８８人

・ＨＰの運営 ・塩竈市及び南紀州被災地報告会 65歳以上:639人（32.1%)

・区長部会研修旅行 75歳以上:361人（18.2%）

・自治協議会ゴルフコンペ

H23交付金額：３，１５３，６００円

・「みのわ通信」の発行 ・「箕曲は桃の里」(MVP) H23人口：３，０２７人

・ＨＰの運営 構想完成　冊子全戸配布 65歳以上:713人（23.6%)

75歳以上: 393人（13.0%)

H23交付金額：３，０８７，４００円

・「ゆりがおか」の発行 ・たまり場の活動支援 ・防災、集会所修繕等積立 H23人口：７，７３８人

・ＨＰの運営 ・協力会員のスキルアップ 65歳以上:1,369人（17.7%)

・「地域ビジョン」冊子の全戸配布 研修会の開催 75歳以上: 　660人（8.5%)

・地域住民への ・ゆりバス事業

事業周知・ＰＲの実施 ・終末処理特別委員会の開催 H23交付金額：６，１９８，６００円

・資産管理委員会の開催

・広報「くにつ」の発行 ・コミュニティバス支援 H23人口：７９３人

・他市から視察受入れ交流 65歳以上:365人（46.0%)

・地域コミュニティ部会 75歳以上:258人（32.5%) 

・全国校区小地域福祉活動

　サミットＩＮ宇治に参加 H23交付金額：２，４６６，６００円

・「ききょう通信」の発行 ・まちづくりに成功している市町村の ・自然災害、車両購入積立 H23人口：１４，０１６人

・ＨＰの運営 具体的事例の講演会・視察 65歳以上:3,638人（26.0%)

・地域ビジョンのパンフレット 75歳以上:1,504人（10.7%) 

作成・配布

・地域ビジョンの説明会の開催

H23交付金額：１０，２８５，２００円

⑥産業・観光 ⑦広報・啓発 ⑧その他、地域独自事業 ⑨事業積立 備考

赤目まちづくり
委員会

つつじが丘・春日
丘自治協議会

錦生自治協議会

箕曲地域づくり
委員会

青蓮寺・百合が丘
地域づくり協議会

国津地区
地域づくり委員会

桔梗が丘
自治連合協議会
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