
平成１９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

名　　　張
・「隠」街道市への参画
・名張地区盆踊り大会

・「よってだーこ」支援
・敬老会補助

・花いっぱい運動
・名張川クリーン大作戦
・エコロード整備
・資源ゴミ回収補助

・迷惑駐車禁止啓発活動
・「子どもの安全みまもり隊」活動
・道路のバリアフリー化要望

・週末ふれあい事業
・「まなび塾」の共催
・学生支援事業（高校生がやってるお
店）

・子育てサロン運営支援

蔵　　　持
・夏祭り
・伝統芸能の保存
･ひだまりフェスタ

・敬老会開催
・第3回ウォークラリー

・環境美化事業（通学路清掃、
通学路整備工事）

・安全パトロールステッカー作成
・地区内安全マップ作成

・放課後児童クラブへの助成
・子育てサロン「くらっ子広場」

梅　が　丘

・地域の伝統行事保存（獅子
神楽）
・市民センター展
・敬老会開催

・笑って走ろう会
・梅、桜の苗木植樹、維持管理
・水路清掃活動
・資源ゴミ回収補助

・安全対策事業（ストップマークの
表示）
・消防団活動助成

・児童、未就学児の週末事業活動
（うめっ子未来クラブ、ボランティア希
望）

・女性ネットワーク活動

薦　　　原
・区民運動会
・地区サークルへの助成

・敬老会開催
・薦原わいわいサロン（桂三
弥講演会）

・花壇の花の育成、維持
・遊休田の活用（ひまわり、コス
モス、サツマイモ）
・小学生による環境ポスター展

・防災訓練（地震体験）
・下校時の付き添い活動
・ベストの作製

遊び体験（鮎つかみ、すいか割り）

美　　　旗

・第33回美旗夏祭り
・お月見コンサート開催
・クラシックの夕べ開催

・高齢者の集い
・美旗を歩こう会
・福祉作業所支援事業
・ニュースポーツ交流会

・ベンチづくり
・クリーンキャンペーン実施
・小波田川フラワーオアシス事
業
・めだか池の整備

・地域安全パトロール
・飛び出し注意看板設置（48基）

・こども週末活動
・わくわくいもづくり

比　奈　知
・スポーツ振興会をゆめづくり
委員会スポーツ振興部会に業
務移行

・敬老会の開催
・歴史探訪ハイキング
・健康ウォーキング
・人権劇とよさこい踊り

クリーン作戦と桜苗木植樹
・防犯PRノボリの設置
・防犯講演会
・防犯パトロール、研修会参加

・人権劇とよさこい踊り

すずらん台
・市民センターまつり、夏祭り
・どんど

・ライフサポートクラブ立上げ
・ラジオ体操支援
・高齢者ランチサービス支援
・コミュニティバス運行検討
会

・緑地帯の整備、貸出
・団地入口の緑地帯植栽
・資源ゴミ回収補助

・通学路の安全確保
・迷惑駐車防止啓発
・散歩パトロール隊活動
・命の笛携行支援

・小さな森のコンサート
・児童クラブの親子行事支援

つつじが丘

・夏祭りの開催（春日丘）
　　・・・つつじが丘は自治会開催
・町会ごとの餅つき、炊き出し
イベント
・ビニールハウスの設置

敬老会の支援
・５号公園美化整備事業
・ぐりーんぼらんてぃあ支援

・震災訓練の実施
・防災備品の整備（ハンディ無線、
救助用具）
・町会ごとの一次避難所のサイン
化、水道の設置
・青色回転灯パトロール支援

・子ども安全教育活動支援
・子ども育成連合会支援
・おもしろこどもクラブ支援

赤　　　目
・赤目夏まつり
・ソフトボールリーグ戦
・ふるさとウォークinあかめ

・高齢者いきいき活動
・「ひとり暮らし老人の集い」
支援

・地域内美化活動
・資源ゴミ回収支援

・赤目パトロール隊のパトロール
・年末パトロール

・ファミリーデイキャンプ、天体観測
会
・ふれあいフェスティバル
・「学童保育わんぱくクラブ」支援

錦　　　生
・コミュニティバス導入、実施
体制の確立
・世代間交流事業

・一人暮らし高齢者の集い
・高齢者交流会
・地区ソフトボール大会

・不法投棄物除去作業
・桜の苗木植樹
・花火大会のゴミ拾い

・防災図上訓練
・安全パトロール、たすき、帽子作
製
・下校時、夜間パトロール

・小中学生作文募集
・保育所交流会

箕　　　曲 箕曲夏祭り 地区運動会の実施
・クリーン化事業に助成
・名張クリーン大作戦に参加

・災害図上訓練
・防災マップの作製
・防災訓練（地区運動会で実施）

箕曲文化祭の開催

百合が丘

・コミュニティバス導入準備
・百合が丘夏祭り
・スポーツフェスタ
・あいさつ運動

・園芸福祉（たまり場）事業
・近隣ウォーク

・「百合の坂」大清掃
・クリーンユリ活動
・花壇づくり

・避難防災訓練（安否確認）
・救急救命訓練
・青色回転灯パトロール

・星空コンサート
・クリスマスコンサート
・子育てサロン

国　　　津

・コミュニティバス事業支援
・国津フェスティバルの実施
・区民運動会
・長瀬川フェスティバル

・スポーツ振興支援
・国津かかし祭り
・敬老会

河川の清掃、ゴミの回収 防災訓練（長瀬）

・国津っ子フェスティバル
・ホタル学習（松阪みえこどもの城
との交流）
・こどもとおとなの交流会

桔梗が丘

・桔梗が丘夏まつり
・ハッピーニューイヤー
　　　　　　　ききょうフェスタ
・どんど

・ききょう健康まつり（ウォー
キング､健康まつり）
・ききょう健康講座
・ふれあいいきいきサロン

・自然環境保全整備（シャックリ
川看板設置、ホタル鑑賞）
・ごみ拾いローラー作戦

・交通安全対策、迷惑駐車一掃啓
発チラシの配布
・防犯パトロールの実施

・青少年健全育成事業・小中学生
「こころの思い」発表会
・ふるさと歴史ハイキング
・桔’ずセミナー開催
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事　　　業 ①地域の元気づくり
課　題　解　決　型　事　業

 



平成１９年度　地域別事業一覧表

敬老会 資源ごみ

名　　　張

・名張秋祭りへの参加
・郷土食歳時記の発行（まなび塾の集
大成）
・ひやわいマップの発行

「ひやわいワイワイ」発行 まちなか再生事業への参画
まちなか
再生事業費用積立

○ ○

蔵　　　持 「蔵持まちづくり通信」発行
防災対策
事業（テント）

○

梅　が　丘
地域振興券の発行（地域商店の活性
化）

・「ゆめぷらむ通信」発行
・ＨＰゆめぷらむ運営
・お役立ちマップ作成

・地域商業振興事業（地域振興券
の発行）

○ ○

薦　　　原 広報誌「こもはら」の発行 ・費用弁償（交通費300円/回） ○ ○

美　　　旗

・美旗古墳群活用事業（暖簾案内看板
設置）
・竜王水整備事業
・休耕田の活用（わくわくいもづくり、野
菜教室）
・観阿弥祭り支援

・「はたっこ通信・あい」発行
・ロゴ入りジャンパー着用

火縄づくり、観阿弥祭りのDVD作製 防災対策事業

比　奈　知 「ひなちゆめ通信」発行 福祉・健康・人権事業の推進
コミュニティバス計画、
防災

○

すずらん台
「町づくりニュース」（市民センターだ
よりに掲載）

・ライフサポートクラブ活動
・町づくり委員会と自治会連合協議
会の統合

住民居住地図作成
コミュニティバス導入

○

つつじが丘 地域活動用ジャンパー着用 分会ごとのまちづくり活動 ○

赤　　　目
・県道赤目滝線整備の検討
・日の谷温泉開発事業

「赤目まちづくり通信」発行 県道赤目滝線整備事業 ○ ○

錦　　　生
・「地域づくりだより」発行
・HP「ほっとホット錦生」運営

・コミュニティ・バスの導入
・広報紙にスポンサー広告
・実費弁償（交通費300円/回）

車両購入 ○ ○

箕　　　曲 「みのわ通信」発行

百合が丘 「まち協ニュース」発行 コミュニティバス「ゆりバス」の導入

国　　　津
・「委員会だより」発行
・HP「くにつのページ」の運営

コミュニティバス支援 パソコン購入 ○

桔梗が丘
・「ききょう通信」発行
・ホームページ運営

・補助金交付事業
・費用弁償（交通費200円/回）

公民館車両購入 ○
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⑦広報・啓発 ⑧その他、地域独自事業⑥産業・観光 事業積立
交付金からの助成の有無

 


