
平成２１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 ・「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 ・週末ふれあい事業

・名張地区盆踊り大会 ・敬老会補助 ・名張川クリーン大作戦 ・「子どもの安全みまもり隊」活動 ・｢学び塾｣の開講

・スポーツ事業(親子ビクス） ・エコロード整備 ・学生支援事業(高校生のやってる店）

・福祉交流施設運営 ・資源ごみ回収補助

・独居老人昼食会協力 ・向こう三軒両隣り事業

・夏祭り ・ウォークラリー大会 ・環境美化事業 ・防犯パトロールステッカー作成 ・放課後児童クラブへの助成

・伝統芸能の保存 ・敬老会 (地域合同ゴミ拾い、通学路整備） ・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 ・ためして健康体操 ・ヘルメット購入

・地域振興 ・老人クラブのイベント参加 ・倉庫内棚作成

・地域の文化財保存 ・敬老会行事 ・植樹と維持管理 ・安全対策事業(安全ステッカー作成） ・児童、未就学児の週末支援事業

・市民センター展 ・笑ろうて走ろう会 ・水路清掃活動 ・防災活動(消防団活動助成） (うめっ子未来クラブ、ボランティア「希望」）

・地区夏祭り助成 ・健康毎日体操 ・地区環境整備 ・防犯活動(外灯新設） ・女性ネットワーク活動

・地区民運動会 ・梅の花老人会イベント補助 ・資源ごみ回収補助 ・防犯訓練 (料理教室・親子広場・住民交流会開催)

・地産・地消活動　朝市の開催・川西梅が丘地区高齢者演芸大会 ・環境ボランティアの育成 ・名張駅前交番連絡協議会 ・子供支援事業(少年・少女スポーツ助成）

・縁側プロジェクト支援 ・交通環境課題への取り組み ・梅が丘小学校区内安全対策

・地区民運動会 ・敬老会 ・花壇の育成、維持 ・安全パトロール(マグネット作成) ・青少年育成事業(鮎つかみ・スイカ割り）

・各種団体への支援事業 ・高齢者学級 ・小学生による環境ポスター展 ・防災勉強会 ・科学遊び(小学生)

・｢ｺﾓｺﾓふれあい」祭り ・わいわいサロン ・遊休田の活用(コスモス・ひまわり

・健康づくり勉強会 　サツマイモ　）

・グランドゴルフ大会 ・春・秋の薦原写真コンテスト

・奉仕作業(草刈)

・第３４回美旗夏祭り ・高齢者の集い ・ベンチづくり ・安全サポータージャンパー配布 ・子ども週末支援事業

・お月見コンサート ・美旗を歩こう会 ・花の遊歩道 ・防犯灯の設置 ・ホタル観察会

・クラッシクの夕べ ・熊野古道散策 ・めだか池の整備 ・防災講演会 ・わくわく芋づくり

・ニュースポーツ交流会 ・福祉作業所支援 ・通学路安全キャンペーン ・防災施設の視察研修 ・野菜教室

・美旗ビジョンの実現 ・ニュースポーツ交流会 ・通学路安全キャンペーン ・行灯作成

・「飛び出し注意坊や」看板作成 ・みはたとーくる活動

・「ひなち地域ゆめづくり基本理念」・敬老会の開催 ・名張クリーン作戦参加 ・小学校での防犯講習会 ・比奈知ダム見学

の策定作成の推進 ・歴史探訪ウォーキング ・公民館外周へ苗木植樹 ・防犯パトロール ・わらび座鑑賞促進

・メタボリックシンドローム講演会 ・地域全域クリーン作戦 ・｢安全のぼり」設置 ・青少年健全育成パトロール

・スポーツ振興 ・防犯マニュアル保存版の全戸配布 ・緑の少年隊事業に賛助

・健康講座の開催 ・蛍光反射タスキの配布

・健康ハイキング ・防犯灯設置助成

・健康体操教室 ・夜間防犯パトロール

・まちの保健室との連携業務の遂行

・納涼夏祭り ・ラジオ体操支援 ・地域清掃活動 ・通学路の安全確保 ・小さな森コンサート

・市民センターまつり ・高齢者ランチサービス支援 ・環境美化(植栽・高木剪定） ・地域防災訓練推進、マップ作成 ・放課後児童親子行事支援

・どんと ・コミュニティバス運行 ・公園美化(花植） ・散歩パトロール支援 ・命の笛携行事業

・遊休地活用事業 ・敬老会 ・パンジーサロンの支援 ・命の笛携行事業

・各種団体助成 ・各種団体支援 ・ペットの糞放置対策啓蒙 ・女性防火クラブ助成

・給食ボランティア支援 ・自主防災隊活動

・ライフサポート ・青色パトロール

・歳末パトロール

・防災器具購入

すずらん台

梅が丘

比奈知

美　旗

薦　原

①地域の元気づくり
課　題　解　決　型　事　業

名　張

蔵　持

事　業
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平成２１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 ・道のあり方研究会研修 まちなか再生事業費用積立 人口：８，５５６人

・伊賀の手づくり作家展協力 ・まちなか再生事業への参画 ６５歳以上人口：２，２６２人

・やなせ宿協力 地域内割合：２６．４％

交付金額：９，４９７，４００円

・夏祭り ・「蔵持まちづくり通信」の発行 防災対策事業 人口：３，４３９人

・秋祭り ６５歳以上人口：８７１人

地域内割合：２５．３％

交付金額：３，９０５，５００円

・地域商業振興事業 ・「ゆめぷらむ通信」発行 ・情報収集活動 人口：７，６９８人

　　　　　(地産地消・青空市） ・HPの運営 ６５歳以上人口：６９０人

・文化財保存活動(獅子神楽) ・かわら版の発行 地域内割合：９．０％

・小学校周辺草刈作業

交付金額：７，２１２，５００円

・「広報こもはら」の発行 ・コミュニティバスの運行助成 人口：２，１８６人

６５歳以上人口：５５９人

地域内割合：２５．６％

交付金額：３，５２３，３００円

・古墳群散策 ・「はたっ子通信あい」の発行 ビジョン実現に向けて 防災対策事業 人口：８，８０６人

・竜王水整備 　・地域交通対策委員会 ６５歳以上人口：１，８４１人

・観阿弥祭への支援 （美旗駅駐輪場管理運営・コミバス） 地域内割合：２０．９％

・休耕田の活用 ・初瀬街道分科会

　　　(芋づくり、野菜教室） ・資源循環型事業（草木堆肥化） 交付金額：８，９５２，９００円

・どんど ・ワイン事業部会

・市有地有効活用企画委員会

・公民館運営（実務見直し） ・「ひなちゆめ通信」の発行 ・他市との合同研修会 人口：５，１８８人

・比奈知ダムとの連携 ・ユニフォーム着用 ・スポーツ振興部会事業実施(５回) ６５歳以上人口：１，２６２人

地域内割合：２４．３％

交付金額：５，０９５，６００円

・｢すずらん台町づくりニュース」 ・ライフサポート事業 ・集会所修繕 人口：３，９２２人

　の発行 ・コミュニティバス導入 ６５歳以上人口：６３９人

・遊休地活用検討 地域内割合：１６．２％

・7号公園清掃

交付金額：４，０４１，９００円 すずらん台

事業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

名　張

蔵　持

梅が丘

薦　原

美　旗

比奈知
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平成２１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

・夏祭りの開催(春日丘） ・敬老祝賀祭の支援 ・公園に水道設置 ・防災訓練の実施 ・子ども安全教育活動支援

・町会毎の餅つき、炊出しイベント ・人権教育地域講演会開催支援 ・公園備品維持管理支援 ・AEDの設置 ・おもしろこどもクラブ支援

・歳末パトロール後炊出し ・公園にベンチ・テーブル設置 ・救命講習会の受講 ・高校生主体のコンサート

・“丸まる餅つき大会”支援 ・公園備品保守支援(塗装) ・青色回転灯パトロール ・人権教育地域講演会支援

・地域振興活動用ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ・帽子購入 ・花の奇麗な街づくりを支援 ・商店街の外灯位置変更 ・地域子供の健全育成活動支援

味噌作り備品購入 ・北集会所非常用放送設備更新 ・“丸まる餅つき大会”支援

・電柱防犯灯の取付位置引下工事 ・青少年活動支援

・外灯設置 (つつじが丘フェスティバル開催)

・一時避難所看板取付

・みえ防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰ

　養成講座受講

・赤目夏祭り ・高齢者いきいき活動 ・赤目花の街道づくり ・赤目パトロール活動 ・ファミリーディキャンプ

・ソフトボールリーグ戦 ・ふるさとウォークｉｎあかめ ・美化活動 ・年末年始パトロール ・天体観測会

・高齢者とのふれあい活動 ・敬老会 ・資源リサイクル事業 ・ふれあいフェスティバル

・ふるさとウィークinあかめ ・ひとり暮らし老人の集い ・赤目小学校芝生広場維持管理 ・週末支援事業

ビジョン策定 ・更生保護活動 ・親子お楽しみ会

・サンサンひまわり教室

・世代間交流事業 ・地区ソフトボール大会 ・一人暮らし高齢者の集い ・不法投棄物撤去 ・小中学生作文募集

・コミュニティバス運行 ・花火大会後ゴミ拾い ・保育所交流会

・高齢者交流会 ・防災訓練 ・楽しい料理教室

・敬老の日の取り組み ・下校時、夜間パトロール

・ほっとサロン錦の活動 ・夜間パトロール(２回)

・箕曲夏祭り ・地区運動会 ・箕曲地区クリーン大作戦 ・年末・地区内パトロール ・箕曲文化祭

・老人クラブへの助成 ・名張クリーン大作戦参加 ・防犯灯設置補助

・健康の集い開催 ・花いっぱい運動 ・神戸人と防災未来センター視察

・消防団助成

・夏祭り ・近隣ウォークと歩こう会 ・花壇づくり ・避難防災(安否確認）訓練 ・野外体験キャンプ実施

・スポーツフェスタ ・スポーツ振興 ・百合の坂大清掃 ・救急救命訓練 ・「おはよう」声かけ運動

・あいさつ運動 ・配食ボランティア｢ゆりの花」結成 ・クリーンユリ活動 ・青色回転灯パトロール ・子育てサロン支援

・熱気球搭乗イベント ・ゆりバス事業 ・草刈機等貸出 ・防災無線通信テスト

・一日一笑健康体操 ・防災用居住者名簿の更新

・人権学習講座の開催 ・一時避難所看板取付

・バス＆ウォーク

・ゴルフ大会

・ソフトバレー大会

・一人暮らし高齢者友愛訪問

・敬老会

・交流サロン運営

・健康づくり教室の開催

・国津フェスティバル ・敬老の日行事 ・有害鳥獣捕獲事業(檻の設置) ・防災訓練 ・国津っ子フェスティバル

・区民運動会(抽選会実施) ・世代交流事業 ・学校関係整備事業 ・ホタル観察会

・人権学習会 ・稲刈り体験

・昔のあそび ・餅つき

・夏祭り ・敬老の日行事 ・地球温暖化防止講演会 ・交通安全対策、迷惑駐車防止 ・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 ・ききょう健康まつり ・ごみ拾いローラー作戦 ・消防ホース、格納庫購入 ・ふるさと歴史ハイキング

・ききょう健康講座 ・自然環境保全整備 ・安心出来る生活への取組み ・桔’ず（キッズ）セミナー開催

・ふれあいいきいきサロン 　(ホタル鑑賞、バードウォッチング） 　(救急救命講習、ＡＥＤ設置、青パト）

・桔梗が丘体操会 ・グリーンカーテン運動 ・防犯パトロール隊

赤　目

つつじが丘

事　業 ①地域の元気づくり
課　題　解　決　型　事　業

桔梗が丘

錦　生

箕　曲

百合が丘

国　津
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平成２１年度　地域別事業一覧表

・「広報つつじ」の発行 ・コミュニティバス導入検討会 人口：１１，３８９人

６５歳以上人口：２，２５６人

地域内割合：１９．８％

交付金額：９，６１１，４００円

・県道赤目線整備の検討 ・「赤目まちづくり通信」の発行 ・県道赤目線整備事業 人口：４，１７２人

・火の谷温泉事業 ６５歳以上人口：１，１３４人

地域内割合：２７．２％

交付金額：４，７９１，０００円

・しめ縄づくり ・地域づくりだより ・コミュニティバス利用者拡大取組 車両購入積立等 人口：２，００６人

・ＨＰの運営 ・広報紙にスポンサー広告 ６５歳以上人口：６２８人

地域内割合：３１．３％

交付金額：３，７１９，３００円

・「みのわ通信」の発行 人口：３，０１０人

６５歳以上人口：８０６人

地域内割合：２６．８％

交付金額：３，５０３，５００円

・クリスマスの集い ・「まち協ニュース」の発行 ・コミュニティバス｢ゆりバス」導入 人口：７，７７１人

・各種講演会の開催 ・ビニールハウスの運営支援 ６５歳以人口：１，１４１人

地域内割合：１４．７％

交付金額：７，６０５，９００円

・委員会だより発行 ・コミュニティバス支援 ・コミュニティバス維持管理積立 人口：８２９人

・広報「くにつ」の発行 ６５歳以上人口：３７９人

地域内割合：４５．７％

交付金額：２，８１１，７００円

・どんど行事 ・「ききょう通信」の発行 車両購入積立 人口：１４，０８３人

・ＨＰ運営 ６５歳以上人口：３，３８９人

地域内割合：２４．１％

交付金額：１２，７７５，４００円

事業⑦広報・啓発 ⑧その他、地域独自事業 ⑨事業積立 備考

赤　目

つつじが丘

⑥産業・観光

錦　生

箕　曲

百合が丘

国　津

桔梗が丘
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