
平成２４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 ・ちょっとよってだ～こ ・花いっぱい運動 ・避難所用防災備品の現地確認 ・キッズスクエア事業

・名張地区夏祭り ・ひとり暮らし高齢者の昼食会 ・向こう三軒両隣り ・発電機の使い方講習 （影絵体験とまちめぐり　等）

・名張秋祭り ・敬老の日行事 ・迷惑駐車禁止啓発活動 ・合同・青少年防犯夜間パトロール ・放課後児童クラブ

・グラウンドゴルフ大会 ・友愛訪問（シクラメンの贈呈） ・資源ゴミの回収事業窓口 ・消防団夏期訓練見学 「なばりっこ」支援事業

・よってだ～こ合同作品展 ・「消防団出初式」参列

・名張地区春季慰霊祭

・うらじゃ隊の助成 ・敬老のつどい ・鴻之台3号公園への桜植樹 ・鴻之台3号公園への ・クリスマス会

・夏祭り ・子ども会への廃品回収支援 防災ベンチ・防災倉庫設置 ・「きらきらひろば」への支援

・餅つき大会 ・鴻之台3号公園の桜及び ・防災訓練

パークアベニューの芝桜の維持管理 ・パトロールの実施

・環境標語の看板配布 ・歳末警戒の実施

・各地区の公園に桜の植栽 ・避難食、資器材の確保

・夏祭り ・蔵持地区健康教室 ・クリーン大作戦 ・青色パトロール隊巡回 ・子育てサロン「くらっこ広場」

・伝統芸能の保存 ・社協、協力活動(赤い羽根募金活動) ・蔵持地区6区合同ゴミ拾い ・蔵持地区総合防災訓練 　七夕会

・蔵持地区公民館展 ・ウォークラリー大会 ・青色防犯パトロール隊講習会 　クリスマス会

・地区振興助成 ・福祉部講演会 ・防火器具点検 ・放課後児童クラブへの助成

・敬老の日行事

・地域医療に関する説明会

・フェスタ・ぷらむの開催 ・新春笑って走ろう会 ・枝垂れ梅の維持管理 ・防犯パトロールの実施

・憩い茶屋のオープン ・敬老会行事の開催 ・枝垂れ梅の植栽 ・防災コーディネータ育成講習に参加

・梅まつりの開催 ・公園においてソーラ型 ・防災訓練

超音波猫対策器の設置 ・自主防災についての説明会

・「緑の募金」活動の実施 ・交番と防犯・交通事故防止

に関する情報交換

・戦没者追悼式 ・敬老会 ・桜・花みずき・さつきなど植樹 ・交通安全パトロール ・さつま芋植え・芋掘り

・コモコモ祭り ・わいわいサロン ・ギフチョウの生息に欠かせない環境づくり ・消防分団による年末警戒 ・園児とのふれあい交流会

・鮎つかみ・すいか割 ・ひとり暮らし高齢者の集い ・花苗の配布、花壇の管理 ・防災マップの作成

・地区民運動会 ・配食サービス「こもちゃん」 ・ゴーヤ、ミニかぼちゃで緑のカーテン作り ・図上訓練

・親睦グラウンドゴルフ大会 ・健康相談所 ・薦原写真コンクール ・防災専用倉庫の設置

・遊休田借用による、

ひまわり・コスモスの種蒔き

・お月見コンサート ・敬老の日のお祝いメッセージ送付 ・名張クリーン大作戦 ・安全サポータージャンパーの配布 ・ドッジボールと

・どんど行事 ・熊野古道散策ツアー ・めだか池の整備活動 ・防災灯設置の補助 屋外バーベキュー大会

・クラシック音楽の夕べ ・観阿弥ウォーク ・小波田川花の遊歩道維持活動 ・第5回防災講演会 ・子育てサロン「みはたっこ」

・美旗市民センター祭り ・女性セミナー ・いも作り、そば作り ・年末特別警戒

・ニュースポーツ交流会 ・日赤赤い羽根募金活動 ・もち花づくり

・コミュニケーション事業の開催 ・一人暮らし高齢者の集い、訪問 ・さつまいも収穫祭

・美旗地区戦没者追悼式 ・ふれあい・いきいきサロン

・ファミリーニュースポーツ大会 ・敬老祝賀会の開催 ・ゆめづくりクリーン作戦 ・夜間防犯パトロール ・親子ふれあいクリスマス会

・ターゲットバードゴルフ大会 ・春の健康ハイキング ・安全ノボリ旗の設置 ・小学校下校時の防犯パトロール

・ゲートボール大会 ・友愛のつどい ・安全タスキの貸出し ・夜間青少年育成パトロール

・友愛訪問 ・ＡＥＤの設置

・まちの保健室との連携強化

・納涼夏祭り大会 ・敬老会の開催 ・名張市クリーン大作戦 ・地域行事の車両誘導、安全警備 ・小学校児童の

・どんど ・地域健康づくり支援(はつらつ隊) ・春の地域一斉清掃 ・安全啓発看板の設置 ラジオ体操側面支援

・秋の地域一斉清掃 ・防犯啓発看板の設置

・７号公園清掃 ・青色防犯パトロール

・街路樹の高木剪定 ・つつじ交番連絡協議会に参加

・愛玩動物対策(啓蒙チラシの回覧) ・交通安全県民出動式に参加　

・幹線道路の落葉の収集 ・名張地区防犯協会研修会に参加

ひなち地域
ゆめづくり委員会

美旗まちづくり
協議会

中央ゆめづくり
協議会

蔵持地区まちづくり
委員会

薦原地域づくり
委員会

川西・梅が丘
地域づくり委員会

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

すずらん台
町づくり協議会
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平成２４年度　地域別事業一覧表

・やなせ宿への事業協力 ・「ひやわいワイワイ！｣の発行 ・先進地視察研修の支援 H24人口： ６，５３７ 人

・ホタル人工飼育 ・公民館まつりで作品展示・活動紹介 65歳以上:2,207人（33.8%)

・「宮本武蔵生誕の地」と 75歳以上:1,216人（18.6%）

「水木しげるロード」視察研修

・簗瀬水路の浚渫作業

H24交付金額：９，２８８，４００円

・「こうきだより」の発行 H24人口：  ２，２２２ 人

・「シンボルマーク」の募集と 65歳以上:158人（7.1%)

アンケート投票 75歳以上:69人（3.1%）

H24交付金額：４，５７３，４００円

・広報の発行 ・実践交流会参加発表 H24人口：４，０４６人

・ＨＰの運営 65歳以上:982人（24.3%)

75歳以上: 438人（10.8%)

H24交付金額：４，８１５，０００円

・青空市の開催 ・「川西・梅が丘だより」の発行 H24人口：６，９０５人

・市民センターにて ・「川西・梅が丘地域づくり委員会」 65歳以上:807人（11.7%)

フリーマーケットの開催 役員名簿の発行 75歳以上: 374人（5.4%)

・夏祭りや各種イベント等を

広報誌で紹介

H24交付金額：７，６５９，２００円

・「こもはら」の発行 ・県道上笠間八幡名張線 H24人口：２，１４３人

・市広報に自主防災隊の活動掲載 道路改良工事の促進 65歳以上:616人（28.7%)

・ＨＰの運営 75歳以上:289人（13.5%）

・地域づくりＨＰで委員会の紹介

地区・地域の行事案内

H24交付金額：４，４３９，６００円

・語り部養成講座 ・「はたっこ通信 あい」の発行 ・観阿弥祭支援 H24人口：８，７０１人

・ＨＰの更新 ・「竜王水」の健全保全維持管理事業 65歳以上:2,046人（23.5%)

・フェイスブックへの移行 ・愛知県高浜市まちづくり 75歳以上:  937人（10.8%）

協議会視察合同研修会

・景観事業の推進

H24交付金額：１０，５５７，２００円

・「公民館ひなち」の発行 ・「助っ人の会」立ち上げ H24人口：５，１５５人

・比奈知公民館のＨＰへの情報掲載 65歳以上:1,380人（26.8%)

75歳以上:  635人（12.3%）

H24交付金額：５，６４２，０００円

・「町づくりニュース」の発行 ・ライフサポートクラブの運営 H24人口：３，８７９人

・ＨＰの開設 ・サロンきずなの運営 65歳以上:771人（19.9%)

・町づくり協議会のＨＰの更新 75歳以上:277人（ 7.1%）

H24交付金額：４，８１３，８００円

美旗まちづくり
協議会

中央ゆめづくり
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

⑥産業・観光 ⑦広報・啓発 ⑧その他、地域独自事業 備考

名張地区まちづくり
推進協議会

すずらん台
町づくり協議会

蔵持地区まちづくり
委員会

ひなち地域
ゆめづくり委員会
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平成２４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

・つつじが丘夏祭り ・敬老祝賀会の実施 ・名張クリーン大作戦2012 ・立木危険箇所の取り纏め ・通学路交通安全対策

・春日丘夏祭り ・「元気・笑顔健康教室」事業 ・空き家、空き地雑草の状況調査 ・防犯灯の新設、維持管理 ・「子どもを守る家」登録への参加促進

・スポレク祭り ・「癌予防啓蒙」事業 ・資源ごみの回収 ・救急救命講習、 ・映画鑑賞会の実施

・どんど焼き祭り ・「ねこの手」事業 ・「花の綺麗な街づくり」事業 防災体験学習の実施 ・「こどもの安全を守る会コアラ」

・公園、道路のベンチテーブルの補修 ・歳末警戒パトロールの実施 ・「つつじが丘子ども育成会」

・公園用備品整備、維持管理 ・交通安全運動の取り組み ・おじゃまる広場

・不法投棄の監視 ・町会防災訓練イベント ・「夏休みラジオ体操」事業

・ごみ出しルール遵守、 ・防災訓練 ・おもしろクラブサロン

飼い犬の散歩マナーの喚起 ・「交通安全啓蒙制作」事業 ・小、中学校ＰＴＡ支援

・その他防災訓練用家屋修繕 ・つつじが丘幼稚園との交流

・赤目夏まつり ・高齢者いきいき活動 ・名張クリーン大作戦 ・幼児交通安全だより　発行 ・親子お楽しみ会

・赤目公民館まつり ・敬老会 ・学校環境デー ・ストップマーク塗り替え作業 ・週末支援事業

・ふるさとウォークｉｎあかめ ・お月見訪問 ・資源リサイクル活動 ・交通安全教室 ・ふれあいフェスティバル

・ソフトボールリーグ ・歳末訪問 ・通学路クリーン大作戦 ・交通安全パレード ・命の赤い笛　贈呈

・赤目・錦生交流会 ・ひとり暮らし高齢者の集い ・ごみ分別仕分表を配布 ・年末特別警戒 ・放課後児童クラブ運営

・春季戦没者追悼式 ・高齢者とのふれあい交流 ・登下校見守り ・修了のお祝いとして全園児に

・忠魂碑維持管理 ・高齢者福祉施設利用の相談、支援 ・災害時要援護者に避難袋を支給 反射板キーホルダー　贈呈

・自治協議会親睦ゴルフ大会 ・高齢者交流会 ・公民館草引き及び樹木の剪定 ・三重出前トークの実施 ・保育所交流会

・世代間交流会 ・ひとり暮らし高齢者のつどい ・名張クリーン大作戦 ・ハザードマップ説明会に参加

・地区文化祭 ・生活習慣病講演 ・赤中環境美化活動に参加

・しめ縄づくり ・花火大会跡清掃

・家庭料理大集合 ・忠魂碑清掃

・春季戦没者追悼式

・箕曲夏祭り ・老人クラブ、敬老会開催地区に助成 ・名張クリーン大作戦 ・防災・防犯パトロール腕章を

・箕曲地区運動会 ・夏祭り盆踊り講習会の実施 ・地区内ゴミ拾い、水路清掃 作成し各地区に配布

・箕曲文化祭 ・影絵とコーラスのつどい ・通学路を点検パトロール ・登下校児童の見守り

・ももちゃん体操の普及活動 ・草刈り作業を要する場所 ・消防団に助成

・箕曲文化祭で「健康カレー」を提供 数か所の草刈りと清掃

・健康のつどい ・桃の木植樹祭開催

・あいさつ運動 ・生活支援サービス(ゆりポパイ) ・春季・冬季ユリの坂一斉清掃 ・防災フェスタ ・百合小こどもクラブ

・七夕飾り、星の話 ・移動支援サービス（ゆりバス） ・福祉園芸サロン ・避難訓練 ・百合小学習支援（ほめほめ隊）

・夏祭り ・常設サロンの運営 ・百合小体験学習 ・防災無線通信テスト ・体験学習、田畑作物

・虫取り、魚釣り体験 ・バス＆ウォーク 　（花の種まきプランター植花） ・防災用名簿の更新 ・吹奏楽合同演奏会

・曽爾古道ハイキング ・民生事業との協働 ・青蓮寺地区清掃協力 ・救急救命講習会 ・邦楽の集い

・青蓮寺湖駅伝競走 ・防犯パトロール ・生涯教育支援

・ひな人形飾り ・交通安全講習会 ・主催学級

・イベント道具の貸出 ・避難所運営訓練 ・主催講座

・サークル活動支援

・国小校区区民運動会 ・敬老会 ・自主防災マップ作成に ・国津っ子フェスティバル

・区民運動会(長瀬地区) ・友愛訪問 関する説明会

・国津フェスティバル ・一人暮らし老人のつどい ・布生国津神社防災訓練

・国津地区春季戦没者慰霊祭

・桔梗が丘夏まつり ・敬老の日の行事・高齢者のつどい ・緑のカーテン事業 ・普通救命講習会 ・桔’ずセミナー

・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 ・ホタル鑑賞会 ・ＡＥＤの設置 ・「こころの思い発表会」

・どんど行事 ・ニュースポーツ世代間交流大会 ・バード・ウォッチング ・青色回転灯パトロール ・ふるさと歴史ハイキング

・体操会との協働事業 ・桔梗が丘クリーン作戦 ・自主防災隊の活動 ・私の一冊文庫

・ききょう健康講座 ・桔梗が丘マップの危険箇所の ・命の笛贈呈

・友愛訪問 解消・改善取り組みを促進 ・赤ちゃん、ちびっ子なかよし広場

・高齢者への配食と見守りの協働事業

・いきいきサロン

・グループホーム交流会

桔梗が丘
自治連合協議会

錦生自治協議会

国津地区
地域づくり委員会

青蓮寺・百合が丘
地域づくり協議会

箕曲地域づくり
委員会

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
課　題　解　決　型　事　業
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平成２４年度　地域別事業一覧表

・公民館前庭「朝市」の開催 ・「広報つつじ」の発行 ・「はーとバス運行」事業 H24人口：１１，３４４人

・評議員会の議事録の発行 ・「その他近代高専後援会」事業 65歳以上:2,702人（23.8%)

・地域づくり組織のＨＰの管理 ・「福寿会30周年記念」事業 75歳以上:  882人（7.8%）

・各自治体へのプレゼンテーション ・「猿追い花火」事業

(伊勢市厚生地区まちづくりの会) ・「部会活動用ジャンパー」事業

・「春日丘ほっとＴｉｍｅｓ」の発行 ・「地域ビジョン推進」事業

・地域広報誌等の配布、回覧 ・「備品紙芝居道具」事業

・「映写会」事業

・自治会館の管理

・ロゴ入りカラーベストを班長へ支給 H24交付金額：１０，８０２，８００円

・日の谷温泉　維持管理 ・赤目のむかし話冊子　作成 ・まちづくり活動用のベスト　作成 H24人口：４，１０１人

・旅のステーション　開設 ・イラストマップ 65歳以上:1,265人（30.8%)

・由来看板の作成、設置 75歳以上: 604人（14.7%）

H24交付金額：５，５０６，２００円

・「ほっと錦だより」の発行 ・甲賀市南杣自治振興会来館 H24人口：１，９７１人

・越前市視察来館 65歳以上:659人（33.4%)

75歳以上:365人（18.5%）

H24交付金額：４，６４５，２００円

・「みのわ通信」の発行 ・酒米づくり H24人口：３，９２３人

・ＨＰの更新 65歳以上:861人（21.9%)

75歳以上: 478人（12.2%)

H24交付金額：４，６０７，０００円

・「ゆりがおか」の発行 ・終末処理特別委員会 H24人口：６，８９９人

・市立病院と住民との対話 65歳以上:1,309人（19.0%)

・百合小児童の通学路 75歳以上: 　599人（8.7%)

公共交通機関と話合い

・地産地消の取り組み

・地域資源の発見

H24交付金額：８，５５９，４００円

・広報「くにつ」の発行 ・杉坂峠拡幅工事陳情 H24人口：７５８人

65歳以上:366人（48.3%)

75歳以上:256人（33.8%) 

H24交付金額：３，９４８，６００円

・広報「ききょう通信」の発行 「コミュニティカフェ」の講演会・研修 H24人口：１４，０１７人

・ＨＰの運営 65歳以上:3,853人（27.5%)

75歳以上:1,570人（11.2%) 

H24交付金額：１４，９８８，４００円

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

赤目まちづくり
委員会

つつじが丘・春日
丘自治協議会

⑥産業・観光 ⑦広報・啓発 ⑧その他、地域独自事業 備考
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