
基本方針１：定住環境の整備
１・２・１・１ 市民の健康づくりの推進

千円 千円 千円

健康づくり講演会 259 健康づくり講演会 169 健康づくり講演会 224
健康の駅長活動事業費 2,675 健康の駅長活動事業費 2,530 健康の駅長活動事業費 2,415

計 2,934 計 2,699 計 2,639
　　　　　活性化計画の施策の概要

１・２・１・２ 市民病院の機能強化

千円 千円 千円
耐震補強工事 378,083 耐震補強工事 4,800 耐震補強工事 222,244

計 378,083 計 4,800 計 222,244
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
装置保守 5,000 装置保守 6,440 装置保守 5,957

計 5,000 計 6,440 計 5,957
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・１・４ 地域福祉の推進

千円 千円 千円
（地域自立支援協議会開催等） （地域自立支援協議会開催等） （地域自立支援協議会開催等）
　　委員報酬 180 　委員報酬 150 　委員報酬 180
　　事務経費 60 　　旅費 9 　　事務経費 56

　通信運搬費 273
　その他事務経費 127
　計画策定委託料 164

計 240
計

723 計 236

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・１・５ 介護予防の推進

千円 千円 千円

介護基盤緊急整備等特別対策事業 55,173 2,493 211,503
33600

777

計 55,173 計 3,270 計 245,103

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・２・１ 消防施設、防災基盤の整備

千円 千円 千円
耐震性防火水槽４基 20,000 23,788 25,000

300

計 20,000 計 23,788 計 25,300

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　               　　平成23年度の取組施策
火災発生時に早急な初期消火活動が可能となり、住民の
火災に対する不安の解消を図る。

介護基盤緊急整備等特別対策事
業

地域介護・福祉空間施設整備等交
付金

介護基盤緊急整備等特別対策事業
施設開設準備経費等特別対策事業

耐震性防火水槽５基

平成23年度事業計画

補償費

　　　　　　　     平成22年度の取組施策 　平成23年度の取組施策

介護高齢福祉課
介護事業係

担当課

２
事
業
内
容

事業全体の内容
伊賀市

平成22年度事業実績
庶務課

平成22年度事業計画

１事業名 磁気共鳴断層撮影装置整備事業 担当課
市民病院

１事業名 本館耐震事業 担当課

本館耐震補強

２
事
業
内
容

事業全体の内容 平成22年度事業計画
庶務課

市民病院

１事業名

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

各地区公民館を「健康の駅」として、地域住民の「こころ」と「身
体」の健康づくりのリーダーやサポーターとして各地区独自の健
康づくり活動を支援する。また、駅長連絡会として、広報紙「す
こやか便り」の発行や市主催の「駅長養成講座」を実施する。

1.2.1.5 介護予防の推進

日常生活圏域の上野西部・島ヶ原において、高齢者の在宅生
活を支援する地域密着型サービス施設など多様なサービス基
盤の整備を図る。

市の計画に基づく、介護施設等の面
的な整備を達成するため交付金を交
付する。

福祉総務係
平成22年度事業計画

磁気共鳴断層撮影装置更新

平成22年度事業計画

障がい者福祉計画推進事業

担当課

1.2.1.2 市民病院の機能強化

前年度の変更設計に基づき、耐震補強工事の実施。

市民の健康づくりの推
進

平成22年度事業計画

健康推進課

1.2.1.1

健康づくり推進事業

事業全体の内容

火災発生時に早急な初期消火活動が可能となり、住民の火災
に対する不安の解消を図る。

国補等消防施設整備事業
消防救急課

地域自立支援協議会において障がい者福祉施策の推進を図る
とともに障がい者福祉計画の進捗状況の評価等を行う。
定例会議や相談、就労、精神保健、療育の４つの専門部会に
おいて協議を行い、課題を整理し解決方策を協議するなど、施
策の推進を図る。

事業全体の内容

障がい福祉課
担当課

２
事
業
内
容

事業全体の内容

健康づくり推進活動委託事業
健康ウォーキング
忍にん体操

1.2.1.4 地域福祉の推進

障がいのある人もない人も住み慣れ
た地域で「だれもが自分らしく暮らせる
まちをつくる」という基本理念のもと、
地域自立支援協議会において障がい
者福祉施策の推進を図るとともに障が
い者福祉計画の進捗状況の評価等を
行う。
また、定例会議や専門部会において
協議を行い、施策の推進を図る。

平成22年度事業計画

消防水利の充足率の低い地域に耐震
性防火水槽を整備する

1.2.2.1

事業全体の内容

消防施設、防災基盤
の整備

1.2.1.2 市民病院の機能強化

４回の定期保守点検とﾘﾓｰﾄ保守点検の実施。

地域介護・福祉空間整備事業 担当課

事業計画の４基に１基を追加し、５基の設置を
行った

各地区公民館を「健康の駅」として、地域住民の「こころ」と
「身体」の健康づくりのリーダーやサポーターとして各地区
独自の健康づくり活動を支援する。また、駅長連絡会とし
て、広報紙「すこやか便り」の発行や市主催の「駅長養成講
座」を実施する。

事業主体
伊賀市

平成23年度事業計画平成22年度事業実績

平成23年度事業計画

伊賀市

事業主体

平成22年度の取組結果

各地区公民館を「健康の駅」として、地域住民の
「こころ」と「身体」の健康づくりのリーダーやサ
ポーターとして各地区独自の健康づくり活動を支
援した。また、駅長連絡会として、広報紙「すこや
か便り」の発行や市主催の健康づくり講演会を
実施した。

平成22年度の取組結果

グループホーム等の地域密着型サービス事業
諸等の整備を目指し事業者の公募を行ったが、
応募事業者がなく、再公募を行った時点では期
間的に年度内の事業完了が困難であったため、
応募事業者の選定を行ったものの、事業自体を
２３年度へ繰り越すこととし、２２年度の実績はな
し。
その他の事業として、グループホームや小規模
多機能型事業所への消防設備の整備を行った。

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

事業主体

耐震性防火水槽５基

事業主体
伊賀市

伊賀市

伊賀市

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果
地域自立支援協議会の各専門部会において、
障がい福祉施策についての課題を抽出し、課題
解決に向けての協議を行なった。
また、平成23年度に策定する「第二次障がい者
福祉計画」のもととなる障がい者への意識調査
（アンケート）を行なった。

平成22年度事業実績

事業主体

４回の定期保守点検とﾘﾓｰﾄ保守点検を実施し
た。

　　　　　　　                   平成23年度の取組施策

　　　　　　                 　平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

平成22年度の取組結果
終年度建築主体工事。ピタコラム設置。耐力壁補強、柱

補強。
電気設備工事、機械設備工事、工事管理業務を含む。

事業主体

建築主体工事として病院外来部門の柱を補強し
中庭を掘削、医局の柱を補強した。(予算を繰
越）

６回の定期保守点検とﾘﾓｰﾄ保守点検の実施。

平成23年度事業計画

地域自立支援協議会において障がい者福祉施策の推進を
図るとともに障がい者福祉計画の進捗状況の評価等を行
う。
定例会議や相談、就労、精神保健、療育の４つの専門部会
において協議を行い、課題を整理し解決方策を協議するな
ど、施策の推進を図る。

高齢者が住みなれた地域で生活し続けられるよう支援す
る、地域密着型サービスである地域密着型特養、グループ
ホーム、小規模多機能型事業所の整備を図る。

平成23年度事業計画

　　　　　　　              平成23年度の取組施策

　　　　　　　平成23年度の取組施策



千円 千円 千円

施設の修繕2箇所 1,000 551 210
消防施設整備工事2箇所 624 0 3,574
消防施設改修工事1箇所 315 809 210
消防施設補修資材費 301 234 112
消防補修用補助金4箇所 760 0 200
水道会計繰出金 4,000 4970 9,500

計 7,000 計 6,564 計 13,806
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　　　　       平成23年度の取組施策

千円 千円 千円
軽四積載車2台 2,310 1,953 2,275
小型動力ポンプ2台 3,108 2,982 3,045
手数料 16 8 16
自動車損害保険料 76 45 57
公課費 18 15 16
耐震性防火水槽2基 10,000 4,332

計 15,528 計 9,335 計 5,409
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　               平成23年度の取組施策

１・２・２・２ 防災行政無線の整備

千円 千円 千円

備品購入 備品購入（デジタルMCA無線機） 8,610 15,390

計 0 計 8,610 計 15,390
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・２・４ ごみ減量化への取り組みの推進

千円 千円 千円

48,247 29,978 38,116
2,880 2,719 2,880

・生ごみ処理容器購入補助金 1,992 ・生ごみ処理容器購入補助金 874 ・生ごみ処理容器購入補助金 1,584
その他 785 その他 881 その他 3,064

計 53,904 計 34,452 計 45,644
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・２・５ 不法投棄物の処理

千円 千円 千円
5,800 5,914 5,722
1,700 865 1,425

計 7,500 計 6,779 計 7,147
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

耐震性防火水槽1基

施設の修繕４箇所 施設の修繕１箇所

手数料
自動車損害保険料
公課費

　　　　　平成22年度の取組施策

平成22年度事業計画

小型動力ポンプ2台

デジタルMCA無線機を46台購入し、行政機関各
施設及び伊賀支所管内２地区市民センターへ配
備。

伊賀市

手数料

公課費2台

不法投棄物の処理

１事業名

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

事業全体の内容

　　　　　　　平成22年度の取組施策

担当課

担当課

事業全体の内容

２
事
業
内
容

1.2.2.1
消防施設、防災基盤
の整備

市単消防施設整備事業

清掃事業課
担当課

平成22年度事業計画

・環境パトロールの実施

1.2.2.5

・不法投棄物処理経費

・不法投棄の監視及び環境パトロール
の実施による不法投棄物の処理

不法投棄ゼロを目指し、環境パトロールを継続していく。
また、更なる不法投棄の未然防止の啓発に努めるとともに、市
民の意識向上に向け地域の環境ボランティア活動を推進してい
く。

新たに「容器包装プラスチック」を分別に加え、資源・ごみの分
別を徹底し、ごみの減量化・再資源化を進める。

一般廃棄物減量等推進事業 担当課

平成22年度事業計画

・資源再利用物回収奨励金交付事業

ごみ減量化への取組
みの推進

1.2.2.4

・指定ごみ袋の有料化制度の実施
・資源再利用物回収奨励金交付事業
及び生ごみ処理容器購入費補助金交
付事業の実施

・指定ごみ袋の有料化制度の推進

清掃事業課

消防水利の充足率の低い地域に耐震
性防火水槽を整備する。消防団車両
等の新規・更新配備を行う。

防災対策経費（防災行政無線：デジタル移動系整備事業）

平成22年度事業計画事業全体の内容

1.2.2.1
消防施設、防災基盤
の整備

担当課

平成22年度事業計画

消防施設を整備することにより、各種災害に対する活動体制の
確立を図る。

防災基盤整備事業
消防救急課

ホース乾燥柱の建替えや未整備の消
防ポンプ庫を整備したり老朽化した消
防施設の維持補修を図る

消防水利の確保など消防施設の充実を図るとともに、地域に密
着した消防団の活性化に努める。

消防救急課

・指定ごみ袋の有料化制度の推進

平成22年度の取組結果

消防施設の修繕、整備、改修、補修が少なく予
算内の執行ができ、各種災害に対する活動体制
の確立を図れた。

耐震性防火水槽1基を国補消防施設整備事業で
執行する。事業計画内でできた。

軽四積載車2台

自動車損害保険料

伊賀市
事業主体

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

小型動力ポンプ2台

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

事業主体

事業主体

消防施設整備工事
消防施設改修工事１基

水道会計繰出金

伊賀市
平成22年度事業実績

消防施設補修資材費
消防補修用補助金

１事業名

２
事
業
内
容

総合危機管理室

事業全体の内容

環境保全対策事業

デジタルMCA無線機を46台購入し、平成22年度は行政機関各
施設へ、また平成23年度は各地区市民センターを中心に36台
配備予定。防災行政無線の整備

災害時における防災情報等の伝達手
段として、市行政内における連絡体制
及び市内公共施設等との通信手段を
確保するため、デジタル移動系無線施
設を整備する。

事業全体の内容

1.2.2.2

平成22年度事業実績

・環境パトロールの実施
・不法投棄物処理経費

不法投棄の防止に向けた環境パトロールを実施
し、不法投棄物の回収や未然防止の啓発に努
めた。
また不法投棄がされやすい場所には、警告看板
や防止柵の支給など地域と連携を図り未然防止
に努めた。

事業主体

・資源再利用物回収奨励金交付事

平成22年度事業実績

３月までは試行で収集していた「容器包装プラス
チック」であるが、市民の分別意識の向上によ
り、可燃ごみの減量化が進んだ。

・指定ごみ袋の有料化制度の推進

平成22年度の取組結果

伊賀市

伊賀市
事業主体

平成23年度事業計画

平成23年度事業計画

消防施設を整備することにより、各種災害に対する活動体
制の確立を図る。

支所・地区市民センターと連携を図り環境パトロール
を実施するとともに、不法投棄の処理や啓発活動を
進め、環境意識の高揚を図る。

　　　　　　               　平成23年度の取組施策

・不法投棄物処理経費

総合危機管理室及び上野支所管内全地区市民センター、
阿山支所及び阿山支所管内３地区市民センター、大山田
支所及び大山田支所２地区市民センター分のデジタル
MCA無線機を計３６台購入配備し、また、デジタルMCA不
感エリアに対して、簡易無線を配備予定。

　　　　　　　               平成23年度の取組施策

備品購入（デジタルMCA無線機及び簡易無

４月から「容器包装プラスチック」の収集日を月２回に増や
すことにより、更なる資源・ごみの分別を徹底し、ごみの減
量化と再資源化を進める。また、ごみ集積場に看板を設置
し啓発に努める。

平成23年度事業計画

・資源再利用物回収奨励金交付事業

消防水利の確保など消防施設の充実を図るとともに、地域
に密着した消防団の活性化に努める。

平成23年度事業計画

消防施設整備工事２箇所
消防施設改修工事１箇所
消防施設補修資材費
消防施設関係補助金
水道会計繰出金

軽四積載車2台

・環境パトロールの実施

　　　　　　             　平成23年度の取組施策

平成２３年度事業計画



１・２・２・６ 河川環境の保全

千円 千円 千円
2 0 2

稚魚放流 110 稚魚放流 96 稚魚放流 110

計 112 計 96 計 112
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

１・２・２・７ 市管理河川の維持改修

千円 千円 千円
維持・改修工事 4,380 維持・改修工事 3,704 維持・改修工事 1,500

計 4,380 計 3,704 計 1,500
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・２・９ 公共下水道・農業集落排水処理施設の整備

千円 千円 千円
管路施設  1,164m 66,240 管路施設  1,460m 64,898 管路施設  1,000m 59,550
測量設計業務 　1式 測量設計業務 　1式 測量設計業務 　1式

計 66,240 計 64,898 計 59,550
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円

その他 106 その他 0 その他 52

計 106 計 0 計 52
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

１・２・２・１０ 浄化槽の設置

千円 千円 千円

補助金（５人槽） 15,936 補助金（５人槽）  20,252 補助金（５人槽） 15,936
補助金（７人槽） 26,496 補助金（７人槽） 47,610 補助金（７人槽） 28,566
補助金（１０人槽） 1,644 補助金（１０人槽）    9基 4,932 補助金（１０人槽） 1,644

計 44,076 計 72,794 46,146
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

５人槽 48基 15,936 ５人槽 61基 20,252 ５人槽 48基 15,936
７人槽 64基 26,496 ７人槽 115基 47,610 ７人槽 69基 28,566

１０人槽 3基 1,644 １０人槽 9基 4,932 １０人槽 3基 1,644
計 115基 44,076 計 185基 72,794 計 120基 46,146

千円 千円
設置工事 22,944 設置工事 14件 13,860 設置工事 20件 22,944
その他 300 その他 120 その他 300

計 23,244 計 13,980 計 23,244
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　平成23年度の取組施策

１・２・２・１２ 高齢社会にふさわしい住宅整備の促進

千円 千円 千円
高齢者向け優良賃貸 3,488 高齢者向け優良賃貸 3,299 高齢者向け優良賃貸 3,599
住宅供給促進事業 住宅供給促進事業 住宅供給促進事業
家賃対策補助 家賃対策補助 家賃対策補助

計 3,488 計 3,299 計 3,599
　　　　　活性化計画の施策の概要

　　　　　　　               平成23年度の取組施策

　　　　　　               　平成23年度の取組施策

伊賀市

下水道課

1.2.2.6 河川環境の保全

市役所内関係部署による淡水漁業振
興策に係る連絡協議会を開催し、河
川環境の保全と動植物の生息する施
工法等の研究協議を行う。さらに、園
児による河川への稚魚の放流を行
い、環境保全の意識向上を図る。

河川維持・改修工事

事業全体の内容

事業全体の内容

農林振興課

伊賀市内水面漁業連絡協議会の開催

伊賀市
平成２２年度事業実績

担当課

平成22年度事業計画

建設２課臨時河川等整備事業１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

１事業名

上野及び島ヶ原地域の内水面漁業の振興と連絡調整を行うた
め、連絡協議会を開催するとともに、河川の美化及び水質保全
と内水面漁業の振興を図るため稚魚放流を実施する。

平成２２年度事業計画

担当課

伊賀市内水面漁業連絡協議会の開催

内水面漁業振興事業

設置工事等　　20件　　23,244千円

市管理河川の小規模維持改修工事を行う。

平成23年度事業計画

先進地視察を行う。また、青山処理区の処理場地の決
定に向けて、地区との協議を継続する。

平成23年度事業計画

　　　　　　　                 平成２３年度の取組施策

平成２３年度事業計画

上野及び島ヶ原地域の内水面漁業の振興と連絡調整を行
うため、連絡協議会を開催するとともに、河川の美化及び
水質保全と内水面漁業の振興を図るため稚魚放流を実施
する。

平成22年度の取組結果

伊賀市

平成２２年度の取組結果

高齢化社会において高齢者に安
全で安心な居住を確保するため、
一定の家賃補助を行う

高齢者にふさわしい
住宅整備の促進

高齢者向け優良賃貸住宅入居者に対して、一定の家賃
補助を行う
（対象賃貸住宅・・・エルピスハウス伊賀）1.2.2.12

平成22年度事業計画

　　　　　　　平成22年度の取組施策

総務管理係

浄化槽市町村整備推進事業

事業全体の内容

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業

1.2.2.10 浄化槽の設置

担当課

合併処理浄化槽の設置工事を市が行
い、生活排水処理施設の整備率の向
上を図る。
　全体計画：８５０基

浄化槽市町村整備推進事業区域において、市が浄化槽の設
置・維持・管理を行うことにより生活環境の改善と公共用
水域の保全を図ることを目的とし、設置の推進を図る。

担当課

建築課

公共下水道事業（青山処理区）の早期着手を目指し、地区
の同意が得られるように努める。

平成22年度事業計画

平成22年度事業計画

下水道課

事業全体の内容

1.2.2.9

平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

事業全体の内容

1.2.2.10

1.2.2.9

１事業名

公共下水道・農業集
落排水処理施設の整
備

浄化槽の設置

公共下水道事業（青山処理区）の事
業計画を行う

事業全体の内容
総務管理係

担当課

事業主体

上野及び島ヶ原地域内水面漁業連絡協議会開
催
H22.6.9
稚魚の放流（依那古保育所、さくら保育園）
H22.11.2

平成22年度事業実績
伊賀市

平成２２年度の取組結果

事業主体

河川の浚渫工事等を行い、適切な維持改修を
行った。

公共下水道事業（青山処理区）

公共下水道・農業集落
排水処理施設の整備

1.2.2.7

岩倉他27地区の未整備区域に下水道
管路を新設し、雨水対策又は合併浄
化槽処理水の適切な放流をめざす。
計画総延長Ｌ＝30.4km

市単下排水路整備事業

市管理河川の維持改
修

平成２２年度事業計画

下水道課
担当課

市管理河川の小規模維持工事を行う。

事業推進係

東高倉、四十九町、野間、小田地区の管路施設
工事　計　1,460m
うち平成21年度繰越　61,129千円
（内、きめ細かな臨時交付金 59,789千円）

平成２２年度事業実績

東高倉、四十九町、野間、小田地区の管路施設工事
計　1,164m
平成21年度繰越　62,240千円
（内、きめ細かな臨時交付金 60,900千円）

事業全体の内容

担当課
下水道課

総務管理係
合併処理浄化槽設置及び管理事業

住宅団地等の大型合併処理浄化槽、
農業集落排水事業、公共下水道事業
及びコミュニティープラント事業、公共
設置型の合併処理浄化槽を採用して
いる地域を除き、合併処理浄化槽を設
置しようとする者に対して、設置に要し
た費用の一部を補助する。

総務管理係

事業主体
伊賀市

事業主体
伊賀市

平成22年度の取組結果

事業主体

平成22年度事業実績

青山処理区の処理場地の決定に向けて、地区
との協議を継続して行った。

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果
設置工事等　　14件　　13,980千円

事業主体

高齢者向け優良賃貸住宅入居者8戸に対し
て一定の家賃補助を行い高齢者の安全で
安心な居住を促進した。
（対象賃貸住宅・・・エルピスハウス伊賀）

平成23年度事業計画平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果

事業主体

伊賀市

平成２３年度事業計画

伊賀市内水面漁業連絡協議会の開催

　　　　　　　平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

東高倉、四十九町、野間、小田地区の管路施設工事
計　1,000m
うち平成22年度繰越　24,550千円
（内、きめ細かな臨時交付金 24,550千円）

平成23年度事業計画

高齢者向け優良賃貸住宅入居者8戸に対して一定の
家賃補助を行う
（対象賃貸住宅・・・エルピスハウス伊賀）

　　　　　　                   平成２３年度の取組施策



１・２・３・１ 校区再編による教育の維持

千円 千円 千円
514,718 301,163 1,828,157

計 514,718 計 301,163 計 1,828,157
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・３・２ 公民館講座の充実

千円 千円 千円

事業推進報償 4,164 事業推進報償 3,707 事業推進報償 3,313
補助員賃金・保険料 968 補助員賃金 950
旅費 31 旅費 0 旅費 26
需用費 2,469 需用費 2,049 需用費 1,455
役務費 884 役務費 762 役務費 675
委託料 3,389 委託料 3,678 委託料 4,632
自動車借上料他 2,848 会場借上料他 1,903 使用料・賃借料　他 1,245

計 14,753 計 13,049 計 11,346
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

１・２・３・３ スポーツ活動の促進

千円 千円 千円

市民スポーツフェスティバル 840 市民スポーツフェスティバル 840 756
伊賀上野シティマラソン 3,680 伊賀上野シティマラソン 3,680 3,312
忍びの里レディーストーナメント 1,950 忍びの里レディーストーナメント 1,950 1,755
伊賀フットボール助成 3,000 伊賀フットボール助成 3,000 3,000
青山高原つつじマラソン 770 青山高原つつじマラソン 770 693
地域体育祭・スポーツ大会 1,166 地域体育祭・スポーツ大会 1,166 862

1,850 1,318 1,526
計 13,256 計 12,724 計 11,904

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
6,600 6,600 6,100

青少年スポーツ活動育成事業 3,500 3,500 青少年スポーツ活動育成事業委託料 3,500
委託料 2 日独親善少年サッカー交流基金積立金 2
日独親善少年サッカー交流 2
基金積立金

計 10,102 計 10,102 計 9,602
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
各種スポーツ教室・講習会の開催 5,350 各種スポーツ教室・講習会の開催 5,144 各種スポーツ教室・講習会の開催 4,598

計 5,350 計 5,144 計 4,598
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
創設支援 300 創設支援 0
活動支援 1,080 活動支援 1,080 活動支援 270

計 1,380 計 1,080 計 270
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

伊賀市

平成22年度事業実績 平成23年度事業計画

その他事務費

事業主体

その他事務費

総合型地域スポーツクラブの支援
　　　　　活動支援　　　　1地域

平成23年度事業計画

伊賀上野シティマラソン

青山高原つつじマラソン

忍びの里レディーストーナメント

市民スポーツフェスティバル

地域体育祭・スポーツ大会

　　　　　　                 　平成23年度の取組施策

伊賀フットボール助成

平成22年度の取組結果

青山高原つつじマラソンについては荒天のため
中止したが、それ以外の事業は予定通り実施で
きた。
特に、伊賀上野シティマラソンについては、過去

高の参加者数となった。
また、伊賀フットボールクラブ「くノ一」はLリーグ１
部残留を決定した。

事業主体

青少年スポーツ活動育成事業委託料

伊賀市

スポーツやレクリェーション大会を開催
し市民の交流の場をつくる。市民や市
外からの参加者を募り伊賀市にふさ
わしい郷土の薫り高い大会を開催す
る。また女子サッカーチームを育成し、
高い技術を持ったチームの大会を開
催する。

その他事務費

平成22年度事業実績

事業主体

伊賀市

平成22年度事業実績

平成22年度の取組結果
水泳、フープブーン、フロアリズム、アクアリズム
等の教室開催
バレーボール実技講習会の開催

伊賀市
平成22年度事業実績

総合型地域スポーツクラブの支援
　　　　活動支援　　　　4地域

地域や種目団体で構成する体育協会に社会体
育の振興を、また、青少年の健全育成やスポー
ツ指導員の育成に努めているスポーツ少年団に
青少年スポーツ活動育成を委託しました。

日独親善少年サッカー交流基金積立金

平成22年度事業実績

社会体育振興事業委託料

総合型地域スポーツ活動支援事業

事業全体の内容

平成22年度の取組結果

事業主体

担当課
スポーツ振興室

平成２２年度事業計画

水泳、フープブーン、フロアリズム、アクアリズム等の教室開催
バレーボール実技講習会の開催

スポーツ振興室
担当課

スポーツ活動推進事業

スポーツ活動の促進

事業全体の内容 平成22年度事業計画

1.2.3.3

それぞれの地域で住民のニーズに
あったスポーツ活動の機会を提供す
る。

平成22年度事業計画

地域や種目団体で構成する体育協会
に社会体育の振興を委託します。また
青少年の健全育成やスポーツ指導員
の育成に努めているスポーツ少年団
に青少年スポーツ活動育成を委託し
ます。

スポーツ活動の促進

・社会体育振興事業委託事業（伊賀市体育協会）　　30団体
・青少年スポーツ活動育成事業委託事業（伊賀市スポーツ少年
団本部）　　７4団
・日独親善少年サッカー交流基金積立事業

事業全体の内容

事業全体の内容 平成２２年度事業計画

公民館活動事業

公共建築への伊賀材
の活用

上野南中学校建設事業

（上野南中学校建設事業）
＊学校敷地（約３３,２３３㎡）の造成工事を行う。
＊校舎棟（鉄筋コンクリート造２階建、床面積：約５,４３８㎡）の
建設に着手する。

担当課

上野公民館及び４地区館（いがまち・阿山・大山田・青山）
で講座・教室を開催します。
島ヶ原公民館事業を島ヶ原地域まちづくり協議会へ業務委
託します。

平成23年度事業計画

平成２２年度の取組結果

＊上野公民館７教室（延：２，３８６人）
＊いがまち公民館８教室１発表会（延：１，０２８
人）
＊島ヶ原公民館６教室１講座（延：７８９人）
＊阿山公民館４教室２講座（延：１，１８２人）
＊大山田公民館１５教室２講座（延：４６１人）
　　他に子ども読書推進・展覧会等
＊青山公民館９講座（延：３０９人）
　　他に読み聞かせ・読み聞かせ出前講座

各地域の育成会議でパトロール等を実施しまし
た。

平成22年度の取組結果

事業全体の内容 平成22年度事業計画

事業全体の内容

1.2.3.3

社会体育振興事業委託料

公民館講座・教室の開催
子どもの健全育成事業・ふるさと学習
会の開催、子どもセンター事業

校区再編計画による学校建設事業に
おいて、コスト面での問題があるが、
地元木材の使用を検討する

校区再編による教育
の維持

1.2.3.1

2.1.5.2

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

１事業名

１事業名

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

スポーツ活動の促進

スポーツ活動推進事業

平成22年度事業計画

担当課
スポーツ振興室

スポーツ活動の促進1.2.3.3

・市民スポーツフェスティバルの開催
・伊賀上野シティマラソンの開催
・忍びの里レディーストーナメントサッカー大会の開催
・伊賀フットボールクラブ助成
・青山高原つつじマラソンの開催
・地域体育祭・スポーツ大会の開催

総合型地域スポーツクラブの創設に
対し支援します。

1.2.3.3

総合型地域スポーツクラブの支援
　　　　　創設支援　　　　1地域
　　　　　活動支援　　　　4地域

公民館講座等の充実

担当課

1.2.3.2

スポーツ活動振興事業

上野公民館及び５地区館で公民館講座や教室を開催します。
青少年育成事業を各地域の育成会議に業務委託します。

スポーツ振興課

中央公民館

建築に際して三重県材（伊賀材）の活用を検討する。

平成22年度事業計画事業全体の内容

校区再編にかかる学校建設事業 担当課
教育総務課

（上野南中学校建設事業）
＊校舎棟建築工事を行う。
＊屋内運動場、武道場、屋外附帯施設等の工事を行う。
＊通学路環境整備等の工事を行う。

事業主体

（上野南中学校建設事業）
＊校舎棟等の敷地の造成工事を行った。
＊校舎棟（鉄筋コンクリート造２階建、建築面積：
約３,３７６㎡、延べ床面積：約５,４３８㎡）の工事
に着手した。

建築に際して、特別教室の床に三重県材を利用
し、活用を図った。

事業主体

上野南中学校建設事業 上野南中学校建設事業

　　　　　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

・市民スポーツフェスティバルの開催
・伊賀上野シティマラソンの開催
・忍びの里レディーストーナメントサッカー大会の開催
・伊賀フットボールクラブ助成
・青山高原つつじマラソンの開催
・地域体育祭・スポーツ大会の開催

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

　　　　　　　                平成23年度の取組施策
・社会体育振興事業委託事業（伊賀市体育協会）　　33団
体
・青少年スポーツ活動育成事業委託事業（伊賀市スポーツ
少年団本部）　　７6団
・日独親善少年サッカー交流基金積立事業

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

伊賀市

平成２３年度事業計画平成２２年度事業実績

　　　　　　　               平成２３年度の取組施策

社会体育振興事業委託料

各種スポーツ教室・講習会の開催

　　　　　　　                平成23年度の取組施策

平成22年度の取組結果

伊賀市
平成22年度事業実績 平成23年度事業計画



１・２・３・４ 差別の撤廃と人権の確立

千円 千円 千円
3,000 まちづくり協議会活動補助 2,785 3,000

計 3,000 計 2,785 計 3,000
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円

18,385 15,545 20,529
1,266 882 886

計 19,651 計 16,427 計 21,415
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円

指導員報酬・保険 2,078 指導員報酬・保険 2,103 指導員報酬・保険 2,140
旅費 114
需用費 18
委託料 6,109 委託料 8,415 委託料 8,157
補助金 672
通信運搬費他 3421

計 12,412 計 10,518 計 10,297

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
解放講座委託事業 320 解放講座委託事業 320 解放講座委託事業 320

計 320 計 320 計 320
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円

210 210 170
解放文化祭開催事業 490 解放文化祭開催事業 490 旅費 610
・（小学校同和教育推進・地区学習 ・（小学校同和教育推進・地区学習 需用費 210
会等委託事業） 会等委託事業） 工事請負費 27
・（中学校内同和教育推進・解放 350 ・（中学校内同和教育推進・解放 350 役務費 8
学習会指導委託事業） 学習会指導委託事業） 使用料 25

計 1,050 計 1,050 計 1,050
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

人権フェスティバル開催経費

平成23年度事業計画

まちづくり協議会活動補助

平成２３年度事業計画

平成22年度事業計画

いがまち人権センター
解放講座委託事業

伊賀市内６地区の全てで、人権同和教育研究団体による研究
啓発活動を行います。

住民主導で「やはた地区まちづくり計画」を策定
しようとする「やはた地区まちづくり協議会」の活
動を支援した。
①活動費補助金の交付　1,000千円
②円滑に計画が策定できるよう、策定業務を業
者に委託した。　　　　　　　　　1,785千円

事業主体

平成22年度事業実績
伊賀市

ひゅーまんフェスタの開催（全市事業）
人権を考える市民の集い等の開催（６支所ごと
に実施）
人権連続講座・人権講演会の開催（各支所）
人権啓発地区草の根運動推進会議支援（上野２
０地区）
人権問題地区懇談会の実施（各支所自治会単
位で）
企業訪問、企業啓発（各支所単位で）の実施
地域、団体等にビデオ、パネル、教材等の貸し
出し
人権作品（作文、標語、ポスター）募集、作品集
印刷配布
啓発パンフ、リーフレットの作成、配布

人権啓発推進経費

平成22年度の取組結果

伊賀市
事業主体

平成２２年度の取組結果

事業主体

生涯学習課

いがまち人権センター

平成22年度は「社会的弱者の人権」を主題として４回の解放講
座を開催し、人権についての意識を深め、市民が主体となった
人権・同和教育と反差別の取り組みの推進をしていく。
①７／１６「沖縄の歴史と人権」：関西沖縄文庫・金城馨、②９／
３「アイヌ民族の歴史と人権～松浦武四郎とアイヌ民族の交
流」：松浦武四郎記念会館学芸員・山本命、③１２／３「伊賀市
市民意識調査から見えてきたもの」：近畿大学人権問題研究
所・奥田均、④２／１８「ハンセン病回復者の人権について」：梅
村学園三重高等学校教諭・岩脇宏二

担当課文化祭開催事業
伊賀市

伊賀市
担当課

担当課

平成２２年度事業計画

人権フェスティバル開催経費

平成２２年度事業実績

平成22年度事業実績

事業主体

ひゅーまんフェスタの開催（全市事業）
人権を考える市民の集い等の開催（６支所ごとに実施）
人権講演会の開催（各支所）
人権啓発地区草の根運動推進会議支援（上野２０地区）
人権問題地区懇談会の実施（上野、伊賀、島ヶ原、阿山、大山
田、青山各支所自治会単位で）
企業訪問、企業啓発（各支所単位で）の実施
地域、団体等にビデオ、パネル、教材等の貸し出し
人権作品（作文、標語、ポスター）募集、作品集印刷配布
啓発パンフ、リーフレットの作成、配布

同和教育研究推進事業

人権政策・男女共同参画課

差別の撤廃と人権の
確立

1.2.3.4

部落差別をはじめとするあらゆる差別
の撤廃に向け、講演会、研修会、地区
懇談会等を開催するさまざまな啓発活
動を実施し、差別のない明るい社会の
実現に取組むとともに、住んでいて心
地よさが実感できる定住環境の整備
に努める。

住民主導で「やはた地区まちづくり計画」を策定しようとする「や
はた地区まちづくり協議会」の活動を支援する。

1.2.3.4
差別の撤廃と人権の
確立

２
事
業
内
容

平成２２年度事業計画

（地域ふれあい交流事業）
地区内にあるあらゆる団体が実行委員会に委託し、年２回全体
で地区内住民の交流事業を展開し、反差別の連携を図る。
（解放文化祭開催事業）
柘植保育園・柘植小学校・柘植中学校に、保育園児・小学校・
中学校・高校生及び保護者と柘植第２保育園・柘植小学校・柘
植中学校及び前川父母の会が日常的に部落問題をはじめあら
ゆる差別問題についての学習会や取り組みを委託し、差別の
原因や存在について地区外に発信し、毎年２月１1日に「解放文
化祭」を開催し、反差別の輪を広げる。

地域ふれあい交流事業

事業全体の内容

１事業名

１事業名

人権同和教育の推進

２
事
業
内
容

１事業名

差別の撤廃と人権の
確立

人権啓発推進事業

差別の撤廃と人権の
確立

平成２２年度事業計画

人権フェスティバル開催経費

２
事
業
内
容

1.2.3.4

１事業名

２
事
業
内
容

事業全体の内容

1.2.3.4

人権・環境・平和を基本に部落問題を
はじめあらゆる人権にかかわる問題
についての学習講座を開催し、市民の
人権意識の向上に努めるとともに、市
民の差別問題をなくす取り組みを推進
し、人権主体の地域の活性化を図って
いく。

差別の撤廃と人権の
確立

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

　　　　　　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

報償費

平成２３年度事業計画

平成２３年度は「誰もが豊に生きられる人権文化溢れる地
域社会をめざして」を主題として４回の解放講座を開催し、
人権についての意識を深め、市民が主体となった人権・同
和教育と反差別の取り組みの推進をしていく。
①７／15「被差別部落女性の抱える課題から『わたし』『つ
ながり』『社会』を考える」：近畿大学人権問題研究所准教
授・熊本理抄、②９／16「こんな時子どもも地域もステキに
輝く」～はぐくもう「自尊感情」～：大阪教育大学付属平野小
学校校長・園田雅春、③１２／９「八尾市人権協会物語～市
民がひとりの例外もなく、安心して暮らしていける社会をめ
ざして～」：八尾市人権教会事務局長・朴　洋幸、④２／２４
「人権意識調査の結果と『逆差別』意識を考える」：部落解
放同盟大阪府連合会書記長・谷川雅彦

（地域ふれあい交流事業）
地区内にあるあらゆる団体が実行委員会を組織し、年２回
全体で地区内住民の交流事業を展開し、反差別の連携を
図る。
（解放文化祭開催事業）
柘植保育園・柘植小学校・柘植中学校に、保育園児・小学
校・中学校・高校生及び保護者と柘植第２保育園・柘植小
学校・柘植中学校及び前川父母の会が日常的に部落問題
をはじめあらゆる差別問題についての学習会や取り組みを
実施し、差別の原因や存在について地区外に発信し、毎年
２月１1日に「解放文化祭」を開催し、反差別の輪を広げる。

１事業名

平成２２年度の取組結果

平成２２年度事業実績

（地域ふれあい交流事業）
地区内にあるあらゆる団体が実行委員会に委託
し、春と夏の２回全体で地区内住民の交流事業
を展開し、反差別の連携を図った(４３７名参加)。
（解放文化祭開催事業）
柘植保育園・柘植小学校・柘植中学校に、保育
園児・小学校・中学校・高校生及び保護者と柘植
第２保育園・柘植小学校・柘植中学校及び前川
父母の会が日常的に部落問題をはじめあらゆる
差別問題についての学習会や取り組みを委託
し、差別の原因や存在について地区外に発信
し、２月１1日に「解放文化祭」を開催し、反差別
の輪を広げた。(２９５名参加)

地域ふれあい交流事業

２
事
業
内
容

まちづくり協議会活動補助

事業全体の内容

1.2.3.4

平成22年度事業計画

同和課

部落問題をはじめあらゆる人権問題
について、児童生徒や保護者（前川父
母の会）が、日常的に学習を行い、反
差別の輪を校区児童生徒並びに保護
者に発信し、人権文化の構築を図り、
人権の視点に立った地域の活性化を
図っていく。

人権啓発推進経費

事業全体の内容

八幡地区における改良住宅及び簡易
平屋住宅の改善・改修・建て替え等に
ついて、住民が主体的にまちづくりの
推進を図り、八幡地区全体のまちづく
り計画を立案し事業実施に向けて活
動を行う。

担当課

担当課

事業全体の内容

まちづくり協議会活動補助金事業

平成22年度は「社会的弱者の人権」を主題として
４回の解放講座を開催し、人権についての意識
を深め、市民が主体となった人権・同和教育と反
差別の取り組みの推進を行った。
①７／１６「沖縄の歴史と人権」：関西沖縄文庫・
金城馨：１８９名参加、②９／３「アイヌ民族の歴
史と人権～松浦武四郎とアイヌ民族の交流」：松
浦武四郎記念会館学芸員・山本命：１５１名参加
③１２／３「伊賀市市民意識調査から見えてきた
もの」：近畿大学人権問題研究所・奥田均：１４６
名参加④２／１８「ハンセン病回復者の人権につ
いて」：梅村学園三重高等学校教諭・岩脇宏二：
１３４名参加

平成22年度の取組結果

平成22年度の取組結果

伊賀市

伊賀市内６地区の全てで、人権同和教育研究団
体による人権同和教育の推進及び研究啓発活
動を実施。

平成22年度事業実績

事業主体

住民主導で「やはた地区まちづくり計画」を策定しようとする
「やはた地区まちづくり協議会」の活動を支援する。

平成23年度事業計画

伊賀市内６地区の全てで、人権同和教育研究団体による
人権同和教育の推進及び研究啓発活動を行います。

平成23年度事業計画

　　　　　　　                平成23年度の取組施策

　　　　　　　                平成23年度の取組施策

　　　　　　　                  平成２３年度の取組施策

人権啓発推進経費

ひゅーまんフェスタの開催（全市事業）
人権を考える市民の集い等の開催（６支所ごとに実施）
人権連続講座・人権講演会の開催（各支所）
人権啓発地区草の根運動推進会議支援（上野２０地区）
人権問題地区懇談会の実施（各支所自治会単位で）
企業訪問、企業啓発（各支所単位で）の実施
地域、団体等にビデオ、パネル、教材等の貸し出し
人権作品（作文、標語、ポスター）募集、作品集印刷配布
啓発パンフ、リーフレットの作成、配布



千円 千円 千円
人権解放講座 1,767 人権解放講座 1,541 人権解放講座 2,457
青山文化センター文化祭 文化センター文化祭 文化センター文化祭
各教室の開催 各種教室の開催 各種教室の開催

各種相談の実施 各種相談の実施
人権学習会 人権学習会

計 1,767 計 1,541 計 2,457
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
やまびこサークル活動 156 やまびこ児童館活動 138 児童館活動 156
　学習会 学習会 　学習会
　体験活動 スポーツ活動 　スポーツ活動
　保護者交流など 制作・体験活動 　制作・体験活動

社会見学 　社会見学

計 156 計 138 計 156
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
同和教育推進委託 530 同和教育推進委託 530 同和教育推進委託 450
社会同和学習資料作成事業 社会同和学習資料作成事業

計 530 計 530 計 450
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
生活講座 443 生活講座 283 生活講座 319

識字教室 識字教室 識字教室
パソコン教室 パソコン教室 パソコン教室
習字教室 習字教室 解放学習会
学習会 学習会

計 443 計 283 計 319
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円

社会同和教育指導員報酬 2,186 社会同和教育指導員報酬 1,457 社会同和教育指導員報酬 2,186
社会同和教育指導員共済費 270 社会同和教育指導員共済費 292 社会同和教育指導員共済費 294
旅費 9

計 2,465 計 1,749 計 2,480
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・３・５ 男女共同参画の推進

千円 千円 千円
男女共同参画推進経費 4,846 男女共同参画推進経費

4,261 97,059

計 4,846 計 4,261 計 97,059
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

　　　　　　               　平成２３年度の取組施策

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

　　　　　　　                   平成23年度の取組施策
児童館活動を実施し、人権感覚豊かな児童の健全育成と
保護者や地域との交流を図る。

児童館事業

国民的課題としての同和問題に対する理解を深める拠点として
の活動を行い、地域住民の社会的、経済的、文化的生活の向
上を図り、人権・同和問題の早急かつ完全な解決に向け、さら
に住民相互の親睦と交流の拠点となるコミュニティーセンターと
しての役割を担いながら地域住民の福祉と健康の増進を図る。

担当課

　　　　　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

平成２２年度の取組結果

・男女共同参画情報紙の発行（年２回・全戸配
布）
・女性法律相談の実施（年６回）
・男女共同参画講演会・研修会の開催
・三重県内男女共同参画連携映画祭2010の実
施

事業主体

平成22年度の取組結果

平成２２年度事業実績
伊賀市

伊賀市

平成２２年度事業実績

人権教育推進事業

伊賀市

国民的課題としての同和問題に対する理解を深める拠点と
しての活動を行い、地域住民の社会的、経済的、文化的生
活の向上を図り、人権・同和問題の早急かつ完全な解決に
向け、さらに住民相互の親睦と交流の拠点となるコミュニ
ティーセンターとしての役割を担いながら地域住民の福祉と
健康の増進を図る。

児童館活動を通じて、児童の健全育成と保護者
や地域の人たちの交流を図った。

平成22年度事業実績
伊賀市

２
事
業
内
容

事業全体の内容
・青山学校同和教育推進研究委員会
へ事業委託して、保育園・小中学校が
連携して同和教育推進活動に取り組
み、人権感覚の豊かな子供の育成に
取組む。
・青山同和教育推進協議会へ委託し、
社会同和教育推進のため企業や団体
等と連携して取組む。

「青山学校同和教育推進研究委員会」への委託料等により、同
和教育活動に取り組む団体への支援を行い、行政との協働に
より人権同和教育活動の更なる推進を図る。

青山文化センター

平成２２年度事業計画

１事業名 担当課

２
事
業
内
容

事業全体の内容

事業全体の内容

1.2.3.4

青山文化センター
１事業名

平成２２年度事業計画

２
事
業
内
容

1.2.3.4

１事業名 青山文化センター隣保館事業
青山文化センター

平成２３年度事業計画

青山文化センター

事業全体の内容

１事業名

男女共同参画の推進1.2.3.5

２
事
業
内
容

平成22年度事業計画

１事業名

２
事
業
内
容

１事業名

差別の撤廃と人権の
確立

２
事
業
内
容

地区住民が互いに学びあう中で、心
の豊かさを感じ生活を高めていく意欲
を生み、部落差別の解決に向けた展
望を明らかにし、反差別へ向けて取組
む連帯の輪を広げる。

事業全体の内容

差別の撤廃と人権の
確立

1.2.3.4

社会同和教育指導員が地区住民の部
落差別解消に向けた取組みを指導助
言する。
地区住民が共に差別の解消に取組む
人間関係を築く。

平成２２年度事業実績
伊賀市

事業主体

平成２２年度の取組結果

事業主体

平成２２年度の取組結果
地域住民を対象として、部落問題への認識を深
め、解決に向けて生活を高め、豊かにする学習
会を開催した。

平成22年度の取組結果

同和問題に対する理解を深める拠点として人
権・解放講座や人権学習会を行い、人権・同和
問題の早急かつ完全な解決に向け事業を実施
した。また、住民相互の親睦と交流の拠点となる
コミュニティーセンターとしての役割を担いながら
地域住民の各種相談を行い、福祉や生活の向
上をはかった。

事業主体

「青山学校同和教育推進研究委員会」への委託
料等により、同和教育活動に取り組む団体への
支援を行い、行政との協働により人権同和教育
活動の推進と人権啓発をはかった。

事業主体

平成２２年度事業実績

平成22年度事業実績

人権政策・男女共同参画
課

人権・同和教育についての指導、学習相談を行
い、社会教育関係団体の育成などに努め、より
密接な関わりのなかで差別解消に取り組む組織
や人材を育成指導した。

事業主体

平成22年度事業計画

人権・同和教育についての指導、学習相談を行い、社会教育関
係団体の育成などに努め、より密接な関わりのなかで差別解消
に取り組む組織や人材を育成する。

担当課男女共同参画推進事業

平成22年度事業実績
伊賀市

・男女共同参画情報紙の発行（年２回・全戸配布）
・女性法律相談の実施（年６回）
・男女共同参画講演会・研修会の開催
・三重県内男女共同参画連携映画祭2011の実施
・駅前ビル（男女共同参画センター）の整備

同和教育推進研究事業

1.2.3.4

平成２２年度事業計画

「伊賀市男女共同参画基本計画」に基
づき、男女共同参画社会の実現をめ
ざして市民との協働で事業を実施する
ことにより、ジェンダーの意識を払拭し
て自分らしく生きることのできる社会の
実現をめざす。

事業全体の内容

担当課指導者育成事業

差別の撤廃と人権の
確立

児童館活動を実施し、人権感覚豊かな児童の健全育成と保護
者や地域との交流を図る。

地域住民を対象として、部落問題への認識を深め、解決に向け
て生活を高め、豊かにする学習を行う。

青山文化センター

1.2.3.4
差別の撤廃と人権の
確立

担当課

・やまびこサークルでの人権・環境・平
和などの学習や体験活動をとおして、
自己を見つめ他者を認める心の育成
に取組む。
・子どもたちの活動を基盤に、保護者
のつながりをより深いものとして、連携
して子育てに取組む環境を構築する。

・生活相談などの相談活動を実施し、
適切な指導助言を行い、生活の不安
や問題を解消する。
・周辺地域や伊賀市域を対象とした学
習会や講演会を実施し、主体的に同
和問題に取組む人材を育成する。
・周辺地域住民との交流を活発にし、
地域で支えあう基盤を構築する。

差別の撤廃と人権の
確立

担当課

平成22年度事業計画

「青山学校同和教育推進研究委員会」への委託料等によ
り、同和教育活動に取り組む、小学校･中学校・保育園の連
携を深め、行政との協働により人権同和教育活動の更なる
推進を図る。

平成２３年度事業計画

　　　　　　                 　平成23年度の取組施策

人権・同和教育についての指導、学習相談を行い、社会教
育関係団体の育成などに努め、より密接な関わりのなかで
差別解消に取り組む組織や人材を育成する。

平成23年度事業計画

地域住民が互いに学びあう中で、心の豊かさを感じ生活を
高めていく意欲を生み、部落差別の解決に向けた展望を明
らかにし、反差別へ向けて取り組む連帯の輪を広げる。

男女共同参画推進経費

・男女共同参画情報紙の発行（年２回・全戸配布）
・女性法律相談の実施（年６回）
・男女共同参画講演会・研修会の開催
・三重県内男女共同参画連携映画祭2010の実施

平成23年度事業計画



１・２・４・１ 近鉄伊賀線

千円 千円 千円
補助金 118,506 117,971 104,206
委託金 1,917 委託金 1,815 委託金 1,212
その他 697 その他 357 2,000

その他 632

計 121,120 計 120,143 計 108,050

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

１・２・４・２ 関西本線・草津線の整備促進

千円 千円 千円
推進活動経費等 5,198 推進活動経費等 5,707 推進活動経費等 5,916

計 5,198 計 5,707 計 5,916
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

１・２・４・３ 行政バスの運行

千円 千円 千円

委託料 84,348 委託料 92,237 委託料 98,368
その他 50 その他 14 その他 50

計 84,398 計 92,251 計 98,418
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
行政バス運行事業経費 11,076 10,473 11,140

計 11,076 計 10,473 計 11,140
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
運行業務委託料 4,100 運行業務委託料 4,095 運行業務委託料 4,100

計 4,100 計 4,095 計 4,100
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円

行政バス運行経費 8,804 行政バス運行経費 7,557 行政バス運行経費 12,436

計 8,804 計 7,557 計 12,436
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円

行政バス運行業務委託料 4,523 行政バス運行業務委託料 4,420 行政バス運行業務委託料 4,496
車両購入費 3,843 車両購入費 3,612 その他経費 43
その他経費 224 その他経費 76

計 8,590 計 8,108 計 4,539
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

10人乗り1台、15人乗り2台の計3台で、6路線を運行し、公
共交通機関空白地域の移動手段の確保・高齢者等交通弱
者の移動手段を確保し、定住環境の整備を図る。
そのうえで、今後のあり方を、地域を交えた協議会におい
て、デマンド実証運行に向けて協議していく。

補助金(車両更新補助金含む。）

平成23年度事業計画

　　　　　　　                平成23年度の取組施策

　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

　　　　　　　                 平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

伊賀市交通計画に基づき、収支改善に取り組む。
利用者の増加を図る

平成２３年度事業計画

バス利用不便地域の解消等のために、いがまち行政サー
ビス巡回車の自主運営を行い、地域住民の生活交通手段
の確保と住民福祉の向上に資するため、適正な維持管理
に努める。

　　　　　　                 　平成２３年度の取組施策

平成２３年度事業計画

伊賀市、関係団体

事業主体

社会資本整備総合交付金事業の交付金と一般
財源でH22.12に車両を購入する。

平成２２年度事業実績

平成２２年度の取組結果

関西本線複線電化及び草津線複線化
促進に向けた諸団体等との協力によ
り、事業者及び県・国へ実現に向けた
要望活動を推進する

大山田支所振興課

伊賀市
担当課

行政バスの運行経費

事業主体

10人乗り1台、15人乗り2台の計3台で、6路線を運行し、公共交
通機関空白地域の移動手段の確保・高齢者等交通弱者の移
動手段を確保し、定住環境の整備を図る。

担当課

10人乗り1台、15人乗り2台の計3台で、6路線を
運行した。
しかし、前年度と比較して利用者の減少が続い
ている。

担当課関西本線、草津線の整備促進

平成２２年度事業計画

企画課

事業全体の内容

１事業名

２
事
業
内
容

平成２２年度事業計画

1.2.4.3

事業全体の内容

行政バスの運行等

公共交通機関空白地域の移動手段の
確保と高齢者等交通弱者の移動手段
の確保のため行政バスの委託運行

伊賀支所振興課
担当課

事業全体の内容

公共交通機関空白地域の移動手段の
確保と高齢者等交通弱者の移動手段
の確保のための行政バス運行経費２

事
業
内
容

２
事
業
内
容

１事業名

１事業名

1.2.4.3 行政バスの運行等

行政バスの運行経費

1.2.4.3

１事業名

平成２２年度事業計画

行政バスの運行等

公共交通機関空白地域の移動手段の
確保と高齢者等交通弱者の移動手段
の確保のため行政バスの運行

阿山支所振興課行政バスの運行経費

事業全体の内容

行政バスの運行等

伊賀市交通計画に基づき、収支改善に取り組む。
利用者の増加を図る

平成22年度事業計画

企画課

民間事業者が撤退した路線について廃止代替バスを運行、中
心市街地を循環するコミュニティバスの運行、交通空白地の行
政バス運行　など

　　　　　　　                 平成２３年度の取組施策
利用状況に応じた時刻表の見直しを検討していく。

平成２２年度事業実績

平成２２年度の取組結果

伊賀市

バス利用不便地域の解消等のために、いがまち
行政サービス巡回車の自主運営を行い、地域住
民の生活交通手段の確保と住民福祉の向上に
資するため、適正な維持管理に努めることがで
きた。

平成22年度の取組結果

平成２２年度の取組結果

10人乗りワンボックスカー１台で、島ヶ原行政
サービス巡回車の運行を行い、住民の交通手段
の確保に努めた。

平成22年度の取組結果

平成２３年度事業計画

事業主体

平成２２年度事業計画

伊賀市

平成２１年度は車両の修繕料が増額となった。そのため、安全
性を重視し車両を購入する。

平成22年度の取組結果

行政バスの運行経費

行政バスの運行等
バス利用不便地域の解消等のために、いがまち行政サービス
巡回車の自主運営を行い、地域住民の生活交通手段の確保と
住民福祉の向上に資するため、適正な維持管理に努める。

関西線及び草津線の整備に向けた要望活動
関西線及び草津線近代化促進団体への参画
佐那具駅の運営委託
伊賀上野駅トイレの管理　など

１事業名

２
事
業
内
容

1.2.4.3

事業全体の内容

公共交通機関空白地域の移動手段の
確保と高齢者等交通弱者の移動手段
の確保のため行政バスの直営運行

２
事
業
内
容

２
事
業
内
容

関西本線、草津線の
整備促進

１事業名
地域政策係

担当課

1.2.4.2

地域政策係

２
事
業
内
容

近鉄伊賀線の運行確
保

事業全体の内容

伊賀線運営補助、伊賀線団体利用促進、伊賀鉄道活性化事
業、伊賀鉄道活性化連携計画協議会開催、庁内における伊賀
線利用促進、広小路駅前広場整備　など

２種事業者運営補助
利用助成
利用促進策の推進

平成２２年度事業計画

1.2.4.1

１事業名
地域政策係

担当課鉄道網整備促進(伊賀線)
企画課

担当課
島ヶ原支所振興課

事業全体の内容 平成22年度事業計画

行政バスの運行
地方バス路線維持
地域交通対策

1.2.4.3 行政バスの運行等

伊賀線運営補助、車両更新補助、伊賀線団体利用促進、
伊賀鉄道活性化事業、伊賀鉄道活性化連携計画協議会開
催、庁内における伊賀線利用促進、桑町駅前駐輪場整備
など

平成２３年度事業計画
伊賀市、伊賀鉄道

平成２２年度の取組結果

工事請負費

補助金(車両更新補助金含む。）

平成２２年度事業実績

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策
伊賀線運営補助、車両更新補助、伊賀線団体
利用促進、伊賀鉄道活性化事業、伊賀鉄道活
性化連携計画協議会開催、庁内における伊賀
線利用促進、広小路駅前広場整備　など

事業主体

関西本線及び草津線の整備に向けた要望活動
関西本線及び草津線近代化促進団体への参画
佐那具駅の運営委託
伊賀上野駅トイレの管理　など

平成23年度事業計画

民間事業者が撤退した路線について廃止代替
バスを運行、中心市街地を循環するコミュニティ
バスの運行、交通空白地の行政バス運行　など

平成22年度事業実績

平成22年度事業実績
伊賀市

事業主体

事業主体

行政バス運行事業経費 行政バス運行事業経費

平成22年度事業実績

事業主体

民間事業者が撤退した路線について廃止代替バスを運
行、中心市街地を循環するコミュニティバスの運行、交通空
白地の行政バス運行　など　（利用者ニーズ及び利用実態
に応じて運行ルート等の改善検討）

　　　　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

伊賀市

平成２２年度事業実績

関西本線及び草津線の整備に向けた要望活動
関西本線及び草津線近代化促進団体への参画
佐那具駅の運営委託
伊賀上野駅トイレの管理　など



千円 千円 千円

行政バス３路線運行業務委託 29,754 行政バス３路線運行業務委託 27,318 行政バス３路線運行業務委託 29,754

計 29,754 計 27,318 計 29,754

　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

１・２・４・４ 市道の整備・改良の促進

千円 　 千円 千円

39,000 51,122 45,250

155,000 135,900 73,750
287,000 294,600 62,500

計 481,000 計 481,622 計 181,500
　　　　　活性化計画の施策の概要

千円 千円 千円
179,013 187,013 160,117
19,000 17,640 12,700
15,800 20,800 14,545

計 213,813 計 225,453 計 187,362
　　　　　活性化計画の施策の概要

千円 千円 千円
工事費 52,160 工事費 51,045 工事費 22,420
用地補償 3,147 測量設計 5376 測量設計 2,300
その他 1,693 用地補償 418 用地補償 500

その他 1,603 その他 2780

計 57,000 計 58,442 計 28,000
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円

道路改良工事 360,301 道路改良工事 277,456 道路改良工事 461,223
調査費 2,000 調査費 1911 調査費 2,000
用地補償 10,000 用地補償 15,683 補償費 518
その他 12999 その他 7,367 その他 10,427

計 385,300 計 302,417 計 474,168
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

千円 千円 千円
種生小波田線 20,000 道路改良工事 3,670 道路改良工事 34,681

測量設計 507 測量設計 19,000
用地補償 4,681 用地補償 9,146
その他 442 その他 2,775

計 20,000 計 9,300 計 65,602
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

平成２３年度の取組施策

　　　　　　                   　平成23年度の取組施策

平成２３年度事業計画

平成２３年度事業計画

工事、オオサンショウウオ調査、補償の実施（今年度
での完成予定）。

平成23年度事業計画

生活道路の改良・舗装・側溝整備工事等を実施する。

伊賀市
平成２２年度事業実績

事業主体

安全で快適な道路環境の整備を図るため、道路
パトロールの強化、橋梁点検、交通安全施設の
点検及び新設を行った。また、除草・清掃、及び
高欄等の塗装修繕を実施した。

工事、オオサンショウウオ調査、用地補償の実施

平成２２年度の取組結果
１３路線の改良・舗装・側溝整備工事等を実施し
た。

平成22年度の取組結果

事業主体

平成22年度事業実績

生活道路の改良・舗装・側溝整備工事等を実施する。

伊賀市

事業主体

平成２２年度事業計画
伊賀市

担当課

平成２２年度事業実績

建設2課

生活道路の改良及び路側整備と舗装新設工事を実施す
る。幹線道路網の整備として、道路の新設改良事業を実施
する。

臨時地方道整備事業
（７路線の改良・舗装・路側整備工事）

（１路線の道路改良工事）

（３路線の道路改良事業）
道整備交付金事業

社会資本整備総合交付金事業

橋梁維持補修事業

　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

平成２３年度の取組施策
市道種生小波田線道路改良事業、川上種生線道路改良
事業を実施する。

平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

事業主体

伊賀市交通計画に基づき、本庁と連携のうえ生
活交通の確保、利用促進に向けた施策に取り組
んだ。

平成２２年度事業実績

平成２２年度の取組結果

事業主体
伊賀市

１事業名

１事業名 道路環境の維持・向上

行政バスの運行等1.2.4.3

平成22年度事業計画

担当課

伊賀市交通計画に基づき、本庁と連携のうえ生活交通の
確保、利用促進に向けた施策に取り組む。

　　　　　　                 　平成２３年度の取組施策

　　　　　　　平成22年度の取組施策

道整備交付金事業

（１路線の道路改良工事）

伊賀市

担当課

担当課

行政バスの運行委託業務

平成２２年度事業計画

建設1課市内幹線道路・生活道路整備

伊賀市交通計画に基づき、本庁と連携のうえ生活交通の確保、
利用促進に向けた施策に取り組む。

伊賀市

平成２２年度の取組結果

平成２２年度事業実績

社会資本整備総合交付金事業
（４路線の道路改良事業）

事業主体

２
事
業
内
容

事業全体の内容

市道の整備・改良の推
進

幹線市道や都市計画道路など、市内
道路の整備・改良を進め、市民相互の
交流や産業の活性化を図り市としての
一体性を図る

1.2.4.4

２
事
業
内
容

青山支所管内の路線バス３路線（上
津・高尾・霧生線）が廃止になったた
め、地域住民の日常生活に密着した
公共交通手段を確保し、地域活性化と
定住促進を図ることを目的として行政
バスを運行する。

事業全体の内容

１事業名
青山支振興課

1.2.4.4

・市道岡田大沢線道路改良工事
・市道伊勢路とがの奥鹿野線道路改
良工事２

事
業
内
容

事業全体の内容

1.2.4.4
市道の整備・改良の推
進

事業全体の内容

臨時地方道整備事業

平成22年度事業計画

２
事
業
内
容

1.2.4.4

安全で快適な道路環境の整備という
観点から道路のパトロールを強化し、
道路・橋梁の維持管理に努める。

１事業名

２
事
業
内
容

事業全体の内容

市道の整備・改良の推
進

市道改良工事･舗装工事等を実施し、
市内道路の利便性を高め、より安全な
通行の確保を図る。

１事業名 道路整備交付金事業

平成２２年度事業計画

担当課

1.2.4.4

橋梁維持補修事業

平成２２年度事業計画
　
道路維持事業

　　　　　　　平成２２年度の取組施策

交通安全施設維持修繕事業

市道の整備・改良の推
進

川上ダム周辺整備事業に伴いその周辺地域住民の生活環境
及び産業基盤等の基礎的条件の急激な変化を緩和するため道
路改良等を実施する。

市道種生小波田線道路改良事業の事業計画ど
おりの進捗がはかれた。

平成２２年度の取組結果

建設２課

事業計画どおりの進捗が図れた。

道路パトロールの強化と環境整備（除草・側溝清掃・路面補修）
を実施する。交通安全施設（カーブミラー・ガードレール等）の点
検及び新設を行う。橋梁の点検と高欄等の塗装修繕を実施す
る。

（８路線の改良・舗装・路側整備工事）

生活道路の改良及び路側整備と舗装新設工事
を実施した。また、道路の新設改良工事を実施
し、幹線道路網の整備を進めた。

平成22年度事業実績

臨時地方道整備事業

１事業名 川上ダム周辺整備事業

２
事
業
内
容

市道の整備・改良の推
進

事業全体の内容

川上ダム周辺整備事業に伴いその周
辺地域住民の生活環境及び産業基盤
等の基礎的条件の急激な変化の緩和

交通安全施設維持修繕事業交通安全施設維持修繕事業

平成22年度の取組結果

担当課 建設２課

（５路線の道路改良事業）

臨時地方道整備事業
（９路線の改良・舗装・路側整備工

建設1課

（１路線の道路改良工事）

道整備交付金事業

社会資本整備総合交付金事業

生活道路の改良及び路側整備と舗装新設工事を実施する。幹
線道路網の整備として、道路の新設改良事業を実施する。

平成２３年度事業計画

橋梁維持補修事業
道路維持事業

　
道路維持事業

道路パトロールの強化と環境整備（除草・側溝清掃・路面補
修）を実施する。交通安全施設（カーブミラー・ガードレール
等）の点検及び新設を行う。橋梁の点検と高欄等の塗装修
繕を実施する。



１・２・４・５ 市営駐車場の運営

千円 千円 千円
指定管理料 2,800 指定管理料 9,069 指定管理料 2,800
委託料 16,893 委託料 16,893 委託料 16,794

計 19,693 計 25,962 計 19,594
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策 　　　　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

千円 千円 千円
施設維持管理委託料 3,776 施設維持管理委託料 3,825 施設維持管理委託料 3,776

計 3,776 計 3,825 計 3,776
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

千円 千円 千円
施設維持管理委託料 2,444 施設維持管理委託料 2,444 施設維持管理委託料 2,444

計 2,444 計 2,444 計 2,444
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・５・１ 住民自治協議会の運営に対する支援

千円 千円 千円
住民自治協議会地域交付金事業 41,485 住民自治協議会地域交付金事業 40,324
地域活動支援事業 9,790 地域活動支援事業 3,390 地域活動支援事業 4,954

地域包括交付金 161309

計 51,275 計 43,714 計 166,263
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

１・２・５・２ 住民自治活動に対する支援

千円 千円 千円
公民館建設費補助金 19,150 公民館建設費補助金 23,754 公民館建設費補助金 21,250
掲示板設置費補助金 300 掲示板設置費補助金 398 自治会活動費補助金 4,140
街路灯設置費補助金 3,200 街路灯設置費補助金 2,622 委託料等 1,104
街路灯維持管理経費補助金 9,000 街路灯維持管理経費補助金 8,998

計 31,650 計 35,772 計 26,494
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成２２年度の取組施策

１・２・５・３ 地区市民センターの整備

千円 千円 千円
新築工事費 223,100 新築工事費 207,022
設計業務委託料 5,586 設計業務委託料 5,586 設計業務委託料 8,000
工事監理委託料 9,395 工事監理委託料 3,465 地質調査業務委託料 1,250
備品購入費等 7,356 備品購入費等 4,352 農業集落排水接続工事費 3,358

計 245,437 計 220,425 計 12,608
　　　　　活性化計画の施策の概要 　　　　　　　平成22年度の取組施策

伊賀支所振興課
事業主体

担当課

市内外への通勤・通学や観光客が利用する駐車
場は、観光地又は市内駅周辺に設置されてお
り、特に観光客が利用する駐車場の利用促進の
ため、区画線整備等を行い駐車場の適正な維持
管理に努めた。

地区市民センターの施設整備にかかる委託業務
神戸地区市民センターの農業集落排水接続工事

平成23年度事業計画

地域活動支援事業による住民自治協議会活動及びNPOや
ボランティア団体による市民公益活動への財政支援を行
う。

「伊賀市住民自治協議会の財政支援に関する要綱」による
地域包括交付金の交付

平成２３年度事業計画

事業を行う自治会に対し次のとおり補助を行う。
公民館建設費補助金：新設３棟、改築５棟。
掲示板、街路灯について地域包括交付金に算入した。

平成23年度事業計画

平成23年度の取組施策

　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の取組施策

　　　　　　　　　　　　　　平成23年度の取組施策

　　　　　　　                平成２３年度の取組施策

市内外への通勤・通学や観光客が利用する駐車場は、観
光地又は市内駅周辺に設置されており、特に観光客が利
用する駐車場の利用促進のため、区画線整備等を行い駐
車場の適正な維持管理に努める。

平成23年度事業計画

施設の適切な管理運営と適正な使用料の徴収事務を行
い、利用者のサービスに努める。

　　　　　　　                平成23年度の取組施策

平成23年度事業計画

平成２３年度事業計画

施設の適切な管理運営と適正な使用料の徴収事務を行
い、利用者のサービスに努める。

平成22年度事業計画

駐車場事業（駐車場事業特別会計）

２
事
業
内
容

事業全体の内容

1.2.4.5 市営駐車場の運営

指定管理者制度による市営島ヶ原駐
車場の管理運営・駐車場使用料の徴
収事務

１事業名 駐車場事業（駐車場事業特別会計）

1.2.4.5

指定管理者制度による市営伊賀駐車
場の２箇所管理運営・駐車場使用料
の徴収事務

指定管理者制度による市営駐車場7
箇所の管理運営・駐車場使用料の徴
収事務

１事業名

２
事
業
内
容

市営駐車場の運営

事業全体の内容

1.2.4.5

２
事
業
内
容

事業全体の内容

伊賀市、島ヶ原勤労者協議会

平成２２年度の取組結果

平成２２年度事業実績

施設の適切な管理運営と適正な使用料の徴収
事務を行い、利用者のサービスに努めた。

事業主体

伊賀市

市内外への通勤・通学や観光客が利用する駐車場は、観光地
又は市内駅周辺に設置されており、特に観光客が利用する駐
車場の利用促進のため、区画線整備等を行い駐車場の適正な
維持管理に努める。

平成22年度事業実績

駐車場事業
管財課

伊賀市

市営駐車場の運営

担当課

平成22年度の取組結果

事業主体

平成２２年度事業計画

１事業名

平成22年度の取組結果
施設の適切な管理運営と適正な使用料の徴収
事務を行い、利用者のサービスに努めた。

事業主体

平成22年度事業実績

１事業名 住民自治協議会推進経費

平成22年度事業実績
伊賀市、住民自治協議会

２
事
業
内
容

事業全体の内容

6.1.3.2 市民活動の促進

平成22年度の取組結果

1.2.5.1
住民自治協議会の運
営に対する支援

住民自治協議会により策定された地
域まちづくり計画を実践していく上で、
協議会の運営及び地域が主体となり
取組むまちづくり事業を支援する。

「伊賀市住民自治協議会の財政支援に関する要綱」による地域
交付金の交付

地域活動支援事業による住民自治協議会活動及びNPOやボラ
ンティア団体による市民公益活動への財政支援を行う。

地区市民センター整備事業

市民活動推進室

事業を行う自治会に対し以下のとおり補助を行う。公民館建設
費補助金：新設４棟、改築１棟、バリアフリー改修１棟、掲示板
設置２７基、街路灯設置１８６灯、街路灯維持管理経費

１事業名 自治振興経費 担当課

平成２２年度事業計画

伊賀市

２
事
業
内
容

事業全体の内容

地区市民センターの整備
整備箇所１３ヶ所
既存施設の活用８ヶ所、既存あるいは
新設２ヶ所、新設３ヶ所
なお、地元との調整により変更あり

1.2.5.2
住民自治活動に対す
る支援

地区公民館の建設事業(新築及び増
改築)を行う自治会に対し補助を行う。
掲示板の設置を行う自治会に対し補
助を行う。
自治基本条例に基づき市民の自主的
なまちづくり活動を支援し、個性的で
魅力あふれる地域づくりを推進する。

事業全体の内容

２
事
業
内
容

１事業名

1.2.5.3
地区市民センターの整
備

きじが台、ゆめが丘の地区市民センターの施設
整備を実施した

きじが台、ゆめが丘の地区市民センターの施設整備

平成22年度事業計画

島ヶ原支所振興課

施設の適切な管理運営と適正な使用料の徴収事務を行い、利
用者のサービスに努める。

平成22年度の取組結果

平成22年度事業実績

市民活動推進室

平成22年度事業計画

担当課
事業主体

平成22年度事業計画

担当課
市民活動推進室

公民館建設費補助金：新築4棟、増改築3棟、バ
リアフリー1棟
掲示板：１４基
街路灯：１５７灯
街路灯維持管理経費：２６６自治会

地域活動支援事業補助金申請団体（市民公益
活動部門：7団体）（住民自治協議会部門：6団
体）
補助金交付団体（市民公益活動部門：４団体）
（住民自治協議会部門：5団体）

伊賀市
平成２２年度事業実績

事業主体

平成２２年度の取組結果

住民自治協議会地域交付金を３７住民自治協議
会へ交付

担当課

施設の適切な管理運営と適正な使用料の徴収事務を行い、利
用者のサービスに努める。


