
更新日： 2010/5/ 

吉武 赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東 南郷 東郷 日の里 田島 池野 岬 神湊 大島
公民館活動部会（１３人） 公民館活動部会（19人） 公民館活動部会（15人） 公民館活動部会（17人） 公民館活動部会（１7人） 公民館活動部会（15人） 公民館活動部会（14人） 教育文化部会（28人） 公民館活動部会（８人） 公民館活動部会（11人） 公民館活動部会（14人） 公民館活動部会（5人） 学び友愛部会（９人）

自治公民館（13人） 自治公民館館長(12人） 自治公民館長会（9人） 自治公民館連合会（9人） 自治公民館連合会（１7人） 自治公民館長（１３人） 自治公民館長（１３人） 町内会（教育文化部）(12人） 自治公民館長（８人） 自治公民館長（１０人） 自治公民館長及び班長（14人） 自治公民館長（5人） 区長会(1人）
区長会（自治公民館のない コールチャティ（1人） 特薦委員（8人） 区長会（１人） 地域サポーター（１人） 民生児童委員会（１人） 池野グランドゴルフクラブ（１人） 相談役 婦人会(1人）
自治会の代表を含む）（2人） 郷土歴史愛好会（1人） 市体育指導委員(1人) 主任児童委員（1人） 卓球クラブ（0人） 漁協女性部(1人）
公民館担当（4人） 自治会長会(2人） 子ども会（0人） 青少年指導員会（1人） 子ども会育成会（１人）

部会長推薦（1人） 有識者（2人） 小中学校ＰＴＡ（3人） 体育委員会(1人)
青少年育成部会（11人） 青少年育成部会（25人） 青少年育成部会（１７人） 青少年育成部会（８人） 青少年育成部会（１2人） 青少年育成部会（14人） 青少年育成部会（28名） 保育園幼稚園連絡会（1人） 青少年育成部会（11人） 青少年育成部会（１４人） 青少年育成部会（8人） 青少年育成部会（15人） 体育指導委員(1人)

自治会長会（2人） 青少年育成会（18人） 青少年育成会（10人） 青少年育成委員（１人） 青少年指導員会（3人） 区長会（１人） 青少年育成会（１３人） 東小子育てサロン（１人） 青少年指導員会（２人） 青少年指導員会（１人） 青少年指導員会（2人） 青少年育成協議会長（5人） 小学校PTA(1人)
青少年指導員会（１人） 青少年指導員会（1人） 青少年指導員会（0人） 青少年指導員会（１人） 子ども会育成連合会（１人） 青少年指導員会（2人） 青少年指導員会（２人） 日の里子育てサロン（１人） 子ども会（２人） 幼・小・中学校ＰＴＡ（３人） 子ども会育成会（1人） 青少年指導員会（２人） 中学校PTA(1人)
子ども会（1人） 主任児童委員(2人） 主任児童委員（０人） 小・中学校ＰＴＡ（３人） 学校ＰＴＡ（３人） 公民館長（1人） 子ども会育成会（２人） おいでおいでサロン（１人） 玄海小・中ＰＴＡ（４人） 子ども会担当（１０人） アンビシャス広場（1人） 子ども会育成連合会（２人） 青少年指導委員会(1人)

小学校ＰＴＡ（２人） ＰＴＡ（2人） 小学校PTA・あかにこクラブ（０人） 主任児童委員（１人） 民生・児童委員協議会（2人） 民生・児童委員協議会（2人） 小中学校ＰＴＡ（4人） 警察署少年補導員（１人） 主任児童委員（１人） 主任児童委員(０人） 幼・小・中学校ＰＴＡ（3人） 主任児童委員（0人）

中学校ＰＴＡ（３人） 区長会（2人） 中学校PTA（0人） 保護司（１人） 有識者（３人） 小中学校・PTA（7人） 主任児童委員（２人） 青少年育成会（１人） 匠の会（１人） 民生・児童委員（1人） 小・中学校ＰＴＡ（２人）

主任児童委員（1人） 有識者（０人） 委員（１人） 市体育指導委員(1人) 小中学校（２人） 町内会長（3人） 有識者（１人） 匠の会（１人）
更正保護婦人団体（0人） 自治会長会（1人） 老人クラブ（1人） 地域サポーター（１人） 前年度部会長（１人） 有識者（3人）
青少年補導員（1人） 消防団（1人）

子ども会（0人）
健康福祉部会（　人） 健康福祉部会（14人） 健康福祉部会（16人） 健康福祉部会（１6人） 健康福祉部会（１０人） 健康福祉部会（20人） 健康福祉部会（１８名） 健康福祉部会（21人） 健康福祉部会（８人） 健康福祉部会（７人） 健康福祉部会（9人） 健康福祉部会（12人） 健やか幸せ部会（７人）

老人クラブ（1人） 民生・児童委員協議会（2人） 民生・児童委員会（2人） 福祉会（2人） 老人クラブ（２人） 福祉協力員(5人) 老人クラブ（３人） 町内会（健康福祉部）（12人） 老人クラブ（１人） 福祉会（１人） 高砂会（2人） 老人クラブ（３人） 区長会(1人）
福祉会（1人） 福祉会（2人） 福祉会（3人） 民生委員児童委員（2人） 福祉会（3人） 民生・児童委員協議会(5人) 福祉会（５人） 地区福祉会（1人） 福祉会（1人） ヘルス推進員会（１人） 福祉会（2人） 福祉会（2人） 民生委員・児童委員会（１人）

ヘルス推進員（2人） ヘルス推進員（2人） ヘルス推進員（2人） ヘルス推進員（１人） ヘルス推進員（２人） 食生活改善推進会(2人) ヘルス推進員会（２人） ヘルス推進員（1人） ヘルス推進員会（２人） 民生・児童委員会（２人） 浜ゆうの会（１人） ヘルス推進員会（2人） ヘルス推進員（１人）

民生・児童委員協議会（3人） 食生活改善推進会（2人） 食生活改善推進会（2人） 食生活改善推進会（１人） 民生・児童委員協議会（1人） 老人クラブ(2人） 民生・児童委員会（５人） 民生児童委員会（1人） 民生・児童委員（２人） 食生活改善推進会（１人） ヘルス推進員（１人） 食生活改善推進協議会（1人） 老人クラブ(1人)
食生活改善推進協議会（2人） 老人クラブ（2人） 老人クラブ（2人） 体育指導委員（１人） 食生活改善推進会（２人） 区長会（2人） 食生活改善推進会（２人） 食生活改善推進会（1人） 食生活改善推進会（1人） 体育指導委員（１人） 民生・児童委員（2人） 民生委員・児童委員会（２人） 婦人会(1人）
体育指導委員（1人） 体育指導委員（1人） 体育指導員（2人） 身障者福祉協会（１人） 体育指導委員（１人） 地区老人クラブ（1人） 体育指導委員（１人） じょうもんさん会（１人） 食生活改善推進会（１人） 体育指導委員（１人） 福祉会(1人)

区長会（3人） 城山を守る会（1人） 各区高齢者の会（６人） 体育指導委員（1人） ふじ会（１人） 障害者福祉会(1人)
自治会長会（2人） コールリフレーン（１人） 町内会長（3人）

特薦委員（1人） 前年度副部会長（0人）

環境整備部会（13人） 環境整備部会（19人） 環境整備部会（15人） 生活環境部会（１4人） 環境整備部会（１７人） 生活環境整備部会（１３人） まちづくり部会（２５人） 生活環境部会（28人） 環境整備部会（12人） 環境整備部会（１３人） 環境整備部会（16人） 環境整備部会（16人） さわやか生活部会（９人）

自治会長会（2人） 区長会（4人） 自治会長会（4人） 区長会（１０人） 区長会（１６人） 区長会（１３人） 区長会（１８人） 町内会（生活環境担当）（12人） 区長会（8人） 区長会（１０人） 区長会（10人） 自治会長会（５人） 区長会（１人）
消防団（第一分団）（２人） 交通安全協会（2人） 交通安全協会（2人） 商工会（２人） 消防団（第５分団）（１人） ＪＡ南郷支店長（０人） 消防団（１人） 町内会（防犯・交通）（12人） 消防団（１人） 消防団（２人） 消防団（第14分団）（3人） 消防団（２人） 漁協青壮年部(1人)
地域代表（8人） 消防団（2人） 商工会（2人） 消防団（１人） 消防団（0人） 商工会（１人） 商工会（1人） 農業団体（１人） 商工会（１人） 鐘崎駐在所（1人） 交通安全協会（2人） 漁協女性部(1人)
農事組合（１人） 防犯協会（3人） 消防団（2人） 交通安全協会（１人） 交通安全協会（0人） 老人クラブ（３人） 宗像交通安全協会(１人） 宗像大社（１人） 交通安全協会（2人） 各自治会代表（５人） 消防団(1人)

自治会（4人） 生産組合（2人） 特薦委員（０人） 地域サポーター（２人） 消防団（１人） 交通安全協会（１人） 有識者（２人） 漁協大島支所(1人)
部会長推薦（4人） 青少年指導員会（1人） 町内会長（2人） 交通安全協会(1人)

ＪＲ赤間駅（1人） 前年度部会長（0人） 婦人会(1人)
ＪＡ赤間駅前支店（1人） 小・中学校(2人)

地域づくり部会（14人） 地域づくり部会（16人） 地域づくり部会 地域づくり部会 地域づくり部会（１９人） 地域づくり部会（21人） 地域づくり部会 地域づくり部会 地域づくり部会（18人） 地域づくり部会（７人） 島おこし部会（９人）

自治会長会（2人） 商工会（5人） 農事区長会（９人） 商工会(3人) 区長会（10人） 神湊盆おどり保存会（２人） 区長会（１人）
新立山を守る会（１人） 農業団体（2人） 農業団体(3人） 恵商会(3人) 商友会（1人） ふじの木保存会（１人） 体育委員会（１人）
商工会（１人） 区長会（4人） ＪＡ支店長（1人） 商工会青年部・女性部(2人) 高砂会（1人） マジック（２人） 商工会（１人）
老人クラブ（１人) 部会長推薦（2人） 開発協議会（1人） 唐津街道南郷協議会(3人) 盆踊り振興会（1人）大正琴（１人） 漁協青壮年部（１人）

地域代表（９人） 自治区推薦（3人） 河東商工会（2人） 許斐山愛好会(1人) 漁業団体（4人） 有識者（１人） 漁協青婦人部（１人）

ほたるの里（1人） かのこの里(2人) 農業団体（1人） 山笠保存会（１人）
白山城址を守る会（2人） 許斐流太鼓保存会(1人) 盆踊り振興会（１人）

JA青年部・女性部・研究部（4人） 青年団（１人）
有識者グループ（2人） 離島推進委員会（１人）

広報委員会（９人） 男女共同参画部会（16人） 広報委員会（9人） 広報委員会(１１人） 広報委員会(12人） 広報委員会 広報部会（39人） 広報委員会 広報委員会 地島振興部会 広報委員会（7人）

各部会(5人) 女性の会(7人) 役員会(1人) 広報委員長（１人） 有識者（2人） 有識者（４人） 町内会（代表）（12人） 各部会 役員会 各部会から1人 各部会から1人
地区代表(１人) 区長会(1人) 有識者(6人) 各部会（広報担当）（５人役員会（2人） 事務局（５人） コミセン事務局（１人） 事務局 各部会 事務局より3人 事務局2名
運営協議会事務局(２人) 自治区推薦（8人） 運営協議会事務局(2人) コミュニティ会長（１人） 各部会（5人） 各種団体／広報担当15人） 事務局 有識者
副会長（１人） 　〃　副会長（１人）区長会（1人） 各部会（広報担当）（3人）

　〃　事務局長（１人） 事務局(2人） 町内会長（2人）
　〃　事務局次長（１人） 前年度部会長（１人）

　〃　事務員（１人） HP推進委員・特派員（5人）

広報委員会（9人） 広報委員会

各部会(5人） 各部会から1人
運営協議会事務局(3人) 事務局から3人
役員会(1人) 有識者

平　成　２２　年　度　　　１３　地　区　部　会　構　成　団　体　比　較　表



更新日： 2010/6/

吉武 赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東 南郷 東郷 日の里 田島 池野 岬 神湊 大島

公民館活動部会 公民館活動部会 公民館活動部会 公民館活動部会 公民館活動部会 公民館部会 公民館活動部会 教育文化部会 公民館活動部会 公民館活動部会 公民館活動部会 公民館活動部会 学び友愛部会

・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業 ・自治公民館活動推進事業

・コミセンの管理運営事業・生涯学習、趣味、娯楽 ・女性参画推進事業 ・生涯学習、生涯スポーツ推進事業 ・女性参画推進事業 ・区子ども会活動事業 ・男女共同参画推進事業 ・女性参画推進事業 ・男女共同参画推進事業 ・地区公民館の管理運営事業 ・女性参画推進事業 ・男女共同参画推進事業 ・男女共同参画推進事業

・女性参画推進事業 ・コミュニティ運営事業支援 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・講演会事業 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・生涯学習・スポーツ文化事業 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・青少年育成事業 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・男女共同参画推進事業 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・生涯学習、趣味、娯楽

・生涯学習、趣味、娯楽 ・講座､講演会事業等 ・コミュニティ運営事業支援 ・講座、講演会事業 ・子ども会活動推進事業 ・生涯学習、趣味、娯楽 ・講座､講演会事業等 ・講座､講演会事業等 ・講座､講演会事業等

・講座､講演会事業等 ・地区内パトロール推進事業 ・講座、講演会事業等 ・ ・各区対抗大会

・学校開放事業 ・全島運動会

青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 ・子育て支援事業 青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 青少年育成部会 ・夜間指導

・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業と人権学習 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・地区文化事業 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・青少年育成事業 ・バスハイク

・子ども会活動推進事業 ・子ども交流活動推進事業 ・子ども会活動推進事業 ・世代間交流事業 ・子ども会活動推進事業 ・子ども会活動推進事業 ・子ども会活動推進事業 ・啓発活動 ・子ども会活動推進事業 ・子ども会活動推進事業 ・子ども会活動推進事業 ・子ども会活動推進事業 ・小石原小学校交流

・地区内パトロール推進事業 ・地区内パトロール事業 ・地区内パトロール事業 ・男女共同参画講演会事業 ・地区内パトロール推進事業 ・地区内パトロール事業 ・地区内パトロール推進事業 ・地区内パトロール推進事業 ・地域内パトロール推進事業 ・子育て支援事業 ・地区内パトロール推進事業 ・文化祭、バザー

・学校情報及び開放事業 ・子育て支援事業 ・学校開放 ・学校情報及び開放事業 ・学校情報、開放事業支援 ・学校情報及び開放事業 ・学校情報及び開放事業 ・学校情報及び開放事業 ・地区内パトロール推進事業 ・学校開放事業 ・クリスマス会

・子育て支援活動 ・子育て支援事業 ・子育て支援事業 ・少子化対策と子育て支援活動 ・子育て支援事業 ・子育て支援事業 ・学校情報及び開放事業 ・子育て支援事業 ・除草作業（学校）

・交通安全指導活動 ・各種スポーツ教室

健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健康福祉部会 健やか幸せ部会

・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業 ・高齢者福祉事業

・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業 ・障害者福祉事業

・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業 ・福祉ネットワーク事業

・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業 ・健康づくり事業

・世代間交流事業 ・啓発活動 ・歩こう会

・愛の声かけ運動

・高齢者奉仕活動

環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 生活環境部会 環境整備部会 生活環境整備部会 まちづくり部会 生活環境部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 環境整備部会 さわやか生活部会

・地区内一斉清掃（河川堤草刈等）事業 ・地区内一斉清掃事業 ・地区内一斉清掃事業 ・地区内一斉清掃事業 ・地区内一斉清掃事業（河川堤草刈等） ・生活環境整備・開発事業 ・地域づくり事業 ・生活改善事業 ・地区内一斉清掃事業 ・地域内一斉清掃事業 ・地区内一斉清掃事業（河川堤草刈等）事業 ・地域内一斉清掃 ・地域内一斉清掃

・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量 ・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量、分別収集 ・人権教育啓発活動(講演会) ・環境保全事業 ・地域活性化事業 ・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量、分別収集 ・ゴミ減量、分別収集

・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業・公害対策事業 ・公害対策事業 ・ゴミ減量、リサイクル事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業 ・環境保全事業

・花いっぱい運動 ・交通安全対策事業 ・防災公害対策事業 ・交通安全対策事業 ・公害対策事業 ・一斉清掃、ゴミ減量等事業 ・地域内防災活動事業 ・地区内一斉清掃事業 ・公害対策事業 ・公害対策事業 ・花いっぱい運動 ・公害対策事業 ・公害対策事業

・公害対策事業 ・地域防犯対策 ・地域づくり事業 ・安心、安全なまちづくり事業 ・地区内防災活動事業 ・交通安全、防犯等対策事業 ・交通安全、防犯等対策事業 ・環境保全事業 ・地域内防災活動事業 ・地域内防災活動事業 ・公害対策事業 ・地域内防災活動事業 ・地域内防災活動事業

・地区内防災活動事業 ・ホタル繁殖活動 ・交通安全対策事業 ・交通安全、防犯等対策事業 ・地区内一斉清掃事業 ・公害対策事業 ・交通安全、防犯等対策事業 ・防犯等対策事業 ・地区内防災活動事業 ・交通安全、防犯等対策事業 ・交通安全、防犯等対策事業

・交通安全、防犯等対策事業 ・安全、安心なまちづくり推進事業 ・ゴミ減量、分別収集 ・防犯灯維持管理 ･地域づくり事業 ･地域づくり事業 ・交通安全、防犯等対策事業 ・さつき松原の保全 ・漁業系廃棄物の回収・処理

・交通安全対策事業 ・地域産業の振興 ・海岸美化事業 ・海岸美化事業

・地区内防災活動事業

・啓発活動

地域づくり部会 地域づくり部会 地域づくり部会 地域づくり部会 地域づくり部会 地域づくり部会 島おこし部会

・地域産業の振興(一次産業の振興） ・地域産業の振興 ・地域産業の振興(一次産業の振興） ・地域産業の振興 ・地域産業の振興(一次産業の振興） ・地域活性化推進事業 ・新成人を祝う会

・まちづくり活動連携 ・まちづくり活動との連携 ・まちづくり活動連携 　　特産品の開発 ・ふるさと活性化事業 ・ふるさとづくり事業 ・ふるさとづくり事業

・まちづくり活性化講座 ・イベントの企画、実施 ・まちづくり活性化講座 　　地元の農・工・商の振興 ・花いっぱい運動、特産品の開発 ・イベントの企画、実施 ・イベントの企画、実施

・イベントの企画、実施 ・国際交流の推進 ・花いっぱい運動 ・まちづくり活動 ・伝統行事の継承 ・花嫁対策

・花いっぱい運動、特産品の開発 ・イベントの企画、実施 　　むらおこし講座開催 ・大島PR事業

･歴史文化の保存･整備 　　地域まちづくり支援 ・離島交流

・地域行事の企画・実施 ・花火大会

　　九州大道芸まつり開催

広報委員会 男女共同参画部会 広報委員会 広報委員会 広報委員会 広報委員会 広報委員会 広報部会 広報委員会 広報委員会 地島振興部会 広報委員会
広報委員会、全島運動会委員会、

新成人を祝う会実行委員会

・広報紙発行 ・男女共同参画推進事業 ・赤間西広報事業 ・広報紙の編集、発行 ・広報紙発行 ・広報紙の編集・発行 ・広報紙発行 ・日の里広報事業 ・広報紙発行 ・広報紙発行 ・自治公民館活動推進事業 ・広報紙発行 ・広報紙発行

・啓発活動 ・ホームページの更新 ・ホームページ制作、運営事業 ・青少年育成事業 ・全島運動会

・コミュニティづくりのための学習・調査・研究 ・啓発活動 ・健康福祉事業 ・新成人を祝う会

・環境保全事業

・地域づくり事業

広報委員会 広報委員会

・広報紙発行 ・広報紙発行
・ホームページの更新

平　成　２２　年　度　　１３　地　区　部　会　活　動　状　況



赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

グラウンドゴルフ大会 40,000 親善ソフトボール大会 80,000 グラウンドゴルフ大会 125,000 区会対抗グラウンドゴルフ大会150,000 事務費 23,000
グラウンドゴルフ市大会 40,000 グラウンドゴルフ大会 85,000 お手玉あそび大会 10,000 歩こう会（健康福祉部会との共催50,000 グラウンドゴルフ大会 96,000
吉武地区合同運動会 120,000 城山ふれあい登山 35,000 ぶらりと赤間西 30,000 囲碁・将棋大会 160,000 ソフトボール大会 139,000
吉武地区お手玉大会 35,000 お手玉大会 40,000 囲碁・将棋大会 45,000 お手玉大会 40,000 お手玉大会 50,000
お手玉大会市大会 15,000 先進地視察 40,000 ほのぼのコンサート 70,000 文化講演会 20,000 ｺﾐｭﾆﾃｨ大会拠出金 15,000
ソフトバレーボール大会（協議会親善70,000 ニュースポーツ体験講座 20,000 視察研修 40,000 市大会負担金 35,000 館長研修費 17,000
講演会 20,000 歴史塾 25,000 研修費・役員手当等 205,000
ソフトバレーボール大会（公民館対抗80000 市大会負担金 15,000
家庭学習講演会 20000 部会会議費 30,000
事務費 5000

南郷 東郷 田島
事業名 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

地区グラウンドゴルフ大会 55,000 新旧公民館長会議 45,000 子ども居場所づくり 220,000 講座 30,000
地区ソフトボール大会 50,000 夏まつり東郷２０１０ 0 星を見る会 6,000 公民館まつり 150,000
地区ペタンク大会（青少年育成部会45,000 親善グラウンドゴルフ大会 130,000 文化祭 230,000 お手玉教室 27,000
地区囲碁大会 35,000 秋季文化祭 0 子ども祭り 148,000 社会見学 200,000
市大会負担金 30,000 親善ソフトボール大会 60,000 イルミネーション点灯 165,000 グラウンドゴルフ大会 67,000
研修会 60,020 ｺﾐｭﾆﾃｨ親善交流GG大会・お手玉大会負担金 15,000 研修 88,000 バレーボール 95,250
会議費 52,000 どんど焼き 0 会議費 156,000 研修費 5,000
その他（予備費・事務費等） 172,584 新春のつどい 0 事務費 10,000 会議費 15,000

親善囲碁大会 80,000
部会研修会 47,000 ※教育文化部会
先進地視察研修会 35,000 （公民館活動及び青少年育成）
研修費 10,000
お手玉教室及びお手玉大会 25,000
親善交流お手玉大会参加経費 15,000
通学路立ち番 0
会議費 10,000
事務費 10,000
役員手当 11,000

池野 岬 神湊
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

コミュニティ講座 130,000 湯川山登山路整備 25,000 グラウンドゴルフ大会 60,000 各区対抗大会
わっしょい玄東２１ 30,000 グラウンドゴルフ大会 40,000 玄海文化まつり 150,000 夏休み指導
グランドゴルフ大会 15,000 初日の出 お手玉大会 30,000 バスハイク
卓球大会 15,000 お手玉大会 30,000 各種会議 7,000 お楽しみ会
お手玉大会 15,000 トイレ掃除 ふれあいデー
地域交流大会参加支援事業 40,000 会議費 2,000 小石原小交流
市大会負担金（グラウンドゴルフ・お手玉） 15,000 各種スポーツ教室
図書整備事業 10,000 夜間指導
新規事業 20,000 全体で
防災 0 学び友愛部会 750,000
予備費 10,000 （公民館活動及び青少年育成）

平成２２年度　公民館活動担当部会　事業一覧表
吉武

大島

日の里



赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

防犯活動（部会事業） 95,000 ドッヂボール大会 100,000 あいさつ運動 60,000 サマーフェスティバルＩＮ自由ヶ丘 150,000 会議費 11,000
地域餅つき大会 60,000 ジュニアリーダー研修（キャンプ等） 200,000 こども１１０番 60,000 子育てサロン自由ヶ丘 60,000 遊びの達人教室　 80,000
インリーダー研修 95,000 子育てサロン 50,000 寺子屋in赤間西　　　　　　　　　　 70,000 親子教室やんちゃクラブ 80,000 通学路クリーンアップ作戦 55,000
奉納相撲大会（子ども会） 70,000 赤間っ子まつり 30,000 子育て支援事業｛ぬくもりっこ｝ 40,000 こども＆青少年の居場所つくり 250,000 子ども110番の家 5,000
親子ドッジボール大会（子ども会） 45,000 子どもまつり 120,000 視察研修 40,000 わくわく教室 100,000 ボランティア育成 36,000
防犯活動（青少年指導員会） 70,000 研修費 20,000 部会会議費 30,000 役員全体研修会 40,000 ニュースポーツ 30,000

城山中学校文化祭 40,000 予備費 20,000 青少年指導員会助成金 200,000 体験教室 121,000
子育てサロン事業 20000 費用弁償 140,000 パトロール 200,000
春まつり 10000 役員手当 57,000 子育て支援事業 45,000
事務連絡費（子ども会） 5000 会議費 40,000
事務連絡費（部会資料印刷代） 5000 予備費 14,000

南郷 東郷 日の里 田島
事業名 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

南郷まつり 100,000 子どもみこし 60,000 子ども居場所づくり 220,000 玄海小学校子ども見守り・あいさつ隊 20,000
どんど焼き 60,000 夏まつり東郷２０１０ 0 星を見る会 6,000 映画鑑賞 41,000
安全会費 20,000 部会研修会 67,200 文化祭 230,000 親子清掃活動とバーベキュー 75,000
単位子ども会補助 55,000 どんど焼き 105,000 子ども祭り 148,000 親子ふれあいボーリング大会 121,000
ペタンク大会（公民館活動部会共催） 20,000 地域子ども教室 300,000 イルミネーション点灯 165,000 定期・大社定期大祭パトロール 50,000
野外炊飯（アンビシャスと共催） 22,000 子育てサロンあひるクラブ 59,000 研修 88,000 青少年指導・防犯研修会 4,000
シニア・ジュニアリーダー活動費 0 秋季文化祭 0 会議費 156,000 こども１１０番の家設置 25,000
青少年指導員パトロール 222,000 新春の集い 0 事務費 10,000 匠の会事業 50,000
はがき代 10,000 会議費 10,000 玄海小学校トイレ掃除に学ぶ会 30,000
事務費（印刷費等） 17,200 役員手当 11,000 ※教育文化部会 家庭教育学級 20,000

子ども会育成連合会 46,000 （公民館活動及び青少年育成） 子育て支援事業プレイパーク 35,000
青少年指導員会 318,500 研修費 7,500

会議費 22,500

池野 岬 神湊
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

青少年指導員会 70,000 子ども会活動 100,000 親子ふれあい活動 67,000 各区対抗大会
プール開放 5,000 アンビシャス活動 30,000 親子清掃活動&バーべＱ 90,000 夏休み指導
イングループリーダー研修 55,000 親子盆踊り 20,000 パトロール 42,000 バスハイク
防火夜回り 20,000 匠の会助成事業 50,000 お楽しみ会
文化まつり - 鑑賞会 41,000 ふれあいデー
わくわく体験報告会 - 玄海小子ども見守りあいさつ隊 10,000 小石原小交流
お別れ会 25,000 子育て講座 20,000 各種スポーツ教室
こども１１０ばんの家 35,000 青少年指導、防犯講習会 4,000 夜間指導
河東地区合同研修会 - 会議費 17,000 全体で
予備費 10,000 750,000
自主防災会 - ※学び友愛部会
鯉のぼり事業 10,000 （公民館活動及び青少年育成）

平成２２年度　青少年育成担当部会　事業一覧表
吉武

大島



赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

みんなで遊ぼう会 34,000 健康福祉講演会と障害体験事業 40,000 こども見守り事業「地域見守り隊」 70,000 ふれあい歩こう会 40,000 会議費 7,800
朗人の日 60,000 認知症ネットワーク事業 20,000 日赤看護大学地域実習支援 10,000 いきいきグラウンドゴルフ大会 80,000 研修費 43,000
食生活改善運動の普及 93,000 食で健康づくり 40,000 世代間交流　昔あそび 50,000 健康福祉講演会 10,000 料理教室 194,200
健康づくり（ヘルス推進委員会） 43,000 指導者養成事業(玄米ニギニギ等) 20,000 城山祭 15,000 花壇整備費 20,000 歩こう会（春・秋） 15,000
地域福祉活動（福祉会） 110,000 視察研修及び交流 30,000 ニュースポーツ大会 20,000 コミュニティ歩こう会 10,000 健康教室 77,000
ふれあい事業（老人会） 85,000 歩こう会 10,000 ペタンク大会 60000 健康玄米ニギニギ体操 10,000 ヘルス活動費 82,000
事務費 4,000 研修及び交流（食進会） 15,000 健康づくり歩こう会 10000 いきいきふれあいサロン 225,000 地区福祉会活動支援 143,000

健康測定 20,000 刃物研ぎ 50000 会議費 10,000 小地域福祉会に対する活動支援 228,000

健康の日 80,000 にぎにぎ体操交流会 30000 福祉会助成金 1,176,000
市（健康福祉部）との懇談会 0 福祉講演会 30,000 ヘルス推進員助成金 260,000

視察研修 45,000 食進会助成金 550,000
部会会議費 40,000 予備費 23,000

南郷 東郷 田島
事業名 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

バスハイク 63,000 夏まつり東郷２０１０ 0 ふれあい歩こう会 200,000 宗像大社奉仕作業 21,000
予防料理研修会 10,000 福祉講演会 0 健康食実践研究会 15,000 ウォーキングと子ども見守り活動 0
とも白髪の会 40,000 親善グラウンドゴルフ大会 0 グラウンドゴルフ大会 144,040 ゴミ拾い隊 0
ふれあい餅つき大会、ふれあい見守り活動 20,000 部会研修 52,400 グラウンドゴルフ大会（市） 36,000 ニュースポーツへの取り組み 0
理事・民生・協力員研修会 40,000 東郷地区歩こう会 0 救命講習会 9,850 花いっぱい見守り訪問活動 50,000
福祉協力員研修 20,000 １回目男性料理教室 0 会議費 120,000 ひとり暮らし高齢者バスハイク 100,000
食育研修 30,000 秋季文化祭 0 事務費 40,000 介護予防いきいき交流事業クリスマス 10,000
食進会研修 30,000 新春のつどい 0 食進会支部研修 5,000
楽食会 65,000 医療講演会 0 料理教室 46,250
世代間交流 15,000 会議費 15,000 歩こう会 5,000

役員手当 11,000 健康教室 10,000
福祉会 530,000 いきいき会 24,000
ヘルス推進員会 190,000 講座 17,000
食生活改善推進員会 70,000 ファミリーバトミントン 48,000

会議、研修費 24,000

池野 岬 神湊
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

いきいきふれあいサロン 10,000 浜ゆうの会弁当作り 110,000 ひとり暮らし高齢者バスハイク 0 全島敬老会
70歳以上一人暮らし高齢者バスハイク - 福祉会活動 160,000 花いっぱい訪問活動 0 歩こう会
じょうもんさん会（配食サービス） 60,000 食進会活動 55,000 介護予防ふれあいクリスマス会 0 健康教室
歩こう会 2,000 ヘルス推進員会活動 5,000 さわやかウォーク 0 夏休みラジオ体操
にぎにぎ会(健康体操、玄米ニギニギ体操） 25,500 健康教室 0 高齢者奉仕活動
わらじ作り 6,000 高齢者世帯への配食見守り活動 0 愛の声かけ運動
世代間交流 15,000 神湊地区内清掃活動 30,000 全体で
食進会活動 55,000 バス日帰り研修 25,000 550,000
65歳以上家庭見守り活動 - 老人クラブグラウンドゴルフ 20,000
学校の日授業参観（毎月10日） - グラウンドゴルフ大会 20,000
歳末助け合い募金活動 - 料理教室 0
ニュースポーツの普及活動 - 神湊地区料理教室 15,000
予備費 10,000 会議費 14,000
自主防災会関係 -

大島（健やか幸せ部会）

平成２２年度　健康福祉担当部会　事業一覧表
吉武

日の里



赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

花いっぱい運動 20,000 防犯対策 80,000 環境美化運動「きれいにし隊」 24,000 青色パトロール活動 70,000 会議費 5,000
不法投棄ゴミ回収活動 40,000 美化運動（花いっぱい、犬の看板） 30,000 花いっぱい運動 40,000 白水池周辺クリーン作戦（釣川クリーン 25,000 環境美化活動 40,000
釣川河川の環境美化活動 15,000 講演会の開催 20,000 地域美化運動 20,000 環境フェスタ 10,000 環境保護啓発事業 25,000
校区内防災活動（消防団） 40,000 地域清掃活動 120,000 赤間駅防犯ブザー点検整備 3,000 ダンボールコンポスト 5,000
事務費（資料印刷代） 5,000 先進地視察研修 20,000 講習会 20,000 災害時要援護者支援事業の普及・拡大 0

環境活動 20,000 視察研修 43,000 自主防犯・防災組織の構築 0
ホタル繁殖活動 30,000 ほたる観賞会 10,000 区長会助成金 338,000

釣川クリーン作戦 10,000 消防団助成金 1,176,000
部会会議費 50,000 その他 60,000

南郷 東郷 田島
事業名 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

視察研修（春、秋） 16,000 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ 18,000 年末一斉パトロール 160,000 釣川清掃（釣川クリーン作戦） 25,000
不法投棄防止活動（啓発鳥居） 75,000 県主催防犯・防災研修会 31,000 清掃工場視察 10,000 不法投棄撲滅運動 21,000
ダンボールコンポスト 22,000 部会研修会（防災現地研修会） 67,000 ダンボールコンポスト 30,000 花壇づくり活動 80,000
自主防災活動推進 0 防犯講演会 15,000 釣川クリーン作戦 24,000 空家点検パトロール 0
河川クリーン作戦 0 地域懇談会 20,000 研修費 10,000 地域防災活動 0
花いっぱい運動推進 0 河川一斉清掃、釣川クリーン作戦 0 会議費 125,000 交通安全街頭指導 21,600
事務費（印刷費等） 14,800 自主防災組織づくり推進事業 30,000 事務費 10,000 生ゴミ堆肥化講座 0

東郷駅北口整備事業調査研究費 40,000 研修費 8,000
会議費・その他 10,000 会議費 24,000
夏まつり東郷２０１０ 0
秋季文化祭 0
新春の集い 0
役員手当 11,000

池野 岬 神湊
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

不法投棄監視パトロール 40,000 菜の花まつり 150,000 一斉清掃 0 一斉清掃
釣川クリーンアップ作戦ＩＮ池野 30,000 交通安全指導員 50,000 環境パトロール 28,700 花壇整備
芋植え・芋掘り（文化まつり事業） 20,000 消防団 10,000 イベント警備 10,000 花いっぱい運動
予備費 10,000 不法投棄の監視 散乱ゴミ防止啓発 44,400 クリーンアップ作戦

松原活動 30,000 犬・猫ふん害防止啓発看板 5,000 漁業系廃棄物の回収・処理
防犯・防火・防災活動 15,000 釣川クリーン作戦 0 資源回収
セミナーの開催 勝浦浜海岸清掃 0 交通安全教室
研修会参加 会議費 18,000 交通安全運動

全体で
550,000

平成２２年度　環境整備担当部会　事業一覧表
吉武

大島（さわやか生活部会）

日の里



赤間 赤間西 自由ヶ丘 河東
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

運転ボランティア活動 20,000 観光ガイド育成事業 90,000 会議費 10,000
水源保護活動 10,000 九州風景街道事業 50,000 河東地区春まつり 120,000
早川翁顕彰碑周辺の整備 10,000 農業に関する事業 30,000 先進地視察 35,000
吉武名所マップ作成発行 30,000 視察研修 30,000 ふれあいの森(桜の植樹） 25,000
事務費 5,000

南郷
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

大道芸まつり 100,000
村おこし講演会 20,000
視察研修 20,000
コミュニティ親睦グラウンドゴルフ大会 36,000
地産地消活動 　　　－
許斐山まつり 　　　－
事務費 5,800

岬 岬（地島振興） 神湊 大島（島おこし部会）
事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算 事業名 予算

四十四賀 20,000 一斉清掃 30,000 盆踊り伝承事業 40,000 新成人を祝う会
山笠 20,000 山笠 20,000 マジックショー 35,000 大島PRイベント
椿まつり 20,000 盆踊り 20,000 高齢者慰問事業 10,000 各種大会指導
山笠を守る会 10,000 運動会 20,000 ふじの木保存継承事業 30,000 花火大会
桜（植樹） 年末防災 10,000 会議費 8,000 花嫁対策

交流活動 10,000 離島フェア
子ども会 65,000 離島振興
椿まつり 0 山笠

盆踊り
全体で

700,000

平成２２年度　地域づくり担当部会　事業一覧表
吉武

田島

池野

東郷 日の里


