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2022 年度のまちづくり事業が始動しました！

第 1回運営委員会の様子（新旧役員及び、新運営委員・新部会長による会議）
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2022(令和 4)年 4 月 6 日(水)、壬生野地域まちづくり協議会第１回役員会が開催されました。

この日は、新旧役員･事務局ら 22 名が出席し、昨年度の“まちづくり事業活動”の評価を行う

とともに、現状における地域課題の共通認識を図りました。コロナ禍のなかで実施した総合防

災訓練や環境美化活動など地域住民が一体となった活動ができた反面、度重なる緊急事態宣言

やまん延防止等重点措置が発せられたことにより、健康ウオーキングや防災視察研修等の事業

が縮小や中止となったことなどが報告されました。

また、４月 13(水)･14 日(木)には、まちづくり協議会新部会員による第 1回部会が開催され

ました。地域のニーズを的確に把握し効率的な事業展開を図るため昨年度の臨時総会において

部会を再編し、①地域安全部会、②人権・男女共同参画部会、③生活・環境保全部会、④健康

福祉部会、⑤産業振興・交流部会、⑥教育文化・スポーツ部会、⑦壬生野若者会議の 7部会と

し、役員会で確認したそれぞれの活動方針に沿って協議いただきました。

4月22日(金)には、新旧役員及び新運営委員･新部会長等35名が出席し第1回運営委員会が

開催されました。会議では、まちづくり協議会の組織運営の説明のあと 2022(令和４)年度の定期

総会に提案される内容等について協議するとともに、壬生野地域まちづくり協議会の活動方針

に基づき、各部会長から本年度事業の推進における考え方などが報告されました。

主なものでは、一昨年度から『キラッと輝け！地域応援補助金』を活用して取組んでいる壬生

野地域総合防災訓練の最終年度として、安否確認シートの一斉更新や緊急時の活用方法、

防災マニュアルの作成や避難所運営のあり方などが提起されました。また、本年度も地域の環境

美化活動やノハナショウブの保全活動を継続して実施することなどが報告されました。
壬生野地域では、これらの事業を生涯学習活動の重点事業としても位置付け壬生野地域の課
題解決のための活動方針として確認しました。



壬生野小学校で入学式が開催されました♬

校庭や堤の桜が満開のもと、４月６日には、元気な１年生３２人を迎え、全校児童１７４人で

スタートしました。入学式では、「アンパンマンのように、友だちに優しくすること」「のび太

くんやのび太くんの友だちのように、大事なときにはみんなで力を合わせること」「ドラえもん

のように、人を幸せにするような発明や工夫ができる人になるため、しっかり勉強すること」の

3つのことを話しました。

４月から赴任させていただいた８人を含め、２８人の教職員で、子どもたち

が「明日も学校に行きたい」と思える学校にしていきたいと思っています。

本年度も、感染拡大予防の対策を最優先とした学校運営にはなりますが、保

護者の皆様や地域の皆様にお力添えをいただきながら、１７４人の子どもたち

の成長を支援させていただきますので、学校運営にご理解、ご協力を賜ります

ようよろしくお願いします。

伊賀市立壬生野小学校

校長 藪中俊典
1年生が描いてくれた

校長先生です(^_^)



壬生野保育園・希望ケ丘保育園で
入園式が催されました♫

壬生野地域の２つの保育園、壬生野保育園と希望ヶ丘保育園で４月５日（火）に入園式を行い

ました。壬生野保育園では７名、希望ヶ丘保育園では９名の新入園児を迎え、保護者の方と一緒

に入園式のひとときを楽しくお祝いしました。名前を呼ばれると少し恥ずかしそうにお家の人と

一緒に手をあげてにっこり。職員の演奏するギターやピアノに合わせて歌をうたったり、人形劇

を見て嬉しい声をあげていました。さあ、明日からはお家の人から離れて保育園生活がはじまり

ます。泣いたり、笑ったりしながら、保育園の生活に少しづつ慣れていってくれるといいですね。

地域のみなさん、どうぞよろしくお願いします。

希望ケ丘保育園 園長 中島 千緒 壬生野保育園 園長 松村 幸世

５月の資源・ごみ収集日程（壬生野地区）
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

可燃ごみ

４ ５

容プラ

６

可燃ごみ

７

８ ９

びん類

10

可燃ごみ

11

金属類

12

容プラ

13

可燃ごみ

14

15 16 17

可燃ごみ

18

ペットボトル

19

容プラ

20

可燃ごみ

21

22 23

紙・布類

24

可燃ごみ

25 アルミ缶

硬プラ・革製品

26

容プラ

27

可燃ごみ

28

施設開場

29 30

埋立ごみ

31

可燃ごみ

にゅうえん

おめでとうございます！！



月日（曜日） 行 事 名 摘 要

4月 28 日（木） 広報誌等発送日（5月号） コミュニティ壬生野 193 号発行

5 月 1 日～31 日 日赤活動資金募集運動

５月 ２日（月） 第 1 回地域自治推進会議 9：30～ 伊賀支所会議室

５月 11 日（水） 壬生野地域まちづくり協議会総会 地区市民センター

５月 12 日（木） 第 2回教育文化・スポーツ部会 地区市民センター

５月 13 日（金） 第 2回役員会

（民生委員・児童委員説明会併設）

地区市民センター

５月 17 日（火） 青色回転灯パトロール実施者講習会（新規講習） 地区市民センター

５月 17 日（火） 第 2回地域安全部会（壬生野防災訓練学習会併設）19：30～ 地区市民センター

５月 18 日（水） 第 2回人権・男女共同参画部会 地区市民センター

５月 18 日（水） 第 2回健康福祉部会 地区市民センター

５月 27 日（金） 伊賀地区防犯協会定期総会 サンピア伊賀

５月 27 日（金） いがまち同和教育研究会総会・研修会 ふるさと会館小ホール

５月 30日（月） 第 2回生活・環境保全部会 地区市民センター

５月 30日（月） 第 2回産業振興・交流部会 地区市民センター

５月３０日～６月 5日 全国ごみ不法投棄監視ウイーク

6月 １日（水） 広報誌等発送日（６月号） コミュニティ壬生野 194 号発行

6 月 ２日（木） 第 1 回地区市民センター長会議 地区市民センター

6月 ５日（日） 壬生野地域環境美化活動 いがまち環境美化デー

未 定 ノハナショウブ観察会 教育文化・スポーツ部会

6月 10 日（金） 第 2回運営委員会（壬生野防災訓練学習会併設）19：30～

＊終了後、第 3回役員会

地区市民センター

未 定 いがまち合同区長会 未定

未 定 壬生野地域総合防災訓練事業 先進事例研修 伊勢市（予定）

7 月 １日（金） 広報誌等発送日（7 月号） コミュニティ壬生野 195 号発行

7 月 6日（水） 第２回地域自治推進会議 9：30～ 伊賀支所会議室

未 定 第４回役員会 地区市民センター

7月 11 日～20 日 夏の交通安全県民運動

7月 23 日（土） 壬生野地域総合防災訓練事業 講演会 壬生野小学校体育館

＊本表は4月26日現在、地区市民センターで把握しているスケジュールです。日程等が変更となって

いる場合がありますので主催者発表のものとご確認ください。

◇◇◇◇ ご意見・お問い合わせ・投稿は、下記までお寄せください。 ◇◇◇◇

壬生野地域まちづくり協議会事務局 TEL：45-8900

2022 年度 当面のスケジュール


