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第 203号 

 
壬生野地域まちづくり協議会 
〒519-1424 伊賀市川東4539番地の4 

壬生野地区市民センター内 
Tel:(45)8900 ・ Fax：(45)8901 
E-mail: tokimeki@ict.ne.jp 
URL: http://www.mibuno.net 

2023 年度 壬生野地域まちづくり協議会 
“まちづくり委員”の推薦と公募について    

壬生野地域まちづくり協議会では、『地域まちづくり計画』に基づき、毎年様々な分野において 

地域課題の解決に向けた事業を企画し展開しています。皆さんの地域に対する思いや、これまで

の経験を今後の「まちづくり活動」に是非活かしてください！ 

壬生野地域まちづくり協議会では、次のとおり 2023（令和 5）年度の“まちづくり委員”の 

推薦と公募を行います。（壬生野地域では女性の参画３５パーセントを目指しています。） 

 

 

 

 

 

平成 16 年 1 月 23 日に、壬生野地域まちづくり協議会が発足してから既に 17 年が経過し、地

域を取り巻く自治のあり方は大きく変化しようとしています。また、そのことにより、地域のコ

ミュニティや地域を経営する手法や手段が大きな課題となってきています。 

壬生野地域まちづくり協議会発足から 20 年目を迎えますが、市町村合併を機に地域自治を取巻

く環境は著しく変化しました。更に、昨年からは支所機能が見直され抜本的に縮小されるとともに、

生涯学習活動もまちづくり協議会が担うなど、住民自治の役割が大きく変化してきました。 

 このような状況のなか、昨年 4 月から地区市民センタ－指定管理者制度が設けられ市内８箇所 

の地域において自治センター化（まちづくり協議会が地区市民センターを管理する制度）が実施さ

れ、更に令和 5 年度からは市内 4 箇所の地域に自治センターが追加される見通しです。本制度へ

の移行には地域コミュニティの新たなあり方（仕組み）や、地域自治経営の手段や手法を地域全体

で共有していくことが必要となります。 

また、壬生野地域では 2020 年度～2022 年度までの 3 年間、伊賀市防災危機対策局など関係

機関の指導と協力を得て、まちづくり協議会と各自治会が一体となった総合防災訓練事業を中心に

地域コミュニティを育んできました。今後の計画としては、2023 年度～2025 年度の 3 年間、

壬生野地域の歴史文化継承事業として、壬生野地域のフィールドワークを実施していきます。 

初年度は旧村を単位とした歴史講座を開講し、更に歴史ウオーキングを実施して地域を知ること

から、地域コミュニティで壬生野地域の歴史文化を継承していく事業に手掛けていきます。 

一緒に活動いただける“まちづくり委員”さんをお待ちしています。 

【自治会推薦】 

各自治会長（区長）さんから、各部会 2 名以内で 

各自治会在住の方から委員を推薦いただきます。 

 

【地域推薦】 

  まちづくり協議会長から、壬生野地域の有識者や 

関係団体等から委員を推薦いただきます。 

 

【一般公募】 

   壬生野地域に在住在勤の方で、まちづくり事業に 

興味があり一緒に活動頂ける方を募集します。 

（各部会 2～5 名以内で募集します） 

＊応募方法等の詳細は次のページをご覧ください。 

まちづくり協議会の部会  

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 

 



 

2023 年度 壬生野地域まちづくり協議会の 

“まちづくり委員”を募集します（一般公募枠） 

 
    ＊一般公募枠は自治会推薦・地域推薦とは別枠で、壬生野地域のまちづくりに興味があり 

     “まちづくり委員”として一緒に活動頂ける方を募集します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

まちづくり協議会各部会の活動状況と今後の課題（参 考） 
 
①地域安全部会 
  自治会と連携した自主防災組織を機能させ安否確認シートを使用した訓練を行う。地域の防犯・ 

通学路の点検や交通安全の啓発、青パトによる地域の見守り活動を充実させる。 
②人権･男女共同参画部会 
  部会での人権学習会の開催や広報誌への人権コラムによる啓発を行うとともに、人権フィールド 

ワークの実施により見聞を広める。 
③生活･環境保全部会 
  不法投棄による環境問題に対処するため環境監視パトロールを充実させる。また、地域のニーズ 

  に沿った今後の公共交通のありかたを検討する。 
④健康福祉部会 
  健康づくり講座として、なごみ整体や健康ウオーキングなど事業の開催。地域福祉ネットワーク 

会議による安否確認シートの作成など地域に根ざした活動を行う。 
⑤産業振興・交流部会 
  広域化する獣害対策に対処するとともに、地域産業である米づくりをとおして児童の農業体験や 

米粉を使ったお菓子作りなど農業の振興と継承を図る。 
⑥教育文化・スポーツ部会 

小学校事業活動や生涯学習活動との連携により児童や保護者が参加できる事業を実施していく。 
歴史講座の開講やニュースポーツ大会の実施をとおして住民のコミュニティを広める。 

⑦壬生野若者会議 
  スポーツイベントなどをとおして世代間交流などを実施している。今後は若者ならではの発想を 

持って地域のまちづくりに参画する。 

 ♪ 募集内容 ♪  
 

募集委員：今回募集するのは、2023 年度壬生野地域まちづくり協議会 “まちづくり委員”です。 

     まちづくり委員は、希望する部会に所属し年間 6～7 回開催される部会に出席すると 

ともに、まちづくり協議会が主催・共催する事業に参画して頂きます。 

（＊原則として報酬や費用弁償等はありません。） 
 

部会選考：部会は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 

から希望する部会を選択して下さい。 
 

募集定員：上記の７部会とも、若干名とします。 
 
応募資格：壬生野地域に在住（お住まい）または在勤（壬生野地域に関するお仕事）している方。 
 
応募方法：応募者の、①氏名、②住所(在勤の方は勤務先所在地)、③電話番号(日中連絡がつく 

番号）、④希望する部会名、⑤応募の動機(200 字程度)を任意様式(A4)に記載して 

3 月 23 日(木)までに壬生野地区市民センターに提出下さい。 
 

結果通知：応募内容を審査しその結果を 4 月７日（金）までに文書にて送付します。 

     また、初回の部会（会議）は 4 月中旬の開催を予定しています。 



 

    第２回 壬生野歴史講座を開催しました 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

壬生野地区の歴史                    
 
   （１）中世壬生野荘   平安時代後期  春日領「壬生野荘」が成立 

               鎌 倉 時 代  宇都宮氏が一時期地頭となる 

               戦 国 時 代  壬生野惣荘の侍衆が地域を運営 
 

   （２）近世壬生野郷   江 戸 時 代  川西・川東・山畑村（壬生野郷） 

               西之澤村（河合郷） 
 

   （３）近世壬生野村   明治 ５年（1872）大区小区制 

                   西之澤・山畑・川西・川東 

               明治 12 年（1879）群区町村編成法 

                   山畑村（山畑村・愛田村）  川東村（川東村・川西村） 

                   円徳院村（円徳院村・西之澤村） 

               明治 22 年（1889）町村制施行 

                   壬生野村（西之澤村・山畑村・川東村・川西村） 
 

   （４）戦後の市町村合併   昭和 30 年（1955. 1. 1）壬生野村と西柘植村が合併して春日村 

               昭和 34 年（1959.3.20）春日村と柘植町が合併して伊賀町 

               平成 16 年（2004.11.1）伊賀市合併 

 

壬生野地区の民族文化財 

 

   

２月１５日（水）伊賀市教育委員会文化財課 

笠井賢治課長をお招きして、第２回壬生野歴史

講座を開催しました。今回の講座は、12 月 9 日

の第 1 回歴史講座に引き続き壬生野地域の歴史

についてお伺いし、その後に壬生野地域の伝統

芸能等について拝聴しました。 

勝手神社の神事踊（国指定文化財 H30. 3. 8 指定） 

 

10 月第 2 日曜日、山畑の勝手神社において奉納さ

れる。神事踊りは、楽長、楽打ち、中踊り、歌出し、

鬼、籠馬と馬子、猿など 20 数名による踊りである。 

.踊りの伝承は、踊りを教える者と教わる者が「親子」

関係となり、子は親から歌や踊りを習う。踊りを数

年経験すると今度は子が親となり、初めて参加する

新たな「子」に教える仕組みとなっている。 

春日神社の獅子神楽（市指定文化財 S53. 3.16 指定） 

 

長徳年間（995～999）に伊賀近江国に疫病が大流

行したときに疫病退治のため始められ、これにより

氏子の外 42 ヶ村を戸別に巡奏したと伝えられる。 

現在、氏子青年会獅子神楽部員１０数名により奉仕

されており、春日神社の神事として例大祭など年間

4 回境内にて奉納される。獅子神楽２頭を以って四

方舞、八方舞、天狗舞、荒舞の４舞を踏襲している。 

 



                      
 
 
 
 
 
 
 
◇3 月のスケジュールをお知らせします。 

月 日（曜日） 行  事  名 摘  要 

３月 １日（水） 伊賀市広報配布日（コミュニティ壬生野 203号配布） 広報いが 3月号 

３月 １日（水） 第６回人権・男女共同参画部会 壬生野地区市民センター 

３月１～7日 春の全国火災予防運動  

３月 ６日（月） 第１１回まちづくり協議会三役会議 壬生野地区市民センター 

３月 ９日（木） 第１２回まちづくり協議会役員会 壬生野地区市民センター 

３月１１日（土） ユネスコ無形文化遺産登録記念講演会 どんぐりホール 

３月１４日（火） 中学校卒業式  

３月１５日（水） 第４回健康福祉部会 壬生野地区市民センター 

３月１７日（金） 小学校卒業式  

３月１８日（土） 

 

壬生野探訪ウオーキング（山畑編） 13：10出発 

＊参加者募集中。 （参加料無料、事前申込必要） 

山畑農事集会所 

当日受付 １３：００～ 

３月１９日（日） 伊賀市成人式（１９歳になる人） 西柘植地区市民センター 

３月２４日（金） まちづくり協議会臨時三役会議 壬生野地区市民センター 

３月２４日（金） 保育園卒園式  

３月２４日（金） 小中学校修了式  

３月２８日（火） 第６回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 

３月３１日（金） 伊賀市広報配布日（コミュニティ壬生野 204号配布） 広報いが 4月号 
 
◇２０２３（令和５）年４月以降のスケジュール 

月 日（曜日） 行  事  名 摘  要 

４月  ６日（木） 第１回役員会（新旧区長会） 壬生野地区市民センター 

４月 ６～８日 三重県議会議員選挙期日前投票 西柘植地区市民センター 

４月  ９日（日） 三重県議会議員選挙投票日 各投票所 

４月 中 旬 第１回部会（新委員） 壬生野地区市民センター 

４月 中 旬 会計監査 壬生野地区市民センター 

4月 20日（木） 狂犬病予防集合注射 壬生野地区市民センター 

4月 下 旬 第 1回運営委員会 壬生野地区市民センター 

5月 １日（月） 伊賀市広報配布日（コミュニティ壬生野 205号配布） 広報いが 5月号 

5月 上 旬 第 1回地域自治推進会議 伊賀支所 

5月 中 旬 壬生野地域まちづくり協議会定期総会 壬生野地区市民センター 

5月 中 旬 第 2回役員会 壬生野地区市民センター 
 

＊このスケジュールは 2月 22日現在の情報で作成しています。変更となる場合がありますのでご了承下さい。 
 

*** お知らせ ***    
 
壬生野地域では、住民の皆さんに『伊賀市防災・情報アプリ（HAZARDON）』の登録をお願いしています。 

伊賀市から、地震や台風、火災などの災害情報のほか地域安全や新型コロナウイルス感染状況等を発信。 

まちづくり協議会からは、イベントや会議情報のほか、行政等からの連絡事項等を発信しています。 
    

◇◇◇  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 
           

3 月の行事予定 


