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２ 地域の将来像 

～将来像の考え方～ 

鵲地区では、伊勢湾に臨む海岸平野に田園風景が広がっており、

口には野鳥が飛び交い、春には満開の

には歴史的な神社があり、七夕祭りや虫送りなどの伝統行事が行われています。このような

地域の特性を生かして「翔くまち“鵲”」

たちを豊かに育み、お互いが支え合って、安全で安心して暮らせるまちづくりをめざ

３ 地域のめざす姿 

１） 豊かな自然を育むまち（環境保全

花と緑があふれる豊かな自然、

２） 若者が夢と希望を抱くまち（

世代を超えた交流を通じて、次世代を担う若者が育つ“魅力あふれるまち”

３） 安心して暮らせる安全なまち（

防災防犯の意識を高め、共に助け合う人間関係をつくり、“災害に強く、

まち”にします。 

４） 健やかで笑顔あふれる元気なまち（

誰もが気軽に集える場所を確保し、三世代交流を進め、“健康で生きがいの

にします。 

５） 歴史を伝え文化を創るまち（

地域の伝統文化を大切に守り

れるまち”にします。 
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鵲地区では、伊勢湾に臨む海岸平野に田園風景が広がっており、五主海岸・雲出川・

口には野鳥が飛び交い、春には満開の河津桜遊歩道を楽しめる自然豊かな地域です。各集落

には歴史的な神社があり、七夕祭りや虫送りなどの伝統行事が行われています。このような

地域の特性を生かして「翔くまち“鵲”」のスローガンのもと、地域住民が連携して子ども

お互いが支え合って、安全で安心して暮らせるまちづくりをめざ

環境保全部会） 

花と緑があふれる豊かな自然、“活気ある心豊かなまち”にします。

若者が夢と希望を抱くまち（青少年育成部会） 

世代を超えた交流を通じて、次世代を担う若者が育つ“魅力あふれるまち”

安心して暮らせる安全なまち（防災防犯部会） 

防災防犯の意識を高め、共に助け合う人間関係をつくり、“災害に強く、

健やかで笑顔あふれる元気なまち（健康福祉部会） 

誰もが気軽に集える場所を確保し、三世代交流を進め、“健康で生きがいの

歴史を伝え文化を創るまち（歴史文化部会） 

地域の伝統文化を大切に守り後世に伝えると共に、新しい文化を発掘し、

安心安全・心豊か 

翔くまち“ 鵲
かささぎ

” 

五主海岸・雲出川・碧川河

桜遊歩道を楽しめる自然豊かな地域です。各集落

には歴史的な神社があり、七夕祭りや虫送りなどの伝統行事が行われています。このような

のスローガンのもと、地域住民が連携して子ども

お互いが支え合って、安全で安心して暮らせるまちづくりをめざします。 

にします。

世代を超えた交流を通じて、次世代を担う若者が育つ“魅力あふれるまち”にします。 

防災防犯の意識を高め、共に助け合う人間関係をつくり、“災害に強く、犯罪のない

誰もが気軽に集える場所を確保し、三世代交流を進め、“健康で生きがいのあるまち” 

後世に伝えると共に、新しい文化を発掘し、“誰もが誇 

豊かな自然を育むまち

健やかで笑顔あふれる

元気なまち 

歴史を伝え文化を

創るまち 



まちづくりの具体計画

■分野別の地域計画 短期：2年以内

中期：2年～5年以内

1）豊かな自然を育むまち（環境保全部会） 長期：5年以降

事業名 事業内容 主体 スパン 予定時期 備考 (イベント等の事例)

１．環境クリーン ・「ごみゼロ作戦｣に沿って清掃 ・防災防犯部会

　　作戦 　作業を行う。 自主 短期 H27年～ 2回／年 　と合同で実施

・環境美化を目的とした環境パ 継続 　する。

　トロールを実施する。

２．桜まつりの ・河津桜満開期間中に各種イベ ・桜ロード沿

　　開催 　ントを企画し推進する。 　 　いに｢憩いの

・花いっぱい運動は継続して推 自主 短期 H27年～ 1回／年 　場｣設置

　進する。 ・健康ウォー

　キングetc

２）若者が夢と希望を抱くまち（青少年育成部会）
事業名 事業内容 主体 スパン 予定時期 備考 (イベント等の事例)

１．｢学童保育｣の ・学童保育を必要とする家庭が

　　体制強化支援 　増えるので｢学童保育の建屋｣

　の設置等より良い環境づくり 協働 長期 H28年～

　に向けて支援する。

２．世代間交流 ・幼稚園、小学校、PTA、老人 ・田植え～稲刈

　　事業 　会等と連携して、各種レクリ 自主 短期 H27年～ 3回／年 　り～餅つき

４

　　事業 　会等と連携して、各種レクリ 自主 短期 H27年～ 3回／年 　り～餅つき

　エーション等を楽しみ交流す 継続

　る。

３．親子の ・もの作り体験等を企画し親子 ・凧作り凧あげ

　　ふれあい事業 　でふれあい交流する。 自主 短期 H27年～ 1回／年 ・木工教室

継続 程度 ・各種スポーツ

　体験etc

３）安心して暮らせる安全なまち（防災防犯部会）
事業名 事業内容 主体 スパン 予定時期 備考 (イベント等の事例)

１．防災訓練の ・鵲地区全体で防災訓練を実施 ・高齢者の防災

　　実施 　する。 　講話

・(｢鵲防災の日｣に）各地区の自 自主 短期 H27年～ 都度

　主防災訓練を支援する。 継続　

・防災意識を高めるため、防災

　教育(講演会等)を実施する。

２．防犯パトロー ・安心安全な生活環境づくりを ・環境保全部会

　　ルの実施 　目指し、防犯パトロールを実 自主 短期 H27年～ 1回／年 　と合同で実施

　施する。 継続　 　する。

３．避難タワーの ・災害に強いまちづくりの一貫

　　建設 　として避難タワーの建設をめ 自主 長期 H27年～ 要望

　ざし、関係機関への陳情や要 活動

　望活動を進める。
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４）健やかで笑顔あふれる元気なまち（健康福祉部会）
事業名 事業内容 主体 スパン 予定時期 備考 (イベント等の事例)

１．スポーツ ・子どもからお年寄りまで全て ・グラウンド

　　フェスタの 　の地域住民がスポーツを楽し 　ゴルフ大会

　　開催 　み、地域交流と健康づくりを 自主 短期 H27年～ 3回／年 ・パターゴルフ

　推進する。 継続　 　大会

　　 ・シルバーレク

　リエ ション

　大会etc

２．敬老事業 ・高齢者がいつまでも健康で楽 ・高齢者の集い

　しく交流する元気づくり事業 自主 短期 H27年～ 1回／年

　を行う。

３．オアシス運動 ・小学校、PTA、地域住民と連 ・オアシス看版

　携してあいさつ運動と交通安 協働 短期 H27年～ 常時 　の設置

　全を呼びかける。

５）歴史を伝え文化を創るまち（歴史文化部会）
事業名 事業内容 主体 スパン 予定時期 備考 (イベント等の事例)

１．地域伝統文化 ・昔ながらの恒例行事を実施し ・虫送り

　　の伝承 　て地域の伝統を伝承する。 自主 短期 H27年～ 2回／年 ・鵲七夕祭り

　　 　 継続　

２．収穫祭 ・地元農家と連携して季節野菜２．収穫祭 ・地元農家と連携して季節野菜

　を販売し、地産地消のPRを 自主 短期 H27年～ 1回／年

　促進する。 継続　

３．ふるさとの ・歴史散策マップを作成する。 ・新年初詣

　　歴史探訪 ・各地の名所・旧跡めぐりを行 自主 短期 H27年～ 1回／年

　う。 継続　
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