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2017029 阿山地区民生委員児童委員協議会 34
民生委員法第２４条に定める任務の

遂行と円滑な運営を図ること

伊賀市民生委員児童委員連合会

事業への参加、ボランティア活

動、住民自治協議会との協働研

修会参加等

1

2017002 伊賀音楽療法研究会 36

音楽を通し、健全な身体と精神を育

成し、社会生活を営めるように助成

する。

国の事業の一環として社協が

行っている介護予防教室・認知

症予防教室関係事業の音楽療法

教室に講師を派遣。ふれあいい

きいきサロン、老人クラブ施設

等で出張講座を開催

1

2020007 伊賀市大山田地区老人クラブ連合会 1409

会員相互の福祉と親睦を高め、地域

社会の福祉向上に役立つことを目的

とする。

グランドゴルフ・ゲートボール

大会、福祉大会、大山田芸術祭

参加、人権講演会開催

1

2011012 伊賀市更生保護女性の会 844

非行や犯罪に陥った人の立ち直り支

援を通じて、更生保護女性の会は心

豊かに生きられる明るい社会づくり

を目指す。

犯罪非行予防の活動（社会を明

るくする運動）、更生保護施設

に対する支援、研修会等開催、

子育て支援活動など

1

2017012 伊賀市更生保護女性の会上野支部 230
犯罪を犯した人の更生を願うととも

に明るい社会づくりを目指す。

更生保護施設の食事奉仕、老人

ホーム窓拭き、犯罪防止紙芝居

啓発など

1

2017015 社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会 20856

社会福祉事業その他の社会福祉を目

的とする事業の健全な発達及び社会

福祉に関する活動の活性化により地

域福祉の推進を図る。

社会福祉を目的とする事業の企

画・実施。社会福祉に関する活

動への住民参加のための援助。

各種福祉サービス事業の経営

1

2011018 伊賀市食生活改善推進協議会 119

食生活、運動、休養を基本とした普

及活動を行い、地域の人々の健康を

保持増進する。

地域における普及啓発活動、自

己資質を高めるための活動
1

2020011 伊賀市忍にん体操普及会 28 伊賀市民の健康の増進

忍にん体操講習会、NINJAフェ

スタ、伊賀上野シティマラソ

ン、地域の運動会、夏休みラジ

オ体操での忍にん体操の実施。

市内外部当からの依頼による協

力

1

活動分野　①健康・福祉・医療②社会教育③まちづくり④観光⑤農山漁村・中山間地域振興⑥学術・芸術・スポーツ

⑦環境⑧災害救援⑨地域安全⑩人権平和⑪国際協力⑫男女共同参画⑬子ども⑭情報化社会⑮科学技術⑯経済活動

⑰職業能力・雇用機会拡充⑱消費者⑲団体運営活動⑳県条例27条　（活動分野順）（2022.4.1現在）
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2021002 伊賀市平松老人クラブ 79
健康寿命の延長、健康・福祉の増

進、会員相互の親睦

地元の神社・寺院の清掃活動、

環境保全の活動、介護施設等へ

の入居者に対する訪問

1

2017032 伊賀市レクリエーション協会 24 地域住民の余暇活動を充実させる。
指導者養成・派遣、市民サービ

ス型事業実施、広報・啓発
1

2016036 伊賀地区食生活改善推進連絡協議会 200
食生活の改善を通じて、市民の健康

の増進を図る。
料理教室開催、啓発活動 1

2012019 伊賀地区労働者福祉協議会 4736
伊賀地区労働者の生活向上と福祉の

充実

清掃、地域づくり事業、福祉研

修会、チャリティなど
1

2009007 NPO法人伊賀の友 35
多世代が交流を通じて支え合い地域

全体が活気のある社会を作る。

子育て、孫育て、障がい者就労

移行支援、サロン活動
1

2013002 いきいきサロン富永 20
町内高齢者の健康・福祉の増進を図

る。

転倒予防教室、栄養指導、文化

活動
1

2017013 いきいきサロン博要 29

地域の人がいつでも集まれる場の提

供、高齢者の介護予防、健康福祉の

増進

おしゃべりサロン、介護予防の

講座開催など
1

2017003 いきいき・ふれあいべふサロン 25 区民の健康の増進、相互の交流
おしゃべり会、認知予防体操、

音楽映画鑑賞
1

2012027 憩いの館友の会 100

チャリティ事業を通じ、募金を集め

阿山地区の地域福祉事業に対して寄

付を行う。

チャリティカラオケコンサート

の開催
1

2017028 依那具老人クラブ 72
楽しい老後のふれあいと健康で文化

的な生き方へ導きあうこと
地域社会への奉仕活動 1

2



90 依那古老人クラブ白寿会 414

高齢者自身が地域の一員として、心

身の健康につとめ社会に奉仕してい

くこと

ゲートボール、グランドゴル

フ、趣味活動の発表、地域美化

活動

1

2014051 上野手話サークル 47
手話の普及（学習と聴覚障害者との

交流）

手話サークル（学習会）、企画

行事を行い、聴覚障害者と交流

している。

1

2012037
上野食生活改善推進協議会　にんじんクラ

ブ
76

食生活改善運動を促進させることを

もって市民の健康増進に寄与する。

栄養改善に関するグループ活動

及び育成、栄養食生活に関する

調査研究及び普及啓蒙

1

2015033 上野手をつなぐ育成会 90 知的障害者の福祉増進
療育キャンプ、障害者施設見

学、勉強会
1

2017016 岡田いきいき茶論 25
催しや行き場を提供し、地域のお年

寄りに健康を維持していただく。
毎週日曜にサロン開催 1

2008024 影丸走輪会 11

自転車仲間を通じて走行会を実施

し、自転車スポーツを地域に広め、

市民の健康・体力づくりやストレス

解消を図る。

自転車走行会年2回開催「ツール

ド伊賀・甲賀」
1

2017004 上町区寿楽会 115
地域の環境美化、健康推進、まちづ

くり活動など

地域の花壇管理、高齢者の健康

出前講座開催
1

2019009 川西老人クラブ天寿会 141

友愛と親睦を深め、共に健全で豊か

な老後をつくり、老人福祉の増進と

奉仕活動の参加に努める。

老人福祉活動に係わる事業等 1

92 川東老人クラブ天寿会 147

友愛と親睦を深めるとともに、健全

で豊かな老後を創り老人福祉の増進

に努める。

社会奉仕活動、老人福祉活動に

係る事業、サークル活動等
1

2014009 神戸地区グラウンドゴルフ愛好会 12

神戸地区のグラウンドゴルフ愛好者

の連携と親睦と、グラウンドゴルフ

の振興を図る。

会員の相互連絡と融和、各種大

会の開催及び参加
1

3



2021010 神戸地区支え合いネットワーク協議会 47
神戸地区における社会福祉事業の推

進

・ふれあい・いきいきサロンへ

の支援

・支え合い体制づくりの推進

・神戸地区地域運行バス「かん

べ北斗号」の推進

・神戸地区交流の館「北斗の

館」の発足

1

94 神戸老人クラブ連合会 339 地区内の高齢者の健康・福祉増進 ゲートボールの実施、美化活動 1

2013013 木ノ芽会 20 健康増進の普及活動 各地域で健康のための調理実習 1

2012024 暮らしほっとステーション伊賀 4736

勤労者の暮らしに関する不安を解消

し、「ゆとり豊かさ」を実現するた

め、各種団体との連携で地域におけ

る暮らしに係わる相談体制の構築、

ワンストップサービスに貢献する。

暮らしなんでも相談会 1

2015015 桑町ことぶき会 62

高齢者の豊富な知識と経験を活か

し、多様な社会活動に参加すると共

に、地域社会に貢献し、生きがいを

求め、心身の健康と友愛、奉仕と絆

を基本として、明るい長寿社会を創

ること

年2回の集議所庭園の剪定、緑地

公園等美化活動
1

2014033 コミュニティホール・五十路（いそじ） 100

一人暮らし老人のひきこもり、寝た

きり老齢者への意識改変のために一

同に会し余生を楽しむ場所を提供

し、人々との相互交流と生き甲斐づ

くりの一助を為す。

自治会各イベント会場、各種

サークル活動の会場、カラオケ

舞踊会、ダンス会等

1

2016010 下友田老人クラブ 142
地域の奉仕活動と高齢者の健康と福

祉の増進

奉仕作業（草取り）、おしゃべ

り会3回、旅行1回
1

2017031 女声コーラスおてもやんシスターズ 14

音楽を提供して、市民の方の福祉の

向上に寄与する。市民の方に音楽を

通じて、喜び楽しさを感じてもらう

よう音楽取り組む。

老人保健施設での音楽会開催、

いきいきサロンでの音楽会など
1

99 諏訪老人クラブ連合会 167 高齢者の福祉増進に寄与する。

健康セミナー、グランドゴル

フ、文化祭・運動会参画、高齢

会員への訪問、地域清掃等

1

2017001 瀧いきいきサロン 58
高齢者向けサロンの開催を通じて交

流を図る。

食事会、体操、ゲーム、おやつ

作りなど
1

4



2015008 種生和老会 120
社会奉仕活動及び会員の健康と福祉

の増進

公園管理、スポーツ大会、美術

展開催、高齢者の家庭訪問
1

2016006 東海郵政退職者共助会伊賀地区会 225
郵便事業の支援を通じて地域との連

携を図る。

地域のポスト清掃、会員のサー

クル活動等
1

2021003 中友田地区高齢者いきいきサロン 32
高齢者の健康増進、地域での孤立を

防ぐ。

3B体操や健康づくり等、介護予

防講座の開催
1

2013005 特定非営利活動法人ナルク伊賀青山 41

ナルクは自立・奉仕・助け合いを

モットーに夫婦で参加するボラン

ティア団体

地域社会の中で会員同士の助け

合いをしている。病院、買い物

その他の送迎、見守り、庭木の

剪定など。会員は奉仕活動時間

を点数化したものが時間預託手

帳に付き、してもらった方は点

数を持っていなければお金を払

い運営費となる。

1

2018016 虹のおくりもの 13

障がいを持つ子どもとその親が、交

流・情報交換したり、子どもの社会

的自立を目指し、療育や様々な活動

をする。

音楽療法、体づくり、勉強会 1

2014008
公益社団法人日本３Ｂ体操協会三重県支部

伊賀グループ
150 ３Ｂ体操の振興・向上 各公民館や体育館での指導 1

2016009 農人町イキイキ楽笑会 30
町内の高齢者の介護予防、健康、福

祉の増進

介護予防体操や研修、おしゃべ

り会の実施
1

2016008 農人町老人クラブ楽笑会 74
町内高齢者の教養を高め、健康の増

進、地域の見守り活動

通学路見守り、広場公衆トイレ

清掃、福祉施設・サロンなどで

民舞踊ボランティア

1

2019003 蓮池老人クラブ 67
地区の老人福祉の向上に寄与し社会

に貢献することを目的とする。

公園の美化活動、健康増進のた

めのスポーツ
1

2015019 発達障害の家族をもつ家族会　和がや 5

発達障害の家族を持つ家族が、本人

への良い働きかけができるように、

日々元気に生活していくための居場

所づくり

月1回の家族会、支援者・多方面

から講師を招いて学びと楽しみ

会開催、施設見学

1

5



2018001 枅川老人クラブ 66

健康維持と長寿の高揚、社会奉仕の

実践、教養を積み世代間の融和を図

る。

ゲートボール・グランドゴルフ

の実施、教養講座等・伝承活

動、地域の清掃

1

2015053 ひだまりの会 48
地域における見守り活動による福祉

の増進を図る。

全体会合、リーダー会、研修会

の開催、地域における見守り活

動（民生委員と見守り支援員に

よる）

1

2016026 100円カフェ「きずな」
認知症予防の為、高齢者の集う場所

を提供

月2回開催。歌、ストレッチ体操

などを楽しむ。
1

2020009 フォークソングを歌おう会 13

皆で懐かしい歌を大きな声で唄うこ

とで地域の住民の健康の増進を図

る。（喉筋の維持・強化。ストレス

解消）

1月に2回開催 1

2016033 法花老人クラブ 115 健康維持・福祉の増進
月2回のゲートボール開催。地域

の環境美化活動。世代間交流
1

2020004 槇山老人クラブ 94

高齢会員の知識や経験を活かし、生

きがいと健康づくりの場として進ん

で地域社会に寄与するとともに、会

員相互の幸を高める生活づくり

眞木山神社、西光寺、区民グラ

ンド清掃奉仕作業等
1

2017035 丸柱老人クラブ明徳会 160
会員の福祉親睦及び社会奉仕を目的

に活動する。

健康で明るい生活をを送るため

の事業、福祉慰安事業、地域社

会奉仕事業

1

2011002 三重県ゲートボール連合会　伊賀支部 888

ゲートボールを通じ会員相互の親睦

を図り、健康で明るい社会づくりに

寄与する。

ゲートボールの普及振興、研修

開催、練習・大会参加
1

100 三重県退職教職員互助会伊賀地区 1200
健康・福祉・医療の増進、市民、会

員の社会教育等
研修会び開催、親睦事業実施 1

6



2016025 一般社団法人三重県聴覚障害者協会 406

聴覚障害者の自立及び社会参加に関

する事業を行うことにより、聴覚障

害者の社会的地位の向上及び福祉増

進を図り、もって公共の福祉に寄与

することを目的とする。

１聴覚障害者の社会参加促進に

関する事業

２聴覚障害者の生活、教育、文

化、スポーツ、労働などの学習

活動に関する事業

３聴覚障害者の相談及び生活支

援に関する事業

４手話通訳者の養成、指導及び

派遣に関する事業

５聴覚障害者の福祉向上のため

の調査及び研究に関する事業

６機関紙及び啓発のための刊行

物の発行

７聴覚障害者を中心とする障害

者または高齢者に関する支援事

業

８聴覚障害者情報提供施設の運

営管理に関する事業

９その他この法人の目的を達成

するために必要な事業

1

2009002 財団法人　三重県友の会　伊賀支部 200 県民福祉の向上

社会的課題に関する講演会の開

催事業、地域社会に貢献する活

動事業

1

2020015 三重県年金受給者協会津支部伊賀市部会 320

公的年金を生活の支柱としてしてい

る会員の老後生活、生きがいある暮

らしを求めること。

広報活動、文化・体育活動、女

性部活動、その他会員の増加推

進活動

1

2015006 三重盲ろう者きらりの会 70

盲ろう者の自立と社会参加の促進、

盲ろう者に深い理解を持つ社会を作

る。

啓発、交流、通訳介助員養成へ

の協力。バザー用小物作成
1

96 山畑老人クラブ亀寿会 190 老人福祉の増進
社会奉仕活動、老人福祉活動に

係る諸事業
1

2017027 山出クラブ 75
地域の高齢者の健康福祉の向上、地

域貢献
親睦旅行、清掃、小学生の迎え 1

2013030 ゆめが丘シニアサークル「スマイル」 26

ゆめが丘在住の高齢者の孤立感の解

消、地域の見守り並びに介護予防、

健康の維持向上を図る。

音楽療法、介護、転倒予防教

室、健康体操、脳活、世代間交

流など

1

7



2017024 一般社団法人　楽縁 8

障がい者などの福祉の増進を図り、

健やかで安心して暮らせる社会をつ

くる。地域資源を生かした地域活性

化に寄与する。

まちの保健室の運営 1

2015057 明日の伊賀市図書館を考える会 13

図書館が使いやすく行きやすくなる

よう学びつつ活動することを目的と

する。

勉強会、意見交換、図書館事業

係わる応援活動など
2

80 阿山師友会 70
会員相互の親睦を図るとともに、明

るい社会の啓発に寄与すること
会員研修及び視察 2

2008012 あやま人づくり市民会議 39

人づくり運動の持つ重要性にかんが

み、広く市民の総意を結集し、行政

の施策に呼応して、市民の幸せと次

世代を担う青少年の健全育成を図る

ことを目的とする。

青少年の非行・事故防止活動。

家庭や地域の教育力向上事業。

青少年を育てる地域の指導者育

成事業

2

2021009 あやま文化協会 100 文化活動の促進 文化活動の発表、展示 2

2017009 伊賀モラロジー事務所 97

地域社会における道徳振興活動を通

じて地域づくり国づくりに寄与す

る。

道徳に関する勉強会、学習セミ

ナー、講演会の開催
2

2008019 ＩＤＡ　’彩’ 28

地域住民のふれあいとつながりを広

めながら町づくりを推進し、一人で

も多くの人達のつながりを広める。

保育所や学校を含む地域住民の

ふれ合いの場を提供する。地区

行事、イベント、音楽での施設

慰問、読み聞かせの実施

3

2013011 阿保西部区まちづくり会「笛吹きの里」 60

高齢者の見守りと地域の人々とのき

ずなづくり、健康、福祉、生きがい

づくり、町おこし

菜の花プロジェクトに参加、高

齢者の見守りとサロン・カフェ

開催、介護予防体操実施。「お

せっかいおばさん」の青山カッ

プリングイベント、開催

3

2013015 特定非営利活動法人あわてんぼう 50

中山間地域の中で「食活動」を通し

て田舎暮らしに生きがいややりがい

を見いだせる地域づくりに取り組

む。

主に手作り弁当の配達事業やレ

ストランバイキングによる集客

事業。

3

2008018 伊賀暮らしの文化探検隊 10
地域の文化振興、地域づくり推進活

動

伊賀再発見、暮らしの文化調

査・振興
3
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2009017 NPO法人伊賀・島ヶ原おかみさんの会 45

集客交流施設としてのお食事処「夢

の道」を拠点に地域の活性化に向け

食・文化・歴史を生かした様々な活

動を通して、次世代に託せる里づく

りに貢献する。

「夢の道」の有効的な活用と地

域の特産品を生かしたケーキの

製造の他、休耕田の利用、小中

学生との交流、オリジナル紙芝

居公演など。また、穂積製材所

プロジェクトとの連携によるイ

ベント開催など

3

2013023 伊賀鉄道の駅舎を考える会 6 伊賀線の活性化 駅舎保善と花壇美化 3

2020013 依那古語り部の会 8

依那古地区及び周辺の昔話や歴史的

な話を地区内外の人々に伝えるとと

もに、自らも地域研究を行い、興味

深い語りを通じて、地域社会に貢献

する。

依那古地区内での語り部の会の

事業。依頼による地区内の案内

を行う事業。先行研究を検証

し、より聞き手にわかりやすい

原稿を創るための調査研究。自

治会や伊賀鉄道などの公共機関

と連携し、語りを通じて地域振

興に協力するための事業

3

2016019 上林老人クラブ 70 社会奉仕・健康増進 社会奉仕活動 3

2020014 NPO法人ECCOM 28

地域の自然環境をより多くの人に伝

え、人と自然と社会とをつなぐため

に、博物館事業とまちづくり事業を

通して、人も自然も笑顔になれるよ

うな社会にすることを目的とする。

三重県上野森林公園及び三重県

民の森の指定管理業務。三重県

総合博物ＭieＭuミュージアム

ショップ運営など

3

2019007 特定非営利活動法人　絆 10 地域の発展と美しい世界づくり 清掃 3

2016022 四十九町自治会
住民自治を通じて豊かなまちづくり

を目指す。
自治会活動 3

2017007 玉滝・内保高齢者活動センター運営委員会 17 地域の活性化
親子七夕まつり、しめ縄教室、

河川等の草刈、くつろぎ広場
3

2014052 長田の歴史・文化学び隊 18
長田地区の歴史文化を学び、次世代

に伝える。

地区の歴史文化資産を調査し発

表する。昔のこと知っている方

から話をお伺いし、記録に残

す。

3
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2018004 名張シンクス　伊賀支部 10

伊賀の文化を育み、全国に発信する

ことを通じて伊賀地域周辺の活性化

に努める。

伊賀の手づくり展、手づくり市

等の開催及び作家活動支援など
3

2009001 NPO法人博要の丘 93
多くの人々との交流を深め、末永く

人々が元気に住み続ける地域づくり

おしゃべりサロンの開催で、健

康な身体づくりや足湯設置、高

齢者の見守り活動

3

2011005 穂積製材所プロジェクト 100

穂積製材所の民有地である敷地を公

共的な空間として展開し、都市、農

村交流を通じて、林業疲弊によって

荒廃する人工林や過疎化が進む地域

活性化などの社会的課題に取り組

む。

森林学習を間伐材の木工体験を

実施し、三重県木材に対する興

味や理解を深める活動を通じて

地域活性化の取り組みを行う。

3

2013027 NPO法人三重のこころ 56

子どもや地域住民に対して、忍者と

のふれあいに関する事業を行い、こ

れをもって健全育成に寄与すること

と前記活動のＰＲイベントを開催し

て地域の活性化と被災地域の支援を

目的とする。

東日本大震災被災地ボランティ

ア活動など
3

2015002 槍の又兵衛顕彰会 50
地域の偉大な先人を偲び顕彰するこ

とを通して地域の連携を深める。

顕彰碑周辺清掃作業、又兵衛翁

慰霊祭開催
3

2020012
カルチャーボランティアガイドいがうえの

語り部の会
49

伊賀市へ来られる観光客のガイドを

行うことで、伊賀市の観光の振興を

図る。

観光客を市街地の上野公園・芭

蕉関連施設、城下町等へ案内す

る。

4

2016016 阿山グランドゴルフ協議会 76 健康増進 グラウンドゴルフ 5

62 阿波生産森林組合 270 阿波地区の山林の維持、運営 間伐、育林 5

2014040 農事組合法人　市部営農組合 67
地域の農業の振興と農村の保全、農

作業の効率化を図る。
農地の保全 5

2014024 依那具の環境を守る会 103

農村の地域資源（農地・農業用施

設）を適切に維持、保全することに

より多面的機能の発揮、向上を図

る。

農村地域資源の維持・保全・補

修・改良等の活動。農村環境の

保全、多面的機能増進のための

活動

5
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2014046 大野木環境保全会 143
大野木集落の農用地、水路、農道等

の保全及び農村環境の保全

農地及び農業用施設の維持保全

活動等
5

2017020 農事組合法人　大東営農組合 64

農業生産についての協業を実践する

とともに生産性の向上を目指し、大

東地区の農業振興を図る。

農作物の生産、農作業の受託 5

2017025 上高尾地域づくり協議会 28

伊賀市高尾地区が有する有形無形の

地域資源を生かし都市との共生・対

流を推進して、生き生きと農山村地

域の実現を図ることを目的とする。

ワンデイシェフの開催、都市部

の子育て世代との交流事業。地

域住民の健康寿命を高める活動

5

2015013 上友田環境保全会 110

国県市より多面的機能支払交付金を

受け、農地維持活動又は資源向上活

動を通じ、上友田にある農用地、水

路、農道等の地域資源及び農村環境

の保全を図る。

農用地の草刈及び法面の補修、

水路の泥出し・補修及び周辺の

草刈、農道の草刈、ため池堤防

の修繕等

5

2015010 農事組合法人　上友生豊高の里 35
人・農地プランに基づき地域の農地

を守る。

三重県農地中間管理機構を通じ

て農地中間管理事業を活用し農

地22.26haを集積し農地の活

用・保全を実施

5

65 農事組合法人　川上営農組合 38

耕作放棄地を借り受けて共働で農地

の維持管理特産品のそばに付加価値

をつけ、地域の活性化と多くの人と

の交流を深める。

農地の維持管理を住民が共働で

耕作できない農地をつくって特

産品のそばを栽培しそば打ち体

験教室とそば食の提供をする。

5

2015046 神戸大井手保全会 123

農地維持活動又は資源向上活動を通

じ、上神戸、下神戸など活動地域内

における農村（農地水路農道）の環

境を保全する。

水路を中心としてゲートの保

守、水漏れ補修、水路道路法面

の草刈り

5

2015038
地縁法人上津の郷　こうづの郷ふれあい市

場
528

地域活性化、親睦、美化清掃及び共

有財産（環境林）の維持管理

地域活性化のため産直市場の運

営、毎週土日に開市し地域住民

（出荷者）の収入の増加と出荷

者と来店者の交流

5

2021011 下阿波地域資源保全会 66

構成員による農地維持活動又は資源

向上活動を通じ、伊賀市下阿波地区

に存する農田地・水路・農道等の地

域資源及び農村環境の保全を図る。

多面的機能支払交付金に係る事

業活動

・農用地、水路、農道、ため池

及びその周辺の点検、整備、維

持管理（草刈り、泥上げ等の出

合い、その他）

5

2015007 鈴鹿地域資源保全会 45

鈴鹿地域における農業の多面的機能

の維持・発展のための地域活動や営

農活動の推進

共同作業による農地法面の草

刈、水路、ため息の草刈等。水

路農道ため池の軽微な補修。植

栽による景観形成など

5
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2016012 鈴鹿農家組合 26 集団営農活動、地域活性化 麦作の集団営農、環境整備 5

2020010
中山間地域等直接支払交付金事業　西湯舟

集落
108 中山間地域の多面的機能保全

主に農用地を中心とした点検と

管理
5

2015064 中友田地区農地・水・環境保全会 55

中友田地域に存する農用地、水路、

農道等の地域資源及び農村環境の保

全並びに水路農道等の施設の寿命化

を図る。

中友田地区の景観管理、用排水

路維持管理、農道維持管理、獣

害対策、農道舗装等

5

2017030 中友田農家組合 34
中友田地区の農業振興と農業経営の

改善を図る。

１０ha麦転作作業、農地管理、

播種、刈取
5

2015037 西山ふるさと保全会 112

国、県、市の「多面的機能維持交付

金」を活用して農地維持、環境美化

等を図る。

遊休農地の再生、地域美化、獣

害対策、次世代交流等
5

2019006 農事組合法人　下友生ファーム 74

組合員の農業生産についての協業を

図ることにより、その生産性を向上

させ、組合員の共同の利益を増進す

ることを目的とする。

水稲、大豆、小麦の栽培。コメ

の販売
5

2018005 農事組合法人　諏訪 55

農業生産についての協業を図り生産

性を向上させ、組合員共同の利益の

増進をを目的とする。

農耕・農機具の購入。公庫の設

備設置、草刈をはじめ日常の営

農活動

5

2016024 農民連　伊賀支部 10 農村地域の振興 地域農業と食糧・国土の保全 5

2021001 東高倉農地保全会 475 多面的機能支払の実践活動

農業施設の維持管理活動・資源

向上活動。景観を保全する花植

え、イモ栽培棟の活動（遊休地

活用）

5

2014004 農事組合法人火とぼしの里いずご 54 農地の保全・管理
農業に係る共同利用施設の設置

及び農作業の共同化
5
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2021004 ふるさとづくり上高尾の会 14

「ふるさと上高尾」を残す。里山環

境の維持・保全や都市住民との交流

を通じ住みよい地域づくりに努め

る。

レストラン営業、こんにゃくづ

くり、交流事業
5

2018008 農事組合法人　ふるさとファーム 82

組合員の農業生産についての協業を

図ることにより、その生産性を向上

させ、組合員の共同の利益を増進す

ることを目的とする。

農作業の受託。農産物を原料又

は材料として使用する製造又は

加工。農産物の貯蔵、運搬又は

販売。農業生産に必要な資材の

製造

5

2016034 農事法人プロファームいなぐ 53 地域の農業を守る。 効率の良い農業の実践 5

2014022 眞木山水明の会 183

農地維持活動・資源向上活動を通

じ、本地域に存する農用地、水路、

農道等の地域資源及び農村環境の保

全並びに水路・農道等の施設の長寿

化を図る。

農用地・水路農道、ため池の草

刈・泥上げ及び施設の補修・水

路の新設・農道の舗装等その他

施設への植栽

5

2012006 槇山生産森林組合 163 森林の整備と環境の保全 森林・林道の整備、治山対策 5

2014015 みのっち保全会 153

農業用施設の地域資源及び農村環境

の保全並びに施設の長寿命化を図

る。

農業用施設の点検、維持、補

修、改修、花づくり活動、生き

物調査の実施

5

2020016 百田区地域資源保全会 26

伊賀市長田百田に存する農用地・水

路・農道等の地域資源の保全を図る

ことを目的とする。

水路の草刈り、用水路の泥上

げ、排水路の泥上げ等
5

2018011 龍王山麓下友生地域資源保全隊 82

構成員による農地維持活動又は資源

向上活動を通じ、伊賀市下友生地域

に存する農田地・水路・農道等の地

域資源及び農村環境の保全を図る。

水路・路肩・法面の草刈、事

務・組織運営の研修、用水路排

水路の泥出し、異常気象時の対

応、ため池の泥上げ、堤体の補

修、鳥獣害防護柵の適正管理等

5

2017006 あい・愛コンサート実行委員会 170 芸術の振興、地域振興

「伊賀の地に愛の花を咲かせよ

う」を合言葉に市内で活躍する

音楽グループが発表の場を持ち

広く文化、芸術の振興に努めて

いる。伊賀全域の地名を入れた

「このふるさと」を広く市民に

届ける。

6

2010021 青山ゲートボール協会 96

会員相互の親睦と健康維持に努め、

ゲートボール競技に対する知識技能

の向上並びに本地区ゲートボール界

の発展に寄与貢献する事を目的とす

る。

ゲートボールの普及奨励、大会

の開催・参加、審判員の技術向

上

6
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2012017 阿山地域体育協会 50
各種スポーツイベントの運営、地域

のスポーツの振興と健康の増進

運動会、ラジオ体操、ウォーキ

ング大会、駅伝大会など
6

2017018 伊賀・赤まんまの会 49

故・前川圓先生大切にされていた歌

心を継承し、ジャンルを越えて芸術

に親しみ、もって芸術文化の振興に

寄与し、あわせて会員相互の親睦を

図ることを目的とする。

赤まんまコンサート実施。シン

ポジウム実施
6

2018007 伊賀華道協会 200

いけばな各流派の提携を通じて、伝

統文化であるいけばなの技をみが

き、その普及を図り、いけばなを次

世代に継承する。

華展、いけばな体験教室開催、

花と灯りのプロムナード出展等
6

2012001 伊賀　吟のつどい 40

詩歌吟詠の普及及び技能の向上を図

るとともに、健全な精神、会員相互

の親睦、地域社会との文化交流を図

る。

2005年から毎年「吟の集い」を

開催し、市内の詩吟会派が持ち

回りで幹事を務めている。

6

2009011 伊賀芸術文化協会 750

地域で活動する団体、個人（専門

家、アマチュア問わず）が、活動の

交流を通して文化力を高め、地域の

活性化、伝統文化の向上、保護に努

める。

各地の文化事業の開催、企画運

営、各芸術分野の研修、発表、

交流、活動の指導、音楽演奏会

開催など

6

2010007 伊賀市グラウンド・ゴルフ協会 834

グラウンドゴルフ協議を通じて資質

の向上と親睦を図り、市のグラウン

ドゴルフの振興を目的とする。

市長杯・協会長杯グラウンドゴ

ルフ大会の実施
6

2017011 伊賀市ゲートボール連合会 800

市内の高齢者の介護予防、福祉増

進、健康で明るい伊賀市づくりに寄

与する。

競技大会の実施と併せて介護予

防体操研修を実施
6

2012002 伊賀市サッカー協会 800
少年サッカーの普及と子どもの健全

育成

サッカー練習、試合の実施、選

手育成・チーム強化など
6

2012025 伊賀市綱引連盟 20

綱引競技の普及及び振興を図るとと

もに、心身の健全な育成と相互のコ

ミュニケーションの発展に寄与す

る。

綱引競技の指導者、審判員及び

選手の育成。伊賀市長杯綱引大

会、綱引選手権の開催

6

2014005 伊賀市パークゴルフ協会 50
スポーツの振興、健康で明るく楽し

い地域社会づくりに寄与する。

月1回の定例パークゴルフ大会開

催等
6
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2010019 伊賀市バドミントン協会 30
伊賀地域住民のバドミントンの普及

振興を図る。
競技会、講習会の開催 6

2015039 伊賀シンフォニックアカデミー吹奏楽団 144

団員相互の資質向上、親睦。吹奏楽

の普及と活動を通して、地域社会の

音楽水準向上と文化発展に寄与す

る。

定期演奏会、学校や地域での定

期演奏会、災害訓練コンサート

等

6

2017034 伊賀ターゲット、バードゴルフ協会 50

生涯スポーツとして狭い所でもゴル

フが楽しめるようにという思いから

ターゲット・バードゴルフを手軽な

スポーツとして普及に努めている。

伊賀オープン大会と年6回の伊賀

協会例会開催。市民スポーツ

フェスティバルを共催

6

2018014 伊賀地区駅伝競走大会実行委員会 10

伊賀地区駅伝競走大会を開催するこ

とにより、駅伝を広く普及させ振興

を図る。

毎年１回大会を実施 6

2009021 伊賀忍者研究会 11

伊賀忍者等の歴史を調べ共に地域の

歴史を研究し、日本・世界への発信

及び教育文化に貢献する。

伊賀忍者等の歴史調査、地域の

歴史研究
6

2008021 伊賀の國地名研究会 30

伊賀市・名張市を中心とした本地域

の地名や地名の歴史・伝承に関する

研究及び情報の交換・発信

伊賀地域における地名の研究。

研究成果の発表及び伊賀地域の

魅力の発信

6

2017022
特定非営利活動法人　伊賀フューチャーズ

クラブ
700

スポーツ愛好家及び青少年に対して

サッカーを中心としたスポーツ活動

の普及並びにスポーツ競技者の育

成・強化に関する事業を行い、ス

ポーツの振興及び青少年健全育成に

寄与することを目的とする。

スポーツを見る機会の提供、ス

ポーツをする環境の整備、支え

るスポーツの充実

6

2016035 伊賀まちかど博物館推進委員会 113

伊賀地域にある宝物を広く紹介し、

観光・文化の振興とまちづくりの推

進を図る。

伊賀地域にある宝物（手わざ、

コレクション、建物等）を広く

紹介し、伊賀地域の情報発信を

行う。

6

2016023
いこか市長杯サッカー交流フェスタ実行委

員会
20

伊賀市甲賀市亀山市サッカー協会運

営及びサッカー振興、選手交流
交流フエスタ開催 6

2020008 依那古の歴史を考える会 28
歴史の勉強をし、歴史内容を後世に

伝えていく。
年1回の講演会、歴史史跡の散策 6
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2014027 上野合唱団 25

本団は合唱音楽の表現活動を通して

豊かな人間性と音楽技術の向上を図

り団員相互の親睦を強めるととも

に、地域文化の発展に尽くすことを

目的とする。

週１度（毎週木曜日）の練習。

地域の音楽祭等に出演。自主演

奏会開催

6

2009012 上野ゲートボール協会 360

スポーツを通して健康寿命の推進と

伊賀市のPR、高齢者の介護予防、

健康福祉の増進

大会の主催開催、全国大会等へ

の選手派遣、併せて介護予防体

操

6

2010014 上野サークル協議会 500
文化活動の推進を通じて、伊賀市の

文化芸術の活性化を図る。

加入しているサークルごとに文

化活動を行っている。毎年11月

に研修、3月にサークル祭りを実

施

6

2013018 上野レククラブ 10

地域住民の余暇活動を充実させるた

め、レクリエーションの総合的な普

及振興及びレクリエーション活動を

行うほかの団体の支援を行い、もっ

て地域住民の心身の健全な発達と明

るく豊かな住民生活の形成に資する

こと

指導者養成・派遣、市民サービ

ス型事業実施、広報啓発
6

2018015 絵手紙ゆめ倶楽部 28

日本絵手紙協会の推奨する絵手紙に

学び、楽しみ、広めることを目的と

する。

月2回の例会。自治協主催の文化

祭に参加。他地区のサークル指

導、市内小学校の体験指導、芭

蕉祭献詠絵手紙審査

6

2013033 おおやまだスポーツクラブ 50

「いつでも」「誰でも」「気軽に」

いろいろなスポーツに親しむことが

でき世代を越えた交流を通じて青少

年の健全育成や健康で豊かな生活を

送ることのできる、活気ある元気な

地域づくりに貢献することを目的と

する。

バドミントン教室、健康体操教

室、トランポリズム教室、フッ

トサルスクール、ハイキング、

ボウリング大会等

6

2019002 表千家流茶道伊賀同好会 142 伝統文化の継承、発展 年4回茶会の開催、研修旅行等 6

2013021 一社　雅楽寮　日本雅友会 35

宮内庁式部職楽部が継承する正統雅

楽を子ども達や人々のために広め、

雅楽を通じて五感を養い、礼儀作法

や謙譲の美徳、精神面の充実を図

り、児童や青少年の健全な育成、日

本文化の発展に寄与する。

毎年雅楽公演開催、文化庁をは

じめ地方公共団体等との協賛事

業（雅楽演奏、講座、体験学

習）

6

2015060 加絃会 5
邦楽技術向上、日本の音楽に振興を

図る。

市民文化祭、観光の振興、福祉

施設訪問、邦楽の発表会等
6

2014037 蟻塔会伊賀支部 30
芭蕉俳句の顕彰、観光事業の推進、

俳句振興

俳句の振興を目的とする芭蕉顕

彰会が行う事業への参加
6
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2009014 劇団上野市民劇場 10

地域の芸術文化の振興を演劇を通じ

て実践し、芸術文化団体の育成に努

めている。

年間通じて地域の人々との協働

で演劇を公演し、伊賀市民文化

祭の実行委員会等の運営を行

う。

6

2015063 嵯峨御流上野司所 70
嵯峨御流のいけばなを通じ地域の文

化の発展高揚に寄与すること

市・地域の文化祭等への出展、

体験教室、会員の研修会開催
6

2014043 山遊会 21

伊賀市内で登山愛好家を増やし、登

山の魅力を広める。登山の技術を向

上させる。

登山技術の習得・講演会の開

催。被災地の登山道の修復活動
6

2017019 しぐれ忌協賛事業実行委員会 140 俳句作りの活動の推進
記念公演開催、芭蕉公園清掃奉

仕活動
6

2017010 しぐれ忌俳句大会実行委員会 150

しぐれ忌俳句大会の開催に必用な業

務を行い俳句啓発・文化交流に寄与

すること。

しぐれ忌俳句大会実行委員会年

３回程度開催、俳句大会年１回

開催

6

2015023
一般社団法人社会をデザインするネット

ワーク
13

社会の課題に対しイベント事業を通

して地域づくりに取り組む。

被災地支援フェスタ、防災子ど

もフェスタ、イガデハク開催
6

2016037 蕉門句会 23
俳句を通じての親睦を深め、振興を

図り、伊賀のＰＲに努める。
句会の開催 6

2016029 「白樫の沿革史」編纂委員会 14
白樫の歴史、沿革史の編集編纂を通

じ地域の学術・文化振興を図る。

H26.7～H29.白樫地区の歴史を

沿革史として編集
6

2013017 玉屋三代目　櫻川好玉会 15

地元で起った芸能（祭文音頭）の復

活。

発展型の江州音頭の継承をする。

また、地元の歴史を掘り起こし、ネ

タを作り、まちおこしをする。

近畿一円で音頭の実演 6

2014031 月見の献立再現の会 28

「月見の献立」を再現、提供するこ

とによって、後世に「月見の献立」

を伝え、芭蕉翁の顕彰の一助にする

ことを目的とする。

芭蕉祭での招待者に「月見の献

立」を饗する。一般の方を対象

に「月見の献立」を提供すると

ともに「月見の献立」の普及に

努める。

6
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2012036 都美恵の里郷土芸能保存会 都美恵太鼓 30 伝統芸能の継承と青少年育成

老人ホームや学校、その他県内

外のイベントでの和太鼓、篠笛

演奏

6

2008015 なかおかフルート&オカリナ教室 16

会員の練習成果を発表する場の一つ

として様々なボランティア演奏をし

ている。

研究発表会（無料）老人福祉施

設への演奏者派遣
6

2016018 Ｎuｚｚle　ナザール 4 芸術振興活動 ダンス 6

2017014 ハーモニカグループ～風～ 40
伊賀地区でハーモニカ文化を広め、

演奏活動を通して地域に貢献する。

いきいきサロン、ケアハウス、

保育園慰問、公民館文化祭、夏

祭り出演

6

2016021 俳人協会　三重県支部 230
俳句作りを通して生活の充実を図

る。
懇親吟行会の開催 6

2018012 邦友会 8

琴や三味線の和楽器を使って伝統あ

る邦楽を演奏し、市民に邦楽を広

め、振興を図る。

市民文化祭への参加、学校の授

業への参加、観光との交流、福

祉施設訪問等

6

2013032 三重県キンボールスポーツ連盟 200

キンボールスポーツの普及を通じ

て、キンボールスポーツ愛好家の交

流を深め、県内及び周辺地域間の生

涯スポーツや文化の振興に寄与す

る。

年３回（３月、８月、１０月）

の大会実施、県内指導、レフ

リー認定試験の開催

6

2021008 三重県軟式野球連盟伊賀支部 300 軟式野球の普及・振興
三重県軟式野球連盟の大会開催

など
6

2020006 民謡やよい会 56

民謡の振興・会員相互の親睦・技能

の研鑽と向上に努め、以て文化の向

上と発展、地域社会への奉仕に寄与

すること

民謡教室の開催、各地区の敬老

会・老人ホーム慰問、発表会の

開催

6

2017008 やまなみ文化協会 300

芸術・文化活動に取り組み会員の自

己実現はもとより、展覧会や芸能音

楽文化祭等を通じて人々の社会参加

や交流を促し幅広い文化活動の振興

を図るなど地域の活性化に寄与して

いる。

情報交換、展覧会、文化祭の開

催
6
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2019004 遊書 11
書を学び表現することで、書の文化

を広く振興する。

展示会開催、いきいき未来いが

参加
6

2010018 伊賀市環境保全市民会議 96
市内の環境保全に関する活動を目的

とする。

クリーンワーク、環境保全に係

る研修会、現地観察等を実施
7

2016027 伊賀の水源を守る連絡協議会 13

伊賀各地の水源・浄水場を守る会や

市民、住民と連携・協力して、伊賀

の水源を守り、希望ある未来を創り

出すために考え行動する。

学習会開催など 7

2008014 NPO法人伊賀・水と緑の会 45 環境の保全
オオサンショウウオ観察会の開

催など
7

2018017 上郡老人クラブ白寿会 48
地域の美化活動、高齢者の和みの場

づくり

花壇の植え替え、堤防の草刈、

多目的広場の管理、いきいきサ

ロン参加

7

2017023 上友田老人クラブ栄寿会 129

上友田老人クラブの健全な育成と発

展を図り、老人福祉の増進に寄与す

る。

公共美化活動、世代間交流 7

2011014 倉部東海自然歩道パトロール隊 14

奥余野森林公園内の東海自然歩道、

登山道及び古代からの遺跡とこの地

域の環境保全に努める。

倉部区内東海自然歩道パトロー

ル、奥余野森林公園内環境整

備、奥余野森林公園トイレ清掃

7

2017021 小天狗の里やまで 96

農地維持活動又は資源向上活動を通

じ伊賀市山出の存ずる農用地、農道

等の地域資源及び農村整備の保全を

図る。

農用地の保全、補修 7

2014006 才良老人クラブ 79
会員の健康・福祉の増進、地域に貢

献し親睦を高める。

花壇、堤防、ゲートボール場の

清掃。旅行、教養講座、懇親

会、奉仕作業

7

2020005 西高倉農地保全会 57
農村部（西高倉）多面的機能維持活

動の取り組みをする。

ため池の点検、水路の泥上げ、

草刈り等
7
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2011001 ねこのしっぽ 3

動物愛護・殺処分ゼロを目指し命の

大切さを啓発すること、譲渡会で里

親をさがす等少しでも多くの命をつ

なげることを目的とする。

動物の行政・保健所・一般から

の引き取り。里親探し他
7

2012015 NPO法人廃棄物問題ネットワーク三重 13

地域社会の生活環境を守るため、廃

棄物問題に関する各種事業を行い、

もって地域社会の環境美化に寄与す

る。

環境保全の啓発・講演会開催。

海外の環境問題を取り扱う団体

などとの交流、政策提言活動な

ど

7

2018009 枅川環境保全会 82

農業・農村環境の持つ多面的機能の

維持、発展を図るため、地域の共同

活動が継続的に行われるよう取り組

む。

農村農地維持活動及び資源向上

活動
7

2011003 比土シニアクラブ 46 地域の美化活動
4地区にある花壇に四季の花を植

えている。
7

2015003 平尾・寺内地域資源保全会 65
地域資源の基礎的な保全（農地維持

及び施設の保全）

農用地、水路、農道、ため池の

保全（畔の草刈り含む）
7

2008022 三重県上野森林公園モリメイト 26

三重県上野森林公園内の環境整備、

森作りなどによる「里山再生」を基

本理念とする。

なら枯れ・松枯れの伐採、草・

笹刈、里道作りまど。森林や木

に関連したイベントの企画・実

行（シイタケの菌うち体験、ク

ヌギの森作り、森林ボランティ

ア養成講座、森の音楽会等）

7

2016020 みどりの風 2
清掃活動を通じ自然豊かな伊賀を残

していく。

大山田地区真泥池周辺の清掃、

市内全域を清掃しゴミのポイ捨

てを無くす。

7

2016032 守田・八幡水利組合 40
水田に安定的な水を供給するため用

水路・排水路を維持管理する。

用排水路の草刈り、土砂上げ作

業、堰の維持管理
7

2014038 ＮＰＯ森と木 7

適正な管理法によって森と木の命を

守り、快適空間を実現し、人々の安

全・安心で健康な暮らしに資する。

森林環境保全、公的・私的な場

の樹木管理、森林環境教育とし

ての子育て支援

7

2012031 ゆめが丘シャイニングクラブ 11

ゆめが丘地内の可燃・不燃ポイ捨て

ゴミ除去作業を中心とする美化活動

を行う。

毎月1回平日に美化活動 7
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2010001 余野公園保勝会 71

余野公園の自然を保護するとともに

市民の憩いの場として整備し、併せ

て観光施設の充実を図る。

自然保全のため植樹、芝焼き、

樹木の保護、環境調査、公園施

設の管理、清掃等。余野公園つ

つじ祭開催

7

2017033
一般社団法人　三重県交通安全協会伊賀地

区交通安全協会
26061

交通の安全とその円滑を促進し、

もって交通秩序の確立に寄与するこ

とを目的とする。

交通安全啓発活動・指導、交通

安全功労者・優良団体等の表彰
9

2021005 いが折り鶴の会 5

①被爆者の被爆体験を継承し、それ

を社会に発信することを通して核兵

器の廃絶・平和な世界実現のために

貢献する。また、原発など新たな

「核」の被害を生み出さない社会の

実現をめざす。

②「非核平和都市宣言」をした伊賀

市に草の根的な活動を通して貢献す

る。

・ヒューマンフェスタ等の主催

時事業に講師として参加

・小中学校の人権学習（平和学

習）に講師として参加

・「原爆と人間」パネル展の開

催

・その他平和団体との連携

10

2015040 伊賀・九条の会 160
日本国憲法を守り、暮らしに活か

す。

憲法の擁護、憲法記念日の街頭

宣伝、にぎわいフェスタへの出

展

10

2015051 伊賀市遺族会 2148

伊賀市における遺族間の連絡を図り

組織の充実、発展に努め英霊の顕彰

及び慰霊会員の福祉の向上に寄与す

る。

英霊の顕彰及び慰霊、平和の尊

さを命の大切さを次世代へ伝承

する。

10

2009015 伊賀人権擁護委員協議会 28

人権擁護委員法 (昭和 24年法律

139号) に基づいて法務大臣が委嘱

する委員で、国民の基本的人権が侵

犯されることのないように監視し、

人権侵犯の場合にはその救済のため

適切な処置をとるとともに、常に自

由人権思想の普及高揚に努めること

をその使命とする。

委員の職務に関する資料情報収

集、研究意見を発表、関係機関

との連絡調整など

10

2010012 いがまち同和教育研究会 400

部落を完全に解放する正しい民主主

義の理解と実践に努めるとともに同

対審答申の具体化を求め、部落差別

をはじめとするあらゆる差別のない

地域の建設に貢献する。

総会研修会をはじめ、諸研修の

実施参加還流、研究大会の実

施、広報交渉相談他

10
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2021006
全国地域人権運動総連合三重県連合会伊賀

支部
50

教育や福祉の充実を図り、人権と民

主主義、住民自治が尊ばれる人間ら

しい生活ができる地域社会を実現す

る　など

・国、自治体に対する請願・交

渉

・会員との連絡、連携

・運動の発展に必要な情報の収

集と提供、調査研究、学習交流

・政策集団（シンクタンク）の

組織化と連携による「地域社会

における権利憲章」等の政策提

言

・機関紙誌およびその他の出版

物の発行

・非営利活動組織や民主団体並

びに労働組合との連携

・国連や区内外の人権団体との

友好提携

・「たすけあい共済会」の組織

化や共通の要求に基づく共同事

業

10

2013016 山畑区人権啓発推進委員会 18
部落差別をはじめとするあらゆる差

別の早期解決を目的とする。

組別研修会、区全体研修会、交

流会など
10

2016006 にほんごプラザアスール伊賀 4
在住外国人への日本語指導を通じ

て、多文化共生社会実現を目指す。

日本語授業の実施、いがぶらプ

ログラムでの外国人と地域住民

との交流、会員の多言語研修、

授業技術研究開発

11

2013001 一般社団法人伊賀こども未来・自治研究会 3

子どもをはじめとする地域の人々、

地域に生きるすべての生命が、憲法

その他法令で保障され、自立・共存

する者として無限の可能性を発揮で

きるよう助力するとともに、想像力

豊かな人格の形成とこれを醸成し得

る社会が形成されるよう活動し、世

界の恒久平和に寄与する。

児童、青少年の健全な育成、地

域社会の健全な発展、環境など

ほか6項目に関する調査・研究・

実践・提言

13

2010003 伊賀サッカースクール 49

伊賀地域の児童に対し、サッカーを

通じて児童の健全な心身の育成及び

仲間づくりとサッカーの普及と技術

の向上を図り、地域のサッカー発展

に努める。

サッカー練習、技術の習得、試

合の開催、出場
13

2018006 伊賀市青山少年野球保護者会 25
伊賀市青山少年の健全な育成と野球

の普及

学童野球への参加、親善招待試

合青山大会の主催など
13

2019001 伊賀市上野師友会 340

会員の親睦を図り、心豊かな生活の

充実につとめるとともに明るい社会

づくりに寄与する。

教養・研修に関すること。社会

奉仕に関すること。
13

2021007 伊賀市青少年育成市民連絡会議 50

青少年育成を志向する各機関、団体

等の有機的連携のもとに青少年への

関心や課題意識を地域のすみずみま

で広げ、次代を担う青少年の健全育

成を市民総ぐるみで推進すること

・各種研修会や講演会の開催

・街頭啓発活動

・非行防止活動

・輝け！いがっ子フォトコンテ

ストの開催　など

13
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84 伊賀市立霊峰中学校PTA広報部 119

①家庭、社会が、学校が一体となっ

て、生徒の心身の健全な発達をはか

り、その福祉を増進する。

②会員の教養を高め、その生活の向

上をはかるために成人教育を盛んに

し、また地域の社会教育の振興に協

力する。

③教区に対する理解を深め、これを

推進し学校の教育的環境の整備をは

かる。

人権同和教育研修、交通安全指

導、校内環境整備、広報発行、

スポーツリクリエーション企画

参加、地区懇談会開催

13

2014049 依那古体験隊 56

自然に囲まれた伊賀で、川に入り山

に登り、地域の中で文化や人に触れ

る体験を通して子ども達の成長を願

うと共に、自然を守り文化や遊びを

次世代につなげる。

川で川下り、カヌー、源流体

験。山で登山や野草散策。地域

で、こんにゃく作り・そば打ち

体験など

13

2018003 上野車坂町児童福祉会 43
児童相互の親睦と健全な育成を図

る。

上野子ども卓球大会参加及び練

習、清掃、廃品回収、天神祭参

加

13

2011021 上野サッカートレセンU-12 38

少年サッカーの技術向上のための援

助、各大会参加への援助、会員相互

の親睦活動

トレセン活動、各大会参加 13

2015058 上野児童福祉会連合会 2100

地域で子ども達が健全にすごせるよ

う見守り、自主性を育て、各スポー

ツ、レクリエーション活動を通じて

体力を高め、たくましい精神を養

う。

子ども会の指導、児童福祉のた

めの環境の醸成
13

2014012 上野東部地区民生委員児童委員協議会 28

民生委員法第24条に定める任務の遂

行と円滑な活動を推進し、地域福祉

の向上に努める。

町内の（各自担当エリア）高齢

者、児童などの介護予防、健

康、福祉、災害時などに安心安

全を図るためのパイプ役となり

アドバイスをする。

13

2010004 上野東サッカースポーツ少年団 36

少年団に在籍する児童たちの健全な

心身の発達の育成と会員相互の親睦

を図る。

少年団の管理・運営、練習や対

外活動に関すること、経費や施

設の確保に関することなど

13

2017026 FC　VINKS 21

サッカーを通じて、子どもの健康な

体と健全な精神の育成の手助けをす

る。

サッカの練習、試合の実施 13

2019008 おもちゃ病院 10 おもちゃの修理 毎月１階病院開催 13
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2018002 子育てサークルぴよぴよ 11
育児の悩みや喜びを分かち合う仲間

づくり
季節に合わせた様々な行事 13

2019005 子ども食堂わいわいいがっこ 15

楽しい語らいの中、食を共にするこ

とで人とのつながりを持つことがで

きるよう支援する。地域のコミュニ

ティとして食堂を位置づけ、保護者

等に安心安全な場の提供する。

毎月１回調理したものを提供し

て、楽しんで食事ができるよう

支援する。コミュニケーション

を深める。学習支援をする。保

護者等の交流の場を提供する。

13

2018010 特定非営利法人スタイルワイナリー 13

地域住民・果樹農家に対して、醸造

活動や食文化に関する研究や交流活

動に関する事業を行い、もって地域

活性化に寄与する。

酒質資源（醸造原料）の研究、

醸造活動を通じた地域活性化事

業、交流活動事業

13

2013019 託児ボランティア　カンガルー 15

団体やサークルが実施する研修会や

会合の際の団体託児の実施を通じて

子どもの健全育成を目指す。

絵本の読み聞かせ、おもちゃ遊

びをしての託児
13

2016011 たんぽぽのねっこくらぶ 2 子どもの居場所づくり、学習支援
勉強会、英語、製作、レクリ

エーション
13

2015043 てんとうむし 15

子育て中の親とその子供たちを孤立

させないように、親子のふれ合いを

楽しんでもらい、部屋のの中で雨の

日でも楽しめる遊びを通じて、親子

の絆を深めてもらう。

あそびの会、エプロンシア

ター、パネルシアター、絵本の

読み聞かせ、体操、手遊びなど

13

2018013 長田サッカースポーツ少年団 13

地域のサッカーの普及振興を図り、

子ども達の健全な心身の育成と会員

相互の親睦に努めることを目的とす

る。

サッカーの練習実施及び試合参

加
13

2020002 長田児童福祉会 50
児童福祉法の精神に従い会員が自主

的に協力して、その実践を図る。

交流会、アルミ缶回収、体験学

習など開催
13

2016005 新居サッカースポーツ少年団 10
子ども達のサッカーの向上、体力維

持、交流
年間のスポーツ少年団の試合 13

2014019 子育て支援団体　ハッピーちるどれん 7

子育て支援活動を通じて、子育てし

やすいまちづくり、親育て、子育て

に関わることで、子どもの健全育成

に貢献し、明るい社会を目指す。

子育てセミナー、講座開催。発

達障がい児支援活動（学習支

援）伊賀市男女共同参画ネット

ワーク会議登録団体としても活

動

13
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2019010 ふたば少年野球クラブ 14

小学校1～6年の男女を対象として、

野球を通じて体力向上、人格形成の

育成を目的とする。

伊賀市スポーツ少年団主催の軟

式野球大会への参加、毎週水、

土、日曜日に1日丸柱小学校グラ

ンドにて練習

13

2015061 緑ヶ丘南町児童福祉会 50
子ども達の居住地区内での交流を図

ると共に健全育成を目指す。

ラジオ体操、スポーツ大会出

場、世代間交流など
13

2015052 緑ルーキーズ 17
野球を通じて子供たちの健全育成を

図る。
週２～３回の練習、試合 13

2011023 ゆめが丘　ちびっこドリーミング 56

同じ地域で住んでいる子育て中のお

母さんの交流の場として親子のふれ

あい遊びや親睦を深める。

絵本の読み聞かせ、情報交換、

子育てについて話し合う。
13

2012021 ゆめが丘kidsはんどめいどクラブleaf 6

地域の子供たちと地域おばちゃんた

ちが、手芸を通じて交流を深め、作

品作りをする中で、協調性や自尊心

などを身につけ共に成長することを

目指す。

年齢よりも高度な作品作りに挑

戦する。高学年対象。ワーク

ショップの開催

13

2013003 読み聞かせボランティア　ぽかぽかの会 16
子ども達への絵本の読み聞かせを行

うことで子どもの健全育成を図る。

友生小学校1～4年生への読み聞

かせ、昼休み図書館での読み聞

かせ（月1回）

13

2012035
公益財団法人　伊賀市文化都市協会　ゆめ

テクノ伊賀
3

伊賀地域の産業の振興とそれを通じ

住民の文化、教育、福祉等の増進を

図る事を目的とする。

産学官連携による環境・食・文

化等に関する共同研究と起業家

支援などを行う。

15

2020003 伊賀名張地域一般労働組合 35

組合員自らの要求実現を目指すとと

もに、伊賀名張地域で働くすべての

労働者の労働条件の向上、生活の改

善、権利の擁護、平和な社会の実現

に寄与する。

福利厚生、全労連共済の拡大に

努めるなど組合員の労働条件の

向上、生活と権利を守る。

17

2020001 伊賀労働基準協会 351事業所

会員相互の連絡協調と関係行政官庁

との連携により労働基準法・労働安

全衛生法及び労働者災害補償保険法

等の円滑な施行と運用に協力し、

もって労働者の福祉の増進と産業の

健全な発展に寄与する。

産業安全・労働衛生・労務管

理・賃金及び労働保険その他の

労働条件に関する講習会、研修

会、見学会等の開催など

17

2015055 特定非営利活動法人　伊賀市民会議所 10

伊賀市及び隣接周辺地域の市民並び

に当該地域で活動する市民活動団体

等に対して、活動支援事業を行うと

ともに公論創出の場づくりを行い、

もって市民活動の推進に寄与する。

市民活動に関する情報収集、発

信、相談、調査研究、政策提言

など

19
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2009009 伊賀日本語の会 25

伊賀地域にある宝物を広く紹介住む

在住外国人に対しての日本語指導及

び交流。多文化共生社会づくりのた

めの情報提供や交流会・講演会の実

施

日本語教室、ＢＢＱや遠足など

の行事、イベント開催
20

2010016 NPO法人伊賀の伝丸 59

地域社会に対して多文化共生社会推

進に関する事業を行い、言語・文

化・習慣などの違いを超えて人々が

同じ市民として共に生きる地域社会

の創造に寄与する。

多言語通訳翻訳・多文化共生相

談・語学講座・講師派遣・多文

化講座・イベント企画・外国に

ルーツのある子ども達への支援

など

20

2017005
グルポ　デ　トラベリョ　ウマニタリオ

インシテルナシオナル
10

多文化共生社会づくりの推進を図る

活動

パンフレット、ポスターづく

り、子ども教育、会議等
20

2016030 こくさいサークル 15 多文化共生の社会づくり 翻訳活動を通じての交流会 20

合計　241団体

26


