
番号 名　　　称 現　　状 方　向　性 担当課 ～H20 Ｈ21 H22

1 グラウンドゴルフ発祥地大会 実行委員会での大会運営

２～３年を目途に大会運営を
指定管理者、町GG協会への
運営に移行検討。
基金の残高を考慮して運用を
検討する。

生涯・人権課 実施 実施 実施

2 セカンドスクール 教育委員会主催で実施
・平成２１年度は継続実施
・平成２２年度以降も継続
（青少年の家が存続する限り）

生涯・人権課 実施 実施 実施

3
ハワイアンフェスティバルハワイ
inゆりはま

実行委員会での開催（事務
局：産業振興課）

アロハフレンドシップ、ハワイ
アンフェスティバルとのタイアッ
プを進める。

産業振興課 検討 実施 実施

4
・湯梨浜夏まつり
・綱引き大会

各地域別に開催
当面各地域１日の開催とす
る。

企画課 実施 実施 実施

5
　・水郷祭

２日で開催 １日開催 企画課 実施 実施 実施

6 　・ハワイまつり １日開催
アロハフレンドシップ、ハワイ
アンフェスティバルとのタイアッ
プを進める。

企画課 実施 実施 実施

7 　・とまり夏まつり １日開催 １日開催 企画課 実施 実施 実施

8 人権フォーラム（町民のつどい） 教育委員会主催で実施 部落解放月間中開催行事 生涯・人権課 実施 実施 実施

9
子育て講演会
（子育て・教育に関する講演会）

町外機関との共催
平成１９年度以降は啓発の実
施

子育て支援課
共催

啓発実施
単独実施 実施

10 成人式
・合併後１箇所で開催
・教育委員会主催

１箇所で開催 生涯・人権課 実施 実施 実施

11 東郷湖ドラゴンカヌー大会
民間実行委員会での大会
運営

平成19年度から民間団体での
主催へ移行。

生涯・人権課
H19から民
間実施

民間実施 民間実施

12 全国ベテラン卓球東郷大会 実行委員会での大会運営 団体での運営を検討中 生涯・人権課 開催 開催 開催

13 戦没者追悼式 全町で統合して開催 継続開催 町民課 開催 開催 開催

14 敬老会
平成19年度より町主催で1
箇所（2日間）で開催

町主催で平成２１年度も１箇所
（２日間）で開催する。平成２２
年度については、羽合小学校
１箇所で（2日間）開催。以後２
３年度東郷小学校、２４年度泊
小学校と開催する予定。

健康福祉課 2箇所開催 継続実施 継続実施

15 地産地消フェア「ゆりはま市」
泊地域振興課・東郷地域振
興課・企画課
H19～産業振興課

産業振興課で新規事業として
開催
H22より町商工会事業「ゆりは
ま大漁まつり」と共催予定。イ
ベント名も変更予定。

産業振興課 開催 開催
11月3日
開催（於：
泊漁港）

16
ジュニアグラウンドゴルフ発祥地
大会

平成１８年度から開催

継続開催
国の事業仕分けの廃止対象と
なっており２３年度の事業採択
は現時点で未定、結果により
継続開催の判断が必要。
２３年度事業採択となり継続
実施

企画課 開催 開催 開催

17 部落解放文化祭（文化会館）
実行委員会（事務局：文化
会館）での大会運営

継続開催 生涯・人権課 開催 同日開催 同日開催

18 部落解放文化祭（浜地区会館）
実行委員会（事務局：文化
会館）での大会運営

継続開催 生涯・人権課 開催 同日開催 同日開催

19 同和教育推進大会
実行委員会（事務局：文化
会館）での大会運営

継続開催 生涯・人権課 開催 開催 開催

20 ハワイトライアスロンIN湯梨浜
実行委員会（事務局：産業
振興課）での大会運営

継続開催 産業振興課 準備 開催
5月22･23日
開催

・平成21年度第31回大会（9/5～6）開催。
・平成22年度第32回大会（9/4～5）開催。
大会役員等後継者育成・団体運営については、継続検討中。

・平成22年10月15日実施予定
・アロハホールにて開催（１日）継続実施

・平成19年度は、合併後初の町主催で、羽合小学校体育館において開
催し、平成20年度も10月に東郷小学校体育館において二日間にわ
たって開催した。高齢化により対象者数が増加することや、体育館開
催に高齢者から不満の声があること等を勘案し、敬老会のあり方を再
検討したが、２１年度については泊小学校体育館を会場に開催を決定
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・平成22年度羽合小
学校で実施。以降２３年度東郷小学校、２４年度泊小学校と開催する
予定。

・継続開催予定
・実行委員会で開催場所等商工会との共催による開催を検討した。
・H22開催に係る商工会への補助金を予算計上した。（湯梨浜町商工
会育成補助金）

・平成18年度11月23日開催
・平成19年度8月18日開催
・平成２０年８月２日開催
・平成21年度より地域活性化センターの「スポーツ拠点づくり推進事
業」に選定される
・平成21年8月1日開催
・平成22年８月８日開催
・平成23年８月７日開催

・平成２１年７月１２日実施済み。
・平成２２年度以降、有利な助成制度を活用して実施予定。
・平成２２年６月２７日　人権フォーラムを実施済み（人権啓発活動地方
委託事業を活用）　昨年度同時期であれば７月１１日になるが、参院選
のため開催時期を早めた。
・平成２３年６月２６日　人権コンサートを実施予定（人権啓発活動地方
委託事業を活用）。

・平成２０年度＝救急法講習会、育児教室等の個別事業を単独実施。
・平成２１年度＝食育講演会、育児教室等の個別事業を単独実施。
・平成２２年度＝「赤ちゃん登校日」事業を教育委員会と連携し、町内
すべての小中学校において実施。9月23日に子育てフエスタを各種団
体、関係機関等と連携して実施。５００人参加。

・毎年１月３日アロハホールで開催を固定（高出席率維持）
・式の運営に関して対象者の積極的な参画を得るよう努める。

※下線部分が変更箇所

・継続開催予定
23年度まで、県100万円、中部広域50万円の支援あり
・第4回大会以降（平成24年以降）については、要検討。

・平成22年度(民間実行委員会主催)第10回大会を開催（8/22）。

・継続開催
・平成２２年１０月２４日開催。３年に１回の分科会を盛り込んだ。
・平成２３年１０月２３日開催予定。

・平成21年度（12/5～6）開催。
・両地区の同日開催とした。
・平成２２年１２月４・５日開催。両地区同日開催。
・平成２３年１２月３・４日開催予定。両地区同日開催。

・平成21年度（12/5～6）開催。
・両地区の同日開催とした。
・平成２２年１２月４・５日開催。両地区同日開催。
・平成２３年１２月３・４日開催予定。両地区同日開催。

・平成18年度より１日開催実施
・平成２０年度より寄附金にてイベント（花火・共通経費以外）を実施。
・平成23年度から花火大会を一本化に向けて協議中。
・前項４と同じ

　　　④文化・スポーツイベント等開催方法の検討

平成23年3月末進捗状況

・ＧＧ発祥地大会（事務局移管継続協議）
・平成22年度大会実施済（6/12～13）
・平成21年度末基金現在高　4,450千円
・平成22年度から過疎債の対象とする。平成22年度取り崩し額92千円
・平成23年度は6/11～12実施予定

・平成21年度継続実施（6/21～27）
・平成21.12.10社会教育委員会で検討（存続の方向）
・平成22年度実施済（6/20～26）
・平成23年度は6/19～25実施予定

・検討結果（タイアップは、無理）
・ハワイアンフェスティバルのみを継続して７月実施（H22.7／3～4）

・平成１８年度より１日開催実施
・平成２０年３月湯梨浜夏まつり実行委員会を組織（花火・共通経費）
・平成２０年度から湯梨浜夏まつり「綱引大会」として実施。
・平成23年度から花火大会を一本化に向けて協議中。
・平成23年度「ハワイ温泉まつり」実施しない予定。「水郷祭」「とまりみ
なと祭り」は継続で実施予定。

・平成１９年度より１日開催実施
・平成２０年度より寄附金にてイベント（花火・共通経費以外）を実施。
・平成23年度から花火大会を一本化に向けて協議中。
・前項４と同じ

・検討結果（タイアップは、無理）
・平成１８年度より１日開催実施
・平成２０年度より実行委員会（旅館組合主体）を組織変更。
・平成２０年度より寄附金にてイベント（花火・共通経費以外）を実施。
・平成23年度から花火大会を一本化に向けて協議中。
・平成23年度は実施しない


