
〇油川地域における各団体の主な取組み

活動種別 活動内容 実施主体等 団体名

環境美化 天田内川清掃 下町・寺町・横町・仲町の4町会 下町・寺町・横町・仲町の4町会

ふるさと海岸草刈り及び清掃 油川連合町会 下町町会

北部「地域一斉一掃きデー（野木和公園） 北部連合町会 下町町会

ふるさと海岸清掃 油川連合町会他と共同 館町町会

海岸清掃ゴミ拾い むつ湾をきれいにする会と共同 茶屋町町会

中道公園・西緑地・除草・ゴミ払い 中道公園愛護会、緑地愛護会 横町町会

町内のゴミ箱周辺の美化清掃 町民全員による輪番制で実施 横町町会

ふらさと海岸清掃 連合町会と共同 老人クラブ

野木和公園清掃大会 地区子ども会と共同 青森観光コンベンション協会

ゴミ箱改修 町会単独 寺町町会

下町町会内一斉一掃きデー 町会単独 下町町会

中道緑地帯広場の清掃及び花植栽・草取り 町会単独 下町町会

しもまち公園清掃及び花植栽・草取り 町会単独 下町町会

ゴミ集積所にプランター設置 町会単独 下町町会

町内ゴミ拾い（３回） 町会単独 館町町会

ゴミ袋の配付 町会単独 仲町町会

油川中学校横草刈 町会単独 日の出町会

熊野宮境内清掃 町会単独 十三森町会

町内の草刈り及び清掃 町会単独 新油町会

花壇づくり 町会単独 新油町会

町内のごみ拾い 町会単独 新油町会

町内清掃 町会単独 平和町会

ごみ出しマナー啓発 町会単独 ひばりの町会

リサイクル運動推進 町会単独 ひばりの町会

町会一掃きデー 町会単独 ひばりの町会

花壇づくり 町内健老クラブ単独 新生町町会

町内のごみ拾い（５回） 町内健老クラブ単独 新生町町会

草刈と町内清掃 町会単独 新生町町会

資源ゴミ回収 町会とこども会 新生町町会

町内の草刈及び清掃 町会単独 のぎわ団地町会

ふるさと海岸清掃 連合町会 連合町会、女性部

北部・野木和公園一掃きデー 連合町会 連合町会、女性部

野木和公園周辺のゴミ拾い 青森外ヶ浜ライオンズクラブ単独 青森外ヶ浜ライオンズクラブ

花壇づくり 油川行学校PTA単独 油川小学校PTA

安全安心 防犯・交通パレード 油川連合町会他と共同 地域の各団体と合同

交通安全マスコット配付 津麦園と共同 防犯交通対策協議会

下町市民館の防災訓練年２回 町会単独 下町町会

交通安全週間にのぼり等の設置 町民全員 横町町会

防犯・交通事故研修会 町会単独 ひばりの町会

通学路パトロール 町会単独 ひばりの町会

夏休み期間夜間パトロール 町会単独 ひばりの町会

防災訓練 町会単独 のぎわ団地町会

新入学生交通安全指導 交通指導隊 防犯交通対策協議会

野木和公園花見巡回 防犯指導隊 防犯交通対策協議会

油川小学校運動会協力 交通指導隊 防犯交通対策協議会

油川各神社宵宮巡回 交通防犯指導隊 防犯交通対策協議会

油川各単会ねぶた協力 交通防犯指導隊 防犯交通対策協議会

油川地区ねぶた合同運行協力 交通防犯指導隊 防犯交通対策協議会

油川地区飲酒運転防止運動 交通指導隊 防犯交通対策協議会



健康づくり 生き生きウォーキング（野木和公園） 油川連合町会 下町町会

スポーツ ウォーキング 油川連合町会 館町町会

夏休みラジオ体操 近隣町会子供会 茶屋町町会

ウォーキング 油川連合町会 日の出町会

ウォーキング 油川連合町会 新油町会

ウォーキング 油川連合町会 新生町町会

ウォーキング 油川連合町会 のぎわ団地町会

市民センターまつり 実行委員会 のぎわ団地町会

生き生きウォーキング（野木和公園） 油川連合町会 油川連合町会

野木和公園一周ウォーキング 町会単独 下町町会

健康体操体験 町会単独 下町町会

ウォーキング 町会単独 新油町会

ウォーキング 町会単独 ひばりの町会

ウォーキング 元気町あぶらかわ街づくり委員会単独 元気町あぶらかわ街づくり委員会

ウォーキング 青森観光コンベンション協会単独 青森観光コンベンション協会

リーダーズスポーツ大会 地区子ども会と共同 青森観光コンベンション協会

文化 市民センターまつり（芸能大会） 実行委員会と共同 下町町会
回覧板
学校だより、おおはま、警察だより、あおもり
消防

油川小学校
広報油川
青森地域消防組合

茶屋町町会

展示会（センターまつり出展） 町会単独 下町町会

オリエンテーリング＆ドッジボール大会 油川観光コンベンション協会と共同 油川地区こども会連絡協議会

風船で遊ぼう 油川観光コンベンション協会と共同 油川地区こども会連絡協議会

野球大会、ドッジボール大会 油川観光コンベンション協会と共同 油川地区こども会連絡協議会

野木和公園缶拾い、ごみ拾い 油川地区こども会連絡協議会単独 油川地区こども会連絡協議会

クリスマス大会 油川地区こども会連絡協議会単独 油川地区こども会連絡協議会

リーダー研修 油川地区こども会連絡協議会単独 油川地区こども会連絡協議会

輪投げ大会 油川地区こども会連絡協議会単独 油川地区こども会連絡協議会

カルタ、百人一首大会 油川地区こども会連絡協議会単独 油川地区こども会連絡協議会

運動会 油川地区こども会連絡協議会単独 油川地区こども会連絡協議会

青少年の健全育成 夏休みラジオ体操 町会単独 下町町会

クリスマス大会 町会単独 下町町会

６年生卒業記念 町会単独 下町町会

青少年のたまり場の巡回 町会員全員 茶屋町町会

町会ミニ運動会 町会単独 十三森町会

夏休みラジオ体操 町会単独 十三森町会

夏休みラジオ体操 町会単独 新油町会

各種スポーツ大会 連合こども会 新生町町会

ねぶた合同運行 観光協会 新生町町会

大根・じゃがいも作り・鏡餅づくり こども会単独 新生町町会

油川小・清掃活動に協力 油川小学校 青森外ヶ浜ライオンズクラブ

宵宮巡回 油川行学校PTA単独 油川小学校PTA

夏休み巡回 油川行学校PTA単独 油川小学校PTA

登校指導 油川行学校PTA単独 油川小学校PTA



まつり ねぶた運行（町内・合同） 町会単独、実行委員会と共同 下町町会

レクリエーション ねぶた町内運行・合同運行参加 十三森ねぶた愛好会と共催 十三森町会

花見 油川連合町会 油川連合町会

三世代交流もちつき大会 青森市油川市民センター管理運営協議会と共同 油川市民センター運営推進協力会

油川市民センターまつり 油川市民センターまつり実行委員会 油川市民センター運営推進協力会

盆踊り 町会単独 下町町会

県内の旅行（町会１回・寿老会１回） 町会単独 下町町会

ネブタ運行 町会単独 館町町会

総会後の懇親会等 町会単独 茶屋町町会

ゴミ分別 町会単独 茶屋町町会

除雪 町会単独 茶屋町町会

町内日帰り旅行 町会単独 仲町町会

町内旅行 町会単独 横町町会

青年部・老人クラブ・婦人部の旅行 町会内各部単独 横町町会

町内のトランプ大会 町会単独 横町町会

飛龍宮の宵宮 町会単独 横町町会

町内旅行 町会単独 日の出町会

納涼まつり 町会単独 新油町会

町内旅行 町会単独 新油町会

盆踊り 町会単独 平和町会

秋のレクリエーション 町会単独 平和町会

納涼大会 町会単独 ひばりの町会

日帰り旅行 町会単独 ひばりの町会

ねぶた運行 町会、こども会 新生町町会

盆踊り 町会単独 新生町町会

町民親睦慰安旅行 町会単独 新生町町会

秋の満喫フェア 観光協会 新生町町会

町内旅行 町会単独 のぎわ団地町会

トランプ大会 老人クラブ単独 老人クラブ

花見 元気町あぶらかわ商店会単独 元気町あぶらかわ商店会

油川ねぶた祭り 協賛 元気町あぶらかわ商店会

市民センターまつり 協賛 元気町あぶらかわ商店会

元気町フェスタINあぶらかわ 元気町あぶらかわ商店会単独 元気町あぶらかわ商店会

油川中学校祭り 協賛 元気町あぶらかわ商店会

野木和公園春まつり 青森観光コンベンション協会単独 青森観光コンベンション協会

油川子どもねぶた合同運行 青森観光コンベンション協会単独 青森観光コンベンション協会

研修会・講習会 研修旅行 町会単独 下町町会

陶器づくり講習会及び製作実習 町会単独 下町町会

パッチワーク講習会及び作品実習 町会単独 下町町会

料理教室 町会単独 新油町会

市民センター出店作品づくり 婦人部、子ども会 新生町町会

市民センター芸能発表 婦人部、子ども会 新生町町会

研修旅行 連合女性部単独 連合町会、女性部

赤十字健康生活支援講習会 連合女性部単独 連合町会、女性部

料理講習会 連合女性部単独 連合町会、女性部

幹部研修旅行 老人クラブ単独 老人クラブ

女性部研修旅行 老人クラブ単独 老人クラブ

六ヶ所原燃センター見学 油川行学校PTA単独 油川小学校PTA

料理教室 油川行学校PTA単独 油川小学校PTA



社会福祉 赤い羽根共同募金 町会と地区社協 寺町町会

敬老会 地区社協と共同 下町町会

墓前祭 油川連合町会

敬老会 油川連合町会

敬老会 地区社協と共同 館町町会

敬老会 地区社協と共同 日の出町会

敬老会 地区社協と共同 新油町会

敬老会 地区社協と共同 新生町町会

共同募金 連合町会と共同 社会福祉協議会

一人暮らし高齢者忘年会 社会福祉協議会単独 社会福祉協議会

敬老会 連合町会と共同 社会福祉協議会

一人暮らし高齢者宅雪おろし 地区社協と共同 消防団第五分団

敬老会 協賛 元気町あぶらかわ商店会

世帯の雪片付け 町会単独 新油町会

高齢者世帯の雪卸し 町会単独 下町町会

冠婚葬祭簡素化運動 町会単独 下町町会

敬老会 町会単独 のぎわ団地町会

施設慰問 連合町会 連合町会、女性部

その他 かかしロード２８０ かかしロード２８０実行委員会 元気町あぶらかわ商店会ほか各団体

墓前祭 油川連合町会 下町町会

新年互礼会 油川連合町会 下町町会

新年を語る会 町会単独 下町町会

熊野宮祭事 町会単独 十三森町会

又八沼周辺の巡回活動 シナイモツゴを守る会単独 シナイモツゴを守る会

又八沼周辺の清掃活動 シナイモツゴを守る会単独 シナイモツゴを守る会

シナイモツゴ保護・啓蒙活動 シナイモツゴを守る会単独 シナイモツゴを守る会


