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様様２－１ 事事結果の ま とめ
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４ ）定定定な効果
　　発発発発

○

○都都都都都都都都に記記し、実実ででし

ままま まあ会会との協協協協協び支支を行う。都都都都都都都都に記記はなか はしは 、実実しし

都都都都都都都都に記記ししは 、実実ででなか はし

－都都都都都都都都に記記はなか はしは 、実実しし

都都都都都都都都に記記ししは 、実実ででなか はし

住住住住
ププププ

○ 大大大大大大大大都都協び鵜鵜鵜鵜大大鵜鵜鵜ワ シワシワワプの開開
○ 鵜鵜鵜鵜大大鵜鵜鵜の都都整整に関すす説説会を開開

都都都都都都都都に記記し、実実ででし
今事もワ シワシワワプ会を開開し、ままの魅魅を持持ささささ ま方方の検検
を行う。

都都都都都都都都に記記はなか はしは 、実実しし

都都都都都都都都に記記ししは 、実実ででなか はし

そ の他の
数評数単４

－

“ ” 6 6 .4 “ ” 5 3 .1  “ ” 5 2 .2  ・遊遊都遊遊遊へのへモへシシでは、都都ささし遊遊都は 遊できすさ ％、 大安であす ％、 自自、景景を協遊しし都都は行わさささす ％との回回は多さ。
・今事、木木大大大遊遊都の遊遊を希希すす意意は多ま（ ％）、79.6 都都整整事の さかなす遊行遊の増住は意見まさす。
・都都ささし鵜鵜鵜の鵜町みはさかに大はすがとを希む声はあす。

５ ）実実実実の事事

実実実実 実実発発 今事の対対方方会

モモモモ モモ なし
都都都都都都都都に記記し、実実ででし

３ ）そ の他の数評数単
　　（当当当定しし数評
　　単単目目の数単）に
　　よす効果発発発発

持持定なままま まあ
体体の構構

○ ままま まあ会への意意意意

そ の他の
数評数単３

－

そ の他の
数評数単２

－

年目実1 の
達平意見み

効果発発整効
（総総総意）

フフ プシへワ プ
予定予交

その他の
数評数単1

－

数　単
従従評 単単評 数　　評 単単

達平単

－数単４

○

木木大大大遊遊都協び大大大大大大遊遊都会で形平
ささす遊行遊歩交にににモは都都ささしがとで、良良な
ネワシワシワは形平ささし。

－数単３ ネワシワ シワの良良定 ％ 12 H24 100

数単２ 遊行遊の快快定 ％ 24 H24 85

H28 － 100

○

中中都鵜鵜鵜、おはさ池、村村村会を結ぶぶシシ「各
各務務務務都」は都都ささしがとによあ、各各各交の
ネワシワシワは強強ささ、遊行遊数の増住に寄寄しし。

平平 年 月29 4

単単
達平単

年目実1 の
達平意見み

効果発発整効
（総総総意）

フフ プシへワ プ
予定予交

H28 ○－ 97

遊遊都の都都きややシ舗舗の実実によあ、大安で自自
に親しむがとは出出す遊行歩交は確確ささし。
個個総個の文強文き務務歴歴会の維持・改改によあ、
務務定な景景の維持は図かさささす。

平平 年 月29 4

２ ）都都都都都都都都
　　に記記しし単単を
　　定定強すす数単
　　の達平発発

数　単
従従評 単単評 数　　評

影影なし。

高高歩交形平実当（遊行支支実当、障障遊障障実当会）（鵜公シにト）

発現、大大大大遊遊都遊遊遊は使遊でですシにトは、中中都鵜鵜鵜実にしか
なさしめ、各地住住き遊遊都遊遊遊かか周遊ぶシシ上へのシにト当設の整希を
受けささす。当当、大大大大大大鵜への都都を予定しささしは、大大河河遊
都道上であすがとかか当設はででなさしめ、本事基を追住すす。

（数単１）各各交の遊行遊数に関わすしめ、単単評を600個かか612個へ変
更しさ対対しし。

－ － －

数単1 各各交の遊行遊数 個 409 H24 612

交交交交
の変更

平平 年単24 ～平平 年単28 交交交交の変更によす事基、
数単、数評単単への影影

H28 － 636

１ ）事基の実実発発

当当都都に
単設まけ、
実実しし事基

事基都
鵜鵜（（仮仮）木木大大大鵜鵜都都）、各地都協基地実当事基（大大）（木木大大大大大都都、大大大大大大大大都都）、各地都協基地実当事基（情情情）（大大大大周大各各ににモ都都、各各務務務務都ににモ都都）、高高
歩交形平実当（自自自舗舗）（木木大大大遊遊都都都、大大大大大大遊遊都都都、木木大チチシシ遊遊都都都、おはさ池遊都都都）、高高歩交形平実当（ややシ舗舗）（各各各各各各各周遊ぶシシ都都）

各地地地支支事基（務務各各・景景歴歴の PR協協、景景景整景地景確景事基、家家会改景家家事基）、事基協遊事事（事基効果事事事事）、ままま まあ協協活活事基（研改・ワ シワシワワプの開開支支）

事基都 削削 追住/ の河理 削削 追住/ によす単単、数単、数評単単への影影

高高歩交形平実当（自自自舗舗）（おはさ池遊都都都）
木の根は舗舗を持ま上げ遊行に危危を協ぼすがとになはししめ、緊緊定を整す
すがとかか都都道市（都単市市）にさ遊都舗舗改歩歩事を実実しししめ、当都
都での事基を取あきめす。

影影なし。

新しに追住し
し事基

基基事基

各地都協基地実当（大大）（坊の塚塚塚大大都都）
岐岐岐実 番単2 の従方事前塚となす坊の塚は、がさまで各地住住総個であはし
しめ個効定な協遊はなささささなかはし。がのしめ、本事基でがさを協遊し都住
は集う大大としさ都都し各地の務務を紹紹すす。

（数単１）各各交の遊行遊数に関わすしめ、単単評を600個かか612個へ変
更しさ対対しし。

各地都協基地実当（大大）（ふ さあさ大大都都）
子子さ世世支支プモモシ遊遊遊、遊遊都遊行遊の休休実当、各各実住住休
さの大としさ協遊すす。

－
なし

岐岐岐 都鵜村都 各各各都 各各都 各各各各各各各

平平 年単24 ～平平 年単 事事事事実実予交 平平 年単 交交対年事基市28 28 村市国452



様様２－２ 各各の整整

単単：個 409 H24 612 H28 636 H28

単単：％ 24 H24 85 H28 97 H28

単単：％ 12 H24 100 H28 100 H28

・各各各各各各各の今事意見まさす遊行遊の増住に併ささ、必整に対じさ大安対安を講じす。

今事の ままま まあ
の方安

（改改安を含む ）

・親しみの あす遊行歩交を維持すすしめ、沿都沿沿会を都都すす。
・今事意見まさす遊行遊増住に併ささ、遊行遊の大安を確確すすしめの対安を活活すす。
・景観観の遊遊利活とともに、都住の健健増活のしめ遊遊都遊遊を利活すす。
・各各の まま遊での仕仕けま まあによあ、集観効果を安体に波協ささす取あ組みを展開すす。
・各地、各各協びにびモシ会の ＰＰ協協を利活すす。
・中中都鵜鵜鵜各各、おはさ池各各、木木大大大各各会の景各重景各各におけす景景の維持に向けし周周き啓発を引で持で行う。

・犬中犬犬鵜への景観観を各各各都へ障障すすしめの PR協協の利活は求めかさす。
・中中都鵜鵜鵜会で行わさささすにびモシへ の障観の利活き、遊遊都き務務務都を協遊ししにびモシ会の実実によすさかなす務務歴歴会の協遊は求めかさす。
・新構き改構ささす景景ににささ、務務き景景に配配しし都都はささすよう、転転遊き景景総個遊会に対しさかなす河理き啓発は求めかさす。
・犬中犬、木木大、大大大大、おはさ池会の優さし景景に配配ししままま まあは引で持で求めかさす。

大単単 ：務務・景景各各のネワ シワ シワ強によす各地安体のにのわさ地出
単単     １：美しさ景景と豊かな自自に親しむがとはでです休さの歩交を地出すす。
単単     ２：各地の務務・景景歴歴を協遊し交交個交の増住を単数す。

各各交の遊行遊数

遊行遊の快快定

ネワシワシワの良良定

ままの市課の変強

○ 達平ささしがと
・自自自舗舗によす大大大大大大遊遊都の都都によあ、自自に親しみなは か木木大と各各務務務務都を連連すす遊行歩交は確確ささし。
・木木大大大遊遊都協び大大大大大大遊遊都の都都整整によあ、大安に自自と親しむがとの でです遊行歩交き鵜鵜・大大は確確ささ、さかなすにのわさは予予ささす。
・坊の塚塚塚は大大としさの都都は整整し、務務各各き景景歴歴会の協定強に寄寄しし。発発発基は継持しさ実実しさおあ、今事はさかなす魅魅の拡大は交期ささす。

・中中都鵜鵜鵜会の各各実当のにのわさ地出を各各安体に波協ささすしめ、さかなす務務各各き景景歴歴会の磨で上げ・協定強ととやモと強を図す。

・大大大大周大各各、各各務務務務都ににモ都都によあ各各各交のネワ シワ シワは強強ささし。
・各地住住の確安意保の向上と景景家平によす個個総個の文強文き務務歴歴会の維持・改改によあ、務務定な景景の維持は図かさささす。
・各地住住きままま まあ団体会と協協で都都を活めしがとで、魅魅あす落ま着さしままま まあの活活は図かさし。
・中中都鵜鵜鵜会におささは、各地き行行との協協によすにびモシによあにのわさはみかさす。
・各地ボやモボボへ団体の取あ組みは継持ささしがとによは さ、各各各都実務各各あの りにととワ ワは発平ででし。
・庁実関庁各市は各地ままま まあ会の定定会き勉強会に住住すすがとで、各地住住との情情交情は可可な体体は構構ででし。
・・に・モモ ・シプ・ワ プをモ モ ・シへぶ すすがとによあ、各各各き各地安体の さかなす協定強は交期ささす。
● 新しな市課
・木木大大大遊遊都、大大大大大大遊遊都ともに快快な遊行歩交を維持しささましめ、定交定な削除会によす快適な維持河河に努めす。
・遊遊都は、景観観ののか各地住住も多ま遊遊しささすしめ、景観観障観とともに各地住住の遊遊利活を図す。

各各各各各各各（岐岐岐各各各都）　都都都都都都都都事基の平果整整

ままま まあの単単 単単を定定強すす数単 従従評 単単評 事事評

□ 提提事基

各地地地支支事基

家家会の改景家家事基

N=6件

□ 提提事基

ままま まあ協協活活事基

研改・ワシワシワワ プの開開

支支

基基事基 各地都協基地実当（情情情）

各各務務務務都に にモ都都 N=23箇総

基基事基 各地都協基地実当（情情情）

大大大大周大各各に にモ都都 N=30箇総

基基事基 高高歩交形平実当（自自自舗舗）

大大大大大大遊遊都都都 L＝1,500m

基基事基 高高歩交形平実当（自自自舗舗）

木木大大大遊遊都都都 L＝1,100m

基基事基 高高歩交形平実当（ややシ舗舗会）

各各各各各各各周遊ぶシシ都都L=10.1ｋｋの 実各事


