
           　《　みんなでつくろう、明るく住みよいおおとしを　》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計画期間　　：　　平成２１年４月１日　～　平成２６年３月３１日

大 歳 自 治 振 興 会



         平成２４年度　 大歳地区地域づくり計画書（五カ年）   テーマ「みんなでつくろう、明るく住みよいおおとしを」

活動 活動予算

分野 （単位：円） 21 22 23 24 25 関係部会

Ⅰ「老いても、住みよい大歳に」・・・・・・・各団体、地区住民が支援する。

1 高齢者支援体制の充実 見守り訪問活動の充実、組織の強化 高齢者の見守り

・「安心カード」の配布と活用

・自治会長、民生委員、福祉員の合同研修会

・地域住民による「ながら見守り」の実施 健康福祉部会

　（地域住民へ浸透を図る） 　・自治会活性化部会(連携)

・見守りの仕組みづくり 健康福祉部会

　・自治会活性化部会(連携)

　・安心安全部会(連携)

市報配付時の安否確認の奨励

・仕組みづくり

地域住民のコミュニケーションの強化

・高齢者生きがいセンター立ち上げの検討

要援護者支援制度の推進

・地区内での仕組みづくり

給食サービスの充実 調理器具の補充

配付対象者、配付方法の検討

調理ボランティアの確保

ふれあい給食への子ども達の参加方法の検討

ふれあいサロン立ち上げ支援 ふれあいサロンの立ち上げ経費の助成

未実施地域への出前サロンの実施

福祉員の増員 地区社協、関係自治会との協議

2 高齢者の生活安全対策 声かけ運動の推進 ボランティアの育成等 安心安全部会

　・健康福祉部会(連携)

　･自治会活性化部会(連携)

啓発活動 詐欺、訪問販売等への対処

･生活安全セミナー

・専門機関による講習会の実施

3 高齢者の交通安全対策 高齢者への講習会開催 高齢ドライバー１日ドック講習会の開催 安心･安全 36,000 安心安全部会

健康福祉部会

安心安全部会

自治会活性化部会

№ 活　　動　　名 活　　動　　内　　容 平成２４年度　実 施 内 容
　　　　活　動　年　度

健康福祉部会

地域福祉

安心･安全

210,000

20,000

P.1



         平成２４年度　 大歳地区地域づくり計画書（五カ年）   テーマ「みんなでつくろう、明るく住みよいおおとしを」

活動 活動予算

分野 （単位：円） 21 22 23 24 25 関係部会
№ 活　　動　　名 活　　動　　内　　容 平成２４年度　実 施 内 容

　　　　活　動　年　度

Ⅱ「子どもたちが、すくすく育つ大歳に」・・・・・・温かく見守る。ふれあう機会をつくる。

1 子どもの生活安全対策 交通指導 交通指導教育の支援

・小学校で交通教育（仮入学時開催）

交通立哨の実施（交通安全週間） 安心安全部会

　・自治会活性化部会(連携)

　・こども部会(連携)

交通安全の啓蒙運動 交通安全幟旗等の設置

大歳小学校正門前の溝蓋整備にかかる調整、陳情

見守り活動の強化、推進 見守り隊の結成による見守り活動への支援 安心安全部会

　（見守り全般・地域全体での組織立ち上げの検討） 　・こども部会(連携)

　・自治会活性化部会(連携)

見守り隊の地域住民への浸透を図る啓発活動 こども部会

青パト隊の検討 こども部会

　・自治会活性化部会(連携)

　･安心安全部会(連携)

夏休み夜間パトロールの実施、課題の洗い出し

危険箇所の看板清掃、周辺の草刈り

防犯グッズの整備

2 子育て支援 子どもの居場所づくり 地域児童学級「大歳元気クラブ」（仮称）創設に向けて調査研究

・計画策定委員会の設置

大歳地区内遊び場の情報収集とマップづくり

乳幼児、母親対策 親と子の広場「風和里」（月1回）

幼児を対象とした親と子の集いの広場づくりの調査検討

3 みんなで声かけマナーアップ大作戦 小学生を中心に声かけマナーアップ こども部会

　  地域と一体となった道徳教育の推進 自治会活性化部会

　・こども部会(連携)

　  家庭教育ＵＰ作戦 学校、家庭の役割を再認識と行動

親子コミニケーションの重要性の意識づけ　　

早寝、早起き、朝ご飯、読書のすすめ

こども部会

安心安全部会

こども部会

こども部会

こども部会

地域福祉

安心・安全

地域福祉

185,000

20,000

70,000

P.2



         平成２４年度　 大歳地区地域づくり計画書（五カ年）   テーマ「みんなでつくろう、明るく住みよいおおとしを」

活動 活動予算

分野 （単位：円） 21 22 23 24 25 関係部会
№ 活　　動　　名 活　　動　　内　　容 平成２４年度　実 施 内 容

　　　　活　動　年　度

4 三世代交流事業の促進 地域住民総参加の行事づくり 子ども対象の活動に地区住民が参加、協力

・自治会花壇づくりの助成

・夏休みラジオ体操の実施促進(啓蒙・普及) 自治会活性化部会

　・こども部会(連携)

大歳花いっぱい運動の促進（花壇審査を含む） こども部会

子ども会の新規立ち上げ支援 自治会活性化部会

各種イベントの開催 ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞ大歳お100姓さん、ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへの参加促進

地域行事における三世代交流の促進、充実

・しめ縄づくり、どんど焼き、ほたるまつり等

手形鯉のぼりの作成、小学校入学時の展示の充実

どろんこバレーの開催、充実

Ⅲ「住民のみんなが参加する自治会にしよう」・・・・・・自治振興会、地区社会福祉協議会がリード・サポートする。  
1 自治会（地域）の活性化 地域のふれ合いを目的とした新規事業の立ち上げ 自治会活動への支援　（１自治会１事業の奨励）

・地域清掃、三世代交流、声かけ運動

自治会への加入促進 自治会加入促進のしおりを作成、配布

2 体育、地区行事の推進活動 スポーツイベントへの住民参加促進 大歳地区体育祭の充実

　  　　　　　　　　　 三世代交流グランドゴルフ大会の開催

地域住民への参加の呼びかけ

　  まつりへの住民参加促進 まつりの充実（おおとし夏まつり、大歳まつり）

3 文化活動の推進 大歳の史跡を大事にしよう（ふるさとを知ろう） 大歳の史跡、旧跡に案内板を設置

史跡マップづくりの資料収集

4 地域の生活安全対策 防犯上の実態把握、啓蒙活動 犯罪の種類や発生状況の把握及び周知

わんわんパトロールの実施

・「ワンワンパトロール帽子」の作成、配布

5 地域の交通安全対策 交通安全意識の高揚 交通安全啓発運動 安心安全部会

交通立哨の実施 自治会活性化部会

・登下校時、交通安全週間等の立哨の促進 　・安心安全部会(連携)

　・こども部会(連携)

交通安全指導員等の増強 指導委員候補者の選定 安心安全部会

自治会活性化部会

こども部会

地域振興 310,000

文化スポーツ部会

文化スポーツ部会

自治会活性化部会

安心安全部会

安心・安全

地域個性創出

地域個性創出

地域個性創出

安心・安全

470,000

30,000

20,000

300,000

200,000

P.3



         平成２４年度　 大歳地区地域づくり計画書（五カ年）   テーマ「みんなでつくろう、明るく住みよいおおとしを」

活動 活動予算

分野 （単位：円） 21 22 23 24 25 関係部会
№ 活　　動　　名 活　　動　　内　　容 平成２４年度　実 施 内 容

　　　　活　動　年　度

6 地域の災害安全対策 防災意識の高揚 防災意識の啓蒙活動

・研修会、自治会説明会の開催

・7.21おおとし防災の日

防災の体制整備 自主防災体制の確立

・防災組織の検討

防災委員（防災リーダー）の研修

自主防災組織の立ち上げ支援

防災機関との連携

・市、県が開催する研修会への参加

自主防災組織設立後の防災用具の購入支援

土嚢を数カ所に分けて備蓄場所の確保

・土嚢の詰め替え作業

消防機材倉庫に表示ののぼり旗の設置

孤立地への避難作業のためにゴムボートの設置

防災の記録 災害史の作成、保存

7 犯罪の起こりにくい環境の整備 防犯意識の高揚 犯罪の起こりにくい環境の整備

・道路、土手等の危険場所の整備

・地元有志及びボランティアの育成

・吉敷川、朝田川の土手整備

明るいまちづくり 防犯灯の整備、新設 自治会活性化部会

・新規設置、取替え補助、パトロール 　・安心安全部会(連携)

一戸一灯運動の推進 安心安全部会

環境美化クリーン作戦 大歳地区一斉清掃の実施　10月14日（日） 自治会活性化部会

　・安心安全部会(連携)

吉敷川、朝田川の土手整備の支援

　 清掃推進（春・秋）運動の徹底 啓蒙活動

マナーアップ作戦 ごみの不法投棄の防止

・貧乏神神社鳥居の作成、設置

ごみ出しマナーアップ作戦の展開（広報）

・広報紙の作成・配布

交通安全 反射鏡の設置助成

団地内道路等の道路標示助成

安心安全部会

自治会活性化部会

安心安全部会

自治会活性化部会

安心安全部会

自治会活性化部会安心・安全

安心・安全

環境づくり

安心・安全

環境づくり

1,325,000

720,000

P.4



         平成２４年度　 大歳地区地域づくり計画書（五カ年）   テーマ「みんなでつくろう、明るく住みよいおおとしを」

活動 活動予算

分野 （単位：円） 21 22 23 24 25 関係部会
№ 活　　動　　名 活　　動　　内　　容 平成２４年度　実 施 内 容

　　　　活　動　年　度

8 安心安全な地域づくり 意識啓発 ロゴ入り横断幕の作成、掲示

自治会長研修会の実施

安全点検 安全パトロールの実施（月1回）

・生活、交通等危険箇所の点検、要望、整備

・交通・防犯グッズの配布

・環境美化の必要箇所の把握

実態の把握 関係機関との連携

・消費生活センター、交番、警察署等との情報交換

土木工事 法定外公共物等整備事業の補助 自治会活性化部会

　・代表者会議

Ⅳ「地域の生活課題を、みんなで解決しよう」　  
1 福祉サービス 福祉サービス関係情報の広報活動 住民へ周知

・民児協だより、地区社協だより

2 交通対策 対策の検討 将来を考え、大歳ルートを新設設計し、市へ要望

　  道路事情を考慮し、小型車の導入を市へ要請

 ルート沿線事業者の協力支援を依頼　　

 手段の検討 コミュニティバスのルート再編を市への要請

　  コミュニティタクシーの導入調査（利用頻度等）

3 各種の「たより」に情報を掲載 地域情報の収集・発信 「まちづくりかわら版おおとし」の発行（年６回）

 ・各部会活動、啓発情報等の発信

ホームページの充実

・保守、維持管理経費

4 緊急時の対応策の整備 災害・危険・交通等の情報発信 登録制による地域モバイル情報網の構築に向けた研究 安心･安全 0 こども部会

5 大歳駅の活用 活用方法の検討 交流列車おおとし運営委員会の設置、開催

交流列車おおとしの管理、運営

・環境整備

　小計（活動費+土木工事費）⇒ 7,108,000 　 　　

事務局運営費 人件費 事務局長、事務局員 2,505,000

事務費 会議費、事務費、通信費 1,179,000

　小計（事務局運営費） ⇒ 3,684,000

合計 ⇒ 10,792,000

地域福祉 健康福祉部会

代表者会議

広報委員会

交流列車おおとし運営委員会

自治会活性化部会

安心安全部会

環境づくり

安心・安全

2,124,000

協議会運営

0

595,000

473,000

地域振興

地域個性創出

地域振興

P.5


