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別記様式第１２号（第１１条関係）

事　業　実　績　書

団体名 大歳自治振興会

１　総括

２　事業内容
（１）協議会運営

事業費

（２）地域振興
事業名
事業費

事務局の
運営体制

事業概要

（評価）　①自治会単位での交流事業を通じてより自治会内での親睦が図られました。
②未加入世帯へのアピールができました。

（今後に向けて）　よりスムーズに事務局運営を行うため、体制を強化していきます。

３１２，２０２円

（実施内容） ①地域のふれあいを目的とした事業（１自治会１事業：地域清掃、世代間交
流、声かけ運動など）を実施した自治会に対して活動支援を行いました。
②自治会未加入世帯の実態調査を行い、加入促進チラシを作成し配布した。

（成果・評価）　年間を通じて滞りなく事務局運営及び会議等を行うことができました。

　昨年に引き続き各自治会に設置された防災委員を中心に自主防災組織設立に向けた研修会を開催
した結果、新たに5自治会が組織を設立し、防災意識が高まってきました。また、「１自治会１事業」の推
進により、自治会活動の活性化が図られました。今後は、自主防災組織間等の連携を強化し、地域の安
心安全を推進するとともに、子ども達等が安心していられる地域での見守る体制の組織化を進め、地域
づくりを一層推進していきます。

４，０９４，１７４円

（事務員等の雇用人数）　事務局長　１名　　事務員　１名

（運営費の主な内容）　事務局人件費、事務費、代表者会議及び部会等会議費

自治会（地域）の活性化

（実施時期）　平成２４年４月～平成２５年３月

（参加人数等）　①１自治会１事業　　14自治会　延べ　１，０１２人
②自治会加入促進チラシ　　　２，０００部作成

（成果）　①２８自治会のうち１４自治会において、地域住民の交流を図る行事や取り組み
が行われました。②自治会加入促進活動が具現化しました。

（今後に向けて）　①今後は更に地域への事業の浸透を図り、より実施しやすい支援方法
を考えていきます。②自治会加入促進活動を継続的に行っていきます。
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事業名
事業費

（３）地域福祉
事業名
事業費

事業名
事業費

事業概要

（成果）　①安心カードを作成しました。②調理器具を購入しました。③出前サロンを２回開
催し、ふれあいいきいきサロンが１自治会で設立されました。

（今後に向けて）　今後もそれぞれの活動を継続し、支援体制をより充実させていきます。

（実施時期）　風和里…平成２４年４月～平成２５年３月（月１回）

各種の「たより」に情報を掲載

事業概要

（今後に向けて）　広報委員を中心に、広報紙、ホームページの更なる充実に努め、地域
づくりの活動状況を地域住民に周知し、まちづくりへの関心を高めていきます。

高齢者支援体制の充実
１２９，０２３円

（実施内容）　①「安心カード」を昼間、一人になる高齢者等に対して配布しました。②「ふ
れあい給食」の充実に向けて、調理器具を購入しました。③ふれあいいきいきサロン設立
のため、出前サロンを開催しました。

（実施時期）　①広報紙…平成２４年５月～平成２５年３月、②ホームページの更新…随
時、リニューアル…３月

（発行回数）　①広報紙…６回発行　　１回あたり約４，４００世帯

（参加人数等）　①安心カード…５０人、②調理・配達関係者…１２９人、配食数…延べ５３
１食（３回）、③出前サロン　２回　３２人

事業概要

（評価）　編集体制も整い、充実した広報活動ができました。また、身近な情報や人を紹介
することにより、広報紙やホームページへの関心が高まってきました。

子育て支援
５１，４２９円

（実施内容）　親と子のつどいの広場「風和里」を開催しました。

（今後に向けて）　お手伝いいただくスタッフの人数を増やしていくために、公募や他団体
等からの応援体制等を充実していきます。

（成果）　子育て中の母親が集い、情報交換やスタッフからのアドバイスをうけながら、気楽
に過ごせる場所を提供しました。

（評価）　開催回数を重ねるごとに、参加者の育児に対する悩みやストレスも和らぎ、子ども
や母親同士の交流も増えました。

９１７，６６０円

（実施内容）　①広報紙「まちづくりかわら版おおとし」を作成し、各戸に配布しました。②
ホームページの更新回数を増やしたり、画面をリニューアルし、情報発信をしました。

（実施時期）　①安心カード…平成２４年４月～平成２５年３月②ふれあい給食…平成２４
年６月、１１月、平成２５年２月

（評価）　①安心カードにより、緊急時の連絡等に迅速に対応できるようになりました。②配
食数の増加に対応できるようになりました。③出前サロンの実施により、サロンの立ち上げ
が推進できました。

（成果）地域住民に対して、地域づくり活動に係わる会議や行事等を周知しました。ホーム
ページのリニューアルにより見やすくなりました。

（参加人数等）　風和里…１２回　参加者　延べ２８３人
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事業名

事業費 ６８０円

（４）安心・安全

事業名
事業費

事業名
事業費

（評価）　出前セミナーであり、高齢者にとって身近な会場で行ったことから、参加しやすい
状況をつくることができました。

（今後に向けて）　講習会の充実を図るため、１回あたり１０人程度で年２回開催する予定
にしています。また、新たな参加者の募集に力を入れていきます。

（実施時期）　平成２４年９月、１１月

（参加人数）　１６人

事業概要

事業概要

（成果）　高齢者に対して、詐欺や訪問販売等の悪徳商法への対処方法を啓発しました。

（今後に向けて）　今後は、より多くの自治会で開催できるよう、実施方法等を考えていきま
す。

高齢者の交通安全対策
３６，０００円

（実施内容）　高齢者の交通安全意識の高揚を図るため、高齢ドライバー１日ドック講習会
を開催し、参加経費を支援した。

みんなで声かけマナーアップ大作戦

高齢者の生活安全対策

（実施時期等）　６月（三作）、９月（下湯田）、１１月（和田）

（参加人数）　４７人

（実施内容）　高齢者に対して、詐欺や訪問販売等の悪徳商法への対処方法を学ぶ「生
活安全セミナー」を開催しました。

（成果）　高齢ドライバー１日ドック講習会を２回開催し、高齢者に参加していただきまし
た。

（評価）　１回あたりの参加人数を１０人程度とし、実体験時間を増やしたことから、より参加
者の交通安全に対する意識が高まりました。

１３，００２円

事業概要

（実施内容）　家庭教育の向上を図るため、啓蒙パンフレット等を配布しました。

（実施時期）　平成２５年２月
（参加人数等）　パンフレット配布…新入学児童の保護者１５０名

（成果）　平成２５年度新入学児童の保護者を対象にパンフレットを配布しました。
（評価）　保護者に対して、家庭教育の指針になったり、家庭での教育の重要性を理解
してもらうことができました。

（今後に向けて）　これからも、様々な機会をとらえて啓蒙活動を続けていきます。
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事業名
事業費

事業名
事業費

事業名
事業費

事業概要

事業概要
（成果）　①交通安全週間をメインに交通立哨を行いました。②希望する自治会に横断
手旗３５本を配布しました。

（今後に向けて）　今後は、見守り隊の結成も含め、地域の交通安全に向けて立哨者を増
やしていきます。

（評価）①　交通立哨の実態調査等により、多くの団体で立哨を行うようになりました。②自
治会長を中心に日頃の安全意識が高まりました。

（参加人数）　５７人

（成果）　おおとしわんわんパトロール隊の帽子を作成し、協力者を地域住民から募集し、
地域の防犯の目として活動を行いました。

（評価）　協力者に帽子を着用して、犬の散歩をすることにより、地域の安心安全を担って
いるという意識が高まりました。

（今後に向けて）　今後はさらに協力者を増やすとともに、個々の生活パターンの中で無
理のない防犯活動として定着させていきます。

（実施者）　①安心安全部会員、大歳地区交通安全対策協議会委員、ＰＴＡ、自治会②手
旗セット…１０自治会に配布しました。

地域の交通安全対策
３，９２０円

（実施内容）　①交通安全意識の高揚のため、交通立哨の実態調査を行いました。また、
地域住民による交通立哨を行いました。②希望自治会に横断手旗を配布しました。

（実施時期）　①交通安全運動期間、学期始め等関係団体を中心に交通立哨を実施しま
した。②横断手旗…随時

地域の生活安全対策
６１，７４０円

（実施内容）　日頃から犬の散歩をする地域住民に協力をいただき、「おおとしわんわんパ
トロール隊」を募集し、ワンワンパトロールを実施しました。

（実施時期）　平成２４年４月～平成２５年３月

（実施時期）　①交通安全教室…平成２５年３月、②危険個所の点検…平成２４年７月
③夜間パトロール…夏休み期間

（成果）　①交通安全教室を開催し交通安全グッズを配布しました。②警告看板が目立つ
ようになりました。③パトロールグッズを入れるためのカゴを購入しました。

事業概要

（評価）　①交通安全教室を警察署や小学校と共同で開催し、交通安全グッズを配付する
ことで、子ども達の交通安全に対する意識が高まりました。②危険個所の場所などが再認
識されるようになりました。③自治会長を中心に、日頃の安全意識が高まりました。

（今後に向けて）　今後も積極的に啓発事業を進め、地域住民の安全意識を高めていきま
す。

３６，０９３円

（実施内容）　①平成２５年度入学児童を対象に交通安全教室を開催しました。②危険個
所の点検や警告看板等の清掃を行いました。③夏休み期間中の夜間パトロールを行いま
した。

（参加者等）　①交通安全教室…参加人数１５０人、②危険個所の点検…２０人、③夏休
み安全パトロール…３回（１０２人）

子どもの生活安全対策
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事業名
事業費

事業名
事業費

事業名
事業費

事業概要

事業概要

事業概要

（設置数等）　ＬＥＤ防犯灯…１７６灯（新設１9灯、取替１５７灯）

（実施内容）　①自治会長としての知識習得のため、研修会等を開催しました。②地区内
の生活や交通、防災箇所等を定期的に点検・見回りを行いました。

（実施時期）　平成２４年４月～平成２５年３月

（開催回数等）　自治会長会…４回、安全パトロール…１０回

（成果）　①自治会長の研修や情報交換を行いました。②安心安全部会で地域内の安全
パトロールを行いました。

（今後に向けて）　①自治会長の研修会を通じ、役割の理解を深め、会長同士の親睦を図
り、大歳地区の牽引役となれるように人材育成を行います。②地区内の安全パトロールを
充実させ、地域内の危険箇所の把握を行います。

犯罪の起こりにくい環境の整備（防犯灯、反射鏡）
１，４２８，２００円

（実施内容）　ＬＥＤ防犯灯の設置を支援しました。

安心安全な地域づくり（安全パトロール）
５０，６００円

（実施時期） 平成２４年４月～平成２５年３月

（成果）　各自治会からの申請に基づき、防犯灯の設置補助を行いました。

（評価）　ＬＥＤ防犯灯の設置により、地域内の夜間の道路が明るくなり、犯罪抑制対策に
つながりました。

（今後に向けて）　反射鏡、ＬＥＤ防犯灯の設置を推進し、安心安全なまちづくりを進めま
す。

（今後に向けて）　平成２５年度は８自治会で自主防災組織が設立される予定であり、残り
の自治会に対しても連絡会議などで、防災組織設立に向けて支援していきます。

地域の災害安全対策
４７５，３３２円

（実施内容）　①防災委員の研修会を開催するとともに、「おおとし防災の日」のイベントと
して講演会を開催し、避難用品の展示、非常食の試食を行いました。②自主防災組織立
ち上げの支援を行いました。

（実施時期）　平成２４年６月～平成２５年３月、おおとし防災の日講演会　７月１４日

（会議、回数等）　①防災委員研修会…６回（講演会含む）
②防災資機材支援…３自治会

（成果）　防災委員の研修会を開催しました。自主防災組織を設立した自治会に防災資機
材購入の支援をしました。

（評価）　地域住民や防災委員の防災意識が高まり、５自治会で自主防災組織が設立され
ました。

（評価）　①地域における自治会長の役割について理解度が高まり、意見交換を行うこと
で親睦も深まりました。②パトロールにより、地域内の危険箇所等が把握できました。
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（５）環境づくり
事業名
事業費

事業名
事業費

（６）地域個性創出
事業名
事業費

（実施時期等）　①大歳地区一斉清掃…１０月１４日、②啓発看板の設置…平成２４年５月
～、チラシの回覧…平成２５年２月、③平成２４年７月、１０月

（今後に向けて）　今後は、広報の方法を検討し、参加者を増やしていきます。

１８８，５５０円

（実施内容）　①花壇づくりやラジオ体操を通して、子ども会活動への地域住民の積極的
な参加を支援しました。②地域行事（ほたるまつり、しめ縄づくり、どんど焼き等）の充実を
図り、世代間の交流を支援しました。

（実施時期）　平成２４年６月～平成２５年１月

（成果）　①花壇コンクールに１１団体の応募がありました。三世代でラジオ体操を行う自治
会が増えました。新規の花壇が１箇所造成されました。②ほたるまつり、しめ縄づくり、どん
ど焼きを開催しました。

（参加状況等）　①大歳地区花壇コンクール…１１団体（５子ども会、５自治会、１福寿会）、
ラジオ体操…１０自治会、②地域行事…ほたるまつり、しめ縄づくり、どんど焼き

（評価）　花壇づくりや地域行事を通じて、世代間の交流が図られ、親睦を深めました。

（評価）　道路では安全に通行できるようになりました。

三世代交流事業の促進

犯罪の起こりにくい環境の整備（環境美化運動）
３９８，０５３円

（実施内容）　①大歳地区一斉清掃しました。（各自治会で生活道路や公園、用水路等を
住民が一体となって行う清掃作業を支援しました。）、②ゴミの不法投棄防止やゴミ出しの
マナーアップを推進するため、啓発看板の設置やチラシの回覧をしました。③市道で主に
地元住民などが生活道路として利用する路線の除草や清掃美化活動を実施しました。

（参加人数、設置箇所等）①大歳地区一斉清掃…２３自治会　２，１７４人、②啓発看板の
設置…６箇所、③草刈隊参加者…延べ４０人

（評価）　①大歳地区一斉清掃が定着し、多くの自治会が参加しました。②地域内でのゴミ
の不法投棄防止等の活動が活発化してきました。③今年は隊員も増え、昨年よりも充実し
た体制で作業を行うことができました。また、近隣の自治会からも大勢の手伝いをもらい、
活動の拡がりが見られた。
（今後に向けて）　①一斉清掃のさらなる定着化を進めていきます。②ゴミ対策について、
継続して啓発活動を進めます。③今後は草刈隊だけではなく、近隣自治会と一体となっ
た活動としていきます。

（成果）　①活動も今年で３年目となり定着してきた。②不法投棄防止のため「貧乏神神社
の鳥居」を６箇所設置しました。また、ゴミ出しマナーアップに向け、啓発チラシを作成し各
自治会で回覧しました。③朝田川、吉敷川沿いの市道役２㎞の草刈りを年２回実施しまし
た。

（実施内容） 山口市名義の団地内道路及び里道、水路等を各自治会が維持管理を行う
ため、補修等の整備を支援しました。

事業概要

（実施時期）　平成２４年４月～平成２５年３月

（成果）　法定外公共物の整備を７箇所行いました。

（今後に向けて）　地域内の要望を把握し、随時対応していきます。

（自治会数等）　５自治会…７箇所

安心安全な地域づくり（土木工事）
１，６３８，０００円

事業概要

事業概要
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事業名
事業費

事業名
事業費

事業名
事業費

大歳駅の活用
２２４，７１４円

（設置場所）　下湯田「大歳さま」、朝田神社内「戦捷記念碑、作用姫様」、上湯田下「調べ
の森」、上湯田上「麻田公輔の墓」の５か所に設置

（実施内容）　地域のふれあいの場として活用を促進するため、交流列車おおとし運営委
員会を開催し、開設１周年記念事業を開催しました。

（参加人数等）　運営委員会…１０人　　１周年記念事業…１２０人
１周年記念事業…３月

（実施時期）　平成２４年４月～平成２５年３月

（今後に向けて）　参加者の拡大を図るだけでなく、スタッフの拡充も進めます。

文化活動の推進

（成果）　地区内５箇所の史跡に説明文を書いた案内板を設置しました。

（評価）　来訪者に現地で史跡に関する情報が得られるようになりました。

（今後に向けて）　地区内の２０箇所に同様の案内板を設置していきます。（現在１２箇所
設置済み）また、案内板設置後は、史跡マップ等を作成し、地域住民が自由に散策でき、
郷土を学ぶことができるようにしていきます。

（今後に向けて）　今後も、自主事業等を通じて利用促進を図っていきます。

（成果）　定期利用団体の登録　１団体、１周年記念事業「大歳歴史展」大歳駅とともに100
年を開催しました。

（実施時期等）　運営委員会…平成２４年４月～平成２５年３月　(９回開催)
１周年記念事業…３月

体育、地区行事の推進活動
３９６，３０８円

２７１，７４０円

（実施内容）　地区内の史跡、旧跡を紹介するため、案内板を設置しました。

（実施内容）地域の交流を深めるために、まつり（夏、秋）、グランドゴルフ大会を開催しま
した。

（実施時期）　夏まつり…７月、グランドゴルフ大会…８月、大歳まつり…１１月

（成果）　体育祭は雨天中止になりましたが、その他の各行事を開催しました。

（評価）　大きなイベントを事故もなく無事終わることができました。夏まつりの浴衣娘や大
歳まつりのポスターコンテストは定着しつつあり、参加者も例年より多く、年々少しずつ増
えているように思われます。

（評価）　記念事業開催により、「交流列車おおとし」を、地区住民へ周知できました。

（参加人数等）　夏まつり…約1,000人、グランドゴルフ大会…５９人、おおとしまつり…約
1,000人

事業概要

事業概要

事業概要
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別記様式第13号（第１１条関係）

収　支　決　算　書

団体名

１．収入の部 (単位：円）

備　　　考

２．支出の部 (単位：円）

1,474,200 1,474,200 ・賃金1,080円×1365時間

1,294,140 1,294,140
・賃金860円×1449時間
・通勤手当4,000円×12ヶ月
（うち自主財源271,600円）

1,191,080 1,325,834 （うち自主財源31,820円）

3,959,420 4,094,174

313,000 312,202
１自治会１事業（１4自治会）
・自治会加入促進チラシの配布

918,000 917,660
・たよりの発行（６回）
・ホームページのリニューアル

1,231,000 1,229,862

130,000 129,023
・安心カードの作成、配布
・調理器具の購入
・出前サロンの開催

50,000 51,429 ・親と子の広場

1,000 680 ・パンフレットの配布

181,000 181,132

みんなで声かけマ
ナーアップ大作戦

事務局長給与

各種の「たより」に
情報を掲載

高齢者支援体制の
充実

事務局員給与

自治会（地域）の
活性化

項　　目

10,792,000地域づくり交付金

大歳自治振興会 303,420

分野 事業名

合　計

事務費

大歳自治振興会

予算額

備　　　考

11,095,420

予算額

決算額

10,424,000

303,420

地域振興

地域福祉

子育て支援

協議会運営

10,727,420

決算額
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分野 備考

14,000 13,002 ・生活安全セミナーの開催

36,000 36,000 ・高齢ドライバー講習会の開催

38,000 36,093
・夜間パトロールの実施
・危険個所の点検
・交通安全教室の開催

62,000 61,740 ・ワンワンパトロール帽子の作成

4,000 3,920
・交通立哨の実施
・交通安全の手旗の購入

545,000 475,332
・防災委員の研修会の実施
・自主防災組織の立ち上げ支援
・防災用具購入支援

1,470,000 1,428,200
・防犯灯の設置支援（１７６灯分）

51,000 50,600
・自治会長の研修会の実施
・防犯グッズの配布

2,220,000 2,104,887

2,006,000 1,638,000

727,000
・道路補修工事（３件）
・道路舗装工事（１件）

911,000 ・水路工事（３件）

401,000 398,053

・大歳地区一斉清掃
・貧乏神神社鳥居の設置
・ゴミ出しマナーアップちらし
・草刈り機

2,407,000 2,036,053

196,000 188,550
・三世代交流ラジオ体操の実施
・花壇審査
・世代間交流の充実

397,000 396,308
・三世代交流グランドゴルフ大会
・夏祭り、大歳まつりの開催

263,000 271,740
・史跡、旧跡に案内板の設置
　５ヶ所

241,000 224,714
・運営委員会の開催
・開設１周年記念事業の開催

1,097,000 1,081,312

11,095,420 － 10,727,420

（注）
１　備考欄には、事業費積算の根拠をなるべく詳細に記載してください。
２　交付金以外の財源がある場合は、その内容を収入の部の空欄に記載してください。

大歳駅の活用

(内訳：単市土地改良）

（内訳：法定外公共物）

体育、地区行事の
推進活動

安心安全な地域づ
くり（土木工事）

高齢者の生活安全
対策

安心・安全

地域の災害安全
対策

合　計

三世代交流事業の
推進

文化活動の推進

環境づくり

犯罪の起こりにくい
環境の整備（防犯
灯、反射鏡）

事業名 予算額 決算額

地域個性創
出

犯罪の起こりにくい
環境の整備（環境
美化運動）

地域の生活安全
対策

高齢者の交通安全
対策

子ども生活安対策

安心安全な地域づ
くり（安全パトロー
ル）

地域の交通安全
対策
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