
別記様式第１７号（第１２条関係）

事　業　実　績　書

団体名

１　地域づくりの活動方針（テーマ）

２　今年度、重点的に取り組んだ視点（事業）

視点

事業名 　自治会内の交流促進 決算額

視点

事業名 　あいさつ運動の推進 決算額

視点

事業名 　災害安全対策の充実 決算額

３　今年度の重点的視点（事業）に対する評価

自己評価

① ○

② ◎

③ ○

◎（大変よくできた）　○（概ねできた）　△（課題が残った）　×（全く出来なかった）

４　総括

５　事業内容

（１）協議会運営

事業費

事務局の

運営体制

大歳自治振興会

検証（成果、来年度以降への改善点等）

（今後）会計ソフト導入により透明性と効率的な事務処理に努め、円滑な事務局運営を

平成２６年度に策定した第２次地域づくり計画であるが、個々の事業の活動状況では一定の成果を上げ
ている。しかし、１次計画から通算して８年目になると当初策定した主旨（地域のふれあい促進）が薄らぎ
マンネリ化している感もある。今後は、地域づくり広報誌「かわら版おおとし」とホームページの掲載内容を
工夫し、タイムリーに身近な情報として住民に届け、住民の参加意欲アップを図りたいと考えている。地域
づくりの中核となる人材の育成は、大きな課題である。当地区の人口は年々増加しており、、若い世代の
転入も多く、たくさんの活動を通じて担い手づくりを模索してきたが人材が育たなかった。石州街道の安
全対策について、本格的に活動を開始した。

４，０６０，６９０円

（事務員等の雇用人数）　事務局長１名、事務員２名

（運営費の主な内容）　事務局人件費、事務費等

大歳地区の住民が生き生きと安心して暮らせる住みよい地域づくりを推進する。

一自治会一事業の開催及び地区内の清掃への参加が定着してきたもの
の、１事業の未実施自治会の固定化も見受けられる。

挨拶のぼり旗の掲揚により、地域内での挨拶で意識醸成が図られている。

図れた。

防災の日イベントの実施により、実践的な活動を行ったものの、自主防災組
織の設立に向け、未設立自治会の取り組みが消極的である。

③

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

　自治会内のふれあい事業を実施することにより、地域の交流を深める。

７４０，８５８円

　みんなが誰とでも積極的にあいさつすることにより、地域が明るく元気になる。

７２７，９８４円

　自主防災組織が整備され、災害発生時には近隣住民が助け合えるようにする。

２５２，８７２円

①

②



（２）地域振興

事業名

事業費

事業名

事業費

（３）地域福祉

事業名

事業費

事業概要

事業名

事業費

事業概要

事業名

事業費

事業概要

（評価）大歳地区の住民と子どもたちのふれあい（三世代交流）が図れた。

（今後に向けて）どんど焼きを継続実施し、三世代交流を図り子ども会活動を展開する。

地域情報の収集と発信

７９０，１３１円

（実施内容）　平成２７年度からカラー印刷開始。
①「まちづくりかわら版おおとし」の作成、配布　②ホームページへの情報内容充実

５０５，６２２円

（実施時期）①通年（隔月発行）、②随時

（成果）地域住民に対して、地域づくり活動を周知できた。

（評価）作成スタッフ（広報委員会）は地域づくり活動の情報収集と発信に意欲的に活動し
ており、地域にもその熱意が伝わりつつある。
（今後に向けて）紙面内容に、地域住民のニーズを反映し、地域づくり活動の情報発信と
更なる地域の活動に参画を呼びかけていく。

あいさつ運動の推進

７２７，９８４円

（実施内容）おおとし見守り隊、ＰＴＡなどに参画いただき、あいさつ運動を展開するととも
に、協育ネット（鴻南中学校）と連携したカレンダーの作成。

（実施内容）高齢者世帯に対する防災グッズ・安心カードの配布。

（実施時期）通年

（参加人数）おおとし見守り隊（５６人）、ＰＴＡ、地域の方多数。

（成果）登下校時の立哨であるが、立哨者と児童とのコニュニケーションが図られている。

（評価）見守り隊への登録数も増加しており、順調に推移している。

（今後に向けて）活動を継続し、高齢者の支援体制を充実させる。

（今後に向けて）さらに見守り隊登録者を拡大し、ＰＴＡとの連携も強化する。

高齢者支援体制の充実

子育て支援の充実

１７，９５６円

（実施内容）家庭教育力のＵＰを目的に、缶バッチ・チラシを配布し啓発活動を実施。

（実施時期）随時

（成果）防災グッズや安心カードを配布することで非常時の対応意識の向上が図れた。

（評価）防災グッズや安心カードを配布することで、高齢者が緊急時等に安心して対応する
ことができるようになった。

（実施時期）仮入学時

（実績）新入学児童（１４０人）

（成果・評価）活動が定着し、毎年の新入児童の楽しみとなっており、啓発効果が発揮され
ている。

子ども会活動の活性化

９，８２７円

（実施内容）どんど焼きを通じて地域住民との交流を図る。

（実施時期）１月

（成果）子ども会活動の支援とPR。子ども会の活性化が図れた。

（今後に向けて）事業を継続し、子育て支援の充実、強化を図る。

事業概要

事業概要



（４）安心・安全

事業名

事業費

事業概要

事業名

事業費

事業名

事業費

事業概要

事業名

事業費

事業概要

（成果・評価）わんわんパトロール隊や足湯パトロール隊の活躍により、地域の防犯体制が
強化されている。防犯灯はＬＥＤへの交換を推進し、新設箇所も増えて防犯に寄与してい
る。

（実施時期）随時

見守り体制の充実

災害安全対策の充実

２５２，８７２円

（実施内容）７・２１おおとし防災の日のイベント開催。防災資機材購入支援。「東日本大震
災」に学ぶ事業等の実施

（成果・評価）お年寄りから子どもまで東西に長い地域性を踏まえた交通安全対策を行って
おり、地域全域のその効果が浸透しつつある。石州街道の交通安全対策会議を開催。

（今後に向けて）事業を継続し、地域の交通安全対策を図る。

（実施時期）６月１８日おおとし防災の日イベント開催。「東日本大震災」に学ぶ事業（２月２
４日）
（成果・評価）防災の日のイベントを開催することで災害に対する意識向上を図り、地域防
災力を高めている。

（今後に向けて）事業を継続し、地域の災害安全対策を充実する。

６７，５００円

（実施内容）見守り活動を拡大するため見守り隊員募集チラシを作成し全戸配布。

（成果・評価）登下校時に児童とのコミュニケーションが図れ、交通安全に対する見守り活
動が充実しつつある。

（今後に向けて）各種の取り組みを継続し、地域の見守り体制を充実する。

交通安全対策の充実

８４，７４５円

（実施内容）交通安全教室や高齢ドライバー１日ドックの開催。新入学児童を対象に交通
安全グッズを配布。

生活安全（防犯）対策の充実

４９７，７９３円

（実施内容）わんわんパトロールと足湯パトロールによる見回りの実施。防犯灯設置補助等。

（今後に向けて）防犯灯設置補助は当初の目的を達成したため廃止する。各パトロールに
ついては事業を継続し、地域の防犯体制の強化充実を進める。

（実施時期）通年

（実績）防犯灯（新設１５灯、取替え１８灯）

事業概要



（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

事業名

事業費

事業概要

（実施時期）随時

（成果・評価）不法投棄防止及びゴミ出しマナーに対する意識が向上し、地域の環境が向
上している。

環境美化活動の推進

９０，０５６円

（実施内容）幸福神社と不法投棄防止看板等の設置。ゴミ出しマナーアップ啓発チラシを
作成し回覧で注意喚起をした。大歳草刈り隊と自治会が連携し、草刈と清掃作業を実施し
た。

自治会内の交流促進

７４０，８５８円

（実施内容）①一自治会一事業、②一斉清掃、③三世代交流ラジオ体操等の実施促進

（実施時期）随時

（成果・評価）６箇所（６自治会）。地域の法定外公共物が順次整備されている。

（今後に向けて）事業を継続し、地域の環境美化を推進する。

法定外公共物等の整備

２，１５６，０００円

（実施内容）法定外公共物の整備

（今後に向けて）地域の法定外公共物を整備する。

地域内の交流促進

３３７，２１２円

（実施内容）三世代交流事業の実施（　ホタル祭り、どんど焼き、キッズフェスティバル、海
辺の教室、グラウンドゴルフ大会の開催、手形鯉のぼり作成支援）

（今後に向けて）関連事業実施自治会の拡大を推進し、地区内全域での自治会内の交流
促進を図る。

（実施時期）①通年、②秋季、③夏休み

（実績）①１７自治会（約８７７人）、②２７自治会（２，５６９人）、③１１自治会（５，５６１人）

（成果・評価）継続した関連事業の実施を促進してきたことで、自治会内での交流促進が
活発化しつつある。一方で、実施自治会が固定化しており、新規実施自治会を拡大するこ
とが課題となっている。

（成果・評価）三世代交流が促進され、行事として定着しつつある。しだいに参加者も増加
し、地域内での高齢者と若年層との交流が拡大している。

（今後に向けて）引き続き事業を継続し、地域内の交流促進を図る。

事業概要

事業概要

事業概要



事業名

事業費

事業名

事業費

事業名

事業費

（実施内容）第３回交流列車おおとしまつりの開催等

（実施時期）９月２２日（参加者４００人以上）

（成果・評価）交流列車おおとし（大歳駅）を地域の交流の場の拠点として活用し、地域に
定着しつつある。

（今後に向けて）実行委員会の人員の拡充と新規企画を検討し更なる活性化に努める。

（実施内容）おおとし夏まつりの開催。大歳まつりの開催。

（実施時期）おおとし夏まつり（８月６日）、大歳まつり（１０月２３日）

（成果・評価）地域の中核的な行事として定着している。行事への集客も一定程度あり、住
民総参加の機運は向上している。シャトルバスを運行した。

花いっぱいの大歳づくり

１５０，６９５円

住民総参加による地域の活性化

８２０，６０２円

事業概要

事業概要

事業概要

（実施内容）花壇コンクールや花づくり講習会の開催

（実績）コンクール参加団体（１３団体）、講習会参加者（６３人）

（成果・評価）花壇コンクールへの参加団体は、増加傾向にあり、花づくり講習会は住民に
定着しており花壇づくりや美化に対する地域の意識や関心が向上している。

（今後に向けて）取組みを継続し、地域の美化を通した地域内の交流の促進を図る。

（今後に向けて）引き続きイベント等を交え、利用促進を図る。

交流列車おおとし（大歳駅）の活用

２８４，６９３円



別記様式第１８号（第１２条関係）

収　支　決　算　書

団体名

１．収入の部 (単位：円）

備　　　考

海辺の教室負担金

２．支出の部 (単位：円）

1,104,000 992,520 時給1,080円

2,052,000 2,041,560 時給860円

993,000 1,026,610

(4,149,000) (4,060,690)

50,000 0

850,000 790,131 かわら版おおとし発行等

165,000 727,984
協育ネットカレンダーやのぼり
旗等の作成

0 0

(1,065,000) (1,518,115)

380,000 505,622
高齢者世帯への防災グッズ
等

70,000 17,956 仮入学時の啓発活動等

30,000 9,827 どんど焼き

(480,000) (533,405)

地域福祉

高齢者支援体制の充実

子育て支援の充実

子ども会活動の活性化

地域振興

各自治会の活性化

地域情報の収集と発
信

あいさつ運動の推進

交通弱者に対する検討

備　　　考

協議会運営

事務局長給与

事務局員給与

事務費

合　計 11,572,000 11,595,236

分野 事業名 予算額 決算額

預金利息 1,000 36

その他 0 24,200

　大歳自治振興会

項　　目 予算額 決算額

地域づくり交付金 11,571,000 11,571,000



437,000 497,793 ＬＥＤ防犯灯設置助成等

185,000 84,745 ジャンパー、啓発下敷き等

330,000 252,872 防災資機材購入支援等

115,000 67,500 見守り隊募集チラシ配布

(1,067,000) (902,910)

2,064,000 2,156,000

2,064,000 2,156,000 6件

件

97,000 90,056 幸福神社作成等

(2,161,000) (2,246,056)

920,000 740,858 一自治会一事業助成等

460,000 337,212 三世代交流事業実施等

660,000 820,602 夏まつり、大歳まつりの実施等

30,000 0

235,000 150,695 花づくり講習会実施等

345,000 (2,650,000) 284,693 (2,334,060)
交流列車おおとしまつりの実
施等

11,572,000 － 11,595,236

（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と充当する事業の備考欄に記載してください。

合　計

地域個性創
出

自治会内の交流促進

地域内の交流促進

住民総参加による地域の活性
化

ふるさと大歳の伝承

花いっぱいの大歳づくり

交流列車おおとし（大歳駅）の活用

（内訳：法定外公共物）

(内訳：単市土地改良）

環境美化活動の推進

災害安全対策の充実

見守り体制の充実

環境づくり

土木工事

分野 事業名 予算額 決算額 備　　　考

安心・安全

生活安全（防犯）対策の充実

交通安全対策の充実


