
平成29年度 事業計画

健康寿命を延ばそう

部会長 粂田 憲治

健康福祉部会では、地

域での高齢者サロンの充

実や家庭内での介護につ

いて考えるよい機会 となる ことを 目

的に高齢者支援に取り組みます。

また、健康っくりのための運動習

慣を身につけるきっかけとなる事業

に取り組みますので、みなさんの積

極的なご参加をお待ちしております。

事業計 画

・高齢者等の支援事業

-サロンスタッフ研修会 ・サロン PR

(6月24日実施)

先進的取り組みについての講演と参加

者同士の情報共有のためのグル ブ

トーク等、 サロン備品の PR

-認知症の講潰会

認知症の理解と支援について考える0

・ 健康づくり事業

.100万歩運動

日常的な運動習慣を身につけるきっか

け作り

-健康作り講座

近年、脚光を浴びている

ポールウォーキング

の紹介

-おおは5ふるさと再発見ウオーク

日常的な運動習慣を身につけるきっか

け作り

地域振興部会

観光や交流による地域振興を

部会長 田村 衛

今年も観光や交流に着

目した事業に取り組みま‘yv， す。具体的には、公共性

のある里山や地域景観の整備を始め、

大原の歴史文化や自然を体験する

ウォ ーキング、森づくり体験等を通

じた都市住民との交流などの継続事

業のほか、新規事業として、観光ス

ポットやルー トの案内パン フレ ット

づくりに着手する予定です。

事 業 計 画

・ 大原ふるさと再発見事業

歴史探訪だけでなく、文化産業観

光などのスポットを訪ね歩き、 ふるさ

との宝を再発見する。

・ 文化財整備事業

史跡等の案内書板設置 (1ヶ所)

. 里山地域景観整備事業

里山整備

地域景観整備

都市住民との交流 (愛林クラブと共催)

. ホタル観察と調査

ホタル鑑賞工りアの調査とマップの更新
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- 観光推進事業(新規 )

観光スポット ・ルート案内パンフレッ

ト調査検討(モデル版)

生活環境部会

部会長 福永 享晴

今年度は継続事業 とし

て、安心して生活できる

環境づくりをめざす「防

犯灯のLEDへの交換」、きれいな明る

い環境のための「花の苗配布J i生活

道路点検」を実施します。

新規事業として、交通安全ための

「飛び出し忍者の設置」、災害時に備

えている 「防災倉庫の調査J を実施

いたします。

事 業 計 画

・ 防犯灯維持管理事業

防犯灯のLEDへの交換

- 花いっぱい事業

甲賀駅北口に花の百配布

各区への花の苗配布

E ・ 生活道路の安全事

生活道路を中心に点検を行う

- 飛び出し忍者の

看板の設置
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- 防災倉庫の調査

防災倉庫の調査備品の支給

平成 28年度収支決算報告
収入の部 (単位円) 支出の部 (単位 円 )

市交付金 8，167，000 総務費(事務局費・積立金等) 1，953，879 

前年度繰入金(積立金) 1，130，000 事業費(部会活動・プロジェクト事業) 2，804，627 

前年度繰越金 74，271 区活動振興交付金 1，600，000 

諸収入 506，753 区活動事業交付金 2，504，000 

翌年度繰越金 615，045 
-・・・ーーー・・・・・

市払戻金 400，473 

収入合計 9，878，024 支出合計 9，878，024 



j 育文化部会 ~ーーーー『、 プロジ‘エクトチーム

子どもとと も に 地 域 発見! まちづくりプロジェクト
もっと知ろう、学ぼう「おおはら」

部会長 中島 芳幸 -自治振興会活動報告会(5月27日実施)

自治振興会、部会、 PJの成果発表会と交流会
本年も「おおはら」の森

-空き家対策
林 ・大原ダム ・良質の槍

材・し いたけの植菌につ
危険空き家の所在 状況把握、周辺住民の意向の把握

いて、体験から学ぶ、機会作りを支援 -学習会

し、地域の魅力を多くの「おおはら子」
地域情報 ・先進地情報の収集、発信

に継承します。また、既刊の「ふるさ

と再発見大原J を活用したおおはら 見守りプロジ‘ェクト

ふるさ と再発見ウオ ーク。さらに、 -地域見守りの仕組みづくり
昨年好評だった「忍者体験ツアー」を 自治区での見守り体制づくりの支援
継続実施し、日本遺産に認定された

-研修
「甲賀忍者」の理解を深めます。

先進地の取組みの研修等

事 業計画 _j -命のバトン配布

高齢者、弱者への配慮
- 大原小学校自然環境学習の支援

卒業記念植樹
若者ブロジ‘ェクト

シイタケ菌植菌体験 (4年生対象)

-若者の視点でのまちづくり

甲賀駅前マルシ工による憩いの場

地元出屈の開拓 ・駅舎、 周辺利用促進

-婚活

- 人権学習の支援

11 

婚活の情報提供、

大原小学校保護者対象講演会 出会いの機会づく りの諸活動

(6月20日実施)

甲賀中学校生徒他関係者対象講演会
11 

.rふるさと再発見大原jの冊子活用 防災プロジェクト
他の部会と共催による 「おおはらふる

さと再発見ウオーク」の開催 -防災体制の調査

大原学区内の防災倉庫の調査

- 忍者を知ろう | -防災体制の構築

子どもたちを主体とした「忍者体験ツ 消火栓ボックス用ホース支給、地域防災早期強化

ア 」の開催

平成 29年度収支予算
収入の部

市交付金

前年度繰入金(積立金)

前年度繰越金

諸収入

収入合計

(単位円)

8，129，000 

766，000 

615，000 
2，000 

支出の部 (単位 円)

総務費(事務局費・備品購入費・積立金等)1，851，000 
事業費(部会活動等) 3，560，000 

区活動振興交付金 1，605，000 
区活動事業交付金 2，496，000 

9，512，000 支出合計 9，512，000 


