
 

平成２７年度 

大原自治振興会定期総会 

 

       

 

 

 （皆様から募集し決定した大原自治振興会のシンボルマークです） 

 

 

   

 

 

 

日時：平成２７年６月７日（日）午後８時～ 

場所：かふか生涯学習館 ２階研修室 

 



甲賀市市民憲章 

 わたしたちは「みんながつくる住みよさと

活気あふれる甲賀市」を目指して、この憲

章を定めます。 

あふれる愛（あい）に     あなたも仲間（なかま） 

   いろどる山河（さんが）と    生（い）きいき文化（ぶんか） 

   こぼれる笑顔（えがお）に   応（こた）える安心（あんしん） 

   うみだす活力（かつりょく）   受（う）けつぐ伝統（でんとう） 

   かがやく未来（みらい）に   鹿深（かふか）の夢（ゆめ）を 

                          

 

市民憲章の唱和方法 

司会：甲賀市市民憲章 

      わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふれる甲賀市」を目指して、この 

憲章を定めます。 

 

司会：あ 

全員：あふれる愛（あい）に  あなたも仲間（なかま） 

司会：い 

全員：いろどる山河（さんが）と  生（い）きいき文化（ぶんか） 

司会：こ 

全員：こぼれる笑顔（えがお）に  応（こた）える安心（あんしん） 

司会：う 

全員：うみだす活力（かつりょく）  受（う）けつぐ伝統（でんとう） 

司会：か 

全員：かがやく未来（みらい）に  鹿深（かふか）の夢（ゆめ）を 

 



平成２７年度大原自治振興会 

定 期 総 会 次 第 
 

 

                                  日 時：平成２７年 ６月７日（日） 午後８：００～                                    

                          場 所：かふか生涯学習館  ２階研修室 

 

１．開 会 

 

２．市民憲章の唱和 

 

３．あいさつ 

 

４．来賓祝辞 

 

５．資格審査報告 

 

６．議長の選出 

 

７．書記、議事録署名人の指名 

 

８．事務局長・会計責任者の報告 

 

９．議  事 

   議案 第１号  大原自治振興会 規約改正(案)について 

   議案 第２号  平成２６年度大原自治振興会事業報告 

   議案 第３号  平成２６年度大原自治振興会収支決算報告 

             平成２６年度会計及び事業の監査報告 

   議案 第４号  平成２７年度大原自治振興会事業計画（案）について 

   議案 第５号  平成２７年度大原自治振興会収支予算（案）について 

    

１０．閉 会 



会計責任者 宮 林 康 自

事 務 局 長 松 岡 篤 史

役　員　の　報　告



議案 第１号 

大 原 自 治 振 興 会 規 約（案）  

（名称） 

第１条 この会の名称は、大原自治振興会（以下「本会」という。）という。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所は、甲賀市甲賀大原地域市民センターに置く。 

（目的） 

第３条 本会は、大原学区（以下「学区」という。）の住民みずからが学区の将来像

を考え、その実現に向けて行動することによって住みよいまちづくりと住民自治の

振興に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 学区の未来づくりのための計画策定及び見直しに関すること。 

（２） 人権の尊重、福祉の推進及び健康増進事業に関すること。 

（３） 青少年の健全育成に関すること。 

（４） 安全安心の住みよいまちづくりに関すること。 

（５） 環境の保全に関すること。 

（６） 学区基本方針の具体化に関すること。 

（７） 広報に関すること。 

（８） その他、目的を達成するために必要なこと。 

（組織）    

第５条 本会の会員は、学区住民及び本会の目的に賛同する各種団体とする。 

２ 本会は、年齢、性別や社会的地位等の差別を排除し、会員誰もが平等に参加でき

るものとする。 

３ 本会は、会員の参加を促し、合議制による民主的な組織運営を行うものとする。 

４ 会員は、本会の実施する事業に積極的に参加するものとする。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。 

（１） 会長 １名 

（２） 副会長 ２名 

（３） 区長 １０名 

（４） 自治振興委員 ２０名以内 

（５） 専門部会長 ４名 

（６） プロジェクトリーダー 



（７） 監事 ２名 

（８） 会計責任者 １名 

（９） 事務局長 １名 

（１０）相談役  １名 

（役員の選出） 

第７条 役員の選出は、それぞれ次のとおりとする。 

（１） 区長は、当該年度の学区内自治区区長をもって充てる。 

（２） 自治振興委員は、学区内各自治区で選出された男女各１名をもって充てる。 

（３） 専門部会長は、専門部から選出された者をもって充てる。                        

（４） 会長、副会長及び監事は、区長、自治振興委員及び専門部会長が会員の中

から選出し、総会で承認を受ける。 

（５） 会計責任者、事務局長は、会長が会員の中から委嘱し、総会で報告する。 

（６） 相談役は、前会長をもって充てる。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１） 会長は、本会を代表し会務を統括する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（３） 区長、自治振興委員及び専門部会長は、本会及び専門部会の事業を統括す

る。 

（４） 自治振興委員は、まちづくり計画の精査及び課題の検討、素案の作成を行

う。 

（５） 監事は、会計、資産の状況及び事業の執行状況を監査し、総会に報告する。 

（６） 会計責任者は、本会の会計の事務処理にあたる。 

（７） 事務局長は、本会の事務運営及び事務処理にあたる。 

（８） 相談役は、必要に応じて助言を行う。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、区長を除き２年とし、再任は妨げない。 

２ 役員の中で欠員が生じたときは、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、

任期は、前任者の残任期間とする。 

 （選出代議員制） 

第１０条 各自治区に代議員を置く。代議員の数は、各自治区において自治区会員よ

り選出された５名をもって構成する。 

２ 役員は、代議員になることができない。 

３ 代議員の任期は、２年とし、再任は妨げない。 



（会議）             

第１１条 本会の会議は、総会、役員会、専門部会及び広報委員会とする。 

（総会） 

第１２条 総会は、選出代議員制をもって構成する最高の議決機関であって、この規

約に定める事項のほか、この会の目的を達成するための必要な重要事項を決議する。 

２ 定期総会は、会長の招集により毎年１回以上開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の２分の１以上の要求があっ

たときは、会長の招集により開催する。 

４ 総会は、委任状を認め、代議員の２分の１以上の出席により成立し、その議事は

出席者の過半数で議決する。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。 

５ 総会には次の役員を置く。 

（１） 議長 １名  

（２） 書記 １名  

（３） 議事録署名人 ２名 

６ 議長は、出席代議員の中から会長が指名し、出席代議員の承認により選出する。 

書記及び議事録署名人は、議長が出席代議員の中から指名する。 

７ 議長は、総会の議事進行を行う。 

８ 書記は、総会の議事について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載

した議事録を作成し、議長及び議事録署名人２名の署名押印を得なければならない。

なお、議事録は事務局が保管管理する。 

９ 総会は、次の事項を審議する。 

（１） まちづくり計画の策定（案）や見直し（案）の承認 

（２） 事業計画及び予算案の承認  

（３） 事業報告及び決算の承認 

（４） 規約の改正 

（５） 総会で提案された事項 

（役員会） 

第１３条 役員会は、会長、副会長、区長、自治振興委員、専門部会長、会計責任者

及び事務局長をもって構成し、会長が招集し、次の事項を審議し、各専門部会と共

に事業を実行する。また、監事及び相談役は、必要に応じ役員会に出席して意見を

述べることができる。 

（１） 本会運営の基本事項 

（２） まちづくり計画の策定及び見直し 

（３） 総会に付議する事項 

（４） 緊急を要する重要事項 



（５） 予算の軽微な変更 

（６） その他の必要な事項 

２ 役員会の議長は、会長が行い、その議事録の作成は事務局長が行う。なお、議事

録は、議長及び作成者が署名押印し、事務局が保管管理する。 

（専門部会） 

第１４条 専門部会は、学区内の自治区及び各種団体から選出された委員をもって構

成し、部会員の互選により部会長１名と副部会長１名を選出する。 

２ 専門部会は、部会長が招集し、事業の企画、調整、運営及び事業の執行を行う。 

３ 専門部会は、次のとおりとする。 

（１） 健康福祉部会 

（２） 地域振興部会 

（３） 生活環境部会 

（４） 教育文化部会 

４ 専門部会員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

 （プロジェクトチーム） 

第１５条 まちづくり等に関する諸案件に即応するプロジェクトチームを必要に応

じて設置することができる。 

２ チームメンバーは会員より公募し、会長が任命する。 

３ チームには、リーダー１名とサブリーダー１名を、メンバーの互選より選出する。 

４ チームメンバーの任期は、各プロジェクト終了までとする。 

（広報委員会） 

第１６条 広報委員は、会長が会員の中から４名を委嘱し、委員の互選により、委 

 員長１名と副委員長１名を選出する。 

２ 広報委員会は、会員に広く周知するため広報紙等を発行する。 

３ 広報委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

（会計） 

第１７条 本会の経費は、交付金、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（情報等の公開広報） 

第１９条 本会の会議等は、公開を原則とし、事業計画、事業報告及び予算決算等に

ついて会員に広く周知するものとする。 

 



（その他） 

第２０条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮り別に定める。 

 

 

 

付 則 

この規約は、平成２３年 ６月２５日より施行する。 

付 則 

この規約は、平成２４年１２月１５日より施行する。 

  付 則  

第１条 自治振興委員及び専門部会員の交互改選を行うため、平成２７年度に限 

り別表１のとおり、任期を１年とする。 

この規約は、平成２７年４月１日より施行する。           

付 則 

この規約は、平成２７年６月７日より施行する。 

 



　議案 第２号

部会名 事業名 事業概要

【健康福祉部会】高齢者等の支援事業 ①ふれあいいきいきサロンスタッフ交流研修会
　・サロン間の交流や情報交換
　・介護予防について講演（地域包括センター：竜王真紀さん）

　・サロンスポーツ備品の試用体験により交流
　　　　実施日：6月24日　　　　　参加者：３２名

②サロン備品の追加と整備
　・サロン備品追加（各サロンからの要望により）
　　　　スカットボールセット、囲碁ボールセット１組づつ
　　　　紙芝居舞台　１台
　　　　笑いヨガＤＶＤ　１セット
　・サロン備品台帳を作成し、個別番号添付により管理

③認知症サポーター研修会
　・認知症について講演：かふかの里施設長（林繁久さん）
　　　　現場ならではの生きた体験談等を教わる

　　　　実施日：2月13日　　　　　参加者：２２名

④高齢者等見守りネットワークの検討
　・４月より部会で取組方法等検討
　　（社協、包括支援センターと協働）
　・ネットワーク委員として各区より１名以上選任
　　第１回　　北川憲司さんの講演
　　　　実施日：12月9日　　　　　参加者：３２名
　　第２回目　ワークショップ
　　　　実施日：1月13日　　　　　参加者：３０名
　　第３回目　ワークショップ
　　　　実施日：2月17日　　　　　参加者：２４名
　　　　ワークショップにより27年度からの取組課題抽出
　・その他有志で他地域の取組、実践等の研修に参加

健康づくり事業 ①「１００万歩運動」を昨年に引き続き展開　　
　・目標（200万歩・100万歩）  ・期間（6月から翌1月末迄）

　・希望者に万歩計配布   
　・歩数積立通帳に各人で日々記入
　　　　申込　９２名　目標達成者３９名（達成賞進呈）

②「大原の歴史再発見ウォーク」地域振興部会と共催
　・神区佛生寺他6か所を探訪
　　　　健康福祉部はクイズラリーや昼食準備担当
　　　　実施日：11月9日　　　　参加者：４２名
③「大原ふれあいフェスタ」に参加
　・五穀団子やドクダミ茶を作り試飲食
　・サロン備品使用体験を通じ子どもをはじめ、さまざま
　　な人達との交流の場となった
　　　実施日：10月25日

平成２６年度大原自治振興会事業報告



　議案 第２号

部会名 事業名 事業概要

【地域振興部会】町民体育大会交流事業 雨天のため中止
地域の歴史文化の再発見 「大原の歴史再発見ウォーク」健康福祉部会と共催
　　　　　　と伝承事業 　・ルート：里山かむら交流館～弘法大師堂～仏性寺～

　　　　　　延命寺等7カ所を散策
　・ガイド：甲賀の郷観光ボランティアガイド
　　　（各場所で丁寧に説明を受け仏性寺観音堂では１寸８分

　　　　の体内仏を拝見させていただき参加者も大変感激した）

　・昼　食：しし鍋とおにぎり
　　　　実施日：11月9日　　　　参加者：４２名

文化財整備事業 各区の史跡・文化財をより分かり易くするため案内板の新規作成

（各区より要望依頼調査等により下記2カ所を３月に設置）
　　１）大原中　垂井城跡　　２）高野　西福寺

竹あかり事業 大原祇園（宵宮）を盛り上げるため、参道に竹灯篭を設置
　・櫟野の田島さんの協力を得、100個追加製作
　（竹の切り出し、加工がとても大変であった）

　　　　宵宮実施日：7月23日

住民憩いの場整備事業 桜見物、魚つり等住民憩の場としての環境美化活動として
　・櫟野ダム周辺整備（櫟野老人クラブに委託）

ホタル観察会 親子を対象に「源氏ボタルの観察会」を実施
　・井野勝行さんによるホタルについての楽しい説明会
　・いちの清流の里（櫟野川周辺）で源氏ボタルの鑑賞会
　・子ども達に地域の特産品をプレゼント
　　（今年はホタルが沢山飛んでいて大変喜ばれた）
　　　実施日：6月21日　　　 　参加者：100名

里山事業 里山事業について、各区において公共性のある里山、林道
のボランティアによる整備事業に対して、１事業あたり
３万円を上限に事業を行う内容で実施

　　（ボランティアによる整備事業で意見交換が行えた）
　　　　 実施日 ： 2月28日　　　 　　  　参加者： １6　名

空き家アンケートの実施 地域にある空き家について各区における状況および取組みを
まとめ、現状を皆さんに分かっていただく事を目的として、
アンケートをとり集約した。
　　・大原での空き家　　　　　７５軒
　　・放置された空き家　　　　13軒
　　　　 実施日 ： １２月　　 　　全区から報告あり

桜の木の管理 「桜てんぐ巣病の防除マニュアル」を作成し実技研修会開催
　　・県の樹木医指導によりかふか夢の森の桜の木で実技講習
　　（樹木医指導も良く大変好評であった）
 　　　　実施日 ： 12月7日　　　 　　  　参加者：　１７　名



　議案 第２号

部会名 事業名 事業概要

【生活環境部会】防犯灯維持管理向上事業 「防犯灯のＬＥＤへの交換」　　　（計　１８基）
　　・各区からの依頼により　　　各区２基交換（拝坂除く）
　　　　大原学区内４業者入札により施工業者決定
　　・１０月中に工事完了

花いっぱい事業 甲賀駅、各区等に花苗配布
　　・７月6日　　　　甲賀駅北口ロータリーにマリーゴールド他配布
　　・１１月29日　　各区に葉牡丹紅白配布
　　・２月28日　　　甲賀駅北口ロータリーにパンジー配布

生活道路の安全確認事業 昨年点検について
　　・６月　　　結果をまとめ甲賀市へ要望書提出
　　・９月　　　甲賀市からの回答により、各区に説明
　　・１１月　　生活道路、通学路を中心に点検（PTA担当先生同行）
　　・３月　　　上記要望書を市に提出
　　

ふれあいフェスタに参加 ①防災グッズの展示と販売（奥山ポンプ商会へ依頼）
②作成中の防災マップを掲示
③部会活動の様子を写真で展示

避難場所マップ作成 内容協議
　　・水害も考慮し危険個所の表示と最適な避難場所表示
　　・9～12月：一次避難場所、二次避難場所を含め各区に確認
　　・３月　　各戸に配布

【教育文化部会】 大原小学校自然環境学習 ①大原小学校卒業記念植樹
　　・大原小学生６年生　　３７名対象
　　・大原小学校、大原財産区、大原貯水池土地改良区共催
　　・森林のはたらきとダムのはたらきについて学習
②シイタケ菌植菌体験
　　・大原小学校４年生　　４６名対象
　　・大原財産区、大原貯水池土地改良区共催
　　・自然のはたらき　シイタケ栽培の学習
　　　　　　　　実施日　３月１２日

人権学習 ①「ネット社会における中学生の人権問題を考える」　講演
　　講師：原　清治（京都佛教大学教育学部教授）
　　・甲賀中学校行事に協賛
　　・生徒、ＰＴＡ、民生児童委員、更生保護女性会等参加
　　　　　実施日：10月10日　　　 　参加者：約３５０　名
②「いじめ問題と家庭の役割」について　講演
　　講師:岸見一郎さん（日本アドラー心理学研究所顧問・カウンセラー）

　　・大原小学校ＰＴＡと共催
　　　　　実施日：１月２８日　　　参加者 ＰＴＡ　４０名
　　　　　　　　　　　　　　民生児童委員、更生保護女性会等　21名

おらがまちの文化遺産の 自治区の埋もれた文化遺産や昔の生活・行事・言い伝え等を、
　　　　　　　　　調査とＰＲ 聞き取りにより発掘してまとめた。

　　・まとめたものは電子盤・冊子発行する。
　　・冊子名は「ふるさと再発見大原」と名付けた。
　　（今年度中に完成予定であったが、校正作業と監修が進行中
　　　のため各区配布の電子盤、全戸配布の冊子は27年７～８月
　　　頃の予定）　　　　



　議案 第２号

部会名 事業名

【広報委員会】 広報「おおはら」の発行 第１回（おおはら第　11　号）　　26　年　6　月　発行
第２回（おおはら第　12　号）　　26　年　9　月　発行
第３回（おおはら第　13　号）　　27　年　1　月　発行
第４回（おおはら第　1４　号）　　27　年　4　月　発行

【事　務　局】 大原ふれあいフェスタ
（自治振興委員会を中心として） 実行委員会　6/11、　8/25、　9/16　　　　　　 計３回開催

準備委員会　6/20、　7/29、　8/6、　9/25、　10/14　計5回開催

開催日　１０月２５日（日）　　　　参加者　　約７００名
場　所　　かふか夢の森　ふれあいゾーンを中心に
　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習館での展示等も含めて実施

役員会 議題　１）平成２５年度事業報告について
　　　　２）平成２５年度決算について
　　　　３）平成２６年度事業計画について
　　　　４）平成２６年度予算について
　　　　　　　　　　開催日　：　平成２6年４月19日（土）
　　　　　　　　　　場　 所　：　かふか生涯学習館　２階研修室

定期総会 議案　１）平成２５年度事業報告
　　　　２）平成２５年度収支決算報告
　　　　３）平成２６年度事業計画（案）
　　　　４）平成２６年度収支予算（案）
　　　　　　　　　　開催日　：　平成２6年４月２７日（日）
　　　　　　　　　　場　 所　：　かふか生涯学習館　２階研修室

臨時役員会 議題　１）大原自治振興会規約改正（案）について
　　　　２）会長、副会長、監事の選出について
　　　　３）平成２６年度大原自治振興会補正予算（案）について
　　　　　　　　　　開催日　：　平成２７年２月１８日（水）
　　　　　　　　　　場　 所　：　かふか生涯学習館　２階研修室

臨時総会 議案　１）大原自治振興会規約改正（案）
　　　　２）会長、副会長、監事の承認
　　　　３）平成２６年度大原自治振興会補正予算（案）

　　　　　　　　　　開催日　：　平成２７年3月８日（日）
　　　　　　　　　　場　 所　：　かふか生涯学習館　２階研修室

監査会 平成２６年度の事業の執行状況や会計について監査
　　　　　　　　　　開催日　：　平成２７年４月６日（月）
　　　　　　　　　　場　 所　：　大原自治振興会事務室

シンボルマークの決定 １８点の応募があり、代議員・区長・自治振興委員・専門部会の
正副部会長・本部役員での投票の結果、畑中一基（大原市場）
さんの作品に決定しました。



収入の部 単位：円

　　款　 項 目 節  本年度予算額 補正額 計 決算額 比　較 備　　　　考

市交付金 8,207,000 0 8,207,000 8,207,000 0

基礎交付金 基礎交付金 基礎交付金 1,625,000 0 1,625,000 1,625,000 0

区活動交付金 区活動交付金 区活動交付金 2,489,000 0 2,489,000 2,489,000 0

事務加算金 事務加算金 事務加算金 956,000 0 956,000 956,000 0

事業加算金 事業加算金 事業加算金 3,137,000 0 3,137,000 3,137,000 0

繰入金 1,123,000 0 1,123,000 1,123,000 0 平成25年度積立金

繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 61,000 0 61,000 61,777 777 前年度繰越金

諸収入 2,000 0 2,000 62,125 60,125

預金利子 積立金利子 預金利子 1,000 0 1,000 495 △ 505 預金利子上期146、下期219、定期130

雑入 雑入 雑入 1,000 0 1,000 61,630 60,630 ﾌｪｽﾀ35,800、歴史ｳｫ11,700、餅・めん4,130、使用料10,000

9,393,000 0 9,393,000 9,453,902 60,902

支出の部

　　款　 項 目 節  本年度予算額 補正額 計 決算額 比　較 備　　　　考

総務費 一般管理費 一般管理費 1,682,000 198,000 1,880,000 1,839,475 40,525

報酬 279000 2,000 281,000 278,000 3,000 費用弁償

賃金 400000 △ 110,000 290,000 282,060 7,940 事務員賃金

　 報償費 20,000 2,000 22,000 21,600 400 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理調整費

需用費 120,000 △ 22,000 98,000 84,473 13,527 電話機（FAX付）、事務用品費、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、他

役務費 40,000 0 40,000 25,552 14,448 はがき、切手代

使用料及び賃借料 81,000 0 81,000 80,640 360 コピー機リース料

工事請負費 73,000 3,000 76,000 75,600 400 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ宅内工事

備品購入費 17,000 6,000 23,000 22,550 450 冷蔵庫、手提げ金庫

積立金 652,000 317,000 969,000 969,000 0 積立金　

事業費 3,597,000 △ 198,000 3,399,000 3,335,082 63,918

一般管理費 一般管理費 491,000 △ 55,000 436,000 396,803 39,197

需用費 200,000 △ 32,000 168,000 132,417 35,583 ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、部会活動用お茶、他

役務費 130,000 △ 36,000 94,000 90,386 3,614 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用代、振込手数料、他

使用料及び賃借料 10,000 △ 10,000 0 0 0

備品購入費 151,000 23,000 174,000 174,000 0 ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ、ﾏｲｸ一式

広報費 広報費 346,000 △ 79,000 267,000 266,060 940

需用費 341,000 △ 74,000 267,000 266,060 940 広報印刷代　（3回）

役務費 5,000 △ 5,000 0 0 0

500,000 71,000 571,000 569,126 1,874

報償費 200,000 △ 75,000 125,000 124,600 400 出演者謝礼

需用費 250,000 △ 61,000 189,000 188,833 167 ﾁﾗｼ印刷代、材料代、他

役務費 20,000 16,000 36,000 35,136 864 ﾌｪｽﾀ案内、他

使用料及び賃借料 30,000 191,000 221,000 220,557 443 ｴｱｱｰﾁ、椅子ﾚﾝﾀﾙ、ｶﾞｽ、花火、発電機

部会活動事業費 2,260,000 △ 135,000 2,125,000 2,103,093 21,907

健康福祉部会活動費 460,000 24,000 484,000 483,149 851 部会活動費

地域振興部会活動費 520,000 △ 15,000 505,000 503,370 1,630 部会活動費

生活環境部会活動費 650,000 △ 94,000 556,000 538,560 17,440 部会活動費

教育文化部会活動費 630,000 △ 50,000 580,000 578,014 1,986 部会活動費

振興費 区活動振興交付金 1,625,000 0 1,625,000 1,625,000 0

敬老会事業交付金 負担金及び交付金 1,170,000 0 1,170,000 1,170,000 0

環境整備交付金 負担金及び交付金 455,000 0 455,000 455,000 0

区活動費 区活動事業交付金 区活動事業交付金 負担金及び交付金 2,489,000 0 2,489,000 2,489,000 0

9,393,000 9,393,000 9,288,557 104,443

収  入  合  計

平成２６年度 大原自治振興会収支決算書  (H26.4.1～Ｈ27.3.31）

支  出  合  計

  議案 第３号

　　収入合計 ９，４５３，９０２円 － 支出合計 ９，２８８，５５７円 ＝ 差引残高 １６５，３４５円　　 　翌年度繰越金 １６５，３４５円　

　　　　　　普通預金 ４８６，１４６円　　　定期貯金 ６４８，１９９円　　　計 １．１３４，３４５円 （ 翌年度繰越金 １６５，３４５円 + 積立金 ９６９，０００円 ）

ふれあいフェスタ事業費





　議案 第４号

予算
（千円単位）

1 継続 ふれあいいきいきサロン ・サロン間の交流や情報交換 20

スタッフ交流・研修会 　　サロンスタッフや部会委員による他区への交流研修

・包括支援センターからの講演と備品の使用方法等

　　について研修

2 継続 サロン備品の充足とＰＲ ・サロン備品を広く知っていただき 100

　　利用の促進

3 継続 認知症の講演会 ・認知症の予防、理解、支え合い 50

4 高齢者見守り活動 ・プロジェクト事業への参加 0

5 継続 健康な身体づくり ・１００万歩運動の継続 150

新規 ・健康な身体づくりについて講演等

6 継続 歴史探訪ウｫーキング ・「おらがまちの文化遺産」を利用して他部会と 50

　共催し歴史探訪健康ウｫーキング実施

＜予算合計　３７０，０００＞

1 継続 町民体育大会交流事業 ・町体協との協賛　　９月６日（日） 50

・甲賀町３学区自治振興会協働

・担当プログラム（２種目）景品に地域特産品

2 継続 大原の歴史、文化の再発見と「おらがまちの文化遺産」冊子により 80

伝承事業 歴史探訪ウォーキングを実施

3 継続 文化財整備事業 ・地域の史跡、文化財をより分かり易く指標する 160

　ための案内板を設置（２基）

4 継続 住民憩いの場整備事業 ・桜見物、魚釣り等住民憩いの場として 50

　の環境美化活動

5 継続 ホタル観察と環境整備 ・ホタルが発生しやすい環境整備について検討する 10

6 継続 里山事業 ・各区において公共性のある里山、林道ボランティア 60

　による整備事業に対し応援する。

　（１事業あたり３万円を上限とする）

・上下流交流事業（都会の親子と交流） 40

　次世代を担う子どもたちの森林環境への理解と

　関心を深める

＜予算合計　４５０，０００＞

1 継続 防犯灯維持管理事業 「防犯灯のＬＥＤへの交換」各区２基づつ 250

2 継続 花いっぱい事業 甲賀駅ロータリーへ花苗配布 180

各区へ花苗配布

3 継続 生活道路の安全事業 通学路を中心に点検・　看板の設置など 70

4 新規 ＡＥＤ設置マップの 大原地区（甲賀エリア）の設置場所 80

作成事業

5 新規 防災事業 講演会の開催（セーフコミニティー） 20

＜予算合計　６００，０００＞

1 継続 ①大原小学校自然 ①大原小学校自然環境学習 75

　環境学習 ・大原小学校６年生を対象に卒業記念植樹

・ 大原ダム学習を実施し､治山・治水の学習

　＊大原財産区、大原土地改良区協賛

②シイタケ菌植菌 ②大原小学校４年生を対象に大原小学校で実施 15

　＊大原土地改良区と協賛 15

健
康
福
祉
部
会

教
育
文
化
部
会

生
活
環
境
部
会

事業内容

平成２７年度大原自治振興会事業計画(案）
取組部会

等

地
域
振
興
部
会

＜高齢者等の支援事業＞

＜健康づくり事業＞

№ 取組方針 事業名



　議案 第４号

予算
（千円単位）

2 継続 人権の学び ①大原小学校保護者他関係者対象講演 40

　＊大原小学校PTA協賛　

②甲賀中学校生徒・他関係者対象講演 40

　＊甲賀中学校　PTA協賛

3 継続 おらがまちの文化 昨年度冊子作成費　今年度支払い分 635

遺産のPR ・大原の歴史や文化を広く知っていただくため、又 25

　子ども達にも伝えるために歴史探訪ウォーキング

　を開催（他部会と共催）

・完成冊子をみなさんに使っていただく為の方法を

　検討

4 新規 忍者について知る ・甲賀の宝「忍者」について学ぶ（子ども達と共に） 30

＜予算合計　８６０，０００＞

1 新規 見守りプロジェクト １．見守りネット協議会を設立

　・活動の進め方、情報交換の場とする

２．自治区での見守り体制づくりの支援 80

　・モデル地区を公募し展開する（2区程度）

　　指導者、専門機関を派遣し、取組む

　・講演、研修 60

　　①見守り関係の講演会（年１回）

　　②先進地の取組みの研修

　　③甲賀町３学区での共催も検討

2 新規 若者プロジェクト １．若者ベースの円卓会議開催 10

　・行政、議員を交えての円卓の話合い

　　（少子高齢化におけるまちづくり等）

２．若者交流事業 50

　　①若者居場所作りの支援（ＰＲ）

　　②市内若者グループの交流

　　③他地域若者との交流

３．婚活支援 20

　　①甲賀市商工会青年部婚活事業などとリンク

　　②他地域との婚活共同事業の計画をする

3 新規 地域防災プロジェクト １．防災体制の点検と構築

　・自治区の地域防災活動の推進

　　出前講座、啓蒙活動（ＰＲ）

２．防災士養成（資格習得の推進）

３．広域避難所（大原小）にて避難所運営体験を

　　２８年度に実施したいため計画する

4 継続 竹あかりプロジェクト 大原祇園(宵宮)を盛り上げるため参道に竹灯篭を設置 20

5 新規 まちづくりプロジェクト １．まちづくり情報・提言・支援活動 0

２．空き家・空き施設の利用の検討（行政・専門家を交えて） 20

３．先進地研修 100

＜予算合計　３７０，０００＞

新規 区との連携 年に３回程度、各専門部会長から事業の経過・予定

等について報告を受け検討し、各区に反映させる

継続 広報発行 広報「おおはら」を、年４回発行予定 389

各種媒体を駆使した広報活動

教
育
文
化
部
会

広
報
委

員
会

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

自
治
振
興

委
員
会

取組部会
等 № 取組方針 事業名 事業内容



　議案 第５号

収入の部 単位：千円

款 項 目 節 本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　明

市交付金 8,165 8,207 △ 42

基礎交付金 基礎交付金 基礎交付金 1,601 1,625 △ 24

区活動交付金 区活動交付金 区活動交付金 2,495 2,489 6

事務加算金 事務加算金 事務加算金 956 956 0

事業加算金 事業加算金 事業加算金 3,113 3,137 △ 24

繰入金 969 1,123 △ 154 平成２６年度積立金より

繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 165 61 104 前年度繰越金

諸収入 2 2 0

預金利子 預金利子 預金利子 1 1 0 預金利子

雑入 雑入 雑入 1 1 0

9,301 9,393 △ 92

支出の部

款 項 目 節 本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　明

総務費 一般管理費 一般管理費 1,676 1,682 △ 6

報酬 279 279 0 委員・役員報酬

賃金 300 400 △ 100 事務員賃金

報償費 30 20 10 謝礼

需用費 166 120 46 消耗品費、印刷代ほか

役務費 100 40 60 郵送料、ホームページ管理ほか

使用料及び賃借料 81 81 0 コピー機リース料

工事請負費 0 73 △ 73

備品購入費 0 17 △ 17

積立金 720 652 68

事業費 3,529 3,597 △ 68

一般管理費 一般管理費 490 491 △ 1

需用費 150 200 △ 50 消耗品費、印刷代ほか

役務費 130 130 0 郵送料、電話代、インターネット利用料ほか

使用料及び賃借料 10 10 0 施設使用料ほか

備品購入費 200 151 49 プロジェクター、ラミネーター、シュレッダー、ラベルライター

広報費 広報費 389 346 43

需用費 389 341 48 広報紙印刷代

役務費 0 5 △ 5

ふれあいフェスタ事業費 ふれあいフェスタ事業費 0 500 △ 500

報償費 0 200 △ 200

需用費 0 250 △ 250

役務費 0 20 △ 20

使用料及び賃借料 0 30 △ 30

プロジェクト事業費 プロジェクト事業費 370 0 370

報償費 150 0 150 謝礼

需用費 100 0 100 消耗品費、印刷代ほか

役務費 20 0 20 郵送料

使用料及び賃借料 100 0 100 バス借上料

部会活動事業費 2,280 2,260 20

健康福祉部会活動費 370 460 △ 90 部会活動費

地域振興部会活動費 450 520 △ 70 部会活動費

生活環境部会活動費 600 650 △ 50 部会活動費

教育文化部会活動費 860 630 230 部会活動費

振興費 区活動振興交付金 1,601 1,625 △ 24

敬老会事業交付金 負担金及び交付金 1,149 1,170 △ 21

環境整備交付金 負担金及び交付金 452 455 △ 3

区活動費 区活動事業交付金 区活動事業交付金 負担金及び交付金 2,495 2,489 6

9,301 9,393 △ 92

平成２７年度 大原自治振興会収支予算（案）

収　入　合　計

支　出　合　計



会　長 中島　教芳

副会長 廣岡　道生 奥山　清美

会計責任者 宮林　康自

監　事 堀口　弘志 西田　武史

事務局長 松岡　篤史

事務員 川嶋　明子

広報委員 松本　 勝 林　 幸世 廣岡 いずみ

区 長

氏　名 氏　名 氏　名

檪　野 嶋岡　市雄 大原　久和 西野尾敏枝

神 村山　庄衞 井原　富雄 清水加代子

大原上田 福田　長利 森田　耕司 平田　秀子

大久保 中島　芳幸 西田　 学 大原　幸子

大原中 三日月統治 難波　健吉 山尾　幸子

拝　坂 山田　健司 雲　  哲雄 奥本　玲子

鳥居野 中嶋　芳春 増井　敏男 中根　朝子

相　模 中島　　茂 松岡　富治 玉木ますみ

大原市場 坂上　茂利 坂上　俊彦 平尾　盛子

高　野 高田　栄一 奥山　良蔵 大林　伴子

◎　部会長 ○　副部会長

健康福祉部 地域振興部 生活環境部 教育文化部

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

櫟　野 山下　康雄 大原多喜子 奥村　　勝 粂田亜希子

神 福永　光代 福永　隆生 井用　敏昭 廣岡　克彦

大原上田 井場　宣子 杉本　勝己 福田　重通 山口　忠和

大久保 　○谷　　博子 茂田　和彦 前川　美一 中島　節子

大原中 村木　一志 西田　貞雄 大原　員史 　◎大川原　保

拝　坂 藤岡　正平 廣岡　和男 廣瀬　茂樹 長峰　　透

鳥居野 　◎中村　政一 中井　朝男 　◎平井　　博 三上　幸男

相　模 中嶋津美江 川田二三男 　○北野　行雄 西宮朋亜紀

大原市場 増井　裕史 　 　奥村　順子 玉置　秀明 　○田中　義一

高　野 大林　孝子 　○福井　孝司 中沼　秀勝 大林　　満

（老人クラブ連合会） （愛林クラブ） （老人クラブ連合会） （人権教育推進協議会）

廣岡喜美代 　◎竹中島眞博 西田　文彦 井村　龍造

（民生委員児童委員） （観光協会） （消防団第１分団） （大原小学校ＰＴＡ）

奥村　宇公 藤岡　茂喜 川村　哲裕 岡留　敬司

(日赤奉仕団） （櫟野特産加工グループ） （消防団第4 分団） （大原にこにこ園保護者会）

山本　秋代 井元　俊明 緩利　弘継 吉水　信宏

（大原小学校ＰＴＡ） （文 化 協 会）

井元　晴彦 中井　良子
（青少年育成市民会議）

島岡　陽子

各種団体

≪ 平成27年度大原自治振興会委員名簿 ≫

区 名
自治振興委員

【　区長・自治振興委員　】

【　　専門部会委員　　】

区名等

【　事務局　】



自治会 氏　名 自治会 氏　名

徳田　吉弘 田中　光雄

谷口　隆一 中井　宣美

田中　憲和 杉本　眞次

山本　牧子 瀬古　正美

大原　和詞 中本　正司

井原　勝代 雲　　　勝

井原　敏行 上山　喜宣

福永　壽之 中村　敏明

太田　芳子 川邉忠一良

井原　啓子 増井　　保

中本　欽三 北相模宏二

堀口　　深 玉木　　昭

森川　宣彦 杉本　初夫

山出　善彦 玉木　幸一

川村　克己 出口　義久

大原　邦明 畑中　一基

大原　正寛 掛田慶次郎

中島　一憲 増田　治雄

中島みゆき 坂上　吉弘

西田　康晴 藤林　哲男

松岡　清光 森村　孝彦

大原　忠雄 田畑　忠彦

 辻　　富雄 大林佳代子

西村　朋弥 田口　純次

渡辺　　清 松本　真二

【　代議員　】

拝　坂

鳥居野神

櫟　野

大原上田

大久保

大原中

相　模

大原市場

高　野


