
1 事業の目的

　　　

2 事業内容

【会議等】…総会・役員会（年４回）、会長副会長会議（年12回）

内　　容

25年度報告・収支決算、26年度計画・収支予算

平成26年度事業計画について

防犯協会会費、市政懇談会について　等

敬老会、役員について

26年度事業、地域元気フェスティバルについて

敬老会、防犯について

敬老会、市民憲章運動実践活動表彰の推薦について

地域元気フェスティバル2014、防犯について

自主防災リーダー研修会について

第２回役員会について

第２回役員会、防犯協会活動について

事業進捗状況、27年度要望について

27年度事業計画について

27年度事業計画について

第３回役員会について

平成27年度総会について

　大迫地区コミュニティ振興会ビジョンに基づき、大迫地区住民による自主的な地域づく
り活動の推進及び身近な地域課題の解決を図ることを目的として次の事業を実施した。

平成26年4月11日

平成26年4月23日 第１回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成26年度大迫地区コミュニティ振興会事業報告

期　日

平成26年度総会 活性化センター大会議室

会　議　名 場　　所

平成26年5月19日 第２回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成26年6月17日 第３回会長・副会長会議 畠辰商店２階

平成26年10月23日 第７回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成26年9月25日 第６回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成26年7月30日 第４回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成26年8月28日 第５回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成26年7月9日 第１回役員会 畠辰商店２階

「大迫地区まちづくりビジョン」 ～地域の大切なものを未来につなぐ～

平成26年11月27日 第８回会長・副会長会議 活性化センター中会議室

活性化センター小会議室

平成27年2月26日 第11回会長・副会長会議 活性化センター控室兼会議室１

活性化センター大会議室

平成26年12月18日 第９回会長・副会長会議 活性化センター中会議室

平成27年1月13日 第２回役員会 ホテルステイヒル

平成27年3月19日 第12回会長・副会長会議 活性化センター小会議室

平成27年1月22日 第10回会長・副会長会議

平成27年3月27日 第３回役員会



 【総務部会】

【会議等】…部会（年５回）、その他会議4回
内　　容

平成26年度事業について
視察研修、防災事業、地域活性化事業について

地域活性化事業について
視察研修、防災事業、地域活性化事業について

地域活性化事業について
地域活性化事業について
地域活性化事業について
26年度進捗状況、事業評価、27年度事業計画について

平成27年度事業計画について

【事業等】

①広報事業（第59号～70号）
大迫地区情報の広報誌として、「マイ・ユーコミュニティ暖」を毎月発行した。

②視察研修事業
大迫地区コミュニティ振興会役員研修（11月8日　能代市　参加者：16名）

　●出来ることを、無理せず、みんなで工夫し参画と共同によるまちづくりを進めます。
③自治公民館運営事業

文化活動など地域の社会活動の推進及び自治公民館美化活動事業への支援
1.地域で行っている伝承行事等の活動をしている自治公民館に支援を行った。

上町自治公民館 「上町こども夏まつり」
仲町自治公民館 「仲町地区歳祝いの集い」
川原町自治公民館 「新春大餅つき大会」
下町自治公民館 「モチつきで世代間交流」

2.自治公民館美化活動等へ支援した。
上町自治公民館 「花壇整備」
仲町自治公民館 「花壇整備」
川原町自治公民館 「資源回収物置拡幅」
下町自治公民館 「学習用具整備」

④次世代育成事業　（企画会議　年15回）

・野球塾（11/22　大迫野球場　参加者：48名）
・バレーボールスクール（12/20　大迫体育館　参加者：41名）

●みんなの広場を盛り上げる既存の商業・業務地の活性化を進めます。
⑤街路灯の造花設置支援

平成26年7月14日 第２回総務部会

平成27年2月17日 第４回総務部会 活性化センター控室兼会議室1

若者の地域づくり及び次世代のリーダーを育成するため「若者による地域づくり
実行委員会」を立上げて事業を実施した。

・ぐるっとおおはさまウォークラリー大会（10/11  大迫地区内　参加者：31名）

買い物客、観光客の誘客を図るため、商店街の街路灯に設置する造花の購入費用
の支援を行った。（花巻商工会議所女性会大迫支部　造花購入本数：20本）

平成26年8月20日

平成26年9月17日

活性化センター小会議室

　このまちを愛します、このまちを創ります、このまちを守ります

第３回総務部会 活性化センター小会議室

期　日 会　議　名 場　　所
平成26年5月16日

　大迫中学校改築において木造校舎建設を望む声があり、今後の参考にするため
木造校舎建設の先進地を視察した。

第１回総務部会 活性化センター小会議室

部会テーマ

第2回地域活性化事業打合 活性化センター

第５回総務部会平成27年3月21日 畠辰２階広間

平成26年7月28日 第1回地域活性化事業打合 活性化センター

平成26年9月11日

平成26年9月24日

第3回地域活性化事業打合

第4回地域活性化事業打合

活性化センター
活性化センター

　●見たり聞いたりして英知を集めて､情報発信によるコミュニティ活動を効果的に進めます。



⑦地域活性化事業

●備えて丈夫な絆（綱）を作り、助け合いのあるまち、災害に強いまちづくりを進めます。
⑧地域防災活動事業

     　　　　

●郷土に誇りを持ち、安心して住み続けることのできる地域づくりを進めます。

【文教厚生部会】

【会議等】…部会（年４回）
内　　容

平成26年度事業計画について

今年度事業について
事業の進捗状況、次年度事業計画について

次年度事業計画について

【事業等】

①教育振興運動事業

部会テーマ

期　日 会　議　名

平成27年3月13日

平成26年10月28日

場　　所
平成26年5月30日 第１回文教厚生部会 活性化センター小会議室

第２回文教厚生部会 活性化センター小会議室

平成27年2月12日 第３回文教厚生部会 活性化センター小会議室

第４回文教厚生部会 活性化センター小会議室

　結いの心を育み、教育振興、伝統の継承、地域福祉、子育て支援、青少年
健全育成を推進し、みんなが安心して暮らせるまちづくりを目指します

「人と地域を繋ぐ」をテーマに、「東京ブラススタイル」による大迫中学校・大
迫高校吹奏楽部への指導及び合同コンサートを実施した。

・教育振興運動実践会の活動支援を行った。

・葡萄棚維持管理支援として、大迫小学校の葡萄栽培の指導管理愛育活動へ
　支援を行った。

・大迫小学校支援協議会の活動支援を行った。

⑥地域の賑わい創生支援

　買い物客、観光客の誘客を図るために結成された「早池峰一座」に用具購入費用の支
援を行った。

○H20に地区内公民館・集会所等へ配備した救急箱の点検・補充を行った。

・災害時対応訓練

・災害時救助用具等の整備

●教育振興と伝統の継承を進めます。

（9/27　大迫中学校（指導）　参加者：29名、　9/28 活性化センター多目的ホール　入場者：198名）

　　○平成20年度に整備した避難看板の表示の張替を行った。
　　○大迫保育園へ災害時用防災ずきんの購入費用の支援を行った。

○災害時用の備品として、４地区の自主防災会へパイプテント（四方幕付）を
４張整備した。

大迫地区自主防災会・大迫地区赤十字奉仕団合同の炊き出し訓練及びリーダー
研修会を実施した。（参加者：30名）



②生涯学習事業
・世代間交流

自然観察会　ホタル観察会（7/5 亀ヶ森１区・８区　参加者：26名）

・学級講座の開設

③文化芸術振興事業
・文化芸術振興事業の一環として、朗読会を実施した。

④郷土文化・歴史保存事業
・郷土の歴史文化講演会

●地域福祉の充実を進めます。
⑤地域支援事業

・賑わいステーション支援
地域のお休み処として開設している賑わいステーションへ支援を行った。　

・地域福祉活動支援

【生活環境部会】

【会議等】…部会（年３回）
内　　容

平成26年度事業について
平成26年度事業について
平成27年度事業計画について

●安全で住みやすい地域づくりを進めます。
①生活道路整備事業

活性化センター小会議室

　中山間地に位置する景観をそこなわずに宿場町の風情をかもしだすまちづ
くりを進めます。

【事業等】

社会福祉協議会「ほのぼの会」のクリスマス会へ支援を行った。（12/25
大迫保健センター）

・敷 砂 利（上町市道上裏線大迫郵便局裏通り）

期　日 会　議　名
平成26年6月27日

こども茶道教室　（全３回講座　1/24、2/1、2/7 参加者：述べ22名）
正月飾りづくり　（12/10 活性化センター大会議室　参加者：12名）

雛かざり体験　　（2/15 活性化センター多目的ホール　参加者：16名）

宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」のチェロの生演奏と朗読会を実施した。
（3/7　活性化センター多目的ホール　入場者：80名）

大迫文化講演会として、中村良幸氏を講師に迎え「雛物語inおおはさま」を
テーマに講演会を行った。
（2/21　活性化センター多目的ホール　参加者：95名）

部会テーマ

つるし雛づくり教室へ支援
　　　　　　　　（大迫宿場の雛まつり実行委員会 1/24 活性化センター）

親子ケーキ作り教室（12/14 活性化センター調理室等　参加者：15名）

第１回生活環境部会

保育園餅つき訪問へ支援（花巻商工会議所青年部　1/16　大迫保育園）

男の料理教室：そば打ち（11/23  活性化センター調理室　参加者：15名）

平成26年10月22日 第２回生活環境部会 活性化センター和室小会議室

平成27年3月10日 第３回生活環境部会 活性化センター小会議室

場　　所



②防犯灯の整備・維持管理事業
・防犯灯維持管理20ヶ所（電気料）
・防犯灯の整備　新規１箇所（上町西部佐々木石材店付近　3月20日完了）

③交通安全事業
・高齢者の交通安全対策支援

高齢者の事故防止活動事業として、大迫地区交通安全母の会に支援を行った。
・安全施設清掃活動（11月8日実施）

カーブミラーの清掃活動として、花巻市交通安全協会大迫支会に支援を行った。
・安全啓発支援

交通安全啓発用消耗品の購入費として花巻市交通安全協会大迫支会に支援した。
（横断幕：1枚）

④除雪対策事業

●景観の保全と水質浄化を進めます。
⑤地域美化活動支援

・大迫の商店街の美化活動（花いっぱい運動）に対し、支援を行った。
・上町中居川沿いの桜並木及び生き活き交流館付近の支障木の除去を行った。
・ごみ集積所のネットの整備を行った。（川原町）

●エコロジー教育と活動の実践を進めます。

【体育部会】

【会議等】…部会（年５回）、その他の会議１回
内　　容

平成26年度事業について
地域元気フェスティバル、地区民運動会について

地域元気フェスティバル、地区民運動会について

地域元気フェスティバル、地区民運動会について

地域元気フェスティバルについて

26年度事業報告と反省、27年度事業計画について

部会テーマ

　　薄暗く危険な個所に防犯灯を設置し、地域の安全確保を図った。

期　日 会　議　名 場　　所
平成26年7月7日 第１回体育部・地区体協合同会議 きらく

・スノーバスターズ活動(保険料)､除雪機械の維持管理(修繕等 9台を各地区へ貸出)
・除雪ボランティア推進

　　一人暮らし世帯や高齢者世帯､市の除雪機械ではできない道路の除雪を
　　行った。
　　除雪作業に従事するオペレーターはボランティア保険に加入した。
　　（登録人数：47名）

活性化センター中会議室

平成26年9月4日 第3回体育部・地区体協合同会議 活性化センター中会議室

大迫小学校
平成27年1月23日 第5回体育部・地区体協合同会議 畠辰商店

平成26年9月19日 第4回体育部・地区体協合同会議 活性化センター中会議室

平成26年10月5日 体育部・地区体協合同打合会

　健康で楽しみながらすこやかに成長することができる環境が整ったまちづ
くりを進めます。

平成26年8月21日 第2回体育部・地区体協合同会議



●健康づくり及び青少年の健全育成を進めます。
①スポーツ大会等の開催事業

・地区運動会等の開催

・ウォーキング推進事業

・地区民登山

・グラウンドゴルフ教室

②地域元気フェスティバルへの参加 （27チーム中10位）※昨年13位
・地域元気フェスティバルへの参加

○玉入れ　1位
○ボール送りレース 1位
○グラウンドゴルフリレー　2位
○水満タンリレー　3位

●体育施設を充実します。

（6/28　グラウンドゴルフ教室　愛宕山公園コース　参加者：17名）

（10/13　日居城野運動公園陸上競技場　参加者：述70名）

【事業等】

（10/19　姫神山登山　　参加者：20名）

（10/5　大迫小学校グランド　参加者：述150名）

（5/18　ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ教室　愛宕山公園ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ　参加者：9名）

11種目16競技 全競技出場


