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① 章 節

③ 事業内容
（手段･手法など）

④ 目　的
（何のために）

⑤ 対象及び人数
（誰･何を対象に）

⑥ 現在の実施方法

内 千円 　人

訳 千円 　人

国・府から
の補助金等

3,513千円 使用料・手数料 その他

◎ 見直しを検討している事業

⑨
目　　標
（目指すところ）
※より具体的に記入

⑩ 事業の現状

⑪
目標と現状の差
（課　題）
　⑨－⑩

　

事業番号 

事業シート（概要説明書）

事　業　名 高齢者生きがい対策事業 総合計画体系 02共生共感都市 04高齢者福祉

② 細事業名 老人クラブ活動支援事業
担当部・課 健康増進部　介護高齢課 事業開始年度　 平成４年度

根拠法令

河内長野市老人クラブ等活動補助金交付要綱
在宅高齢者福祉対策補助金交付要綱（府）在宅福祉事業費補助金交付要綱

（国）
老人クラブ活動等事業運営要綱（府）老人クラブ活動等事業実施要綱（国）

多くの高齢者がお互いに交流を深めながら、地域に根ざした活動をともに行っており、社会貢献活動や健康増進事業などの老人クラブ活
動に対して補助を行う。

仲間とともに活動することにより、高齢者の自立生活を支え社会的孤立の解消を図る。

おおむね６０歳以上の高齢者など

市が直接実施 （詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平成２３年度予算 直接経費（A)の内訳

⑦

コ
ス
ト

直接経費（A) 6,827 千円

老人クラブ等活動補助金　6,827千円

人件費（B)
※（C)+(E) 0 千円

担当正職員：概算人件費（C)
（H22決算平均給与8,260千円×従事職員数） 0 従事職員数（D)

臨時職員他（嘱託・アルバイト）人件費（E) 従事職員数（F)

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織であり、高齢者自身
のボランティア活動によって成り立っているものである。高齢者本人にとって
も、生きがいづくり・健康づくりの活動であり、介護予防の効果も生まれている
ところである。
「地域見守り活動」や「地域支え合い活動」など地域における支え合いの担い
手として活動を行い、また、「清掃奉仕活動」や「健康づくり事業・介護予防事
業」などの事業も実施しているところで、公益的な活動などを行う組織として、
今後も地域における積極的な活動が期待されているところである。
今後も地域における社会資源として、その活動を継続させていく必要があり、
補助にかかる事業内容の検討を行い、公益的な役割を担う活動などに対す
る補助を継続・充実させるもので、老人クラブ活動に対して、引き続き適正な
支援を継続していきたいと考えているところである。

総コスト
（A)＋（B) 6,827 千円

財源内訳（収入）

一般財源
（市債含む） 3,314千円

※　事前概要説明会開催後に記入

⑧
対象事業の
抽出の視点
（選考優先順位）

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織であり、高齢者の生きがいづくりと健康づくりに資する事業などを実施していると
ころで、地域福祉の担い手として期待されており、今後もその活動を支援していきたい。

大阪府における「財政構造改革プラン」における点検の結果、これまでの「規模に応じた補助」から「事業費補助」に変更となったところで
ある。
このことに伴い今後、府からの助成額が減額となる可能性が出てきているものである。

高齢化が進む中、地域福祉の担い手として活動が期待されている老人クラブの存在意義、支援のあり方などについて再検討を行うもので
ある。

⑫

解決策と論点

（⑪の課題
　の解決策
　と問題点）

様式１号 

市側の事前論点 最終論点 



月
４月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
５月 会員新聞発行 第４５号河内長野市老連発送

市ゲートボール大会 第３３回大会（南河内大会出場者予選大会）※雨天の場合１３日
評議員会 感謝状贈呈、事業・決算報告、事業計画、予算など
市囲碁将棋大会打合せ会議 第６回大会打合せ会議

６月 市グラウンドゴルフ大会 （南河内大会出場者予選大会）※雨天の場合10日
近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 平成２３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会
市囲碁将棋大会 第６回大会（南河内大会出場者予選大会）

７月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
府老連ねんりんの旅 長崎グラバー園、雲仙温泉、九州国立卙物館、大宰府天満宮他
南河内Ｂ囲碁将棋大会 （府大会出場者予選大会）

８月 南河内ＢＧＧ打合せ会議 第１１回大会打ち合せ等
市内墓地参拝 戦没者墓地参拝
府老連囲碁将棋大会 第３７回囲碁大会、第３５回将棋大会

９月 府老福祉大会 第一部式典、第二部記念講演
市老人福祉大会 第一部式典、第二部市老連福祉大会
老人作品展
社会奉仕の日 社会奉仕の日、一斉奉仕活動（清掃奉仕等）

１０月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
会員新聞発行 第４６号河内長野市老連発送
南河内ＢＧＧ大会 第１１回大会（府大会出場者予選大会）※雨天の場合7日
府老連健康づくり大学校講座 開講式
市老人スポーツ大会 第２１回大会
府老連役員研修会
府老連ＧＧ大会 府老連グラウンドゴルフ大会※雨天の場合１１月９日
全国老人クラブ大会

１１月 南河内GB大会 第11回大会※雨天時
会長研修会
介護予防サポートリーダー養成講座

１２月 会員研修会
女性部地区代表者会議 春の集い打ち合せ等について
府老連健康づくり大学校講座 閉講式
パソコン講習会 中級講習

１月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
理事会及び新年互礼会 今後の事業について

２月 Ｖフェスティバル 第１２回ボランティア市民活動フェスティバル（市老連活動展）
府老連ブロック会議 平成２４年度府老連事業等について

３月 パソコン講習会 初級講習
春の集い

毎月 理事会

＊単位老人クラブ活動
　１．社会奉仕活動
　　　河川・公園清掃、子ども見守り、空き瓶・空き缶拾い、一斉清掃、墓地清掃、独居高齢者等訪問、夜警など
　２．生きがい高揚事業
　　　カラオケ、料理教室、文化活動、会員研修会、要支援高齢者訪問、元気アップ教室など
　３．健康増進事業
　　　グラウンドゴルフ、歩こう会、ラジオ体操、早起きトレーニング、ゲートボールなど

５．心身ともに健康で、心豊かな生活を送れるように各種のスポーツ・行事を通じて健康増進事業を
　　推進し特に介護予防に努める。

内　　　　　　　　　　　　　　容行　　　　事　　　　名

６．各種団体が実施する高齢者を対象とする行事に積極的に参加する。

８．小・中・高校生との世代間交流により、事業の推進を図るとともに児童・生徒の見守り活動を推進する。

７．情報社会の到来にともない、高齢者の生涯学習の一環としてＩＴ技術の修得を目的としたパソコン
　　教室をシルバー人材センターと共催で実施する。

平成２３年度河内長野市老人クラブ連合会事業方針・事業計画

１．魅力ある老人クラブ活動を展開し、特に会員の増加を図り、将来のための若手リーダーを育成する。

２．高齢者相互支援事業を推進し、「寝たきりゼロ運動」「一人暮らしの孤立化防止」等、超高齢社会
　　での楽しく共存できる福祉社会の実現に努める。

老人クラブ活動支援事業

　河内長野市老人クラブ連合会は、市内の全ての老人が豊かで楽しく明るい生活を送れるように、その福祉を推進
するとともにクラブ活動を充実し、会員の親睦と知識の向上、並びに心と体の健康保持を図ることを目的として、
次の事業を実施する。

４．経験と知識を生かして、地域社会への奉仕活動や環境美化運動などに参加する。
３．会員の親睦、融和と知識の高揚を図るための研修会ならびに各種の講演会等に積極的に参加する。
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月
４月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
５月 会員新聞発行 第４５号河内長野市老連発送

市ゲートボール大会 第３３回大会（南河内大会出場者予選大会）※雨天の場合１３日
評議員会 感謝状贈呈、事業・決算報告、事業計画、予算など
市囲碁将棋大会打合せ会議 第６回大会打合せ会議

６月 市グラウンドゴルフ大会 （南河内大会出場者予選大会）※雨天の場合10日
近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 平成２３年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会
市囲碁将棋大会 第６回大会（南河内大会出場者予選大会）

７月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
府老連ねんりんの旅 長崎グラバー園、雲仙温泉、九州国立卙物館、大宰府天満宮他
南河内Ｂ囲碁将棋大会 （府大会出場者予選大会）

８月 南河内ＢＧＧ打合せ会議 第１１回大会打ち合せ等
市内墓地参拝 戦没者墓地参拝
府老連囲碁将棋大会 第３７回囲碁大会、第３５回将棋大会

９月 府老福祉大会 第一部式典、第二部記念講演
市老人福祉大会 第一部式典、第二部市老連福祉大会
老人作品展
社会奉仕の日 社会奉仕の日、一斉奉仕活動（清掃奉仕等）

１０月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
会員新聞発行 第４６号河内長野市老連発送
南河内ＢＧＧ大会 第１１回大会（府大会出場者予選大会）※雨天の場合7日
府老連健康づくり大学校講座 開講式
市老人スポーツ大会 第２１回大会
府老連役員研修会
府老連ＧＧ大会 府老連グラウンドゴルフ大会※雨天の場合１１月９日
全国老人クラブ大会

１１月 南河内GB大会 第11回大会※雨天時
会長研修会
介護予防サポートリーダー養成講座

１２月 会員研修会
女性部地区代表者会議 春の集い打ち合せ等について
府老連健康づくり大学校講座 閉講式
パソコン講習会 中級講習

１月 府老連機関紙の発行 ねんりんＯＳＡＫＡの発行
理事会及び新年互礼会 今後の事業について

２月 Ｖフェスティバル 第１２回ボランティア市民活動フェスティバル（市老連活動展）
府老連ブロック会議 平成２４年度府老連事業等について

３月 パソコン講習会 初級講習
春の集い

毎月 理事会

＊単位老人クラブ活動
　１．社会奉仕活動
　　　河川・公園清掃、子ども見守り、空き瓶・空き缶拾い、一斉清掃、墓地清掃、独居高齢者等訪問、夜警など
　２．生きがい高揚事業
　　　カラオケ、料理教室、文化活動、会員研修会、要支援高齢者訪問、元気アップ教室など
　３．健康増進事業
　　　グラウンドゴルフ、歩こう会、ラジオ体操、早起きトレーニング、ゲートボールなど

５．心身ともに健康で、心豊かな生活を送れるように各種のスポーツ・行事を通じて健康増進事業を
　　推進し特に介護予防に努める。

内　　　　　　　　　　　　　　容行　　　　事　　　　名

６．各種団体が実施する高齢者を対象とする行事に積極的に参加する。

８．小・中・高校生との世代間交流により、事業の推進を図るとともに児童・生徒の見守り活動を推進する。

７．情報社会の到来にともない、高齢者の生涯学習の一環としてＩＴ技術の修得を目的としたパソコン
　　教室をシルバー人材センターと共催で実施する。

平成２３年度河内長野市老人クラブ連合会事業方針・事業計画

１．魅力ある老人クラブ活動を展開し、特に会員の増加を図り、将来のための若手リーダーを育成する。

２．高齢者相互支援事業を推進し、「寝たきりゼロ運動」「一人暮らしの孤立化防止」等、超高齢社会
　　での楽しく共存できる福祉社会の実現に努める。

老人クラブ活動支援事業

　河内長野市老人クラブ連合会は、市内の全ての老人が豊かで楽しく明るい生活を送れるように、その福祉を推進
するとともにクラブ活動を充実し、会員の親睦と知識の向上、並びに心と体の健康保持を図ることを目的として、
次の事業を実施する。

４．経験と知識を生かして、地域社会への奉仕活動や環境美化運動などに参加する。
３．会員の親睦、融和と知識の高揚を図るための研修会ならびに各種の講演会等に積極的に参加する。
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