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わくわく事業

旭地域会議
地域予算提案事業

旭木の駅プロジェクト旭地域会議
（旭支所）

720,000円事業金額

事業の目的  
旭地域内の間伐材等を搬出・売却して、紙資源（チップ材）と
して活用するとともに、木材の対価として地域内の登録店舗
で使用できる地域通貨（モリ券）を導入し、地域経済の活性
化及び地域コミュニティの醸成を図る。
主な事業内容  
● 出荷者の登録・管理
● 出荷材の確保・販売
● 地域通貨券（モリ券）取扱店の募集・登録
● 地域通貨の発行・管理

地域資源を活かしたまちづくり事業

小渡山里愛護会旭地域会議

001

活動の目的  
セイゴ河畔林の竹を活用したイベントを
行うことで、町中の活性化と河畔林整
備活動の啓発を進める。また、小渡城
址の史跡や地域資源を活かした植栽、
景観整備等により歴史を知るとともに
里山環境保全意識の向上を図る。

主な活動内容  
● 伐採した竹を活用し、七夕祭り及び十五夜竹灯篭 

イベントを実施
● 城址整備、散策道案内看板や城址見取り図看板の

設置

364,000円補助金額 54人会員数

（旭支所）

夢渡野フェスティバル

夢渡野会旭地域会議

002

活動の目的  
おいでんバスの発着場である小渡中央
広場に隣接する公園を整備する。また、
ジャズの生演奏に触れることにより、地
域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 夢渡野公園遊歩道の整備
● 農村舞台でのジャズライブ開催
● 地域の達人の技能ワークショップ 
（竹灯篭作り、篠笛作り）

285,000円補助金額 16人会員数

（旭支所）

地域性を活かした景観向上事業

ビューティー惣田会旭地域会議

003

活動の目的  
県道、農道沿いへの植栽を行い地域住
民の安らぎの場所となるように、町内の
景観向上に努める。また、植栽活動を
一緒に取り組むことで、地域の連帯感を
図る。

主な活動内容  
● しだれ桃の植栽
● 下草刈、施肥、前年度植栽分の支柱見直し

184,000円補助金額 13人会員数

（旭支所）

高齢者のふれあいと休耕田畑の利用を進める事業

下切ふれあい青空会旭地域会議

004

活動の目的  
高齢者を中心に地域住民が気軽に立ち
寄れ、話し合えるふれ合いの場所を提供
する。あわせて、農産物直販所を併設し、
集落ビジョンに基づいた助け合い、安心
して暮らせ、将来も住み続けられる魅力
ある地域づくりを進める。

主な活動内容  
● ふれ合いの場（直販所併設）の設置に伴う敷地整備

及び建屋の設置工事
● 地域、住民のふれ合いの場活用に向けたPR活動
● 休耕田・畑の利用による野菜販売計画の作成と実施

850,000円補助金額 17人会員数

（旭支所）

旭
地
域
会
議
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景観整備事業

田津原の四季と水に親しむ会旭地域会議

005

活動の目的  
健康管理を目的に散策する人や来訪者
などが休憩できるように、多目的小屋を
整備する。また、集落ビジョンの展開に
伴い、地域物産の紹介をする。

主な活動内容  
● 多目的小屋の建設
● 小屋周辺の植栽

305,000円補助金額 9人会員数

（旭支所）

小渡地区・地域づくり推進事業

知里隣会旭地域会議

006

活動の目的  
眠っている中高年女性の持つパワーを
奮い起こし、より力のある地域づくりを
推進する。また、地域の仲間で造りあげ
た新曲「鈴情恋はぐれ…」に振り付けを
し、踊りの輪を一層広め、地域住民の
絆を深め合い地域の活性化を推進する。

主な活動内容  
● 横断幕を製作し、踊り場に掲示、踊る姿と会の 

存在をPR
● 夢かけ風鈴まつりオープニングイベントとして 

踊りを披露

157,000円補助金額 30人会員数

（旭支所）

特色ある地域づくり 森の散策路整備と里山保全

浅間の会旭地域会議

007

活動の目的  
散策路の整備や休憩小屋作りなどを通
じて、里山の自然を守る活動を推進する。
また、野見神社周辺の水田に、約2500
本のロウソクを灯す「蛍火」を実施し、
地域活性化を図る。

主な活動内容  
● 間伐が終了した森の散策路整備
● 散策路途中の休憩所作り
● 花壇整備
● 夏の夜「蛍火」の実施

325,000円補助金額 15人会員数

（旭支所）

歴史と自然豊かな押井づくり事業

歴史と自然豊かな押井づくりの会旭地域会議

008

活動の目的  
押井町の貴重な歴史資源と周辺の豊か
な自然環境を守り、後世に伝えるととも
に事業を通じて地域活力の維持向上を
図る。

主な活動内容  
● 歴史・自然調査
● ふるさとマップ制作
● 標柱・道標（二井寺城址、押井城址、風神社ほか）

制作・設置

414,000円補助金額 27人会員数

（旭支所）

地域減災啓発事業

旭GSボランティア旭地域会議

009

活動の目的  
大地震・風水害が多発する中、いつ被災
するかわからない昨今、平常時に減災知
識啓発を行うことで、発災時での被害
を減らすことを目的とする。

主な活動内容  
● 地域行事やイベントに参加し啓発活動を実施
● 減災講演会、視察研修会を企画開催し、 

地域住民の防災・減災に対する意識の高揚を図る
● 地域外の防災ボランティアグループとの交流

280,000円補助金額 11人会員数

（旭支所）

小水力発電所設置事業

水車の里 つくば旭地域会議

010

活動の目的  
国内各地で計画・設置の進む小水力発
電の設置を行う。水車小屋周辺に電気
がないため、この発電により水車小屋等
への照明と電力確保、住民及び学校関
係者への提案、学習場所としての利用を
進める。

主な活動内容  
● 発電所の設置 
（導水管路の設置、沈砂槽の設置、発電機の設置、
バッテリー充電施設設置、LED利用照明の設置）

799,000円補助金額 7人会員数

（旭支所）

旭
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モラルハラスメント被害をなくすための勉強会と講演会開催

山里センチメンツ旭地域会議

011

活動の目的  
身体を傷つけずに言葉や態度で心を傷
つける嫌がらせやいじめが存在し、ハラ
スメントとして研究が進んでいる。目に
見えず、証拠に残りにくいハラスメント
であり、かつ、新しい概念であるため、
地域に紹介し被害をなくしていく。

主な活動内容  
● 勉強会（3回）、専門家を招いての講演会（1回）

152,000円補助金額 5人会員数

（旭支所）

竹林の環境整備

有間竹林愛護会旭地域会議

012

活動の目的  
有間町の竹林を整備し、矢作川河畔の
景観と河畔の散策ができる遊歩道の敷
設により住民及び来町者に安らぎを与
える癒しの場として整備する。

主な活動内容  
● 竹林間伐と竹の処理
● 竹林内の管理道路（作業道）施設工事
● たけのこ採取と出荷
● 休憩小屋・ベンチ等の製作材料準備

815,000円補助金額 37人会員数

（旭支所）

わくわく事業

足助地域会議
地域予算提案事業

足助通信によるUターン促進事業足助地域会議
（足助支所）

226,422円事業金額

事業の目的  
足助出身の若者に向けた情報誌『あすけ通信』を発行し、足助
のさまざまな情報を足助出身の若者に伝えることにより、出身
者と足助との心理的なつながりを継続させ、新たなつながり
の形成によるUターン促進を図る。
主な事業内容  
● 足助通信の発行（7月、9月、12月、3月）
● 各イベント行事における足助通信のPR活動

「地域住民の健康」と「地域活性化」は健康体操と笑顔から!

国谷健康ひろば「煌」足助地域会議

013

活動の目的  
健康体操を通して地域住民の「心身の
健康アップ」と「コミュニケーション」を
図り、地域の活性化と発展につなげる。

主な活動内容  
● 月2回の健康体操を実施する。
● 健康体操を知ってもらうために敬老会等で発表し、

周知を図る。

100,000円補助金額 10人会員数

（足助支所）

田町わくわく活性化事業

田町擬宝珠会足助地域会議

014

活動の目的  
足助中馬街道の町並みを擬宝珠で飾り、
擬宝珠街道として地域活動を推進する。

主な活動内容  
● 植木鉢に擬宝珠を植え、街道に飾る。

160,000円補助金額 10人会員数

（足助支所）

旭
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東大島町の2寺（梅林寺・法泉寺）跡地を有効活用した公園化推進事業

東大島ふるさと考足助地域会議

015

活動の目的  
東大島町の集落が一望できる豊かな自
然の一角に長年培われた2寺（梅林寺・
法泉寺）の歴史を後世に伝える。活動を
通じて自治会内の活性化・コミュニケー
ションを高める。桜の植樹により豊田市
の「桜」の名所にする。

主な活動内容  
● 梅林寺・法泉寺跡地斜面の竹林伐採。
● 伐採した斜面へ桜（エドヒガン桜）の植樹を行う。
● 伐採した竹を竹パウダーにして土地改良材としての 

活用をする。

194,000円補助金額 75人会員数

（足助支所）

神越渓谷もみじ谷プロジェクト

みずきの里づくり推進委員会もみじ谷部会足助地域会議

016

活動の目的  
「神越渓谷」の景観と自然環境を地域の
財産として保全するとともに、多くの人々
が訪れる観光スポットになるようにする。

主な活動内容  
● 神越川支流の金蔵連川、田ノ士里川沿いの林の 

枝打ちと間伐、下刈り。
●「谷の歳時記」の月1回程度の発行。
● 歴史ある旧跡や自然の見所の紹介看板の設置。

764,000円補助金額 16人会員数

（足助支所）

「エンジョイ田舎暮らし」（野菜づくりを通して田舎暮らしの楽しさ発見事業）

扶桑の郷活性化委員会足助地域会議

017

活動の目的  
農作業を通じて高齢者と若者が交流を
深め、知恵や技を受け継ぎ、田舎の豊
かさや生きがいを感じられるようにする。

主な活動内容  
● 地域の担い手や農を志す人を募集して野菜づくり講

座を開催する。
● 里山の活性化を目的とした地域住民との交流イベン

トの開催。

143,000円補助金額 15人会員数

（足助支所）

足助の聞き書き第4集発行事業

あすけ聞き書き隊足助地域会議

018

活動の目的  
足助の歴史・伝統・慣習の伝承を目的
に、若い世代が聞き書きをすることによ
り、地域のお年寄りとの心のつながり
ができ、かつての足助の暮らしぶりを記
録に残し、若者に読んでいただくことで、
次世代へ継承する。

主な活動内容  
● 聞き書き講座を開催し、「聞き書き」の新たな仲間を

増やす。
●「足助の聞き書き集」の続編を発行。
●「聞き書き」の講演会を開催。

362,000円補助金額 8人会員数

（足助支所）

いきいき明和〜知ろう・残そう・つながろう〜

明和を元気にする会足助地域会議

019

活動の目的  
地域の伝統文化、地域で頑張っている
人等を取り上げ、紹介することにより、
住民の関心・意識を高め、地域の良さ
を再認識させるとともに地域づくりの担
い手を育成する。また、取材したものを
記録として留め、後世に伝える。

主な活動内容  
● コミュニティ紙『やっとかめ』の発行（年間6〜8回）。
● 取材活動（記録写真、記録文書などの発掘ほか）。

47,000円補助金額 6人会員数

（足助支所）

則定川の景観づくりと川遊び推進事業

則定すみよい会足助地域会議

020

活動の目的  
則定川の環境整備・里山の景観資源を
保全管理をし、持続可能な山林資源の
有効利用を図る。快適で安全な子どもの
川遊びの場として再生させる。

主な活動内容  
● 則定川岸の樹木等の伐採。
● 伐採した樹木等の再利用。
●ヤブツバキの植樹。
● 子どもの遊び場の整備。

500,000円補助金額 55人会員数

（足助支所）

足
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祈りの山里の復活と整備

椿立地域づくり推進委員会足助地域会議

021

活動の目的  
わくわく事業を通して整備した5ヶ所の
周遊コースに追加して新たに3ヶ所を整
備し、中山間地独特の歴史と文化を地
域以外の人たちにも観光を通して広げ、
同時に癒しの空間としてリピーターを増
やす。

主な活動内容  
● 放置された観音を平勝寺につながる3コースに並べる。
● 平勝寺の観音様・夜念仏・盆踊りの由来と解説の

看板の設置。
● 周遊コースの終着点・ターミナルとして東屋を作る。

927,000円補助金額 6人会員数

（足助支所）

足助植物園造成事業

足助植物園をつくる会足助地域会議

022

活動の目的  
親王町ハイキングコース周辺に足助地
区の草木を集めた植物園を作り利用者
を増やす。地形にあった種の保存や里
山の再生に留意し、多くの人が足助の
自然に楽しめる場を提供する。

主な活動内容  
● 竹林整備、観察路づくり。
● 植物の移植、種まきと既存の植物の手入れ。

73,000円補助金額 39人会員数

（足助支所）

「ストップ・ザ・ポイ捨て」

中立地域づくり推進委員会足助地域会議

023

活動の目的  
後が絶たないポイ捨てを無くし、河川の
汚濁防止、環境美化につなげる。

主な活動内容  
● 県道久木〜中金線の民家の無い1.1キロメートル、

2.5キロメートル区間に500メートル間隔に 
ストーリー性のあるポイ捨て禁止看板を立てる。

96,000円補助金額 12人会員数

（足助支所）

わくわく空き家再生交流プロジェクト

地域人文化学研究所足助地域会議

024

活動の目的  
重伝建地区の空き家をまちづくりの交
流拠点として活用し、地域内外の人や活
動をつなぐことにより、個性豊かな地域
づくりに貢献する。

主な活動内容  
● まちづくりの交流拠点としての空き家整備。
● 地域内外の交流の促進。
● 建物の維持・改修による景観整備。

600,000円補助金額 12人会員数

（足助支所）

足助の伝統芸能継承事業

足助の棒の手保存会足助地域会議

025

活動の目的  
正装時の衣装を揃え、保存会旗を新調
することにより棒の手の本来の姿を後世
に継承する。

主な活動内容  
● 正装用の衣装を揃え、保存会旗の新調し、 

後世に足助の伝統芸能を正しく継承する。

48,000円補助金額 55人会員数

（足助支所）

天狗岩の周辺及び登山道の整備

御蔵自治区地域づくり推進委員会足助地域会議

026

活動の目的  
「天狗岩」の周辺とその登山道を恒常的
に整備し、子どもやその家族がいつでも
登れるような環境にする。また、樹木の
伐採によって景観を良くする。

主な活動内容  
● 登山道の草刈り。
● 天狗岩周辺の景観を損なう樹木の伐採。
● 親子で楽しむ天狗岩ウオーキングの実施。

83,000円補助金額 10人会員数

（足助支所）
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わくわく事業

稲武地域会議
地域予算提案事業

棚田を活かしたまちづくり事業稲武地域会議
（稲武支所）

2,494,251円事業金額

事業の目的  
現在では貴重な棚田が稲武の中心地に残されているが、その
殆どが荒廃しており機能が果たされていない。さらに景観も
損ねており、貴重な資源と景観を回復し、魅力を高め、どん
ぐりの里との回遊性を確保する。
主な事業内容  
● 耕作放棄地の除草と耕起
●ラベンダーの植栽
● 桑原棚田班と高校生のふれあい交流
● 桑原棚田班とどんぐりの里いなぶの連携

少年野球による健全育成事業

稲武ドリームズ稲武地域会議

027

活動の目的  
アマチュアスポーツとして少年野球を普
及し、地域の子ども達の健全な育成を
図ると共に、地域全体の活性化を図る。

主な活動内容  
● 毎週土日祝日の練習
● 各種大会への参加
● 30周年記念事業の開催

476,000円補助金額 24人会員数

（稲武支所）

親と子の山里体験・環境学習事業

稲武地球子屋稲武地域会議

028

活動の目的  
稲武の恵まれた自然環境を生かし、子
ども達に山里ならではの自然体験やも
のづくり体験を提供する。これにより、
子ども達が仲間と協力し、自ら考え行
動するための「生きる力」を身につけ、
自然環境への関心を高める。

主な活動内容  
● 稲武地球子屋新聞発行
● 水質検査、水生生物調査、星空観測
●サマーキャンプ（環境学習、自然体験）
● 森の遊び場作り（自由な自然体験パーク定期開催）

210,000円補助金額 22人会員数

（稲武支所）

こどもスポーツ推進事業

J.S.C稲武稲武地域会議

029

活動の目的  
子ども達が複数のスポーツに親しむ環
境を整え、学校外活動を充実させ、地
域の指導者とのふれあいによる児童の
健全育成に寄与する。

主な活動内容  
●ドッジボール、フットサル、バレーボール、 

ソフトテニス、バスケットボールの練習会の実施
● 交流試合、各種大会への参加

760,000円補助金額 23人会員数

（稲武支所）

パスまちサロン会「ちょっとよって館」運営事業

パスまちサロン会稲武地域会議

030

活動の目的  
バス等の待ち時間を快適に過ごせる場
所を提供することにより、バスによる外
出を促進し、遠隔地や高齢者等の閉じ
こもりを予防する。いつでも気軽に立ち
寄ることができ、さまざまな情報が入手
できるようにして街の賑わいを醸し出す。

主な活動内容  
●サロンのPRと日常の管理・運営
●サロン内での健康相談、読み聞かせ等の実施
● バス利用促進のためのツアーを実施

310,000円補助金額 8人会員数

（稲武支所）
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読み聞かせを通して子ども達に感動を

読み聞かせグループ「竹の子」稲武地域会議

031

活動の目的  
絵本の読み聞かせや、絵本作家等の講
演を通して、子ども達や地域の方々に
感動を味わってもらい、読書の楽しさや、
地域の良さを感じてもらう。

主な活動内容  
● 小中学校での読み聞かせ
● 地域行事への参加
● 勉強会の実施
● 大型紙芝居、パネルシアターづくり

390,000円補助金額 12人会員数

（稲武支所）

小田木花街道づくり事業

小田木花街道をつくる会稲武地域会議

032

活動の目的  
国道153号小田木町シッタキ沢・ヨコテ・
カキノソレ地内の不法投棄防止、交通
安全の啓発及び草花の植栽等環境美化
活動を通じて会員相互の連帯意識の向
上を図る。

主な活動内容  
● 国道153号に四季の草花を植栽
● 花壇の維持管理
● 交通安全の表示旗を設置

125,000円補助金額 11人会員数

（稲武支所）

世に出せ「梨野不動滝」

たちあがれ梨野稲武地域会議

033

活動の目的  
ほとんど知られていない「梨野不動滝」
をPRすることで、大野瀬梨野地区への
入り込み者を増やし、閉塞感を打破す
る。環境整備を通じて、地区の団結力
を高め、郷土への愛着を深める。

主な活動内容  
● 進入路の整備（転圧、整正、排水処理）
● 駐車場の整備（転圧、整正）
● 散策路の階段設置
● 景観整備

1,000,000円補助金額 15人会員数

（稲武支所）

タカドヤ湿地の看板設置事業

タカドヤ高原湿地を守る会稲武地域会議

034

活動の目的  
タカドヤ高原の湿地の自然環境の保護
と周辺の土捨て場跡地の公園化を図る。

主な活動内容  
● タカドヤ湿地の看板設置
● 湿地散策道の整備、維持管理
● タカドヤもみじまつり

581,000円補助金額 45人会員数

（稲武支所）

「稲武検定」推進事業

稲武検定推進委員会稲武地域会議

035

活動の目的  
「稲武検定」を通して、住んでいても意
外と知らない稲武の文化や歴史を知る
機会を設け、稲武の魅力を再発見して
もらう。子ども達が郷土を学び、知るこ
とで稲武に誇りを持ってもらう。

主な活動内容  
● 稲武検定の開催
● まち歩きでタカラモノ発見
● 講演会の開催
● ワークショップの開催

550,000円補助金額 12人会員数

（稲武支所）

こども育成事業

稲武ジュニアバドミントンクラブ稲武地域会議

036

活動の目的  
バドミントンを通じて、子ども達と地域
の指導者がふれ合うことにより、子ども
の健全育成を目指す。

主な活動内容  
● 毎週土曜日の練習
● 他の機関・団体などが開催する大会等に参加

49,000円補助金額 5人会員数

（稲武支所）
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My公園整備事業

武節・桑原連合稲武地域会議

037

活動の目的  
当該地区には身近な公園がないため、
子育て世代から公園（＝集いの場）がほ
しいと強く要望されている。身近な公
園をつくり、生活の豊かさを向上させる。

主な活動内容  
● 武節町地区への公園づくり
● 周辺地区への公園の輪を広げる計画立案

419,000円補助金額 25人会員数

（稲武支所）

直売を中心とするいなぶの農業活性化事業

いなぶアグリ・ルネッサンス稲武地域会議

038

活動の目的  
中山間地区である稲武の農業は、高齢
化、獣害等の悪条件もあるが、寒暖の差
の激しい気候等の好条件がある。今ま
での農業と視点をかえ、稲武ならではの
良さを生かした新しい農業の形を考え、
農業を基盤とした地域活性化を図る。

主な活動内容  
● 外部講師による講演セミナーの開催

112,000円補助金額 7人会員数

（稲武支所）

わくわく事業

小原地域会議
地域予算提案事業

若者のUターン促進事業小原地域会議
（小原支所）

1,201,613円事業金額

事業の目的  
小原の「新しい取組」を転出した若者に発信することで、ふる
さとへの関心を呼び起こすとともに、小原暮らしの魅力や楽
しさを伝える地域情報誌を発行し、Uターンの促進を図る。

主な事業内容  
● 軽トラックに手作りあんどんを載せる「軽トラあんどんパレー

ド&コンテスト」を帰省シーズンの夏まつりにあわせて開催
● 小原の暮らし情報やUターン・Iターンした若者へのインタ

ビューをまとめた小原情報誌「おばらのじかん」の発行

四季桜遊歩道事業

大洞町四季桜を守る会小原地域会議

039

活動の目的  
四季桜の苗作りや植樹を行うとともに、
遊歩道（ウオーキングコース）を整備し、
住民の健康増進と観光客の受け入れ拡
大を図る。

主な活動内容  
● 四季桜の苗づくりと植樹活動
● 四季桜の剪定、施肥などの管理活動
● 四季桜遊歩道の整備活動
● 遊歩道周辺の樹木伐採活動

436,000円補助金額 31人会員数

（小原支所）

健康づくりに関する事業

健康づくりの会小原地域会議

040

活動の目的  
「元気でいきいきと暮らせる地域」の実
現のため、健康づくりに関する活動を展
開し、地域住民の健康増進と人々の交
流促進を図る。

主な活動内容  
● 小原文化まつりで「健康村（健康測定コーナー）」を

開催
● 小原探訪（ウオーキング事業）を開催

356,000円補助金額 5人会員数

（小原支所）
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小原デザインフォーラム事業

小原デザインフォーラム小原地域会議

041

活動の目的  
小原和紙工芸など地域文化の普及発展
を通して、芸術文化の高揚と振興を図る。
特に、「自然・文化芸術・交流ゾーン」と
して、他地区と異なる特性を活かした
発展と自立を図ることを目指す。

主な活動内容  
● 藤井達吉の活動拠点「鳥屋平工房」跡地の保全
● 和紙工芸制作講習「小原和紙わくわく塾」の開催
● 地域の芸術家を紹介する作家展の開催
● 和紙原料植物「ミツマタ」の栽培

467,000円補助金額 15人会員数

（小原支所）

矢作自治区生活環境改善事業

矢作区ワークショップ実行委員会小原地域会議

042

活動の目的  
地域住民による「地域環境の改善活動」
を通じて、住民相互の協力・扶助体制の
強化を図るとともに、来訪者に憩いの
場を提供する。

主な活動内容  
● 生活道路沿線の緑化事業（四季桜・楓の植樹等）
● 矢作河川公園の整備・維持管理活動
● 休耕地を利用した花の栽培・果樹の植樹等
● ゴミ散乱防止活動

798,000円補助金額 65人会員数

（小原支所）

大平の里山再生、歴史文化継承、自然環境を守る事業

大平わくわくワークショップ小原地域会議

043

活動の目的  
地域の景観・環境を守るとともに、文化
遺産の継承を通して地域の素晴らしさ
を発見し、自分たちの地域は自分たち
で守り発展させるという意識の高揚を
図る。

主な活動内容  
● 里山の景観維持・アジサイ等の保護活動
● 林道沿い地域に不法投棄対策看板を設置
●「吉田の名水」の保全活動

665,000円補助金額 120人会員数

（小原支所）

ソフトテニス教室

小原ソフトテニス連盟小原地域会議

044

活動の目的  
生涯スポーツとしてソフトテニスを楽し
むことができる環境づくりを行うととも
に、ソフトテニスを通じて子どもたちの
健全育成を図り、活力あるまちづくりに
貢献すること。

主な活動内容  
● 定期的なソフトテニス教室の開催
● 対外試合への参加

323,000円補助金額 18人会員数

（小原支所）

里の恵み

あいらぶ小原小原地域会議

045

活動の目的  
季節感あふれる里山を整備して環境保
全を行うとともに、里山を公開して観光
客を誘致し、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 休耕地を活用した園地の整備、苗木づくり、 

植栽活動
● 園地のイノシシ対策の実施
● 園地内の歩道づくり

509,000円補助金額 8人会員数

（小原支所）

大草稲荷山自然環境と景観づくり事業

大草稲荷山四季桜の会小原地域会議

046

活動の目的  
小原ふれあい公園から北西150mにあ
る大草稲荷山に四季桜やもみじを植栽
し、小原四季桜まつり時の里山の景観
向上を図る。

主な活動内容  
● 大草稲荷山に四季桜、いろはもみじ、蜂屋柿、 

コブシ、銀杏、花桃、ユズを植栽（計171本）
● 作業用の管理道の整備

199,000円補助金額 26人会員数

（小原支所）
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小原地域と小原和紙の振興

小原ペーパーアート・ファンクラブ小原地域会議

047

活動の目的  
和紙と小原を愛する人の環を広げ、小原
を訪れたいと思う人や住みたいと思う人、
さらに和紙制作をしたいと思う人を増や
すこと。

主な活動内容  
● 和紙を用いた四季折々の行事（こどもの日、七夕、

クリスマス、お正月、ひな祭り）などの開催
● 出張講座の実施（春日井市、逢妻地区、藤岡地区等）
● 共同出店の実施

272,000円補助金額 18人会員数

（小原支所）

第2回おばら杉田久女俳句大会（杉田久女の顕彰）

小原ガイドボランティア小原地域会議

048

活動の目的  
郷土ゆかりの俳人「杉田久女」を顕彰す
る俳句大会を開催。大会を通して、他団
体との連携・交流のほか、小原地域の文
化の向上を図る。

主な活動内容  
● 9月21日に第2回おばら杉田久女俳句大会を開催。 

一般127名、小中学生172名の投句があった。

210,000円補助金額 13人会員数

（小原支所）

芝桜植栽事業

ふるさと愛護会小原地域会議

049

活動の目的  
四季桜の樹間に芝桜を植栽することで、
桜と芝桜のコントラストを創出し、小原
ふれあい公園の春の景観の向上を図る。

主な活動内容  
● 小原ふれあい公園の西側法面に芝桜を植栽
● 植栽済の芝桜の管理育成活動を実施
● 猪対策用の防護網の設置作業を実施

628,000円補助金額 25人会員数

（小原支所）

わくわく事業

上郷地域会議
地域予算提案事業

上郷地域歴史的遺産等PR事業上郷地域会議
（上郷支所）

50,000円事業金額

事業の目的  
地域の歴史的遺産等に対して地域資源としての意識が低く、
活用も不十分なため、将来の保存・継承に不安がある。その
ため歴史的遺産等に対する地域全体の意識を高めるとともに、
この地域の魅力を地域内外に発信する。
主な事業内容  
● 24年度に作成した歴史遺産等PR看板やガイドマップを 

活用したウォーキングイベント

川で遊ぼう、生き物のすむ川を作ろう

家下川リバーキーパーズ上郷地域会議

050

活動の目的  
❶自然と親しみ「ふるさと意識」の芽を

育てる
❷魚類の生息状況や水辺の環境状態を

調べる
❸活動を広報誌を通じて地域等へ 

アピールする

主な活動内容  
●「魚のすむ水路をつくろう計画」の実施
● 川遊びイベントの実施
● 家下川流域での定期的な魚類調査
● 広報誌の発行

390,000円補助金額 13人会員数

（上郷支所）

小
原
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域
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畝部の歴史の伝承事業

畝部の歴史を語る会上郷地域会議

051

活動の目的  
小学校・子供会での歴史教室の開催や
地域での公開講座の開催により歴史文
化の紹介及び伝承に寄与したい。また伝
承事業を通じて青少年に郷土愛を培って
もらい健全育成と将来の地域づくりに
資したい。

主な活動内容  
● 幸福寺の歴史研修会の実施
● 宇都宮三郎の講習会の実施
● 宇都宮三郎に関わる韮山の史跡見学会の実施
● 阿弥陀堂千手観音見学

11,000円補助金額 21人会員数

（上郷支所）

畝部まちづくりの事業

うねべまちづくりの会上郷地域会議

052

活動の目的  
社会の変化に流され疎遠になりつつある
地域の人と人との絆を取り戻す場作りを
して、安全で住みよい町づくりを目指す。

主な活動内容  
● 草刈、主要県道の不法投棄物の回収
● 防災、防犯の啓発活動
● 畝部フェスタ
● 縁友会

720,000円補助金額 70人会員数

（上郷支所）

子供の英語活動の推進

英語を歌おう・ABC!上郷地域会議

053

活動の目的  
● 英語活動を通して健全で豊かな心の

子供を育てる。
● グローバル化する世の中に楽しく柔軟

に対応できる子供を育てる。

主な活動内容  
● 絵本の読み聞かせ
● 英語授業の補助

82,000円補助金額 5人会員数

（上郷支所）

上郷コミュニティ花壇花いっぱい整備事業

ガーデニング花くらぶ上郷地域会議

054

活動の目的  
上郷コミュニティセンターの花壇を整備
管理して、地域の人々の憩いの場とし
人々の交流を図る。

主な活動内容  
● 花壇の整備、植苗、水やり

99,000円補助金額 17人会員数

（上郷支所）

上郷音楽会

上郷音楽会実行委員会上郷地域会議

055

活動の目的  
● 上郷交流館を拠点に活動する音楽グ

ループや個人が一堂に会して交流でき
る場をつくる。

● 年1回上郷地区住民を対象の音楽会を
開催し、お互いの音楽活動を認めあう
場をつくる。

主な活動内容  
● 5月、7月に音楽講座を開催
● 上郷コミュニティコーラス結成
● 第2回上郷音楽会開催

52,000円補助金額 96人会員数

（上郷支所）

上郷音頭伝統保存

上郷音頭を守る会上郷地域会議

056

活動の目的  
上郷村のときに生まれた上郷音頭を地
域の伝統文化郷土芸能として根気よく
毎年少しずつ復活させ、地域との交流の
掛け橋となる。

主な活動内容  
● まつり等への出演
● 子ども達への踊り指導

35,000円補助金額 5人会員数

（上郷支所）

上
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家下川の美化・水質浄化および子ども達への水辺空間づくり

上郷地区「家下川を美しくする会」上郷地域会議

057

活動の目的  
環境づくり（家下川の美化と水質浄化。
蛍・カワセミ・鴨・メダカなど、生き物の
ための活動）、教育づくり（子ども達へ
の水辺空間づくり）、まちづくり（ボラン
ティア活動の中での、3世代の語らいと
ふれあい活動）。

主な活動内容  
❶草刈、彼岸花の保護・植栽、水仙の植栽
❷EM培養液の家下川投入による水質浄化
❸家下川内の清掃活動と河川景観づくりによる 

子ども達への水辺空間づくり

337,000円補助金額 26人会員数

（上郷支所）

柳川瀬緑道美化事業

川田まちづくり上郷地域会議

058

活動の目的  
緑道周囲の花壇の区画整備を行い、花
の植栽を充実させて景観の美化向上を
図る。

主な活動内容  
● 草刈、除草、花壇区画整備、花の植栽、樹木剪定
● 道路沿いに【芝桜ロード】造成整備
● 樹木を枯らさないように灌水
● 緑道土砂の道路への流出防止対策

672,000円補助金額 43人会員数

（上郷支所）

みんなであそぼう! たのしもう!（みんなで子育て事業）

キッズプランナー上郷地域会議

059

活動の目的  
● 親子がふれあい、仲間作りができる環

境づくり
● 地域のいろいろな人とのつながりを持

ちながら子育てできる環境づくり
● 育児のストレス不安を解消できる環境

づくり

主な活動内容  
● おはなし会、親子ふれあい遊びの会の開催
● 親子で楽しめるイベント（人形劇・コンサート）の 

企画
● 地域の方とつながりをもてる会の開催

99,000円補助金額 16人会員数

（上郷支所）

新矢作緑道環境美化事業

せせらぎ遊歩道愛護会上郷地域会議

060

活動の目的  
新矢作緑道の植木の剪定や清掃を行い、
より一層、地域住民に安全で・気持ちよ
く・安心して利用してもらえるようにする。

主な活動内容  
● 植木剪定及び刈り込み
● 植木の下草取り
● せせらぎの清掃

50,000円補助金額 28人会員数

（上郷支所）

高嶺ななわ会ふるさとまつり

高嶺ななわ会上郷地域会議

061

活動の目的  
子ども達の「米づくり」をベースにして、
地域・企業・子ども達が一つになり安心
安全なまちづくりを目的とする。また、
おいでんバスをはじめ地域の事業、イベ
ント、名産を勉強しさらに団結すること
を誓う。

主な活動内容  
● 高嶺ふるさとまつり
● 子どもによる梨品評会
● おいでんバス写生大会
● 子ども達の稲刈り体験

706,000円補助金額 13人会員数

（上郷支所）

三河上郷駅前広場美化事業及びうねべ里山事業

緑野の会上郷地域会議

062

活動の目的  
三河上郷駅前広場を四季の花で飾り、
除草や清掃活動を行うことにより、市民
の美化意識の向上を図る。また、里山を
保全、整備を行い市民にその素晴らしさ
を体感させることにより、自然環境保全
に対する意識の醸成を図る。

主な活動内容  
●（駅前広場美化事業）花の植え付け（年2回）、除草、

清掃活動
●（里山事業）草刈等保全作業、里山PR方法の検討

220,000円補助金額 26人会員数

（上郷支所）

上
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わくわく事業

末野原地域会議
地域予算提案事業

地域防犯対策事業末野原地域会議
（上郷支所）

689,745円事業金額

事業の目的  
防犯に対する啓発事業を通じて、多発する犯罪に対して住民
自らが防犯に取組む意識の向上を図るとともに地域全体で犯
罪を未然に防止する環境づくりを行う。

主な事業内容  
● 防犯講演会・講座の開催
● 防犯啓発看板の作成・配布
● 啓発用横断幕の作成・設置

花いっぱい運動

永覚新町花いっぱい運動委員会末野原地域会議

063

活動の目的  
永覚新町住人が主体となって花いっぱい
運動を繰り広げることにより、住民同士
のコミュニケーションを図り、安心・安全
な明るい緑豊かなまちを目指す。

主な活動内容  
●プランターの設置
● 花の植栽
● 花への散水と管理

226,000円補助金額 70人会員数

（上郷支所）

大林町の桜並木の保存

大林町桜を守る会末野原地域会議

064

活動の目的  
大林町内にある桜並木の桜の延命措置
や老木の伐採等を行うことにより桜並
木を保存し、地域の景観を維持するとと
もに、地域住民の憩いの場、交流の場と
して提供する。

主な活動内容  
● 老木の伐採
● 若木の植栽
● 清掃管理

282,000円補助金額 12人会員数

（上郷支所）

耕作放棄地の環境保全と地域ふれあい事業への支援

おしどり会末野原地域会議

065

活動の目的  
地域内の耕作放棄地に野菜等を栽培し
て地域の景観を保全するとともに、野菜
の収穫体験を通じて地域の小学校やこ
ども園との交流を図る。

主な活動内容  
● 耕作放棄地の整備
● 野菜の栽培
● こども園及び小学校との収穫体験を通じた交流
● 地域イベントへの収穫野菜の提供

290,000円補助金額 20人会員数

（上郷支所）

花壇委員会

花壇委員会末野原地域会議

066

活動の目的  
空き地に花壇を作り、花を植栽すること
により、地域住民の憩いの場をつくる。
また、荒れた竹やぶを整備し地域の景観
を保全するとともにタケノコ堀り教室を
開催し、地元小学校との交流を図る。

主な活動内容  
● 花壇づくり
● 竹林の整備 
（地元小学校のためのタケノコ堀教室の開催）

● 草刈り及び清掃

180,000円補助金額 29人会員数

（上郷支所）

末
野
原
地
域
会
議

13



永覚駅、神明遺跡、鴛鴨城址、家下川周辺の環境整備基本計画作業

すえのまちづくりの会末野原地域会議

067

活動の目的  
歴史や文化遺跡等の地域資源や地域特
性を生かして地域住民の交流を図り、
地域のまちづくりを行う。

主な活動内容  
● 永覚駅駐車場の確保
● 神明遺跡・鴛鴨城址周辺の環境整備基本計画
● 家下川周辺の散策コースの策定

98,000円補助金額 14人会員数

（上郷支所）

地域竹やぶの環境整備

竹の会末野原地域会議

068

活動の目的  
地域内の放置された竹やぶの景観を整
備するとともに、不法投棄されたゴミ等
を処理し、清潔な地域環境を復元する。
また、切り出した竹を竹細工などに利用
し、地域の高齢者やこども達との交流を
図る。

主な活動内容  
● 竹やぶ内の整理と竹の切り出し
● 竹炭をつくる窯づくりと試行
● 竹炭や竹細工の製作

350,000円補助金額 31人会員数

（上郷支所）

エコ堆肥でふれあい花畑

渡刈町サポート会末野原地域会議

069

活動の目的  
自然環境などの地域特性を生かし、地域
住民の交流を図るとともに、環境にやさ
しい活動を実践することにより、町内住
民の環境に対する意識を醸成し、魅力あ
る住みよいまちづくりを行う。

主な活動内容  
● エコ堆肥サイロの活用
● 花畑及びビオトープの設置
● 通学路の草刈り及びゴミ拾い

98,000円補助金額 47人会員数

（上郷支所）

便利屋警邏隊防犯環境保全情報取材活動

弁慶パトロール隊末野原地域会議

070

活動の目的  
豊栄二区自治区の住民でパトロール隊
を組織し、町内巡回、危険個所の応急修
繕、小中学生の下校時の見守り、不法投
棄ごみの収集等の地域の治安向上及び
環境保全活動を行うことにより、安全・
安心な町を実現する。

主な活動内容  
● 自転車でのパトロール
● 危険個所の応急修繕
● 小中学生の下校時の見守り
● 町の情報収集並びに情報発信

407,000円補助金額 32人会員数

（上郷支所）

都市内分権の推進と
地域自治システムの導入について①

（1）導入の背景
　平成17年4月1日の広域合併により、地域事情の相違は格段に大きくなっており、これまでのような一律的
な行政施策だけでは十分な成果が得られにくくなるものと考えました。地域事情の相違を認め、「地域の声を
的確に行政に反映させることのできる仕組み」や「様々な地域課題に対して地域が自ら考え実行することので
きる仕組み」が必要であることから、地域自治システムを導入しました。

（2）地域自治区・地域会議の設置
　12の地域自治区を設置し、12支所（地域支援課及び11支所）を地域自治区事務所に指定しました。また地
域会議を中学校区エリア（コミュニティ会議エリア）単位で27地区に設置しました。地域会議委員は、無報酬、
任期2年の非常勤特別職（地方公務員）であり、自治区や各種団体から推薦された委員及び公募委員等により
1地域会議あたり20名以内で構成されています。

Column❶
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わくわく事業

逢妻地域会議
地域予算提案事業

安全・安心・ゆとりの通学路事業逢妻地域会議
（挙母事務所）

2,653,675円事業金額

事業の目的  
自動車の交通量が非常に多く、子どもたちにとってとても危険
な通学路を、安全で安心に楽しく通学できる通学路にする。

主な事業内容  
● スケアードストレート、自転車シミュレータによる 

交通安全教室の実施
● あいづま交通マナー3週間チャレンジ
● 交通安全啓発物品の作成、配布

逢妻交流館花壇整備事業

逢愛花の会逢妻地域会議

071

活動の目的  
● 花づくりを通して地域の環境美化を

目指すとともに、朝・夕の交通渋滞の
ドライバーの心を癒す一助となること
を目的をする

● 子どもたちとのあいさつ運動を通じ、
次世代につなげていく

主な活動内容  
● 逢妻交流館前の花壇に花苗を植栽
● 花壇の環境整備
● 子どもたちへのあいさつ運動

108,000円補助金額 29人会員数

（挙母事務所）

向川環境美化事業

向川サンポクラブ逢妻地域会議

072

活動の目的  
身近な住環境の向上を目指し、安全に
楽しく散歩ができる場づくりをめざす

主な活動内容  
● 向川辺りの草刈りとゴミの排除
● 花壇整備と花の植付

92,000円補助金額 42人会員数

（挙母事務所）

コスモス景観形成事業

本地プラネット逢妻地域会議

073

活動の目的  
● 農地の自然環境を保全し、地域住民が

自然豊かな環境を親しめるようにする
● 地域の子ども達によるコスモスの花を

利用した押し花作りを行い、ものづく
りの楽しさを実感してもらう

主な活動内容  
● 米と麦の栽培期間の隙間を利用したコスモス栽培
● コスモスの満開時に「コスモス開花祭」を実施

162,000円補助金額 33人会員数

（挙母事務所）

千足町のまちづくり事業

コスモスクラブ千足逢妻地域会議

074

活動の目的  
千足地域の住民が主体となり、コスモス
の栽培を通じて連帯感や交流を深め地
域の活性化を図る

主な活動内容  
● 休耕田を活用してのコスモス栽培
● コスモス満開時に「コスモスフェアー」を実施

290,000円補助金額 15人会員数

（挙母事務所）
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千足まちづくり事業

逢妻女史の会逢妻地域会議

075

活動の目的  
遠い昔、この地域の先人達が、どのよう
な生活様式や風俗・習慣を持って生きて
きたのかを記録として残していくことに
より、現在に生きる我々の歴史観を高め
る契機とする

主な活動内容  
● 地域の長老の皆さんから聞き取った内容をまとめた

冊子「女史の会」便りの刊行

313,000円補助金額 28人会員数

（挙母事務所）

広場の清掃・駐車場の整備と周辺の美化運動

プレー広場美化活動団体逢妻地域会議

076

活動の目的  
生活環境の改善と自然環境の維持

主な活動内容  
●プレー広場の環境整備
● 広場の花壇整備

35,000円補助金額 5人会員数

（挙母事務所）

古屋和子ストーリーテリング公演

小清水小学校読み語りボランティア「ダンボの会」逢妻地域会議

077

活動の目的  
全国的に活躍されているストーリーテラー

「古屋和子」氏をお招きし、園児、小学生、
保護者、地域の方に 語りの文化の素晴
らしさを感じてもらい、子どもたちの読
書活動につなげていく。

主な活動内容  
● 小清水小学校での読み語り
● 古屋和子さんストーリーテリングの会を逢妻地域の

すべてのこども園・幼稚園、小学校で実施

314,000円補助金額 33人会員数

（挙母事務所）

逢妻女川の環境ふれあい事業

逢妻女川を考える会逢妻地域会議

078

活動の目的  
逢妻地区のシンボルである逢妻女川の
自然を守りながら、地域のふれあいの場
にする。

主な活動内容  
● 逢妻女川の環境美化活動や水質調査
● 特定外来生物の駆除や外来生物の捕獲
● 不法投棄のパトロール活動

209,000円補助金額 20人会員数

（挙母事務所）

彼岸花植栽・草刈事業

逢妻女川彼岸花育成会逢妻地域会議

079

活動の目的  
● 逢妻女川をきれいにし、景観の維持と

開花の拡大
● 今後3年間で120万の花を咲かせたい

主な活動内容  
●18年前の植栽場所の株分けと植栽
● 天王橋から男橋の両岸の草刈
● 小清水小学校への彼岸花の植栽
● 彼岸花満開時の野点

425,000円補助金額 18人会員数

（挙母事務所）

逢
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わくわく事業

朝日丘地域会議
地域予算提案事業

人の絆を強めて、安心して暮らせる朝日丘の防犯事業朝日丘地域会議
（挙母事務所）

1,898,741円事業金額

事業の目的  
● 地域一丸となった活動を通じ防犯意識の向上を図り、住民

個々の防犯行動を促すこと。
● 犯罪抑止を目的とした看板設置や地域防犯活動の気運を

高め、犯罪者が侵入しにくい地域環境をつくること。
主な事業内容  
● 防犯ブザーの作製
● 防犯啓発ポスターの募集、カレンダーの作成及び配布
●センサーライトの設置
● 防犯診断士による地域防犯診断の実施

朝日丘子育て見守り事業

朝日丘地区老連 子育て見守り隊朝日丘地域会議

080

活動の目的  
朝日丘地区の小学校区ごとに、こどもの
登下校時の安全安心を確保する活動を
することで、働く人の子育て支援、地域の
コミュニティづくりに寄与すること。

主な活動内容  
● 小学校の登下校時の付添い
● 安全安心マップの作成と、危険箇所への街頭立哨
● 助言などによる子育て支援

425,000円補助金額 18人会員数

（挙母事務所）

親子・地域の製作活動と地域ふれあい体験

朝日丘中育友会・おやじおふくろの会朝日丘地域会議

081

活動の目的  
ものづくり等を通して学校と地域の環境
整備を進めるとともに、体験活動を通し
て保護者や地域の人々とのコミュニケー
ションを深め、思いやりや地域を大切に
する心を育むこと。

主な活動内容  
● ベンチの作成
● 花壇づくりと花づくり
● 作成したベンチや花づくり作品を地域の諸施設へ 

寄贈

540,000円補助金額 661人会員数

（挙母事務所）

三軒屋区誌編集事業

三軒屋区誌編集委員会朝日丘地域会議

082

活動の目的  
三軒屋自治区地域の成り立ちを知り、郷
土愛を高める情報を共有して地域発展に
つなげること。

主な活動内容  
● 三軒屋区誌「拓く」の原稿作り及び発行

1,000,000円補助金額 13人会員数

（挙母事務所）

「ふるさと長興寺」誌の発行

「ふるさと長興寺」誌編集委員会朝日丘地域会議

083

活動の目的  
郷土の先人達が辿った歴史と、今日に
つながる文化、諸行事をまとめ、区民共
有の財産として、後世に伝えていくこと。

主な活動内容  
●「ふるさと長興寺」誌の原稿作り及び発行

1,000,000円補助金額 10人会員数

（挙母事務所）
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小坂郷づくり事業

小坂郷づくりの会朝日丘地域会議

084

活動の目的  
ものづくりを通して世代間の交流を図る
とともに、失われつつある自然環境を保
全、創造して、次世代に継承すること。

主な活動内容  
● 自然環境の保全と創造のためのビオトープ整備
● ふれあいの場のためのマレットゴルフ場維持管理
●「かんさつ塾」の実施など、子ども達と一緒に行う 

イベントの開催

1,000,000円補助金額 132人会員数

（挙母事務所）

ホタルの里事業

小坂ホタルの里クラブ朝日丘地域会議

085

活動の目的  
ホタルの生息できる環境を区民の力で
復活させ、ホタルの乱舞する里を創造し、
継承していくこと。

主な活動内容  
● ホタル幼虫の飼育及び放流
● ホタルの飛翔状況の観察及び成虫採集
● ホタルの里親の募集

120,000円補助金額 14人会員数

（挙母事務所）

「朝BAKE2013夏」「朝BAKE2013冬」等、竹を使って世代交流!

朝日丘竹取り物語朝日丘地域会議

086

活動の目的  
「竹」をキーワードに、地域や自然を見
つめ直し、地域住民と親睦を深める。
様々な事業を楽しみながら体験するこ
とで、青少年の自然、社会、生活体験に
寄与すること。

主な活動内容  
● お化け屋敷を実施する「朝BAKE2013夏」の開催
● イルミネーションの展示を行う「朝BAKE2013冬」の

開催

255,000円補助金額 22人会員数

（挙母事務所）

人と人、人と自然、人と地域がつながるコミュニティ農園づくり事業

農ライフコミュニティ アグロ・プエルタ 〜農への扉〜朝日丘地域会議

087

活動の目的  
枝下用水周辺の歴史資源と豊かな田園
を後世に伝え、世代間の交流が可能な
憩いの場づくり、農作業を通じた食農
教育、環境教育をすること。

主な活動内容  
● 農作業の体験イベントの実施
●「味噌づくり体験講座」などの食育イベントを実施
● 市民農園開設に向けた圃場整備

400,000円補助金額 12人会員数

（挙母事務所）

都市内分権の推進と
地域自治システムの導入について②

（3）導入の経緯及び実績

Column❷

平成17年 4月 ・1市4町2村の合併　・合併町村域に6つの準備会を設置

平成17年 10月 ・豊田市まちづくり基本条例及び豊田市地域自治区条例の施行
・合併町村域に6地域会議を設置
・わくわく事業補助金の制度開始（審査権の付与：予算上限500万円／地域会議・年）

平成18年 4月 ・旧市内に6地域自治区と20地域会議を設置

平成20年 9月

平成23年 4月

・地域予算提案事業制度開始
　（地域会議から市へ予算案の提案を行う事業：予算上限2,000万円／地域会議・年）

・1地域会議を設置（藤岡地域自治区に藤岡南地域会議を新設）

朝
日
丘
地
域
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わくわく事業

梅坪台地域会議
地域予算提案事業

犯罪に強いきれいで明るいまちづくり事業梅坪台地域会議
（挙母事務所）

714,915円事業金額

事業の目的  
● 地域住民の防犯意識、防犯技術の向上を図り犯罪に強い地

域を作る。
● 地域をあげて防犯活動に取り組んでいることをアピールし、

犯罪者の侵入を抑止する。
主な事業内容  
● 不安箇所マップの更新
● 自主防犯団体による情報交換会の開催
● 出張防犯講習会の開催
● 防犯担当職員による地域の防犯診断の実施

環境改善、花のある まちづくり事業

伊保原HANAクラブ梅坪台地域会議

088

活動の目的  
公有地や空き地を活用して、花壇を整備
し、季節花植栽景観づくりをする。

主な活動内容  
● 花壇（2カ所）に春夏花、秋冬花12種類、 

約600本の植栽
● 花壇の維持管理

87,000円補助金額 14人会員数

（挙母事務所）

遊歩道とマレットゴルフ場と鯉の池の整備

伊保原ボランティア会梅坪台地域会議

089

活動の目的  
遊歩道、マレットゴルフでの住民の健康
維持とふれあいの場の提供。また、園児、
児童らの自然学習の場の提供をする。

主な活動内容  
● 鯉の池の定期的整備（ビオトープ）
●マレットゴルフ場の整備
●「南平」付近花壇の花植え替えのお手伝い
● ネット張替、階段の地先取替、草刈り等の安全対策

391,000円補助金額 23人会員数

（挙母事務所）

地域のこどもは地域で育て活躍させよう! !（共生・共存を目指して…）

With★とよたっ子梅坪台地域会議

090

活動の目的  
ハンディキャップを持っている子どもた
ちと健常者との交流の場を設け、お互い
の理解・共生・共存を目指す。

主な活動内容  
● とよたっ子塾（学童保育形式での勉強会）
● 子どもの自立をサポートする体験活動
● 相談・意見交換会・講演会の実施

125,000円補助金額 50人会員数

（挙母事務所）

みんなで上原里山づくり

上原里山の会梅坪台地域会議

091

活動の目的  
市有林を里山として整備することと、枝
下用水沿いの環境美化活動を通じて、
地域住民の交流促進と上原自治区の景
観づくりをする。

主な活動内容  
● 上原町地内にある市有林（4900㎡）を借地し、 

里山に整備
● 枝下用水沿いの荒れた竹薮を伐採
● 上記活動を通じて地域住民の交流促進と景観整備

518,000円補助金額 46人会員数

（挙母事務所）

梅
坪
台
地
域
会
議

19



お抹茶活性化事業

梅坪台こども茶道サークル梅坪台地域会議

092

活動の目的  
茶の湯の文化のすばらしさの中から、礼
儀作法やおもてなしの心など、子ども達
の豊かな人間形成のお手伝いをする。

主な活動内容  
● 年間20回の教室をとおして子どもたちに伝統文化の

継承
● ふれあいまつりでの呈茶の提供

108,000円補助金額 37人会員数

（挙母事務所）

梅坪台地区内農業体験用地の整備

梅坪台地区食育サポーターの会梅坪台地域会議

093

活動の目的  
農業体験用地の整備を通じ、世代を超
えたコミュニケーションを図るとともに、
農業体験に関する行事の企画・運営を
担える人材を育成する。

主な活動内容  
● 未就学児の親子による、さつま芋の栽培・収穫体験
● 障がいのある家族によるトウモロコシの農業体験
● 梅坪台地域在住の家族を対象とした、じゃが芋等の 

農業体験

116,000円補助金額 5人会員数

（挙母事務所）

浄水町内自然体験林（仮称第2浄水小学校隣接）の整備

学校里山づくりの会梅坪台地域会議

094

活動の目的  
新設小学校の野外学習の場を地域が提
供することで共働型の学校作りを継続し、
世代を超えた交流をはかり地域活動を
活性化させる。地域住民の憩いの場の
提供となる。

主な活動内容  
● 里山の間伐及び間伐材を用いた丸太の作成
● 遊歩道の建設
● 里山体験学習及び木材を用いた体験学習
● 県内の学校林の見学

316,000円補助金額 21人会員数

（挙母事務所）

大清水万精池グランド整備事業

大清水ファミリーズ梅坪台地域会議

095

活動の目的  
グランドの維持管理、周辺の環境整備を
行うことで、小中学生の活動の場、住民
の散歩等憩いの場を提供する。

主な活動内容  
● グランド環境整備（草刈り、土砂等搬入整備）
● グランドネット・支柱等立て替え、樹木伐採

553,000円補助金額 21人会員数

（挙母事務所）

梅坪町地内での緑化推進活動

梅坪合同グループ緑化ボランティア会梅坪台地域会議

096

活動の目的  
地内の花壇管理整備を行うことで、和み
の場を提供するとともに、心の健康管理
に貢献する。

主な活動内容  
● 名鉄梅坪駅ロータリーの花壇整備
● 枝下緑陰歩道のプランターによる花の植栽

88,000円補助金額 38人会員数

（挙母事務所）

マレットゴルフ場の整備

京町マレットゴルフ同好会梅坪台地域会議

097

活動の目的  
マレットゴルフを通じて、地域の子供か
ら高齢者まで、触れ合いや健康づくりを
推進する。

主な活動内容  
● 京町和合公園内マレットゴルフ場の整備
●マレットゴルフ場の管理

776,000円補助金額 36人会員数

（挙母事務所）
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環境・景観・まちづくり事業

向山自治区フラワーサークル梅坪台地域会議

098

活動の目的  
地域の自然環境保全と景観づくりのた
めに、花壇整備を通じて、会員同士のふ
れあいをより深め、明るく豊かなまちづ
くり事業を展開する。

主な活動内容  
● 子ども会と一緒になっての年2回の植栽
● 花壇の維持管理

87,000円補助金額 17人会員数

（挙母事務所）

防犯見回り、地域内美化、子ども育成貢献活動

梅坪おやじ会梅坪台地域会議

099

活動の目的  
学校行事、PTA、ボランティアに関わる
ことの少ない父親が、自分の特技を生
かして、梅坪小学校の子どもたちや地域
へ貢献する。

主な活動内容  
● 地域内の防犯パトロールの実施
● まちなみの清掃活動

30,000円補助金額 17人会員数

（挙母事務所）

地域で安心 イキイキ子育て

mama's smile梅坪台地域会議

100

活動の目的  
失われつつある世代間の交流及び家族
の絆を深めるため、子育て世代と地域と
の交流の場作り、子育て世代への支援活
動を行う。

主な活動内容  
● 子育て教室の開催
● 老人福祉施設への訪問

175,000円補助金額 20人会員数

（挙母事務所）

地域交流ふれあいイベント「ふらっとルーム」

ゆめぱレット梅坪台地域会議

101

活動の目的  
地域住民がふらっと立ち寄り楽しめるイ
ベントを実施し、住民の交流を深める場
の提供とコミュニティーの活性化を図る
とともに、地域の文化、芸能活動の拡大
と意識向上を図る。

主な活動内容  
● 個性豊かな文芸、演芸を保有する参加者を集い、

年3回の地域のふれあい「ふらっとルーム」の開催

125,000円補助金額 8人会員数

（挙母事務所）

豊田市における
地域の課題を解決するための２つの事業①

Column❸

（1）わくわく事業について
概　　　要

地域会議への
分権内容 補助金交付決定権（審査権：地域会議　決定権：事務所長）

目　　的 地域づくりを行う多様な担い手の育成及び地域活動の活性化

内　　容 様々な地域課題に対し地域住民自ら考え実行するきっかけづくりの仕組み
地域会議による公開審査結果に基づき、事務所長が補助事業、補助額等を決定

予　　算 500万円／地域会議・年

事業主体 地域住民（さまざまな地域の組織や市民活動団体など）

梅
坪
台
地
域
会
議

21



わくわく事業

祟化館地域会議
地域予算提案事業

あいさつや声かけによる、ふれあい豊かな地域づくり事業崇化館地域会議
（挙母事務所）

1,651,648円事業金額

事業の目的  
あいさつや声かけにより、地域の交流を深め、犯罪のないまち
をつくる。地域社会の結びつきを強め、子どもたちが健やか
に成長できるまちをつくる。孤立している高齢者の生きがい
や交流の場をつくる。
主な事業内容  
● 防犯パトロール・交通安全立哨時、地域の会合や商店街の

店頭における積極的なあいさつの実施
● 小中学生の登下校時のあいさつ運動
● あいさつ実践発表大会の開催

グラウンドゴルフを通して世代間交流

東区グラウンドゴルフ同好会崇化館地域会議

102

活動の目的  
グラウンドゴルフを通して世代間のコ
ミュニケーションづくりと地域の活性化
を図る。

主な活動内容  
● グラウンドゴルフ
●ちびっこ親子大会、ちびっ子グラウンドゴルフ大会

の開催

181,000円補助金額 20人会員数

（挙母事務所）

子どもわくわく教室

まちづくり元気ネット崇化館地域会議

103

活動の目的  
子どもたちが自分の力を伸ばし、自己肯
定感を持つことができる体験教室（作文、
図工、運動）を開催する。専門的な講師
を招き、子どもたちが成功体験をするこ
とができるようにする。

主な活動内容  
● 体験教室（作文、図工、体育）
● 豊田五色百人一首大会

272,000円補助金額 5人会員数

（挙母事務所）

救急医療情報キットの配布による、各家庭の緊急時の対応力の充実 第2ステップ

崇化館地区 民生児童委員 高齢者福祉部会崇化館地域会議

104

活動の目的  
緊急医療情報キットを、そうした可能性
が高い家庭に配布して、記載してもらい、
冷蔵庫などに保管しておく。一人暮らし
世帯、高齢者世帯、そして必要と思われ
る世帯に配布する。

主な活動内容  
● 緊急医療情報キットの追加配布。 

標示用シールの制作・配布。

105,000円補助金額 7人会員数

（挙母事務所）

楽しくみんなで集まろう会

栄町グラウンドゴルフ愛好会崇化館地域会議

105

活動の目的  
ふれあい広場、グラウンドゴルフ場をさ
らに整備し、皆がゆっくり楽しめる場所
にする。
● 周辺に花を植え明るく楽しくする。
● 休憩の出来る東屋をつくる。

主な活動内容  
● ふれあい広場、グラウンドゴルフ場の整備
● 公園の植栽

201,000円補助金額 80人会員数

（挙母事務所）
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地域環境保全事業

愛5レンジャー崇化館地域会議

106

活動の目的  
地域の道路、河川、公園または民地など
放置されている土地の草刈りを行い、
環境保全をすることで地域をきれいにし、
ごみの不法投棄をなくし、地域の皆さん
はもちろん、他市から来られる人たちに
さわやかな気持ちで歩いてもらいたい。

主な活動内容  
● 地域の道路、河川、公園の環境保全

113,000円補助金額 5人会員数

（挙母事務所）

「才能をつくる勉強法」ミニ講演と自己表現遊び

親子コミュケの会崇化館地域会議

107

活動の目的  
子どもたちに自己表現するうれしさや自
分の内面と向き合い、“心の豊かさ”が増
す機会にする。実技として、優劣の無い
美術作品で自信をつける。講演では自ら
が学びたくなる勉強法をレクチャーして
もらう。

主な活動内容  
● 講演で自らが学びたくなる勉強法をレクチャー
● 才能をつくる勉強法ミニ講演、自己表現遊び

130,000円補助金額 15人会員数

（挙母事務所）

「楽しい散歩道」（八ツ谷池周回路の保全活動）

やつば池クラブ崇化館地域会議

108

活動の目的  
八ツ谷池周回路を楽しい散歩道として、
安全・安心に利用できるように保全する
活動。

主な活動内容  
● 八ツ谷池周回路の環境保全

216,000円補助金額 20人会員数

（挙母事務所）

健康維持・増進事業

スカイホール豊田健康づくりの会崇化館地域会議

109

活動の目的  
スカイホール豊田周辺で中高年の生き
がいとしての健康維持・増進事業。
健康ウォーキング時、防犯グッズを活用
して地域の防犯活動に貢献する。

主な活動内容  
● スカイホール豊田周辺での健康維持・増進活動
● 健康ウォーキング時、防犯グッズを活用した 

防犯活動

40,000円補助金額 8人会員数

（挙母事務所）

崇化館地区一斉防犯パトロール（秋・年末）

崇化館地区防犯推進協議会崇化館地域会議

110

活動の目的  
昨年同様、市内の防犯情勢を周知する
とともに、安全・安心な明るい地域にす
るため、啓発活動を通じ防犯意識を高
める。防犯パトロールを通じ不安箇所・
危険箇所等の確認（今年度特に重点事
項とする）

主な活動内容  
● 地区の一斉防犯パトロール（9月、12月）

363,000円補助金額 20人会員数

（挙母事務所）

グラウンドゴルフを通して世代間交流

中区グラウンドゴルフ同好会崇化館地域会議

111

活動の目的  
グラウンドゴルフを通して世代間のコ
ミュニケーション作りと地域の活性化を
図る。

主な活動内容  
● グラウンドゴルフ
● ふれあい大会の開催

210,000円補助金額 30人会員数

（挙母事務所）
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ぎんりん防災・防犯パトロール事業

東三中CITYパトロール隊崇化館地域会議

112

活動の目的  
❶自転車による月1回の夜間防災防犯パ

トロールと、貸し出し自転車による自
主防災防犯パトロールを計画

❷3区（三区・東区・中区）合同の防犯検
討会および自転車によるパトロール

主な活動内容  
● 自転車による防犯パトロール
● 三区・東区・中区合同のパトロール

336,000円補助金額 34人会員数

（挙母事務所）

おひさまサークル

3歳児サークル「おひさま」崇化館地域会議

113

活動の目的  
地域の子どもやその親がスムーズに園
生活に慣れるよう、未就園児（3歳児）を
対象に、朝日こども園でサークル活動を
月1日行っている。

主な活動内容  
● 未就園児を対象にサークル活動
● 季節の行事

3,000円補助金額 8人会員数

（挙母事務所）

「西山住みよい町づくり」（安心、安全、美しい町を目指す事業）

ボランティア西山崇化館地域会議

114

活動の目的  
会員と共に、“明るく安心して、安全な日
常生活が続けられる”ように、今より更に
住みよい町、くらしやすい町となることを
目指し、❶環境美化（花壇の整備） ❷防
犯・交通安全を中心とした実践活動をボ
ランティアとして積極的に展開する。

主な活動内容  
● 環境美化（ごみステーション近くの花壇整備）
● 防犯・交通安全を中心とした、実践活動

200,000円補助金額 30人会員数

（挙母事務所）

わくわく事業

豊南地域会議
地域予算提案事業

豊南の地、絆を強めて人と人とが安全安心なまちづくり事業（防犯）豊南地域会議
（挙母事務所）

2,149,222円事業金額

事業の目的  
地域一丸となった活動を通じ防犯意識の向上を図り、住民
個々の防犯行動を促す。犯罪抑止を目的とした看板設置や地
域防犯活動の気運を高めることで、犯罪者が侵入しにくい地
域環境をつくる。
主な事業内容  
● 地域住民による防犯パトロール
●「110番ブザー」普及活動
● 犯罪多発地への看板設置、赤色回転灯の設置
● 防犯モニュメントの設置

心と身体の健康づくりの推進事業

丸山まちづくり協議会豊南地域会議

115

活動の目的  
ウォーキングや太極拳などを行い、丸山
自治区老若男女の健康維持・増進を図り、
同時に地域の皆さんの交流を活発にする。

主な活動内容  
● ウォーキングの案内板の設置
● ウォーキング、マレットゴルフ、太極拳、談話会、 

卓球、茶道、郷土芸能と合わせて心と体の健康 
維持・改善の推進

196,000円補助金額 63人会員数

（挙母事務所）
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矢作川沿いお休み場の景観づくり

水源公園を愛する会豊南地域会議

116

活動の目的  
花壇整備等を通じて、自治区内の皆さん
の交流を図り、水源公園を訪れる人たち
の癒しの場とする。

主な活動内容  
● 花壇の苗の植え替え
● 公園内ベンチの塗装及び遊歩道の維持管理
● 芝桜の挿し芽育成と花壇への定植
● 野外卓の設置（緑陰コーナー）

340,000円補助金額 25人会員数

（挙母事務所）

知的やじ馬サロン

知的やじ馬サロン企画人会豊南地域会議

117

活動の目的  
「鎮守の森コンサート」や「地産地消の料
理教室」など、一般市民の関心の高い出
来事・話題をテーマとして取り上げ、企
画・運営し、暮らしや生活文化の向上を
図り、健康で明るい街づくりに寄与する。

主な活動内容  
● 小原地区で和紙体験（うちわ）と小原歌舞伎鑑賞
● 鎮守の森のコンサート13
● 食文化（地産地消を使った健康食）の料理と試食会

389,000円補助金額 9人会員数

（挙母事務所）

下野見自治区の街づくり事業

山室を愛する会豊南地域会議

118

活動の目的  
下野見自治区の自然・生活環境および
歴史・史跡の整備を行い、自然と伝統を
守り、誇りが持てるまちづくりを進める。

主な活動内容  
● 竹炭焼き窯の製作および竹炭焼き実施
●ササユリの保護活動
●10周年誌のまとめ
● 町内各地の草刈り、ごみ不法投棄パトロール

222,000円補助金額 50人会員数

（挙母事務所）

いけばなを通し、地域を愛する子どもを育成する事業

豊南なかよしクラブ豊南地域会議

119

活動の目的  
豊南地域の子どもを対象に、日本の伝
統文化である生け花への関心を深めて
もらうための教室を開催し、花と地域を
愛する子どもを育成する。

主な活動内容  
● 豊南いけばなこども教室の開催
● 池坊子供教室 花展参加

343,000円補助金額 35人会員数

（挙母事務所）

地域の絆を深める花いっぱい事業

丸山まちづくり協議会豊南地域会議

120

活動の目的  
丸山ちびっこ広場、丸山公園、枝下用水
緑道等に来場、散歩する地域の人々に花
を通して、うるおいと区民の皆さんの交
流を図る。花壇の保守を通して、自治区
内の環境美化を図る。

主な活動内容  
● 丸山自治区内の花壇に四季の花を植え付け管理
● 花壇、園芸講座等の開催
●ちびっこ広場の木製ベンチを塗装、直して維持管理

189,000円補助金額 63人会員数

（挙母事務所）

科学的なおもちゃを作って遊ぶ

平和町おもちゃを作る会豊南地域会議

121

活動の目的  
おもちゃづくりの活動により、平和町に
住む高齢者と児童・生徒などの子ども達
との定期的な交流によって、子ども達の
健全な成長と高齢者の生きがい高揚を
図り、地域の活性化につなげる。

主な活動内容  
● 科学的なおもちゃを作って遊ぶ会を開催
● 夏休み工作相談

74,000円補助金額 33人会員数

（挙母事務所）
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わくわく事業

井郷地域会議
地域予算提案事業

高齢者がより元気に安心して暮らせる事業井郷地域会議
（猿投支所）

828,700円事業金額

事業の目的  
高齢者がこの先も安心して暮らせるように、元気な高齢者は
より元気に暮らしてもらうため地域で取り組む

主な事業内容  
● 高齢者向け健康体操（井郷G&B体操）の創作と 

DVD等配布
● 高齢者向け講演会の実施

四郷地区棒の手保存会文化講演会

四郷地区棒の手保存会井郷地域会議

122

活動の目的  
棒の手の発祥、この地への伝承由来や、
中世・戦国時代の歴史を学んで、棒の手
を再確認することで保存会の発展・後継
者の拡大につなげてゆく。

主な活動内容  
● 中世日本史の第一人者である、静岡大学名誉教授の

小和田哲男氏による、「棒の手の発祥とその背景」
講演会の実施

● 同講演会記録用DVDの作成

173,000円補助金額 233人会員数

（猿投支所）

高町まちづくり活動

高町まちづくりの会井郷地域会議

123

活動の目的  
運動公園周辺の環境整備を行うことに
より、訪れた方への潤いの提供と、会員
同士のコミュニケーションをはかり楽し
く活動する。

主な活動内容  
● 運動公園周辺の花壇管理及び池周辺桜並木や 

遊歩道の整備
● ふれあい喫茶、ものづくり教室等ふれあい事業 ほか

166,000円補助金額 49人会員数

（猿投支所）

高齢者を主体としたパソコン活用による町づくり活性化事業

井上パソコンクラブ井郷地域会議

124

活動の目的  
地域の高齢者や定年を迎えた企業OB
の方々に、いつまでもいきいきと、生き
がいを持って生活してもらうための施設
として、また地域の役員等に任命された
場合の資料づくりに生かし、市民の活性
化に寄与することを狙いとする。

主な活動内容  
● 井上公民館でパソコン教室を実施。運営及び講師は

ボランティアを募って行う。

170,000円補助金額 9人会員数

（猿投支所）

演奏技術向上事業

御船太鼓クラブ井郷地域会議

125

活動の目的  
太鼓の演奏（練習や発表）を通じて、青
少年の健全育成、世代交流、会員の健康
促進を図り、自治区内外の行事に積極
的に参加し、活気ある地域づくりに貢献
する。

主な活動内容  
● 毎月の指導で演奏技術とステージマナーを学ぶ
● 自治区内外で実施される各種行事で演奏を披露し、

臨場感を養う　ほか

90,000円補助金額 24人会員数

（猿投支所）
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河川清流化と地域環境整備事業

御船の川と環境を守る会井郷地域会議

126

活動の目的  
地域の財産である御船川を、昔のように
蛍が飛びアユが跳ねる川にして次世代に
引き継ぐため、諸活動を実施する。

主な活動内容  
● 微生物（EM）の培養、放流
● 荒廃した竹林を伐採し竹炭粉を作り、EMと混ぜ放流
● 稚魚を放流し子供たち向けの川遊びを実施

410,000円補助金額 15人会員数

（猿投支所）

愛環四郷駅前イルミネーション事業

四郷駅CIC井郷地域会議

127

活動の目的  
四郷駅前をイルミネーションで飾り、潤
いと安らぎのある明るい駅前広場とする。
暗い駅前のイメージを一掃し、防犯対策
の一助となるよう取り組む。また、この
地域の冬の風物詩となることを目標に
推進する。

主な活動内容  
● 駅前ロータリー内の樹木や植え込みに電飾を設置し、

12月〜1月の間点灯させる。

806,000円補助金額 25人会員数

（猿投支所）

安全な地域づくり活動

井郷地区防犯ネットワーク会議井郷地域会議

128

活動の目的  
地域内の防犯に関係する組織、団体、個
人が情報を共有化し、互いに補完しあい
ながら効率的かつ効果的な防犯活動を
推進する。

主な活動内容  
● 犯罪発生抑止看板の設置、修繕
● 定例情報交換会による情報共有
● 所属の組織、団体の防犯活動の支援及び効果的対策

の横展開

314,000円補助金額 24人会員数

（猿投支所）

法面利用による花壇づくり

寄り合い花壇の会井郷地域会議

129

活動の目的  
地域内の余剰地に花壇を整備し、環境
保全、景観づくりを行うことにより、会
員同士の親睦をより深めるとともに、子
どもたちの参加を促し、将来に向けて
地域づくりを継承してゆく。

主な活動内容  
● 季節に適した花苗を植え付けと管理を行う。
● 経費節減のため、一部の品種は育苗も行う。

135,000円補助金額 21人会員数

（猿投支所）

「しら髭草周囲の散策路づくり」及び「絶滅危惧Ⅱ類“シデコブシ”の保護活動」

御船 希少植物を守る会井郷地域会議

130

活動の目的  
市の天然記念物に指定されている「しら
髭草」を鑑賞しやすいように散策路を整
備し、名所の保護とともに区民の憩いの
場を作る。また、絶滅危惧Ⅱ類「シデコ
ブシ」を絶滅から守り、自然保護活動を
実施することにより地域の活性化を図る。

主な活動内容  
●しら髭草及びシデコブシ自生域周囲の散策路未施工

部分と危険箇所の整備を区民の手で実施し、安全に
鑑賞、散策できるようにする。

45,000円補助金額 60人会員数

（猿投支所）

第7回井郷ウォーキング大会開催

井郷まちづくりの会井郷地域会議

131

活動の目的  
（団体全体の目的）井郷地区における地
域課題を解決し、住環境を改善するとと
もに、安心・安全・健康なまちづくりを
行う。

主な活動内容  
● 健康づくり、ふれあいを目的とした、 

第7回井郷ウォーキング大会の実施

44,000円補助金額 31人会員数

（猿投支所）
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地域の広場の景観向上と花壇の管理

天道幸友クラブ井郷地域会議

132

活動の目的  
四郷ちびっこ広場を、地域を代表する広
場として景観を保つため、広場の清掃、
花壇の管理、地面の均しを行い、併せて
作業に参加する人の健康に留意した事業
とする。

主な活動内容  
● 広場の草取り、清掃等の作業の実施
● 花壇の管理（播種、育苗、植付等）の実施
● 地面の均し作業の実施　ほか

90,000円補助金額 225人会員数

（猿投支所）

御船駅跡地の整備事業

御船駅跡地ふれあい広場の会井郷地域会議

133

活動の目的  
御船駅跡地を区民の憩いの場として有
効活用するとともに、御船の歴史遺産と
して保存する。また、親しみのある小公
園とし、子ども達の安全な遊び場として
整備する。

主な活動内容  
● 御船名所マップの製作

28,000円補助金額 16人会員数

（猿投支所）

井上自治区福祉対策事業

井上女性部班長会井郷地域会議

134

活動の目的  
自宅で具合が悪くなり救急車を呼ばなけ
ればいけない事態になったときの心の支
えとして、より“安心・安全”な生活を守
る取り組みとして、「救急医療情報セット」
を冷蔵庫の扉に貼ることを徹底し、救急
隊との協力で救急医療に活かす

主な活動内容  
● 65歳以上になった方への救急医療情報セットの配布
● コーチングの講演会の実施

55,000円補助金額 83人会員数

（猿投支所）

里山（お鍬山）整備事業

下古屋まちづくり委員会井郷地域会議

135

活動の目的  
里山の整備活動を通じて、地域の自然
に親しみ、自然の大切さと環境保護への
関心を高めるとともに地域住民の連帯
感を高める。また、地域の企業、学校と
活動を共にすることにより、協力関係を
深める。

主な活動内容  
● 遊歩道の維持管理
● 里山の環境整備
● 植え付けた樹木の管理、成長を見守る
● 地域住民が集まり、楽しめるイベントを開催 ほか

97,000円補助金額 38人会員数

（猿投支所）

井上自治区花いっぱい運動

井上自治区井郷地域会議

136

活動の目的  
ちびっこ広場等に設置しているプランター
約100個及び花壇に、春と秋に花の植え
付けを行い、地域住民によって花の育成
を行う。この運動を通して子どもたちの
憩いの広場として環境を整えるとともに
町内の絆を育む。

主な活動内容  
●プランターと花壇に花を植え付け、区民によって 

水やり、草取り等を実施し、花の育成を行う。

98,000円補助金額 50人会員数

（猿投支所）

水無瀬川周辺植栽推進事業

水無瀬川周辺植栽推進事業実行委員会井郷地域会議

137

活動の目的  
井上自治区内の水無瀬川（枝下用水含む）
周辺の環境整備の一環で、住民が考え、
行動するための事業として、桜を主体と
した植栽を水無瀬川沿いの主要地方道
名古屋豊田線から沖橋までの区間で整
備する。

主な活動内容  
● これまでに植栽した桜とモミジの維持管理の実施
● これまで植えた苗木の一部を移植

54,000円補助金額 95人会員数

（猿投支所）
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名鉄猿投駅前イルミネーション事業

ふるさと井上・未来座井郷地域会議

138

活動の目的  
猿投駅前をイルミネーションで飾り、潤
いと安らぎのある明るい駅前広場にする。
駅を利用する人々や地域住民の安心と
安全に寄与し、防犯対策の一助となる
よう取り組む。冬の風物詩となり、駅前
の活性化を図ることを目的とする。

主な活動内容  
● 駅前ロータリー内の樹木や植え込みに電飾を設置し、

12月〜2月の間点灯させる。

781,000円補助金額 23人会員数

（猿投支所）

わくわく事業

石野地域会議
地域予算提案事業

災害時に備える防災意識向上事業石野地域会議
（猿投支所）

2,693,775円事業金額

事業の目的  
あらかじめ危険箇所を把握し日頃の備えをすることで、自分の
身は自分で守るという意識の向上を図る。

主な事業内容  
● 石野地域版防災マップの作成
● 防災マップづくりかわら版の配布
● 地域イベントにおける啓発
● 住民アンケート

石野地区広域行事活性化対策事業

いしのまちづくり委員会石野地域会議

139

活動の目的  
石野地区市民体育祭、夏祭り、ふれあい
まつりの参加者の交通手段の確保と、
石野運動広場周辺の駐車場問題の解消。
多目的に利用可能なステージを構築する。

主な活動内容  
● シャトルバスの運行
● バス運行の効果検証
● 多目的ステージの整備

860,000円補助金額 12人会員数

（猿投支所）

高齢者の生きがいの場づくり事業

広瀬駅前ひろば産直部会石野地域会議

140

活動の目的  
高齢者が生きがいをもって生活するため
の高齢者による産地直売所の運営と、
世代を超えた地域の交流の場づくり。

主な活動内容  
● 産地直売所の運営、周辺の環境整備
● 地域の特産物の紹介
● 野菜や工芸品づくりの各種講習会の開催
● 地域交流の場づくり

540,000円補助金額 20人会員数

（猿投支所）

もりもりバザー

森音の会石野地域会議

141

活動の目的  
中山間地に住む知的・発達障がい者が、
地域で暮らし続けるために勉強会をし、
周囲の理解をすすめ、働く場の提供、支
援をし地域福祉に寄与する。

主な活動内容  
● 勉強会
● 啓発事業（もりもりバザー、地域での広報）
● 相談及び情報交換

68,000円補助金額 29人会員数

（猿投支所）
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急傾斜地等竹林整備「地すべり防止隊」及び竹材活用事業

スローライフ研究会石野地域会議

142

活動の目的  
土砂災害の危険性が高い急傾斜地の竹
林を伐採し、安全安心な地域づくりを
行う。また、伐採した竹の利活用を検討
する。

主な活動内容  
● 竹林の伐採
● 竹材を活用したイベントの実施

393,000円補助金額 17人会員数

（猿投支所）

石野地区活性化研究・検討、協議推進事業

石野を変える会石野地域会議

143

活動の目的  
教育・学習環境、子育て支援体制、地域
交通体系等の充実について、市と共働
して研究し、活気と希望にあふれた地域
づくりを行う。

主な活動内容  
● 地域の情報収集、意見募集、地域への情報提供
● 地区区長会、地域会議との連携
● ホームページの開設

677,000円補助金額 13人会員数

（猿投支所）

広瀬駅舎周辺の整備事業

広瀬愛護会石野地域会議

144

活動の目的  
名鉄三河線旧三河広瀬駅舎周辺の環境
を整備して、地域住民の交流と憩いの場
にする。

主な活動内容  
● 駅舎周辺の草刈りと清掃
●マレットゴルフ場の整備と活用
● レールバイクの点検整備
● 和太鼓の練習とイベントでの披露

336,000円補助金額 38人会員数

（猿投支所）

石野歌舞伎公演

石野歌舞伎保存会石野地域会議

145

活動の目的  
地域で高齢者世帯が増えてくる中で、
小・中学生も交えた地域住民の演技に
より、地域に元気を与える。市指定文化
財である農村舞台を活用する。

主な活動内容  
●「白波五人男稲瀬川勢揃いの場」上演（小学生）
●「菅原伝授手習い鑑車曳きの場」上演（中学生）
●「義経千本桜吉野山初音の旅」上演（一般）

580,000円補助金額 20人会員数

（猿投支所）

農村舞台の活用事業

農村舞台の保存・活用を考える会石野地域会議

146

活動の目的  
岩倉神社農村舞台を活用し、地域の娯
楽と芸能文化を推進する。

主な活動内容  
● 石野芸能祭りにおける出演者控室の設置

230,000円補助金額 23人会員数

（猿投支所）

町内里山整備とまちづくり活動事業

グー・チョキ・パー石野地域会議

147

活動の目的  
里山林の管理と植樹による植生回復。
間伐材を活用したストーブ用薪などの
製造販売。

主な活動内容  
● 里山林の管理と植樹
● ストーブ用薪などの製造販売

209,000円補助金額 21人会員数

（猿投支所）
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ささゆりの里お客様おもてなし事業

松嶺ささゆり群生地保存会石野地域会議

148

活動の目的  
ささゆり群生地を保存し、地域外から群
生地を訪問する人 と々の交流の場を広げ
ることにより地域の活性化をすすめ、暮
らしやすい地域社会をつくる。

主な活動内容  
● 道案内用ののぼりの更新
● ささゆり個体本数の増加の研究

89,000円補助金額 46人会員数

（猿投支所）

わくわく事業

猿投地域会議
地域予算提案事業

ふれあい豊かなまちづくり・猿投猿投地域会議
（猿投支所）

310,069円事業金額

事業の目的  
地域住民が自らの地域を知り、誇りと郷土愛を育み、地域の
魅力をPRし、安全・安心なまちづくりに取り組む。

主な事業内容  
● ウォーキング講座の実施
● さなげウォーキングコースマップの作成（増刷）
● さなげウォーキング大会の実施

団地内及び周囲の改善活動

さなげ台愛護会猿投地域会議

149

活動の目的  
子どもたちが安心して通学したり遊んだ
りできるよう、さなげ台団地内および
周辺の改善活動を行う。また、自分たち
でできる団地内の経年不具合の改善を
行う。

主な活動内容  
● さなげ台団地出入り口の清掃活動
● さつまいも畑の整備と苗の植え付け
● 通学路の草刈り
● ミニ・マレットゴルフ場の整備

258,000円補助金額 14人会員数

（猿投支所）

猿投町まちづくり事業

猿投町まちづくり協議会猿投地域会議

150

活動の目的  
猿投山の武田道の補修整備や広沢川の
環境美化、猿投神社の紅葉林周辺や登
山者用駐車場の法面整備を行い、豊か
な自然と歴史遺産を保全する。

主な活動内容  
● 猿投山登山道（武田道）の補修・整備
● 猿投神社の紅葉林整備（間伐、枯木除去、清掃等）
● 広沢川の環境美化（草刈り）
● 登山者用駐車場の法面整備

203,000円補助金額 35人会員数

（猿投支所）

乙部ケ丘わくわく事業2013

乙部ケ丘わくわく事業推進委員会猿投地域会議

151

活動の目的  
自治区民が「安心・安全で幸せを享受で
きる」街づくりのため、通学路の歩道脇
の柵を改善したり、4丁目展望台やミカ
ン苑を整備したりする。

主な活動内容  
● ミカン苑の手入れと収穫祭（東保見小の児童が参加）

の実施
● 団地内の公園の除草
● 団地内の花壇の手入れ

456,000円補助金額 63人会員数

（猿投支所）
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里山開発整備事業

本徳町まちづくり委員会猿投地域会議

152

活動の目的  
放置状態にある里山を整備することで、
里山の大切さを学びながら、自然のめ
ぐみと文化に触れられる場づくりを行う。
また、里山整備をとおして「人づくり」や

「場づくり」を行う。

主な活動内容  
● 里山への進入路の造成工事（草刈り、伐採作業等）
●サクラやモミジの植栽

1,000,000円補助金額 20人会員数

（猿投支所）

里山散策路整備事業

乙部町まちづくり委員会猿投地域会議

153

活動の目的  
町内の里山散策路は「さなげウォーキン
グコース」の一部になっているが、未整
備の箇所があるため、安全性と利便性
の向上を目指した取組を行う

主な活動内容  
● 散策路に階段を整備
● 損壊部分の補修

370,000円補助金額 17人会員数

（猿投支所）

舞木町まちづくり活動（広沢こども園通園路整備）

舞木町まちづくり協議会猿投地域会議

154

活動の目的  
広沢こども園に通園する園児の安全を
確保するため、通園路を整備する。また、
地域の自然環境を保全するため、籠川
流域のホタル生息地の環境整備などを
行う。

主な活動内容  
● 広沢こども園と駐車場の間に通園路を整備
● 籠川周辺の環境整備（草刈り）
● 旧選果場跡地一帯の環境整備

88,000円補助金額 30人会員数

（猿投支所）

加納町まちづくり事業

加納町まちづくり推進部猿投地域会議

155

活動の目的  
藤山公園マレットゴルフ場が快適に利用
できるよう、階段やベンチ、駐車場等を
整備する。また草刈りや籠川沿いのサク
ラ等、植栽の維持管理を定期的に行う。

主な活動内容  
● 藤山公園の整備管理作業（草刈り、芝張り、ベンチ

作成、駐車場づくり、管理道路の整備等）
● 薬師堂の枝垂桜（市銘木）の管理
● 籠川沿いに植栽した苗木の管理

970,000円補助金額 29人会員数

（猿投支所）

亀首町まちづくり活動事業

亀首町まちづくりの会猿投地域会議

156

活動の目的  
青木橋南側の竹林を整備し、竹の子掘
り体験やミニ門松作り講習会などの交
流館主催行事に協賛する。また、市民の
憩いの場となるよう、籠川河川敷を整備
する。

主な活動内容  
● 籠川河川敷の草刈り
● 籠川河川敷の竹林の整備
● 交流館行事への協賛（竹のあんどんづくり、そうめん

流し、アユのつかみどり、ミニ門松講習等）

311,000円補助金額 115人会員数

（猿投支所）
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わくわく事業

猿投台地域会議
地域予算提案事業

高齢者いきいき・サポート事業猿投台地域会議
（猿投支所）

0円事業金額

事業の目的  
地域の高齢化が進み高齢者のみの世帯が増加するなかで、元
気な高齢者はより元気に暮らせるよう、また、安心して暮らせ
るよう地域がサポートする。

主な事業内容  
● 救急医療情報キットの配布（65歳以上約3,000人を対象と

して、平成24年度に一括作成、26年度まで3ヵ年配布）

地域をつなぐ子育て支援事業

とよた子育てサークルネットワークの会「コネット」猿投台地域会議

157

活動の目的  
地域の未就園児の親子を対象に、各種
あそびや季節の行事を介し、地域の人や
子育てお母さんの交流を深めることに
より子育て支援を行う。

主な活動内容  
● 親子ふれあい遊び
● 絵本の読み聞かせ
● おしゃべり交流会
● 子育てマップ作り

384,000円補助金額 13人会員数

（猿投支所）

サークルを通して地域のまちづくり推進事業

馬場瀬いきいきサークル猿投台地域会議

158

活動の目的  
洋裁教室やヨガなど、仲間と共に楽しめ
る活動を行うことで、家に閉じこもりが
ちな人の参画を促し、住みやすい和みの
ある地域づくりを進める。

主な活動内容  
● 洋裁・ヨガ・将棋など各種教室の開催

59,000円補助金額 30人会員数

（猿投支所）

マレットゴルフ場階段手すり取付（危険ヶ所対策）

前田公園愛護会 マレットゴルフ委員会猿投台地域会議

159

活動の目的  
「近くで、いつでも、だれでもプレーでき
るマレットゴルフ場」を整備し、地元住民
の「融和」の場とし、魅力あるまちづくり
を進める。

主な活動内容  
●マレットゴルフ場の清掃・管理
● 除草、落葉処理
● 階段手すりの取付

787,000円補助金額 93人会員数

（猿投支所）

元気アップ教室

荒井老人クラブ松嶋会猿投台地域会議

160

活動の目的  
元気アップ教室でストレッチ体操や筋力・
脳トレーニングのほか懐かしい歌を斉唱
するなどして、自立可能な高齢者づくり
を目指す。

主な活動内容  
● 脳トレ・ストレッチ・筋トレなど
● 懐かしい歌の斉唱
● 体力測定

109,000円補助金額 38人会員数

（猿投支所）
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獅子舞復活保存事業

平戸橋獅子舞保存会猿投台地域会議

161

活動の目的  
かつて盛んに行われていた伝統芸能・獅
子舞を地域のふれあい祭りや敬老会等で
披露し、保存会の活動として定着させる。

主な活動内容  
● 獅子舞の練習
● 神社の祭礼で披露
● 敬老会等で披露

83,000円補助金額 10人会員数

（猿投支所）

枝下用水南植栽事業

青木桜坂整備協議会猿投台地域会議

162

活動の目的  
枝下用水の法面を、桜を中心とした四季
を感じる植物で整備し、自治区民が一体
となった「夢のある町づくり」を進める。

主な活動内容  
● 草刈り作業
● 植栽
● 遊歩道清掃
● ベンチの整備

196,000円補助金額 20人会員数

（猿投支所）

花のあふれるまちづくり推進事業

荒井まちづくり協議会（お花し隊）猿投台地域会議

163

活動の目的  
世代間交流を行いながら児童館、公園
などの景観づくりと潤いのあるまちづく
りを目指す。

主な活動内容  
● 花壇の花苗植え替え
● 草取り、花壇の土づくり
● ガーデニング等のデザイン視察
● 施肥、水遣り

466,000円補助金額 20人会員数

（猿投支所）

矢作川散策路美化事業

下越戸美化クラブ猿投台地域会議

164

活動の目的  
矢作川堤防道路等を除草することより
ウォーキング環境を整え、利用者の健康
増進の一助とする、また活動を通じ地域
住民の連帯意識を高め、より良いまちづ
くりを進める。

主な活動内容  
● 草刈り機の導入・取扱い講習
● 草刈り及び草刈り機の整備

731,000円補助金額 13人会員数

（猿投支所）

シンボルツリー植栽事業

前田公園愛護会猿投台地域会議

165

活動の目的  
前田公園を「花の公園」として、訪れる
市民にとって心癒される憩い場所となる
よう整備を進める。

主な活動内容  
● 桜（シンボルツリー）の植栽

170,000円補助金額 25人会員数

（猿投支所）
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わくわく事業

保見地域会議
地域予算提案事業

里山の保全活用促進と歴史紹介事業保見地域会議
（猿投支所）

281,500円事業金額

事業の目的  
地域を知り、緑豊かな自然環境、里山を保全・活用するととも
に地域の歴史を継承する。

主な事業内容  
● 保見地域散策路マップの作成
● 保見地域散策路案内看板の設置
● 里山活用講習会の開催

花苗つくり事業

保見地域FF会保見地域会議

166

活動の目的  
花苗を育成して、学校・子供会・老人ク
ラブ・公共施設への無償配布等により、
花いっぱい運動を展開して、明るく豊か
な生活が営まれるよう、まちおこしの一
翼を担う。

主な活動内容  
● 春夏花等の苗育成
● 小学校、中学校、こども園、老人クラブ等へ 

花苗配布。保見交流館植栽整備
● 地域住民への苗の廉価販売

750,000円補助金額 23人会員数

（猿投支所）

地域イベント活性化のための太鼓演奏による協力

明太鼓保見地域会議

167

活動の目的  
太鼓演奏を通して地域イベントを盛り上
げていくと共に、伝統芸能に対する地域
住民の理解と関心を高める。

主な活動内容  
● 保見団地行事（餅つき大会、夏祭り等）出演（4回）
● その他地域イベント出演（7回）
● 保見交流館での練習（月2回）

152,000円補助金額 20人会員数

（猿投支所）

人形劇を通して子供の健全な育成を進める事業

人形劇 ゆめ保見地域会議

168

活動の目的  
人形劇を通して、子育てグループやこど
も園、老人ホーム等の応援・慰問を行い、
活気づける。

主な活動内容  
● 保見交流館子育てコーナーでのパネルシアター・ 

エプロンシアター・手遊び
● こども園等での人形劇公演

87,000円補助金額 7人会員数

（猿投支所）

わくわく「フレンズ」事業

東保見町まちづくり協議会「フレンズ」保見地域会議

169

活動の目的  
地域住民に交流の場を提供し、明るく
元気な地域づくりに取り組む。自分たち
が生活する町は自分たちの手でつくり育
てる意識の育成を図る。盆踊りやふれあ
い祭りを通して世代間の交流を促進し、
地域づくりを推進する。

主な活動内容  
● 盆踊りやふれあい祭りを盛り上げる催事の企画運営
● 盆踊りやお祭りへの屋台出店
● 保見地域で行われる行事に屋台出店

148,000円補助金額 34人会員数

（猿投支所）
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伝統的郷土芸能伝承保存事業

保見町芸能保存会保見地域会議

170

活動の目的  
地域の伝統的郷土芸能（木遣り・打ち囃
子・チャラボコ）を伝承し、地域等の諸
行事に参加することにより、地域の文化
向上に寄与する。

主な活動内容  
● 伊保小学校区、自治区子供会への伝統的郷土芸能

指導、後継者育成
● 例大祭、天王祭での演技披露
● 伊保小学校、交流館ふれあい祭での演技披露

66,000円補助金額 39人会員数

（猿投支所）

ふれあい餅つき大会

保見町青少年部会保見地域会議

171

活動の目的  
保見地域のイベントに役立つような活動
を通じ、青少年の健全育成と町民の親睦
を図る。

主な活動内容  
● 保見町ふれいあ餅つき大会
● 保見ふれあい祭りへの協力
● 保見地域でのイベント等へ道具の貸し出し

107,000円補助金額 10人会員数

（猿投支所）

体験を通して、子どもたちの思い出づくり

保見ケ丘子ども思い出づくり委員会保見地域会議

172

活動の目的  
子どもたちと地域の係わりをつくること
により、子どもたちの思い出づくりをする。

主な活動内容  
● 子供みこしづくり・練り歩き
● 敬老の日に綿菓子の振る舞い
● 西保見小学校餅つき大会参加

117,000円補助金額 15人会員数

（猿投支所）

万博記念茶畑維持管理及び環境保全事業

茶木茶喜くらぶ保見地域会議

173

活動の目的  
茶畑の維持管理を通して異世代、異文化
交流を図る。里山の環境保全。

主な活動内容  
● 茶畑の維持管理、茶摘み、手もみ茶づくり
● 異世代、異文化交流。外国人若者に体験学習を行う。
● 里山づくり

180,000円補助金額 15人会員数

（猿投支所）

太鼓演奏などのボランティア活動を通して青少年の健全育成を推進する事業

TEAM仲間と共に熱くなれ保見地域会議

174

活動の目的  
中学生・高校生・大学生などの若い力を
地域の活動に活かし「地域活動への参
加」「地域との繋がり」「活気ある地域」
を実現していくため。

主な活動内容  
● 保見町盆踊り大会への参加 
（太鼓演奏、踊り、夜店運営、ペットボトル回収）

● 交流館祭りへの参加

1,000,000円補助金額 52人会員数

（猿投支所）

保
見
地
域
会
議

36



わくわく事業

下山地域会議
地域予算提案事業

しもやま住んでみりん定住促進事業下山地域会議
（下山支所）

220,952円事業金額

事業の目的  
廃校跡地の定住に向けた活用計画と、集落ごとに定住促進に
向けた意識づけと転入者の受け入れ条件を整理し、下山地域
全体の定住施策を検討する。

主な事業内容  
● 地域内で助け合える仕組みの検討
● 中学生へのアンケートと意見交換の実施
● 地域資源（空き家、空き地）の発掘及び活用
● まちづくり講演会の実施

大沼地域支障木伐採事業

大沼支障木対策委員会下山地域会議

175

活動の目的  
地域住民の安全安心な生活・交通を確
保するために、交通障害となる樹木の枝
等を切除することにより、地域力の活性
化を図る。

主な活動内容  
● 地権者の確認及び伐採の承諾
● 支障木及び枯れ松の伐採
● 伐採した枝等の片付け

500,000円補助金額 20人会員数

（下山支所）

民話に登場する大沼の史跡の保存と広報

大沼の史跡を守る会下山地域会議

176

活動の目的  
下山には数多くの民話が伝えられており、
その中の大沼町に関係する民話に登場
する史跡について、末永く保存していく。
また、史跡の見学会などを通じて、地域
の文化・伝統に関心を深め、地域に愛着
を持ってもらう。

主な活動内容  
● 民話に登場する史跡の洗い出し
● 史跡の説明文の作成・確認
● 史跡の看板作製及び設置

280,000円補助金額 20人会員数

（下山支所）

土々目木川河川敷美化事業

土々目木クラブ下山地域会議

177

活動の目的  
土々目木川の両側約1.5kmに渡り花木
を植栽し、景観づくりと自然環境の健全
化を図る。また、小学校の通学路となっ
ている箇所もあるため、環境美化により
安全を確保する。

主な活動内容  
●ツツジ800本及びユキヤナギ200本の植栽
●ツツジの手入れ及び施肥
● 草刈作業

733,000円補助金額 22人会員数

（下山支所）

広葉樹林の景観向上事業

和合の景観を良くする会下山地域会議

178

活動の目的  
スギ、ヒノキの人工林が非常に多いため、
広葉樹を植栽して景観を整備するととも
に、竹等の除伐を行い里山を保全するこ
とにより、森林の多面的な機能を発揮さ
せる。また、遊歩道の整備・活用により
里山の魅力を地域に伝える。

主な活動内容  
● 広葉樹林内の整備 
（下草刈、常緑樹の整理、不要木の伐採）

● 広葉樹の植栽及びシカ対策
● 遊歩道の整備

90,000円補助金額 7人会員数

（下山支所）
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地域力活用・活性化事業

ホットチョッと田平沢小助隊下山地域会議

179

活動の目的  
この地域の資源である「和・団結・助け
合い」を次代に繋ぐため、高齢化が進む
田平沢地区において、地域の若者が中心
となり「出来ることから少しずつ助け合
おう」を合言葉に地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 過去の植栽場所の草刈
● ハナモモの植栽

83,000円補助金額 10人会員数

（下山支所）

すまいるライフ事業

プロジェクト「H」下山地域会議

180

活動の目的  
住民相互のつながりが強く、気軽に笑顔
で挨拶ができる地域及び清流巴川、田
んぼ、花木など自然との一体感のある
地域を創出する。

主な活動内容  
● 花木の植栽
● 小公園を活用した交流会の開催
● 竹切りによる河川整備及び草刈による景観維持
● 散策路の伸延

298,000円補助金額 5人会員数

（下山支所）

花山地域支障木伐採事業

花山支障木対策委員会下山地域会議

181

活動の目的  
支障木等の伐採により、地域住民の安
全安心な生活交通を確保するとともに、
地域の活性化や意識改革を図る。また
防犯灯の妨げとなる樹木の伐採により、
地域の防犯対策を強化する。

主な活動内容  
● 地権者の確認及び伐採の承諾
● 支障木及び防犯灯の妨げとなる樹木の伐採
● 伐採した樹木、枝等の片付け

724,000円補助金額 10人会員数

（下山支所）

「ワイワイ里づくり事業」（羽布の良さを再発見・再発信する事業）

HUB（羽布）里づくりの会下山地域会議

182

活動の目的  
里山の景観整備や史跡及び民話の舞台
を保存する活動を通じて、地域資源の再
認識や再発信をするとともに、住民相互
の交流を図る。

主な活動内容  
● 河川の環境整備のための竹やぶ伐採
● 伐採した竹の片付け

71,000円補助金額 14人会員数

（下山支所）

豊田市における
地域の課題を解決するための２つの事業②

Column❹

（2）地域予算提案事業について
概　　　要

地域会議への
分権内容 予算案提案権：地域会議が支所長に予算案（事業計画書）を提案する権限のこと

目　　的 地域の意見を市が行う事業に反映し、地域課題を効果的に解決すること

内　　容 地域課題を解決するための事業の必要経費を事業計画書による提案を通じ、市の予算案に反映する。
提案の翌年度に事業計画書に基づき、課題解決のための事業を実施する。

予　　算 2,000万円／地域会議・年（1つひとつの事業の必要経費を積算）

事業主体 行政
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わくわく事業

前林地域会議
地域予算提案事業

安全のみどり線設置事業前林地域会議
（高岡支所）

2,745,750円事業金額

事業の目的  
ドライバー等に通学路であることを知らせて交通事故を抑止
するため「安全のみどり線」を設置する。

主な事業内容  
● 安全のみどり線の設置（駒場小学校区1,561m）
● 安全のみどり線啓発看板設置（前林地区23か所）
● 安全のみどり線のPRを含めた交通安全啓発活動

生駒町4号線沿い遊休地の植栽

駒豊会前林地域会議

183

活動の目的  
遊休地に花を植栽し景観を保つことに
より、地域に癒しの場を提供する。また、
地域住民に植栽作業などの協力依頼を
することにより、地域交流のきっかけを
つくり、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 生駒町4号線沿い遊休地への花の植栽と維持管理

214,000円補助金額 26人会員数

（高岡支所）

歴史散策の検討と史跡案内マップ作成

ザ・めがわ塾前林地域会議

184

活動の目的  
郷土の先人の努力や叡智を知るとともに、
郷土愛を高揚し、まちづくりの意欲向上
を図る。

主な活動内容  
● 逢妻女川流域の史跡を巡るガイドマップの 

作成・配布
● めがわ塾講座の開催
● 史跡案内碑の清掃作業

770,000円補助金額 25人会員数

（高岡支所）

景観な町づくり、忍者公園（憩いの場）づくり

上丘なの花会前林地域会議

185

活動の目的  
忍者公園及び町内花壇の維持管理を行
い、潤いのある美しいまちづくりを推進
する。また、忍者公園内遊具の新設・点
検・整備などを行うことにより、地域に
安全な遊び場・憩いの場を提供し、子ど
もの健全育成や地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 忍者公園内にピラミッド（登り台）を新規作成
● 忍者公園、町内花壇の景観維持活動及び管理・清掃

活動
● 会報の作成・発行・交付

330,000円補助金額 40人会員数

（高岡支所）

高岡公園・逢妻女川散策路の環境整備

高岡公園・逢妻女川を守る会前林地域会議

186

活動の目的  
高岡公園及び周辺の逢妻女川散策路の
維持管理・環境整備を行い、地域住民
が安心・安全に使用できる憩いの場・
健康づくりの場を提供することにより、
地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 高岡公園の環境整備（草刈、樹木管理など）
● 逢妻女川散策路の環境整備（草刈、安全点検など）
● 前林コミュニティ会議などとの共催による 

ウオーキング大会の開催

537,000円補助金額 30人会員数

（高岡支所）
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六鹿会館を広める利用促進事業

サロン・ド・六鹿前林地域会議

187

活動の目的  
六鹿会館（市指定有形文化財）を活用し
て、地域の生活文化、芸能の伝承活動を
促進する。また六鹿会館を活用した行事
を企画・実施することにより六鹿会館の
利用促進を図る。

主な活動内容  
● 各種行事の企画・実施
● 行事ごとのチラシや会報の作成・配布
● 六鹿庭園内の植栽・景観維持活動

213,000円補助金額 84人会員数

（高岡支所）

絵本とあそぼ

ママのほんばこ前林地域会議

188

活動の目的  
パネルシアター・紙芝居・絵本の読み聞
かせを通して、本への興味・関心を持っ
た、想像力や感性、国語力の高い子ども
の育成を図る。

主な活動内容  
● パネルシアターで使用する物語用人形の作成
● こども園・小学校・障がい者施設での公演活動

288,000円補助金額 9人会員数

（高岡支所）

花で迎える豊田の玄関

ラブ&アース駒場の会前林地域会議

189

活動の目的  
地域の遊休地や街角プランターを使用
して花などを育成し、環境美化、潤いの
ある美しいまちづくりを推進する。また、
子ども達が地域とのふれあいを体感で
きる場を提供することにより、子どもの
健全育成や地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 小学生による稲作・さつまいも植えつけ体験応援
● コスモス畑の育成・維持管理
● 遊休地や街角プランターを利用した花などの植栽

及び維持管理

689,000円補助金額 12人会員数

（高岡支所）

高齢者健康増進事業

堤ぴんころ隊前林地域会議

190

活動の目的  
地域の高齢者に体力・脳力・健康意識の
向上を目的とする場を提供することによ
り、高齢者同士の交流促進、健康増進を
図る。

主な活動内容  
● 健康診査・体力チェックの実施
● 体力アップ教室の企画・実施
● 健康講話の企画・実施

60,000円補助金額 35人会員数

（高岡支所）

木遣りの継承及び保存

堤町木遣り保存会前林地域会議

191

活動の目的  
伝統文化である木遣りを復活させ次世
代へと継承させる。また、そのための練
習・披露を通じて、地域住民の交流を促
進し、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 木遣りの練習・披露

235,000円補助金額 45人会員数

（高岡支所）

地域の生活環境の改善・景観づくりを推進する事業

大島町緑化事業を推進する会前林地域会議

192

活動の目的  
鴻巣池公園を中心とした地域の環境整
備活動を通して、憩いの場を提供するこ
とにより、地域住民の交流を推進し、
地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 鴻巣池公園の環境整備（草刈、芝刈、樹木剪定など）
● 大島町内の小中学校の通学路整備（草刈など）
● 大島町内の逢妻女川右岸道路の環境整備 
（草刈、樹木の伐採など）

279,000円補助金額 54人会員数

（高岡支所）
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大島町花いっぱい事業

大島三栄会花クラブ前林地域会議

193

活動の目的  
大島町区民会館の花壇を中心とした町
内花壇の維持管理を行い、潤いのある
美しいまちづくりを推進し、癒しの場を
提供することにより花を通した交流促進
を行い、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 区民会館の花壇を中心とした町内花壇の維持管理

223,000円補助金額 25人会員数

（高岡支所）

わくわく事業

竜神地域会議
地域予算提案事業

竜神地域ウオーキングコース整備竜神地域会議
（高岡支所）

930,950円事業金額

事業の目的  
高齢者の健康づくりと住民にコミュニティの場を提供するため
に、枝下緑道、猿渡川堤防沿い等を身近なウオーキングコース
として手軽に利用できるよう整備する。

主な事業内容  
● ウオーキング講習会の実施
● ウオーキング促進啓発品の購入
● コース維持管理（穴ぼこ修繕）

地域高齢者の心身の健康維持事業

竹中脳げんき会竜神地域会議

194

活動の目的  
地域の高齢者に集まる場を提供し、身体
と脳を刺激・活性化するための活動を
実施することにより、心身両面の健康の
維持・強化を図り、地域から身体虚弱や
痴呆で困る高齢者を軽減する。

主な活動内容  
● 心身の健康度チェック（血圧測定・脳テストなど）
● 健康づくり講話の実施
● レクリエーションと軽スポーツ（ダーツなど）の実施
● 脳の刺激・活性化のためのゲーム、創作活動の実施

86,000円補助金額 34人会員数

（高岡支所）

竹下果実愛護

竹下果実愛護会竜神地域会議

195

活動の目的  
果実の生産・管理・収穫のほか、子ども
達（こども園・小中学校・豊田高等養護
学校）を対象とした収穫体験や果実配
布交流などを行い、地域の自然環境を
学習・体験できる交流促進の場を提供
することにより、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 子ども達の筍掘り、柿・みかん・梅狩り体験指導
● 子ども達へ果実の無料配布
● 果樹栽培（柿・みかん・梅）
● 栽培地域周辺の草刈等環境美化活動

222,000円補助金額 22人会員数

（高岡支所）

東田自治区枝下緑道花いっぱい事業

東田自治区フラワークラブ竜神地域会議

196

活動の目的  
枝下緑道を花で飾ることにより、東田自
治区の潤いのある美しいまちづくりを推
進する。また、活動を通して地域住民や
枝下緑道の利用者との交流を促進し、
地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 地域住民の要望に基づき、花壇を新設
● 花壇の花の植替え・維持管理作業
● 花壇周辺の環境美化活動

416,000円補助金額 130人会員数

（高岡支所）
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自治区の防犯パトロール活動

東田自治区防犯パトロール隊竜神地域会議

197

活動の目的  
安全・安心でふれあい豊かなまちづくり
を目指すため、パトロール活動を展開し、
犯罪・事故の未然防止に努め、自治区
民の防犯意識向上を図る。

主な活動内容  
● 青色防犯パトロールカーによる地域巡回活動
● 徒歩での地域巡回活動
● 登下校時の学童見守り隊活動
● 夏・冬の一斉防犯パトロールの実施

29,000円補助金額 198人会員数

（高岡支所）

地震対策「家具転倒防止」事業

土橋自主防災会竜神地域会議

198

活動の目的  
減災対策の必要性について周知活動を
行うほか、一人暮らしの高齢者など自分
で減災対策を行うことが難しい方を対象
に家具等の転倒防止支援を行い、地域
住民の災害発生時の被害の減少を図る。

主な活動内容  
● 地域住民への減災対策周知活動
● 転倒防止対策支援が必要な区民に対し、それぞれの

自宅の状況に合わせた転倒防止家具の作成及び 
設置作業

240,000円補助金額 97人会員数

（高岡支所）

緑ケ丘自治区内の自主防犯活動

緑ケ丘防犯パトロール隊竜神地域会議

199

活動の目的  
児童の登下校時の安全を確保するとと
もに、互いに見守り合い、助け合う地域
力を醸成し、身近な犯罪の抑止効果を
高め、地域住民が安全で安心して生活
できるまちづくりの推進を図る。

主な活動内容  
● 児童の登下校時の見守り活動
● 青色パトロールカーを使用した防犯パトロール活動
● 地域見守り活動（徒歩による夜間パトロール活動）
● 地域住民を対象にした防犯講習会の実施

81,000円補助金額 27人会員数

（高岡支所）

わくわく事業

若園地域会議
地域予算提案事業

高齢者の安心・安全事業若園地域会議
（高岡支所）

475,860円事業金額

事業の目的  
高齢者が安全で安心して生活できるような環境をつくる。

主な事業内容  
●ドライバー向け注意看板の設置
● 休憩用ベンチの設置

吉原町 安全・安心なまちづくり

吉原町自治区防犯・防災隊若園地域会議

200

活動の目的  
防犯・防災活動を通して、地域住民の組
織力や相互協力意識（助け合い意識）を
向上させ、安全・安心なまちづくりの推
進を図る。

主な活動内容  
● 青色パトロールカーを使用した防犯パトロール活動
● 安全・安心まちづくりたよりの発行・回覧
● 避難訓練・防災訓練の実施
● 防災イベントの開催

397,000円補助金額 180人会員数

（高岡支所）
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安全・安心な町づくり

花園町自治区防犯隊若園地域会議

201

活動の目的  
防犯活動を通して、地域住民の防犯意識、
連帯感（絆）を向上させ、安全・安心な
まちづくりの推進を図る。

主な活動内容  
● 青色パトロールカーを使用した防犯パトロール活動
● 徒歩による防犯パトロール活動（見守り活動）
● 防犯看板の作成・設置
● 防犯だよりの作成・回覧

731,000円補助金額 246人会員数

（高岡支所）

郷土芸能の復活で地域活性

吉原町・神楽保存会若園地域会議

202

活動の目的  
郷土芸能「神楽囃子と巫女舞い」を復活
させ、伝統芸能「吉原神楽」とともに地
域の文化財産として後世へと伝承する。
また、活動を通じて青少年の健全な育成
と地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 神楽囃子と巫女舞いの練習及び夏祭りなどでの披露

33,000円補助金額 32人会員数

（高岡支所）

逢妻男川自歩道の景観づくり、清掃及び中根区民会館の景観づくり

ゆうゆうクラブ橘会憩の家奉仕部若園地域会議

203

活動の目的  
逢妻男川自歩道及び中根区民会館周辺
の清掃、花の植栽を通じて、地域住民の
癒しの場を提供し、潤いのある美しいま
ちづくりの推進を図る。

主な活動内容  
● 逢妻男川花壇の植栽、維持管理及び周辺の清掃活動
● 中根区民会館花壇の植栽、維持管理及び周辺の清掃

活動

70,000円補助金額 203人会員数

（高岡支所）

花や緑のあふれる活気あるまちづくり事業

クレマチスの会若園地域会議

204

活動の目的  
若園交流館の花壇の植栽や維持管理を
行い、来館者や地域住民に美しい憩い
の場を提供する。また、花を通じた会話
の促進によって、来館者や地域住民の交
流を促進し、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 若園交流館花壇の植栽、維持管理及び周辺の清掃

活動

218,000円補助金額 11人会員数

（高岡支所）

多世代交流の居場所づくり

Orange MaMa（オレンジ ママ）若園地域会議

205

活動の目的  
多様な人々が住む若園地区で、あらゆる
人々が集い、憩いの時を過ごすことので
きる場を提供することにより、多世代交
流の機会を増やし、地域への愛着心の向
上を図る。

主な活動内容  
● 多世代交流サロン「ひだまり」のオープン・運営
● 月1回のイベントの企画・実施

646,000円補助金額 13人会員数

（高岡支所）

ありがとうの気持ちで強める 親子の絆・地域の“わ”作り

若園わあい組若園地域会議

206

活動の目的  
親子と地域住民の交流を促進するため
体験型の行事を企画・運営し、笑顔が輝
く町作り運動を展開する。また、子ども
達が地域の大人に素直にありがとうと
言える機会を作ることにより、子ども達
の健全な育成の推進を図る。

主な活動内容  
● 田植え体験&泥んこ運動会の企画・実施
● 流しソーメン&ふれあいゲームの企画・実施
● 稲刈り体験・五平もち作りの企画・実施
● 節分まめまきの企画・実施

40,000円補助金額 15人会員数

（高岡支所）
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若園っ子の想像力を高める事業

若っ探若園地域会議

207

活動の目的  
地域の子ども達が、地元企業や地域へ
の興味・関心を深められるよう、工場見
学やものづくり体験を企画・実施する。
また、体験を通じて子ども達のものづく
りへの関心を高め、想像力豊かな健全な
青少年の育成を推進する。

主な活動内容  
● わくわくものづくり体験の企画・実施

142,000円補助金額 8人会員数

（高岡支所）

野菜作りを核とした地域社会への貢献

吉原ファーム21若園地域会議

208

活動の目的  
農作業を通じ、地域の中高年齢者の健
康増進と交流促進を図る。また、地域の
子ども達の食農教育の一環として、農作
業体験の企画・実施を行うことにより、
地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 野菜の栽培及び畑の維持管理
● 子ども達や高齢者を招いた体験型イベントの企画

及び実施

152,000円補助金額 17人会員数

（高岡支所）

若園地区『郷土を愛する心』創造事業

わが町〜若園〜の歴史を知る会若園地域会議

209

活動の目的  
居住する地域の歴史について、地域住民
が理解を深める機会や方法を検討、実施
することにより、郷土を愛する心、誇りに
思う心の創造を促進し、地域の活性化を
図る。

主な活動内容  
●『若園の歴史』の冊子・紙芝居の作成及び配布
●『若園の歴史』紙芝居をふれあい祭り・ほっとサロン

で発表

200,000円補助金額 6人会員数

（高岡支所）

わくわく事業

若林地域会議
地域予算提案事業

安心して暮らせるまちづくり若林地域会議
（高岡支所）

537,050円事業金額

事業の目的  
防犯ブザー（サイレン）の設置や不審者情報を各所に掲示す
ることで、犯罪者が近寄りがたいまちづくり行う。

主な事業内容  
● 防犯ブザー（サイレン）の維持管理
● 防犯ブザー（サイレン）の新設（1基）

ホタルの飛び交う環境を再現するまちづくり

若林ホタル研究会若林地域会議

210

活動の目的  
逢妻男川の浄化を図り、ホタルを飛翔さ
せ、地域に潤いをもたらすことにより、
大人から子どもまで愛着の持てる地域
づくりの推進を図る。

主な活動内容  
● ホタルの幼虫及びカワニナの飼育・放流
● 河畔の草刈り・環境改善
● 若林西小学校4年生と、ホタルの幼虫飼育・放流 

及び水質調査・川遊び体験

98,000円補助金額 7人会員数

（高岡支所）
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心を癒すフラワーロード事業

高美ふれあい花づくり若林地域会議

211

活動の目的  
ほのぼの広場、ひまわり花壇、石庭など
の維持管理及び花いっぱい活動を通じ
て、潤いのある美しいまちづくりに取組
むことにより、地域に憩いの場を提供し、
住民の交流促進・活性化を図る。

主な活動内容  
● 花壇の植栽及び花の育成・維持管理
●「高美町桜並木保存会」と協力して行う、 

花壇及び花壇周辺の環境維持管理

250,000円補助金額 20人会員数

（高岡支所）

桜並木景観整備事業

高美町桜並木保存会若林地域会議

212

活動の目的  
桜の樹勢を維持し、地域財産として次世
代に継承する。また「高美ふれあい花づ
くり」グループと協力し、桜並木・遊歩
道・ほのぼの広場の維持管理を行い、
地域住民の憩いの場として提供すること
により、地域の活性化を図る。

主な活動内容  
● 桜並木の樹勢調査
● 枯枝処理、胴ぶき芽の処理など桜のケア作業
● 桜並木、遊歩道、ほのぼの広場の草刈 

及び落ち葉処理等の景観維持管理

178,000円補助金額 46人会員数

（高岡支所）

わくわく事業

高橋地域会議
地域予算提案事業

世代間交流による健康づくり事業高橋地域会議
（高橋支所）

1,468,675円事業金額

事業の目的  
高齢者を中心とした健康づくり、生きがいづくり、世代間交流
の機会が不足していると感じている住民や、ふれあいや交流
が活発なまちを望んでいる住民が多い。そこで、地域内で世
代間交流が図れる場所を整備し、その機会を充実させる。
主な事業内容  
● 新たに設定したウオーキングコースのマップを作成
●マップ入れ付きの案内看板をコース上に設置
● 高橋交流館前広場に設置した健康器具の使用講習会と 

ウオーキング講習会を開催

おいでん! わくわくキャンプ・地域ボランティア活動

SVC高橋高橋地域会議

213

活動の目的  
小学生との交流イベントを企画運営する
中学生ボランティアの活動支援を行う。

主な活動内容  
● 夏のキャンプ（2泊3日）
● 輪和まつり、七夕の夕べでの出店
● クリスマス会の開催
● 高橋スポーツクラブイベントのサポート

257,000円補助金額 17人会員数

（高橋支所）

高齢者ふれあい事業をとおした地域福祉啓発事業

ぬくもりの会高橋地域会議

214

活動の目的  
住民誰もが地域福祉実践の必要性を感
じているが、具体的に行動できていない
現状の中で、住民が第一歩を踏み出せる
ヒントを与えるための啓発を行う。

主な活動内容  
● 活動を記録した地域福祉啓発ビデオの作成
● 各方面へ啓発ビデオの上映依頼

190,000円補助金額 25人会員数

（高橋支所）
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障がい児活動支援

にじいろぐみ高橋地域会議

215

活動の目的  
障がい児の下校後や休日の余暇活動を
支援し、障がい児とその家族間の交流を
図る。

主な活動内容  
● 下校後の余暇活動の支援（第1・3木曜日）
● 休日の余暇活動の支援（第2日曜日） 

内容：ラジオ体操、ゴミ拾い、調理実習など
● 勉強会の実施　テーマ：「震災に備えて」

54,000円補助金額 5人会員数

（高橋支所）

和太鼓演奏指導（地域交流・青少年育成事業）

祭り火高橋地域会議

216

活動の目的  
和太鼓の演奏と指導を通して地域との
交流を図り、小中学生の育成およびボラ
ンティア活動による社会貢献を行う。

主な活動内容  
● 福祉施設でのボランティア演奏
● 盆踊り太鼓の指導
● 秋祭りでの演奏

10,000円補助金額 10人会員数

（高橋支所）

鞍ヶ池マレットゴルフ場の造成・整備

矢並マレットゴルフ愛好会高橋地域会議

217

活動の目的  
マレットゴルフを通して日々の運動不足
を補い、地域住民との交友の輪を広げる。

主な活動内容  
● 鞍ヶ池マレットゴルフ場のイノシシ侵入防止対策
●マレットゴルフ大会の開催
● 初心者向けマレットゴルフ教室の開催

92,000円補助金額 56人会員数

（高橋支所）

交通安全と地域の環境を守る事業

市木ふれあい花の会高橋地域会議

218

活動の目的  
かつて雑草で見通しが悪かった交差点
の空き地を花で飾り、区民の集いの場と
なるよう整備する。

主な活動内容  
● 春の花植え（日々草）
● 夏の花植え（コスモス）
● 秋の花植え（パンジー、姫ナデシコ）

90,000円補助金額 10人会員数

（高橋支所）

加茂川の環境改善事業

加茂川を美しくする会高橋地域会議

219

活動の目的  
加茂川の浄化活動を推進し、河川環境を
改善（保全）するとともに、区民の憩いと
ふれあいの場とする。

主な活動内容  
● 河川敷の草刈、ゴミ拾い
● 堰堤の洗浄
● 花壇の手入れ
● こいのぼりの掲揚

100,000円補助金額 25人会員数

（高橋支所）

高橋地区における高齢者・障がい者等への作業奉仕活動

高橋おせんしょの会高橋地域会議

220

活動の目的  
定年退職後の人やボランティアに熱意の
ある人たちが集まり、高齢者や障がい者
を対象とした作業奉仕を通して、地域づ
くりを推進する。

主な活動内容  
● 高齢者や障がい者からの依頼による作業（垣根の

伐採、換気扇の清掃等）
● 交流館や市の催事における会の啓発活動

62,000円補助金額 37人会員数

（高橋支所）

高
橋
地
域
会
議

46



高橋地区あいさつ運動

高橋地域教育懇談会高橋地域会議

221

活動の目的  
住民相互が気軽にあいさつを交わすこ
とで、青少年の健全育成、安全・安心な
地域づくりを進める。

主な活動内容  
● あいさつ運動強調週間の実施
● あいさつ標語とポスターの募集
● のぼり掲出による啓発

100,000円補助金額 53人会員数

（高橋支所）

寺部花いっぱい事業

寺部ガーデニング愛好会高橋地域会議

222

活動の目的  
地域の緑化啓発活動の推進を図り、花の
咲き誇る「ホット」な地域づくりを目指す。

主な活動内容  
● 春の花植え
● 秋の花植え

80,000円補助金額 12人会員数

（高橋支所）

ちびっこ広場花いっぱい運動

双美会高橋地域会議

223

活動の目的  
ちびっこ広場を花で飾り、潤いのある美
しいまちづくりを目指すとともに、子ども
たちや地域住民の交流促進を図る。

主な活動内容  
● 春・夏花の植栽（マリーゴールド、サルビア他）
● 秋・冬花の植栽（三色すみれ他）

60,000円補助金額 26人会員数

（高橋支所）

双美ふれあいサロン

フレンドリー双美高橋地域会議

224

活動の目的  
ふれあいサロンの更なる充実を図り、誰
でも集える居場所をつくり、元気な町づ
くりを推進する。

主な活動内容  
● ふれあいサロンの開催（毎月1回） 

内容：食事の提供、コンサート、クリスマス会など

100,000円補助金額 125人会員数

（高橋支所）

山中町将来基本計画の実践事業（ラムサール湿地付近の山野草保存事業）

山中町平成会高橋地域会議

225

活動の目的  
平成20年度に策定した山中町将来基本
計画（魅力づくり−貴重自然資源の発見・
PR）に基づき、ラムサール条約恩真寺湿
地付近の貴重な山野草の保護に対する
住民の意識を向上する。

主な活動内容  
● 住民参加による現地調査（勉強会）の実施
● 貴重植物の写真集、マップの作成
● 貴重山野草保護のためのルール作りおよび住民への 

周知

30,000円補助金額 18人会員数

（高橋支所）
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わくわく事業

益富地域会議
地域予算提案事業

益富の自然と地域資源を活かした健康・文化交流事業益富地域会議
（高橋支所）

8,868,850円事業金額

事業の目的  
地域住民の高齢化が進展するとともに、世代間を越えた交流
の機会と場が不足している。そこで、健康づくりや文化活動の
場を通じて、地域を見つめ直し、住民のふれあいと絆を強く
する。
主な事業内容  
● 新規に設定した6コースを紹介するウオーキングマップを作成
● 古瀬間グリーンベルトを再整備し、ゴムチップ舗装を実施
● ロビーコンサートやレコード鑑賞会による交流の場づくり事業

を実施

大見自治区のまちづくり事業

大見町を愛する会益富地域会議

226

活動の目的  
大見自治区の自然・生活環境の整備を
行い、「安心して安全に」暮らせるまちづ
くりをするとともに、活動を通じて区民
のふれあいの輪を広げ、大見自治区に住
んで良かったと思えるまちづくりにつな
げる。

主な活動内容  
● 里山整備による自然環境の保全
● 遊歩道の整備と希少植物の保護
● ふれあい広場の花壇整備
● 通学路の草刈りと夜間防犯パトロール

805,000円補助金額 12人会員数

（高橋支所）

志賀ニュータウンの歩道をきれいにする活動

クリーン志賀ニュー益富地域会議

227

活動の目的  
志賀ニュータウン内の旧バス通り（志賀
ニュータウンバス停〜香九礼交差点）の
歩道をきれいにし、住民に潤いを与える。

主な活動内容  
● 街路樹の根元に花苗を植える
● 歩道上の落ち葉等を掃除する
● 歩道上の雑草を除去する

100,000円補助金額 11人会員数

（高橋支所）

花を楽しむ花壇事業

花を楽しむ会益富地域会議

228

活動の目的  
花を種まきから育成し、区民会館の花壇
に定植して、区民に花を楽しんでもらう。
また、育てた花苗を希望者に支給し各家
庭でも花を植えることにより、町内の環
境美化に貢献する。

主な活動内容  
● 夏植え…6月（マリーゴールド、サルビア、アゲラタム）
● 冬植え…10月（葉ボタン）
● 春植え…2月（ビオラ、テージ）
それぞれ種まき、苗場移植、定植を実施する

50,000円補助金額 15人会員数

（高橋支所）

志賀ニュータウン自治区内の花による景観つくり

クラブ・ニュータウン益富地域会議

229

活動の目的  
花による景観づくりを行うとともに、ま
すます高齢化する会員相互の親睦を深
める。

主な活動内容  
● 夏の花…種まき、ポット移植、花壇定植
● 冬の花…種まき、ポット移植、花壇定植
● 春の花…種まき、ポット移植、花壇定植
それぞれ講師による講習あり

100,000円補助金額 39人会員数

（高橋支所）
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ちょい良いきこり隊2013

ちょい悪おやじの会益富地域会議

230

活動の目的  
五ケ丘の自然環境保護と交通・防犯活
動の一環として、うっそうと生い茂った
木々の間伐や剪定を地域住民自らで実
施する。行政や自治区活動に頼るだけで
はない行動を永続的に行うなかで、地域
住民間の繋がりと絆を深めていく。

主な活動内容  
● 山林や公園の大きく育った木々の間伐、剪定
● 見通しが悪い生活道路におけるきこり、草刈りの実施
● ゴミ拾いによる環境美化保全
● 防犯上危険な車道、公園、遊歩道等の木々の伐採

100,000円補助金額 19人会員数

（高橋支所）

交流館花いっぱい事業

花咲かボラさん益富地域会議

231

活動の目的  
地域の景観づくり活動を進めながら、会
員相互の親睦を深めるとともに、地域の
人との交流も進める。

主な活動内容  
● 春の植え替え
● 秋の植え替え
● 月1回の花壇の手入れ
● 講師による講習会

70,000円補助金額 11人会員数

（高橋支所）

花と緑心ふれあうまちづくり

花みどり益富地域会議

232

活動の目的  
団地のメイン道路入口に設けられた花壇
を常にきれいに維持し、メイン道路中央
のグリーンベルトを管理して、住民の憩
いの場とする。

主な活動内容  
● 花壇の管理（年2回花の植え替え、草取り、水やり）
● グリーンベルトの管理（年2回ベンチ周囲の草刈り）

100,000円補助金額 17人会員数

（高橋支所）

益富地区のゲンジボタルを守り育てる活動

益富蛍友会益富地域会議

233

活動の目的  
ホタルを通じて、地域住民に対して環境
問題に関する啓発を行い、ホタル観賞会
等で地域住民のふれあいの場を提供す
る。学校関係でのホタルに関する教育を
積極的に支援し、子どもたちの環境への
意識を高める。

主な活動内容  
● カワニナ飼育水路でのカワニナ増殖
● ホタル観賞会の参画、協力
● 樫尾川右岸の花壇へ花苗植栽
● 他地区や学校教育への積極的支援

100,000円補助金額 22人会員数

（高橋支所）

益富子ども交流事業

益富子どもと文化をつなぐ会益富地域会議

234

活動の目的  
子どもたちに世界で活躍している語り部
や音楽家の実演を観せ、文化の素晴らし
さを肌で感じてもらう。

主な活動内容  
● 益富こども園での公演…幼児向け「おはなし」の語り
● 3小学校の公演…日本の文化と世界の文化の融合を
「おはなしとおんがく」で伝える

100,000円補助金額 10人会員数

（高橋支所）

宮前の森林 里山に活力を取り戻す会

宮前の森林倶楽部益富地域会議

235

活動の目的  
里山の手入れ（下刈り、除間伐等）および
手入れで得られる材料を活用した活動に
より、里山そのものの活性化と里山保全
に対する地域住民への理解を深める。

主な活動内容  
● 下刈り、除間伐による里山の手入れ
● 遊歩道の整備
● 除間伐材による炭焼き、しいたけ作り
● 里山の材料を使ったクラフト作り

100,000円補助金額 18人会員数

（高橋支所）
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わくわく事業

美里地域会議
地域予算提案事業

神池公園を活用した美里のふれあいと絆（きずな）づくり事業美里地域会議
（高橋支所）

14,136,073円事業金額

事業の目的  
地域の住民が交流を通して連帯感を高める機会が不足して
おり、高齢化も進行している。そのため、神池公園を健康づ
くりにも配慮した地域のふれあいの場として再整備し、地域
住民の絆を深める地域づくりを促進する。
主な事業内容  
● 公園の再整備（幼児向け遊具の新設、周回路のゴムチップ

舗装、階段の改修）
● ふれあいフェスタにおいて公園リニューアルのPR

伝統芸能子供太鼓継承事業

東山町子ども太鼓保存会美里地域会議

236

活動の目的  
伝統ある郷土芸能を子どもたちに覚えさ
せ、地域の発展に努める。また、幅広く
発表できるような場づくりの提供と練習
時の規律訓練により、子どもたちの躾が
できる。

主な活動内容  
● 太鼓の修理
● 夏祭りでの演奏披露
● 自治区創立50周年記念式典での演奏披露

527,000円補助金額 15人会員数

（高橋支所）

東山町50年の歩み調査事業

東山町50年の歴史を創る会美里地域会議

237

活動の目的  
東山町50年の歴史、あゆみを調査し、
記念誌を作成することを通して、東山町
への愛着をより深める。

主な活動内容  
● 50年の歴史、あゆみについての会議
● 原稿作成、資料収集
● 50周年記念誌の製本、各家庭への配布

1,000,000円補助金額 55人会員数

（高橋支所）

伝統芸能獅子舞老朽更新事業

東山町獅子舞保存会美里地域会議

238

活動の目的  
東山町自治区創立当時から伝承している
獅子舞を通して、子どもたちの健全育成
を図り、地域づくりを推進する。

主な活動内容  
● 獅子舞の修理
●「マイタウンおいでん」での獅子舞披露
● 自治区創立50周年記念式典での獅子舞披露

300,000円補助金額 56人会員数

（高橋支所）

宝来地域福祉ふれあい事業

宝来にんじんクラブ美里地域会議

239

活動の目的  
ふれあい交流事業において高齢者に給
食を提供することで、高齢者福祉の増進
を図る。

主な活動内容  
● 高齢者向けのふれあい交流事業を開催し、 

食事を提供（毎月1回）

180,000円補助金額 9人会員数

（高橋支所）

美
里
地
域
会
議

50



美里ファームを活用した世代間交流事業

美里ファーム美里地域会議

240

活動の目的  
野菜づくりを通じてチームワークと目的
達成感を味わい、三世代交流を図る。

主な活動内容  
● 農場での野菜づくり
● ふれあいフェスタでの野菜朝市の開催
● 近隣の園児を招いて「ちびっこ芋掘り体験」の開催

100,000円補助金額 15人会員数

（高橋支所）

みさとっ子の遊び場づくり

かお・顔・かおで顔見知り会美里地域会議

241

活動の目的  
地域内の三世代交流を図り、いざという
時に当たり前に助け合える町づくりを目
指す。

主な活動内容  
● シニア世代〜子どもを含めたみんなで食事をつくり、

交流会を行う。
● 花壇を整備し、花苗の植え付けを行う。

36,000円補助金額 13人会員数

（高橋支所）

こどもの発見! おとなの発見!

こどもミュージアム美里地域会議

242

活動の目的  
子どもと大人が日頃できないいろいろな
体験を行うことにより、新しい発見をし
て好奇心を育てる機会を設け、年代を超
えた交流を図る。

主な活動内容  
● 昔あそび
● 劇づくり
● 天体観測
● おこしものづくり

92,000円補助金額 9人会員数

（高橋支所）

高齢者を対象とした給食サービス

にこにこ野見山美里地域会議

243

活動の目的  
給食サービスを通じて喋りとリフレッシュ
を提供することで、一人でも多くの方が
楽しく過ごせるようにする。

主な活動内容  
● 給食サービスの実施（年4回）
● クリスマス会の開催

70,000円補助金額 19人会員数

（高橋支所）

高齢者による花のあるふれあい事業

野見山クラブ わくわく花部会美里地域会議

244

活動の目的  
区民会館前の花壇整備や正月飾りづくり
を行い、地域の景観づくりを図る。また、
会員相互の親睦を通して、福祉・健康・
生きがいの向上に努める。

主な活動内容  
● 春の花壇花植え
● 秋の花壇花植え
● 変わりコケ玉飾りづくり
● 正月用寄せ植え鉢づくり

64,000円補助金額 24人会員数

（高橋支所）

高齢者体力アップ事業

野見山体力アップ教室美里地域会議

245

活動の目的  
教室を通して地域の高齢者が楽しく充実
した生活を送ることを目指し、寝たきり
の生活を予防する。

主な活動内容  
● インストラクター・健康づくりリーダーによる 

健康教室の開催（毎週）
● 子ども会のラジオ体操に参加

100,000円補助金額 28人会員数

（高橋支所）
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交流館花いっぱい

花のワルツ美里地域会議

246

活動の目的  
美里交流館の花壇やグリーンカーテンの
整備を行い、地域の景観づくりを図る。

主な活動内容  
● 美里交流館講座におけるグリーンカーテンづくりの 

協力
● 春・秋の花植え
● 小学生との交流会

93,000円補助金額 6人会員数

（高橋支所）

東山郵便局前花壇整備事業

東山町花愛好会美里地域会議

247

活動の目的  
東山郵便局前の花壇整備を行い、地域
の景観づくりを図る。

主な活動内容  
● 春の花植え
● 冬の花植え

70,000円補助金額 15人会員数

（高橋支所）

東山町マレットゴルフ整備事業

東山ふれあいマレットゴルフ同好会美里地域会議

248

活動の目的  
マレットゴルフコースの整備やマレットゴ
ルフ大会・指導会の開催を通して、地域
づくりを推進する。

主な活動内容  
●マレットゴルフコースの整備（人工芝、フロアサイン）
● 初心者への指導会
●マレットゴルフ大会の開催

85,000円補助金額 28人会員数

（高橋支所）

美里1区 花いっぱい事業

美里1区翔美会 花クラブ美里地域会議

249

活動の目的  
竹藪を花壇に作り変えることで環境保全
を図り、地域住民の憩いの場にする。

主な活動内容  
● 花壇の土流出防止対策、ブロック壁づくり
● 夏花の植え込み
● 冬・春花の植え込み
● 門松づくり

70,000円補助金額 34人会員数

（高橋支所）

美里老人クラブ連合会フラワー友の会

美里地区老人クラブ連合会美里地域会議

250

活動の目的  
美里交流館前を花で飾り、潤いのある美
しい通りとすることで、地域の景観づく
りを図る。

主な活動内容  
● 花壇の整備
● 春の花植え
● 秋の花植え

50,000円補助金額 26人会員数

（高橋支所）

花いっぱい運動

御立白寿会美里地域会議

251

活動の目的  
地域の住民が利用する児童館敷地内や
児童公園の花壇を整備して美観づくりを
行い、訪れる子どもから大人までが楽し
み、三世代交流やふれあいを深める。

主な活動内容  
● 花壇の整備
● 春の花植え
● 秋の花植え

100,000円補助金額 207人会員数

（高橋支所）
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わくわく事業

藤岡地域会議
地域予算提案事業

緑と人の集うまちづくり事業藤岡地域会議
（藤岡支所）

7,188,705円事業金額

事業の目的  
「藤岡石畳地区地域づくり協議会」との共働により、石畳ふれ
あい広場をこれまで以上に人と情報の行き交う場所・健康づ
くりの拠点として整備する。

主な事業内容  
● 足湯懸垂幕の作成
● 足ツボ遊歩道と健康遊具の設置
● 朝市等イベントのPR

戸越峠周辺環境整備事業

まちづくりネットワークぺんぎんむら藤岡地域会議

252

活動の目的  
藤岡の自然を守り、文化を育て、「子ども
たちに誇れるふる里づくり」を目指す。

主な活動内容  
● 戸越峠の環境美化活動
● 第10回クリーン大作戦in戸越峠
● ペンギンバンドによるPR活動

184,000円補助金額 8人会員数

（藤岡支所）

藤岡飯野地区まちづくり事業

藤岡飯野地区まちづくり協議会藤岡地域会議

253

活動の目的  
地域の連携・一体性を確保するとともに、
当地区を藤岡の中心としてふさわしい

「まち」を目指す。

主な活動内容  
● 里山整備・河川美化
● 夏祭りの開催
● 飯野まちづくりフェスタの開催
● まちづくり勉強会の開催

534,000円補助金額 33人会員数

（藤岡支所）

笹窯陶芸体験事業

陶芸クラブ笹の会藤岡地域会議

254

活動の目的  
室町時代の穴窯（復元）である笹窯の存
在を地域の人に知ってもらうため、陶芸
体験を提供する。
学校や他の団体へ呼びかけ、陶芸体験
事業を行うことで、この地域の文化を伝
えていく。

主な活動内容  
● 陶芸体験（形成作業）
● 陶芸講座の開催
● 素焼き・窯入れ・本焼き・窯出し
● 作品展示

522,000円補助金額 13人会員数

（藤岡支所）

地域力開発事業

下川口創
つ く る

造会藤岡地域会議

255

活動の目的  
『住んでみたい、住んで良かった、もっと
良くしたい』と、誇りと意欲のあふれる
地域を創る。
歴史・文化を活かした魅力あふれる地域
づくりを、全員参加による協働作業で推
進して、地域力の向上に努める。

主な活動内容  
● 地区整備 
（休耕田やこもれび街道の整備、コスモス植栽等）

● 大沢池・こもれび街道の紅葉ライトアップ
● 地区内の史跡案内看板の設置

599,000円補助金額 40人会員数

（藤岡支所）
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木瀬地区の里山づくり事業

木瀬四季の里山づくり実行委員会藤岡地域会議

256

活動の目的  
歴史と伝統と豊かな自然に彩られた木瀬
地域で、地域の一体性と地域住民の生
きがいづくり、そして地域と地域経済の
活性化に寄与する。

主な活動内容  
● 散策路整備（不動の滝から秋葉山山頂）
● ほたるの飼育と観賞イベントの開催
● ふじおか紅葉まつり協賛（コンサート・ライトアップ）
● ふじの木の剪定

989,000円補助金額 90人会員数

（藤岡支所）

高齢者・障がい者生活支援事業

朗読の会藤岡地域会議

257

活動の目的  
高齢・障がいなどの理由で「ふじおか支
所だより」「広報とよた」など市政に関す
る重要な情報の入手が困難な方に、いつ
までも健康者と同様、地域社会に関心を
持ち参加してもらう。

主な活動内容  
● 各種市政情報の収集、選定
● カセットテープへの録音、コピー作成
● カセットテープの配布

60,000円補助金額 7人会員数

（藤岡支所）

伝統文化の継承事業

藤岡歌舞伎藤岡地域会議

258

活動の目的  
藤岡地区で昔から広く親しまれてきた伝
統芸能の歌舞伎を地元住民の手により
復活させて、後世へ伝えていく。

主な活動内容  
● ふじまつりでの歌舞伎公演
● 子ども向け歌舞伎体験教室の開催
● 小学校における体験学習の実施

331,000円補助金額 12人会員数

（藤岡支所）

公園整備とふれあい事業

3つくりアイデアサークル藤岡地域会議

259

活動の目的  
御作東部児童遊園を区民が安全に集え、
ふれあうことができ、また健康づくりの
拠点となるよう整備する。

主な活動内容  
● 公園整備（草取り、支障木伐採、遊具ペンキ塗り等）
● ふれあいイベントの開催 
（くす玉製作、ディスクドッヂ大会など）

213,000円補助金額 20人会員数

（藤岡支所）

藤岡石畳地区地域活性化事業

藤岡石畳地区地域づくり協議会藤岡地域会議

260

活動の目的  
温泉資源の有効活用と石畳ふれあい広
場及び藤岡山村広場を中心としたふれ
あいのある地域づくりを目指す。

主な活動内容  
● 出張足湯の実施
● 朝市や各種季節イベントの開催
● 石畳ふれあい広場の利用促進PR

771,000円補助金額 49人会員数

（藤岡支所）

迫ふれあいの里づくり事業

迫次創会藤岡地域会議

261

活動の目的  
迫地区の西ノ入池から秋葉神社周辺に
散策路や交流広場などを新たに設け、
地域住民の出会いや交流、健康づくりな
どに資する「ふれあいの里」を整備する
ことで、活力と魅力ある迫地区の発展に
寄与する。

主な活動内容  
● 西ノ入池の進入路整備
● 秋葉神社の周辺整備
● 桜・モミジ・しだれ桃の植樹
● 広報紙「迫 次創会だより」の発行

562,000円補助金額 27人会員数

（藤岡支所）
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ふじおかブランドプロジェクト

特定非営利活動法人 アースアズマザー藤岡地域会議

262

活動の目的  
藤岡の地域資源に着目し、藤岡ならでは
の特産品を産み出し、新たな地元産業
創出とまちづくりを目指す。

主な活動内容  
● 食をテーマにしたアンケートの実施
● 農水省6次化産業プランナーによる講演会、 

勉強会の実施
● 開発品の品評会の実施

174,000円補助金額 73人会員数

（藤岡支所）

わくわく事業

藤岡南地域会議
地域予算提案事業

災害時の自助・共助力向上事業藤岡南地域会議
（藤岡支所）

76,066円事業金額

事業の目的  
藤岡南地域は、新興住宅地が多く近隣の付き合いが希薄で
あり、大規模災害発生時の行動の遅れや対応が懸念される。
そのため、大規模災害発生時における“自助・共助”への強い
意識を醸成する。
主な事業内容  
● 年齢階層別防災講座の開催
● 避難所運営ゲーム（HUG）の実施
● 防災講演会の開催
● 防災に関する啓発

育児サークル事業

ミルキーの会藤岡南地域会議

263

活動の目的  
藤岡地区で同世代の子供を持つ親同士
の知り合うきっかけの場、コミュニケー
ションの場、育児ストレス発散の場にし、
安心して住みやすい地域作りを目指す。

主な活動内容  
● 季節に合わせた親子イベントの実施
● 育児の悩み等についての情報交換会の開催

27,000円補助金額 11人会員数

（藤岡支所）

西中山川環境浄化・景観整備事業

西中山自治区藤岡南地域会議

264

活動の目的  
地域課題解決のための事業を計画し、
地域住民の参加で事業をすすめ、住みよ
い地域づくりを目指す。

主な活動内容  
● 西中山川の水質浄化活動
● 大池ふれあい散策道などの景観整備

856,000円補助金額 3169人会員数

（藤岡支所）

ほたるカワニナ養殖放流事業

ほたるカワニナ同好会藤岡南地域会議

265

活動の目的  
西中山自治区と一体になって西中山川の
浄化に努め、ほたる・カワニナの環境を
整備して、ほたるの里づくりを推進する。

主な活動内容  
● ほたるに適した成育環境の整備
● ほたる・カワニナの飼育
● ほたるの幼虫放流イベント
● 環境講演会の開催

496,000円補助金額 10人会員数

（藤岡支所）
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大池マレットゴルフ場運営事業

マレットゴルフ同好会藤岡南地域会議

266

活動の目的  
生涯スポーツ振興地区づくりを推進する
ため、西中山自治区や地元企業と協力
して、マレットゴルフ場の運営・整備と
普及活動に取り組む。

主な活動内容  
● 休憩所作り
● 花壇作り
● 水道設置

1,000,000円補助金額 26人会員数

（藤岡支所）

藤営のまちづくり事業

藤営まちづくりの会藤岡南地域会議

267

活動の目的  
藤営自治区の中で様々な取組を企画・実
施して、うるおいのあるまちづくりの一端
を担う。

主な活動内容  
● 朝市の開催
● 花の溢れるまちづくりの推進

170,000円補助金額 12人会員数

（藤岡支所）

白地釜池公園整備事業

深見自治区協力会藤岡南地域会議

268

活動の目的  
地域住民の憩いの場を提供するため、
深見町の白地釜池公園にてマレットゴル
フ場の整備に取り組む。

主な活動内容  
●マレットゴルフ場の造成・整備

1,000,000円補助金額 26人会員数

（藤岡支所）

障がい児者活動支援事業

特定非営利活動法人 豊田ラステン藤岡南地域会議

269

活動の目的  
障がいを持つ人たちと共に活動すること
で、社会参加の機会を見つけだすことと、
地域の障がいに関する理解を深めるこ
とを目指す。

主な活動内容  
● 障がい児者の日中活動支援
● 夏休み障がい児ふれあいサマースクールへの 

参加・協力

94,000円補助金額 25人会員数

（藤岡支所）

食育、美育、有機農業推進による健康都市づくり事業

健康都市ネットワークはなもも藤岡南地域会議

270

活動の目的  
食育、美育、有機農業についての知識と
技術を普及させ、地域住民の健康づくり
に寄与し、また“健康を中心としたまち
づくり”に対する住民意識を高めること
を目指す。

主な活動内容  
● 教育・食育アドバイザーによる講演会の開催
● 有機農法セミナーの開催
● 中山小学校工作クラブとの連携事業
● 地域イベントでのブース出展

262,000円補助金額 5人会員数

（藤岡支所）
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わくわく事業

松平地域会議
地域予算提案事業

地域生活交通の充実を図る事業松平地域会議
（松平支所）

3,404,218円事業金額

事業の目的  
子どもの安全な遠距離通学手段の確保及び地域生活交通の
充実

主な事業内容  
● 松平ともえ号による通学支援
● バス停の増設
● 定時路線の見直し

裸まつり  天下祭のPR事業

松平 座主会松平地域会議

271

活動の目的  
● 松平と「天下祭」を幅広くPRすること

により、地域伝統文化の継承とまちお
こし

● 来場者に分かりやすい案内

主な活動内容  
● 天下祭案内看板の作成設置撤去
● 親氏公600年祭大看板（鵜ケ瀬町）の修繕

370,000円補助金額 15人会員数

（松平支所）

巴川金魚花火などによる地域活性化事業

松平地区金魚花火実行委員会松平地域会議

272

活動の目的  
復活した金魚花火まつりを継続させ、
伝統行事を地元住民の力により開催し、
多くの地域住民の参加を得て地区全体
活性化を図る。

主な活動内容  
● 練り等の行われる道路やイベント会場、花火を見物

する周辺を照明し、まつり参加者の安全を確保する。

800,000円補助金額 12人会員数

（松平支所）

松平わくわくフェスタ

松平地区コミュニティ会議松平地域会議

273

活動の目的  
更なる地域力の向上を図るため、地区の
住民が世代や地域を超え、集い、楽しみ、
学び、支えあう、松平の各地域をつなぐ
中心イベントとして実施する。

主な活動内容  
● ふれあい運動会、文化芸能発表、縁日（子ども広場）、

消防団消防啓発模範演技、食品バザー…等

400,000円補助金額 3,300人会員数

（松平支所）

滝脇学区 元気! プロジェクト推進事業

つばさと根っこの会松平地域会議

274

活動の目的  
小学校を中心とした特色ある地域づくり、
そのPR活動を行い、小規模特認校制が
適用されている滝脇小学校に通う児童を
増やし、地域活性化をねらう。

主な活動内容  
● 小学校と連携を取り、学習林である野鳥の森の整備

活動を地域一体となって行う。
● 地域のPRのため、小学校で行う滝っ子まつり
（9/29開催）の起案、実行。

730,000円補助金額 110人会員数

（松平支所）

松
平
地
域
会
議
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六所地域に伝わる郷土芸能（棒の手）を継承する事業

六所 郷土芸能を継承する会松平地域会議

275

活動の目的  
「六所郷土芸能を継承する会」を組織化
し、郷土芸能の継承を進めると同時に広
く棒の手の普及を図る。

主な活動内容  
● 棒の手の歴史をはじめ棒の手の学習
● 市内外に伝わる棒の手の見学
● 棒の手の技量体験
● 文化イベントに参画、演技発表

680,000円補助金額 35人会員数

（松平支所）

穂積製糸跡保存整備事業

穂積製糸跡保存会松平地域会議

276

活動の目的  
明治後期から大正にわたりこの地域の産
業・経済の発展に貢献したことを高く評
価し、その遺構を地域の誇る産業遺産と
して保存・整備し後世に伝える

主な活動内容  
● 保存整備のための草刈清掃作業
● 穂積製糸に関する調査、研究
● 啓発用リーフレット発行
● 案内看板作成

195,000円補助金額 15人会員数

（松平支所）

地域の自然を生かした健康の場づくり

夢くらぶ 山音松平地域会議

277

活動の目的  
荒廃している林野（旧畑地）を地域住民
が集えるふれあいの場として整備し、マ
レットゴルフ、ウオーキング等を実施し
体力維持と健康づくりを勧める

主な活動内容  
● 山林整備、整地工事、コース作り

204,000円補助金額 11人会員数

（松平支所）

天然資源（竹材）を生かした特色ある和紙作りと生活文化の向上

松平竹和紙研究会松平地域会議

278

活動の目的  
竹和紙としての特色を更に生み出す活動
をするとともに、地域の子どもたちに紙
すきの体験活動を広げる。

主な活動内容  
● 竹和紙のオリジナル性を生み出す作品作りに挑戦。
● 紙すき体験活動（小学校、少年自然の家、交流館等）
● 地区内外の講座やイベントに参加

140,000円補助金額 15人会員数

（松平支所）

里山保全のお手伝いと孟宗竹を利用した物づくり

大内竹工房松平地域会議

279

活動の目的  
● 竹山の整備により大給地域の里山の

保全を図る
● 竹細工を通じ自然環境の大切さ、環境

意識を高める
● 荒れた孟宗竹山を美しい竹林に（里山

保全のお手伝い）

主な活動内容  
● 孟宗竹切り、孟宗竹細工、雑木林の伐採
● 竹炭焼き、木炭焼き、通学路整備

109,000円補助金額 12人会員数

（松平支所）

坂上町史跡マップの増版と活用拡大

坂上町史跡保存会松平地域会議

280

活動の目的  
健康ウオーキング、ふれあい祭り（イベ
ント）、児童の地元歴史学習の教材とし
て更なる活用

主な活動内容  
● 初版を一部改良して3,000枚増版 

配布予定：自治区・観光協会・交流館・学校・ 
近隣主要箇所（高月院・六所苑・野外センター等）

135,000円補助金額 11人会員数

（松平支所）

松
平
地
域
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【支所連絡先一覧】

旭支所 旭 〒444ｰ2892
小渡町船戸15ｰ1 0565ｰ68ｰ2211

足助支所 足助 〒444ｰ2424
足助町宮ノ後26ｰ2 0565ｰ62ｰ0601

稲武支所 稲武 〒441ｰ2513
稲武町竹ノ下1ｰ1 0565ｰ82ｰ2511

小原支所 小原 〒470ｰ0592
小原町上平441ｰ1 0565ｰ65ｰ2001

上郷支所 上郷・末野原 〒470ｰ1218
上郷町5ｰ1ｰ1 0565ｰ21ｰ0001

地域支援課
（挙母事務所）

逢妻・朝日丘
梅坪台・崇化館・豊南

〒471ｰ8501
西町3ｰ60 0565ｰ34ｰ6629

猿投支所 井郷・石野・猿投
猿投台・保見

〒470ｰ0373
四郷町東畑70ｰ1 0565ｰ45ｰ1214

下山支所 下山 〒444ｰ3242
大沼町越田和37ｰ1 0565ｰ90ｰ2111

高岡支所 前林・竜神
若園・若林

〒473ｰ0933
高岡町長根51 0565ｰ53ｰ2694

高橋支所 高橋・益富・美里 〒471ｰ0014
東山町2ｰ1ｰ1 0565ｰ80ｰ0077

藤岡支所 藤岡・藤岡南 〒470ｰ0493
藤岡飯野町田中245 0565ｰ76ｰ2101

松平支所 松平 〒444ｰ2216
九久平町寺前16 0565ｰ58ｰ0001

支 所 名 担当地域会議 住　　所 電話番号
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豊田市役所　社会部　共働推進室　地域支援課
〒471ｰ8501　愛知県豊田市西町3ｰ60

TEL：0565ｰ34ｰ6629（直通）　FAX：0565ｰ35ｰ4745
E-Mail：chiikishien@city.toyota.aichi.jp

地域予算提案事業
わくわく事業

平成25年度

事例集


