
 
旭地区の人口と世帯数（令和２年 ２月１日現在） 

人   口        ２，６２６名 （前月比 ＋２人） 

世 帯 数      １，０８６世帯（前月比 ＋７世帯） 

空き家情報バンク制度による移住実績 

令和元年度(２月２８日現在)  
制度開始(平成２２年度)以降の累計   

４組  ９名 

６７組１６４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

しきしま暮らしの参観日が行われました！

※あさひげんき通信は、豊田市ホームページからカラーでお楽しみいただけます。  豊田市 旭支所だより  検索 

  

 

 ２月２日（日）敷島自治区で定住希望者を募り  

空き家を見学する“ しきしま暮らしの参観日 ”が 

開催されました。 

当日は県内外各地から移住を希望する、１２組２６

人が参加し、敷島自治区内の空き家登録物件４件の内

覧を行いました。参加者たちは建物の中を細かく見学

したり、家主に質問するなど、熱心に建物の状況を確

認していました。 

 内覧終了後は和やかな雰囲気の中、敷島会館で各町内会長から空き家物件ごとに町内会情報

が説明され、参加者は山での山菜採りや、川での魚釣りなど田舎暮らしの楽しみ方についての

質問や地域のお役の回数や内容など、地域で暮らして行くための情報を確認していました。 

 今回の見学後、早ければ、定住希望者は地域面談を経て、４月には空き家交渉を終え、移り

住む予定です。地域に溶け込んでくれる仲間が増えるといいですね。 

 

１ 

万根町の内覧の様子 

小田町の内覧の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の話題 
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旭 高 原 元 気 村 

 
２月３日（月）、小渡こども園で節分の豆

まきが行われました。先生から豆まきの話

を聞いた後、牛乳パックや色紙で作ってお

いたオリジナルの升に豆を入れたら準備完

了です！ 

 太鼓の音と共に大きな鬼が現れると、園

児たちは鬼を追い払おうと、鬼にめがけて

豆を一生懸命に投げました。 

鬼を追い払った後、園児たちは安心して

にっこり笑っていました。 

小渡こども園で“豆まき”が行われました！

～笹戸もみじ会 (自治区敬老会 )～
~ 百 景～ 

笹戸自治区の話題 
  

９月８日（日）、寿楽荘にて「笹

戸もみじ会」を開催しました。 

１７人のもみじ会員に御参加い

ただき、来賓と役員を合わせ、総

勢４１人で盛会に長寿を祝うこと

ができました。 

 来年も皆さんと元気にお会いで

きるよう、これからも健康と笑顔

でお過ごしください。役員、生活

部員の皆様、お疲れさまでした。 

 （笹戸自治区からの投稿記事） 

新型コロナウイルス感染症の相談窓口のご案内 

新型コロナウイルス感染症についてのご相談は下記の電話相談窓口をご利用ください。 
 

電話相談窓口  電話 ３４－６０５２（一般相談） 
 

帰国者・接触者相談センター  電話 ３４－６５８６  

１)風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４日以上続く方 

２)強いだるさや(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方 

３)重症化しやすい以下の方は、上記 1）または 2）の状態が２日程度続く場合 

・高齢者及び糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けて 

いる方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

４) 妊婦の方（念のため重症化しやすい方と同様にお早めに） 

受付時間 

 午前９時～午後５時(平日) 

※上記時間外については、 

緊急時のみ 0565-31-1212 

 



地域の皆様からの要望を受け、４月１日（水）からバス停を下記のとおり設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 足助消防署旭出張所からのお知らせ～消防車や救急車の緊急走行にご協力を～ 

  消防自動車や救急自動車などの緊急自動車は、消火活動や傷病者の搬送など、緊急度の高い

用務を行うことから、一刻も早く災害現場や医療機関に到着する必要があります。そのため、

道路交通法で、道路の右側部分に車体をはみ出して通行することや赤信号の交差点に進入でき

ることなどの特例が認められて 

います。 

 

  

【緊急自動車が接近してきた場合の対応】 
○ 周囲の状況に応じて速やかに進路を譲ってください。 

○ 交差点付近では、交差点内の進入を避けて道路の左側

によって一時停止してください。 

○ 狭い道路などで一時停止する場合は、消防車両の通行

に支障のないように配慮してください。 

★予約便･･･予約をした時間とバス停にバスが止まります。 

新設１か所：榊野平野口 

 移設１か所：あさひ荘前（バス停設置場所を道路を挟んだ反対側に移設します。） 
 

 

 

 

 

詳細については、３月号で配布の 

時刻表等でご確認ください。 

 
  
 

 

【問合せ】豊田市役所 旭支所 市民生活担当 TEL６８-２２１３ 

 
  
 

３ 

足助警察署からのお知らせ 足助警察署 TEL６２－０１１０ 

～警察官採用～あなたも地域を「守る人」になりませんか～ 

 警察官や警察職員は『県民の安全と安心を守る』ための仕事をしています。 

  ○パトロールなどの地域に密着した活動で県民を守る。 

  ○犯罪の起きにくい社会、安全なまちづくりを進めることで県民を守る。 

  ○地道な捜査で事件を解決し、被疑者を検挙することで県民を守る。 

  ○交通指導や取締りなどによって交通事故から県民を守る。 

  ○災害やサイバー攻撃、テロ・ゲリラなどから県民を守る。 

  

 
  警察官・警察職員の業務は非常に幅広く、あなたの能力を発揮

できる場所が必ず見つかります。 

あなたの力を必要としています。あなたも「守る人」になりま

せんか。 

【問合せ】足助消防署 旭出張所 TEL６８－１１１９ 

 自動車やバイクなどの運転中 

にサイレンを鳴らし赤色警光灯 

を点灯させた緊急自動車が接近 

してきた場合には、進路を譲っ 

ていただき、スムーズな緊急通 

行ができるようご理解、ご協力 

をお願いいたします。 



地域会議とは… 

 地域会議とは、地域の皆さんの様々な意見をまとめ、市役所と地域の皆さんが一緒になって

まちづくりを推進していくために設置された行政機関です。地域課題や地域づくりについて話

し合い、地域でできることの検討や市役所への提言などが主な役割です。 

旭地域会議では、１か月に１回、旭地区の各自治区から推薦された方など１７人で、地域予

算提案事業やわくわく事業の審査、まちづくり計画などについて議論しています。 

  
■旭地域会議年間活動記録（定例会での協議内容等） 

開催日等 主な協議内容等 

第１回 4 月 25 日 
・旭支所の主要事業と支所体制について ・年間活動計画について  

・平成３０年度わくわく事業の実績について ・わくわく事業事前審査 

第２回 5 月 11 日 
・わくわく事業公開プレゼンテーション（５団体）及び審査（１０団体） 

・旭ビジョンの振り返りについて 

第３回 6 月 6 日 
・わくわく事業審査結果及び追加募集について 

・次期旭地区まちづくり計画の策定体制について 

第 4 回 7 月 4 日 

・わくわく事業プレゼンテーション及び審査（追加募集分）（１団体） 

・令和２年度地域予算提案事業について 

・旭地区まちづくり計画の概要及び振り返りについて 

第 5 回 8 月 1 日 

・わくわく事業プレゼンテーション及び審査（追加募集分）（１団体） 

・旭中学校分科会ワークショップについて 

・次期旭地区まちづくり計画策定方針について 

第 6 回 9 月 5 日 
・第８期地域会議委員の選考スケジュールについて 

・次期旭地区まちづくり計画の策定について 

第７回 10 月 3 日 

・第２６回６支所７地域会議委員情報交換会について 

・第１回旭地域会議委員選考委員会の開催結果について 

・旭中学生へのまちづくりアンケートの実施について 

・令和元年度地域予算提案事業の進捗状況について           

・旭地区のまちづくり計画に係る自治区意見交換会の実施について 

第 8 回 11 月 7 日 

・山村地域の定住促進に向けた取組について 

・令和２年度地域予算提案事業（新規・継続）について         

・まちづくり計画策定に向けた旭地区の課題整理について  

第 9 回 12 月 5 日 

・豊田市地域活性化プランコンテスト報告会について 

・あさひげんき通信号外の配付について 

・次期まちづくり計画の基本理念及び方向性について 

第 10 回 １月９日 

・地域予算提案事業の実施状況について 

・旭中学生へのまちづくりアンケートの実施について 

・第８期旭地域会議委員の選考状況について 

・第３回旭中学校地域会議について 

・次期まちづくり計画の基本理念及び方向性について 

第 11 回 ２月６日 

・令和元年度わくわく事業活動現場視察(案)について 

・令和２年度わくわく事業実施スケジュール、募集チラシ等について 

・令和２年度わくわく事業の新たなルール設定について 

・地域カルテの更新について ・地域会議のふりかえり（第 7 期）について 

・次期まちづくり計画について 

第 12 回 ３月７日 ・わくわく事業団体現地視察 

 ４ 

 



■令和元年度 わくわく事業実施団体及び事業名 

あさひガキ大将養成委員会 

 私たちは森を育て いつかは田舎へ事業 

しきしまときめきプラン策定委員会 

しきしまときめきプラン策定事業 

水車の里 つくば 

 水車の里つくば環境整備事業 

旭もくもく会 

 あさひの木を使おまい事業 

やさしい暮らし委員会 

 やさしい暮らしがつながるプロジェクト 

有間竹林愛護会 

 竹林の環境整備事業 

旭ＧＳボランティア 

 地域減災啓発事業 

シットルカン編集部 

 地域情報誌シットルカン発行事業 

あさひ根っ子の会 

 林育推進事業 

ヤギ飼いの会 

 ヤギとわくわくプロジェクト 

メグ友会 

 福祉農業実践プロジェクト 

ビューティー惣田会 

地域性を活かした景観向上事業 

ＷＥ ＬＯＶＥ あさひを育てる会 

ＷＥ ＬＯＶＥ あさひ推進事業 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 

豊田市役所旭支所への電話は  

●地域振興担当／TEL６８－２２１１ ●市民生活担当／TEL６８－２２１３ 

【夜間・休日等職員不在時は足助支所警備員室へ転送されます】 

 

住みやすい地域づくりに向けて、地域住民が取り組む事業に対して補助金を交付する制度

で、令和元年度は下記の１３団体が活動しました。 

応募には事前相談が必要です。まずは、お気軽に旭支所  

地域振興担当（68-2211）にお問合せください。 

【補助額】１団体あたり年間 100 万円まで  
【補助率】原則９割以内 

○事前相談 令和２年３月２日(月)～３月２７日(金) 

○応募期間 令和２年４月１日(水)～４月１３日(月) 

○公開審査会 令和２年５月 9 日(土) 

※ 旭地区の未来を担う中高生に向けた 
「未来に種をまこう枠」を新設しました！  
詳しくは、配付済みのチラシを参照してください。 

 

 

 

 

水車の里 つくば による安全柵設置作業 

 （愛知学泉大学の学生さんとともに） 

令和２年度 旭地区『わくわく事業』を募集します！ 

地域の皆さんが考える地域課題の解決策を、市の事業として地域の皆さんと役割分担して実

施する仕組みです。令和元年度は、９つの事業に取り組んできました。主な事業を紹介します。 

事業名 主な取組内容 

旭木の駅プロジェクト推進事業【8 年目】 
木材資源の有効利用とモリ券（地域通貨）の発行に

よる里山林の保全や地域経済の活性化を進める。 

地域資源を活かした「花の里づくり事業」 

【7 年目】 
花をテーマにした花の里の拠点化を進める。 

定住促進事業【4 年目】 
空き家情報バンクの登録物件数を増やすとともに

定住してもらえる環境づくりを進める。 

旭特産品ブランド化推進事業【2 年目】 

 

特産品のブランド認定とパッケージ化商品の開

発・販売により地域産業の活性化を図る。 

 

旭地区の地域予算提案事業 

旭地区のわくわく事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒444-2892 

豊田市小渡町船戸 15-1 

MAIL：ph-asahi＠city.toyota.aichi.jp 

ＨＰ：http://ph-toyota.jp/guide/asahi/ 

TEL ：６８－２２１５／FAX：６８－２４９０ 

公財）豊田市文化振興財団 
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講座情報やイベント情

報など、旭地区のみなさん

にお届けできるよう、定期

的にホームページの更新

をしています。 

ぜひご覧ください♪ 

 

 NPO 法人あさひ（いこまハウス・笹戸ハウス）

にて制作されたくるみ小物の販売を旭交流館で始

めました。どれも可愛らしい物ばかりです。 

ぜひ、お立ち寄りください。 

里山にひびけ 

トーンチャイム 

～笑顔がうまれるハーモニー～ 

２０２０年５月１５日（金）午前１０時～ 

全 4回開催（5/15,21,28,6/5） 

最終日は「ぬくもりの里」で演奏します 

※詳しくは別紙、チラシをごらんください 

あたらしいことを、はじめてみよう！ 

保管期間３か月を過ぎた 

落し物・忘れ物は処分します。 

ご了承ください。 

 

 

～忘れ物について～ ２月１日（土）～２月末日まで、下切町の山岡恵さんによる

伝筆「楽書隊」の展示を交流館ロビーにて行いました。どの作

品も、気持ちが込められており、温もりのある言葉に、来館者

のみなさんが足を止め見入っていました。 

３月は三宅勲さんによる「水墨画」です。どうぞお楽しみに。 

 

 

交流館のホームページを 

検索してみてね 

旭地区コミュニティ会議 主催 
 

 ２月 23 日（日）旭地区コミュニティ会議主催の

ニュースポーツ教室を旭総合体育館で開催しまし

た。パラリンピックの競技になっているボッチャと

カローリングを体験し、子どもから大人まで夢中に

なって競い合いました。 

  

http://ph-toyota.jp/guide/asahi/

