
旭地区の人口と世帯数（令和３年２月１日現在） 

人   口    ２，５４４名 （前月比 －３人 ）

世 帯 数      １，０６０世帯（前月比 ＋３世帯）

空き家情報バンク制度による移住実績

令和２年度(２月２８日現在)

制度開始(平成２２年度)以降の累計

８組 １２名 

７８組１８８名 

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

今年度の調査では、秋を中心にクマの出没が確認されています。旭地区には多くの柿の木があ
り、クマが集落近くに出没する原因の一つになっているようです。利用する予定のない柿の木は
伐採し、必要な木にはトタンを巻くことがクマの出没回避に繋がります。 

ツキノワグマ対策    
集落への出没を防ぐ果樹のトタン巻き 

 ２月１０日（水）、上中町と一色町で、クマ対策講習会が開催さ
れました。 
講習会では、クマの生態や被害を防ぐ対策に詳しい専門家を招
き、柿の木にトタンを巻いて、クマが柿の木に登れないようにする
ことで、集落へのクマの出没を防ぐ方法が実演されました。 
柿や栗の木へのトタン巻きは、クマが多い地域では一般的な対
策の一つで、木の形に合わせて、クマの手足が掛からないようにト
タンを巻くことがポイントです。 
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クマの爪がかかりにくく滑って登れない状態



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。

■旭地域会議年間活動記録（定例会での主な協議内容） 
開催日等 主な協議内容等

第１回 4月 23日 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

第２回 5 月 9日 （書面開催） ・わくわく事業審査（１２団体）

第３回 6 月４日 

・令和元年度地域予算提案事業の実施結果及び令和２年度事業について
・第 1次旭地区まちづくり計画【H23～R2】の総括について 
・第 2次旭地区まちづくり計画【R3～R12】策定について 
・令和 2年度わくわく事業の事業採択及び交付決定について

第 4回 7月２日 ・わくわく事業プレゼンテーション及び審査（未来に種をまこう枠） ・地域カルテから言える旭地区の傾向と特徴について

第 5回 8月６日 ・地域予算提案事業の取組状況と令和３年度の方向性について・次期まちづくり計画の骨子について

第 6回 9月３日 ・次期まちづくり計画の基本理念について・次期まちづくり計画前期５か年計画（2021～25）の取組について

第７回 10月１日
・次期集落ビジョンの策定について
・令和３年度地域予算提案事業（新規・継続）について
・次期まちづくり計画前期５か年計画（2021～25）の取組について

第 8回 11月５日 ・次期まちづくり計画における SDG s の推進について  
・次期まちづくり計画前期５か年計画（2021～25）の取組について

第 9回 12月３日
・きらきらウエルネス地域推進事業について（保健部地域保健課） 
・空き家管理制度（地域予算提案事業）について 
・令和３年度わくわく事業旭地域ルール及び「未来に種をまこう枠」について

第 10回 １月７日 

（書面開催） 
・第２次旭地区まちづくり計画全体ページ構成及び計画書（案）について
・令和３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
・第 2次旭地区まちづくり計画の地域住民への共有方法について

第 11回 ２月 10日
（書面開催） 
・第 2次旭地区まちづくり計画書（案）について 
・旭地区健康づくり計画（案）について（保健部地域保健課）

第 12回 ３月 10日

（予 定） 
・次期集落ビジョンの策定について 
・旭地区健康づくり計画（案）について（保健部地域保健課） 
・令和 2年度旭地域会議の振り返り
・次年度旭地域会議での協議内容について

令和２年度 旭地域会議の活動報告  ～旭地域会議からのお知らせ～

旭地域会議では、１か月に１回、各自治区から推薦された方など１６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。
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■令和２年度 わくわく事業実施団体及び事業名 
幸せの黄色いハンカチ運動の会 
安否確認旗の活動

あさひガキ大将養成委員会 
森は私たちを育て、いつかは田舎へ事業

メグ友会 
福祉農業実践プロジェクト

あさひ根っ子の会 
林育推進事業

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

おどの夢をかなえる会 
小渡商店街休憩所整備事業

旭ＧＳボランティア 
地域減災啓発事業

有間竹林愛護会
竹林の環境整備事業

みんなのしきしまプレーパーク
地域の施設とコミュニティ、
特色を活かした、魅力ある
子育て環境整備事業

旭もくもく会 
あさひの木を使おまい事業

ヤギ飼いの会 
ヤギとわくわくプロジェクト

歴史と自然豊かな押井づくりの会
 持続可能な農村モデル事業

旭中サンライズプロジェクト 
旭中サンライズプロジェクト事業

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２年度は、７つの事業に取り組んできました。主な事業を紹
介します。

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３年３月１日(月)～３月３１日(水) 
○応募期間 令和３年４月１日(木)～４月 ９日(金) 
○公開審査会 令和３年５月８日(土) 

事業名 主な取組内容

旭木の駅プロジェクト推進事業【9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」
【8年目】

花をテーマにした拠点を整備し、観光客増加による
地域活性化を進める。

あさひ高齢者見守り事業【7年目】
「暮らしのコンシェルジュ事業」として高齢者の移
動手段を調査し、住み慣れた地域で安心して暮らせ
る仕組みづくりを進める。

旭特産品ブランド化推進事業【3年目】 特産品の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。 

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２年度は下記の１３団体が活動しました。

『令和３年度 旭地区 わくわく事業』を募集します！

令和２年度 旭地区 地域予算提案事業

令和２年度 旭地区 わくわく事業

「おどの夢をかなえる会」と「旭もくもく会」

による小渡商店街休憩所の木質化作業 
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敷島自治区の話題 

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

地域の話題 

～ 新しい仲間を紹介します！～

豊田市空き家情報バンク制度を利用して、榊野町
に竹内さん一家が仲間入りしました。 
ご家族の構成は、智美（ともみ：お父さん）さん、
支保子（しほこ：お母さん）さん、凛（りん）さん、
庸（よう）くん、環（たまき）くんの５人家族です。
「豊田市の山間地域で開催された、田植え体験に参
加し、子どもたちが泥んこになって走り回ったり、
遊ぶ姿をみて、田舎暮らしに魅力を感じ移住を決め
ました」と、話されました。どうぞよろしくお願い
します。 

       （敷島自治区からの投稿記事） 

写真左から、お父さん、りんさん、たまき
くん、お母さん（ようくんはバスケットの
練習で不在でした。） 

★新設２か所
予約便 ：島崎町石原、渓流荘前

★移設２か所 
予約便・定期便：上時瀬（110ｍほど移動します）、小田（280ｍほど移動します）

詳細については、今月号で配布の 
時刻表等でご確認ください。 

※令和３年度の旭コッキーバスに運行時間の
変更はありませんが、おいでんバスの一部に 
時刻変更がありますのでご注意ください。

【問合せ】豊田市役所 旭支所 市民生活担当 TEL６８-２２１３ 
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「緊急メールとよた」は、緊急情報（市内で発生した犯罪情報、地震の震度情報など）や気象情
報（気象台から発表された注意報・警報・特別警報など）をメールで受け取るサービスです。 
災害等が発生したり、発生のおそれがあるときに、自分がどのように行動をとるべきかを判
断するための、情報収集手段の一つとしてご活用ください。 

足助消防署 旭出張所 TEL６８－１１１９ 

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】

「緊急メールとよた」に登録して災害等に備えましょう！ 

1
QR コード®を読み取ってサイト
にアクセス 

空メールを送信

◆PC、携帯電話等での登録

足助消防署旭出張所からのお知らせ

足助警察署からのお知らせ 足助警察署 TEL６２－０１１０ 

～ 若者を非行や犯罪被害から守りましょう ～

 春は、進級、進学、就職等で生活環境が大きく変わる時期。生活リズム、行動範囲、交友関係な
ども変わりやすく、新しい環境に馴染めずに孤立したり、ちょっとした気の緩みから深夜の外出、
喫煙、飲酒などの不良行為や、非行を犯して補導される若者が後を絶ちません。 

若者が凶悪、粗暴な犯罪の被害に遭ったり、近年ではＳＮＳ、出会い系サイトやスマー 
トフォンのアプリに関係した性的被害を受けるケースも多発しています。 
若者達を非行や犯罪被害から守るために、家庭や地域で若者との対話を増やしましょう。
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 「火事と救急は１１９番」・・・解っていても、いざ！となると慌ててしまい、 
現場の場所を伝えられないことがあります。 
よくある例として『浅谷町の消防太朗です。』これでは「浅谷町と言っても 
広過ぎて何処だろう？」となってしまいます。
必ず『浅谷町下万場 303番地 2の消防太朗です。』と詳しく伝えてください。
住所が分からない場合は、周辺の目印になる建物や近くの電柱番号等をお伝えください。 

地震情報
2月 18日 04:04【豊田市】
地震が発生しました。
付近の方は余震等に十分注意してく
ださい。
安全のため、以下の行動を心がけて
ください。
(1)周りの状況を確認し、身の安全を
確保してください。
(2)テレビやラジオなどから正しい情
報を収集し、落ち着いて行動してく
ださい。
■発表日時：2021年 2月 18日
04時 02分
■発生日時：2021年 2月 18日
03時 58分
■発生規模：マグニチュードM4.2 
■震源地情報：愛知県西部

北緯 度 東経 度 深さ

気象情報
8月 31日 20:34【豊田市】
○発表日時：2020年
8月 31日 20時 32分
○対象地域
[豊田市東部] 
発表
・大雨注意報 土砂災害注意

◆◆ 受信メールの例◆◆



（公財）豊田市文化振興財団
6

〒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

～忘れ物について～

旭交流館敷地内で、拾得した忘れ
物・落とし物は、交流館で３か月保
管しています。持ち主が現れない場
合は、処分させていただきますの
で、ご了承ください。 

～予約システムのお知らせ～
令和 3年 4月からパソコンやスマホで、部屋の
空き状況を確認する事ができ、利用者登録をする
と、利用予約ができるようになります。（※使用料
を窓口でお支払い頂き、利用許可書を受け取り予
約完了となります。）不明な点はお気軽に交流館職
員にお尋ねください。

２月２日（火）から２月28日（日）
まで HANA 己書道場の皆さんによる
ロビー展示を行いました。
一つひとつの文字に思いが込めら
れており、見る人を魅了しました。

3月は、有間町の佐藤友泰さんによ
る紙すきの作品と、ヘルスサポート
リーダーさんの活動報告を展示して
います。ぜひ、旭交流館に足をお運び
ください。 

～桃の節句を彩る～
巻き寿司づくり

 ２月 25日（木）旭交流館講座「～桃の節句を
彩る～巻き寿司づくり」を開催しました。
当日は、9名の参加があり、巻き寿司づくりを
とおして参加者同士、交流を深めることができま
した。 
講座開始前には、検温や、手指消毒を行い、調
理中は手袋をはめて作業するなど、コロナウイル
ス対策を行いながら開催しました。 


