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松平地域会議だより 
 

 
  

― 平成22年度がスタートしました ―  
  

平成 22 年 4 月 13 日地域会議委員に委嘱状が渡され、平成 22 年度がスタートしました。 

松平地区では３つの分科会を設置し地域課題を検討しています。 

【地域会議委員】 

  ◎会長：板垣清志（松平志賀町） ○副会長：蟹 釘雄（穂積町） 

健康福祉分科会 生活交通分科会 安心安全分科会 

会長：黒柳充子（松平志賀町） 会長：中根浩樹（坂上町） 会長：板垣清志（松平志賀町）

    宇野 收（岩倉町）    岡田美佐子（穂積町）     石原明美（滝脇町） 

    宇野英雄（岩倉町）    加藤 昇（林添町）     古川勇一（松平町） 

    奥野幸子（九久平町）    近藤良弘（桂野町）     山本宗男（巴町） 

    蟹 釘雄（穂積町）    鈴木敏道（王滝町）  

    中根計二（中垣内町）    高木昇三（加茂川町）  

【委員の活動(4～5 月分の会議)】 

 
 
 

 

 
 

（地域会議の様子） 

＝『松平ともえ号』の運行が変更されました＝ 
 「ともえ号」の運行が平成 22年 4 月 1日より下記のとおり変更になりました。 

① バス停の増設 

  ・予 約 専 用 ： 中垣内四ツ瀬(おぎの歯科前)、九久平団地、松平中学校、松平郷入口 

  ・長沢～A ｺｰﾌﾟ線 ： 滝脇小学校、笑いの家 

② バス停の名称変更：「柿田」から「港橋西(中村医院前)」に変更 

  ③ Ａコープ～岩倉西区民会館前～八ツ表（加茂川町）の定時運行便（金曜日）を廃止し、予約専用に 

＊「ともえ号」は定時運行時を除き電話で予約利用できます。 

＊運行日は火～金の午前７時台～午後６時台（乗車時間）です。 

＊どなたでも利用できますので、ぜひご利用ください。 

予約センター （月～金曜日 午前９時～午後７時まで） 

         ０１２０－４８９－５５４ 

回 開催日 主な内容 

１ 4/13 役員選出、会議日程について 

２ 4/28 
通学路の安心安全の推進を図る事業について 

わくわく事業審査基準について 

３ 5/12 わくわく事業プレゼンテーション 

４ 5/13 わくわく事業審査（１２件） 

第１０号 

発 行 日 平成２２年６月１日 
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＝ 平成 22 年度わくわく事業第一次募集の審査 ＝ 
 

平成 22 年 5 月 12 日（水）午後６時から松平コミュニティセンター実習室で、わくわく

事業補助金申請のあった 12 団体がプレゼンテーションを行いました。 
（審査会の様子） 

 

 

 

 

 

 

 
 

■補助団体、事業の概要                         単位：円 
補助申請額

団 体 名 事  業  名 事 業 の 概 要 
交付決定額

40,000
加茂川成寿会 加茂川花いっぱい事業 

花壇に植栽し、会員の親睦・環境美化・

住民の交流促進を図る 40,000

180,000
中垣内老人クラブ 花とみどりの会 

道路沿いに花壇を作り花で飾り潤いのあ

る美しいまちづくりをめざす 170,000

80,000巴町まちづくり 

委員会 
ふれあい、花壇整備 

ふれあい公園内と周りに花いっぱい活動

の場をつくる 80,000

764,000Ｂ２９の里整備 

実行委員会 
Ｂ２９の里整備事業 

Ｂ２９が墜落して６５年の節目にあたっ
て、歴史認識の継承と戦争の悲惨さの発信
基地とする 764,000

185,000松平地区 

教育懇談会 
あいさつ運動の推進 

あいさつを通じ、地域を挙げて青少年の

健全育成を目指す 185,000

750,000
Young 松平音頭 

伝統芸能(松平音頭)の 

継承 

伝統・文化・郷土芸能の継承を通して青

少年の健全育成と住みよい地域づくり 750,000

384,000
松平わ太鼓 

伝統芸能継承及び 

青少年健全育成 

和太鼓を使用し、伝統芸能の継承と青少

年の健全育成を図る 384,000

370,000松平竹和紙 

研究会 

天然資源(竹材)を生かし
て特色ある竹紙づくりと
生活文化の向上 

今までの竹紙づくり活動をふまえて更に、

竹紙の特色を生みだす実践的研究の継続 370,000

500,000
王滝自治区 

王滝渓谷散策路景観 

整備事業 

王滝渓谷の龍門園地に隣接する空地の景
観づくりにより、住民及び来訪者のいこ
いの場の拡大と渓谷の魅力を高める 500,000

280,000
ゆめっと中垣内 

ふれあい農園(田・畑)を
活用しての子どもの健
全育成事業及び、農園周
辺の里山の整備事業 

ふれあい農園を活用し、農業体験や収穫
体験を通して子どもの健全育成に寄与。
また休耕田等の有効活用の推進 258,000

976,000つばさと 

根っこの会 

滝脇学区 元気！ 

プロジェクト推進事業 

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、滝脇小学校に
通う児童を増やして地域活性化をねらう 560,000

660,000松平地区コミュ 

ニティ会議 
松平わくわくフェスタ 

健康・運動、文化芸能発表等を通じて地

域の連携、地域力向上を図る 660,000

（地域会議の審査結果を受け市が交付決定しました。）      交付決定額計 4,721,000 



= 平成 21 年度わくわく事業活動概要 = 
平成 22 年 3 月 14 日(日)松平コミュニティセンターで 

平成 21 年度わくわく事業発表会を行いました。１０事業 

全てが申請どおりの成果を上げることができました。 
 

(わくわく事業発表会の様子) 

 

◆ わくわく事業申請団体の活動の様子 ◆ 

清流の里ふれあい       松平竹和紙研究会        Young 松平音頭 

 

 

 

 

 

 

 
 

ふれあい読書を推進する会   大内滝川会           巴町まちづくり委員会 

 

 

 

 

 

 

 
 

松平地区教育懇談会       王滝自治区            松平地区コミュニティ会議 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

＝ 平成 21 年度 松平地域会議の提案事業の成果 ＝ 
松平地域まちづくり構想 

策定報告書 

平成２２年３月２３日「松平地域まちづくり構想（松平
地域まちづくり対策協議会が中心となって作成）」を豊田
市へ提言しました。 

健康増進事業 
地域での健康講座 開催３１回(健康まつり、講演会含む)

参加者 延べ約１，６００人 
健康マイレージ事業参加者 延べ約８００人

生活交通（ともえ号）の充実 
ともえ号の運行内容を見直しました。 

（バス停を６箇所増設、定時路線の変更等） 

春ふれあい健康まつり

松平わくわくフェスタ



 

 

 
  
●対象者  松平地区にお住まいの成人（２０歳以上） 先着５０名 

        参加者全員に専用の歩数計をお渡しします。 

 ●申込み  平成２２年６月１２日（土）～３０日（水） 

       受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

       松平支所の窓口、または電話（５８―０００１） 
＊6 月 12 日（土）は、ふれあい健康まつり会場（フォレスタヒルズ）で受付します。 

（受付時間 １０：３０～１２：００） 

 ●説明会  松平支所で随時実施します。 

 

 

 
●応募方法 

   平成 22 年 6 月 30 日(水)までに交付申請書に必要事項を書いて、添付書類とともに松

平支所へ提出してください。 

申請書類などは、松平支所に用意してあります。申請前に支所にご相談ください。  

●お問合せ 
豊田市役所松平支所地域振興担当：近藤・成瀬・柘植 
〒444－2216 豊田市九久平町寺前１６ 電話 58－0001 FAX58-0049 

 

 

 

『松平地域まちづくり構想』の紹介（その１） 
 

基本理念 

（地域の将来像） 

 

  
【みんなの目標１】（コミュニティ） 

 

 知ってるよ！あの子もこの子もあの人も 

愛があふれる 松平 

方針１ 地域の声かけ・交流の拡大 

   ～知ってるよ！あの子もこの子もあの人も～ 

  方針２ 防犯・見守り活動の拡充 

      ～かけあう声が地域を守る～ 

  方針３ 過疎対策と定住の促進 

      ～住んでてよかった松平～ 
  【取組み例】 

   ①「あいさつし隊」によるあいさつ運動を実践する 

   ②防犯リーダーを養成し、防犯活動を拡充する 

   ③地域の将来を地域で話し合う機会を設ける 

  
◎平成 21 年度地域予算提案事業で策定しました。 

健康マイレージ参加者の追加募集

松平地域「わくわく事業」第二次募集

【みんなの目標２】 

安心・安全 

ぐるり一周松平

【みんなの目標３】 

歩いて健康 

松平

【みんなの目標４】 

歴史と里山 

学び楽しむ松平

―次回は【みんなの目標２】を紹介します― 


