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 ▼ 変 更 日 平成２５年４月１日（月）から 

▼ 変更内容 ①デマンド(電話予約)便の月曜日運行の追加 

         ②料金変更･･･デマンド便 １乗車 大人２００円 
（デマンド便週５日運行に伴い、市の運賃体系による） 

           （週１日運行３路線は１００円に据え置き） 

          ③デマンド専用バス停の追加･･･「羽根」（幸海町） 

          ④平日毎日運行３路線廃止 → 優先予約によるデマンド便で通学支援 

          ⑤新型バスの導入･･･(12人乗りハイエースコミューター) 

▼ 問 合 せ 松平支所 電話 58-0001 

 

 

第２１号 

■と き：平成２５年３月２７日（水） 午前１０時から 

■ところ：松平コミュニティセンター駐車場 

■内 容：出発式式典、バスデザイン表彰式、試乗会 

■主 催：松平ともえ号運営協議会(問合せ：松平支所 電話 58-0001) 

発 行 日 平成２５年３月１５日 

編集発行  松 平 地 域 会 議 

事 務 局 豊 田 市 松 平 支 所 

松平ともえ号（新型車両）の出発式を開催します 

回数券(おいでんバスも 

利用可)は、ともえ号車内 

でも購入できます。 

＊下表の　　　　　の時間帯で利用できます。（１乗車２００円）
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平成２５年４月１日～

 

 

 

 

 

 

 

 



                       【地域会議委員の活動(1～3 月分の会議)】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＝ 地域予算提案事業の取組み ＝ 
地域予算提案事業は、地域と行政の共働と地域内での合意形成を前提に、地域課題の解消

に向けた地域意見を市の施策に的確に反映し、効果的に地域課題を解決するための仕組みで

す。 

松平地区では地域課題として今年度、以下の４事業を実施し、来年度も内容を一部見直し

した４事業を実施する予定です。 

事業名 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施計画 

①病気を自ら予防し 

健康増進を図る事業 

○地域での健康講座等実施 

２１回開催 参加人数 １,225 名

○ウオーキング事業推進 

・ウオーキング推進委員会設置 

・イベント支援 

・マイレージ事業の実施 

・コース選定・看板設置 

健康イベント、健康講座の開催 

ウオーキング事業の推進 

ウオーキングコースの整備 

 

②地域生活交通の 

充実を図る事業 

 

○ともえ号による通学困難児童支援

・週 5 日定時 3 路線の運行 

・登下校時 2 台運行等 

○中学生の通学支援協議 

○運営協議会との連携 

ともえ号を活用した通学支援 

ともえ号の利便性向上に向けた見直

し及び利用促進ＰＲ 

 

③通学路の安心安全 

の推進を図る事業 

 

○支障木伐採事業 

 ・７自治区、延べ６日、925m 

・作業協力者 ２９４名 

○防犯啓発事業 

・防犯啓発隊の防犯劇 ３回 

・防犯パトロール実施 月１回 

・防犯講習会開催   ２回 

通学路の再点検、危険な樹木等伐採

防犯啓発活動の実施 

④河川・里山環境の維 

持・改善を図る事業 

 

○河川水質調査 

 ・１９自治区、11 河川実施 

 ・自治区担当者の説明会開催 

 ・環境講演会(水質調査報告会)開催 

○不法投棄防止看板設置 

 ・６自治区、８箇所       

河川水質調査の実施 

不法投棄防止パトロール活動の実施

環境研修会等の開催 

開催日 主な内容 

1/10
第１５回全体会 

わくわく事業審査方法等の見直し 
わくわく事業の周知活動 

2/14
第１６回全体会 
 わくわく事業募集要項及び募集ちらし 

2/23
第１７回全体会 
 わくわく事業募集ＰＲポスター作成 

来年度に向けての意見交換 

2/28
正副会長・分科会会長会議 

市長との懇談会について 
地域会議(分科会)の展開課題と今後の方向確認 

3/14
第１８回全体会 

市長と地域会議委員との懇談会 

－ 河川水質調査に関する 
環境講演会を開催しました －

平成 25 年 2 月 8 日(金)松平交流館にて松

平地区の水質調査に関わっている方々を対象

とした講演会（河川水質調査に関する報告会）

を豊田市矢作川研究所の白金氏を講師に迎え 

開催しました。 

講師から松平地区は、 

全体的にきれいな河川 

が多いとの評価をいた 

だきました。 

（地域予算提案事業で河川水質調査活動を行っています）
 



 

団体名 石楠 木炭産業継承の会 
事業名 石楠 木炭産業継承事業 

 ●主な活動内容 

・木炭産業復興計画書 

の策定 

・木炭材の伐採、炭焼 

き講習会の開催 

・支障木伐採、里山保 

全、景観整備の推進 

●補助金額 1,000,000 円 会員数 １４名 

団体名 松平地区金魚花火実行委員会 団体名 松平地区コミュニティ会議 
事業名 巴川金魚花火等による地域活性化事業 事業名 松平わくわくフェスタ 

●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 

る周辺に照明し、 

まつり参加者の安 

全を確保する。 

●補助金額 742,000 円  会員数 12 名  

●主な活動内容 

ふれあい運動会、 

文化芸能発表、 

消防団模範演技、 

バザー等 

１１月４日（日） 

フォレスタで開催 

●補助金額 570,000 円  会員数 3,320 人 

団体名 つばさと根っこの会 団体名 松平竹和紙研究会 
事業名 滝脇学区 元気！プロジェクト推進事業 事業名 天然資源を生かした特色ある和紙作りと生活文化の向上 

●主な活動内容 

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、 

 滝っ子まつり(9/23) 

の起案、実行。 

●補助金額 500,000 円  会員数 111 人 

●主な活動内容 

・竹和紙としての 

作品作りに挑戦。 

5 種類の作品作成。 

・紙すき体験活動 

・地区内外の講座や 

イベントに参加 

●補助金額 68,000 円  会員数 15 人 

団体名 坂上町史跡保存会 団体名 松平郷手筒花火保存会 

事業名 坂上町史跡マップ作成 事業名 手筒花火保存継承事業 

●主な活動内容 

１.史跡の実態調査 

２.看板設置清掃管理 

３.マップを関係施設 

（学校、観光協会、 

ｺﾐｾﾝ等）へ配布 

 

●補助金額 686,000 円  会員数 11 人 

●主な活動内容 

1.４月権現祭り 

前夜祭の花火 

2.７月トヨタ上郷 

工場夏祭り、 

おいでんまつり等 

3.各施設等で催し他 

●補助金額 212,000 円  会員数 43 人 

団体名 ふれあい読書を推進する会 団体名 松平地区教育懇談会 

事業名 ふれあい読書の定着と読み聞かせボランティアの充実 事業名 あいさつ運動の推進 

●主な活動内容 

・読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

・講演会、研修会、 

お話会などの開催 

・『松平のむかし話と 

言い伝え』の調査と 

小冊子の発行 

●補助金額 250,000 円  会員数 81 人 

●主な活動内容 

 松平地域に、あいさつ 

運動を推進するための 

のぼり旗をたて、地域 

を挙げてあいさつ運動 

に取組む。 

 

●補助金額 189,000 円  会員数 30 人 

＝ 平成２４年度わくわく事業の活動状況 ＝

平成２５年２月２３日（土）松平交流館でわく 

わく事業発表会を開催し、補助金交付決定をう 

   けた９団体が、事業の 

成果を発表しました。 

           

           
            全ての事業が申請 

          どおり活動できてお 

          り、その活動状況を 

           ご紹介します。 



 

 

 

 

 

これまでに、４０団体の皆さんが、わくわく事業の活動に参加しています。 
『私たちの地域は、私たちの手で、もっと住みよく、おもしろく』を合言葉に、 

皆さんでまちづくり活動を始めてみませんか。 

募 集 期 間 １次募集 平成２５年４月 ８日（月）～24 日（水） 

２次募集 平成２５年６月１０日（月）～26 日（水） 

               ※１次募集で予算額に達した場合、２次募集は行いません。 

申請に関する相談を随時受け付けています。 

「私たちの活動は申請できるの？」 

「書類の書き方がわからないけれど…」 

「プレゼンテーションはどうすれば？」 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１  助助成成のの内内容容    
地域課題の解決や地域の活性化に取り組む活動団体の事業について、松平地域の総予算５００万

円(予定)のうち、１団体８０万円（年間）を上限に補助します。 

※活動内容や補助金の使途などにより、補助の対象にならない場合があります。支所にご相談く

ださい。 

２２  応応募募資資格格・・要要件件    
（１）原則として５人以上で組織された団体 

（２）活動が当該地域の多数の住民に支持されると認められる団体 

（３）政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としていない団体 

（４）暴力団でない団体、暴力団員が役員となっていない団体 

   かつ暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体 

３３  応応募募方方法法等等    

上上記記のの募募集集期期間間にに交交付付申申請請書書にに必必要要事事項項をを記記載載しし、、添添付付書書類類ととととももにに松松平平支支所所へへ提提出出ししててくくだだささ

いい。。ななおお、、申申請請書書類類はは、、松平支所で配布のほか、豊田市のホームぺージ（松平支所）からも入手で

きます。 

４４  お問合せ先    
 豊田市役所松平支所 地域振興担当 梅津、成瀬、柘植 電話：５８－０００１ 

平成２５年度 

わくわく事業を募集！ 

ここんんなな時時はは、、気気軽軽にに  

ごご相相談談くくだだささいい！！ 

補助金申請額が１５万円以下の場

合や継続事業で地域会議が認めた

事業については、プレゼンテーショ

ンが免除されます。 

事前相談を受付け

ますので、気軽に

ご相談ください。

審査会や実績発表会

の方法が変わって、

応募しやすくなりま

した。 

また、補助金申請額が

１５万円以下の場合

は、実績発表会でのプ

レゼンテーションが

免除されます。 


