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松平地域会議だより 
 

 

  地域会議委員の活動内容   
  
  3月１３日の地域会議を最後に第4期(H24.4.1～H26.3.31)の地域会議委員の活動が終了し

ました。地域の皆さんのご協力に対し、厚くお礼申し上げます。 
   

 ◆第４期地域会議委員◆    【地域会議委員の活動(10～3月分)】 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

▼ 変 更 日 平成２6 年４月１日（火）から 

▼ 変更内容 ①定時便３路線の午後のダイヤ改正 

（変更後）:午後便の始発から5 分ずつ遅らせます。 

         ②デマンド(電話予約便)の受付時間変更 

（変更後）:月～金曜日の午前9 時～午後６時まで 

            ※デマンド利用時間の変更はありません。 

          ③デマンド専用バス停の追加･･「上室広場」（岩倉町） 

          地域バス「水源東バス」との乗継により平山町や御立町等への利用ができます。 

▼ 問 合 せ 松平支所 電話 58-0001 

  （変更後の時刻表・路線概要は、３月末に松平地区全戸配布します） 

回 開催日 主な内容 

 10/21
「ウオーキングに関する施策の推進につい

て」答申、市長との意見交換 

15 11/28

地域自治システムの見直しに係るアンケー

トについて 

今後の進め方について 

平成２６年度わくわく事業について 

16 1/23 

「松平地域まちづくり構想」進捗状況等につ

いて 

平成２６年度わくわく事業について 

 2/4 第２回地域会議正副会長会議 

 2/22 松平地区わくわく事業発表会 

17 2/22 「松平地域まちづくり構想」進捗状況等確認 

18 3/13 

新旧地域会議委員意見交換会 

（新地域会議委員研修会） 

答申に対する市の対応について 
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氏     名 自治区名

天野　繁久 豊松

石原　明美 滝脇町

伊藤　喜代司 石楠

宇野　祥敏 岩倉東

宇野　英雄 岩倉東

奥野　幸子 九久平

坂田　一三夫 幸海町

柴田　孝 岩倉西

柴田　敏一 長沢町

杉山　由佳子 岩倉東

鈴木　敏道 王滝

高木　恒治 坂上町

中根　計二 中垣内町

平松　克洋 大内

深津　信雄 鍋田

古川　勇一 松平

馬籠　月子 穂積町

森野　富喜雄 穂積町

横山　満 桂野町



                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

＝ 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２5 年度実施状況 平成２6 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 

１９回開催 参加人数 2,383 名

○ウオーキング事業推進 

・ウオーキング推進委員会活動 

・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 

 

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

・通学優先デマンド便の運行 

・登下校時 2 台運行等 

○中学生の通学支援バス導入活動 

○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 

 ・３自治区、延べ４日、1,630m

・作業協力者 123 名 

○防犯啓発事業 

・防犯啓発隊の防犯劇  ５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 

 ・環境研修会(浄化槽適正管理)開催 

○不法投棄防止看板設置 

 ・３自治区、6 箇所 

○親子対象の環境イベント共催 

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 

－ 浄化槽の適正管理に関する環境研修会を開催しました －
平成 2６年 2 月 1 日(土)松平交流館にて松平地区の環境委員 

さんをはじめ約 40 名の参加者のもと、環境研修会を開催しま 

した。 

この研修会は、さらなる河川環境の維持改善を図るため、合 

併処理浄化槽の普及と適正に管理されることを目的に企画した 

もので、市下水道施設課職員の講話と合併処理浄化槽集団管理 

の取組として豊松区長による事例紹介が行われました。 

なお研修会には、四日市市保々地区からの視察もありました。 

（地域予算提案事業で河川水質調査活動を行っています）

透視度 ＣＯＤ 溶存酸素 アンモニア性窒素

1.7 2.0 4.0 3.9

　河川水質調査結果（晴）　郡界川（加茂川町）

河川水質調査結果（晴）
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団体名 松平地区金魚花火実行委員会 
事業名 巴川金魚花火等による地域活性化事業

●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 800,000 円 

団体名 松平地区コミュニティ会議 団体名 つばさと根っこの会 

事業名 松平わくわくフェスタ 事業名 滝脇学区 元気！プロジェクト推進事業 

●主な活動内容 

ふれあい運動会、縁日、 

文化芸能発表、消防啓発 

演技等。１１月 3 日(日) 

フォレスタヒルズで開催 

●補助金額 400,000 円  

●主な活動内容 

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、滝脇小 

で滝っ子まつり(9／２９)開催 

●補助金額 730,000 円 

団体名 六所 郷土芸能を継承する会 団体名 穂積製糸跡保存会 
事業名 六所地域に伝わる郷土芸能(棒の手)を継承する事業 事業名 穂積製糸跡保存整備事業 

●主な活動内容 

・棒の手の歴史等の学習 

・市内外の棒の手の見学 

・棒の手の技量体験 

・イベントに参画・演技発表 

●補助金額 680,000 円 

●主な活動内容 

・保存整備の草刈清掃作業 

・穂積製糸の調査、研究 

・啓発用リーフレット発行 

・案内看板作成 

●補助金額 195,000 円 

団体名 夢くらぶ 山音 団体名 松平竹和紙研究会 

事業名 地域の自然を生かした健康の場づくり 事業名 天然資源(竹材)を生かした特色のある和紙作りと生活文化の向上

●主な活動内容 

・マレットゴルフ場新設 

・樹木伐採等の山林整備 

・コースづくりのための 

整地工事 

●補助金額 240,000 円 

●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 

・地区内外のイベントに参加 

●補助金額  140,000 円 

団体名 大内竹工房 団体名 坂上町史跡保存会 

事業名 里山保全のお手伝いと孟宗竹を利用した物づくり 事業名 坂上町史跡マップの増版と活用拡大 

●主な活動内容 

・荒れた竹山を美しい竹林に 

（里山保全のお手伝い） 

・孟宗竹切り、孟宗竹細工、 

雑木林の伐採、竹炭焼き等 

●補助金額 109,000 円 

●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・学校等 

●補助金額 135,000 円 

団体名 松平 座主会 
事業名 裸まつり 天下祭のＰＲ事業
●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 

●補助金額 370,000 円 

＝ 平成２５年度わくわく事業の活動状況 ＝

平成２６年２月２２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１０団体が、事業の成果を発表し

ました。今年度から補助額１５万円以下の団体はパネル発表とし、

発表の軽減を図りました。 

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、松平地区では４３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  平成２６年４月 ７日（月）～５月７日（水） 

審 査 会  平成２６年５月２２日（木）午後６時３０分～ 

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    
 豊田市社会部松平支所 地域振興担当 梅津、成瀬、間瀬 電話：５８－０００１ 

平成２６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。 


