
 『回 覧』

松平地域会議だより 

【地域会議委員の活動：11～2月分の会議】
11 月から 2 月にかけ計 3 回、地

域会議全体会を開催しました。 

この会議の中で、来年度のわくわく

事業の募集要項案や次期地域会議委

員の選考について審議を行いました。 

また、安心安全、健康福祉、歴史観

光の各分科会を計 6 回開催し、防災

マニュアルの内容や 11 月に開催し

た魅力発信ガイドツアーの反省、来年

度購入を予定している体成分分析装

置の活用など協議を重ねました。 

＝魅力発信ガイドツアー 第 2 弾 を開催しました！＝

地元の人たちに松平の魅力をもっと知ってもらおう

というガイドツアーの第2弾「松平郷 謎解きウォーク

ラリー」を11月 26日(日)に開催しました。 

松平郷の紅葉が赤く染まる中、小学生を中心に14名

が参加し、松平東照宮や松平郷展望テラス、高月院など

を巡りました。途中、

クイズを出題し、最後

に訪れた高月院では

五平餅や厚揚げなど

を参加者自身が焼いて食べるという体験もしていただきました。 

次年度もガイドツアーの開催を 2 回予定しています。詳細が

決まりましたら、全世帯にチラシを回覧しますので、ぜひ参加し

てください。 

開催日 主な内容 

第 7回 

健康福祉
11/8 

体成分分析装置の活用方法について 

介護予防事業の開催について

第 8回 

歴史観光
11/14 松平郷魅力発信ガイドツアーについて 

第 9回 

全体会 
11/22 

次期地域会議委員の選考状況について 

H29、30 年度地域予算提案事業予算比較について

第 8回 

安心安全
12/7 

防災マニュアル案について 

防災講演会の内容について

第 10 回

全体会
12/20 

移住・定住勉強会 

H30 年度わくわく事業 募集要項案について

第 9回 

安心安全
1/11 

防災マニュアルの内容について 

防災講習会の役割分担について 

第 9回 

歴史観光
1/16 

松平郷魅力発信ガイドツアーの反省について 

H30 年度のガイドツアーについて 

第 10 回

安心安全
2/8 

防災マニュアルの内容について 

防災講習会の役割分担について 

第 11 回

全体会 
2/17 

わくわく事業発表会 

グループワーク(地域会議だよりについて) 
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【第 11 回 全体会の様子】 
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＝ H29 年度 地域予算提案事業の実施状況 ＝ 

地域予算提案事業は、地域と行政の共働により、地域課題の解消に向けた地域意見を市の

施策に反映させ、効果的に地域課題を解決するための仕組みです。今年度、松平地区では4

つの事業を実施しました。 

今年度から、住民の防災意識を高める取組み「持続可能な松平防災事業」が始まりました。

昨年の8月には松平地区全世帯を対象とした「防災アンケート」を、また、10～12月にかけ

地域の危険箇所を住民の皆さんと一緒に確認する「地域防災診断」を行いました。来年度も

防災ワークショップの開催等住民の皆さんの防災意識を向上させる取組みを行っていきます。 

なお、平成22年度から実施してきた「通学路の安心安全の推進を図る事業」については、

今年度をもって終了します。

◆病気を自ら予防し健康増進を図る事業(H21年度～)

事

業

内

容 

◎健康講座への講師派遣 
 派遣回数：12回、参加者数：633名 
◎ウオーキングコースの整備 
 コース案内看板の設置：2自治区 
 コース沿い竹伐採：1 自治区 
◎健康づくり活動の推進 
ラジオ体操の推進、ヘルスサポートリーダーの養成

◆通学路の安心安全の推進を図る事業(H22年度～)

事

業

内

容 

◎青色防犯パトロール隊による防犯活動の強化 
 青パト 24台、隊員212名によるパトロール活動
◎通学路の危険な樹木等の伐採の実施 
 実施自治区：7自治区

◆松平の地域資源を生かした魅力づくり事業(H28年度～)

事

業

内

容 

◎立竹木の伐採等による景観整備 
二畳ケ滝周辺の下草刈りや枝払い：約 2,800 ㎡ 
河川水質調査の実施：5河川・9箇所 
◎案内看板の改修 
 松平観光自然歩道 案内看板の改修：9箇所 
◎魅力発信ガイドツアーの開催(6、11月) 

◆持続可能な松平防災事業(H29年度～)

事

業

内

容 

◎防災アンケートの実施 
 対象：約 3,000 世帯 回収率：77％ 
◎地域防災診断の実施 
 22 自治区 177名参加 
◎防災講演会の開催(6、2月) 
◎防災マニュアルの作成(全戸配布はH30年度) 



＝わくわく事業発表会が開催されました！＝ 

２月17日(土)午後 1時から、松平交流館 

にて、平成29年度 わくわく事業 発表会を 

開催しました。 

今年度は11団体に対し、総額440万円 

あまりの補助金を交付し、交付を受けた各団 

体が発表会に参加しました。 

豊松女性花の会 (会員 17名)

【花で飾る地域づくり事業】

●活動内容・目的 

花づくりによる訪問者へのお 

もてなし、生きがいづくり 

●補助金額 １５０,０００ 円 

中垣内町老人クラブ (会員 87名)

【花とみどりの沿道美化】

●活動内容・目的 

県道沿いの花壇を整備、管理 

し会員の交流を図る。 

●補助金額 １０８,０００ 円 

松平竹和紙研究会 (会員 12 名)

【天然資源（竹材）を生かした特色ある竹和紙作りと生活文化の向上】

●活動内容・目的 

紙すき体験活動等を通じて暮ら 

しの中に和紙文化を広めていく。 

●補助金額 １２６,０００ 円  

松平自治区 (会員 62名)

【林道の支障木伐採事業】

●活動内容・目的 

支障木伐採を実施することに 

より、生活環境の改善を図る。 

●補助金額 ３８８,０００ 円 

鵜ケ瀬町老人クラブ豊友会 (会員 66名)

【三世代交流ふれあい事業】

●活動内容・目的 

三世代が一緒になり花壇整備 

や餅つき大会等を行うことに 

より自治区内の活性化を図る。 

●補助金額 ９４,０００ 円 

松平わくわくフェスタ実行委員会 (会員 99名)

【松平わくわくフェスタ】 

●活動内容・目的 

「松平わくわくフェスタ」の 

開催による地域交流を図る。 

●補助金額  ４９１,０００円 

松平志賀町諮問委員会 (会員 20名)

【区民、地域のふれあい向上と健康増進事業】

●活動内容・目的 

広場の整備を行うことにより、  

世代間交流の活発化等を図る。 

●補助金額 ５６３,０００円 

松平地区金魚花火実行委員会 (会員 27名)

【巴川金魚花火による地域活性化事業】

●活動内容・目的 

巴川金魚花火大会開催による 

地域活性化を図る。 

●補助金額 ９２０,０００円 

つばさと根っこの会 (会員 542 名)

【滝脇学区 元気！プロジェクト推進事業】

●活動内容・目的 

野鳥の森整備、滝っ子まつりの 

開催により、地域活性化を図る。 

●補助金額 ９１２,０００ 円 

水土里の会 (会員 7名)

【里山林再整備事業】

●活動内容・目的 

里山整備を通して、森づくりに 

必要な知識・技術を学ぶ。 

●補助金額  ５７４,０００ 円 

吉木座会 (会員 26名)

【「六所神社舞台」の利用促進事業】

●活動内容・目的 

舞台維持管理、秋の収穫を祝う 

会などの開催により地域交流を 

図る。 

●補助金額  ８３,０００ 円 



松平地区では多くの皆さんが、わくわく事業の活動に参加しています。 
『松平地区を、松平に住む私たちの手で、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。 

１ 助成の内容 
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 
１団体 100万円（年間）を上限に補助（松平地域の総予算は 500万円） 
 ※補助率 原則１０分の９以内 
 ※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。 

２ 応募資格・要件 
（１）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 

３ 応募方法等 
申請には事前相談が必要です。 
事前相談後、上記の募集期間に交付申請書と添付書類を松平支所に提出 
申請書類は松平支所で配布のほか、豊田市（松平支所）のホームぺージからも入手できます。 

発行元：松平地域会議(事務局：豊田市役所 松平支所) ５８ ０００１

申請回数４回目以降の継続交付について
 わくわく事業の補助金交付は、原則、同一事業につき３回を限度としますが、
松平地域会議が必要と認めた場合は、４回目以降の補助を行います。 
 申請回数４回目以降の団体には、特別な基準が適用されます。詳細は、「平成
30年度松平地区わくわく事業補助金募集要項」をご確認ください！

募集期間 平成３０年４月 ２日(月) ４月２７日(金) 
審 査 会 平成３０年５月２３日(水) 午後 6時 

こんな時は、気軽にご相談ください！ 

 「私たちの活動は補助の対象となるの？」 

 「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？」 

補助金申請額が１５万円以下の事業については、

審査会及び実績発表会でのプレゼンテーションが

免除されます。 

※ただし、申請回数４回以上の団体を除く 


