
 『回 覧』

松平地域会議だより 

 平成３０年４月４日（水）に平成３０年度第１回松平地域会議を 

開催し、会長に松平町の加藤勝信さん、副会長に豊松町の河合政美 

さんが選任されました。 

また、４月１３日（金）豊田市民文化会館において、委嘱状交付式 

が開催され、松平地域会議を代表して加藤会長が太田市長から委嘱状 

を受け取りました。その後、市長による講話や他地区のわくわく事業 

の事例紹介などが行われました。 
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【地域会議委員の活動(3～5月分の会議)】
3 月に 1 回、新年度になって  

4 回、地域会議全体会を開催しま

した。新旧委員による意見交換、

新会長・副会長の選任や新任委員

へ地域会議の概要説明などを行い

ました。 

また、新体制のもと、安心安全、

健康福祉、歴史観光の各分科会を

随時開催し、分科会での今後の 

取組や地域予算提案事業について

協議しました。 

= 地域予算提案事業って何？ = 
住みやすい地域づくりのために 

地域の声を市の事業に反映させ、効果

的に地域課題を解決するための仕組

です。松平地域では「持続可能な松平

防災事業」、「松平の地域資源を生かし

た魅力づくり事業」、「病気を

自ら予防し健康増進を図る事

業」に取り組んでいます。

＝ 青色防犯パトロール活動中！ ＝ 

開催日 主な内容 

第８回 
健康福祉 

3/14 平成２９年度の取組の振返り 

第 11 回
安心安全

3/15 
防災マニュアルの内容の協議 

防災講習会の開催報告 

第 10 回
歴史観光

3/20 平成２９年度の取組の振返り 

第 12 回

全体会 
3/28 

新任地域会議委員研修 

新旧地域会議委員の意見交換 

H30 年度

第１回 

全体会 

4/4 
会長、副会長の選任 

分科会メンバーの決定 

第１回 
歴史観光

4/10 
平成３０年度の取組の協議 

平成３１年度の事業計画に関する協議 

第１回 
健康福祉

4/10 
平成３０年度の事業工程の協議 

移住・定住促進事業の内容の協議 

第１回 
安心安全

4/12 
「持続可能な松平防災事業」の概要の情報共有 

防災講演会の内容について 

委嘱状 

交付式 
4/13 

市長の講話 

他地区のわくわく事業の事例発表 

第２回 

全体会 
4/25 

地域予算提案事業の進め方について 

わくわく事業審査の事前説明 

第３回 

全体会 
5/9 

わくわく事業審査の事前説明 

模擬審査の実施 

第２回 
安心安全

5/10 平成３１年度の事業計画に関する協議 

第２回 
歴史観光

5/16 
第１回魅力発信ガイドツアーに関する協議 

平成３１年度の事業計画に関する協議 

第２回 
健康福祉

5/16 
健康講座・健康づくり活動の推進に関する協議 

他地域における移住・定住促進事業の勉強 

第４回 

全体会 
5/23 わくわく事業審査会の開催 

【講習会の様子】 

平成３０年４月２４日(火)午後７時から松平交流館

において青色防犯パトロール講習会が開催され、豊田

警察署員による講義が行われました。 

これにより、新たに４３人の方々がパトロール実施

者証の交付を受け、地域でのパトロール活動に参加す

ることになります。また、５５人の方々が実施者証の

更新をされました。 

平成 27年度に松平地区区長会の青パト隊が結成さ

れ、すでに防犯活動を行っていた松平コミュニティ防

犯隊(T-マックス)とともに地域の見守り活動を行って

おり、現在、２８台の青パトと22７名のパトロール

隊員が活動しています。

【Ｈ３０第１回全体会の様子】 

なるほど～ 



＝ 平成３０年度わくわく事業 審査会を開催 ＝ 

平成３０年５月２３日（水）午後６時から松平交流館大会議室に 

おいて、わくわく事業審査会を開催しました。補助金申請のあった 

８団体が参加され、７件のプレゼンテーション審査と１件の書類 

審査を行いました。 

また、二次募集(受付期間：６月１日～９月２８日)を行うことも 

決定しました。

■補助団体、事業の概要

団 体 名 事  業  名 事 業 の 概 要 補助申請額 

松平地区区長会 
河川流域、生活道路の支障
木伐採事業 

河川や道路の支障木を地域住民が協力し
て伐採することにより、安心安全な生活環
境の確保と地域力の向上を図る。 

852,000 円

鵜ヶ瀬町豊友会 三世代交流ふれあい事業 
若い世代と高齢者世代のふれあい事業や
一緒に花壇の整備を行うことにより、自治
区内の地域活性化を図る。 

112,000 円

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 

滝脇小学校を中心とした特色ある地域づく
り、ＰＲ活動を行い、小学校に通う児童を増
やし、地域活性化を図る。 

494,000 円

豊松お野人会 
まつだいらんど ～自然体
験と魅力発掘で地域活性～

自然体験を通じて子どもたちに地域の魅力
を伝え、地元愛を育むことで、将来の定住
促進や地域活性化を図る。 

270,000 円

水土里の会 里山再生整備事業 
支障木の伐採など里山林散策路を整備す
ることにより、自然保護の重要性や自然と
のふれあいを多くの住民に伝えていく。 

857,000 円

松平竹和紙研究会
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 

紙すき体験を通して竹和紙への関心を高
めるとともに、多くの実技体験の機会を提
供し、竹和紙への理解を深めていく。 

110,000 円

松平地区金魚花火
実行委員会 

巴川金魚花火による地域活
性化事業 

巴川金魚花火祭りを地域住民の力により
継続させ、松平地区全体の活性化を図る。 

850,000 円

松平わくわくフェ
スタ実行委員会 

松平わくわくフェスタ 
更なる地域力の向上を図るため、世代や地
域を越え、集い・楽しみ・学び・支えあう中
心イベントとして実施する。 

500,000 円

※地域会議の審査結果を受け豊田市が交付決定します              合計 4,045,000 円 

＝  竹用粉砕機を貸出します  ＝ 
松平地域には竹が多く自生しており、景観を阻害していること

から、豊田市は、景観の改善を促進することを目的に、地域予算

提案事業「松平の地域資源を生かした魅力づくり事業」で竹を  

細かく粉砕する機械を購入しました。自治区、PTA、子ども会  

など松平に拠点を置く非営利の団体に無償で貸し出します。詳細

は松平支所（58-0001）にお問合せください。※個人への貸出は

しません。

↑粉砕後の竹の粉末には、雑草の抑制、土壌改良、消臭等の効果があるようです！ 



＝ 「ふれあい健康まつり」が開催されました ＝ 

５月１３日（日）に松平郷にて松平地区コミュニティ会議主催の 

「ふれあい健康まつり」が開催されました。ウオーキングや健康 

チェックなどが行われました。あいにくの雨天でしたが、８５人の 

方がウオーキングに参加されました。 

            地域予算提案事業「病気を自ら予防し 

健康増進を図る事業」では、ウオーキン 

グの推進、健康イベントの支援を行って 

います。「ふれあい健康まつり」では、骨密度測定器などの 

健康チェック用機材をレンタルし、多くの方に測定していただ 

きました。

松平地域『わくわく事業』補助金について、二次募集を行います。 
「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 
 ６月１日(金) ～ ９月２８日(金) 

申請前に事前相談が必要です。お早めに支所までご相談ください。 

なお、予算がなくなり次第、募集は終了します。 
※残りの予算は、９５５,０００円です。

●審査会 

地域会議で随時開催します。 

●応募資格・要件 
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暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体 

●応募方法 
   交付申請書に必要事項を記入のうえ、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、松平支所窓口または市ホームページからダウンロードして入手してください。 

●お問合せ
豊田市松平支所（柴田・岩月） 

〒444－2216 豊田市九久平町寺前１６ 電話 58－0001 FAX58-0049 

発行元：松平地域会議(事務局：豊田市役所 松平支所) ５８ ０００１

申請回数が３回目以内の団体で 
補助金申請額が１５万円以下の
事業については、 
プレゼンテーションを免除

詳細は募集要項 

で確認してください

松平地域「わくわく事業」二次募集！


