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松平地域会議だより 

本文 

テーマ 

巴川金魚花火 わくわく事業 
団体活動状況 

やって 
みようかな   

★巴川金魚花火による地域活性化事業  ～松平地区金魚花火実行委員会～ 

 8月1１日(土)に港橋や九久平商店街周辺において、毎年恒例となっている

巴川金魚花火が開催され、多くの人で賑わいました。 

 九久平公民館前に設置された特設ステージでは、松平わ太鼓やフラダンス 

など地元で活動するグループによる芸能発表が行われ、会場を盛り上げました。 

★わくわく事業団体の今後の活動予定 ～皆さん、ぜひ見学してください！～ 

開 催 日 時 内   容 団 体 名 場  所 

９/1６(日) 
10：00～ 高齢者を祝う会 鵜ヶ瀬町豊友会 鵜ケ瀬町区民会館 

9/３０(日) 
9：30～ 滝っ子まつり つばさと根っこの会 滝脇小学校 

１０/ ７(日) 
9：00～ 松平交流館祭(展示) 松平竹和紙研究会 松平交流館 

１１/ ４(日) 
9：30～ 松平わくわくフェスタ 松平わくわくフェスタ実行委員会 フォレスタヒルズ 

わくわく事業補助金って何？ わくわく 
事 業 

 わくわく事業補助金は、地域資源（人、歴史、文化等）を活用し、地域課題の解決や地域の 

活性化に取り組む団体を、豊田市が支援する制度です。松平地域会議による公開審査の意見を 

踏まえ、補助金交付の適否や補助金の額及び付すべき条件を市長（松平支所長）が決定します。 

  ■補助率：原則１０分の９以内  ■補助上限額：１団体あたり年間１００万円 

ただいま二次募集 相談受付中！ 

 詳しくは松平支所へ。お気軽にご相談ください。※申請期限：９月２８日（金） 

「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？ 

松平地域会議だより 
 ・わくわく事業団体活動状況 巴川金魚花火…１Ｐ  ・松平魅力発信ガイドツアー ～松平郷～  …１Ｐ 
 ・体成分分析装置（インボディ）の貸出  …２Ｐ  ・平成３１年度地域予算提案事業（案） …３Ｐ 
 ・「防災講演会」の開催報告       …４Ｐ 

＜注目ニュース＞ 

参加者数 約３,０００人！ 

～松平郷～ 
                

地域予算 
提案事業 

コース 
 松平東照宮⇒松平親氏公銅像⇒松平家墓所⇒高月院 

 コースのなかには知らないことがいっぱい隠れています！「ムーンナイト

フェスティバル」もたくさん体験プログラムやおいしいコーナーが用意され

ています。申込は不要です。みなさまのご参加をお待ちしています。 

なぞとき～   

ＰＲ 

 ムーンナイトフェスティバル 

9月29日（土）  
  午後2時から 

出発時間 
1回目 14：30 
2回目 15：30 
3回目 16：30 

☆事前申し込み不要 

ガイドさんと松平郷を歩こう！ 

松平魅力発信ガイドツアー 
～松平郷～ 

松平観光協会主催の「ムーンナイト

フェスティバル」のなかで行います。 

☆ガイドツアーの参加費無料 



ＰＲ 

体成分分析装置（インボディ）を使ってみませんか？ 
地域予算 
提案事業 

 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、最新の体成分分析装置（イン

ボディ）を購入しました。インボディは、体重を構成している体成分を測定できる精密機械です。

体の構成成分を「体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪」の４つに区分し、それらの量を測定

します。また、筋肉と体脂肪のバランスも測定できます。 

 このインボディを自治区のイベントや活動グループ団体に貸し出します。 

 貸出のお申し込みは松平支所まで。 

体成分量の測定 結果用紙の出力 

利用の流れ 

自分の身体を知って、健康長寿を目指しましょう！ 

松平支所に 

問い合わせ 

☎58-0001 

ヘルサポさんや 
市地域保健課が 
インボディを 
持参・セッティ
ング 

測 定 

保健師による 

健康アドバイス 

申込み 結 果 準 備 

測定時間は 

たったの１５秒 

すぐだね！ 

 
 ・体成分量と総合点数 
 ・筋肉量と脂肪量 
 ・肥満指標  ・部位別筋肉量  
 ・体成分履歴 ・体型評価 
 ・栄養評価  ・筋肉均衡 
 ・部位別体脂肪量 
 ・内臓脂肪レベル など 

【内容】 



平成３１年度地域予算提案事業（案）  
地域予算 
提案事業 

事業期間(予定) 来年度の事業内容(予定) 

平成２９年度 

～平成３３年度 

◎小学校区別防災カルテ作成 

◎自治区別防災ワークショップ 

◎防災住民アンケート 

◎防災講習会の開催 

◆持続可能な松平防災事業【継続】 

事業期間(予定) 来年度の事業内容(予定) 

平成２８年度 

～平成３３年度 

◎景観整備 

◎魅力づくり事業企画調整等 

◆松平の地域資源を生かした魅力づくり事業【継続】 

事業期間(予定) 来年度の事業内容(予定) 

平成３１年度 

～平成３５年度 

◎移住定住委員会の発足・空き家等の発掘 

◎豊松小学校区の定住計画の策定 

◎仮称まつだいらいんの開設準備・運用 

◎移住・定住に関する講演会・交流会の

開催 

◆松平移住定住促進事業【新規】 

◆その他  ・体成分分析装置（インボディ）の貸出および維持管理 

 ・青パト車両による防犯活動 

 ※なお、「病気を自ら予防し健康増進を図る事業」は今年度末で終了します。 

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。平成３０年度松平地域では「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。 

なるほど～   

 松平地区が抱える少子高齢化・過疎化による小学校の維持存続や地域文化の継承の危機と 

いう課題を解決するために、松平地区の地域資源を生かした住みやすい環境の整備に取り組み、

移住定住の促進を図ります。 

 地域予算提案事業の実施に当たっては、地域の合意形成を必要とするとともに、地域と

行政の役割分担に基づく共働の取組を基本としています。この事業に関するご意見やご要

望をもとに、地域会議での議論を経て提案されます。 

 この事業に関する取組内容について、ご意見を地域会議委員または松平支所まで直接お

寄せください。 

みなさんのご意見をお寄せください 

ＰＲ 



地域会議委員の活動 （６～８月分の会議） 

発行元：松平地域会議(事務局：豊田市役所 松平支所)  ☎５８—０００１ 

  開催日 主な内容 

第3回 
歴史観光分科会 

6/13 
魅力発信ガイドツアーの詳細の協議 

H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第3回 
安心安全分科会 

6/14 
防災ワークショップの内容の協議 

防災講演会の役割分担の協議 

第4回 
歴史観光分科会 

6/19 H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第3回 
健康福祉分科会 

6/20 
H30年度の取組内容の協議 

移住定住促進事業の協議 

第5回 全体会 6/27 H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第5回 
歴史観光分科会 

7/11 H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第4回 
安心安全分科会 

7/12 
H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

防災ワークショップの内容の協議 

第6回 
歴史観光分科会 

7/17 H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第4回 
健康福祉分科会 

7/18 
体成分分析装置の活用推進の協議 

H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第6回 全体会 7/25 
わくわく事業 計画変更申請の審査 

H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第7回 
歴史観光分科会 

8/1 H31年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

第5回 
安心安全分科会 

8/9 
防災ワークショップの内容の協議 

啓発グッズの内容の協議 

第5回 
健康福祉分科会 

8/16   

第7回 全体会 8/22   

 6月から8月まで計3回、地域会議全体会を開催しました。 

7月には、わくわく事業の事業計画変更申請のあった１団体の

審査を行いました。 

 また、安心安全、歴史観光、健康福祉の各分科会を計１１回

開催し、平成３１年度地域予算提案事業の事業計画内容などに

ついて、協議を進めました。 

もっと知りたい❤分科会活動！ ～安心安全分科会～ 
地域会議 
とは？ 

 安心安全分科会では、委員６人で知恵を出し合いながら、地域予算提案 

事業「持続可能な松平防災事業」を推進しています。 

第５回分科会の様子 

第５回健康福祉分科会の様子 

 松平地域の方々の防災意識の向上を目標に、防災講演会

の開催や松平版防災マニュアルの作成・配布等に取り組ん

できました。今年度は、小学校区別防災カルテの作成に向

けた住民 参加型の「防災ワークショップ」を実施します。

ご協力お願いします。 

防災講演会に参加いただきありがとうございました！ 
地域予算 
提案事業 

 ６月２４日（日）に今年度第１回目の「防災講演会」を松平中学校で開催し、 

１７１人の方に参加いただきました。今回は、あいち・なごや強靭化共創センター

長・名古屋大学減災連携研究センター長の 福和 伸夫 教授を講師にお迎えし、巨大

地震への備えについて地学と歴史の関連を絡めながらご講演いただきました。 

 参加者からは「人任せ・行政任せではいけないこと

が分かった」「家具の固定など、やるべきことをすぐ

にやろうと思った」「地学と歴史の関連が興味深かっ

た」などの感想をいただきました。 

 今年度第２回目は平成３１年２月に「防災講習会」

を開催する予定です。是非ご参加ください。 

名 称 ６月～８月の主な取組内容 開 催 日 

安心安全分科会 

・「防災講演会」当日の動きの協議 

・防災ワークショップの内容の協議 

・啓発グッズの内容の協議 

・第３回 ６月１４日（木） 

・第４回 ７月１２日（木） 

・第５回 ８月 ９日（木） 

歴史観光分科会 
・魅力発信ガイドツアーの詳細の協議 

・Ｈ３１年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

・第３回 ６月１３日（水） 

・第４回 ６月１９日（火） 

・第５回 ７月１１日（水） 

・第６回 ７月１７日（火） 

・第７回 ８月 １日（水） 

健康福祉分科会 

・Ｈ３０年度の取組内容の協議 

・移住定住促進事業の協議 

・体成分分析装置の活用推進の協議 

・Ｈ３１年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

・第３回 ６月２０日（水） 

・第４回 ７月１８日（水） 

・第５回 ８月１６日（木） 

地域会議全体会 

・Ｈ３１年度地域予算提案事業 事業計画の協議 

・わくわく事業 計画変更申請の審査 

・わくわく事業団体の活動報告 

・第５回 ６月２７日（水） 

・第６回 ７月２５日（水） 

・第７回 ８月２２日（水） 

次号発行は１２月 
おたのしみに！ 

報告 

地域会議 


