
 ９月１６日（日）鵜ケ瀬町区民会館にて、鵜ヶ瀬町豊友会の「高齢者を祝う 

会」が開催され、地域の高齢者と子どもたちが一緒にお抹茶や曼荼羅作りを 

楽しみました。 

 鵜ヶ瀬町豊友会は、高齢者の多い旧地区と若い世代の多い新たに開発された 

団地との交流が希薄という鵜ケ瀬町自治区の抱える課題の解決のために、わくわく事業補助金を

活用した「三世代交流ふれあい事業」を行っており、今回もその事業の取組のひとつです。 
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 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 

松平地域会議だより 
 ・わくわく事業団体活動状況         …１Ｐ   ・地域のことは地域で決める！ …２～３Ｐ 
 ・長沢もみじウオークが開催されました ほか …４Ｐ 

＜注目ニュース＞ 

参加者数 約３,０００人！ 

地域予算 
提案事業 

ＰＲ 

豊松お野人会 「オータムキャンプ」 

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」 

 ９月２２日（土）から２４日（月）の３日間、総合野外センターにて、

豊松お野人会の「オータムキャンプ」が開催されました。 

 少子高齢化が進む豊松小学校区。豊松お野人会は、将来の定住促進と地

域活性化を図るため、わくわく事業補助金を活用して「まつだいらんど ～

自然体験と魅力発掘で地域活性～」事業を行い、豊松小学校区の児童や保

護者に地域の魅力を伝えて地元愛を育んでいます。 

 １１月４日（日）フォレスタヒルズにて、「松平わくわく 

フェスタ」が開催されました。「松平わくわくフェスタ」は、 

住民の世代や地域を超えた交流を推進するイベントで、平成１７年から行われています。 

 屋内のテニスコート会場では、チアリーディングや棒の手保存会の演技、子どもたちによるダ

ンスや演奏が行われました。なかでも園児対抗リレーでは、会場は大きな歓声と熱気に包まれま

した。また、屋外には様々な出店が並び、多くの人で賑わいました。子どもから大人までお腹も

心もいっぱいになり、満足できる１日となりました。 

Ａ. 徳川家康 

つばさと根っこの会 「スウェディッシュトーチの販売」 

今回号から 

全戸配布に 

なりました！ 

 松平わくわくフェスタにブースを出展し、スウェディッシュトーチを 

販売しました。 

 滝脇小学校区の地域活性化のため、特色ある地域づくりを行うつばさと

根っこの会は、滝脇小学校の学習林である「野鳥の森」の整備活動などを

行っています。整備活動で伐採した間伐材をスウェディッシュトーチに 

加工し、それを販売することで、団体の収益の確保に努めました。 



 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 

 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。 

・地域会議がどんなシステムか 

  →自分たちの地域のことを自分たちで決めるための仕組だよ 

 

・松平地域会議はどんな構成か 

  ○委員が何人でどんな所属か 

  ○３つの分科会に分かれてそれぞれの事業をしているよ。 

 

・安心安全分科会のメンバーは？ 

・分科会ではどんなことをしているの？ 

  →豊田市に提言「防災に強い松平にしたい」。 

   「持続可能な松平防災事業」を豊田市と共働で推進。 

   どんな目的で？ どんな取組を？ 

 豊田市には 自分たちの地域のことは自分たちで決めることができる 「地域自治システム」と 

呼ばれる仕組があります。その仕組は、地域会議が地域住民の皆様の声を集約して豊田市に提案

するものです。今回その一例として、地域予算提案事業「持続可能な松平防災事業」を 

紹介します。 

地域自治システム 

地域のことは地域で決める！松平地域会議の取組を紹介します！ 
 

松平地域会議 
・安心安全分科会 
・歴史観光分科会 
・健康福祉分科会 

共働で事業実施 

意見集約 提  案 

行政(松平支所) 松平地域住民 
自治区（関係組織を含む） 

コミュニティ会議 
民生児童委員 
ＰＴＡ 
商工会・観光協会 
まちづくり対策協議会 
消防団 

 

 地域予算提案事業は、地域からの声を集約した地域会議の提案に基づいて豊田市が実施する事

業です。「持続可能な松平防災事業」は、「地域住民の方々の防災意識を高めて安心して暮らせ

るまちにしたい」という松平地域会議からの提言によって平成２９年度から始まりました。 

◆地域予算提案事業 「持続可能な松平防災事業」 

◆はじめに 

住民一人ひとりの防災意識が 

向上するような取組が必要だ！ 

災害による犠牲者を

出さない！ 

自分の地域の災害 

危険箇所を知り、 

備えられるように！ 

地域予算提案事業「持続可能な松平防災事業」の実施 

災害への備え… 何をしたら？ 

私の地域には 

災害危険箇所が 

あるのかなぁ… 

地域自治システム 

◆松平地域会議 安心安全分科会 

 地域予算提案事業「持続可能な松平防災事業」を豊田市と共働で推進 

しているのが、松平地域会議の安心安全分科会です。 

 安心安全分科会は、加藤憲吾分科会長はじめ６人で構成されています。 

毎月第２木曜日に松平コミュニティセンターで会議を開催し「持続可能な 

松平防災事業」の具体的な内容を話し合って豊田市に提言・実施しています。 

ドキュにしてページの割り付けすると２と３の外枠線が繋がらない。 
→解決方法：ドキュ上で作業＠外枠線を部分イメージコピーして貼り付け 

安心安全 

分科会の 

メンバー 

分科会長 

岡田 元則 
穂積町 
松平地区区長会 

古賀 伸重 
大内町 
松平地区ｺﾐｭﾆﾃｨ会議 

鈴木 隆之 
松平志賀町 

松平地域まちづくり対策協議会 

林 正樹 
幸海町 
豊田市消防団 

松岡 聖史 
幸穂台 
豊田市消防団 

安心安全分科会のメンバー 

加藤 憲吾 
長沢町 
松平地区ｺﾐｭﾆﾃｨ会議 

分科会長 

住民一人ひとりの防災意識が 

向上するような取組が必要だ！ 

災害による犠牲者を

出さない！ 

自分の地域の災害 

危険箇所を知り、 

備えられるように！ 

地域予算提案事業「持続可能な松平防災事業」の実施 

災害への備え…  

 何をしたら？ 

私の地域には 

災害危険箇所が 

あるのかなぁ… 

地域自治システム 



  ●防災アンケートの実施 

   ただのアンケートではなく、回答しながら 

   防災知識が身に付くような工夫 松平地域会議 
・安心安全分科会 
・歴史観光分科会 
・健康福祉分科会 

共働で事業実施 

意見集約 提  案 

行政(松平支所) 松平地域組織 
自治区（関係組織を含む） 

コミュニティ会議 
民生児童委員 
ＰＴＡ 
商工会・観光協会 

 

◆松平地域会議 安心安全分科会 
 地域予算提案事業「持続可能な松平防災事業」を豊田

市と共働で推進しているのが、松平地域会議の安心安全

分科会です。 

 安心安全分科会は、加藤分科会長はじめ６人で構成さ

れています。毎月第２木曜日に松平コミュニティセン

ターで会議を開催し、「持続可能な松平防災事業」の具

体的な内容を話し合って豊田市に提言・実施しています。 

●講演会・講習会の開催 

 講演会のテーマや講師 

●防災すごろくの製作・実施 

●防災マニュアルの作成・配布 

●防災アンケートの実施 

  ●防災マニュアルの作成 

  マニュアルの必要性や、内容・デザイン 

●防災すごろくの作成 

 防災を楽しく学べるツール 

 としての防災すごろくの作成 

本年度は住民参加型の「防災ワークショップ」を実施します。このワークショップでは「小学校

区別の防災カルテ」の作成に向け、地域の災害危険個所の情報を大きな地図に皆様の手で書き込

んでいただくことで、生きた情報を収集し、災害時どのように避難すればいいか、家族やご近所

の方と共有するきっかけ作りの場となることを目的としています。ご協力よろしくお願いします。 

安心安全分科会で検討し豊田市に提案したこと 

 ●防災診断の実施 

  防災診断実施の必要性や 

  実施方法等 

 ↑●防災アンケートの実施 

   ただのアンケートではなく、回答しながら 

   防災知識が身に付くような工夫 

●講演会・講

習会の開催 → 

 講演会の

テーマや講師 

← ●防災マニュアルの作成 

  マニュアルの必要性や、内容・デザイン 

●防災すごろくの作成 

 防災を楽しく学べるツール 

 としての防災すごろくの作成 

安心安全分科会で検討し豊田市に提案したこと 

↑●防災診断の実施 

  防災診断実施の必要 

  性や実施方法等 

松平地域をどんなまちに 

したいかは、私たち松平地域

の住民じゃなきゃ分からない

し、決められないもんね！ 

地域会議が地域の声を集約して 

豊田市に提案するのかぁ。 

日にち 時間 会場 対象自治区

午前9時30分～ 石楠・坂上町

午後1時30分～ 豊松・松平

平成30年12月15日(土) 午前9時30分～ 滝脇小学校 滝脇町・長沢町・林添町

午前9時30分～ 幸海小学校 幸海町・穂積町

午後2時00分～ 九久平小学校 中垣内町・桂野町・加茂川町

午前9時30分～ 松平志賀町・巴町

午後1時30分～ 岩倉南・岩倉西

平成31年  1月12日(土) 午前9時30分～ 岩倉小学校 岩倉東

午前9時30分～ 九久平・大内

午後1時30分～ 鵜ケ瀬町・鍋田・王滝

豊松小学校

平成31年  2月  2日(土) 九久平小学校

平成30年12月22日(土) 岩倉小学校

平成30年12月16日(日)

平成30年11月24日(土)



 １１月１８日（日）に長沢町で今年で９回目となる「長沢もみじ

ウオーク」が開催されました。 

 ウオーキング前には、ヘルスサポートリーダーやラジオ体操リー

ダーの協力のもと、血圧測定を行い、ラジオ体操も実施しました。 

 季節の地元産野菜を販売する産直市や五平餅、おしるこのふるま

いもあり、たくさんの人が紅葉に染まる山を眺めながらウオーキン

グを楽しみました。 

 

報告 

第９回長沢もみじウオークが開催されました 地域予算 
提案事業 

発行元：松平地域会議(事務局：豊田市役所 松平支所)  ☎５８—０００１ 
次号発行は３月 

おたのしみに！ 

報告 

ラジオ体操リーダー養成講座を開催しました 地域予算 
提案事業 

 ９月２日（日）に松平交流館で「ラジオ体操リーダー養成講座」を開催し

ました。受講者１６人がラジオ体操の各パートの目的と動き方などについて

実践を交えて学びました。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、ラジオ体操を推進する取組を行っています。ラジオ体操は

正しい姿勢・動作をすることで効果が高くなります。地域イベント等にラジ

オ体操リーダーを呼んで、効果的なラジオ体操を実践してみませんか。 

報告 

松平魅力発信ガイドツアーを開催しました 地域予算 
提案事業 

報告 

ヘルサポ協力隊養成講座を開催しました 地域予算 
提案事業 

 ９月２９日（土）に松平郷で知識豊富なガイドさんの解説を聞きながら謎解きに挑戦

するツアーを行いました。参加された方からは、「知らないことがたくさんあって勉強

になったけどクイズが難しいなあ」 という感想をいただきました。 

 では、ここで突然ですが、参加できなかった方のためにクイズを１問！ 

 Ｑ. 松平東照宮境内にある「産湯の井戸」から岡崎城へ産湯が届けられたと言わ 

    れていますが、その時生まれた赤ちゃんは誰？  ＊答えは１ページの左下隅 

 １０月２８日（日）に松平交流館で「ヘルサポ協力隊養成講座」

を開催しました。受講者６人は、保健師による講話やヘルスサポー

トリーダーの活動状況を学んだり、体成分分析装置等の健康チェッ

クを体験しました。 

 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、

松平地域の方々の健康長寿のために、地域で健康づくりを行う人材

を育成する講座を開催しています。ヘルスサポートリーダーは、ヘ

ルサポ協力隊とともに、地域イベント等で講座や健康アドバイスを

し、 松平地域の方々の健康長寿を推進しています。 

健康福祉分科会 

歴史観光分科会 

健康福祉分科会 

健康福祉分科会 


