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と き 平 成 20年 3月 15日 (土)

午後 1時 ～4時 30分

ところ 足 助交流館 飯 盛座

プログラム

13:00 オ ープニング

13:20 地 域づくり講演

14:30 パ ワーアップ !地域力 !

15:05 地 域づくり懇談会

16:10 エ ンディング

主 催 / 豊 田 市 ・足 助 地 域 会 議 ・足助地区コミュニティ会議
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豊口市民の普い

たくしたちは、七州をのぞむ美 しい山河にかこまれ、

輝かしい衣の里の歴史と伝統をうけつぎながら、

明日に向かって伸びゆく豊田市の市民です。

ひ
iつ 線 をはぐくみ、11`を失切にして、重かな首撚を基しましょう。

ひ
iつ 女余二うに競しみ、プ器を嵩めて、支ηとの尚=に つとめましょう。

ひ
iつ 打気で働き、若い方をそだてて、幸せなが建をつくりましょう。

ひ
iつ 量いに断けあい、′ぃの輪をひろげて、あたたかぃ町をつくりましょう。

ひ
iつ いのちを驚び、きまりを等って、在みよい柱答をつくりましょう。

“ わ 53年 3月 1日 411定)

祠
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演題 足 助のまちづくりを磨く!

メ モ

東京大学教授 西 村 幸 夫 氏

プロフィール

福岡県生まれ。東京大学工学部都市工学科卒業、同大学

院終了。明治大学助手、東京大学助教授を経て、現在東

京大学大学院工学系研究科教授。

平成 3年 に足助の町並み修景調査を実施、同年、足助の

町並みを守る会主催の講演会で町並み保存についてお

話をしていただいたり、平成 10年 度に策定された足助

町住宅マスタープラン策定審議会委員としてもご指導

いただくなど、足助地区との関わりは深い。

現在、足助まちづくり事業アドバイザー。



(1)足 助地区コミュニティ会議

目 的

地域住民の連帯を深め、住みよい地域社会をつくること

～自分たちの地域を自分たちでよくしていこう !～

コミュニティ会議の事業

自治区および各種団体等の活動の向上に必要な情報交換および連絡調整

自治区および各種団体等の活性化に関すること

(人づくり、活動内容のPR、仲間づくり支援、組織の立ち上げ支援)

足助地区の共通の課題解決に向けた勉強会、学習会に関すること

その他目的を達成するために必要なこと



○足中生国道420号 プロジェクト事業への協力

○不法投棄現場と新清掃工場の見学

○不法投棄撲減に向けての話し合い

○不法投棄ステッカーのデザイン作成

○請演会 「河川環境とEM菌 について」

講師 :三河湾浄化市民塾塾長 ・三浦進氏

平成19年 度の活動

○足助地区文化祭

○足助地域文化協会のあり方検討

○ 『文化協会22年 のあゆみ』編集

○請演会 「健康診断のすすめ」

講師 :足助病院長 ・早川富博氏

○福祉施設 「小原安立」、グループホーム 「あさがお」

への視察研修会

○普通救命請習会 (4回 )

○豊田市防災センター体験学習

○防災講座 (家具転倒防止)

○防災請演会

○総合型スポーツクラブ、スポーツ施設利用シス

テム (丁OSS)研 修会

○スポーツイベント (体育祭 。あすけウオーク)



(2)地 域会議の提言事業実践報告

『山里あ引fからの提宮 やろきいか ′足助 r」 第1弾

こもに知恵を出し、汗を流して、力を合わせ

自分たちの地域は、自分たちでよくしていこう ′

地域の課題に対して、住民でできることは何か、地上或でできることは何か、という視点

で、みなさんのご意見をいただきながら検討を進め、平成 18年 9月 8日 (金)、「足助地

域会議 提 言書 ～ やろまいか !足助 !」を完成させました。

そして平成19年 度、それぞれの提言が、地域力で一歩ずつ実現されています。

気心が知れて、歩いて出かけられる距離にある集会所を拠点とし、高齢

者が元気で楽し<、 いきいきと生活を送るための集いの場をつ<ろ う。

集いの場では、介護予防、医療、健康の基本となるバランスのよい食生

活、閉じこもり予防、生きがいづ<り を目的として実施しよう。

集いの場を立ち上げ、活動しているグループ数 28

グループ間の情報交換や勉強会の場として、コミュニティ会議福祉部会設立。加入

グループ数 14(8自 治区)

● 地 域での集いのグループ立ち上げ支援、活動支援として、地域S、れあいサロン事業

開始。利用グループ数 14(9自 治区)

地域の山を守る会 (仮称)を 地1或に設立し、森のカルテ作成事業を

支援したり、自然観察 。癒しの森体験など実施していきましょう。

豊田市 100年 の森づ<り 構想 (平成 19年 度)に おいて、地域の森林所有者等で

地域の森林整備をすすめる 「森づ<り 計画」を作成し、実施してい<「 森づ<り 会

議」の設立が進められています。

森づ<り 会議設置数 1自 治会

森づ<り 会議設置説明会開催自治区 (会)数  6(8)

・　　□］・
・

□
・

団
・



・　　・　　□岬・
・

地域住民で力を合わせ、機能性と景観に配慮した道路や河川の環境を整備しましょ

つ。

道路沿いや河川沿いの支障木 。枝の伐採、人工林の間伐をすすめよう。

足助支所固有の地域課題対応事業として予算イしされました。

通行支障木伐採事業 6,262千 円

実施回数 23回

実施自治区(会)数   11(15)

実施距離数 8,800m(予 定)

● 河 川環境整備事業   3,399千 円

不法投棄ステッカー作成  250枚

各自治区へ配布

*デ ザインはコミュニテイ会議環境部会で発案

● 地 域の言い伝え、伝統、

章など)で 残そう。

団

・

・

・

保存したい名所 。旧跡などを各自治区に調査。

足助支所固有の地域課題対応事業として予算化されました。

歴史伝統文化等保存事業 1,440千 円

集落史作成  1自 治区 (B5版 289ペ ージ)

佐切 自治区 通 行支障木等伐採事業

上脇自治会  10月 28日 (日)市 道足助佐切国閑平折線 800m

490m上佐切自治会

国閑自治会

12月 7日 (金)市 道足助上佐切平折線ほか 1路 線

3月 16日 (日)市 道足助佐切国閑平折線

↑
実
施
前
　
↓
実
施
後

史跡などを調べてみて、形 (写真や文



地域会議委員紹介

会長  水 野 桂 司

地域会議とは ・・・

副会長 林 宜 子

天野 敬 一 栃本町
/AN募

委員 安藤みさ子 五反田町 東部地区推薦

安藤 幸江 上切山町 北部地区推薦 宇井 鋭 郎 月原町 北部地区代表区長

榎津 修 二 川面町 団体推薦 (農協) 大河原有史 足助町 団体推薦 (観光協会)

大山  隆 近岡町 学識委員 小野  忠 足助町 中部地区代表区長

梶 い づみ 野林町 西部地区推進 佐久間章郎 足助町 学識委員

宍戸 祐 證 摺 町 団体推薦 (社協) 鈴木 重 範 山谷町 東部地区代表区長

鈴木 政 雄 上ノヽ本町 団体推薦 (森組) 高木 伸 泰 貝」定町 団体推薦 (商工会)

内藤 尚 六 永野町 学識委員 林  宜 子 足助町 中部地区推薦

水野 桂司 中立町 学識委員 築瀬 壽 ― 沢 ノ堂町 西部地区代表区長

寄田 種 子 綾渡町 公募委員

◆地域自治区と地域会議

一難一綱一　観
一　　糠路一

一　
　
　
　
　
市
　
　
　
長

地 露 自 治 区
―

選 出
―

壌城 への 分籠

1地 域課饉
への対応

2ま ちづ くり

活勤の充実

一　住民「”ゎ鴎
・市報覇ユ動銅琳イ

◆地域会議の役割 (1)

市 長

1審難

◆地域会議の役割 (2)

わくわく事霧の

公開審査会にて地域会霞委員が審査
審査結果を支所長に報告し、支所長が交付決定する

◆地域会議の役‖ (3)支 所長

‐

・
｀

《
:」 「

鵬 「籠識 ｀



ス ク ラ ム

(1)地 域会議の新たな提言
『あすI十住暮楽事7ラ ン』

足助に住みたい人が定住でき、受け入れる集落が元気になる仕組み

○なぜ、人口増が必要か

。 集落の維持が難し<な る  。 活気ある暮らし

。 人がいないとさみしい

足助の現状

・人□減少し続けている

。少子高齢化の進行がとまらない・ 学校の存続 。子どもがいないとさみしい

・ 同級生が少ないとさみしい

○足助地区への定住の問い合わせ件数と交流事業の実施

0まずは、足助に住みたいと希望する人をターゲットに絞り定住者を増やそう:

O集 落が元気になる !

活性化、若返り、子ども増、存続、村行事の維持、Uターンの増、足助を出る若者の減少

0活 気ある、魅力ある、足助らしい暮らしのできるまちづくりの実現

今、足助に住んでいる子どもからお年寄りまでが、これからも足助に住み続けたい

今、足助を矢□らない人が、これからは足助に住んでみたい

かつて、足助を離れた人も、足助に戻つて住んでみたい

そして、これらの人が 「やつばり足助に住んでよかつた」といえる ま ちづ<り

平成 18年 度 83件   平 成 19年 度 57件

平成 19年 度 足 助固有事業

く:レ 「
里山耕流塾」の実施

足助への交流人口が増えると

足助への定住希望者も増えるかも…

里山耕流塾

開催自治区(会) 内  容 申込者

冷田(野林) 竹細工体験と夏祭り 21

冷 田 冷田フェスタ(ウォーキング) 9

則定 大豆収穫・豆腐作り(2回 ) 5

新盛〈予定〉 きのこ菌打ち体験 15



○足助町時代の定住施策を振るかえると…・

にこにこ作戦 :自治区で土地を提供。行政が造成し宅地分譲。地元では、購入希望者を迎えて

定住塾を開催し、住民同志の交流や地域の情報を知ってもらい、地上或の行事や活動に積極

的に参加する山里あすけの仲間を増やす取り組み。9区 画の分譲は完売。

すまいる紹介 :自治区や住民個人から空き家情報を行政へ提供。足助に住みたいというF05合せ

に対して紹介。10件 の情報提供に対して、すべて賃貸契約完了。入居中。

これ以降、土地や空家などの物件提供はほとんどありません。

Oそ の原因として、 住者に対する不安が地域住民に 考えられます。

(知らない人には貸したくない、自分の土地に地上或を舌しす人が入ると困るなど)

Oこ れを解消するには、地元住民との交流・情報交換会Jが大

交流することにより定住希望者に地域を知ってもらい、この地域の暮らしを理解してもらう

ことができます。受け入れようとする地域住民も、定住希望者の人柄を知ることができます。

このようなステップを踏むことにより、土地や空家の物件が提供されると思います。

(1)自治区(会)住民が、定住をすすめていくこと、定住者を受け入れることへの理解をする。

(2)自治区(会)ごとに、それぞれにあった方法で情報のまとめ役、受け入れ対応の窓口などを設

け、定住をすすめる体制をつくる。

① 定住部会を設置する ② 既存の地域づくり推進委員会を活用する

③ 委員を委嘱(自治区長・自治会長、有志)する

(3)情報を収集する。

① 物件情報  (空 家・宅地にできそうな土地の有無、所有者の承諾の有無、条件、状態)

② 地域情報

・地域の特徴にあわせた定住スタイルの提案

・地域の概況紹介(地形、気候、人口・世帯、良いところ、改善が必要なところ)

・インフラ状況(道路。公共交通、学校・保育園、病院、水道、電気など)
・区費・お役・祭り・地域の約束事・受入条件

③ 交流情報

・多くの参加を呼びかけ、地域をアピールできる交流イベント情報
。定住希望者が現地に来て参加できるイベント情報

(4)交流する

① 受け入れる対象や段階に合わせたプログラムの検討(定例行事、祭り、お試し定住など)

② 地域と定住希望者の相互理解を促す

自治区。会・住民

A自 治区定住委員一A日 治会連絡員

Al自 治会連絡員

8自 治区定住委員 3自 治会凛l15員

81自 治会連絡員



定住希望者を受け入れる

① 物件の紹介・契約の仲介

② 定住に向けて、定住後の相談窓口となる

(1)地域からの情報をまとめ、管理し、発信する

(2)地域組織の立ち上げ支援

(3)定住希望者からの問合せに対応し、定住の仕組みを説明。どんな暮らしがしたいか、どんな

地域に住みたいか、土地・空家の希望、仕事、家族構成などのヒアリングをする。地域連絡会

へ定住希望者の情報を流し、受入地域の協議。

(4)交流事業の支援

(5)住宅取得補助などの支援

*地 域と行政力t連携し、効率的に事業を進めるための足助地区全体の組織

(1)各自治区からの定住推進の代表を中心に組織

(2)「あすけ住暮楽夢(スクラム)プラン」の改善を検討する。

(3)行政からの定住希望者の情報を共有し、希望に沿つた地域の検討・協議

(4)各地域の情報の共有、良いアイディアや活動は参考しあう。

(5)定住のすすめ方を学びあい、後から立ち上げる地域が参考にできるよう、活動をまとめておく

(6)定住をすすめる組織がない地域への PR

(7)また、定住希望者のサポートとして、問題や課題を出し合い、解決策を検討する

*ここでは、その課題によつて、より専門的な知識を持つアドバイザーや各種団体や地域会議委

員に参加してもらい、解決策を検討する。

先進事例発表

栃本地域づくり推進委員会 「栃本体験村」  (わ くわく事業補助団体 P16参 照)

( 5 )

10



●新たな提言を実現 させるために、私たち住民ができることは何なのか、何が必要なの

か、みなさんと一緒に考える懇談会です。ぜひ、あなたの声をお聞かせください !

メ モ



● 元気ハツラツ !足助少年野球団 ! (わくわく事業補助団体 P21参 照)

か
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平成19年度 足助地区 わくわく事業補助団体一覧

団体名 事業名 事業目的 主な事業

1
西樫尾和の里
づ<り

荒地てとうふを
作ろまいか事業

荒廃地 (休耕田)の 有効利用、作物を生産するだけ
でな<、 子どもからお年寄りまでみんなで楽しめる
ものを作る。地区内の景観も良<し 、住みよい地域

を構築する。

西樫尾集会所 「和の里」を拠点に地区内の荒地
を利用。 「種まき」、 「中間管理」、 「収
穫」、 「とうふづ<り」を行い子どもたちに農
業の楽しさを教える。また収穫祭を開催する。

栃本地域づく
り推進委員会
「栃本体験

村」

栃本体験村事業

都市住民家族と栃本町住民との交流を図り、各種の

山里体験を通してお互いの共通理解と親睦を深め地

域の活性イじを図る。併せて地域の課題である遊休農
地の活用及び竹の侵食や山林の荒廃を防ぐことを目

的とする。

四季を通じてと栃本体験村を開催し、都市在住
家族を対象として様々な山里の書らし体験を実
施。①自然体験コース ② 晨業コース ③ 林業
コース ④ その他

原木マイタケ
研究グループ

原木マイタケ自
力活動拠点施設
整備事業

社会情勢の変化や購入コストの高騰により、原木マ

イタケ栽培の消滅が危惧される。当グループが中心
となり、栽培に関する技術の習得および自力による

生産基盤を構築し、原木マイタケを地域の特産品と

して普及開発し、山村地域の産業振興に寄与する。

原木マイタケの発生まで、県下で初めてその全
工程を民間グループで実施する。

4
中立地域づ<
り推進委員会

高齢者の健康 ・

生きがいづ<り
事業

高齢者が家に引きこもらず、いつまでも元気にイキ
イキと暮らしてい<為 の健康づ<り 。楽しさ創りと
して、グラウンドゴルフを取り入れた活動を行う。
グラウンドゴルフの楽しさを知つてもらい、生涯ス
ポーツとしての取り組みを行う。

集会所裏の南天畑を借用して練習場に整備す
る。整備後は 「喜楽においでん会」で利用する
だけでな<、 毎週多<の 住民が参加できる練習
日を設けて交流を深める。

足助きこり塾
森林ボランティ
ア活動拠点施設
整備事業

5年間の来訪者は県外で延べ25∞ 名を超えた。林
業 。本工体験等だけでな<、 「山里の暮らしの知恵
と文化と技術」を地元や都市住民に伝承する場とし

て期待が高まつてきた。質 ・量ともに対応するた

め、雨天時や屋内学習用の多目的スペースを足助の

匠たちと都市住民が交流 ・学習しながら構築し、足

助の山里文イしを発信する。

3年計画の3年目で本造平屋建ての活動拠点を新
築。この他に山里文イじ受発信事業として①壁塗
り塾 ② かまど塾 ③ 炭窯塾 ④ 根曲がり工房
⑤石窯塾を開講し、受講生を地元や都市住民か
ら募集し、協働して拠点施設の充実を図る。

椿立地1或づ<
り推進委員会

てっぺんの里づ

<リ チヤレン
ジャー 事業

区民の一体イヒと郷上愛をさらに促進するために、
「てっぺん祭り」の一層の充実を図り、複数年事業
として提案した遺跡復興として 「白烏山」の展望台
を完成させる。

① 「てっぺん祭りの充実」音の子供の遊びの復
活 ・地区内ノヽスツアー・鈴木正三を知る活動 ・

地元ソング 「白鳥山哀歌」コンサートの実施。
② 「白鳥山の展望台の整備」頂上に東屋を建
設 ・PR用 案内バンフレットを作成する。

7
足助少年野球

団

設立10周 年記
念事業

足助少年野球団設立10周 年を迎え、記念事業とし

て、地域間交流 (足助地区から卒団生等が集う)、
世代間交流 (親子、元コーチ等)を 踏まえた事業を

実行し、青少年の健全な育成を図ることを目的とす
る。

①ストレッチ体操教室 ②審判講習会 ③親子
練習会 ④ 旧東加茂交流試合、親子交流試合
⑤lO周 年記念大会 (記録会、交流試合)を開
催する。

四ツ松集落計
画推進委員会

四ツ松公園Y∪
MEひ ろば整備
事業

1.交 流拠点を皆で汗を流し整備することで、住民

磐理露を8「ぢF種賣竪鞣機曇35寒n見冒運嵯嚢
善するためにボランティア活動を通じ、交流し明る

く活気のある四ツ松集落をつ<る 。

YUMEひ ろばに看板の設置、屋外交流場の設

置、花木の追加植栽する。

9
御蔵地域づ<
り推進委員会

自然観察の森整
備事業

御蔵自治区は市中心部から25分 程の距離なのに過

疎化が進み、小学校の児童が減少している。村に住

民を戻すには、若者や子どもたちがもっと昔のよう
に川や山の自然と一緒になつて遊んだり、観察でき
る里づくりをする必要がある。

①自然観察の森の整備
②やまぼうしパーク祭り
③やまぼうしパークの整備

10
久木自治会
なかよし会

み～んなおいで
和 (輪)に なろ
う会事業

①子どもたちとの交流を図り、地域での子育て環境
を整える。②老齢者から山里文化を学びながら世代
交流を図る ③ 地域内の相互扶助、相互理解を推進
し、住みよい地1或を創る。

「四世代交流事業」①老人から子供への山里文
化の伝承 ・体験学習会。 ② 簡単なリズム体操
により運動不足の解消と相互理解を深める。③
山里の恵みを使った物づくり学習会を開催す
る。

新盛自治区
「あすけ新盛

裏山塾」

裏山しい暮らし
の会事業

①裏山の資源を発掘することを通して、裏山と共に
生活を営んできた人の暮らしと山里文化を再生し、
持続可能な社会を目指す。②裏山の資源から経済効
果を生み出し、地域の活力を高める。③裏山を利用
した結果として美しい景観をつ<り、土地に根ざし
た暮らしを促進する。 (定住者を誘致)

里山活性化3か 年計画の2年 目として更に研究

し、経済効果を再発見する。具体的には、裏山

において、薪作り、炭焼き技術の習得、販売を

試みる講習会を年6回 開く。里山活性化の先進
地を視察し、会の運営効果を高めてい<。

新盛ベルの会
すすらん

住みよい地域づ
くり事業

音楽を通じ、親睦を図り、文化的意識を向上させ

る。少子 ・高齢化が進む地域の活性化に貢献する。

①老人福祉施設への慰間 ② 地域のイベントで
の演奏 ③ 小学校への出前指導 ④ 保育園、幼
稚園での演奏 ⑤ 地域老人デイサービスでの演
奏などを開催する。

14
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荒地でとうふを作ろまいか事業 分野/地 域の生活環境改善、景観づくり 自 然環境保全

活動場所 西樫尾集会所 「和の里」を拠点に地区内の荒地 (休耕田)を 利用

活動目的
荒廃地(体耕田)の有効利用、作物を生産するだけでなくて、子どもからお年寄り

まで、みんなで楽しめるものを作ることを目的に、今はとうふ作りをしています。

○設立のきつかけ

現在、耕作されずに放置された田畑が増えてます。何かよい利用方法がないかと思い、大豆を

栽培して昔ながらのおいしい豆腐を作ることにしました。

○活動の内容

年間の活動は春の種まきから始まり1月のとうふ祭りまでです。

地区内にある体耕田を借りて、大豆栽培を通じて子どもたちに農業の楽しさを知つてもらい、

出来た大豆で昔ながらのとうふ作りを、お年寄りから教えてもらい子どもたちや我々も楽しんで

います。

1月のとうふ祭りは最大のイベントで、子どもからお年寄りまでたくさんの人が参力□します。

成果と今後の目標

荒地を整備することによつて、地域の景観がよくなり、作業をとおして地域住民の不□が深まり

ました。子どもたちが物づくりの喜びを体験できました。特にお年寄りの楽しそうな姿が印象

的でした。

今年|よ、種まきの日が悪天候で、収穫量が少なかつたことが反省点です。

今後|よより多くの皆さんに参加してもらい活動の輪を広げていきたいと思います。
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栃本体験村事業 分野/地 域の生活環境改善、景観づくり 自 然環境保全

活動場所 栃本町地内

活動目的
都市と農山村の共生を目指し、お互いの住民の共通理解と親睦を深め、栃本地

域の活性化を図る。

○設立のきつかけ

新豊田市の目指す 「都市と農山村の共生」を図るため、栃本町の住民総意で平成18年5月に

「栃本体験村」を設立した。都市住民家族と栃本町住民との交流を図り、各種の山里体験を通し

てお互いの共通理解と親睦を深め地域の活性化を図る。

併せて、地域の課題である定住対策を図るとともに、

荒廃を防ぐことを目的とする。

遊体農地の活用および竹の浸食や山林の

○活動の内容

1 自 然体験コース

6月23日 父 親と子どもたち|よ川ЧIIでの魚釣り。お母さ

んは山菜採り。釣つた魚、採つた山菜を食材として交
ミム△
〃|しZ oヽ

夜は蛍鑑賞会  68名 参カロ

8月14日 厄 介者の竹を伐採し、昨年より50mも 長い、

350mの 長大流しソーメン大会。58名参力0

農業コース

5月 田 植え体験   18名 参力0

親子で田んぼに入り、どろんこになつて苗を植える。

9月 稲 刈り体験   18名

実つた稲を、鎌を使つて刈り取り、みんなで 「はざ」

掛け。

9月 脱 穀籾摺り体験 18名 参力]

はざ干しした稲を脱穀 ・籾摺りし、美味しい米の出来

上がり。

10月 い も掘り体験

畑で実つた 「さつまいも」や 「じやがいも」掘りを体験。

大きな 「いも」がたくさん収穫できました。 15名 参力0

林業コース

3月 き のこ原木の天地返し体験

きのこがいつぱい出るように、

(予定)

昨年菌を入れた 「しいたけ原木」を逆さに入れ替える。

その他

12月3日  厄 介者である竹の活用を考える視察研修  「越前竹人形の里」 21名 参力0

成果と今後の目標

栃本体験村も2年目を迎え、都市住民家族も自分たちの家のように自然の中でイキイキと振る

舞い、地元住民との親密感が深まるなど 「栃本体験村」として一定の成果が得られた。

今後|よ、交流事業の継続を図る一方、地域活性化を推進するための新たな展開が望まれる。
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原木マイタケ自力活動拠点施設整備事業 分野/地 域の特性を生かした産業振興

活動場所 栃本町引木 4-1。 日面地区培養施設拠点、足助 ・旭地区で活動

活動目的
生産者が共同じ原木マイタケの試行をはじめ、これを機会に有志グループを設立。

地域特産品としての定着化および地域振興を図ることを目的として活動を行う。

○設立のきつかけ

旧東加茂郡きのこ協議会で原木マイタケの試作、栽培に取り組んできましたが、コスト高、

産、規模拡大、地域振興等の課題を懸念していました。だが今後の、地域発展、食の安全性、

林資源の活用を解決しようと有志が奮起し組織化、栽培事業の研修、習得を始めました。

019年 度の活動内容

第1工程 18年 5月から11月まで、培養室 ・作業

小屋の建築資材の搬入建築。

第2工程 18年 12月に地域森林資源の活用とし足

助地内でのアベマキの伐採作業、玉切り浸水。

第3工程 浸 水後の高熱煮沸殺菌作業後、地域在

住中学生との袋詰作業。作業後冷却。

第4工程 冷 却後の菌接種、培養室に搬入。

温度管理、菌の成長調査。

第5工程 土 壌培養 (伏せこみ)

研修視察

19年9月26日 (水)

長野県下伊那郡根羽村 (玉水農園 。しいたけ)

長野県下伊那郡天龍村 (村沢崇宅 ・マイタケ)

19年 10月 15日を始めとし計6回のマイタケ

育成現地指導及び作業指導会

体験実習

20年 1月17日 (木)

地域在住 (藤岡中学校)の 生徒の体験実習

(煮沸殺菌 ・袋詰め作業)

報道機関掲載

10月 ひ まわリネットワーク取材

10月 10月 号林業愛知掲載

20年 1月17日 矢 作新報取材

生

森

成果と今後の目標

今回の事業に基づき計画的な作業、研究が行われ讀した。マイタケの発生結果は20年秋頃、確

定すると思われます。今後の原木の動向を注意していき年間の作業を確立したいと思います。習

得した技術、研究結果を今後、公的イベントや地域の発展に役立てていきたいと思います。また

地域の特産品として食の安全性、美味しいと言われる、きのこ生産を発展、継続していきたいです。
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高齢者の健康 0生きがいづくり事業 分野/保 健、医療、福祉の推進

活動場所 中立集会所を拠点に中立町内

活動目的 美しい環境と住民の健康づくりを二大目標にした地域づくりに取り組んでいる

○設立のきつかけ

中立町は、町民のまとまりがあることが特色です。特に秋のお祭りや清掃活動等の地区活動も

活発に行われて非常に融和の取れた地区であります。

合併に向け年代を越えた (20代～80代)メ ンバーで組織づくりをし魅力と融和をますます高

め、若者の定着を促し100歳まで元気な中立町を目指すため、結成しました。

019年 度の活動内容

◆地域内の県 ・市道の清掃活動

住民総参カロ 年 4回実施

(子どもから年寄りまで)

◆健康づくり教室

喜楽においでん会 月 1回実施

足助病院長を招き

健康づくり講演会 ・音楽を取り

入れた健康づくり…等

◆環境づくり

荒れた山の斜面を整備して、

桜 ・紅葉の植樹を実施

地域美化活動

◆生きがいづくり事業

多目的グラウンドの造成

成果と今後の目標

このコンセプト (取り組み)|よ、住民設計～住民工事～維持管理という手法を取り入れた活動

を行い、お互いに出来ることを共同で行い本年度目標(二大目標)の達成感を得ることができた。

更なる住民による手づくりによる地域環境の整備と高齢者健康づくりを継続して活動していく。
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森林ボランティア活動拠点施設整備事業 分野/地 域の生活環境改善、景観づくり 自 然環境保全

活動場所 御内町愛知洞山林

活動目的

○山仕事の基本を習い習熟しよう ! “効率を求めず楽しく安全に
"

○山村生活の知恵と素晴らしさを楽しく学ぼう |

○自然の豊かさを体感し、広くマチの人に伝えられる人になろう |

○設立の経緯

矢作川流域だけでなく全国至る所で人の手が入らず荒廃が進む人工林。東海豪雨でも明らかな

ように、荒廃した人工林は、時に想像をこえる自然災害をもたらします。何かできること|よない

かと思つた都市住民たちのグループと 「都会の風を森へ招き入れたい」と考える旧足助町の篤林

家鈴木政雄さんが出会い、2001年 12月 「足助きこり塾」がスター トして丸6年が経ちました。幼

稚園児も小中高生 。大学生も大人もそれぞれの立場で森を楽しんでいます。

○活動の内容

山仕事の学習と実践    体 験学習受け入れ     木 づかいその他山村生活の知恵の学習継承
人工林の適正な密度管理  .小 中高生から大学生まで  ・ 製材を通して木材の有効利用を考える
・間伐作業  ・ 集材   .各 種研修受け入れ    。 木工を楽しむ  。 自然観察会など

さい瓦の掃除 自分たちでやれることは自分たちの

力で、プロに任せる所はプロに

大人も子どもも新体験=土 壁講座&石窯作り

窯の大入れ

成果と今後の目標

(成果)屋 根葺き完了 ・壁塗り講座で家らしく。石窯第 1号 完成 ・トイレに扉 ・サッシ完了

(今後の目標)炭 焼き窯づくり・かまどづ<り、そして先人から山村生活の知恵と技を学ぶ
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てつぺんの里づくリチャレンジャー事業 分野/地 域の伝統、文化、郷土芸能またはスポーツの振興

活動場所 椿立自治区 椿の里 (集会所)山 谷の白鳥山

活動目的
てつぺん祭リー区民の交流と一体化を目指すため。

遺跡の整備一白鳥山の遺跡群を展望台として整備、東屋を新設した。

○設立のきつかけ

合併後3年、さらに6つの町 (集落)の 一体化を促進するために
“
てつぺん祭り

"を
創造し、区

民が同じ目的に向かつて協力できる体制を構築することが目的である。区民が一堂に会して、顔

を合わせ、会話を交わし、意見を交換し、それを通して交流を活発にし、お互いを理解しあう。

それによつて地域力を向上させ、同時に郷土愛を育成したい。それがさまざまな地域の課題を解

決し、伝統文化の維持と発掘に繋がると思うからである。

019年 度の活動内容

てつぺん祭リー区民が一日楽しく有意義に遊び、交流を深めることが目的。

午前|よアウトドアー :手づくりの竹細工をし、それを使つて競技を行なつた。老人|よ、白鳥山

へのバスツアーで東屋と展望台を楽しんだ。

午後|よイン ドアー :郷土の偉人探訪で、鈴木正三の人生と業績を偲んだ。そして新曲 『白鳥

山の祈り』をかじやさんコンサートで披露した。

遺跡の整備 ・白鳥山の石碑群と展望台の整備―継続事業として伐木を利用して東屋を建設、展望

台を完成した。先祖の信仰心から生まれた遺跡を復元、観光としても魅力ある遺跡になつた。

成果と今後の目標

遺跡の整備|よ、区民の一体化に大きく貢献できた。同じ有意義な目的に向かつての共同作業

は、区民の交流を深めると共に自治区民としての郷土愛を高めることに成功した。

てつぺん祭り|よ継続は力なりで、定着してきた。―日を一緒に競技したり、食事を共にした

り、演劇やコンサー トを楽しんだりすることで、区民意識が向上し、区の抱えるさまざまな課題

を一緒に解決していく共通意識の醸成に大いに役立つたと思われる。
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設立10周年記念事業 分野/子 どもの健全育成

活動場所 主に足助グラウン ドで活動

活動目的
足助地区の小学生を対象に団員を募集して、野球を通じての礼儀 ・作法を重ん

じた指導も行い、元気で明るい青少年の育成を目的に活動しています。

○設立のきつかけ

10年程前、小 ・中 ・高校の週休2日制が実施され、「土 。日曜日は、社会 (家庭)で面倒を見る」

という時流の中、その2・3年前から子供会のソフトボールに興味を示し夢中になる子ども達が増

え、子ども達から 「野球がやりたい !」との声が上がり、クラブチームの少ない足助町で子ども

達の気持に何とか応えてやりたいと、当時の子供会役員 ・スポーツ指導員が中心になり、野球教

室を開催したところ、100名を超える子ども達の参力0があり、約6か月間の野球教室から、こ賛同

頂いた方々のこ援助も有り、足助少年野球団の発足となり、その活動も10年が経過しました。

019年度の活動内容【10周年記念事業】

①設立10周年記念大会の開催
10月28日 (日)雲ひとつない秋晴れの下、

卒団生 。在団生 。関係者、150名の参力0

があり、記録会 ・試合昼食会等を行い、

地域間交流や世代間交流ができ、有意義

な一日が過こす事ができました。

② ふれあいCUP記 念試合の開催

地域間交流として、旭 。稲武 ・下山
・石野の各チームとふれあいC∪P記念

試合を開催し、地域を越えた交流が出

来ました。

③ その他の活動
・親子合同合宿
・親子練習、親子対抗試合
・冷田地区練習会
・審判員講習会
・ストレッチ体操請習会

成果と今後の目標

足助少年野球団は設立10周年記念事業を開催し、在団生 ・卒団生 ・コーチ ・関係者―同が、足

助グラウンドに集いスポーツを通じて、地域間交流、世代間交流を図つたことで、卒団生|よ地域

への貢献意識が高まり、在団生|よ立派に成長した卒団生に憧れを持ち、コーチ ・関係者は、青少

年の健全な育成の重要性を再認識でき、当初の目的は達成できたと思います。

少子高齢化が進む状況で団員数も減少していますが、15周年、20周年記念大会ができるように

募集活動をし、 「継続は力なり」をモットーに活動していきたいと思います。
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四ツ松公園 YUMEひ ろば整備事業 分野/地 域の生活環境改善、景観づくり 自 然環境保全

活動場所 四ツ松公民館とグラン ド周辺を拠点に四ツ松町地内

活動目的

四ツ松の現状と将来を皆で考え、策定した案を具体化し計画を全員で推進し明るく活気

と安らぎのある四ツ松集落をつくる。 (集落コミュニティ活動、自然生活環境向上、歴

史伝統継承の活動)

○設立のきつかけ

平成16年市田I村合併を控え地方分権が叫ばれるなか、四ツ松集落としても自分達の地域|よ自分達で

守り様々な諸問題についても、解決出来る事|よ地域で解決しようとの機運が高まり組織されました。

○活動の内容

昨年植栽した花木の花看会を4月に開催し様々な花を楽み、その後毎月の手入れを継続した。住民公

募の愛称看板を地元伐採の桧丸太で製作し設置、屋外交流場の床にコンクリー ト平板を敷き環境を改

善、炊事かまどを製作して交流時の親睦内容を充実した。また、四季を通して花見が出来る様に様々

な花木や花を追力0植栽した。    活 動期間 '07年 4月～'08年
2月

雨水でぬれる
事もなくなる

ネ

成果と今後の目標
・美しくすばらしい公園「Y∪MEひ ろば」を維持管理し更なる環境向上への整備を行つて来ましたが、住民の

機運が盛り上がり、以前は寂しかつた公園が住民ふれあいの場となり住民交流に活用されています。また、

ボランテイア作業を通じて住民の一体感や協調性が醸成され明るく活気ある地域づくり活動が出来た。

・今回整備した 「YUMEひ ろば」を可愛がり末永く愛情を持つて手入れをし、定例化した毎月の手入れや

季節毎の花看会を主行事におき、年月を重ねるほどに美しくなる公園を看る事が楽しみです。
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自然観察の森整備事業 分野/地 域の生活環境改善、景観づくり 自 然環境保全

活動場所 御蔵自治区地内

活動目的

私達の里に自生する天使の羽根のようなやまぼうしの花が、減少しつつありました。

これは危機と思い、みんなでやまぼうしを植える事で交流と活性化を図る場づくり

をしました。

○設立のきつかけ

平成9年に御蔵小学校の児童が減少する中、児童数を増やすに|ま地域に魅力と活気が無ければ

人は集まらない、従つて楽しい町、美しい町をめざし、地域づくり委員会が発足し、最初に活動

した折、やまぼうしの木を植えたので、現在別名 『やまぼうし山里の会』として活動しています。

○活動の内容

☆今までの活動内容

1、やまぼうしの苗木植林 (やまぼうしの里にする為900本の植林)

2、山里マップの発行 (地域の神社 ・寺院 。お堂 ・歴史 ・名所の調査とマップづくり)

3、天狗岩の整備 ・開発 (山道 ・ベンチをつくり紙飛行機大会 ・シャボン玉大会を開催)

4、やまぼうしパークの設立 (竹薮を公園に整備し、パーク祭でふれあい活動)

☆19年度の活動

1、自然観察の森の設立

自然観察の森の目的|よ、私達の幼い頃、毎日が鳥や昆虫が沢山いて森の中で共存共栄してきましたが、

今では失われつつあるこの感動を、もう一度復活させるため自然観察の森をつくりました。

①荒れた県有林の入り□の間伐作業

②小鳥の巣箱設営とホタル池の設営

③花壇づくり姥人クラブの応援)

成果と今後の目標

地域の皆さんと「やまぼうしパーク」「自然観察の森」とふれあいの場づくりをしてまいりました

ので、これからは地域の皆さんと、自然と鳥 ・ホタルと人間の共生する楽しい場を生かし、自然

の勉強会や音楽会を計画し、地域の活性化を目指したい。
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み～んなおいで 和 (輪)になろう会事業 分野/子 どもの健全育成

活動場所 久木館

活動目的

① 子供たちとの交流を図り、地域での子育て環境を整える。

② 女性、子ども、老齢者の四世代交流を図り、山里文化の体験や伝承を図る。

③ 地域内の相互扶助、相互理解を推進し、住みよい地域を創る。

○設立のきつかけ

久木館が新築され、活動施設が整つたのをきつかけに、地域の女性の親睦とコミュニケーシ∃

ンを図り、地域活性化の推進となる活動をしたいと 「み～んなおいで不□(輪)に なろう会」を設

立した。

019年 度の活動と内容

朗

閥

¶月
中

子どもたちもお抹茶を

頂き、かるたや百人一

首で遊びました。

(予定)

地元の夏野菜との猪

肉でバーベキ ュー |

手作 り流 しそうめん

も大好評。多くの住

民が参力]しました。

地域素材を使 つて

クリスマス飾 り、

お 正 月 飾 りが で

き、満足 |

成果と今後の目標
。これまで、秋祭りくらいしか住民が集うことがなかつたが、今年度の活動により、住民が集ま

る機会が増え、四世代のコミュニケーシ∃ンを図ることができた。 「この次|よいつ、何をやる

の」と子どもたちやお年寄りの方から楽しみにされるようになり、いろいろな活動が地域活性

化の原動力となつてきた。

。今後も、四世代交流を図る活動を継続していきたい。
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裏山しい暮らしの会事業 分野/地 域づくりに有効な助言や提案を受けるための事業

活動場所 新盛自治区地内

活動目的

(1)裏 山の資源を発掘し、里山文化を再生する

(2)裏 山の資源を活用し、経済効果を考える

(3)里 山の美しい景観をつくり、都会人との交流をする。

山仕事の安全講習 改良力]茂式炭窯 (北小田)

山野草染めの講習

i

幣■鳳 嚇

きのこ菌打ち体験

新盛地区の人々

が、都市の人々と

の交流を通じて、
里山の自さを再確
認して来た。り後

は、裏山にどんな

宝物があるがを一

層掘り下げた活動

を目指したい。

身延竹炭企業組合視察 しいたけ栽培農家視察

三河の山里ツーリズム事業協賛 (久木館)

25



住みよい地域づくり事業 分野/地 域の伝統、文化、郷土芸能またはスポーツの振興

活動場所 テラコッタ、老人福祉施設、学校、イベン ト会場

活動目的 音楽を通じて親睦を図り、文化的意識の向上、地域の活性化に貢献する。

○設立のきっかけ

地域での親睦を目的に
“
若妻たちで音楽を

"と
いうところから、読譜の苦手な人でも手軽に使

える楽器 (ミュージックベル)を やつてみる事にしました。その結果、地域づくりの補助金で

ミュージックベルを購入していただけたので、この会を結成しました。

○活動の内容

1.活 動日

毎月第2・第4火曜日 午 後7時30～10時

ただし、公演間近|ま毎週

2.19年 度の主な活動

☆ 新 盛のタベ

☆ 富 岡フエステイバル

☆ 新 盛小学校学芸会

☆ 巴 の里、足助病院

☆ 足 助幼稚園 ・足助保育園でのクリスマス会

☆ グ ループホーム さ ざんかでのクリスマス会

☆ 地 域ふれあいサロン (新盛 。中立 ・丼ノロ)

☆ 豊 田苑

新盛のタベ

グループホーム ・さざんか 西広瀬小 PttAへ のベル指導

新盛おしやべり会

成果と今後の目標

日々の練習にカロえ、請習会へ積極的に参力0し、演奏技術等の向上に努めています。どの活動に

おいても大変喜んでもらえ、再出演の依頼をされています。足助地区だけでなく他地域からの依

頼 ・活動も増えています。

また、個々が喜び楽しみを持ち、達成感が得られるように、この活動を継続していきたいです。
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新たな足助づくらle地域づくιlへのHE戦を応援しきけ

募集期間 平成20年4月1日(火)～5月2日(金)

わくわく事業は、地域資源(人、歴史、文化など)を活用し、地域課題の解決や地域の

活性化に取り組む事業を支援する新しい発想の地域活動支援制度です。
「わたしたちの地域は、わたしたちの手でもつと住みよく楽しく!」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。

団体からの申請を地域会議が審査して、市が助成を行います。

(1)保健、医療又は福祉を通して地域づくりを推進する事業

(2)地域の伝統、文化、郷土芸能又はスポーツを通して地域づくりを推進する事業

(3)安全・安心な地域づくりを推進するための事業

(4)地域の生活環境の改善、景観づくり、自然環境保全を図る事業

(5)子どもの健全育成を通して地域づくりを推進する事業

(6)地域の特性を生かした産業振興のための事業

(7)地域づくりに有効な助言や提案を受けるための事業

(8)その他個性豊かな住みよい地域社会を構築するための事業

※市や市の外郭団体などの助成を受けている事業など市長が適当でないと認めた

ものは対象になりません

1

2

3

原則 5人 以上で組織された団体

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

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
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下記書類を5月 2日 (釜めまでに足助支所地域振興担当へ提出してください。

●提出書類 ・交付申請書  ・申請団体概要  口申請事業概要  口年間活動計

画書 ・予算書 日会員名簿兼同意書 口申請団体の規約日会則など

*申請書類は足助支所に用意してあります。また豊田市ホームペー

ジからも取り出すことができます。

●審査方法

地域会議による公開審査を行います。【5月 24日 (土)予定】

書類審査とプレゼンテーション審査(またはヒアリング審査)を行います。

※プレゼンテーションでは申請団体に提出書類に基づいた説明をしていただきます

●審査基準

1 補 助要綱に適合しているか

2.社 会的公益性口地域の必要性・地域貢献性・実現性・継続性が適合しているかなど

●対象経費
補助事業の目的を達成するために直接必要な経費

●対象外経費
1.団 体の事務所などを維持するための経費

2 団 体の経常的な活動に要する経費

3.団 体の構成員に対する食糧費

地域会議が事業内容に応じて補助条件、補助率などを審査し、市長が補助金額を決

定します。地域会議ごとの総予算は 500万円です。また、申請金額からの減額や条

件を付して交付決定を行う場合があります。

補助事業の取組について、発表会などを予定しています。また、補助金交付にあたり、

発表会などに参加することも補助条件となります。
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この辺りは子どもがのびの
び遊べる場所が無いなぉ・…

近くのあの場所
に、私たちで花
を植えたり、ベン
チを作つて■い
たりしたらどう
かしら?
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わくわく事業一:
みんなと40談してみます。

皆さんの想い
を具体的な計
画にして、わく
わく事業に応
募してみたら
どうですか?

”　

　

　

　

　

　

　

　

　

務

あなたも「わくわく事業」で
「わくわくする地域づくLJ」をはじめませんか!
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