
第３回東郷地域協議会会議録（要約） 

（平成２８年度地域活動交付金審査会） 

 

日 時  平成 2８年６月４日（土）PM０:０0～ＰＭ６：００ 

場 所  新城市消防防災センター 災害対策本部室 

出席者  委員３０名 事務局５名 

 

 

次第 

１． 開会 

２． 事務局説明 

３． 公開審査 

４． 審査結果まとめ 

 

議事内容 

 

協議会の会議録の署名 

   署名員を２名お願いした。 

 

事務局説明 

事務局より公開審査の進行と説明及び質疑応答のルールを説明した。 

 

公開審査 

１番目の団体から順番に、申請団体の事業説明→質疑応答→採点を１８団体行った。 

  主な意見 

① 上平井を支援する会 

プレゼンなしのため質疑なし（5万円以下の申請については、プレゼンを免除す

る事ができる。） 

 

② 鈴木金七郎の業績を見直す会 

（委員） 

 鈴木金七郎の子孫の方や関係者の方から様子を伺うとありますが、イメージと

してどういうものになりますか。 

（申請者） 

 今のプレゼンのマンガ絵とか画像がありましたが、それも実は金七郎の生涯と

いうものを作ろうとしてパワーポイントで編集しています。子孫の方の話、各古

文書、言い伝えなどを総合的に検証し、僕達なりの解釈を伝えたいという事です。 

今年で４年目ですので、今年１年でまとめ総仕上げとしたいと思います。 

（委員） 



 有海区では、鳥居右強衛門祭りなど行っていますが、そちらとのタイアップ等

は考えていますか。できれば両方が盛り上がっていくと、この地域には良い事だ

と思います。 

（申請者） 

 その関係で去年、今年と鳥居閣祭は金七郎の業績を見直す会からも参加をさせ

てもらっています。ですが右強衛門はあまりにも有名で年輩の方なら知らない人

はいないという歴史上の人物ですので、せめて東郷、新城地域では一人でも多く

の方に鈴木金七郎を知ってもらいたいと思っています。 

 

③ 信玄塚を愛する会 

（委員） 

 19名のガイド予定者は地元の方ですか。また、年齢や男女比率などを教えて

ください。 

（申請者） 

 竹広地区を中心に川路、平井の方達もみえます。女性は１名です。 

 現在のメンバー以外に長篠の保存会の方３名も入っていただける予定となっ

ています。 

（委員） 

 観光バス等の複数名の方へのガイドなのか、地元の個人の方とか少人数のガイ

ドもして頂けるのかなどについて教えてください。 

（申請者） 

 観光バスが多くなり、ガイドについても竹広の方に協力頂いて実施しています

が、今回お願いしているパンフレット等を使い、個人の方にも勿論ガイドをして

行きたいと考えています。 

 

④ ほたるの里づくりの会 

（委員） 

 ほたるの保護や環境の観察、子ども会との交流など、良い取り組みだと思いま

すが、ニジマスのつかみ取りについて、取った後は食すと思いますが、この古戦

場の地で殺生をするのはどうかと思います。何か他の交流方法などは検討されま

したか。 

（申請者） 

 このニジマスのつかみ取りによる交流会は毎年実施させて頂いていますが、終

了後、子ども達からは来年もお願いします、とても楽しいとのご意見を毎回頂い

ていまして、この思い出気持ちを私達の子ども孫に代々受け継いでもらって、こ

のふるさとを思い良くしていってもらいたいと思いやっています。また、ニジマ

スについて逃げないようにしっかり対処し生態系等に問題を起こさないように

注意し実施しています。 

（委員） 

 ニジマスのつかみ取りについて、ニジマスの費用等は自分達で負担する事など

は検討しましたか。 



（申請者） 

 検討はしましたが、この交付金制度で対応できるのであれば、せっかくの制度

ですので活用させてもらっています。 

 

⑤ 五反田川カメの会 

（委員） 

 消耗品について、インクカートリッジなどの支出が多いが毎年必要なものです

か。 

（申請者） 

 古文書の解析後の成果資料の作成を自分たちで行っているため、多くのインク

が必要となります。 

（委員） 

 古文書とカメの会との関係はどのようなものですか。 

（申請者） 

 カメの会は郷土を愛するというか、川を中心にして暮らしている我々が歴史を

共有するという大きなくくりの中で、古文書を解析し皆さんに配ることによって

八束穂の歴史を共有する事で連帯感を生みたいと考えています。 

 

⑥ 東郷の戦国史跡 PRの会 

（委員） 

 ウォークラリーで一緒に回るときは良いのですが、個人の方が一目で解る一覧

表のようなものはありませんか。また、車で来られた方がここに車を止めてくだ

さいといった案内のようなものはありますか。 

（申請者） 

 看板のQRコードからHPを確認すれば、その場所も全体も確認できますので、

特にパンフレット等を作らなくても回れると思っています。 

（委員） 

 若者はスマートフォン等持っていますが、こういった史跡を回るのは年寄りが

多いと思います。お年寄り対策はどうなっていますか。 

（申請者） 

 お年寄りもかなりスマートフォンを持つ割合が高くなっており、15歳以上で

既に 7 割を超えています。ですから、お年寄りもこれからスマートフォンを持

ち歩かれるようになると考えています。 

⑦ 出沢かえる会 

（委員） 

 最初の頃は 1 年草が多かったと思いますが、多年草の割合も増えてきている

と思います。その割合はどの位ですか。 

（申請者） 

 今回申請させてもらった中で、春から夏、夏から秋の花は 1 年草です。多年

草は今回の申請ではアイリスという球根、チューリップ等も全部とは言いません

が、半分は再生させています。昨年はスイレンも頂いたのですが、今年は池の半



分くらいまで増えてきていまして継続して管理しています。何割かと正確に答え

られませんが徐々に増えてきています。 

（委員） 

 すごくいい事業だと思いますが、比較的若い方達の参加が見えてこないのです

が、若い方の参加はどのくらいありますか。 

（申請者） 

 出沢の人口 120人の中に 65歳以上の方が 70人くらいいまして、ほとんど

の方が年寄りです。高齢化です。若者達が住みやすい環境を作りたいというのが

目標でもあります。 

（委員） 

 良い事業ですので、会の継続も考えて若い方に参加してもらえるように工夫を

お願いします。 

（委員） 

 鳳来寺ユリなど自生種を植えていくような事は考えていますか。 

（申請者） 

 私達が活動している国道沿いの場所では野生の草花は育てにくいと思い、園芸

種の綺麗な花を咲かせています。 

⑧ 川路運動広場を愛する会 

（委員） 

 川路運動広場は自由にお借りする事ができるという事ですが、区長さんか担当

の方に申請等は必要ですか。 

（申請者） 

 許可が必要という事はありません。常に開放しています。 

⑨ あいさつ運動推進委員会 

    プレゼンなしのため質疑なし 

⑩ 馬防柵を愛する会 

（委員） 

 今回ベンチを作られるという事ですが、ベンチの強度等は確認していますか。 

（申請者） 

 強度については、主に考えて実施していませんが、簡単に壊れるような物では

ないという事は確かだと思っています。 

（委員） 

 ベンチ等設備があると、そこで怪我をした等出てくると思いますが、その対応

は考えていますか。 

（申請者） 

 そこまでの考えはもっていません。 

⑪ 椿の会 

質問なし 

⑫ 歌舞人 

（委員） 

 よさこいは見た事はあっても参加した事がないのですが、私のような年寄りに



は飛んだり跳ねたりは、ついて行けないような気がします。盆踊りくらいならば

着いて行けても無理があるかなと、若者向けの試みかなと思いますが、その辺り

はどう考えていますか。 

（申請者） 

 今回つくらせていただく曲については、子どもからお年寄りまで身振り手振り

で踊れる曲にします。私たちは老人ホーム等に慰問に行きますと上半身のみ真似

をして頂きます。上半身で真似られるような曲としたいと思います。 

（委員） 

 一般に参加する方達は、服装については普通の格好で良いですか。特別な衣装

を用意する必要はありませんか。 

（申請者） 

 必要ありません。 

（委員） 

 衣装制作案はこれで良いのでしょうか。設楽が原と入れるという事で古戦場の

イメージを出すという事だと思いますが、衣装のデザインで古戦場的なイメージ

が出せないのかと思いますがどうでしょうか。 

（申請者） 

 資料がカラーではないので分かりにくいと思いますが、衣装柄と色で表現して

いまして、武田と織田のイメージカラーを使いつくらせて頂こうと思っています。 

（委員） 

 衣装というのは、ぱっと見た時にイメージが浮かぶ様でないと駄目だと思うの

ですが、この衣装は他のよさこいのチームと変わっていない様な気がしますので、

もう少しイメージのわく物にならないかと思います。 

（委員） 

 衣装について、新しく加入した人は自己負担となるのですか。 

（申請者） 

 基本的には、全員が当日に出られないものですから、今回 25着申請させても

らいますが、対応できると考えています。参加人数が多い場合は、時間によって

交換したりして対応したいと思っています。新たに多くの方が入った場合 2～3

着追加をさせて頂きたいと思っています。なるべく自己負担が出ない様にチーム

で管理していきたいと思っています。 

（委員） 

 一着が高額ですが、イベントのハッピのような誰でも着られる少額な物とする

考えはありませんか。 

（申請者） 

 夏祭りだけではなく自分達だけで踊るときも着用させていただきたいと思い

ます。そういった場合、曲とイメージの合う衣装の方が皆様にとっても分かりや

すいと思いますので、そのようなデザインとさせてもらっています。 

⑬ 北部ふるさとの会 

（委員） 

 今後の継続性というところですが、今回、火おんどり坂を整備したら終わりと



いう事ではないと思いますので、今後のビジョンがありましたら教えてください。 

⑭ 寒狭峡開発委員会 

（委員） 

 この地域には手作り絵本を作っている団体がありますが、新城の方達で集まっ

て、こういったものを作っていくとあたたかい良いものができるかなと思います

が、御存じなかったですか。 

（申請者） 

 今回の挿絵については、昔、新城市に住んでいて今は名古屋に住んでいますが、

会長の知り合いという事で依頼させてもらいました。 

（委員） 

 早川考太郎、小林いさじ先生の名前が載っていますが、作品の著作権の問題が

発生すると思いますが、イラストについても本人たちの意思と違うイラストを使

うというのは、かなり財産権の侵害になると思いますが、そのあたりの対応を教

えてください。 

（申請者） 

 挿絵については、本年度は準備段階であり、調整時間もありませんでしたので、

著作者との調整はしていません。 

⑮ 緑が丘里山の会 

（委員） 

 当該の場所は市有地となっていますが、市は何も整備をしないのでしょうか。 

（申請者） 

 市へは要望、お願を 6 年前からしてきましたが、予算的に難しいところがあ

るという事でした。その中でこの補助金ができましたので、私達で整備していこ

うかという事になりました。 

（委員） 

 勉強会の時に花や木について、勉強されていると思いますが、花が咲かない時

期等はどのようにしていますか。 

（申請者） 

 愛知県に樹木は 519 種類あるのですが、その内新城市には 385 種類ありま

す。全く花が咲かないという月はほとんどありません。もし緑が丘近隣に無けれ

ば他の地域に言ってお願いし、用意して勉強会を行います。 

⑯ 花いっぱいプロジェクト 

（委員） 

 新町地区でまちづくりプロジェクトをやっていますが、それとは連携して実施

するような事はありませんか。 

（申請団体） 

 新城高校のチーム花まちさんではいろいろな事をやってもらっていますが、東

郷地区の補助金という事で東郷地区に限ったという形で実施しています。 

（委員） 

 二つの地区をまたぐとなると、めざまち事業で実施すれば良いと思いますがど

うでしょうか。また、他の補助金等は受けられていませんか。もう一つ構成員に



ついてですが、前年度 3 人だったのが 10 人になっており、事前質問もさせて

もらいましたが、そのあたりも詳しく教えてください。 

（申請者） 

 構成員については、基本的に消防団のメンバーとなっています。このメンバー

で集まれる時に活動をさせてもらっています。 

 もともと 10 人いましたが、名前と住所などを公表しても良い方 3 名で良い

となっていたので 3名標記していました。 

 また、他の補助金等は受けていません。 

（委員） 

 見積りで見ると、ほとんどが苗になっていますが、種から育てた方が安くなる

と思いますがどうですか。 

（申請者） 

 種から育てるのは、なかなか大変な部分がありまして、種を新城高校さんに買

ってもらって、新城高校さんに育ててもらってその苗を配布しています。一つ

50円くらいです。かなり安価だと思います。 

（委員） 

 東郷中学校の芝桜について、貴方はどのような事を担当していますか。 

（申請者） 

 東郷学校から芝桜を植えたいとの相談があり、東郷の交付金があるので、それ

で芝桜を準備すると、学校では卒業生が植えるという活動をして頂けますかとい

う事で実施していました。 

（委員） 

 プロデュースをしていたという事ですね。 

（申請者） 

 そうです。 

⑰ 東郷体育振興会 夏祭り実行委員会 

（委員） 

 今後の事業費として、3年間 70万円計上していますが、何を予定しています

か。詳細をお聞かせください。 

（申請者） 

 本年度、櫓、太鼓、バルーンライト等をレンタル代としていて計上しています

が、その櫓、太鼓なども次年度以降揃えていく計画としています。 

（委員） 

 食べ物、飲み物の中でビールというものがありましたが、飲んで車で帰られる

ような方がいたら困ると思いますが、そのあたりの対応は考えられていますか。 

（申請者） 

 アルコールに関しましては、飲みたい人、飲みたくない人いますので、現在、

検討、話し合いをしております。また、中学校は禁煙となっていますので、その

あたりも検討し、厳しく見て行きたいと思います。 

（委員） 

 夏 1回だけのイベントですが、これ以外に何か検討していますか。 



（申請者） 

 まずは夏祭りで使用させていただいて、体育振興会という事で体育振興に関す

ることで、音響などは使えると思いますので、検討していきたいと思います。 

（委員） 

 購入した備品はどこに保管しますか。 

（申請者） 

 東郷中学裏の体育振興会事務所に保管します。 

⑱ 横川防災会 

（委員） 

 新城マラソンとか新城ラリーなどにトランシーバーを貸し出すことは考えて

いますか。 

（申請者） 

 災害で使う予定ですので、貸し出したときに災害が起こるとどうかなという心

配があります。 

（委員） 

 トランシーバーを災害時に使用するのは良い事だと思いますが、そのトランシ

ーバーを使いこなす訓練をして欲しいと思います。計画書にある防災訓練だけで

なく、月に１度は通話訓練をするなどされてはどうでしょうか。 

（申請者） 

 わかりました。 

（委員） 

 昨日、一昨日と防災事業等の説明会があったと思いますが、防災事業でトラン

シーバーは補助が出ると思いますし、横川地区は孤立可能性地区として特別な対

応もされていると思います。たぶん 5/6 は補助が出ると思いますが、そちらで

申請するお考えはないですか。 

（申請者） 

 検討してみます。 

 

審査結果まとめ（非公開） 

申請の順番に、意見覧の内容をプロジェクターで表示し、内容説明後、付記条件、

意見等の集約を行い、採択、不採択の審議を行った。 

   また、地域活動交付金のボーダーライン上の団体については、不採択とすると第 2

回地域協議会で決定していたが、協議の結果、残額分により事業可能であれば採択と

することとなった。 

 

・結果 

審議の結果、申請事業 1４団体が採択となった。 

 

 

 

【終 了】 


