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①校区会長あいさつ
「自然との調和を目指し、住民が参画・協働する東部校区」は、平成18年度に策定された、校

区まちづくり推進計画の東部校区のスローガンです。計画策定から、５年が経過したことによる

状況変化を確認しつつ、これまでの活動の成果を点検し、残された課題、今後取り組むべき地域

課題や新規施策の必要性を検討しながら計画を見直し、目標を引き継ぎながら活動を推進する必

要があります。

東部校区は、椎茸(しいたけ)や筍(たけのこ)の採れる里山があり、蛍の飛び交うビオ・とうぶ

があるなど自然環境に恵まれ、人情に厚く、人と人との結びつきが強いという特徴があります。

また、他の地区に比べて交通の便も良く、住民調査に於いても６割以上の方が暮らしやすいとの

回答も得られていますが、まだ様々な課題も残されています。

御殿山地区には、新しく住宅も造成され、この５年間で約 100 世帯、約 300 人が増え、田原

東部小学校も教室が不足し増築工事が進められ、まだ発展途上にあります。

こうした新しい住民とも調和を図りながら、「住民扶助、相互協力、相互貢献の精神」の定着

を目指し、「自然に抱かれた安心・安全な郷里(さと)」、「東部に住んで良かったと感じる郷里(さ
と)」づくりを目指した『田原東部校区まちづくり推進計画』の見直しを行いました。

これらの課題を解決するためには、校区のみなさま一人ひとりのご理解とご協力が必要となっ

てきます。計画推進に向け自主的・積極的なご支援・ご参加をよろしくお願いいたします。

                           平成24年３月

田原東部コミュニティ協議会

                             会長 志 手 一 光

序章 はじめに

【田原東部市民館】

【田原東部市民館分館】
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② 計画改訂の目的
■校区まちづくり推進計画

○ 校区まちづくり推進計画（当初計画）は、地域主体のまちづくりを計画的に推進するため、

概ね10年後の実現を目指し、平成18年度に市内すべての校区コミュニティ協議会で一斉に策

定した地域の将来ビジョンで、その中には各地域の現状・課題と将来像・主要施策が掲げられ

ています。

○ 計画策定の意義は、毎年度、役員交替が多く見られる地域コミュニティ組織において、地域

の課題や活動目標を正確に引き継ぎ、長期展望による継続的な地域づくりの「活動指針」とし

て活用する点にあります。

○ 市に対しても、計画の目標や主要施策等の内容・進捗状況について、行政懇談会やまちづく

りアドバイザーを通じて伝達し、地域が“どんなことを目標として、何を求めているか”明確

にし、そのための必要な行政施策を求めて行く上でも有効な方法となっています。

■計画改訂の目的

○ 当初計画も策定後５年が経過し、様々な状況変化が生じていることを踏まえ、これまでの活

動成果や未着手の活動などを点検し、今後の主要施策等の要否や新規施策の必要性を検討しな

がら、その有効性を向上させるために、平成 23 年度に全校区一斉に一部改訂することとなり

ました。

○ 改訂作業は、各校区コミュニティ協議会において、当初計画の内容を尊重しつつ、修正・

見直し部分を修正し、当初計画同様に、以下の点に留意し、校区の住民・団体等が自らの地

域を見直し、地域のあり方を再確認し、地域活動の充実を図るための方法書として活用され

ること想定しています。

ア この計画は、地域が主体となって作り上げる“地域のための計画”です。

イ この計画は、地域の発展を目的とし、法令及び市の基本的方針に反しない必要があります。

但し、長期展望の中で、現行の土地利用計画等の転換を想定した将来構想を否定するもので

はありません。

ウ この計画は、将来像の実現施策には、「地域が自ら取り組むこと」「地域ではできないため

に市や国・県に望むこと」がありますが、「個人・地域が主体的に取り組むこと」を中心に

検討しています。

エ この計画の主要施策等に、市が実施する施策整備等を掲載する場合も、市の事業が総合計

画等方針に基づき進められることを理解し、これにより直接的に市に実施義務が生ずるもの

ではありません。

■改訂計画の決議・引継ぎ等

○ この改訂計画は、平成24年３月に原案作成し、平成24年３月９日の校区コミュニティ協議

会役員会において決定しました。

○ 今後、毎年度の校区コミュニティ協議会総会において、この計画の概要・進捗状況を報告す

るとともに、可能な限り当年度の主要施策に盛り込みながら実現を図って行きます。
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田原東部校区位置図
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第１項 校区の現状

①位置、面積、人口・世帯数

・位 置

東部校区は、田原市の東部、豊橋市

杉山町との市境界に位置する地区であ

り、丘陵地が多く北側は田原湾に面し

ています。

・面 積

東部校区の総面積は約669ｈaで、田

原市の20校区中15番目の広さであり、

市街化区域、農地、山林が混在

し、ため池も多数あります。

    水 田： ９８.２ha

    畑 ：２１２.６ha

山 林： ６１.７ha

住 宅： ８０.２ha

その他：２１６.３ha(道路、水面)

・人 口・世帯数

東部校区の人口は4,056人、世帯数は1,217世帯で、御殿山団地の開発などで近年は増加傾向

にあります。また、田原市の20校区中７番目の人口となっています。

   人 口：４，０５６人

世帯数：１，２１７戸

【出典:住民基本台帳 平成23年９月30日現在】

【出典: 住民基本台帳 平成23年9月30日現在】 【出典: 住民基本台帳 平成23年9月30日現在】

第１章 校区概要

東部校区
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専門部会役員会
会  長

副会長2名
会計1名
書記2名
理事16名

田原東部校区自治会
会長
副会長2名

会計1名
書記2名
区議員16名
代議員30名
監事2名

顧問2名体育レク部会

安全環境部会

企画広報部会

地区自治会

豊島自治会
谷熊自治会
相川自治会

やぐま台自治会
御殿山自治会

ふれあい部会

文化教養部会

運営会議
会長会
役員
部会

顧問
2名

総 　会

田原東部コミュニティ協議会

各種団体

老人会
子供会
スポーツ少年育成会
文化クラブ
スポーツクラブ等
行政委員

行政機関

監事
2名

②校区運営（組織・行事・課題等）
・組 織

田原東部コミュニティ協議会は、役員会と五つの部会により構成されています。校区内の行事

は、役員と部会長で構成する運営会議において検討し、実施されます。

東部校区自治会は、当初、豊島、谷熊、相川の三つの自治会で構成されていましたが、平成4

年やぐま台自治会が加入し、平成 20 年には御殿山自治会が加入したことで、現在は五つの自治

会で構成されています。

・運営の特徴・運営組織

東部校区は、校区自治会と東部コミュニティ協議会の両輪で運営されています。予算・行事計

画は総会、役員会、運営会議で審議し、各専門部会が中心となって執行されています。

【ホタルの小川】

【ビオ・とうぶ】

【里山の遊歩道】
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③校区内の主な事業

時 期 行 事 名 執 行 組 織

周年 環境整備(６回/年) 役員

まちづくり実践活動 企画広報部会

交通安全指導 安全環境部会

校区内の見回り 安全環境部会

校外指導 安全環境部会

５月 総会 役員、各部会推進委員

７月 高齢者ふれあいの集い ふれあい部会

グランドゴルフ大会 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

三世代ラジオ体操 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

８月 校区納涼夏まつり 文化教養部会

９月 校区敬老会 ふれあい部会

合同運動会 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

校区敬老会 文化教養部会

10月 ソフトボール大会 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

市民館まつり 文化教養部会

校区大祭/花火大会 役員、大祭実行委員

戦没者追悼式 役員

11月 ゲートボール大会 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

表浜自然ふれあいフェスティバル 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

12月 福祉年末訪問 ふれあい部会

ミニバレー大会 体育ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ部会

２月 教育講演会 企画広報部会

３月 広報紙発行 企画広報部会

  

【校区納涼夏まつり】 【校区納涼夏まつり】

小学生による太鼓

【合同運動会】 【ミニバレーボール大会】 【ソフトボール大会】

【校区納涼夏まつり】

役員によるバザー
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第２項 構成地区の現状

校区構成地区の概況
①東部校区

東部校区は、豊島地区、谷熊地区、相川地区、やぐま台地区に平成 20 年から新たに御殿山地

区が加わり５地区の自治会で構成されています。人口は豊島地区が1,965人で最も多く、校区の

48%を占めています。また、御殿山地区は若年層が多く、65歳以上の高齢者人口が極めて少ない

といった特長があります。高齢化率については、東部校区全体では20%となっています。地区別

にみると相川地区が 30%で最も高く、御殿山を除いた他の地区においても 20%以上になっていま

す。【谷熊23%、豊島22%、やぐま台20%、御殿山1%】

★地区の位置

②各自治会の紹介

■豊島自治会

豊島は東部校区の最西端に位置し、校区内で最も多い人口と最も広い面積を有しています。地

区内を東西に国道259号、豊橋鉄道渥美線が通過しており、国道北側地区には農用地地域で一部

は市街化調整区域と住宅地地域で構成され、南側地区には、農用地地域・豊島駅・東部保育園・

東部小学校・東部中学校・交通安全広場・旧コミュニティセンターなどの文教地地域や自動車関

連事業所の商業地地域を有しています。また、南北には仁皇川、蜆川が汐川干潟付近へ注いでお

り、風光明媚な田園風景と調和のとれた地域が広がっています。

近年、民間アパートが増加しているため、転出入者の把握やコミュニティ活動にやや影響をき

たしていることや、地区の東西を貫く県道豊島大草線の交通量が多く、安全な通学路の確保が課

題になっています。

■谷熊自治会

谷熊は切畑川と蜆川の間に位置し、豊橋鉄道渥美線の南側と、蜆川の間に東西に広がって畑作

農家中心の谷熊集落が展開しています。主な農産物は、キャベツ、セロリ、ブロッコリー、スイ

カ、メロン、トマト、キュウリ等です。

現在の豊橋鉄道渥美線の線路敷は昔の海岸線でした。現在では線路から北側は新しく開発され

た新田地区であり、昔は稲作地帯でしたが、今は畑作地帯に切り替わっています。

集落の周りには畑が広がり、蜆川の南側には田原市の埋立処理場があります。この周辺を里山

公園として整備し、公園内の前池とやぐま台の南側の大取池では、６月から８月初旬にかけて優

御殿山

豊島

谷熊

やぐま台

相川

【出典: 住民基本台帳 平成23年9月30日現在】
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雅な蓮の花が咲きます。

伝統芸能としては谷熊の神楽があり、神楽保存会を結成して末永く保存するよう努力していま

す。この神楽は岩崎神社の秋の大祭、市民館まつり等で毎年奉納しています。

谷熊は農家が多く、「農業後継者の育成」が最も重要な課題となっています。

■相川自治会

相川は東部校区の東南にある最も人口が少ない地区で、片神戸、美里台、数原により構成され

ています。

この地区は農業を中心に栄えてきましたが、近年の農業後継者不足から高齢化が進み、田畑の

荒廃が見受けられるようになりました。また、自然豊かな地区ですが、森林が多いためゴミの不

法投棄が後を絶たず、不法投棄禁止看板の設置活動をしているものの、なかなか効果が現れてい

ません。

三島神社では、春・秋の大祭、秋葉祭でもち投げが行われ、地域住民のふれあいの場所になっ

ています。また、相川地区には私塾を開設した教育者の阿保適斎先生（三重県津市出身）の石碑

があり、見学者が時折訪れている状況から今後整備が望まれています。

■やぐま台自治会

やぐま台は東部校区の最も東側にあり、豊橋市との市境に位置します。昭和 44 年に豊橋鉄道

渥美線やぐま台新駅を中心として開発された団地で、北側には国道259号が通っています。

サラリーマン世帯が中心の住宅団地であり、交通の便利な閑静な居住環境ですが、現在では団

地が開発されてから長い月日が経ち、住民の高齢化と共に独居世帯が急増しています。

■御殿山自治会

御殿山は東部校区の北西に位置し、平成 20 年に豊島地区において新しく誕生したサラリーマ

ン世帯が中心の地区です。二級河川汐川や仁皇川の河口に近く、冬にはたくさんの渡り鳥が見ら

れる自然豊かな場所にあります。地区の西側には、日本で二ヵ所しかないセメント徳利窯の遺跡

があり、文化財としての保存が検討されています。

近くでは中央公園や市道川西天白線の建設工事が進められており、広い遊び場のない御殿山の

子ども達は、中央公園の完成を待ち望んでいます。

御殿山集会所は、中部電力豊島変電所に隣接していて、御殿山自治会活動の拠点となっていま

す。区有地を保有しているため地縁団体が設立されていますが、設立間もない自治会なので経験

が少なく、校区会長をはじめ、豊島自治会、他の地区自治会のお世話になりながら活動を進めて

います。

閑静で小さな街ですが、清潔で活気があり若い世代で子どもが多く、近年は東部校区で新入学

児童が一番多い地区であることから、安全な通学路の確保や役員の担い手が少ないという課題が

みられます。

【御殿山公園】 【谷熊農村公園】 【豊島薬師公園】 【やぐま台東公園】
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第３項 校区等のまちづくり経過等

①校区の歴史概要
東部校区は、明治元年には今田村、院内村、谷熊村、片神戸村、数原新田で構成されていまし

たが、明治 11 年今田村と院内村が合併し豊島村となり、谷熊村は合併により杉谷村の一部とな

りました（明治15年杉谷村から谷熊村として分村）。また、片神戸村と数原新田も合併により六

連村の一部となりました。

明治22年10月「市制町村制」の施行を受け、豊島村、谷熊村、六連村の一部が合併し相川村

となりました。その後、明治39年(1906年)に相川村、田原町、童浦村、大久保村が合併し、田

原町となり、この時点で東部校区は豊島、谷熊、六連(田原)の３地区で構成されるようになりま

した。

昭和 44 年には、豊鉄不動産(株)がやぐま台団地の開発を進めましたが、トヨタ自動車㈱田原

工場が稼動するまでは住宅建設があまり進みませんでした。昭和 48 年から「やぐま台団地」も

谷熊自治会の一員として活動することとなりました。（平成４年４月から「やぐま台自治会」設

立）。平成17年に田原市が渥美町を吸収合併したときに、六連(田原)は相川に名称を変更しまし

た。

平成 19 年には、御殿山にあった小野田セメント厚生施設の跡地に住宅団地が整備され、翌年

から御殿山自治会の活動が開始されました。

コミュニティ活動においては、昭和４８年７月に多数の候補地の中から県下初の自治省モデル

コミュニティ地区に指定され、同年９月から田原東部コミュニティ協議会が設立しました。田原

東部校区で全国・愛知県のモデルとなる地域コミュニティ活動が開始されたことを契機に、この

後、田原市（旧田原町）において１３地域のコミュニティ協議会が発足しています。

【校区まちづくり年表】

年 次 主 な 出 来 事

昭和４３年 豊川用水全面通水

昭和４４年 やぐま台団地造成

谷熊自治会の一員としてやぐま台が自治会活動を開始
昭和４８年

田原東部コミュニティ協議会発足

昭和５０年 田原東部コミュニティセンターが完成（現在の分館）

平成 ４年 やぐま台自治会設立

平成 ６年 田原市東部資源化センター完成

中部電力㈱田原変電所完成(相川地区)
平成１４年

太平洋セメント㈱（旧小野田セメント㈱）田原工場が閉鎖

田原東部小学校創立１００周年
平成１５年

田原東部市民館完成
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年 次 主 な 出 来 事

平成１７年 田原市交通公園完成

東部里山公園完成
平成１８年

ビオ・とうぶ完成（ビオトープ）

豊島自治会の一員として御殿山自治会が活動を開始

トンボの里・立花完成

里山遊歩道、第１期工事造成

市道やぐま台前田線部分開通

平成１９年

田原市第二東部最終処分場完成

御殿山自治会設立

炭焼小屋完成、バーベキュー広場完成平成２０年

市道やぐま台前田線部分開通（谷熊中央線桑原まで）

平成２１年 台風１８号来襲、強風被害大

平成２３年 東部中学校開校５０周年

【炭焼き小屋・バーベキュー広場】 【里山でのしいたけ栽培】 【里山の池で遊ぶ子どもたち】

【東部里山公園】【東部交通公園】【市道やぐま台前田線】
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39%
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8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

海岸・山・川・田畑などがあり、花や木な
ど緑が多く、自然環境に恵まれた地域

落ち着きがあり、安心して暮らせる地域

　　公園や集会施設（市民館等）などがあ
　　り、生活するにはちょうど良い地域

公共施設や商店が近く、生活
するにはまあまあ便利な地域

次の世代も、ここで暮らし
たいと思えるような地域

色々な面で女性も活躍しているもの
の、どちらかというと男性中心の地域

産業や人々の活動が活
発で、活力のある地域

よそに誇れる祭りなどの伝承文化
やイベントなど楽しみが多い地域

その他

第１項 地域の現況・課題
■アンケートについて
田原東部校区まちづくり推進計画を策定するに当たり、平成 18 年７月に校区住民を対象に地

域環境、地域活動、生活基盤及び地域の産業についてのアンケート調査を行いました。当時、御

殿山は開発が完了しておらず、豊島、谷熊、相川、やぐま台の4地区を対象としてアンケート調

査を実施しています。

1.地域環境
(1)【地域の暮らしやすさ】

「この校区（地区）は、暮らしやすい地域だと思いますか。」という問いに対しては、68%の人

が「住みやすい」と回答しています。東部校区の豊かな自然と人の結びつきの強さを評価する意

見があります。また、「住みやすい」と回答した率を地区別にみると豊島地区は 84%、やぐま台

地区は 73%と高くなっています。一方、相川地区は 38%の回答率となっており、半数未満となっ

ています。商業・医療施設等の生活関連施設の充実度や公共交通機関の利便性により、各地区で

の回答率の差が出ています。

(2)【地域のイメージ】

「現在のこの地域（校区）の全体イメージと

して、どのように感じますか。」という問いに

対しては、63%の人が「海岸・山・川・田畑な

どがあり、花や木など緑が多く、自然環境に恵

まれた地域」と回答しています。次に「落ち着

きがあり、安心して暮らせる地域」と回答した

人が 42%となっています。豊かな自然と人の結

びつきによる安心できる生活環境が校区の特

長であると受け止められています。

一方、回答が少なかったものとしては、「祭

りなどの伝承文化やイベントなど楽しみが多

い地域」が 5%、「産業や人々の活動が活発で、

活力のある地域」が8%の回答率となっています。

第２章 現況・課題等
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42%

38%

35%

31%

20%

20%

18%

14%

10%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

隣近所の付き合いが

深く、助け合いがある

地区（自治体等）の行事等に、
よく参加し、知り合いも多い

子ども、若者、高齢者など違う世代
が、挨拶したり、気軽に話ができる

地域活動の中心は、地区（自治会等）

であり、校区にはあまり縁がない

　仕事や、趣味の合う人・団体の付き合い
　がほとんどで、地域づきあいは少ない

新住民と旧住民など、様々な人が仲
良くできる人情のある地域である

校区の行事等に、よく参

加し、知り合いも多い

地域の付き合いに関して、プラ
イバシーが守られない面もある

近所付き合いがなく、隣の家
のことはほとんど知らない

その他人の付き合いで感じること

56%

55%

54%

50%

46%

46%

38%

30%

23%

17%

17%

15%

6%

5%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

災害への備え

近所や地域のつ
きあい・助け合い

子どもの健全育成

川や山の自然

を大切にする

高齢者の生きが
いや健康づくり

地域ぐるみ

の防犯活動

医療や福祉の充実

増える高齢者の活
躍の場を設ける

騒音や悪臭などの

生活環境の改善

　　個人のプライバシー

地域の歴史・

文化を残すこと

経済的な豊かさ

男女共同参画

外国人との共
生・国際交流

その他

(3)【人の結びつき】

「この地域の人の結びつきについて、お答

え下さい。」という問いに対しては、42%の人

が「隣近所づきあいが深く、助け合いがある」

と回答しています。地区別にみると豊島地区、

谷熊地区、相川地区では約半数の人において

付き合いが深く、助け合いがあると回答して

いますが、やぐま台地区の回答率は他地区と

比較して低くなっています。しかし、やぐま

台地区においても助け合いの考えを持って

いる人は多くいます。

一方、「近所づきあいがなく、隣の家のこ

とはほとんど知らない」と回答した人は 10%

と低い回答率となっています。

(4)【今後重視すべきこと】

「地域（校区）の将来を考える上で、特に

重視すべきことは何ですか。」という問いに

対しては、56%の人が「災害への備え」を重

視すべきと回答しています。防災リーダーに

よる防災啓発活動や校区の防災備品の購入

により校区民の災害対策に対する関心が高

くなっています。

また、当時、海外において大規模災害が発

生したことも校区民の災害に対する関心を

集める一因になったと思われます。

次に「近所や地域のつきあい・助け合い」

を今後重視すべきであると回答した人は 55%

で回答者の年齢層が高くなるほど重視すべ

きと考える人が多くなる傾向があります。

【避難場所 やぐま台公民館】
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50%
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　市民館まつり

地区総会

校区総会

敬老会

校区・地区の
文芸発表会

防災訓練

ゴミ拾い

　交通監視当番

沿道花壇

の管理

　里山下草刈り

神社・寺等
のまつり

参加率 参加者の継続希望

49%

44%

43%

39%

36%

27%

27%

22%

22%

14%

11%

8%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地域の防犯・交
通安全の活動

自分たちの地域を災
害から守る防災活動

高齢化に対応
した福祉活動

　　子育て支援や青少年を
　　健全に育成する活動

自分たちの地域をき
れいにする清掃活動

動植物や里山・海岸・
川などを守る活動

楽しく生きがいをもっ
て暮らせる文化活動

健康増進と住民親睦を
図るスポーツ大会等

　　花壇や沿道に花を植え
　　たり緑を育てる活動

趣味の発表と住民親
睦を図る文化イベント

地域資源を利用し
た地域の経済活動

野菜直売所や海水浴
場などの地域ビジネス

その他

2.地域活動
(1)【参加状況】

「校区や地区の行事で、参加経験があるもの、さ

らに続けた方が良いものを選んでください。」とい

う問いに対しては、7割以上の人が「防災訓練」、「ゴ

ミ拾い」への参加経験を持っていると回答していま

す。また、神社・寺等のまつり、校区・地区運動会、

交通監視当番、地区総会、校区・地区スポーツ大会

へは半数を超える人が参加経験を持っています。

■課題

★毎年、漠然と繰り返されていると共に若者の参加

意識が低い。

★校区のスポーツ大会での人集めがしづらくなっ

てきた。

★行事への参加が役員中心で市民の参加が少ない。

★行事の住民周知が不足している。

(2)【必要と思う地域活動】

「これからの地域に必要と思う地域活動、行事等

を教えて下さい。」という問いに対しては、49%の人

が「地域の防犯・交通安全の活動」と回答していま

す。地区別にみると、やぐま台地区、谷熊地区の回

答率が高い傾向にあります。次に44%の人が「自分

達の地域を災害から守る防災活動」と回答していま

す。地区別にみるとやぐま台地区の回答率が高くな

っています。

「高齢化に対応した福祉活動」への期待は43%の

人が回答しており、やぐま台地区、豊島地区の回答

率が高くなっています。

■課題

★道路で遊ぶ子どもが多く、交通安全教育が不足し

ている。

★自主防災会活動の継続実施

★独居老人の対策や高齢化に対応した福祉活動

★道路や河川の除草や清掃の環境美化活動の継続

実施やごみ・空き缶のポイ捨て防止

★文化活動の継続実施とPR活動

★地区内に花が少ない。

★親睦を図るイベントが少なく、昔からの住民と転入者との考え方の違いから行政活動が難しい。

★昔ながらの行事も簡素化され、高齢者と若者との疎通の場が少なくなった。
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歩道の未整備や暗が

りが多く安全面で問題

交差点・カーブの
見通しが悪く危険

幹線道路が不十分で
交通網に問題がある

集落内道路は狭くてす
れ違いに困っている

その他良くない道路

　　地域内の道路網が不

　　十分で問題がある

特に問題はない

70%

52%

12%

10%

9%

8%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

回覧や配布分署で

十分把握できる

　市の広報や会報等は
　良く見るようにしている

地域の行事などをも

っと知らせて欲しい

回覧の内容は
あまり見ない

　インターネットを活用し

　た情報提供が欲しい

行事や大事なこと
は役員に直接聞く

その他

(3)【情報連絡】

「校区や地区等の情報連絡について、どの

ように感じていますか。」という問いに対し

ては、70%の人が「回覧や配布文書で十分把

握できる」と回答しています。情報連絡につ

いては、回覧、配布により概ね把握されてい

ます。一方、インターネットを活用した情報

提供の要望は 9%の回答率で低くなっていま

す。また、「市の広報や会報等は良く見るよ

うにしている」と回答した人は 52%となって

います。

■課題

★回覧制度の維持。

★回覧しか連絡網がない。

3.生活基盤
(1)【道路】

「幹線道路や自宅周辺の道路についてお聞き

します。」という問いに対しては、44%の人が「歩

道の未整備や暗がりが多く安全面で問題」と回

答しています。

道路の安全面については、30・40歳代の人の

問題有と回答する率が高く、小学生・中学生の

ための安全な通学路の整備を希望する意見が

挙げられています。

地区別にみると相川地区は他地区に比べ、道

路の課題に関する回答率が高くなっています。

■課題

★通学路に歩道のないところがあり危険で

ある。

★地区周辺道路が暗いため、小中高校生の通学に防犯上

問題を感じる。また、散歩やジョギングを楽しむ人が

多いが暗くて危険である。

★生活道路に狭い箇所が多数あり、緊急車両の進入に対

し支障がある。

【安原薬師堂前通学路】
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22%

21%

15%

11%

2%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

河川や水路の排水

が悪く危険を感じる

　　道路側溝から雨水が
　　あふれて困っている

自宅周辺の水はけ
が悪くて困っている

汚水により川や水

路がよごれている

　　その他良くない道路

特に問題はない

45%

25%

20%

7%

7%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

　　空き缶やゴミが捨てら
　　れていることが多い

ハエや蚊、害虫が
ひどい・苦になる

悪臭がひど
い・苦になる

深夜などに騒音が
ひどい・苦になる

その他

　　特に問題はない

(2)【河川・排水】

「自宅周辺や校区内などの河川・排水施設

等についてお聞きします。」という問いに対

しては、46%の人が「特に問題はない」と回

答しています。一方、22%の人が「河川や水

路の排水が悪く危険を感じる」と回答してい

ます。

谷熊地区の排水は、蜆川への排水改良等に

より改善されてはきましたが、未だ仁皇川の

河川氾濫や豊島地区での河川への畑の土砂

の流入が心配されています。

■課題

★仁皇川の河川氾濫や河川への畑の土砂の流入による

河川排水への影響が心配される。

★集落排水事業は早くから実施されたが、汚泥の最終処

理が住民依存となっている。

★下水道の未整備箇所がある。

(3)【生活環境】

「自宅周辺や校区内の生活環境についてお

答え下さい。」という問いに対しては、45%の人

が「空き缶やゴミが捨てられていることが多

い」と回答しています。地区別にみると谷熊地

区や相川地区での回答率が高く、幹線道路であ

る国・県道の往来者によるゴミの投棄が多く、

マナーの向上が望まれます。

「害虫が苦になる」については 25%の人が回

答しており、全地区において同様の回答率とな

っています。

■課題

★道路などに空き缶やゴミが捨てられている

ことが多く、生活環境が悪化している。

★ハエや蚊が多く不快であ

る。

★家畜の悪臭、農家の野焼き

の煙が流れて来る事があ

る。

【清掃活動】 【やぐま台ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ】

【仁皇川の中流付近】
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57%

42%

35%

29%

24%

15%

2%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

河川美化を図り、魚やホタ
ルなどの自然と親しめる川

になったら良いと思う

　自然豊かな里山（森林）があり、

　これらを自然観察や健康づくり
　などに活かせたら良いと思う

道路沿いに花壇や街路樹
の整備を行い、美しい地域

にできたら良いと思う

池の環境を整え、自然観
察や健康づくりなどに活
かせたら良いと思う

鎮守の森や大木などを守
り、緑や花のあふれる地

域にできたら良いと思う

海岸美化を図り、自然と親し

める機会やレクリエーション
の場を整えたら良いと思う

その他

自然はほかっておい

た方が良いと思う

37%

31%

29%

15%

13%

13%

11%

10%

10%

9%

6%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

通学、通院や
買物に不便

人が集まれる神
社や寺がある

　　屋外放送（同報無線）
　　の音が聞こえない

活用が可能な未
利用地がある

防災倉庫、防火用水
等が整っていない

医療、福祉施設
が近くにある

　　産廃などの処分場があ
　　り問題が起きている

民間アパート
が出来ている

二男・三男が住む
住宅・宅地がない

商店・飲食店な
どが近くにある

空き家が増え
てきている

活用が可能な使われ
てない建物がある

その他

(4)【自然環境】

「校区内又は周辺の自然環境が、どのように

なったら良いと思いますか。」という問いに対

しては、57%の人が「河川美化を図り、魚やホ

タルなどの自然と親しめる川になったら良い

と思う」と回答しています。校区民の自然との

親しみに関する意識が高くなっています。地区

別にみると豊島地区とやぐま台地区の回答率

が高い傾向にあります。

「自然豊かな里山の活用」については 42%の

人が自然観察や健康づくりへの活用を期待し

ており、全地区において同様の回答率を得てい

ます。

■課題

★河川の環境保全活動が不足しており、生物の

観察など自然に親しむことができない。

★地域資源である里山の有効活用が必要で、

住民への宣伝が不足している。

(5)【その他】

「校区内のその他施設や機能について、お聞かせ

下さい。」という問いに対しては、37%の人が「通学・

通院や買物に不便」と回答しています。交通手段が

限られている相川地区や小中学校への距離があり

通学路の整備が遅れているやぐま台地区の回答が

高くなっています。

「人が集まれる神社や寺がある」については、31%

の人が回答しており、地区民の心のよりどころ、集

まれる場所として親しまれています。

「屋外放送の音が聞こえない」については、29%

の人が回答しており、地区別にみると土地の高低差

により聞こえづらいやぐま台地区、豊島地区からの

回答率が高くなっています。

■課題

★各神社の祭りや伝統芸能があるが、参加者は

高齢者及び保育園、小学生を持つ夫婦に限ら

れているようである。

★高齢者が多くなってきているので、高齢者が

気軽に集まることができる施設が必要であ

る。

★防災放送の聞こえない地域がある。
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48%

22%

16%

13%

11%

5%

2%

1%

6%

0%

0%

7%

0%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

農地の管理を含

めた農業振興

　快適な暮らしのた

　めの商業振興

福祉や教育の

サービス産業

雇用の場として

の工業振興

地域の高齢者

による商売

　地域資源を活か

　した観光振興

　海の恵みを活か

　した漁業振興

インターネットを

利用した商売

重要度 特に重要の割合

4.地域産業
【産業振興】

「校区内の主産業について、重要と思うこ

とを教えて下さい。」という問いに対しては、

48%の人が「農地の管理を含めた農業振興」

と回答しています。東部校区は農家が多く、

農業における後継者不足による高齢化や遊

休農地の増加による営農環境や生活環境に

悪影響を及ぼすなど農業における課題の解

決が重要となっています。

■課題

★農家の後継者不足や嫁不足による地域産

業力の低下及び遊休農地の増大により環

境悪化が懸念される。

★飲食店が育たない。

【遊休農地の活用】
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第２項 長所・資源

①東部地域の「長所」について
・豊橋鉄道渥美線の駅が２つあり、駅へのアクセスが可能な地域は田原市街や豊橋市街への利便

性があり、田原市の中では、通勤等において便利なところです。また、主要道路である国道２

５９号、県道大草豊島線・城下田原線が通り、大きな山地も無いため道路へのアクセスは比較

的良いところです。

・新しく地域に住む住民も増えていますが、校区全体的に見るとまだまだ隣近所の付き合いが深

く助け合いがあると感じている住民が多く、人の結びつきが深く安心して暮らせる地域と言え

ます。

②東部地域の「資源」について
・河川、里山（森林）、田畑と自然環境に恵まれている地域であり、住民の憩いの場所となって

いるところも多くあります。

・東部里山公園、田原市交通公園、田原市中央公園など、校区民が手軽に利用できる用途の異な

る大きな公園があります。

・豊島地区の大念仏、谷熊地区の神楽、御殿山地区のセメント徳利窯など、後世に引き継ぐべき

文化財があります。また、各地区には伝統的に地域住民が参加し、住民の貴重な親睦、交流の

場となっている神社の祭礼行事があります。

【たはらの巨木・名木100選 三島神社のヤマモモ】【たはらの巨木・名木100選 東部小学校のエノキ】

【汐川干潟の野鳥観察ポイント】【たはらの巨木・名木100選 岩崎神社のイヌマキ】
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第３項 まちづくり現況図



田原東部校区まちづくり推進計画書

19



田原東部校区まちづくり推進計画書

20

第４項 土地利用計画・整備計画

1.田原市の土地利用計画
「田原市総合計画」が示す 2030 年の都市構造概念図によると東部校区は、主な土地利用計

画ゾーンには指定されていませんが、汐川干潟周辺が「三河湾交流拠点」の1つとなっており、

人と自然との調和が図られる区域となっています。

2.土地利用上の規制
【街づくり】

都市計画法

  校区の全域が都市計画法に定める「都市計画区域」に指定されています。また、都市計画区

域の中でも御殿山地区や豊島地区の一部（西部）が市街化を促進する「市街化区域」に指定さ

れています。これ以外は市街化を抑制する「市街化調整区域」に指定されています。市街化調

整区域内では、建築物や工作物のために土地の区画・形質を変更するには、都市計画法による

開発行為の制限が行われています。

【産業振興】

農振法・農地法

市街化調整区域のうち大部分が「農業振興地域」に指定されています。農業振興地域では指

定された用途以外への転用が規制されており、中でも校区の北東部を中心とした「農用地区域」

の指定区域は、農業振興に寄与する農業用施設以外への転用が厳しく制限されています。

出典：田原市

第1次田原市総合計画
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【自然環境保全】

森林法・自然公園法

校区の森林は、その大部分が「森林計画対象民有林」に指定されており、その林地を開発する

場合は、許可または届出が必要となります。また、豊島地区の一部（西部）を除く校区の区

域が「渥美半島県立自然公園」に指定されています。公園区域では自然環境や計画保全のた

め、土地の形状変更や構築物の建築などの行為が規制されており、行為をする場合は、許可

または届出が必要となります。

  【土地利用計画図】

出典：国土交通省

土地利用調整総合支援ネットワークシステム
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第１項 地域コミュニティ活動の必要性

①社会動向・問題の深刻化
全国的な傾向と同じく、田原市の人口は伸び悩み、高齢化率が上昇を続ける一方で出生率は低

下の一途を辿っています。また、ライフスタイル・価値観の変化に伴い、隣近所の助け合いが失

われ、住民の孤立、治安の低下や高齢者の孤独死の発生など「無縁社会」と呼ばれる状況は都市

部の問題だけとは言い切れない状況となっています。

さらに、リーマンショックに端を発した世界不況は、経済構造を浮き彫りにし、国内の景気低

迷は長期化の様相を呈し、各産業の衰退、失業者の増加等による社会不安を引き起こしています。

②住民意識・つながりの変化
就労の多様化や自動車移動等により、住民が顔を合わせる機会が減少するとともに、家庭・地

域・職場のいずれでも行動の個別化や助け合いの喪失等により、人と人との関係が希薄化してい

ます。プライバシー保護への過剰反応、経済優先の暮らし方、行き過ぎた個人主義や権利主張を

強調する社会風潮等により、社会モラルが低下する傾向にあります。

地域社会のつながりが希薄になると治安・安全の問題が生じ、社会コストが増加するばかりか、

経済活動にも悪影響を及ぼすことが様々な研究から報告されています。

③地域コミュニティへの期待と助け合い活動の展開
自助から始まり、共助、公助へ展開する補完性の原則による地域活動において、多様な意見の

集約・合意形成は自治組織である自治会や校区コミュニティ協議会以外にはできない機能です。

地域ごとに異なる課題やニーズを取りまとめ、助け合いによる課題解決により、地域づくりを進

める牽引役として、地域コミュニティへの期待は益々高まっています。阪神淡路大震災や東日本

大震災などで見られた自主防災活動を始め、環境維持・保全、地域福祉活動、防犯・交通安全活

動等は、地域住民が互いに協力しなければ成果が得られないことばかりです。

また、活動が活発化すればするほど、役員や担い手の確保が困難となることから、人と人との

絆づくりの強化から出発し、人材を確保した上で、必要な活動に取り組むことが求められていま

す。

④行政の変化・田原市の方針
地方分権改革による国と地方の関係の見直し、合併・行政改革等による市町村行政の立て直し

が進められる中で、多様化する市民ニーズには、まず、市民で出来ることは市民で対処し、次に、

地域コミュニティで出来ることは地域コミュニティで対処し、その上で市・県・国の順に対応す

る「補完性の原則」に基づく地域づくりが求められています。

田原市はコミュニティ策定の総合計画に基づき、平成19年に地域コミュニティ振興計画策定、

平成 20 年に田原市市民協働まちづくり条例を施行し、地域コミュニティを柱とする協働のまち

づくりを進めています。

第３章 将来像等
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豊かな自然 ふれあいの場 みんなで守ろう東部の郷

声かけ 助け合い みんなで参加 おもいやりの東部

みんなで築こう 心やすらぐ東部のまち

第２項 地域の将来像

東部校区は、その恵まれた環境を活かし、田原市総合計画が掲げる「うるおいと活力のあるガ

ーデンシティ」の一翼を担うべく、次のような地域の将来像を定めます。

自然との調和を目指し

住民が参画・協働する

東部校区

第３項 まちづくりの方針

地域の将来像を実現するため、まちづくりに必要な要素を3つの分野に区分し、それぞれの方

針を次のとおり掲げます。

1.校区の交流
新旧住民の交流や世代を超えた交流によりおもいやりの東部校区を目指します。

2.校区の自然環境
豊かな自然を有する東部の郷を守り、自然環境を活かした地域づくりを目指します。

3.校区の生活環境
安全で安心な地域を実現し、心やすらぐ東部のまちを目指します。
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第１項 施策の展開

①地域意識・連帯感づくりから具体的活動への展開
一般的に地域コミュニティ活動を効果的に実施するには、最初は「地域の所属意識・連帯感」

の高揚に重点を置き、その上で具体的な「相互の助け合い」や「個人による地域社会への貢献活

動」、「みんなで行う住みよい地域づくりの活動」へと展開して行く必要があります。

・地域の住民同士も、互いに知り合う機会が無く、顔も名前も判らなければ、助け合いの活動

は押し付けられた義務のような感覚となりがちですが、自分の知り合いが困っているとなれ

ば、何か手助けしてあげようという気持ちが起きて自ら行動できるのが人情です。

・各校区の主要施策に「あいさつ運動」や「夏祭り等親睦行事」が掲げられているのは、住民

互助や共同活動に多くの住民に参加して頂く前提として、集客力のあるイベントなどで住民

同士のコミュニケーションや互いの顔が判る人間関係のきっかけをつくり、地域への帰属意

識（仲間意識）を高めることが不可欠と認識しているためです。

・このような地域コミュニティ活動の展開への理解がないと、イベントなどの親睦行事に動員

される役員等の不満の声から、親睦イベントを軽視し、廃止・縮小してしまう恐れがありま

す。

②施策実現のためのその他の留意点
ア）目標・目的の共有化

地域活動への参加・協力の拡大や事業の効果的・継続的な推進を図るには、次による目標・目

的の共有化が重要となります。

・地域の現状と住民意見の把握による地域ビジョン・活動計画を策定・周知する。

・地域の制度・行事等の目的を明確化し、事業計画・年間スケジュールを作成・周知する。

イ）全員参加の活動体制

全員参加の活動体制を進めためには、役員の負担軽減、参加義務の認識向上、活動の活性化、

地域課題の解消を図ることが重要になります。

・役員職務を分散し、個々住民や各種団体等が立場に応じて活動に参加する体制に見直す。

・専門分野の課題に取り組む委員会・役職を創設し、長期的に課題に対処する体制づくり。

ウ）各種団体の育成・人材の養成

各種団体の育成・人材の養成を進め、個々の住民の地域活動への関心向上・役割認識、地域内

の繋がりづくり、地域活動の担い手確保を実現する必要があります。

・地域活動を支える各種団体の活動を支援し、地域を担う人材を養成。

・専門分野の課題解消に取り組む委員会・役職を創設し、長期的に課題対処する体制づくり。

第４章 主要施策
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第２項 まちづくりの主要施策

東部校区の将来像を実現するため、３分野のまちづくり方針に沿って主要施策を次のように示

します。

１．校区の交流

声かけ 助け合い みんなで参加 おもいやりの東部

事業種別 実施主体

主要施策名 施策内容 実施事業 ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

地

区

校

区

行

政

市民館まつり・  

夏まつり

多くの住民が参加できる

まつりの内容の見直しと

周知を行います。

地区納涼夏祭り

校区大祭／花火大会

市民館まつり

□○◎

スポーツ大会

多くの住民が参加できる

ように種目の見直しと周

知を行い、大会を継続実

施します。

合同運動会

グランドゴルフ大会

ソフトボール大会

ゲートボール大会

ミニバレー大会

□○◎

声かけ運動

あらゆる世代でのあいさ

つなどの声かけ運動を推

進し、互いに助け合う地

域を形成します。

あいさつ運動

□○◎

高齢者への支援

高齢者が生きがいを持っ

て生活できるように高齢

者への支援について検討

します。

福祉年末訪問

高齢者ふれあいの集い

敬老会

老人会への支援

□○◎

若者の定住促進

校区の重要な産業である

農業を営む農家の後継者

対策を検討します。

結婚相談

後継者対策 □ ○◎

生涯学習活動

住民一人ひとりが生きが

いを持って活躍するため

の活動の支援を行いま

す。

クラブ活動支援

講座開催支援
□ ◎

青少年健全育成

活動

健全な子どもたちを育成

するため、諸活動に協働

して取り組みます。

ふれあい部会研修会

青少年健全育成講演会

三世代ラジオ体操
□○◎

広報活動

コミュニティ活動への理

解を深めてもらうため、

情報提供に努めます。

広報誌の発行

各行事の情報提供 □○◎

近隣地域との連携

活動

近隣地域と連携し地域課

題の解消を目指します。

表浜自然ふれあいフェステ

ィバル

表浜地域づくり情報誌発行
□○◎

子育て支援

次代を担う子どもの育ち

を応援するため、子育て

支援を行います。

子ども会支援

子育てクラブの支援 □ ◎
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２．校区の自然環境

豊かな自然 ふれあいの場 みんなで守ろう東部の郷

事業種別 実施主体

主要施策名 施策内容 実施事業 ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

地

区

校

区

行

政

ごみのポイ捨て・不法投棄・

犬のふん害・家畜の悪臭防止

など、関係機関と連携を図り

ながら対策に取り組みます。

立札設置事業

■□○◎○

環境美化活動
河川、公園等の環境美化活動

を継続実施していくとともに

できるだけ多くの住民が参加

できるよう啓発を行います。

環境整備活動

河川美化活動

田原を美しくする会

地区美化活動

□○◎○

里山の整備と

利用促進

現在行われている里山の整備

を継続して実施していくとと

もに、整備した施設の有効利

用を図るため、地域住民に周

知を行います。

里山整備の推進

しいたけ栽培

新規交流事業

小学校・保育園の遠足

歩け歩け大会

炭焼き小屋の周知・活用

バーベキュー広場の周知・活

用

■□ ◎○

河川等の環境

整備

蜆川の浄化、自然に恵まれた

汐川河口の有効利用を図ると

ともに、ホタルが舞う「ビオ・

とうぶ」池の環境整備を継続

します。

ビオ・とうぶ整備

蜆川桜並木管理事業

蜆川堤防草刈 ■□○◎○

遊 休 農 地 の

解消

農地の有効利用と地域の景観

向上を図るため市や農業委員

会と連携を取りながら遊休農

地解消に取り組みます。

菜の花エコ活動

□ ○◎

緑化運動

校区内の緑化の促進と景観向

上を図るため花壇整備など緑

化活動を推進します。

各地区の老人会・子ども会と

タイアップした花壇整備

苗木配布(市民館まつり)
□○◎○

【蜆川の桜並木】 【里山公園の芝生広場】
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３．校区の生活環境

みんなで築こう 心やすらぐ東部のまち

事業種別 実施主体

主要施策名 施策内容 実施事業 ハ
ー
ド

ソ
フ
ト

地

区

校

区

行

政

道路の整備・

管理

生徒、児童の安全確保のため、

通学路整備を要望する。

また、生活道路において緊急

車両の入れないところなど道

路整備の必要な箇所につい

て、整備を要望します。

点検活動

要望活動

まちづくり推進事業

村づくり推進事業
■□○○◎

交通安全運動

安心・安全な地域づくりのた

め、地域でできる交通安全に

ついて検討し、実施します。

０の日安全指導

交通安全講演会

安全指導(PTA保護者会・キッ

ズパトロール・民生児童委員)

□○◎○

河川の整備・

管理

河川の氾濫が心配される箇所

を点検し、整備を要望します。

点検活動

要望活動
■□○○◎

公園の整備・

管理

子どもの人口が増加している

地区においては、遊び場の確

保、遊具の整備を要望します。

また、各自治会にて点検及び

維持管理活動を行います。

点検活動

施設維持管理活動

要望活動 ■□○○◎

同報無線の

整備

住民の共通な情報を確保する

ため、放送の聞こえが悪い地

区について、改善を図る要望

をします。

要望活動

■ ○○◎

自主防災会

活動

自主防災会活動の内容を実際

の災害時にすばやく対応でき

るよう検討し、各地区防災会

と連携して継続的に実施しま

す。

防災訓練

防災リーダー活動

□◎○○

防 犯 灯 の  

設置・管理

地域住民の安心・安全を確保

するため、必要箇所について

設置します。

点検活動

要望活動

村づくり推進事業

■ ○○◎

防犯運動

安心・安全な地域づくりのた

め、地域でできる防犯につい

て検討し、実施を図ります。

キッズパトロール

民生児童委員の活動

ＰＴＡ安全活動

□○◎○

下水道の整備

未整備地区の早期工事着と接

続率の向上に取り組みます。

農業集落排水の最終処理汚泥

の処理について検討、要望を

します。

検討活動

要望活動

■ ○○◎
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凡例

名　称 記　号

里　山

道　路

集落道

農　道

土留め

集落排水

防火水槽

防犯灯
自然環境・生態系

保全施設

第３項 まちづくり計画図
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専門部会

役員会
田原東部校区自治会

体育レク部会

安全環境部会

企画広報部会

地区自治会
豊島自治会
谷熊自治会
相川自治会
やぐま台自治会
御殿山自治会

ふれあい部会

文化教養部会

運営会議

顧問

総 　会

田原東部コミュニティ協議会

各種団体
老人会
子供会
スポーツ少年育成会
文化クラブ
スポーツクラブ等
行政委員
行政機関

監事

進行管理

計画概要
紹介

計画策定予算承認

意見集約

課題提起

課題提起

計画周知

課題提起

事業実施

計画承認

計画周知

事業実施

事業実施

調　　　整

第１項 推進体制

①進行管理
この計画を実現するため、校区コミュニティ協議会（役員会等）が中心となって、主要施策等

の進捗状況を確認し、各施策の主体となる住民、地区自治会、校区コミュニティ協議会、各種地

域団体、行政等の事業実施を促します。

②計画の周知
計画書（報告書・概要版）などを作成し、校区内の住民・各種団体等に計画内容を周知します。

また、校区コミュニティ協議会の役員は、ほとんどが年度交替するため、毎年度総会において計

画概要を紹介することで、地域課題・目標・施策等の共通認識を形成します。

③実施の推進
校区コミュニティ協議会として取り組むべき事業は、この計画に基づき毎年度の総会において

事業計画・予算に盛り込み、実施します。

また、行政に実施を求める施策は、行政懇談会における協議・調整や要望書提出などを行いま

す。

さらにこのような活動を展開するために、校区内の地域団体・人材を育成し、地域活動の担い

手の拡大する必要があります。

④実現の調整
校区コミュニティ協議会は、個々の住民・各種団体・地区自治会等では実現できない課題対応

を関係団体が連携して進める組織ですので、個々の施策実施状況を把握し、地域課題が解決され

るように総括的な調整を行います。

第５章 推進体制
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①策定組織

田原東部校区まちづくり推進計画策定委員
No． 計画策定委員名 氏 名 備    考

１ 東部校区総代 高橋昭好

２ 豊島自治会長 河辺敏彦

３ 谷熊自治会長 安田正勝

４ 相川自治会長 酒井 勝

５ やぐま台自治会総代 河合 傑

６ 村づくり交付金事業推進委員会

７ 農地・水・環境保全推進委員会

８ アドバイザー 太田次男 都市整備部 建築課 課長

９ アドバイザー 河合克典 都市整備部 建築課 主任

②改訂組織
計画の改訂は、田原東部コミュニティ協議会の主要役員及び企画広報部会のメンバーを改訂

委員とし、原案を作成しました。

田原東部校区まちづくり推進計画改訂委員
No． 役 職 名 氏 名 備  考

１ 会長 志手 一光

２ 副会長 高橋 剛規 豊島自治会長

３ 副会長 佐久間 祥吾 谷熊自治会長

４ 会計 今田 敏美 相川自治会長

５ 書記 加藤 実 やぐま台自治会総代

６ 書記 山本 修三 御殿山自治会長

７ 企画広報部会 大渕 宗男

８ 企画広報部会 酒井 節夫

９ 企画広報部会 鈴木 一秀

１０ 企画広報部会 鈴木 千春

１１ 企画広報部会 木下 秀勝

１２ 企画広報部会 今田 和也

１３ コミュニティ主事 千賀 優子

１４ アドバイザー 福井 達弥 市役所

１５ アドバイザー 富田 清 市役所

１６ アドバイザー 大羽 剛 市役所

資料編 策定組織・経過
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③策定経過

開催日 開催場所 議   題 備   考

H18/5/ 1 東部市民館 まちづくり推進計画説明会 市職員から内容の説明を受け

る

5/8 東部処分場 現状確認・里山構想検討会 現場を視察

5/10 東部市民館 まちづくり推進計画打合会 市職員と推進計画を打合せる

5/17 田原文化会館 東部中学校校区 行政懇談会 東部の夢を発表

5/20 東部市民館 校区自治会役員会 役員に東部の夢を

9/2 東部市民館 校区自治会役員会 まちづくり推進計画案を説明

9/24 田原文化会館 市まちづくりシンポジューム 市全体のイメージをPR

9/26 犬山市 犬山里山学センター視察 里山研究の実態を視察

10/ 4 東部市民館 校区自治会会長会 まちづくり推進計画案を検討

10/13 東部処分場 現状再確認・里山構想検討会 市職員と現場を再度視察

10/17 東部処分場 里山実現構想の検討会 土地と地権者の関係を調査

11/13 東部処分場 処分場工事確認・里山再検討 市職員と処分場工事を確認

H19/1/16 東部市民館 まちづくり推進計画打合会 市職員と推進状況を打合せる

3/ 9 東部市民館 校区自治会役員会 まちづくり推進計画案を説明

3/31 東部市民館 東部校区臨時総会 まちづくり推進計画案の承認

④改訂経過

開催日 開催場所 議   題 備  考

H23/5/ 1 東部市民館 まちづくり推進計画改訂説明会 改訂内容の説明

12/17 東部市民館 まちづくり推進計画改訂打合会 当初計画の修正方針

H24/1/14 東部市民館 まちづくり推進計画改訂打合会 当初計画の修正点確認

1/21 東部市民館 まちづくり推進計画改訂打合会 現状・課題の確認

2/ 4 東部市民館 まちづくり推進計画改訂打合会 方針・主要施策の確認・修正

3/ 9 東部市民館
田原東部コミュニティ協議会

役員会

まちづくり推進計画改訂(案)

の審議・決定






