
16

（１）わくわくするまちにするための東郷地区の５つの取り組み・ビジョン
柱１ 暮らそう「便利・快適」～住みたいまちＴＯＧＯ

○お年寄り

１－１ 地域交通検討事業
高齢化が進むにつれて、市街地への通院やスーパーへの買い物などの

日常生活の移動手段に支障を感じている方が増えてきています。

そこで「東郷の足を考える会」を発足します。現状の公共交通を分析

し、Ｓバスの運行見直し、コミュ二ティバス開設、ボランティア送迎な

ど、地域住民の移動手段が確保できる仕組みを考えていきます。

令和３年度中に予算措置について検討し、令和４年度からスタートで

きるように準備します。会の活動費については、令和２～３年度の活動

状況によって地域自治区予算を活用するかどうか検討します。

１－２ 高齢者支援活動

① 一人暮らしの高齢者の健康状態や安否の確認、ゴミ出し支援ができ

るなど、お年寄りを温かく見守る仕組みをつくります。

② ニュースを見、ショッピングができ、バスの時刻表が分かる、さら

に電子マネーで支払いができるなど、生活に便利なスマートフォンや

ＩＴ機器の利用の仕方をサポートします。

③ 喫茶・健康・教室など公民館が地域の方々のコミュニティの拠点と

して活用されることを目指します。気軽に楽しく交流できる公民館づ

くりを企画検討していくことで、高齢者の引きこもりを減らしていき

ます。

第３章 東郷のこれからをみんなで考えよう

令和２年度～ 地域自治区予算
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○若者

１－３ 定住推進
若者が住み続けたいと思える地域づくりを考え、若者の悩みや働く場

所、子育て世代の相談に対応できる仕組みを作ることを検討します。

東郷地域に魅力ある住環境を創ることを若者と一緒に考え、「若者の

集まる場所や遊ぶ場所」を作ることについても検討します。

また、企業や行政と協力して東郷の魅力を発信し、Ｕターンや Iター

ンを狙った移住促進に努めます。

１－４ 地域活動の推進
「地域行事の継続」や「消防団の後継者不足解消」に取り組みます。

各地域の行事、消防団の活動についてホームページやＳＮＳを通して情

報発信をし、若者や子どもの参加を促します。

１－５ 若者交流企画
若者が魅力を感じ盛り上がる企画（イベント・フェス）を計画するな

ど、若者同士がつながる活動に取り組む団体を支援します。

○交流

１－６ 公民館 Wi-Fi 設置
公民館でインターネット通信でのカラオケや対戦ゲームなどの娯楽

ができるネット環境の整備をします。Wi-Fi は災害時にも活用できるよ

うにし、オンライン会議や勉強会でも使えるよう順次設置していきます。

（参考）

令和元年度 各行政区要望調査実施

Wi-Fi 設置済 → 平井・大海・有海

各行政区予算

優先順位 高

優先順位 高

暮
ら
そ
う
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柱２ 守ろう「安心・安全」～守られるまちＴＯＧＯ～

○防災

２－１ 自主防災組織支援事業
各地区における自主防災会との交流

の場を提案して、防災資機材の動作確

認や備蓄品の把握を進めてきました。

平成２７年度、平成３０年度、令和

元年度、２年度の４か年で防災資機材

を整備してきました。

一定の成果を見ましたので、本年度

をもって本事業は一旦終了とします。

今後は東郷全体での互助意識を高め

ていく事業を支援します。

【各地区の防災資機材一覧】

平成２７年度～
令和２年度

地域自治区予算
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２－２ 地域防災連携促進事業
東郷地域には、行政区ごとに自主防災組織があるだけで、区ごとに横のつ

ながりはありません。災害が起こった際にしっかりと連携が取れるようにし

ておくためにも、各区の防災専門員や防災士を集めて話し合いを行っていく

必要があります。そのために、東郷地区全体をまとめる統括的な防災組織を

立ち上げていくために、まずは防災意識の高い人材を集め、話し合いをする

場を設けていきます。

ゆくゆくは、年々被害が増える風水害や南海トラフ大地震に対する地域住

民の防災意識の向上を図るため、東郷防災フェスタなどの企画を考え、東郷

中学校で避難所体験をするなど住民を巻き込んだイベント企画を計画し、実

行団体に依頼して実施していきます。

２－３ ＡＥＤ普及推進事業
地域住民が集う場所へＡＥＤを設置し、地域住民の安心・安全を図ります。

設置区は合わせてＡＥＤ講習会を実施してもらいます。

【設置場所】

平井公民館・大宮構造改善センター・川路公民館

大海公民館・竹広公民館

○防犯

２－４ 地域安全灯設置費補助事業
平成２６年度から令和３年度（予定）まで、８年間で地域安全灯設置

補助を実施しています。東郷地域の全体では街灯がまだ少なく、夜になる

と危険です。通学路を中心に街路灯などの設置をする補助事業を支援しま

す。

なお、令和３年度をもって本事業は終了とします。

平成２６年度～
令和３年度

地域自治区予算

令和３年度～ 地域自治区予算

平成 27年度～ 地域自治区予算

守
ろ
う
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２－５ 駐輪場整備
散乱している自転車を整理し、防犯面でも盗難を防止するため、大海駅及

び三河東郷駅への駐輪場の整備します。

２－６ 防犯カメラ設置
各地区に防犯カメラ等の設置を要請していきます。新城市行政課で防犯カ

メラ設置補助制度（補助率８０％）がありますので、その制度を活用しなが

ら防犯カメラ設置を支援します。

（令和２年度に各行政区に防犯カメラの設置ニーズ調査を実施したところ、

設置希望区はありませんでした）

○ 環境

２－７ 可燃ごみ集積施設整備事業
可燃ごみ集積所が老朽化していく区に対し、集積所の改修費用を補助し、

ごみの散乱防止及び景観美化を支援します。

令和元年度から令和３年度までの３か年で進めています。令和３年度事業

計画実施をもって終了します。

２－８ 獣害対策
生活安全と農作物保護の観点から、ドローンを活用した生態調査等獣害対

策を検討します。

２－９ 草刈り支援
通行の妨げになる道路脇や歩道にはみ出した雑草などの草刈りの支援に

取組みます。ボランティアだけでは限界があるので、人件費の検討やイベン

ト化など、持続的に草刈りをできる仕組みを長期的に考え、実行団体を支援

します。

令和元～３年度

市本体予算

地域自治区予算
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２－１０ 空き家有効活用事業
ＤＩＹ講習を開催し、東郷地区の空き家をリノベーションして、市外から

東郷地区に移住定住する上での環境を整備を支援します。また、災害時に役

立つ家屋の応急処置の知識や技術をもち、対応できる人材を育成する講座や

団体を支援します。

２－１１ こどもの遊具管理
子どもが安全にのびのびと遊べる広場を確保するため、遊具や道具が整備

され、管理できる仕組み作りを支援します。また、遊具の新設や整備状況を

ホームページやＳＮＳで発信します。

２－１２ 足下の安全対策

①通学路の安全確保のため、小学生が通る通学路にグリーンベルトを敷き

ます。

②最近の「予測不能の大雨災害」に備え、河川内に堆積した土砂を排除す

るなど、河川・水路・排水路の修繕・整備を進めます。

③大雨災害などにより浸食が激しく、通行ができなくなるおそれがある市

道と農道の舗装を進めます。

④東郷地区で発生している不法投棄に対し、「不法投棄禁止」の看板設置

等の対策を検討します。

⑤その他、危険箇所や整備が必要な箇所の洗い出しを行い、市担当課と調

整を行いながら、計画的に進めていきます。

２－１３ 交通安全対策事業
東郷西・東郷東小学校の児童が通学

する横断歩道に交通安全手旗を設置し、

交通事故を防ぎます。令和２年度に作成

する東郷のキャラクターを使ったオリジ

ナル手旗にする予定です。

令和３年度～ 地域自治区予算

令和３年度～ 地域自治区予算

守
ろ
う
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柱３ 育てよう「成長・交流」～育まれるまちＴＯＧＯ～

○子ども

３－１ 子育て世代交流促進事業
未就学園児のママ友やパパ友同士のつながりができる機会を作るため、子

育て座談会等を開催します。子育て世代が子どもを育てる上で困っているこ

と、悩んでいることを聞き取る環境を作り、必要なサポートが受けられるよ

う支援します。

３－２ 共働き支援
共働きがしやすい環境づくりを目指します。働く子育て世代はどんな支援

を求めているのかを調査し、目標を設定します。市の担当部局とともに、で

きるところから進めていきます。

○地域・人材

３－３ 新規農業支援

後継者対策や休耕地の活用を検討し、地域内外から東郷地域への新規営農

者の支援を行います。「家庭菜園をやりたい方」と「農地を貸したい方」が

マッチングできる環境を整えます。また、野菜の育て方講習などを行い、農

地を活用できる人材の育成を支援します。

中長期事業

令和３年度～ 地域自治区予算

優先順位 高
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３－４ 関係人口創出促進事業
東郷地区への若者の関係人口創出を促進します。また地元に住みながら都

会で仕事ができる IT 人材の育成のため「田舎フリーランス養成講座」を実

施します。本年度はコロナ禍で 1年遅延しましたので、令和３年度開催に向

けて準備を進めます。以後、数年事業継続することで、将来的にコミュニテ

ィビジネスとして市の事業から自立するよう支援していきます。

【田舎フリーランス養成講座とは】

1か月の合宿形式で「ＷＥＢスキル全般」と「フリーランスの仕事術」

を学ぶ講座です。フリーランスとは、会社や組織に属することなく、個人

で仕事を請け負う働き方のことを指します。１か月で初心者から「パソコ

ンひとつでどこでも仕事ができる状態」を目指します。千葉県金谷地区で

の実績を東郷地域に活用する事業です。

○生活・健康

３－５ 多世代交流事業
東郷の自然や建物を利用して、「東郷学び学校」の継続的な開催を支援し

ます。子どもからお年寄りまで多世代にわたって楽しんで交流や学びができ

る活動、子どもだけでなく大人の自主性や主体性、社会性を育む取り組みを

支援します。

① 「昔の遊び」「ドローン」「ＤＩＹ」「健康講座」「菜園体験」「プチサバ

イバル」「火起こし体験」「ＹｏｕＴｕｂｅｒ育成講座」など学校では学

べないカリキュラムでの取り組みを支援します。

② ①に挙げた活動や今後の地域活性化につながる活動に向けての人材育

成を支援します。東郷在住の方が講師になる「インストラクター養成講

座」の開催や、受講終了者への「東郷免許」の発行などの取り組みを支

援します。

※この事業は、本年度実行委員会を発足する予定でしたが、コロナ禍で 1年

遅延しました。令和３年度開始に向けて準備を進めます。

令和３年度～ 地域自治区予算

令和３年度～ 地域自治区予算

育
て
よ
う
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柱４ 学ぼう「歴史・伝統」～学びがあるまちＴＯＧＯ～

○歴史

４－１ 「長篠設楽原の戦い」講座推進
戦国時代に歴史上の大舞台となった設楽原。そこで繰り広げられた「長篠

設楽原の戦い」、この戦いを抜きにして日本史を語ることはできません。教

科書に掲載され、日本中の子ども達が学んで大人になります。有形無形の歴

史的財産を、地域住民が地元有識者から学び、次世代に受け継いでいく取り

組みを支援します。

４－２ 東郷の歴史探訪発信
東郷地区の歴史といえばすぐに４－１が浮かびますが、それだけではない

歴史的な宝は多くあります。また、遺跡や史跡のみならず、政治家、外交官、

学者、経済人、文化人も数多く輩出しています。様々な角度から東郷地区の

歴史を探訪し、その魅力をホームページやＳＮＳ等で発信していく取り組み

を支援します。

○文化

４－３ 伝統行事・芸能の継承
竹広の火おんどり、大海の放下踊り、八幡神社の手筒花火、出沢の鮎滝に

おける笠網漁など、各地で様々な伝統行事、伝統芸能が受け継がれています。

しかし、過疎化、少子化によりその継承が難しくなっているのも事実です。

これら貴重な財産を継承・継続できる仕組みを地域の人とともに考え、作っ

ていく事業を支援します。

４－４ 郷土料理・特産品の情報発信
清流豊川には多くの支流が流れ込み、地域の田畑を潤していきました。北

にはなだらかな赤石山系が広がり、山の恵みにも与ってきました。そこで育

まれた東郷地区ならではの郷土料理。その情報を発信する事業を支援します。

また、新たに作られるようになった作物やそれらを使った料理も生まれて

います。これらの食材を東郷地区の特産品として検討し、商品化する委員会

の設立を目指し、経済的な効果を支援します。
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○観光

４－５ 観光ガイド推進

① ４－１と関連させて
〇長篠設楽原の決戦場にまつわるスポットで、歴史や見どころについてガ

イドする各種団体への支援活動を継続します。また、ガイドボランティ

アの育成も支援します。

〇長篠設楽原の戦いのＰＲ活動をホームページやＳＮＳで発信していく

とともに、決戦場マップやスタンプラリーなどを検討し、広範囲でアク

ティブに観光できる取り組みを支援します。

〇鮎滝をはじめ各地の伝統行事の見どころについてガイドする既存の団

体、さらにガイドボランティアの育成も支援します。また、ホームペー

ジやＳＮＳで情報発信し、外からの観光客が呼び込めるように支援しま

す。

② 東郷地域に暮らす人へ向けて
東郷地区に暮らす日本語が分からない人のために、英語で長篠設楽原

の戦いのガイドができる人を募ったり、英語表記の看板を増やしたりす

る取り組みを支援します。

③ 海外からの観光客に向けて
海外からの観光客に向けて、写真や動画などのコンテンツを充実させ、

英語・中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語等で情報発信します。外

国の方に興味をもってもらい、実際にこの地を訪れてもらう、経済効果

に結び付くマーケティング検討の支援をします。

学
ぼ
う
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柱５ 楽しもう「笑顔・健康」～楽しめるまちＴＯＧＯ～

○地域力発信

５－１ 東郷ＰＲ事業
東郷の魅力を紹介する仕組みを考え、その取り組みを発信します。

① 小中学生や地域から東郷地区のキャラクターを募集し、そのキャラ

クターを活用したポスターやのぼり旗、ステッカーを制作します。

ＰＲグッズは、東郷地域内の公民館や公共施設等に掲示したり、地

域活動団体に配付したりしながら、地域内外に幅広く広報していき

ます。

② 東郷地域内のイベントや行事など、どこで何をやっているのか分か

らないという声を解消するため、ホームページを作成します。

ホームページには、東郷地域の名所や歴史、お店などの東郷お役

立ち情報、東郷地域で活躍している団体や個人に焦点を当てたイン

タビュー記事など、多岐に亘る内容を掲載します。

経費は地域自治区予算に組み入れて、地域協議会委員で運営する

ホームページを目指します。

③ 自然あり、歴史あり、新東名や飯田線ありの東郷の立地を生かした

行事を、行政や各種団体と協同で企画し、実行していく会議を立ち

上げます。ＳＮＳではない、顔を突き合わせて東郷の良さを伝える

交流の場を支援していきます。

○楽しむ

５－２ TOGO-WAKUWAKU イベント推進
東郷地域の自然や歴史を活かした「わくわくする屋外イベント」を企

画します。子どもから大人まで楽しく参加できて、東郷の地域外からも

多くの人が参加できる魅力あるイベントを企画する実行団体を支援し

ます。

地域自治区予算令和２年度～
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５－３ スポーツバイク普及推進事業
子どもたちがロードバイクやマウンテンバイクなどのスポーツバイク

を身近で楽しめる場を作るため、東郷中学校の裏山（元ディスクゴルフ場）

にマウンテンバイクや子供用のキックバイクなどのコースを整備してい

きます。

地元の若手メンバーを中心とした実行委員会を立ち上げ、週末をメイ

ンにマウンテンバイクを楽しむフィールドを開設できることを目指して

活動します。

将来的には、東郷地区の子どもたちを中心にスポーツバイクのクラブ

チームを発足し、週１回程度の地域クラブ活動にしたいと考えています。

現在、実行委員会で枯木伐採や草刈りを行い、コース運営方針を検討して

準備を進めています。本年度から数年は地域自治区予算を活用しますが、

将来的には、コミュニティビジネスとして市の事業から自立し、実行委員

会が主体となって実施していけるよう支援していきます。

地域自治区予算令和２年度～

楽
し
も
う
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