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津島商工会議所３階 研修室 



ＮＰＯ法人まちづくり津島の目的 

（１）ＮＰＯ法人まちづくり津島は、まちづくりに関
する調査研究、政策提言、相談や助言、研修、
知識の普及や情報発信、人材交流及びネット
ワーク促進事業及び指定管理者事業を市民、
行政、企業の協働のもとに行う。 

（２）市民主体のまちづくりの推進役となる。 

（３）津島市民の豊かな暮らしの実現と中心市街
地の活力の再生に寄与する。 

 



１、読書奨励事業として、市民の柔軟な視線から企画され
るイベントや研修会の頻度内容を充実し、図書館の活
性化を図る。 

      ・おはなし会 ・朗読会 ・季節催事 ・パネル展示 

   ・職場体験 ・１日図書館員受入れ など  

２、 図書館の持つ機能充実のほかに、津島の魅力を発掘
し育てる文化的事業を行う。 

      ・市民歴史講座 ・地域の歴史に親しむ講座  

   ・古文書講座 ・津島の歴史 ・古新聞展示 

津島市立図書館の指定管理業務の充実  

「みんなの図書館として親しまれ開かれた図書館」を目指
し、地域の情報センター、自ら学ぶ生涯学習の場として、
市民の生活向上・文化の発展に努める。 



第一次提案書受付期間 
平成28 年9 月1 日（木）から平成28 年9 月7 日（水）まで 
第2 回指定管理者選定委員会（第一次審査：資格審査及び提案書の書類審査） 
平成28 年9 月28 日（水） 
第二次提案書受付締切 
平成28 年10 月12 日（水） 
通過者の内、提案書受付3 団体 

第3 回指定管理者選定委員会 
（第二次審査：プレゼンテーション及びヒアリング） 
平成28 年10 月26 日（水） 
優先交渉権者：特定非営利活動法人 まちづくり津島 
129.89 点（配点160 点） 
選定理由：総合的に施設の設置目的を十分に理解し、施設の管
理運営を的確に実施する能力を備えていると判断しました。特に
他の図書館での取り組みは好評であり、愛西市中央図書館に関
する計画、提案の具体的な点を高く評価されました。 
市議会の指定の議決 
平成28 年12 月22 日（木） 

愛西市中央図書館の指定管理者受託 



平成２８年度 
まちづくり事業報告 

１、まちづくり事業を津島商工会議所、津島市観光協会 
 などの組織・団体と協働して実行する。  
２、尾張津島天王祭に関連する事業を行い、ユネスコ無 
 形文化遺産登録の機運を市民レベルで高める。  
３、津島の祭礼が市民共有されるための事業を行う。  
４、長期的視点からのまちづくり事業については、基盤整 
 備。基本的調査を実施する。 



信長の台所津島・まちあそび事業 

 主催： 津島市観光協会、 

     ＮＰＯ法人まちづくり津島 

     天王文化塾 

 後援： 津島市、津島商工会議所 

    西尾張シーエーティーヴィ(株) 

 期間： ４月１８日～５月６日   

 会場： 津島市中心市街地 

 
目的 
藤まつりに訪れた人々を津島の中心
市街地・町なかに誘引し、おもてなし
の観光まちづくりの基盤づくりのため
に、市民主体の様々な自主催事を
行い、楽しい町なか空間を創出する。 



    催    事 

市民歴史講座 第１回 

宝泉寺書院（国登録）公開  

町家で陶芸 後藤眞子展 

うとうと展 Ｖol,１６ 

カリグラフィー展Ｖol,１２ 

あすみ展七宝焼とトールペイント 

中一色窯・葉手那窯展 

わらもじ筆倶楽部 

和花まま展 

津島つむぎまちアート化計画 

愛宕・猫道つなぎ展 

山車＆からくり人形披露 

お寺でボチボチ写仏・薬膳粥 

煎茶を楽しむ 

町家渡邉家住宅でお抹茶 

Season Cafe 茶の間 

カフェcloisonné 

トノ割茶屋 

昭和歌謡コンサート 

弦奏会  

６時間耐久マラソン落語会 

アマチュア落語名人会 

ＡＭＤ４８ 念珠づくり 

でら寺巡り×きまぐれ市 

商い処ごず 初夏の宴卓 

愛西の里フェスタ 

商店街まるごと100円ショップ 

自彊術 無料体験会 

まちなか スタンプラリー 

名鉄ハイキング 





渡邉家住宅利活用 
《 町家を歴史文化が息づく魅力ある拠点に 》 

『町家で陶芸 後藤眞子作品展』  

日時：４月２２日（金）～２４日（日） 

１０時～１６時  

朝日陶芸展、日本現代陶彫展など
で受賞している津島在住の後藤眞
子の作品展。人、花、動物、魚など
具象的な陶芸は独特な雰囲気を醸
し出していた。希望者にはお抹茶・
銘菓を呈した。 

 



４月２２日～24日（日）の３日間で189人（内１１５人抹
茶）が来場し、近代陶芸と町屋を楽しんだ。 



第4 回 尾張津島天王祭プレイベント 
「夏 六百年 観る 聞く 踊る 天王祭」 

宵祭当日７月23日（土） 
午後３時～８時 

ユネスコ無形文化遺産登録に
向けて郷土が誇る祭を世界に 

地域資源として新たに天王通りの商店街を取り上
げ、ユネスコ無形文化遺産をPR する提灯による
ライトアップし、祭りに訪れた観光客に滞在時間を
延長できる要素を持たせた「夏 六百 観る 聞く 踊
る 天王祭」津島のおもてなしを企画した。 



特設舞台イベント・路上パフォーマンス 

日本の伝統文化芸能・ダンス・バンド・韓国民俗
芸能など15 団体 約330 名出演 



地域物産等の販売とフリーマーケット ５０店舗 

献灯提灯点灯 



「戦国シリーズ いくさの子 織田信長」
新商品タオル開発事業 

『コミックゼノン』連載の
「いくさの子」には、信
長の津島踊や津島天
王祭が描かれている。
原哲夫戦国シリーズに
若き日の織田信長を
描いた「いくさの子」と
タイアップして、２７年
度のオリジナルＴシャツ
に引き続き、２８年度は
新商品として、デザイ
ン「タオル」を開発し、
販売した。 



FMななみ『AmaTsushima on the time』 

津島地域のまちづくり情報の発信と、地域を舞台として
楽しんでいる人たちの紹介とを行った。多くの人たちが
集まり、海部津島地域の魅力を伝えることができた。
（服部則仁さんのご冥福をお祈りいたします） 

「ＷＥ ＬＯＶＥ 津島」写真コンテスト  

市内の自然や風景を題材にした津島の魅力を再発見
し、各所でパネル展示し情報発信する。 
津島の歴史文化の魅力を情報発信する。 
写真データを集積し、様々な催事で活用する。 
応募期間：年４回（春・夏・秋・冬） 

 



山車からくり人形展 

開催日：平成２９年3月12日～25日  

会場：津島市立図書館 

目的：  1711年に始まった秋まつりは、

10月の第１日曜日とその前日の２日間に

開催される。七切、向島、今市場、神守

の４地区から絢爛豪華な山車14台が、

津島のまちに賑やかに繰り出す。からく

り人形をのせた山車は市指定文化財で

ある。永い歴史と文化を有する山車祭

であるが、尾張津島天王祭ほどの知名

度はない。山車祭の魅力に触れる機会

として本展を開催した。 



特別企画 
①3月12日（日）11時・１４時 
中之町山車からくり「文字書」披露 
中之町山車 お囃子実演 
②3月18日（土）午前10時～   
講演会「津島秋祭りの歴史とお囃子の成
り立ち」 黒田幹夫氏 



『海部津島郷土研究 第二号』出版 

 永い歴史の中で育まれてきた伝
統行事の過去の様式を知る上で、
江戸時代に映像技術は当然ながら
無いため、手がかりとなるのは書籍
であり図絵や文書です。尾張津島
天王祭の変えてはならない本質を
見出し得ることができるのは、郷土
研究の積み重ねです。地誌類・文
書などの研究から得られた知見を
現代に生かすこと、現代の実践を
未来に生かすこと、この二つが郷
土研究の趣旨です。 頒価 ８００円（税込） 



津島霊場巡り奉拝帳 共同発行 

頒価1,000円（税込） 

編集・発行 
ＮＰＯ法人まちづくり津島 
津島霊場会 

諸宗派19ケ寺 参画 



NO 事   業   名 
予算 決算 予算 

ＮＰＯ負
担額 

ＮＰＯ負
担額 

区分 

1  第１４回信長の台所津島・まちあそび                              
（協働：津島市観光協会、天王文化塾） 

350 340 ② 

2  渡邉家住宅利活用 100 0 ① 

3  第４回尾張津島天王祭プレイベント                              
（協働：津島市観光協会、津島商工会議所） 

300 300 ③ 

4  「ＷＥ ＬＯＶＥ 津島」 写真コンテスト                         
（協働：西尾張CATV、津島市観光協会） 

30 30 ① 

5  「いくさの子」の商品開発（第2次）   50 ▲489 ① 

6  ＦＭななみ「AMA TSUSHIMA ON THE TIME」 0 0 ① 

7  山車からくり人形展   250 246 ① 

8 『 海部津島郷土研究 第2集 』発刊  130 192 ① 

9  津島霊場巡り（協働：津島霊場会） 350 626 ① 

10  愛西市中央図書館 指定管理業務受託に伴う機器整備   0 317 ① 

  合       計 1,560  1,562   

予算区分 ①まちづくり調査研究事業  ②イベント企画・実行請負事業  ③まちづくり支援事業 

平成２８年度まちづくり事業決算 



平成２９年度事業計画 



愛西市中央図書館の管理運営の進め方 

基本方針:  知と文化の拠点 愛西市中央図書館を 
市民とともに作り上げる 

市民の読書活動の活発化を支援することのほかに、生涯学習拠点
としての図書館が求められている。 
市民の学びや知識交流の場としての図書館機能を充実させ、市民
の文化発信・文化創造を支援する図書館をめざす。 
取組項目 
❶ 利用しやすい  
  いつでも、誰でも、気軽に訪れ利用しやすい図書館 
❷ 楽しい  
  新たな知と文化に出会うことの楽しさを提供する図書館 
❸ 学べる  
  調べものや生涯学習を支援し、市民が交流できる図書館 
❹ 地域情報の拠点  
  地域の歴史文化を学べる講座や展示が充実した図書館 



(1)図書館イベントの実施 

  図書館未利用者へのPRや図書・地域資料などの紹介を
目的とした、大規模コンサート、お茶会、子育て支援、文
化講演会など各種イベントを実施予定。関係機関や住民
と連携し、地域の魅力を掘り起こすことも目的とする。  

(2)図書館の利便性向上 

  これまで実施した主な事業の維持：開館日数の拡大、図
書館ホームページ、貸出制限数の増加、津島駅構内の
図書返却ポスト、インターネット予約サービスの継続 

  29年度予定…利用者用インターネット端末の法令集
データベース導入、図書館ホームページにおける情報提
供の充実化、貴重図書・郷土資料のデータベース作成  

津島市立図書館 指定管理業務の充実  



(3)住民参加型の図書館ボランティア組織化 
 29年度で10回目となる「おはなしくるりん」。市内外のボラ
ンティア団体（約15組）を集めて視察やおはなし大会実施。 
(4)子どもの読書・文化振興 
 児童イベントの質的向上、「学年別おすすめ本」発行 
(5)地域文化コレクションの整備・充実 
(6)情報提供およびPR 
 29年度は図書館ホームページのデザイン・形態を改善。 
(7)団体利用の促進 
 放課後子ども教室は8ヶ所。小中学図書室へも巡回文庫。 
(8)読書奨励事業 
 児童幼児読み聞かせ・体験講座・郷土史講座・読書会等 
(9)照明灯のＬＥＤ化 
 中長期的な省エネを図るためＬＥＤ化を図る 
 投資額（３年間）＝電気料金低減額＋図書館管理コスト削減 



２９年度 まちづくり事業基本方針 

1. 「ＮＰＯ法人まちづくり津島」でなければ、でき
ない歴史文化を活かした「まちづくり」事業を行
う。  （人的繋がり、良識・知恵、失敗体験） 

2. 指定管理者「図書館」を拠点とした「まちづくり」
事業を積極的に展開する。 

3. 津島秋まつり（山車祭・石採祭）の集客力を高
める事業を行う。  

4. まちづくり事業を津島商工会議所、津島市観
光協会などの組織・団体と協働して実行する。  

 



『信長の台所津島・まちあそび』 

伝統文化の息づく中心市街地を
舞台とした総合催事「信長の台
所津島・まちあそび」は、なんと
今年で１５回目。藤まつりに訪れ
た人々を中心市街地に誘引し、
おもてなしの「着地型観光づく
り」のために市民主体の様々な
自主催事を行い、楽しい町なか
空間を創出することを目的とし
ています。津島中心市街地の活
性化という観点からも、観光客が
訪れて楽しめる「まちづくり」は重
要な課題の一つです。 



    催    事 
４ 月 ５ 月 

会 場 / 図 Ｎo 

22 23 24 25 26 27 28 29 
3
0 

1 2 3 4 5 6 7 

市民歴史講座１日目                           津島市立図書館 

（津島市老松町1－1） 市民歴史講座２日目 

津島のお茶室を廻る  集合：宝泉寺 ⑬ 

弦 奏 会 宝泉寺 ⑬ 

青春歌謡コンサート                           吉祥寺 ⑨ 

芸どころは津島ダヨ                           津島神社参集所 ⑯ 

でら寺巡り×きまぐれ市 蓮台寺 他 ⑩ 

愛西の里フェスタ ふれあい ダンケ ⑪ 

トノ割茶屋                           観光交流センター ③ 

煎茶を楽しむ                           渡邉家住宅 ⑦ 

シーズンカフェ茶の間 カフェ茶の間 ⑤ 

つむぎまちクラフトビア                           本町ラクザ ⑥ 

６時間マラソン落語会 瑞泉寺 ⑧ 

プチ電飾ワークショップ                           吉祥寺 ⑨ 

着物リメイク 吉祥寺 ⑨ 

ＡＭＤ 念珠づくり 成信坊 ② 

阿部繁弘ボールペン画 観光交流センター ③ 

わらもじ作品展 観光交流センター ③ 

和花まま展 観光交流センター ③ 

つしまアートスケープ                           鈴木邸 ⑭ 

カリグラフィ Ｖol.13                           カネ長 ④ 

うとうと展 Ｖol.17                           カネ長 ④ 

古布で作った小物たち 吉祥寺 ⑨ 

境内展 小うつわの宴 瑞泉寺 ⑧ 

津島の山車 魅せます                           津島神社居森社 ⑮ 

本の交換会                           まちや再① ルミエ⑫ 

ハイキング津島上街道 集合：名鉄木田駅１０時 

まちなかスタンプラリー 観光交流センター ③ 



市民歴史講座 
講師：安田文吉・石田泰弘・羽柴亜弥 
    黒田剛司・浅井厚視・園田俊介 



和花まま展 パッチワークといけ花 



津島上街道ひざくりげ -名鉄木田駅から津島まで歩く- 



渡邉家住宅利活用 
《 町家を歴史文化が息づく魅力ある拠点に 》 

渡邉家住宅は1809年に上棟した数寄屋建築。渡邉家
にて、町屋公開と併せて春、夏、秋の催事を開催する。 
テーマ：煎茶・抹茶・天王祭・町家しつらい 



渡邉家《煎茶を楽しむ 》 



第５回尾張津島天王祭おもてなしイベント 
津島のおもてなし「夏六百年 観る 聞く 知る 天王祭」 

１、舞台イベント 

場所：イトウ写真館・津島神社 

内容：和太鼓・琴・演舞など 

２、天王通り路上パフォーマンス 

場所：天王通り５丁目～３丁目 

内容：ダンス・阿波踊りなど 

３、献灯提灯の点灯 

場所：天王通り１丁目～６丁目  

４、天王通での駐車場・空店舗で物販、フリマなど 

場所：天王通り１丁目～６丁目  

 

 

 



山車からくり人形展とお囃子実演 

 尾張津島天王祭の陰に隠れた感があ
る「津島の山車祭」は、実は文化財的価
値は非常に高い祭礼である。津島の山
車16輌すべてにからくり人形が搭載され
ており、からくり技術が伝承されている。
市民がからくり人形の理解を深めるため
に「山車からくり人形展」を開催する。 

津島山車祭商品開発 



海部津島郷土研究 第３号 発刊 
～おもてなしコンシェルジュ、ボランティアガイドのための古寺社覚書～  

おもてなしコンシェルジュ、ボランティアガイドが活躍し
ている。津島の歴史文化ゾーンをガイドするときの教本
として、中心市街地にある古寺社の由緒・文化財など
について紹介する冊子を刊行する。 

「東日本大震災 被災と復興と」写真展と講演会 
木下繁喜氏 東海新報社元取締役事業 局長 

2011年3月11日、東日本大震災発生。襲来した大
津波は多数の命を奪い街を根こそぎにした。この
災害の体験と教訓を、いま伝えたい。避難所、支
援物資、仮設住宅、土地整理事業をはじめとする
復興計画……。次に被災することになるかもしれな
いあなたへ。そして行政へ。 



他団体・組織とのまちづくり事業協働の推進 

津島商工会議所「信長の台所歴史検定」、津島霊場
会事業、津島市観光協会、津島法人会、津島山車保
存会等と積極的に協働し、まちづくり事業の効率化を
図る。 

愛西市の各種団体とのネットワーク構築 

愛西市中央図書館を拠点とした「歴史文化を活かし
たまちづくり」事業を展開していくため、各種団体との
ネットワークを構築し、愛西市のまちづくり、愛西市中
央図書館の業務などについて協働する。  



NO 事   業   名 

予 算   （千円） 

総事業費 ＮＰＯ負担額 

1  第１５回信長の台所津島・まちあそび 1,650 450 

2  渡邉家住宅利活用 100 50 

3  津島のおもてなし「夏 六百年 観る 聞く 知る 天王祭」 1,650 300 

4  カネ長の利活用  300 200 

5  津島秋まつり 山車祭の商品開発   350 350 

6  山車からくり人形展   200 150 

7  『 コンシェルジュ、ガイドのための 古寺社覚書 』発刊 250 150 

8  「東日本大震災 被災と復興と」写真展と講演会 100 100 

9  他団体・組織とのまちづくり事業協働の推進    ―     ― 

10  愛西市の各種団体とのネットワーク構築    ―     ― 

  合       計 4,600  1,750 

平成２９年度まちづくり事業予算 


