
令和２年度 （一社）犬山祭保存会常任理事会・理事会 第１０回 議事録 

 

●日時    

令和３年４月１７日（土） １９：００～２１：００ 

●場所 

IMASEN 犬山からくりミュージアム玉屋庄兵衛工房 ２F 

●出席者（敬称略） 

【常任理事】会長（石田）、会長代行（多和田）、副会長（大澤、小林、澤野、前刀）、会計

（下山）、祭礼準備委員長（水田）、伝統文化委員長（市橋）、てこ委員長（浅野）、てこ副委

員長（吉田成伸、陸浦）、企画広報委員長（松田）、企画広報委員長代行（斉木）、企画広報

副委員長（柴田、林）、企画広報委員（吉田昌司、前田）、からくり文化振興部（加藤、）専

務理事（溝口） 

【理事】枝町組理事（武藤）、魚屋町組理事（小川）、下本町組理事（松岡）、中本町組理事

（栗谷）、熊野町組理事（浅野）、新町組理事（山田）、本町組理事（安田）、練野町組理事（長

岡）、鍛治屋町組理事（市橋義和）、名栗町組理事（森）、寺内町組理事（三輪）、余坂組理事

（大澤憲司）、外町組理事（伊藤尚宏）、坂下大本町組理事（一色）、内田町組理事（伊藤一

則） 

【その他】歴史まちづくり課（市野主査）、保存会事務員（竹村） 

●議事 

Ⅰ．会長挨拶 

Ⅱ．議題 

① 令和３年犬山祭神事についての総括 ②会員制、会費制について ③今後のスケジュー

ルについて ④その他  

●配布資料 

１．神事縮小計画 

２．令和３年申酉会行粧式について 

３．定款変更（案）、会費規程（案） 

４．委員会等に関する規定 

５．保存伝承基金運営規定 

 



 

●議事内容 

Ⅰ．会長挨拶 

・石田会長：  

祭は二年連続で中止となったが、その間に、祭りをやっていたら気が付かないような、

ずっとこの先どうやっていくかの議論は丁寧に出来たのではないかと思う。 

今日の議題は、引き続き、保存会の会員制・会費制の議論を深めたい。もう一度議論

について確認すると、法人化した方向性に沿って情報公開する、あらゆるシステムの

動かし方の透明感を強める、といった事を、他の祭団体と比較する事も含めて考えて

いく。 

自分たちが会費を払って会員になっているのだから、一人一人の祭なのである、とい

う意識を持つことが大事。どこに住んでいようと会費を払う事で犬山祭の主体者にな

ってもらう、という考え方である。 

理事会で議論し合った内容については、犬山祭ＨＰで公開している。その中から、皆

さんからいただいた意見を取り入れ、向かうべき方向に行きたいと思っている。 

スケジュールとしては、もう２，３回は議論して、７月の総会で取り上げ、会員・会

費制を成し遂げたいと思う。熟議をしながら、少しでも皆さんの広範な意見を取り入

れ、目的に向かって着実に進んでいきたい。 

本日の資料を見ていただくと、他保存会の会費についての詳細を載せている。ユネス

コ無形文化遺産３３のうち、法人は３団体である。今後法人化の流れが進んでいくの

ではないかと思っている。 

また、犬山城はかつては個人所有で、後に財団法人になり、情報が広く公開されるよ

うになり、シンポジウムや研究が進み、犬山城の価値は上がり、入城者も増えた。 

 我々一般社団法人は、人の繋がりであり、祭を継続する力に、公益的な意味合いを与

えられたものである。犬山城が公益財団化で情報公開が進んだように、コミュニティ

の人間像がユネスコの文化遺産と認められているのであり、こういった理事会もその

一環として重要であると考える。 

最近ＳＤＧs という言葉が流行っているが、我々も地域の人間の成し遂げてきたもの

を継続しているという所に価値がある。議論を重ねていく事も、無形文化遺産として

の一部となるので、よろしくお願いしたい。 

・伝統文化副委員長：二号消火栓について。昨年７月に５つの団体と旧町内会から、車

山蔵周辺の火災に対して消火器の設置の要望書を市に提出した。それについて市から

の回答があった。 

消防署の方から説明を受けた。２号消火栓の放水量等を考慮すると、防火対策を強化



するには難しい面があるのではないかという事で、スタンドパイプの消火器を設置し

てはという提案があった。 

スタンドパイプは２名で使用し、取り扱い訓練が必要。放水量は毎分２００L、放水

距離は約１５ｍ。２号消火栓の場合、ホースのつなぎ合わせができないが、スタンド

パイプは可能、８０ｍまでつなぎ合わせることができる。費用は１５～３０万、１５

万までを限度として市からの補助金が出る。各町内から要望があれば出していただき

たいという事である。 

設置の場合 には年に一回は消化訓練を行っていただきたいとの事。設置の申請に関

してまた町内で話し合っていただきたい。 

・会長：消火器の陳情は保存会で行っている事なので、町内で議論した事は保存会に上

げていただきたい。 

・専務理事：半田亀崎の会報について。来年の５月２日、３日と、全国山鉾連合会の総

会を行う。犬山からも大挙して参加する予定なのでよろしくお願いしたい。 

 

Ⅱ．議題 ①令和３年犬山祭神事についての総括 

〇報告／検討内容 

・針綱神社：４日の神事については皆様のご協力の元、無事に行うことができた。皆さんに

は衣装を着けていただき、撮影を行い、お帰り頂いた。２年も中止になった事については、

本当に悲しい事である。来年、コロナが終息したら針綱神社の神事として盛大に行ってい

きたい。 

・会長代行：各町内の理事さんに総括をお願いしたい。 

・専務理事：４日に実際に行った状況が記載してある。このように行った事について、反省

点等を含めてそれぞれのご意見を伺いたい。 

・天候が悪かったため車山蔵に２階で演台を組んで行った。 

・車山組解体を含めてやらせていただいた。からくり奉納を出来た。コロナについても特に

聞いていないので、よかったと思う。 

・雨天のため、集会所の中で奉納を行った。町内の方にも来ていただいた。 

・廻所場は３日間行った。お囃子は会所場の続きで、練習として行った。天気が良ければ虫

干しもしたかったが、それもできなかった。 

・家族の方もいらっしゃって、一生懸命練習した。去年できなかった分もできたのではない

かと思う。当日は雨天なので衣装も着る事ができずささやかな催しとなった。また是非や

らせていただきたい。 

・からくりの奉納は無かったが、針綱のお札を持ってお参りを行った。 

・一時から開始した。雨天のため、早い段階でからくり奉納して、観光客も少なかった。関

係者のみで滞りなく行った。車山蔵は３時過ぎまで空けた。 

・当日どんでん館で行った。雨天で観光客が少なく密にならなかったので良かった。検温も



しっかりやり、二週間たってもとくにコロナの報告もないので安心している。 

・会所場と当日のからくり奉納を行った。若手にも修復を含めて伝承する事ができて、セレ

モニーも行えたので良かったと思う。 

・針綱神社の神事だけは参加させていただいた。 

・車山蔵を３時くらいまで空けて待機していた。 

・３月初めから毎週日曜に会所場を行った。当日は雨天のため車山蔵で、車山にお囃子方を

載せて演奏した。 

・専務理事：CC ネットが取材の収録をしており、４月２６日から一週間随時流れるので見

られる環境の方は是非見てほしい。 

・会長代行：当日は各町内を見て回ったが、総括としてやはりこういった事をやらねばなら

ないという気持ちになった。 

 

Ⅱ．議題 ②会員制、会費制について 

〇報告／検討内容 

・企画広報副委員長：前回の理事会で、議論を図面化すると良いのではないかと言う声があ

ったため、図にしたものを添付資料に記載した。 

・会長代行：定款を認めていただく事が最初の問題となるので、皆さんご理解をいただけた

らこの案で進めていきたい。 

・社員にはどのようにすればなれるのか。 

→企画広報副委員長：会員は祭参加者。社員になるには、理事会の承認が必要。（理事

会の多数決による。） 

・社員＝理事会で承認という事だが、今の理事と常任理事のバランスを考えると、常任理事

の中に、副委員長が５名ほどいるが、理事と同等の立場という事になるのか。 

また、一口１０００円という事をずっと議論している中で、１６町内という、我々の立場

がどうなっているのかという疑問がある。例えば、町内会費で車山の保存維持費を町内会

費として、車山に参加する人・しない人に限らず徴収している。今回の案だと、町内で負

担している車山の保存費用は、保存会が負担するという形になるのか。 

・会長代行：各町内のバランスを考えて、保存会費を軒数で割って徴収したらどうかという

のが基本的な考えである。伝承保存という考えは持っていない。３００００円の代替えと

して一軒単位で会費をいただき、それによって会員になるという事である。 

副委員長も同等という事である。 

・町内では７５名ほど参加している。一軒という意味が不鮮明で分からない。従来の３万円

と比べて、多大な金額を払う事になるのではないか。 

犬山祭の参加者名簿を所帯単位で分けて１０００円ずついただくという事だが、年度途

中で入ってきた人からも取る、という表現はおかしい。会費というのは、今までは町単位

で戸数関係なく取っていたし、町会費の概念は人ではない。それを変えて、会員を人もし



くは所帯でとらえようという事で、町という単位を捨てよう、という事であるように思え

る。 

地縁による町の構成員と、町外から応援で入ってくれる人、それを平等に見るにはどうす

るか、となると、会員という枠組みになる、という話だと理解しているが、これまでは運

営に対して、町単位で払っていたものを、今回の変更案では、会員参加という事になり、

「参加費」という概念に変わる。そうなると、保存会会費とは何なのか、という疑問も出

てくる。 

会員という概念に変えるのはなぜなのか、という事をもう一度しっかり考えないとい 

けないのではないか。 

・専務理事：その考え方で合っている。町内からの３万円は、町内に住んでいる人の費用と

して出していただいていた。しかし町内に住んでいない人も祭に参加しているのが実状

で、名簿によれば、多い所では６割ほどが町外からの参加者である。そういった人からも

分け隔てないように、同じように会費をいただこうという考え方。 

・町内から出ている費用は、保存会への維持管理費として出しているのではないのか。 

・町内会費の３万円を全部やめてしまって、一人一人からもらったお金で運営をしていくと

いう事になると、町内でやってきた事を全部保存会がやってくれるという形になると思

うが、例えば町内の持ち物である車山蔵は、鍵を町内の方が所有しているし、それを保存

会が管理維持できるのか。半纏等の衣装など、全部保存会が管理するのか。 

→専務理事：先程、従来よりも多額の支払いになるのではという話があったが、試算して

みた所、現状で町内会費としていただいているのは、１６町内合計で３９万６千円であ

る。それが、変更案では８０万から１００万ほどになる計算。莫大な金額というほどで

はない。 

→莫大でないという事なら、保存会がちゃんと維持管理してくれる保証があるのか疑問

がある。町内は町内で、提灯が燃えた時等には別途お金を集めなければならないという

システムがある。全部が全部保存会でやれるとは思えない。 

→専務理事：そのような場合には、４５万の保存伝承費から捻出してもらうという形にな

る。 

・会計：今の話で言うと、車山蔵や車山の梶棒を修理します、という話になったら、全員会

員なのだから、保存会が出すのは当たり前ではないか、という事か。 

→会費を集める以上は、保存会がやるべきではないか、いう事である。会費を払っている

皆さんに平等にお金を還元するような形にするべきで、保存会が一括して集める、とい

う事は、そういう事になってくると考えるし、それは実際の所は不可能なのではないか。

それならば、このような会費制度を検討する事自体が間違っているのでは。会費を集め

る方向でどんどん話が進んでいっているが、まず会費制を導入する必要が本当にある

のか、という所から話をするべきではないか。 

→会長：会費制は、金銭を会員で負担するという意味では本質的にはない。対価を払って



主体者になっていただくという事である。会費は払うから町内の事は保存会で全部や

ってくれという事だが、保存会にも国や県から公金が投入されているし、保存会で全部

やるというのは極論であり、保存会でできないことは町内でお金を集めてやっていた

だく等、お互いに背負ってやっていく方向にならないか、と思っている。 

・町内の事は町内として３万円を払ってやっていくという意味では、今までのやり方でバラ

ンスが取れていると思っているので、これを全員負担の会費制にする必要はないのでは

ないか。全ての会員が社員になるわけではないし、今後の発展のためにこのように社員を

集めて議論をやるのは大事だが、議決権を持たない人からも会員として費用を取るのは

どうなのかと思うし、お金が必要なので寄付してください、とした方がお金は集まるので

はないかと思う。 

会長：自分の実感としては、町内の理事がリーダーとして指示はしているが、祭を支えてい

るマンパワーはてこの若い衆であると思っている。そういった人たちの声を反映させる

仕組みを作りたい。まだ議論が進んでいないし、てこ委員会で若い人達の意見も聞く必要

がある。そうして、若い人たちの意見を吸収していく予定である。 

・会長代行：現状の町内会費として１３町内３万円、３町内２千円を一律としていただいて

いるという考え方を、戸数割、町内単位として会費をいただくことには、変わりはないの

では。この事と、一般会員と社員の事についての議論とが一緒くたになっているが、３万

円の負担を会費として一軒１０００円いただく事についてはご賛同いただけるのか。 

・戸数割という言葉に違和感がある。会費の事を言われているのか。 

 →会長代行：そういう事である。一軒ずつにするという事。 

・それでも、これまでと変わりはないとは思えない。これまでは３町内は２０００円だった

が、町内の戸数を考えたらはるかに大きい金額になってしまう。 

・会長代行：町内の基本的な考え方として３万円をいただいていたのを、それに充当する形

で、参加者一軒単位で１０００円という形に変えようという事である。 

・専務理事：練物３町内の事で言えば、実際に祭参加者の戸数分で言えば、そこまで多くの

負担にはならないのではないかと考えている。 

・１３町内の方に対して、３町内の方は意見しにくい。 

・会長：犬山祭の事を、コミュニティ活動として考えていただきたい。町内の活動とは異な

る。町内会の入会率を上げたいのが行政の方針だが、コミュニティ活動の参加者というの

は、城東や楽田・羽黒などは、全住民の１０％ほどである。犬山祭については、町内の人

を全てを対象にしなくてもよいと思っている。１６町外の人を含めて、祭をやりたいとい

う人だけを対象にするという考え方であり、そういう人から、犬山祭をやりたい、という

気持ちとして会費をいただく、差別化を図るというイメージである。 

・コミュニティとおっしゃるが、犬山祭は針綱神社の祭礼であり、１６町内が祭の主体者に

なって行うものであるという認識である。会費を募って祭をやるという言い方だが、祭の

担い手からお金を取るというやり方には疑問がある。 



→会長：現実問題として、私の元にも、祭をやりたくないという声が上がる事もある。 

 そういった声に対応するという意味もある。 

→町内にもやりたい人、やりたくない人とそれぞれいるが、それを町内としてまとめて、

針綱神社の祭礼としてやるという事で意識がまとまっている。 

・会長：私が提案したいのは、祭参加を強制しない方が良いという事である。それは信仰心

とは別である。 

・町内でお金を払いたくないという人が多数いたとしたら、その町内は祭に参加できないと

いう事になるのか。 

→会長：だからこそ、町外で祭に参加したいという人を保存会で骨折りして募っていこう

という考え方である。 

→それについては明白に反対である。お金を払いたくないという町内の人間がいて、お金

が集まらなかった場合、それまでのやり方で町内会費を払っていた人達が祭に参加でき

なくなる。その代わり、他から来た方が、祭をやりたいからという事で祭参加させましょ

う、という仕組みになるわけで、これはおかしいと思う。 

１６町内の皆さんは、１年を通じて山を保存・維持・伝承する上で、大変苦労されている。

それを保存会がやるというのなら、日当を出してほしいという話になる。 

・会長：もちろん、出て来てくれる人にはやってほしいと思っている。 

・今の案では、参加費を払わなかったらやらなくても良いという考え方に聞こえる。１６町

内をないがしろにして保存会が成り立つのか。会長がそれを全部やってくれるのか。お金

を出しているのは誰か。 

・専務理事：それは言い過ぎでは。保存会が何もやっていないわけではない。１６町内が車

山の修理等をし易くするために、色々なシステムを通して、行政や国に交渉したり等の活

動を行っている。町内だけが負担しているわけではない。 

・それは分かっているし、だから３万円の町内会費を払っているし、それは問題ない。町内

として会員になっているので、それはとてもありがたく思っているが、それをなぜこのよ

うなシステムに代えようとしているかという事が理解できない。 

・会長：全国的に問題になっているが、町内に入らなくても自分の勝手だろうという意見が

根強くなってきており、町内会への入会率が年々下がってきている。無縁社会という言葉

もあるが、隣近所からプライバシーを守りたいという考え方が時代の流れである。  

そういった中で出てきたコミュニティ活動という概念は、本当にやる気のある人たちだ

けで世の中を動かしていくという考え方である。コミュニティのため、地域のために、私

はやります、という人たちで動かしていくというのがコミュニティ活動である。 

・それでは、１６町内の、町内会の意義はどこにあるのか。 

→会長：それは町内会の問題である。 

・町内では、今でも小学校の時からの同級生や、後輩とも仲が良いし、町内の一軒一軒の名

前を言えるくらいに密な関係である。このように町内が良い関係を築けているのは、犬山



祭の文化の中で育ってきたからであり、コミュニティ活動としてやりたい人の中で固ま

ってしまうと、町内が破壊されてしまう。 

今の世の中の方向性として、町内会に入りたくないという意見があるのは分かるが、これ

は犬山の文化なので、そこを変えてしまうのは非常にまずいのでは。 

→会長：そこには、町内のために、人のためにやるという、モラルの問題も入ってくる。

そこに支えられている。例えば本町通で店を出している所も、地元の人たちはわずかで

ある。他所の人が来てビジネスをやるのは全国的な流れである。そのようにまちづくり

も変わってきているし、先程の話で言うなら、本町通の人たちに、余所者には商売をや

らせずに自分たちでやってくれ、という議論になってきてしまう。 

→町内によってそれぞれ実状が異なるし、住宅しかない町内もあるのでは。それを一緒く

たにするのはどうなのか。 

→会長：一緒くたにするとは言っていない。多様性を包含して受け入れ、仲良くやってい

こうという提案。 

→それならば、現状のやり方が良い形なのではないか。何故変える必要があるのか。 

・現状、祭をやりたい人・やりたくない人といると思うが、参加費を募って祭をやっていこ

うという考え方が分からない。今まで通りの現状の町会費でも事足りるのでは。 

 →会長：会費を取るという事が、祭参加への意識を形成していくという事である。例えば

被災地にボランティアで行く場合、旅費や宿泊費等もすべて自己負担である。 

 →それは犬山祭とは違う話になるのでは。 

 →会長：同じ話であると思う。犬山祭には多額の公金が投入されている。それを自覚しな

いのはいけない。 

→会長代行：議論が少し逸れた方向に行っているが、今の議案の内容について皆さんが不

安に思っていらっしゃることは何も考えていない。基本になるのは１６町内であり、そ

こは変わらない部分である。そこを変えずに、お祭を持続していくために、少し裾野を

広げた方が良いのではという事が基本の考え方であり、そのために祭参加者に保存会

の会員になっていただき会費を取る事で、外部からの参加者も増え、祭が盛んになり 

組織として強化されていくのでは、という事である。今の１６町内の組織を変えていこ

うとしているわけでは全くない。今の主力となっているのがてこの若い人たちであり、

若い衆の皆さんであり、そこの裾野を広げていくのが犬山祭の永続的な発展につなが

るのではというのが会費制の議論の出発点である。 

町内負担の平等性を確保するために、３万円の会費をやめて、戸数によって払っていた

だくという事である。 

町内の組織に、外部の組織を保存会からお願いするといった意図は毛頭ない。この会費

制がしっかり機能するまでに１０年ほどかかるかもしれないが、今の状態のままで会

費制が成り立っていくと私は思っている。今の各町内のてこや若い人たちと仲違いは

していないと思うし、その状態の中に会費制が入ってくるというだけの話であると思



う。これから１０年後を見据えると、この会費制によって祭が成り立っていくのではな

いかと思っている。 

・今まで払っていた町会費の他に、新たに負担が発生するのではないのか。 

→専務理事：町会費の３万円を、均等に各戸１０００円でいただくというのが公平性に 

つながるという話である。 

→会計：一町内に５０軒ほどあるとして、その中に８０歳くらいの高齢者の方が住んでら

っしゃる家があったら、それは祭従事者ではなくなり名簿に載らなくなるので、そうい

う参加できない家を曳いていって町内から参加する家の４０軒くらいから１０００円

を徴収するとしたら、今まで払っているお金にプラスして、新たに会費として１０００

円を払わなければならないという話で、町民として負担が増える、という意見では。 

→専務理事：それは各町内での話ではないのか。 

→会計：祭参加者名簿を基準にすると、町内会費からは出せないという話である。５０軒

ある町内で、４０軒が祭参加して、残りの１０軒の方はお年寄りだったり体が不自由だ

ったりして祭に参加できないとなると、従来の仕組みだと、その１０軒の方も町内会費

を払わなければならなかった。会費制になって、戸数割になると、会費以外に、１００

０円をもらってこないと、町内は平等にならないのではないか、という事をおっしゃっ

ているのではないか。 

・会長代行：会費制になった場合、これまでの町内会費３万円そのものがなくなるのだから、

問題はないのではないか。 

・元々払っていたお金にプラスして１０００円払う事が負担になるのでは、という話。 

・梶棒を直すので町内で何千円集めてください、といった方が分かりやすい。 

→会長代行：梶棒を直す事については別の問題として考えていただきたい。 

・専務理事：私の積算では、従来よりも５０万近く増収になる。この分は当然、１６町内の

皆さんに還元する形で考えている。 

・会長：町内会というのは、組織としては行政の下請けである。末端の町内と行政を結び付

けるのが町内会である。一方で、保存会は祭をやるというテーマを持っている組織であっ

て、例えば民生委員もボランティアであり、福祉民生関係の困っている人たちを助けると

いうテーマを持っているボランティア活動である。保存会の理事、祭をやる人達は、犬山

祭という、伝統、地域、針綱神社の祭礼といった、法律や行政のルールとは異なる、精神

的な付加価値を持っている集まりである。伝統的に、すべての町内会の上に保存会が成り

立っている。町内会と保存会は、実態としては重なっているが、そこの所は少し分けて考

えていただきたい。あくまで、町内会は地域の両隣の人たちを支え合う最小限の務めであ

る。 

・伝統文化副委員長：会費規定について、年度の途中で入会された方についてのご指摘があ

ったが、そこについてはその通りだと感じたのでまた検討したい。他にも問題等があれば

是非声を上げていただきたい。 



会費制については反対意見もあるが、てこさんやその他の方が会員という意識を持って

いただき、保存会に対して意見を言っていただくことができるようになるのは、プラスに

なるのではないかと思う。 

・町内会費を無くして参加者名簿を元にして各戸から１０００円を徴収するので、 

・会長代行：町内会費が無くなる事によって町内の負担がそれぞれ変化する事は仕方のない

ことである。 

・町内の総会で理事会での議論の状況を説明しているが、保存会理事としては、理事会で決

まった案を皆さんに周知した上で、意見を聞いて検討していきたいが、理事会で最終結論

を出していただかないと、このコロナ禍でなかなか集会自体ができない事もあり、てこも

本来祭の時にしか集まらず普段から集まる事が少ない事もあり、このままでは間に合わ

ない。理事として責任をもって町内に説明するために、もっと議論の時間が必要ではない

か。 

・会長：理事として、てこを集めてしっかり議論していただきたい。 

・専務理事：今後の理事会のスケジュールを元にして、てこ委員会や若衆会議を開催して。

その際には執行部の考えを皆さんに伝えたいので、事務局名義で招集する事を考えてい

る。町内でも、なるべく多くの人に周知できるように幅広く声をかけていただきたい。 

・最終的な案が出ていないので、これだと町内に説明できない。 

・専務理事：同意を得られるように、会議で皆さんに説明するという事である。 

 若衆会議やてこ委員会を招集して皆さんの声を聞いているが、はっきりと、保存会無用論

のような事を言われた。保存会はいらないのか。 

・保存会には、補助金の事や事務局など、とても良くやっていただいていると個人的に思っ

ているが、そういった内容が伝わってこない。こういった決定案を伝える仕組みがないの

では。 

→専務理事：それは理事さん達の役割ではないか。 

→そういう風にならないためにも、もっと時間を下さい、という事である。そうでないと、

町内の代表の理事として理事会に参加しているのに、勝手に決めてきたのか、と町内か

ら言われる等、凄くプレッシャーがかっている。ちゃんと皆さんが納得した上で、良い

祭、良い保存会を作っていけるようにしたいと思っているし、ただ保存会に反抗してい

るわけではない。理事の皆さんの意見が反映されて、皆さんが納得いくような最終結論

が出るまで、もっと時間をかけるべきではないか、という提案である。 

・会長：最近、てこをまとめているリーダーの方と話をしたが、自分たちの町内のやり方が

あるのであって、それを守りたい、という事だった。それに対して、それで良いし、その

あなた方の町内のやり方というものを、町内だけではなくて、犬山全体として議論したら

どうか、と提案したところ、そういう事ですか、とすぐに理解していただけた。そういう

事なのではないかと思う。 

また、会長としては、理事はできれば数年間固定していただきたいと思っている。議論が



進んでいった所で理事が変わってしまう、という事がこれまで繰り返されてきた。毎年、

町会長さんには、町内の理事さんは少なくとも３～４年は固定していただきたいと打診

してきたが、ほとんど図られていないし、こちらの意図も考慮されていない。 

このコロナ禍で祭ができない２年間はとても辛い思いをしたが、こういった議論を重ね

る事ができたという意味では、大事な期間でもあったと思っている。今後新しい、若い人

が芽を出して、祭を担っていってくれることを期待したいという一心でやっている。 

・専務理事：愛知県内の保存団体がどのように会費を徴収しているかについて報告する。 

半田亀崎は５輌の山車があり、浜辺を管理している組合から全体に１５０万、市から１組

につき１０万出ている。併せて２００万だがこれだけではやっていけないので、会長の組

では参加者一人につき年３０００円をとっている。  

半田成岩は、参加者の多くが祝儀を合計６００万出している。会費はなし。 

津島天王祭では、会費が１組から３万いただいている。市からは１３万５千円で、ボラン

ティアの助けを借りているところが大きい。  

足助も大変で、豊田市から一組２万５千円で厳しい状態であり、ボランティアなどが活動

している。一年の祭をどうにか行う事しかできないとの事。 

知立は市から３０万。参加者からの祝儀として祭参加者から５０００円から１００００

円出ている。 

東海市の横須賀祭は市から１組１２万、これだけではやりくりできないので祝儀が合計

２００万との事。 

西枇杷島は補助金が１組４５万、各組の祝儀が８０万ほど。町内が空き地を駐車場にして

貸し出すなどして年間５０万ほど負担している。 

どの団体も自己負担をしてなんとか成り立っているのが現状。犬山でも負担することで

やれるのではないか。 

来年度、皆さんでいろいろな祭の視察に行くのはどうか。こういった話を関係者と議論す

る事も含めて、そういった視察費を計上することも大事である。５０万ほど増える予定の

分を、意義のある使途として考えたい。 

犬山祭参加者誓約書について。以前にてこに誓約していただいていたものをベースにし

て案を作った。 

「（一社）犬山祭保存会会員として、会則に則り、国並びに世界の文化財を保存、伝承す

ることを担う自覚を持ち、祭に参加します」の項目では、参加者全員が町内に帰属すると

ともに、保存会員であるということを明確にしたいと思っている。 

「反社会的勢力から暴力行為を受けた時は、直ぐ警察へ被害申告いたします」とあるが、

この項目は重要であり、最近でも、国指定をもらっている祭団体が、暴力団に資金が流れ

たという事で逮捕者が出て、大きな問題となっている。犬山祭も数年前から警察と連携を

取ってこういった勢力を締め出す動きを強めている。 

こういった誓約書を新たに取り付けたらどうか、という事であるが、こちらも今後検討し



ていただきたい。 

 

 

Ⅱ．議題 ③今後のスケジュールについて 

〇報告／検討内容 

・会計：令和二年度の決算報告書を１６町内の皆様に出していただいた。それに基づき、提

出していただいた満額に近い金額が出る予定。次回の理事会の際には、また各理事の方に

は印鑑を持参していただいた上でお渡ししたい。 

令和３年度の助成金についても、祭が開催されなかったため、昨年同様の決算の方法とな

る。不要不急のものは控えるようにと市からも言われているので、常識の範囲内でお願い

したい。 

消火栓の助成金の話が出たが、３０万の消火栓を請求する場合、１５万が市の補助を受け

て１５万の町内負担をする時、この４５万から充当する事はできない。いろいろな補助金

があるが、一つの補助金を使った場合、別の補助金を充てるという事は二重補助金になっ

てしまうので、出来ない事である。車山蔵の修理、景観条例に基づく出費等、４５万から

は出せないのでご理解のほどお願いしたい。 

 

 

Ⅱ．議題 ④その他 

・専務理事：次回理事会の際に、南館にてお借りしている町内のからくり人形の賃貸料をお

支払いするので、印鑑の持参をお願いしたい。 

 

●次回日時   

令和３年５月８日（土）19：00～ 

●次回場所 

IMASEN 犬山からくりミュージアム玉屋庄兵衛工房 ２F  

●記録日   

令和３年４月１９日 

●記録者 

竹村 



 ●署名 

 

 

 

 


