
令和２年度 （一社）犬山祭保存会常任理事会・理事会 第１１回 議事録 

 

●日時    

令和３年５月８日（土） １８：００～１９：５０ 

●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）、副会長（大澤、小林、澤野、長谷川）、会計（下山）、財務委員

長（今井）、伝統文化委員長（市橋）、てこ委員長（浅野）、企画広報委員長（松田）、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）、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 定款(会則) 変更について ②会員・会費制について ③その他  

●配布資料 

１．定款変更点（案） 

２．（一社）犬山祭保存会 イメージ図 

３．会費規程（案） 

４．（一社）犬山祭保存会・委員会等に関する規定 

５．愛知県内の各保存団体の会費について 

６．犬山祭を構成する模式図 

７．犬山祭参加者誓約書（案） 

８．会議の日程スケジュール 

 

 



●議事内容 

Ⅰ．会長挨拶 

・石田会長： コロナが終息せず、不確定要素が多い中で心配な事が続く状況である。

我々も神事は継続したが、車山行事を二年連続で中止したのは初めてである。これを

機に議論を深堀りして、今後の祭保存会のありかたを根本から議論したいと思い、改

善案を提示し、それを皆さんに磨いていただく場を開いている。これまで議論してき

た内容は保存会ＨＰに掲載している。全国の祭関係団体で、議事録をこれだけ公開し

ている所は無いと思うし、透明度の高さは自負してよいところであると思う。 

 先日てこ委員会を開き、皆さんから疑問点なども率直に頂いた。そこで感じたことは、

皆さんは保存会がどういう団体かという事を知らないのではないかということであ

る。車山を曳く事に集中していて、保存会の機能を理解されていないと感じた。てこ

の皆さんの意見の結論としては、理事会の決定に従うという空気で終結した。次は、

伝統文化委員会と若衆の会議で議論したいと思っている。 

 今日の議論は、改革の骨子について私から皆さんに申し上げて、確認していただきた

いと思っている。今回の提示は、ユネスコの無形文化遺産に登録されたことが大きな

動機になっている。ユネスコへの登録ということは、世界の基準に合わせなければな

らないというグレードになったということであり、一般社団法人化したのもその流れ

であり、ルールを明文化し、誰にでも分かるようにするということである。規約に従

って運営していく立場になったという事。そこで、会員会費制が浮上したという流れ

である。これは一言で言うと、全員平等で民主的に運営するということである。『外

てこ』という言い方も、ユネスコの目指すルールから逸脱しているように思う。 

もう一つは、お金の使い方を誰が見ても分かるようにルール化することである。各１

６町内独自の決め事を、保存会のルールに統一していくという事がグローバルスタン

ダードとなるのではないかと思う。町内を無視するという事では全くなく、町内の独

自のルールを保存会に取り込んでルール化するという事である。縦糸と横糸を織り合

わせるということであり、それによって犬山祭保存会の可能性が広がっていくと思っ

ている。 

 元々保存会を作ったのが昭和４８年で、県の有形民俗文化祭に指定された時の事であ

る。練野町の岡部さんが県とかけあって、修理にお金がかかるので、県から補助金を

もらうルールの策定をこの時から始めた。 

全国でお祭をやっている人達は、どこでもお金と人が足らないという事が共通の悩み

である。保存会を作って県の文化財として、車山の修理に県から補助金の３分の２を

貰えるようになったのが、保存会を作った最大のメリットである。 

 その後、市に窓口が無かったので、犬山市の行政に文化財課を作って、保存会と県と 



の間に立って調整をしてもらえるようになった。 

文化財課が育ってきて、その中で、犬山市の行政が調査をして、権威者からの裏付

けを得て、国の文化財の指定を受けた。国の文化財指定を受けているのは全国で３

３か所である。その実績の中でユネスコの無形文化遺産となった。 

かつては一町内でやってきた犬山祭も、保存会というネットワークを作ることで絶

えずグレードを上げて、犬山以外の人にも認知されてきた。率直に申し上げて、保

存会の存在なくして今日の犬山祭はありえなかったとも言えるし、その延長線上の

議論として今回の提案をさせていただいている。 

皆さんの議論を謙虚に受け取り、理事会の後で開催する役員会でもその事を検討し

ている。我々の側にも説明不足の点があるし、皆さんになかなか伝わっていないと

いう部分もある。民主的に運営しなければならないし、皆さんの意見を拝聴した上

で、また皆さんに説明していかなければならないと考えている。保存会の HP にも

これまでの理事会の議事録を掲載しているし、誰にでも我々の議論を理解していた

だけるように配慮はしてきたつもりである。 

これまで理事会を重ねてきて、話が煮詰まってきたと感じているし、それによって

次世代にバトンタッチできるような体制を作っていきたいと思っている。 

保存会を作って、お金のやり取りの体制を変える事はできたが、次は人の事を考え

ていかなければならない。保存会を作った時と比べると、町内の構成員は様変わり

してきている。そこで、１６町内で住んでいる人以外で、広く人材を求めていくと

いうものが改革の骨子である。 

【報告事項】 

・令和４年度・５年度で魚屋町の中幕・赤幕を修理する予定。昨年より修理委員の先

生にお越しいただき、現地調査をしていただいた。先月川島織物さんと龍村美術織

物さんに見積もりをしていただき、今回は龍村美術織物さんにお願いする事となっ

た。 

 

・練屋町の中幕修復の件について。２年にわたって修復を行っており、昨年度に 

完成した。幕が４つ揃ってから、皆さんにお見せしたいと思っている。 

 

Ⅱ．議題 ①定款(会則) 変更について 

・専務理事：定款の変更点について説明させていただく。まず定款第５条について。何が違

うかと言うと、現行の「正会員・賛助会員・名誉会員」の全てを、「祭参加者＝会員」と

するという事である。 

 現在の５条２は重要な文面で、反社会勢力は排除するという主旨である。最近、北九州の

祭で暴力団が絡んだ不正行為があった。１０年ほど前に犬山祭でもこういった事例があ



り、二度と繰り返してはいけないという事で、改めて申し上げておく。 

 ７条は、「正会員」が「会員」になっているという違いである。１８条についても同じで

ある。参加者すべてが会員になる事に伴い言葉も変わったということ。 

 ２１条（１）について、「理事を２０名以上４０名以内（１６町内から各一名は理事に必

須）」にするという点が追加されている。 

 ２９条は、名誉会長、顧問に付け加えて「参与」という役職を新たに置く事ができるとい

う部分が変更点である。 

 変更点の肝は、祭参加者全員が会員であるという事である。 

 保存会構成の模式図を作成した。会員は全て祭参加者である。何をもって祭参加者とする

かというと、祭前に各理事が集計する祭参加者名簿をもって全員会員とするという事に

なる。そしてその中から理事が選ばれる。各委員会の副委員長も理事となる。一般社団法

人なので理事でなく社員と言う言葉が使われているが、社員＝理事ということである。 

 会員規則について。車山１３町内が３００００円、練り物３町内が２０００円として会費

をいただいてきたが、これを撤廃して、参加者全員、町内外に限らず一軒につき１０００

円いただくという改正案である。１８歳未満は無料である。 

 これまでずっと議論してきた「何故会費を取るのか」という事だが、意識改革という事で

ある。これは、町内在住者でも町外からでも差別なく一緒にやろうという事である。以前

にいただいたある町内の参加者名簿では、てこさんが５０名ほどいらっしゃる中で、町内

在住者は４名だった。ずっと前から、町内だけでは祭は維持できないということは皆さん

承知されていると思う。もちろん町内によって比率は異なると思うが、全体として６割ほ

どが町内外からの参加となっているのが現実である。そしてこの流れはこのコロナ禍に

よって更に進んでいくと思われるので、ここで区別なく祭をやろうという意識改革を提

案させていただいているという事である。 

 委員会に関する規定について、２条（５）の祭礼委員会は「祭礼準備委員会」となる。 

 ３条は従来の会費についての文言なので、削除する事となる。 

愛知県内の各保存団体の会費について。結論としては、１０００円というところはなかっ

た。無料という所もあったが、それは極めて活動が縮小している所で、役員が自費負担を

しているので、保存会活動が上手くいかないという事だった。こういった事例を考えれば、

１０００円で祭に参加できるというのは他所から見ればうらやましい話であると言われ

た。 

先日てこ委員会を開いたが、保存会の活動について皆さんにしっかり伝わっていないと

いう印象であった。これは、正しく情報を伝えていない我々にも原因がある。そのため、

保存会を中心にした模式図を作った。「コミュニティ」とはその町内に住んでいる人達で

構成される地縁という意味で、かつてはこのコミュニティによって祭は完結していた。し

かし時代が変わって、犬山祭保存会という社団法人になり、地縁に囚われない、祭をやる

という目的を持った「アソシエーション」という集団としての性質も持つようになってき



ている。町内の皆さんも、一生懸命町外からの人材を誘ってくれているのはもちろん承知

している。町内の方々の努力を無視するつもりも全くない。しかし、行政との良好な関係

の構築、協賛金の集金、名鉄と協力してポスターを作って各駅に貼ってもらう事、大学と

の連携、学生のボランティア活動などが祭の運営には関わってきており、これら関係諸機

関との調整は保存会が中心としてやってきた事である。町内の方に大変に尽力いただい

ているのはもちろんであるが、保存会無用論のような声も聞かれるので、それは違うので

はないか、という事で紹介させていただいた。 

犬山祭参加者誓約書について。かつて、てこの誓約書を取り付けていた。今回、保存会と

してこういった誓約書を作ったらどうかという提案である。最初の「一．（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。」が重要であり、それ以外は前の誓約書と同じである。これら

に著しく反する方は祭を遠慮していただきたい、という事である。かつての誓約書はもっ

と過激な事も書かれていた。こういうものを取り付けたらどうか、という提案である。 

 

・定款変更について皆さんからご意見やご質問をお願いしたい。 

 

・２９条に書かれている参与の任期はどうなっているのか。終身なのか。 

→専務理事：任期については特に定めていなかった。一般社団法人法としては、任期は二 

年で、再任は妨げない、とある。保存会としては従来通り３年を１サイクルとして考え 

ているが、社団法人としては２年ごとに役員は登記している。名誉会長・顧問・参与は

議決権もないので登記もしていないが、任期は改めて考える必要があれば、次回までに

検討させていただく。 

 

・２１条の（１）について。理事が２０名から４０名ということで、１６町内から１名を選

出するという事だと、例えば祭に関する各町内の各理事１６名が全員賛成された時でも、

残りの２４名分が過半数となって否決されてしまう場合があると思うが、それはどうす

るのか。町内を代表されている理事の方の意見が反映されないという事が起こるのでは。 

→専務理事：現在でも、理事と常任理事は分かれているが、現在の常任理事で町外の方は 

５名だけで、１６町内に属している人が多いし、皆さん祭に関わっていらっしゃる方で 

ある。そういった面で不公平感が生じる事は無いのではないかと思っている。１６町内

から１名理事を選出する、という文言を追加したのもその一環である。 

 

・参与とはどういう存在なのか。名誉会長や顧問とどう違うのか。 

 →専務理事：祭の事を良く知っていらっしゃる長老のような方を想定しており、祭や保存

会活動をやられていた方で、そういった方のご意見を聞く必要もあるのではないか、と

いう事で設置される役職である。年齢の都合上、頻繁に会議に来られないという事もあ



ると思うので、最低でも年に１、２回は参与の方をお招きして懇親会を開きたいと思っ

ている。 

  今までの名誉会長・顧問の例で言うと、高橋隆治さん、日比野良太郎さん、末松先生、

玉屋庄兵衛さん等である。さらにその他にも参与として保存会に関わってほしい、とい

う考えである。 

 →会長：こういった役職を付けておいた方が、保存会を応援してもらえる人を増やしやす

いのではないか、と考えている。例えば、犬山の観光大使に田村淳さんがいらっしゃる

が、あの方の存在は犬山城にとって物凄く助けになっている。 

 →参与という概念が分からないのであって、名誉会長や顧問とどう違うのか、という事を

質問している。 

 →会長：あまりしっかりと明文化する必要性はないのではないかと考えている。こういう

人に犬山祭を応援していただきたい、という時に、参与という肩書があればそこに付い

ていただければよいのではないか、と言う考え方である。それぞれの役職について明確

に規定する必要はないのではないかと思っている。 

 →それは何でもありという事か。 

 →会長：何でもありという事だと思っている。これはいけないのではないか、という考え

があるのなら、主張なさってほしい。 

 →専務理事：最低限、社団法人法には則る必要があるが、一般社団法人法の主旨を考える

と、法人はわずか二名でできるもので、どんどんNPO 活動をしてくださいというもの

であるから、主旨にそのものに著しく反しない限りは緩やかな規則が望ましいのでは

ないかと考えている。 

 →定款というのは組織体を制約するものであるから、参与はどういう方がなられるのか、 

という事についても明確にする必要があるのではないか。今の言い方では、何も説明で 

きないのではないかと感じる。 

 →会長：どこの団体でも名誉会長や顧問や参与といった役職は置いてある。名誉会長とは、

会長を経験した人が、一つ役職が上がって名誉会長となるというものである。 

 →専務理事：定款３０条を見ていただければ分かるように、「名誉会長、顧問及び参与は、

会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。」というものである。 

→副会長：調べたところ、顧問は事務に参画する役職であり、参与は、企業の経営に関わ 

る人にアドバイスする役割を担うという定義がある。定款を見ると、顧問というのは保 

存会の大きな流れにアドバイスする人であり、参与は保存会の各執行部の皆さんに直 

接アドバイスするという形になるのではないか。そして、最大の原点としては、祭の好 

きな人が就くという事になるのではないかと思う。 

 

 

 



Ⅱ．議題 ②会員・会費制について 

〇報告／検討内容 

・副会長：続いて、会費規定についてご意見があればお願いしたい。 

 

・以前から議論にあったが、町内にいる方のご子息や外孫、内孫、町外に出た人など、そう

いった関係についての細かい規定が無いように思う。詳細に記した文面があった方が良

いのではないか。 

→専務理事：確かに括り方が曖昧な所があるので、検討していく。社会常識から言えば、

生計を一つにしているか否かが一つの尺度となると思う。例えば学生などは、別居して

いても生計を一つにしていると見なせるので、一軒という括りになるのではないか。生

計を一つにしていないということが別世帯となるのではないかと考えている。 

 

・保存会の会費というものは、一口１０００円で参加できると考えれば安いものであり、祭

の財政基盤を強くするために取るわけではないというお話があった。しかし、それまで各

町内からの金額が３００００円だった事を考えると、例えば極端に言うと、町内と町外と

で３０人ずつとして、３００００円を半々に出し合うという形になれば、５００円ずつ払

うという計算にもなるのではないかと思うが、やはり会費は１０００円という事になる

のか。 

→専務理事：私達ももう半年以上議論を重ねてきているので、あまり内容を変更したくな

いという所がある。変更しなければならない事は検討してきたつもりだが、そう何度も

変更したら、何を考えているのかと言われてしまうし、１０００円、月額で言えば８３

円という事でいかがでしょうかと提案させていただいている。 

  また、町内によっては、てこから３０００円、５０００円を貰っているというお話も聞

いた。そういった町内に関しては、町内が頂いている額から１０００円分減らす、とい

う形で対応できるのではないか。３０００円貰っている所は２０００円にするなど、方

法はあると思うし、なるべく不公平感がないようにそれは町内で考えていただく事だ

と思う。 

 

・会費の支払い方法について。以前は名簿を町内がまとめて、てこが保存会に納入をすると

いう話だったと思うが、てこで遠方にいらっしゃる方もいるので、町内が立て替えてまと

めて払うという形が良いかと思うがどうか。 

 →専務理事：てこであれば綱割や後見やてこ委員が、伝統文化委員であれば伝統文化委員 

会や若衆会議などの場でで徴収するなど、各委員会でまとめて徴収するという形を考

えている。 

→会長：戸数が少ない町内からも多い町内からも一律３００００円を取るのは不公平だ 

という意見があったため、この際、町内単位で保存会にいただくお金を無くすというの 



が改革の一つの考え方である。また、てこから会費をいただく事は、保存会の仕事とし 

てやっている。てこで祭に参加したい、という人は、一口１０００円を払っていただき、 

こちらから会員証を発行する。それをまとめるのは保存会の仕事として行い、町内の理 

事さんに負担をかける事はしないようにしたいと思っている。 

  ただし、保存会で会員を募集して、その人たちがどこの町内に行くのか、という事は、

従来通り町内の方にお願いする、という事である。 

てこの皆さんと話して感じた事は、てこの皆さんも年に何回かは会合を開いていただ

き、てこ独自の保存会の改革案をてこの皆さんから出していただいてもらうのが良い

のではないかと思う。 

  例えば、犬山祭の車山は、江戸時代のころから決められたコースを曳くだけだが、祇園

祭のように籤
くじ

によって毎年変えるなどの工夫をしたら、てこの見せどころも毎年変わ

ってくる。そういったさまざまなアイデアを出していただけるのではないか。 

  また、てこの中に消防団をやっていらっしゃる人もいるが、江戸時代には正月に火消が

祭をやっていたし、例えば獅子舞等、そういった練り物を新たにやってもらっても良い

と思う。そういった若い人たち独自の発想を出していただくために、保存会という土俵

でやっていただきたい。今の状態では、町内のリーダーの人たちも仕事をいっぱい抱え

ていらっしゃるが、てこの皆さんの独自性を保存会の土俵に吸い上げる事ができない

か、という事が今回の改正案の含みとしてある。具体的な事は、方針が決まってから、

てこの皆さんにアイデアをどんどん出していただきたい。良い考えが沢山出てくると

思う。 

 

・半年以上議論を拝聴し意見させていただいているが、前回までの議論では、従来の町内の

枠組みを壊して外の色々な地域の方から犬山祭を支えてもらう、という新しい犬山祭の

姿を模索する、その上での会費制の改正案という事であったという認識だったが、今回の

資料の模式図を見て、我々１６町内の理事の立場が尊重された上での組織の改革案であ

ると理解できた。 

ただそうすると、そもそも論になってしまうが、参加者一人当たり１０００円という事で

はなくて、今の１６町内の町内会費の在り方が不平等という事であれば、そこを改正する

という案がなぜ出てこないのか、という事が疑問としてある。一人一人の意識を改革する、

という事はもちろん承知しているし、これまで助成金の事など、保存会からいろいろなご

支援を頂いている中で我々も安心して祭に取り組めている事には異論は全くない。保存

会が目指す方向も否定するものではない。 

しかし、祭参加者から１０００円ずつ徴収するという事に関して、この構成図を見ると、

どうしても違和感が拭えないところがある。１０００円を取る事による意識づけという

事は理解するが、今の１３町内の町会費３００００円、３町内２０００円という不平等感



をどう解消していくのか、という議論がなされていないように思う。 

 →専務理事：我々が提案している改正案はお金の問題でないという事を何度もご説明し

ているが、お金の問題に関してのご質問がやはり多く、いつも擦れ違いが起こっている

と感じる。 

  個人的な意見であるが、参加者全体を会員にする、という前提で言えば、会員は会費を

納めるのが当たり前であると思う。それを一軒１０００円という形にしたらどうか、と

いう提案である。目的は何かという事になると、意識改革である、とお答えしているが、

これがいつの間にかお金の問題になってしまっている。 

→会長：町内から保存会にいただくお金を無くす、という形の提案であって、不平等では

ないのでは。戸数の多い町内からはたくさんもらい、少ない町内からは少なくもらう、

という事が平等という事になるのか。 

→一つの考え方として、戸数なのか、参加者なのか、という議論の余地はあると思う。問

題は、金額の所よりも、一人当たり参加者１０００円という所で、これまででも、町内

会費とは別に車山の維持費のためにお金を払ってらっしゃる方がたくさんいる。しか

し現実として、当日犬山祭に参加していない方も当然いらっしゃる。会費の改正案であ

ると、祭に参加する全員が会員で、町内会費や車山の維持費を払っていない方でも犬山

祭に参加ができるという事になる。 

 →会長：町内の人が、町外の人を受け入れるという気持ちがなければいけないと思う。 

その壁を無くすための案である。今おっしゃっているのは町内における問題ではない

か。 

 →自分の町内でも、町外からたくさんの方が参加されているが、差別するような事は一切

していない。車山を曳く仲間として参加していただいている。 

  今回の案で、１０００円を払わなければ参加ができないという事で理解しているが、 

自町内では、全員が町内会費とは別で、車山の基金を払っているという現状がある。 

 →会長：町内の人が町外の人よりもお金を払っているという事は、町内の事情として受け

入れていただかないといけない。 

 →副会長：町内に住んでいる町民が町内会費を払うのは町内に対してであって、今議論さ

れているのは、町内に払うのではなく、保存会に払うお金の事だと理解しているが、そ

この所がごっちゃになっているのではないか。町会費は町会費として払い、祭の参加費

は町内ではなくて会費として保存会に支払う、という形で進めてきたのではないか。 

→専務理事：町内の役割も保存会の役割も、両方とももちろん重要なものであると認識し

ている。町内で車山の修理される上で負担をしていらっしゃるという事だが、その負担

を少しでも少なくするように、保存会も助成金等によって調整を図ってきたという事

も認識していただきたい。町内の皆さんが一生懸命やっていらっしゃるのは理解して

いるが、保存会も町内の立場でいろいろとやってきたという事も認めていただきたい。 

→これまで続いてきた町内と保存会の関係性は素晴らしいものだと思うし、今後も続け



ていきたいと思う。しかし、会費制に関しては、町内会費の改正という方向でなんとか

検討ができないのか、という事を思っている。会員としての意識を高めるという事は理

解はしているが、会費制とどうしても結びつかないように感じる。 

→会長：町内で犬山祭のためにお金を取っているという事は、何に使うためか。そのため

にお金を取って積み立てるという事は分かるが、それ以外で具体的に何に使っている

のか。 

→犬山祭を安全に運行するために、町内の車山を維持するために使っている。何が言いた

いかというと、今回の改正案をこのまま決議にかけて良いのかという事である。今まで

の議論で、執行部の方は改正案に賛成されているかと思うが、１６町内の理事はほとん

ど反対されているのではないか。今の時点で、１６町内の理事から、改正案への賛否を

一人一人確認したいと思うがどうか。 

→会長：それは次の理事会で評決する。今の意見と、次回の決議で考えが変わる事もある。 

 どこの町内も町内会費というものは払っている。町内の公民館を作ったり、町内の付き

合いの費用などのために、全国どこでも町内会費というものは支払われている。町内に

よっては、町内会費が余ってしまっているという所もある。町内会費を取らない町内は

全国的にも無い。ただ、その町会費を祭のために使う、という事を止める事はできる。

祭と町内会費とは区別してほしい、という事である。 

模式図にも書いてあるが、町内という地縁集団の行動原理と、目的を持つ集団の行動原

理は違うという事である。コミュニティは先祖から伝わる地縁の縦糸であり、横糸は地

域と関係なくボーダーレスな目的を持った集団であり、この祭をやりたいという集団

を縦糸に織り込んでいかなければならない。これによってより複雑で強い布が織上が

る。これが目指す所である。 

 

・町内から一人１０００円を出すという事の説明を我々理事から行うのか、執行部からし 

ていただけるのか、理事から行うのか。 

 また、保存会に１０００円を負担する事によって、これまで負担してきた７％分の車山 

の修理費も、保存会に負担をしていただけることになるのか。 

→会長：自分の構想としては、７％の修理費の分は、クラウドファンディングや、皆から

寄付を募ったりするといった方向で改革できるのではないかと思っているが、町内で

出せなくなるので保存会が出す、というわけにはいかない所がある。 

→保存会が出してくれるという事はないという理解で良いか。 

→専務理事：全国的にも、７．７％の自己負担で、７００万円近い貸付資金がある組織と

いうものはそうそう無い。例えば以前ある町内が、とても自町内の車山を維持できない、

と言ってきた事もあったが、そういう時の最後の手段として、管理権を市に返上すると

いうものもある。そうすると自己負担はゼロになる。犬山市ではそういった事は行わな

いが、例えば秩父では、管理権を市にすべて委託したので負担は０になった。しかし、



それでは町内の活力が失われてしまう、という事で、５％を取るようにしたという経緯

がある。 

 →そうなると、この会費１０００円では将来的に足らないという事も起こりうる。それで

は、今回の改正で、一人あたり１００００円から２００００円にした方が良いのではな

いか。 

今までは７％負担で車山の維持に努めていたが、これからは祭に参加する人として町

外からも一人１０００円ずつ集めて、犬山祭を維持していくとしたら、年会費を一気に

上げてしまった方が良いのでは。 

→専務理事：会費制によって保存会会員としての自覚を持つようになったら、例えば協賛

金集めで、自分が出さなくても、自分の友人から１００００円を集めてくるように交渉

してくる、といった人も出てきて、協賛金で一気に１００万円ほど増える可能性もある

のではないかと考えている。 

 近い将来、コロナ禍以後は、協賛金も一気に減少する可能性はあると思う。保存会には

１０００万近い年間予算があるが、会費の占める割合は３９万６０００円である。ここ

から今回の改正案によって４０万から５０万増額となる見込みである。そのうちの半

数は会員証に使われるので大きなプラスにはならないが、今言ったように協賛金を出

してくれるという人が増えたとしてら、メリットになるのではないか。その上で、やは

り足りないという事になってしまったら、おっしゃるように負担金を増やすという事

も検討しなければならない可能性はあるが、なんとか頑張ってやっていこうと思って

いる。 

→会長：私は負担金を増やすという考え方に賛成で、最初に議案を作った時は、一口最低

１０００円以上と書いた。だんじり祭のてこさんから聞いたが、一年で自分のお金を１

５０万近く使うと言っている方もいる。そういったお祭にはやはりエネルギーがある。

町内の理事という立場の方からそういった案を出してくれるのはありがたい所はある。 

  なので、負担金を上げるという案も検討すべき 

→今後、会費を値上げする可能性もあるという事は認識した。話は戻るが、町内の負担が

どうあるべきなのかという改正案があっても良いのではないかと思っている。 

→話は聞いているし、そういった改正案を町内から是非出してしてほしい。 

 

・町内によっては負担金が変わってくるという事だと認識しているが、町内は町会費を払っ

ていて、参加者名簿に載っている参加者から１０００円ずつを徴収する、だから町内によ

ってそれぞれ徴収される金額が変わってくるという事だと思うが、町民は祭参加のため

に町内会費の他に１０００円払うという事で、 

→会長：従来の町内会費という考え方を一度考え直してほしい。 

→町会費というものは町内に付き物ではないか。 

 



・一世帯につき１０００円という事だが、参加する人以外には会員証というものは発行され

ないのか。 

→専務理事：世帯人数分の全ての方に会員証は発行する予定である。 

 

・今までの話を聞いてきて疑問に思う事だが、これからの保存会を最終的にどのような形に

変えていきたいのかというビジョンがあるならば、文章として出していただきたい。 

また、会費を払った人が祭参加できるという事だが、町内でこの案についてどうするのか

の採決をして、結果的に町内として会費の１０００円を払わない、という結論になった場

合は、その町内としては祭に参加しないという事になるのか。 

→専務理事：そこは一町内の判断に拠る話ではなく、理事会における議決という民主主義

的な手続きに則って決める形になるので、従っていただきたい。 

→会長：それは保存会を脱退するという話になってきてしまう。 

→専務理事：そうなると、祭をやれなくなってくるのではないか。 

→会長：保存会のビジョンを明記してほしいという事だが、レジュメ表紙にも、「つなぐ・

ひきつぐ・ささえる」と書かれている。 

→それは抽象的な文面ではないか。 

→会長：ビジョンとは将来に対する抽象的なものである。 

→会員制によって祭を大きくするというのは分かるが、それによって町内の力、地縁が少

なくなっていくのではないかと思う。これまでは地域の力で祭をやってきた。 

→会長：どんどん少なくなっているのが現状であり、それをこれ以上小さくしないための

改正案である。 

→私はまだその段階ではないと考えている。 

→会長：それは認識の違いである。町内からどんどん人が減っていくのは事実である。 

→これまで地域の力で祭をやってきたのに、変えてしまうのはどうか。 

→会長：模式図にも書いてあるように、これまでも町内の力だけでやってきた訳ではなく、

行政や観光協会の力も借りた上で祭を行ってきた。もちろん町内の力を否定している

訳ではない。 

ビジョンを示してほしいとおっしゃるが、まずこちらの提案を聞いていただきたい。 

 

・会費制に伴う意識改革を行いたいという事だが、それは町内の意識ではなくて、町内が保

存会の下にあるという意識を付けたいという話なのではないか。 

→会長：そんなことは一言も言っていない。何度も言っているように、我々の先祖が残し

てくれたものを、次の世代に上手くバトンタッチするという話をしているのであり、そ

れが「つなぐ・ひきつぐ・ささえる」という事である。 

→その意識改革のために今回の案が出てきたという事なら、他の案は無いのか。 

→会長：おっしゃることも分かるが、こちらの考えや言っている事も理解してほしい。 



→専務理事：これまでのご町内の努力は分かっているし、これからも尽力していただきた

い。何から何まで保存会だけでやっている訳ではない。私も実務をやっているが、町内

のお力をお借りしないと祭はとてもやっていけない。だから一緒に頑張ってやってい

こうという事である。 

また今後てこ委員会や伝統文化委員会などの機会を通じて、どのような結論になって

も説明はしていく。しかし、皆さんが納得するのを待ってからでは遅いと我々は思って

いる。 

・会長：今、町内で車山蔵の掃除をしてくれたり、町内の事をやってくれたりしている少数

の人には本当に感謝しているが、何年後かにその人たちがずっと今の状態でやっていけ

るのか、維持していけるかという事に不安を感じている。１０年近く前から町内人口は一

気に減ってきている。そのために、今の内に若い人を育てなければならない。そのための

「つなぐ・ひきつぐ・ささえる」というビジョンの元でやっている。その本質の所を分か

っていただきたい。理事の方も本当に尽力いただいている事は分かっている。しかし町内

の人数は確実に減ってきている。次を担う人も少なくなっている。 

お金の作り方は何とか目途がついてきたので、後は人の問題である。 

 

・専務理事：先日、飛騨の古川と高山で、行政の文化財課と保存会の関係者と話をしてきた。

飛騨古川の山車のひとつは子供歌舞伎だが、その子供の数がゼロになってしまった。そこ

でどうしているかというと、そのままにしていて、他から人を募るという事はやっていな

いという事だった。もしも犬山ならば、例えば小学校と提携して対策を練るといった事も

考える所だが、他所からの力は借りたくないのでそのままにしている、との事だった。そ

のままというのは、消滅してしまうという事であり、保存会の会長さんも困っていらっし

ゃった。 

また、かつての犬山と同様に、かなり無理やりに町民を祭参加させているので、それが嫌

になって、隣町に引っ越す人が非常に増えてきたという事であった。 

また、高山の保存会会長と文化財課課長とも話したが、「祭という伝統を強く守ろうとす

る力が、祭を壊している」という事をおっしゃられて、とても印象的であった。どこの団

体も大変苦労をされていると感じた。今回の議論に役立つのではないかと思い紹介させ

ていただいた。 

 

・保存会は無理難題を言ってくるだけの団体ではないかというような議論が、町内でも数十

年前にあったが、保存会が無ければ今現在の祭は無いと思っている。車山は町内のものか

保存会のものかといった議論もあったが、あれは町内でも保存会のものでもない、国の物

であるという認識を持っている。ほとんど公金の補助で支えられているという意味で、車

山は国民のものであると思っている。 

町内も衰退の一途を辿っているのは間違いなく、お金云々の話で揉めるよりも、総体的に



見て、なんとか犬山祭を楽しくやれるような方向で進められないかと思っている。また数

十年前のように揉めたくないという気持ちがある。 

 

・副会長：前回のてこ委員会での報告をさせていただく。会費１０００円というところでや

はり抵抗があり、保存会には払いたくない、町内の理事さんに払うのは仕方ない、という

声が聞かれた。しかし、どの会にも所信表明がある。かつて商工会議所では、年会費が５

０００円から１００００円になった。この時は審議も何も無かった。 

会長も皆さん一人一人の声を聞いてなんとかしたいという思いなので、なんとかそれを

聞いていただければと思う。 

保存会の役員も、協賛金を集めているし、それこそ会費１０００円よりも大きな額である。

これもとても大変な作業であるし、こういった事も理解していただければと思う。 

 

・今の議論の最終確認については、皆さんは保存会の理事という立場なので、その立場から

ご意見を言っていただきたいと思う。 

 

 

Ⅱ．議題 ③その他 

〇報告／検討内容 

・専務理事：今後のスケジュールについて。７月１０日には総会を開催したいと考えている

が、そうなると、６月の総会の事前承認では、今の議論とは別に決算案・予算案・人事案

等があるので、今回の議論を議決して総会まで持っていく余裕はない。そういう意味では、

次回の５月末の理事会までには、今の議論が平行線のままであっても、ここで議決を採り

たいと思っている。５月末の理事会で今回の議決を無記名投票によって採決したいと考

えている。 

５月末の理事会は４０名近い人数が集まり、コロナ対策も考えるとからくり新館２階で

は開催できないため、フロイデでの開催を考えている。 

 

・伝統文化委員会は２２日の開催との事だが、緊急事態宣言において開催できるのか。 

→伝統文化委員長：検討したうえで改めて調整して告知させていただきたい。 

 

 

 

 

 

 



●次回日時   

令和３年５月２９日（土）18：00～ 

●次回場所 

市民交流センター（フロイデ）201・202 

●記録日   

令和３年５月１２日 

●記録者 

竹村 

 

 

●署名 

 

 

 

 


