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第２回幹事会を開催しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ春がやってきました。春は出会いと別れの季節といいます。 

新しい仲間と出会い、地域の魅力を見つめ、新たな地域づくりが始まります！ 

今回のやっほ～は、幹事会、全国交流研修会、支部活動など地域づくり情報満載でお届けします。 

 

 

 

３月 26 日に松本合同庁舎にて第２回幹事会を開催し、報告・議事・協議を行いました。 

 

◇平成 30 年度事業報告と決算について 

年度途中のため見込みでの報告をいたしました。 

新年度に入り監査後、幹事による書面表決を行います。 

◇平成 31 年度事業計画（案）と予算（案）について 

両案とも了承されました。 

◇やまびこネットワークに係る協議について 

幹事の皆さんが日ごろ感じていることを協議しました。 

支部内にとどまらず、他支部と合同での事業実施の可 

能性や、地域おこし協力隊との連携などについて協議 

を行いました。 

幹事の皆さんの思いや支部の実情を共有し、今後の活動へ繋がる協議となりました。 

 

次回のやまびこフォーラムは木曽支部で開催です。 

木曽を知り、木曽から学ぶ絶好の機会となりますので、多くの皆様のご参加をお待ち 

しています！ 

内容については木曽支部の皆さんが練っている最中です。講演会や事例発表、木曽地 

区ならではの星空観察会も検討中です。もちろん交流会も盛大に開催予定ですので、 

期待して下さい！ 

☆日  程：2019 年 10 月 26 日（土）・27日（日） 

☆場  所：木曽町木曽文化交流センター 

☆キーワード：日本遺産・スローフード 木曽谷の地域振興＝観光振興 

 

幹事会の資料や会議録は後日送付いたします。 

 

  
やまびこネットワーク情報誌 VOL.96 

発行日 平成 31年（2019年）３月 28日 
編 集 地域づくりネットワーク長野県協議会事務局

(長野県企画振興部地域振興課地域企画係内） 

電 話  026-235-7023（内線 3796） 
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Ｍ a i l  chiiki@pref.nagano.lg.jp 

ＵＲＬ  http://ynet.happygate.co.jp 
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研修報告書 

 

 

 

 

『第36回地域づくり団体全国研修交流会福島大会』に参加したNPO信州田舎暮らし研究所の有賀

茂人さんからの研修レポートです。 

 

 

                           町なかには線量計が設置されてます 

 

 

 

 

 

 

         交流会の様子 

 

 

福島の復興は？ 

東日本大震災から８年になろうとしている今、あのテレビに映し出される信じ難い映像、家族・

恋人が当然居ただろう夥しい人の死、津波に押し流された家屋・田畑、何も支援も出来ず安穏と生

きる自分が居ました。 

特に福島第２原子発電所の林立する処理水タンク群を見るにつけ、廃炉作業の難しさと帰還後の

地域コミュニティー構築の困難さを感じていました。 

全国大会への参加は愛媛大会（八幡浜）以来２回目、意のある仲間との再会・交流は知識の習得

ばかりでなく、地域での取り組みの励みとなり、また自分の活動へのエネルギーとなります。 

 

復興現場を肌で感じればと、発電所に一番近い常磐線終点の竜田駅プラットホームに立った時、

田んぼは区画され、駅舎・道路は復旧し、ダンプカーは埃を巻きあげながら疾走し、作業員は重機

を動かしていますが、見る風景は何故かシンと静まった感じでした。 

楢葉町の木戸駅から歩いて、会場のJ-VILLAGEへ、途中通行止めの立て看板やバリケード、道

の駅が仮警察庁舎に、至る所に交通警備員が立哨、稲刈りが終わった田んぼには海鳥が数羽餌を啄

んでいました。 

 

これから先の見えない、長い長い復興事業。そしてそれに続く、住み慣れた地域への帰還への取

り組みが行われます。 

然し８年と云う年月は、生まれた子供が小学２年生に、中学生は二十歳を迎える期間で、“ふるさ

と”は何処になるのでしょうか。 

私たちは遠い長野の地から、支援出来る事は限られていますが、おかれた困難な立場を、課題を、

悩みを共有して、支援を模索し続けなければなりません。 
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『第 36回地域づくり団体全国研修交流会福島大会』続報 

 

  

 

 

11月16日から18日まで開催された「第36回地域づくり団体全国研修交流会福島大会」に酒井

会長が出席しました。概要は12月号で報告のとおりですが、今月号では会長が参加した、いわき市

分科会など続報をお届けします。 

 

■16 日（金） 18:00～20:00：全体交流会 

■17 日（土） 午前中：全体会 

■17 日（土） 午後～18 日（日）：分科会 

福島県内11の地域に分かれ、各地を視察するプログラム 

 

 全体会に引き続き分科会が行われ、酒井会長はいわき市分科会に参加しました。 

 

分科会で最初に訪れたのは、2017年４月１日に 

一部帰還困難区域を除く避難指示が解除された、双 

葉郡富岡町。 

帰還困難区域を含む双葉郡の現状をみてほしいと 

の未来会議（分科会主催団体）の意向により、双葉 

郡８町村の情報が一目でわかる「ふたばいんふぉ」 

を見学しました。 

 

分科会の２日目（10月18日）は、いわき市の沿岸部、津波で大きな被害を受けた薄磯（うすい

そ）・豊間（とよま）地区を訪れ、慰霊碑の参拝をしました。この薄磯地区だけで122人が亡くなら

れ、碑が建立されている場所から、今は海が見られなくなっています。 

 

続いて豊間地区の災害公営住宅で自治会長からお話しを伺い、塩屋埼灯台を見学し、いわき駅に

近い施設で昼食、ワークショップを行いました。 

最後に集合写真を撮影し、３日間の福島大会は終了となりました。 
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“地域づくり 出会いのひろば”を開催しました 
 

 

 

平成 31 年 1 月 29 日に長野県社会福祉総合センターにおいて、長野県長寿社会開発センター長

野支部主催の「地域づくり 出会いのひろば」に長野支部が共催いたしました。 

「地域づくり 出会いのひろば」とは、シニア世代や地域づくりに関心のある者と地域づくりを

実践している団体等との交流や意見交換の場、また、地域づくりの「活動が求められる場」と「活

動を希望する者」を効果的にマッチングする場です。 

34 団体で約 250名が参加し、長野支部会員からは 4 団体がブース出店しました。シニア世代と

活発な意見交換、交流を行いました。 

♪お見合い形式（出店（ブース）式）情報交換 

 

出店者と参加者が、出店を自由に回り、会話を

楽しみながら「つながり」をつくっています。 

 

出店者：シニアや地域づくり人材等を求める側 

参加者：何かを始めたい、ボランティア・地域活動・ 

ＮＰＯ・生きがい就労に関心がある方、 

情報がほしい方 

 

 
 

♪♪座談！男性の地域デビュー応援企画 

 

「退職後何をしようか迷っている」「仲間が欲し

い」と思うがなかなか踏み出せない、と悩む

あなた（男性）を応援しようと、シニア男性自ら

が立ち上がり企画したプログラム。 

人生後半戦、俺たちはどう生きるか！ 

会場の皆さんと対話形式で描きました。 

♪♪♪信州プロレスのグレート無茶が乱入！ 

 

当日は信州プロレスで人気レスラーの 

“グレート無茶”が会場を訪れ、出店者・参加者は

大騒ぎ。 

出店者にインタビューしています。 

シニアの力に１・２・３！（ＫＯ） 
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平成 31年度地域づくり全国協議会助成事業 

 

H30年度活用事例（やまびこフォーラム） 

 

 

 

 

☆☆申請受付はもう始まっていますので、活用希望がある会員はお急ぎください！☆☆ 

 

地域づくり団体全国協議会では地域づくり団体活動支援事業、クラウドファンディング活用支援

事業を募集しています。 

申請期間は両事業とも平成31年３月１日から平成31年12月31日までですが、全国協議会の予

算に達した場合は締切となりますので、希望される団体は早めの申請をお勧めします。 

予算額は県協議会が助成対象となる都道府県協議会等体制強化事業と上記２事業の合計で700万

円となる見込みで、平成30年度の予算額と同額。平成30年度は８月末までの申請分で終了しまし

たので、活用希望があれば早めのご対応をお願いします。 

 申請書の提出は支部事務局まで。 

 

●地域づくり団体活動支援事業 

・対象事業  地域づくりのために講師等を招聘 

して開催する研修会事業等 

・助 成 額  最大150,000円 

 

●地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業 

・対象事業  地域づくりのためにクラウドファンディングを活用する事業 

・助 成 額  目標額の25％または250,000円の低い方の額 

 

※上記事業は地域活性化センターの賛助会員でなければ申請できません。 

（賛助会員でない場合は、賛助会員への登録が必要です。賛助会員は年会費3,000円） 

 

地域づくり団体活動支援事業の30年度の活用事例は以下のとおりです。 

支部 団体名 事業内容 助成額 

木曽 
木曽子育てまちづ

くりの会 

テーマ：子育てがもっと楽しくなるアンガーマネジメントから 

講 師：藤田潮（コンサルタント）      のヒント 
96,540円 

長野 
NPO法人元気お

届け隊 

テーマ：大岡地区のあるべき姿と歩む道を考える 

講 師：清水慎一（大学教授） 
128,140円 

諏訪 
原村ねこの手サー

ビス運営委員会 

テーマ：車がなくても“移動できる”送迎の仕組みを知る 

講 師：河崎民子（NPO副理事長） 
70,020円 

佐久 
長野県地域リーダ

ー協議会 

テーマ：共感から生まれる地域コミュニティの力 

講 師：図司直也（大学教授） 
89,860円 

県 長野県協議会 
やまびこフォーラム2018in須坂（助成対象は事例研究） 

講 師：テーマ別事例研究での発表者 
71,460円 
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【長野支部】地域発 元気づくり支援金活用事例発表会 

長野支部は 12 月 20 日、長野地域振興局との 

共催により、平成 30 年度地域発元気づくり支援金 

活用事例発表会を開催しました。 

今年度は、平成 29年度に元気づくり支援金を活 

用した 71 事業の中から、優良事例３事業を長野地 

域振興局から表彰し、併せて表彰団体より取組内容 

を発表していただきました。 

【表彰団体】 

・鬼無里観光振興会（長野市）/鬼無里フットパスによるまちづくり事業 

・名勝姨捨棚田倶楽部（千曲市）/姨捨の棚田ＯＡＳＩＳプロジェクト事業 

・信州ユニバーサルサポーターズ（長野市）/ 

ユニバーサルなまち・長野でおもてなし ～皆で幸せになるために～ 

 

後半の部では、長野県立大学ソーシャル・イノベーション創出センター地域コーディネーターの

瀧内貫さんに「若者×地域～地域課題のとらえ方と持続可能な地域づくり～」と題し、ご講演をい

ただきました。（長野支部） 

 

【諏訪支部】中島副知事講演会 

 諏訪支部では３月 11 日、ふるさと文化を語り継ぐ会との共催で【中島副知事講演会「諏訪地域

における SDGs実現に向けて―環境・森林づくりから考える―」】を開催しました。 

 中島副知事から「諏訪地域における SDGs 実現に向けて」をテーマに、県の「しあわせ信州創造

プラン 2.0」と SDGsとの関係や、環境づくり、森林づくりの視点から考える、SDGsの実現に繋

がるような森林づくり県民税を活用した里山整備の事例などについて講演がありました。 

  

続いて諏訪地域振興局林務課から、諏訪管内の森林 

づくり県民税を活用した里山整備の事例について紹介 

させていただきました。 

  

会場には定員の 100名を超える方々にご来場いた 

だき、大盛況の講演会となりました。今回の講演内容 

が参加された皆様の今後の活動や地域づくりの参考に 

なれば幸いです。（諏訪支部） 
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【北アルプス支部】「松崎和紙」紙すき体験・ワークショップ 

 北アルプス支部では２月 19 日、地域の資源である「水」に着目し、大町市内に流れる水につい

て学ぶとともに、「水」を使った伝統的な産業の一つである「松崎和紙」の工房にお邪魔して、実際

に紙すき体験を行いその魅力に触れました。 

また、紙すき体験の後、「松崎和紙」について郷土資料や新聞等を活用しながら記事を作成し、イ

ンターネット上の百科事典「wikipedia」を通じて情報発信を行うワークショップを開催しました。 

講師は、県立長野図書館から派遣していただき、また、郷土資料や新聞等の資料の提供について

は、市立大町図書館の皆さんに全面的に協力していただきました。 

 限られた時間での文献調査・記事作成では 

ありましたが、参加者からは「紙すき体験を 

した上でワークショップに臨んだことで、記 

事に対する興味がわいた」などの声が寄せら 

れ、地域の資源を見つめなおす機会となりま 

した。（北アルプス支部） 

 

【松崎和紙ウィキペディアページ】 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B4%8E%E5%92%8C%E7%B4%99 

 

【松本支部】「ＳＤＧｓで考える地域づくり＆人権」シンポジウム 

松本支部では、本年度は 2 回の支部活動を行いました。 

第１回目は平成 31年３月９日に筑北村坂北総合福祉 

センターで開催された、まちづくりシンポジウム 2019 

において、支部長が第 1 部では支部活動の状況を説明、 

第 2 部ではパネリストとして意見交換に参加しました。 

また第 2 回目の活動として、塩尻市市民交流センター 

（えんぱーく）において「SDGsで考える地域づくり＆ 

人権」シンポジウムと題して、中島副知事をお招きし、SDGs と地域づくり活動を絡めた勉強会と

ワークショップを開催しました。 

「SDGsで考える地域づくり＆人権」シンポジウムでは、中島副知事の基調講演の他、３人のフ

ァシリテーターの皆さんの進行のもと、定員の 50 名を超える方々にお集まりいただきました。 

支部会員だけでなく、当日参加を含め、地域づくりに興味のある幅広い年齢の方々にお越しいただ

き、様々な立場での意見交換を通じて有意義な時間を共有しました。 

新しい知識を学習するだけに留まらず、参加者それぞれが、日ごろの地域づくり活動で感じてい

ることや困っていることなどに加え、地域づくり活動について立場を越えて意見を交換したことで、

新しい繋がりもたくさんでき、今後の地域づくりが益々盛んになる期待が持てる大盛況のシンポジ

ウムとなりました。（松本支部） 

【紙すき体験の様子】 
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ご相談は各支部へどうぞ 

 

 

 

 

やまびこネットワークでは、ホームページと facebook を活用しています。ホームページでは 

平成 20 年 12 月発行の第 54 号から最新号まで“やっほ～”がご覧いただけます。 

 

◆ホームページ 

ＵＲＬ http://ynet.happygate.co.jp 

   

 ◆facebook 

個人ページで「地域づくりネットワーク長野県協議会」と検索して下さい。 

ホームページ上で facebook のタイムラインを確認することができます。 

 

 

皆さんから喜んで頂けるよう運営していきますので、どうぞよろしくお願いします。 
 
 
 
 

 

 

 

会員情報の変更、全国協議会への助成事業申請や 

各種相談は各支部までお願いします。 

 

佐久支部    ☎0267-63-3132     

上田支部    ☎0268-25-7112 

諏訪支部    ☎0266-57-2901     

上伊那支部   ☎0265-76-6801 

南信州支部   ☎0265-53-0401     

木曽支部    ☎0264-25-2212 

松本支部    ☎0263-40-1902     

北アルプス支部 ☎0261-23-6501 

長野支部    ☎026-234-9501     

北信支部    ☎0269-23-0201 

 

 

 

ホームページ・facebookをよろしくお願いします！ 


