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例年より早い桜前線で始まった新年度も３カ月が過ぎようとしています。
今年度最初の“やっほ～”は、全国の協議会長・担当課長会議での事例発表、新しい仲間の紹介、
全国協議会の助成事業、各種お知らせの掲載等、地域づくり情報をお届けします。

地域づくり団体協議会会長・担当課長会議に出席
＊長野県協議会が事例発表＊
５月 22 日に東京都の都道府県会館で開催され、長野県協議会（やまびこネットワーク）からは
酒井哲夫会長と中沢文子副会長が出席しました。
はじめに総務省と全国協議会からそれぞれ制度や事業の説明が行われ、その後各県の事例発表が
ありました。長野県協議会は、長崎県・宮崎県・石川県とともに全国の地域づくり団体協議会を代
表して取組を発表しました。
長崎県・宮崎県・石川県の事例発表では、県内のブロックにコーディネーターを配置している事
例、実践に重点をおいて地域づくりを推進している事例、結び塾というリーダー養成塾を実施して
いる事例などの発表がありました。
仮の
長野県からは協議会の概要のほか、やまびこフォーラムと昨年開催した地域づくりサミット○

取組を発表し、続いて行われたグループディスカッションを通じ各県の地域づくり団体協議会の皆
さんと意見交換しました。
参加した県の多くから、会員の確保や活動の停滞など共通の悩みが出されましたが、各協議会・
各県ともネットワークづくりや地域づくりの人材育成の重要性を再認識する機会となりました。
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☜
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長野県協議会の事例発表の様子

新しく加入した“仲間”を紹介します
★みずきの森自然学校・里山保育園をつくる会（上田支部）
「社会的事情で親と暮らせない子どもたちが、自然体験を通じ、夢と希望
を持って成長できる場所を作りたい」との思いから、松枯れによる樹種転
換で失われた上田市の里山を再生し、里山保育園を核とした自然体験の場
の提供や観光資源化を目指します。ソーシャルビジネスとナショナルトラ
スト運動を併せた活動やシングルマザーの移住就業支援を行います。
今年度初秋から寄付、サポーターなどの制度を開始する予定です。

★地域の支え合いをつくる会（佐久支部）
様々な地域活動を結びつけるネットワークの核となり、「支える」
「つなぐ」
「ひろめる」
「はたらく」をコンセプトに、まちづくり
の支援を目的としています。市民目線に立った丁寧な対応を常に
心がけ、『地域の居場所づくり』『地域の支え合い組織づくり』
『市民活動』『地域活動推進リーダー育成』を支援していきます。

地域づくり団体全国協議会の各種助成を紹介します
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。申請期限は両事業とも平成30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。
申請方法等の詳細は以下のＵＲＬにて確認ください。（https://www.jcrd.jp/hiroba）
●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

最大250,000円

※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）
※同年度に標記事業を同時に活用することはできません。
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平成29年度の地域づくり団体活動支援事業の活用実績
会員名

講演内容

長野県建築士会

講演：日々の暮らしに少しのアクセントを

佐久支部

講師：青木裕子（元 NHK アナウンサー）

原村ねこの手サービス
運営委員会
ふるさと文化を

助成額
81,280 円

講演：健康寿命を延ばす秘訣、社会参加を考える
講師：池田昌弘（NPO 全国コミュニティライフサポートセンター代表）
講演：ノーベル平和賞授賞報告会「授賞の歓びとこれから」

123,940 円

語り継ぐ会

講師：川崎哲（ピースボート共同代表）他５名

木曽子育て

講演：子育てに正解はない。心配するより、信じて見守る親になる!!

まちづくりの会

講師：谷亜由未（㈱プレシャスマミー代表取締役）

七二会地区

講演：竹林の整備と竹資源の高度利用による地域活性化

住民自治協議会

講師：佐野孝志（NPO グリーンネットワーク理事長）

大岡地区
住民自治協議会
北原区ふるさと暮らし
支援委員会

長野県協議会

92,660 円

84,220 円

講演：大岡の「小さな拠点づくり」を考えるスタートアップセミナー
講師：指出一正（月刊「ソトコト」編集長）
講演：くるみによるコミュニティビジネス講座

117,520 円

99,940 円

講師：小山武仁（税理士・行政書士・中小企業診断士）

仮 つどい、つながり、みつかる
地域づくりネットワーク 事業：地域づくりサミット○

87,960 円

ながの

148,180 円

講師：蒲沼明（ボッカデザインワークス）他 15 名
合計

835,700円

ホームページには載ってない？！全国協議会情報
前のコーナーで平成30年度地域づくり団体全国協議会の助成事業を紹介しましたが、いずれも全
国協議会の予算額に達した場合は受付終了となります。
この全国協議会の予算額は、前記２事業に都道府県協議会を対象とした都道府県協議会等体制強
化事業含めた３事業の合計で700万円です。といっても全国の団体からの申請を受け付けるので、
決して十分な予算額とは言えないですね。
ちなみに昨年度予算は1,100万円。実績は87件で約1,000万円とのこと。
全国協議会に登録してある団体数は年度当初時点で2,434団体。今年度は昨年度より予算額が減
っており、期限をまたず予算額に達する見込み。
本年度の申請状況は、６月中旬までで20件。例年だと８月から10月にかけて事業を実施する会
員が多いため、６月頃から申請が増えてくるとのことです。
ホームページでは公表されていない全国協議会情報をお届けいたしました。活用を検討している
皆さんは参考にしてください。
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「第 22 回上田城跡能」のお知らせ
上田薪能を観る会から「第22回上田城跡能」の
お知らせがありましたので、会員の皆様に情報提供
させていただきます。
今年の演目は
和泉流狂言「仏師」
（野村万作）
宝生流能「船弁慶」
（野月
日

時：平成30年8月25日（土）
本公演

場

聡）

13:30開宴（開場12:50）

所：サントミューゼ
（上田市交流文化芸術センター）

鑑賞券：Ｓ席3,500円
Ａ席3,000円
Ｂ席2,500円
（全席指定）
問合せ：上田市交流文化スポーツ課（事務局）
☎0268-75-2005
公演前には能楽の基礎知識を学べる能楽講座も開催されます。（11:50～12:35 開場11:30）
能楽講座は無料にて入場できます。

《長野支部》やまびこフォーラムに向けて始動
今年のやまびこフォーラムは長野支部開催。その長野支部では支部総会を６月１日に開催し、
《やまびこフォーラム2018in須坂プロジェクトチーム》を編成し、今年のやまびこフォーラムに
向け始動しました。
今年のやまびこフォーラムは11月10日（土）・11日（日）須坂市〔シルキーホール〕にて開催
されますので、多くの皆様のご参加をお願いします。
長野県の元気を生み出している地域づくり団体の皆さんが一堂に集い、各団体の事例や課題を共
有しながら、これからの信州・未来を見据えた地域づくりについて考えます。
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長野県協議会では後援申請を受け付けています
地域づくりネットワーク長野県協議会では、名義後援を受け付けています。後援を受けるには「後
援申請書」を提出し、書類審査を受けていただく必要があります。
地域づくりに関する講演会や研修会等を行う際、地域づくりネットワーク長野県協議会の名義後
援が必要な場合には各支部事務局までご連絡ください。

ご相談は各支部へどうぞ
会員情報の変更、全国協議会への助成事業申請、各種相談は各支部までお願いします。アドレス
や住所の変更があった際にご連絡いただかないと、長野県協議会事務局・各支部からのお知らせ等
が届かなくなりますので、ご注意ください。
皆様のご協力をお願いいたします。

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

支部は各地域振興局の企画振興課です。
メールアドレスを変えた！
全国協議会の賛助会員になりたい！
知り合いを紹介したい！
助成事業の申請をしたい！
お気軽にご相談ください。
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ホームページ・facebook をよろしくお願いします！
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。

地域づくりネットワーク長野県協議会は
『やまびこネットワーク』と呼ばれ会員の皆様に親しまれています。
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やまびこネットワークの由来は・・・
《緩やかだけど打てば響くような、
やまびこのように幾重にもなって支援の輪がこだまする》
そんな思いから命名されています。
山に行って“やっほ～”って叫んだことは誰でもあるはず。
長野県は美しい山々が多く、そのこだまはきれいな音色で
響き渡っていきます。
今年は信濃の国が県歌に制定されて 50 年の記念の年。
広い長野県がひとつになれる歌として県民に愛されて歌われて。
信濃の国は 10 州に！
美しいやまびこが響きますように！

～皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております～
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