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大変お待たせしました。

VOL.105 をお届けします。

さて、オミクロン株が猛威を振るう中、全国的にかつてない規模の新型コロナウィルス感染者が
確認されてしまいました。⾧野県も例外でなく、連日のように過去最多の陽性者数を記録するさな
か、とうとうまん延防止等重点措置が適用され、これまでにない警戒態
勢が敷かれています。
また様々な活動が制限されるこの状況に、やるせない気持ちになる
中ではありますが、リモートを積極的に活用したり、巣ごもりを転機に
捉え、2022 年、なかなか手が出せていなかったことや、心機一転、新
しいことにチャレンジしてみるのもいいのかもしれません。人生で今
日が一番若い日です。体の健康はもちろんのこと、心の健康もおろそか
にせず、過ごしていきたいですね。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

支部活動報告
・【木曽支部】
「地域発

元気づくり支援金 優良事例表彰式・事例発表会」を開催

木曽支部では、令和３年 12 月１日（水）に木曽合同庁舎において令和２年度事業の元気づくり支
援金優良事例表彰式に併せ、事例発表会を木曽地域振興局との共催により開催しました。
当日は、新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のた
め、表彰受賞者と発表者以外の方は WEB でのオンライン
参加で視聴いただき、総勢 23 名が出席しました。
■知事表彰
み

ど の

三留野地域振興協議会「東山公園環境整備事業」
（表彰式の様子）

■木曽地域振興局⾧表彰
信州・上松イルミネーション実行委員会「信州・上松イルミネーション事業」
■優良事例
王滝村「新規就農者の地野菜生産・加工を中核にした就農支援事業」
三留野地域振興協議会からは、南木曽町三留野地区にあ
る東山公園の修景林整備と植栽を地域協働で実施し、この
取組が周囲にも広がり、地域住民の意識向上に繋がった事
例が発表されました。
信州・上松イルミネーション実行委員会からは、上松町の
地域活性化を目的に、冬期に楽しめる竹のイルミネーショ
ンを製作し町全体に設置を広げるなど、認知度向上に繋が

（事例発表の様子）

った事例が発表されました。

また、王滝村からは、新規就農者の育成、地野菜の生産拡大と商品開発への挑戦について発表さ
れました。
新たな地域づくりへの挑戦は、新型コロナウィルス感染症の発生など、予期せぬ出来事の連続で、
困難を乗り越えて達成できた喜びが発表から伝わってきました。地域づくりに尽力される皆様の更
なるご活躍を応援しています。

・【上伊那支部】
「地域発元気づくり支援金」事例発表と地域づくりステップアップ講座を開催
上伊那支部では、地域づくりへの理解を深めてもらうため、
①「地域発元気づくり支援金」表彰団体の事例発表と②地域づ
くりステップアップ講座を開催しました（令和３年 12 月 15
日（水）、21 日（火）
）。コロナ禍でもできる活動をと考え、一
部オンラインを活用しての開催となりました。
地域発元気づくり支援金の事例発表では、令和 2 年度に実
施した事業のうち表彰を受けた３団体に事例発表を行っても
らいました。
（知事表彰:入野谷そば振興会、局⾧表彰:郷土
愛プロジェクト、公益財団法人上伊那産業振興会）

（事例発表の様子）

地域づくりステップアップ講座では、辰野町を中心に空き
家を活用した地域づくり・まちづくり事業に取り組む、一般社
まる
団法人〇と編集社の赤羽孝太さんを講師に、
「実践者に聞いて
みよう!持続的な地域づくりに向けて」と題しお話しいただ
きました。オンラインでしたが、チャット機能を活用して、参
加者からの質問も受け付けました。持続的な活動にしていく
ために「地域の共感者を増やしてくためには?」や、
「クラウ
ドファンディングを実施する際にどのようなサイトを選べば
（地域づくりステップアップ講座の様子）

いい?」など、取組に向けた具体的な質問についてもお答えいただき、今後の活動に繋がる有意義
な講座となりました。
新型コロナの収束が見通せない中ではありますが、今後も、オンラインも活用しつつ、地域団体・
市町村の皆さんとの情報共有、交流の場を作っていきたいと思います。

・【北信支部】
「地域発 元気づくり支援金 事例発表会」を開催
北信支部では、令和 3 年 12 月 16 日（木）に北信地域振興局との共催により、令和３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。
令和２年度に地域発元気づくり支援金を活用した団体の中から、事業効果に広がりがみられるな
ど評価の高い事業を実施した団体として、知事表彰及び北信地域振興局⾧表彰を受賞した団体から、
その取組を発表していただきました。
【知事表彰】
・一般社団法人飯山そば振興研究会（飯山市）
飯山のそばによる元気な地域づくり事業
【北信地域振興局⾧表彰】
・特定非営利活動法人信州ふるさと郷育ネットワーク（中野市）
子どもの環境・郷土学習に関わる事業
・特定非営利活動法人ぱーむぼいす（飯山市）
若者が地域に自分の出番を創る製革学習
・すがかわ暮らし応援隊（山ノ内町）

【表彰式の様子】

須賀川地区フットパスコース❝盆じゃもの❞開設事業
【取組事例発表の内容】
・「一般社団法人飯山そば振興研究会」からは、飯山そばの振興に向けて、栽培、収穫から製麺
までの６次産業化に向けた取組について発表していただきました。
・「特定非営利活動法人信州ふるさと郷育ネットワーク」からは、中野市内の小中学生向けに「ふ
るさとドリル」や、「ふるさとジュニア検定」を実施し、郷土愛を深める取組について発表して
いただきました。
・「特定非営利活動法人ぱーむぼいす」からは、社会的自立に困難さを持つ地域の若者が、鹿革
の製革技術の研究・実習を通じて、自分達の出番を創る取組について発表していだだきました。
・「すがかわ暮らし応援隊」からは、高齢化や人口減少が進む須賀川地区において、廃道となり
つつある街道をフットパスコースとして整備し、人と人の交流を通して地域活性化につなげる
取組について発表していただきました。
全体で約 30 名の方にご参加いただき、様々な視点から地域の課題解決に向けて取り組む皆さん
の活動を知っていただく良い機会となりました。

全国協議会助成事業について
地域づくり団体活動支援事業の令和３年度の活用事例は以下のとおりです。

支
部

長
野

長
野

長
野

諏
訪

団体名

⿁無里地区住
民自治協議会

⾧野市大岡地
区住民自治協
議会

まつしろ現代
美術フェステ
ィバル実行委
員会

原村ねこの手
サービス運営
委員会

事業内容

助成額

【テーマ】雪下ろし安全対策塾
【講 師】国立大学法人⾧岡技術科学大学

教授

上村靖司 氏

59,224 円

【テーマ】今まで通りのことが出来なくなった地域で、これ
から先の住民自治はどう育み推進したらいいか
【講

師】IIHOE 人と組織と地球のための国際研究所

124,880 円

代表 川北 秀人 氏
【テーマ】まつしろ現代美術フェスティバル 2021 のためのレクチ
ャー
【講

師】芸術家
音楽家

杉原 信幸 氏、芸術家

中村 綾花 氏、

150,000 円

安土 早紀子 氏

【テーマ】運転者講習会
【講

師】特定非営利活動法人

米山

勝也 氏（副代表理事）
、舟山

尾淵

和之 氏（理事）

優氏 氏（副代表理事）
、

92,500 円

【テーマ】子育てを考える集い 2021

上
伊
那

山の遊び舎は
らぺこ

【講

師】

・NPO 法人子ども・若者サポートはみんぐ事務局⾧ 戸枝 智子 氏
・認定 NPO 法人フリーキッズ・ヴィレッジ

・社会福祉法人たかずや福祉会 たかずやの里 理事
・アルプス子ども会

上
伊
那

松
本

代表

【テーマ】津島神社 DE ヨガ講座

行委員会

【講

師】ヨガ講師

80,000 円

菅 雄峰 氏

桜井 翠 氏

井戸端会議実

認定特定非
営利活動法人
⾧野サマライ
ズ・センター

創設者 宇津 孝子 氏

井上 よしや 氏

【テーマ】聴覚障害児童・学生に向けた、オンライン支援サー
ビスの提供者の育成（GIGA スクール構想を活かす
ために）
【講 師】筑波技術大学,産業技術学部, 教授 若月 大輔 氏

87,920 円

100,000

※助成は一般財団法人地域活性化センターの賛助会員限定です。賛助会員への登録を希望され
る方は支部事務局までお問い合わせください。
（年会費3,000円がかかります）

名義後援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。

御相談は各支部へどうぞ

全国協議会への助成事業申請などの相談は各支部までお寄せください。
<支部連絡先＞
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
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