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「やっほー」は、おかげさまで 100 号を迎えることができました。これも会員の皆様方のご愛読によるも

のです。今後も皆様にやまびこネットワークの情報をお届けしてまいりますのでよろしくお願いします。 

 さて、本号で概要をお伝えする予定でいた令和元年度第 2 回幹事会ですが、新型コロナウィルス感染症拡大

防止のため中止といたしました。ご理解のほどお願いします。 

 本号は各支部からの活動報告がメインです。どうぞ、ご覧ください。 

 

支部活動報告 
【上田支部】ネットワークの力を実感！ 

上田支部では、1 月 25 日（土）に『つながる

力 地域づくり交流会』を「上田市民プラザゆ

う」で開催しました。 

企画にあたっては何度も何度も役員会を開き

「地域づくりネットワークとしてどんなことが

できるだろうか、何がしたいのか」と考えまし

た。折しも、台風 19 号災害もあり、地域づくり

を考えていく中で『つながる力』をキーワード

に交流会をすることになりました。参加してく

ださる皆さんにこのキーワードをしっかり感じ

てもらうことこそ、地域づくりネットワークの

役割だと思ったからです。 

今回の交流会の特徴は次の 3 つです。 

①実践者が自己紹介するのではなく、あえて『他

者紹介』をして『実践者の当たり前』が地域

活動においてどれだけ大切か、参加している

人に伝えた。 

②第 2 部では『食』に注目し、情報共有だけで

なく、具体的なつながりを模索した。 

③参加者は活動の内容を聞いて、その場で感想

や具体的な連携希望、質問などを記入し、事

務局に提出。交流会中にふり返れなかったも

のは事務局が実践者にまとめて手渡した。 

参加者は実践者を含め 60 人。中身の濃い、す

ばらしい交流会になりました。具体的なつなが

りも生まれて、後日たくさんの報告をいただき

ました！ 

例えば『ワイン×チョウザメ（キャビア）』、『大

豆珈琲×参加者アイデア』でメニュー開発、ワー

クショップの依頼等、交流会参加者同士でつな

がり、新しい可能性を感じながら活動してくだ

さっています。 

会員の反省会のなかでは、次年度以降の支部

活動についてのアイデアも出ていて、まさに『ネ

ットワーク』の力を実感したところです。 
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【上伊那支部】上伊那の「地域づくり」を盛り上げる！ 

上伊那支部では、12 月４日（水）に「い～な

上伊那 地域づくりフォーラム」を伊那合同庁

舎講堂で開催し、上伊那各地から約 80 人の方

にご参加いただきました。 

はじめに、平成 30 年度「地域発 元気づくり

支援金」事業の優良事例表彰及び事例発表とし

て「伊那商工会議所女子会プロジェクト」「駒ヶ

根国際交流事業実行委員会」「NPO 法人辰野自

立生活支援の会『あかり』」の各団体への表彰を

行い、取組事例を発表していただきました。 

その後、塩尻市地方創生推進課シティープロ

モーション担当係長/内閣府地域活性化伝道師

/nanoda 代表の 山田 崇 氏を講師に迎え「地

域課題解決の『人』『場』のつくり方」をテーマ

にした講演会を開催。ご自身の経験をもとに「先

ずは小さな do から」「やりたいことを 300 人に

伝える」「ボランティアとして地域活動を続ける

ためには好きなことに取り組む」など、地域づ

くり活動を広げる上でのポイントについて、貴

重なお話をいただきました。 

 

 

【木曽支部】地域発元気づくり支援金事例発表会 

木曽支部では、令和元年 12 月 17 日（火）に

木曽合同庁舎の講堂で、令和元年度「地域発 元

気づくり支援金」木曽地域事例発表会を開催し、

平成 30 年度「地域発 元気づくり支援金」を活

用した団体の中から、事業効果が優れるなど評

価の高い事業を実施した団体を、知事表彰、木

曽地域振興局長表彰として表彰し、取組を発表

していただきました。 

知事表彰の「木曽ペインティングス実行委員

会」からは、全国からアーティストや美術を学

ぶ学生が集まり、木曽を題材にした作品を滞在

して製作し、展覧会を開催するとともに、美術

作家を定期的に招いての住民向けワークショッ

プを開催するなど、芸術に触れる機会の創出と、

芸術活動を通じて新たな地域の魅力を生み出し

た取組が発表されました。続いて木曽地域振興

局長表彰に選ばれた、支部会員でもある「開田

高原倶楽部」からは、関係団体と連携して、開田

高原の特産品やブランド野菜のＰＲを県内外へ

行ったことや地域を巻き込んでの景観ポイント

調査、専門家による講演会の開催など、地域の

景観に対する意識の高揚に努めたことで、開田

高原の魅力を向上できたことが発表されました。 

発表会には全体で約 60 人の方にご参加いた

だき、これからの地域づくりの参考になる有意

義なものとなりました。 

 

受賞団体の皆さん 事例発表の様子 講師の山田崇氏 

受賞団体の皆さん 
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【北アルプス支部】「地域おこし×地域づくり 北アルプス交流会」開催 

北アルプス支部では、11 月 19 日（火）に「地

域おこし×地域づくり北アルプス交流会」を小

谷村で開催しました。 

北アルプス支部メンバーや、大北地域５市町

村で活動する地域おこし協力隊員、隊員を支援

するサポーター約 30 人が参加。支部会員の活

動発表や協力隊員の活動視察などを通じて、新

たなつながりづくりや情報の共有を図りました。 

活動・事例発表は、地域おこし協力隊として

村へ移住された方が古民家を改修し開業したカ

フェ「十三月」にて。支部会員からは、旅行弱者

を積極的に受け入れる取組、この地域ならでは

の魅力や強み

を生かした観

光振興の活動

報告があり、参

加者は真剣に

耳を傾けてい

ました。 

事例発表では、元隊員から任期中の活動や任

期終了後の定住・起業の状況について、自身の

経験を踏まえリアルに語っていただきました。 

お昼時には、本格カレープレートを味わいな

がらの交流タイム。滋味深いスパイシーな味に

舌鼓を打ちながら、世代を越えた参加者同士の

会話が弾んでいました。 

午後は役場のバスに揺られて村隊員が活動拠

点としている二つの移住お試し住宅で「おたり

猫つぐらプロジェクト」や「アロマを活かした

取組」など、日頃の活動の様子について視察。 

本交流会での新

たな“つながり”や

“気づき”が、これ

からの取組に活か

されることが期待

される１日となり

ました。 

 

【長野支部】地域発 元気づくり支援金活用事例発表会 

長野支部では、12 月 19 日（木）に「地域発

元気づくり支援金活用事例発表会」を長野地域

振興局との共催により長野合同庁舎で開催しま

した。 

今年度は、平成 30 年度に元気づくり支援金

を活用した 84 事業の中から、優良事例２事業

を長野地域振興局から表彰し、併せて表彰団体

から取組内容を発表していただきました。 

【表彰団体・事業名】 

＜ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい実行委員会（長野市）＞ 

ＮＡＧＡＮＯ善光寺よさこい 

＜信州ひらがな料理普及隊（長野市）＞ 

箱膳を活用した食育推進事業 
 
 

 

後半の部では、やまびこフォーラム2019in木

曽の基調講演に登壇された、松本大学名誉教授

の佐藤博康さんに「地域の特長を活かした広域

観光による地域づくり」と題した講演をいただ

きました。 

閉会のあいさつでは、酒井支部長から資料と

して配布したチ

ラシをもとに地

域づくりネット

ワークの紹介を

行い、来場した

団体に対して加

入を呼びかけま

した。 

おたり猫つぐらプロジェクト 

 

活動・事例発表の様子 

 

講演会の様子 
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【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、12 月２日（月）に令和元年度

地域発元気づくり支援金活用事例発表会を北信

地域振興局との共催により開催しました。 

平成 30 年度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を、知事

表彰及び北信地域振興局長表彰として表彰し、

その取り組みを発表していただきました。 

【知事表彰】  
＜市民第九コンサート実行委員会（飯山市）＞ 

市民第九コンサート（プレ飯山音楽祭）事業 

【北信地域振興局長表彰】  

＜特定非営利活動法人フォレスト工房もくり（飯山市）＞ 

里山公園化を目指した無理のない持続可能

な里山保全の仕組と交流の場づくり 

＜北竜湖観光協会（飯山市）＞ 

第 3 回クラフトフェア北竜湖開催事業 

また今年度は、国土交通省が創意と工夫を活

かした個性的な地域づくりに顕著な功績があっ

た団体等を表彰する「地域づくり表彰」におい

て「全国地域づくり推進協議会会長賞」を受賞

した飯山市の「かまくら応援隊」の皆さんに「か

まくらで雪国の地域づくり」の発表をしていた

だきました。 

令和元年東日本台風（台風第 19 号）で、北信

地域も大きな被害に見舞われましたが、こうし

た明るい話題は、今後の復旧・復興活動に携わ

る皆さんに元気をくれる、また励みになるもの

と思います。 

全体で約 50 人

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。 

地域づくり出会いのひろば開催 
長野支部は、１月 28 日（火）29 日（水）に長

野県社会福祉総合センターで開催された、（公財）

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」を共催しました。 

「地域づくり出会いのひろば」は「自分のスキ

ルや特技を活かしたい」「何かを始めたいけど何

をしていいかわからない」「ボランティアや地域

活動の情報がほしい」と考えているシニアのみ

なさんと、シニアのみなさんに情報発信をした

いと考えている各種団体とをマッチングさせる

場で、今年で６回目。 

２日間で延べ 320 人、40 団体の皆さまと賑

わいある時間を共有することができました。 

参加者の方からは「新たな発見や刺激を求め

て、できるだけ多くのブースを訪ねた」「実際に

その場でつながった」という声も多くいただき

ました。 

長野支部会員からは長野県ブラインドサッカ

ー協会（F.C.長野 RAINBOW）がブース出店し、

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 

出店者側は、自分たちの活動

の想いを語り、活動をみせて、

「つながり」をつくっています。 

参加者側は、出店を自由に回

り、会話を楽しみながら、ネット

ワークを深め「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を求める団体 

参加者：何かを始めたいと考えている方 

まぁるくなって（グループワーク） 

６～７人のグループで「今日の出会いで感じたこと」に

ついて、意見交換しました。 

「出会いがとても大切。

今日は嬉しい日になりま

した」「私もこんなふうに

生きていきたい！と思え

る人たちにたくさん会え

ました」などの声が聞か

れました。 

表彰された皆さん 
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令和２年度地域づくり全国協議会助成事業 
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令和２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め切

りとなりますので、希望される団体は早めの申請をお勧めします。 

申請書の提出・お問い合わせは支部事務局までお願いします。 

※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） 

 

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 

地域づくり団体活動支援事業の令和元年度の活用事例は以下のとおりです。 

 

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 

支
部 団体名 事業内容 助成額 

長
野 

NPO 法人 
元気お届け隊 

テーマ：交流をテーマとした民泊事業による地域再生 in OOOKA 

講 師：株式会社トリップシード代表取締役 小柳秀吉 氏 
41,000 円 

諏
訪 

NPO 法人 
サポート C 

テーマ：怒りの感情と上手につき合うための心理トレーニング 

講 師：一般社団法人日本アンガーマネジメント協会トレーナー 土田英文 氏 
22,500 円 

ふるさと文化
を語り継ぐ会 

テーマ：清水多嘉示の世界を訪ねて「諏訪が生んだ清水多嘉示」 

講 師：武蔵野美術大学教授 黒川弘毅 氏 
83,760 円 

合計 147,260 円 


