
つながりひろがる地域づくり事業　４７申請団体紹介

交付決定状況　　今年度、つながりひろがる地域づくり事業補助金申請は47件あり、各総合支所で

　　　　　　　　　　　　　　 審査した結果、1件が補助金不交付、１件が事業中止、1件が申請取下げとなり、

　　　　　　 　44件が補助金交付に決定されました。

地域別応募件数 分野別応募件数

豊科総合支所 18件 地域づくり 17件

三郷総合支所  8件 文化・スポーツ  9件

堀金総合支所  8件 教育  6件

穂高総合支所  7件 環境  8件

明科総合支所  6件 健康・福祉  4件

47件 農業  3件

47件

事　　業　　名 申　請　団　体　名 事　　業　　概　　要 補助金申請額

1 食の伝統文化こども教室 豊科農村女性学習会

　小・中学校や高校、児童館、郷土博物館にお
いて昔ながらの言い伝えや郷食・伝統食を伝承
すると共に、食品の安全やフードマイレージ、
土づくりからの命の循環等について食農教育を
行う。
（原材料費）

65,000

2
地区公園を整備し、世代間を
越えた交流の場を構築する

細萱区

　地域住民が老朽化した公園のフェンスの修繕
と環境整備に汗を流し、安全な遊び場をつく
り、地区の公園を新旧住民の交流の場にすると
共に、挨拶運動の継続と交流イベントを実施す
ることにより、居心地の良いコミュニティーを
醸成する。（原材料費）

100,000

3 よしのひよっこ親子のおうち
吉野ひよっこ親子のお
うち

　若い世代が子育てサークルを立ち上げ、地域
のサポーターの応援を得て定期的に集い、世代
間交流を図りながら子育てについて学びあい、
悩みを解決し、仲間づくりを行う。（原材料
費）

25,000

4 親子で楽しむ「縄文探検隊」 「縄文探検隊」

　自然の中で親子がふれあい、野焼きや火おこ
し等古代体験を通して生活の知恵を学びあうと
ともに、親子で五感を使い、手づくりを楽しみ
ながら交流と発見の場を創出する。（原材料
費）

100,000

5
いきいき学ぶ本村パソコンク
ラブ

本村パソコンクラブ

　パソコン操作の学習効果を上げるためプロ
ジェクターを導入し、世代間交流をしながら
「触れて覚えるパソコン」から「作って覚える
ソフト」への転換を図ると共に、そば打ち講習
会等の特別学習会により会員相互の融和を図
る。（備品購入費）

61,000

6 ふれあい農場
ふれあい農場実行委員
会

　休耕田を有効活用し、生ごみの堆肥化により
環境に配慮した土づくり、農作業をとおして仲
間づくりをしながら、安心・安全な農作物を育
て、収穫祭等を実施することにより交流を図
る。（原材料費）

40,000

7 づく出せパートⅡ づく出せパートⅡ

　穂高地域の農場に出向き、現地の人と交流し
ながら牧大根の生産に取り組み、地場産業の研
究・開発をすると共に、仲間の交流と地域の活
性化を図る。（備品購入費・原材料費）

90,000

《豊科地域》



事　　業　　名 申　請　団　体　名 事　　業　　概　　要 補助金申請額

8 おらとこの秘蔵写真 大口沢よろず写真会

　区民が保管している懐かしい写真や珍しい写
真を集め、複写やCP処理し、世代交代に対応す
るため文化伝承の補完媒体として役立て、アル
バムを作成し、地域の素晴らしさを掘り起こ
し、区民の絆を強く育み次世代に伝承し、地域
の更なる活性化を図る（原材料費）

50,000

9 菊花づくりで輪を広げる会 光菊花クラブ

　菊花作りをとおし、仲間づくりをしながら
「知識」「技術」を出し合い、会員相互の向上
と親睦を図り、多くの人に菊花作りに関する技
術の提供等ができる地域づくりを模索する。
（原材料費）

100,000

10
地域の伝統文化である祭囃子
の存続と次世代への継承

真々部　祭囃子保存会

　祭囃子に関する来歴調査・研究、笛の五線紙
楽譜化とともに、太鼓を修復し、世代間交流を
図りながら、子どもによる祭囃子の笛・太鼓の
復活を目指す。（原材料費）

100,000

11 親子いきいき交流事業 母子寡婦福祉会

　母親の一人二役の苦悩や心労を解消するた
め、情報交換の場を提供すると共に、広く呼び
かけ会員を募り、「講演会」「よせ植え」「陶
芸」等を開催し親子の絆を深め、仲間づくりの
資する。（原材料費）

100,000

12 健康な心と体を育む食育講座 安曇野・食育くらぶ

　健康・環境を考え、感謝の心を育てる「食育
活動」をすすめるため給食を教材として、食育
講座の開催や調理実習をとおし、人や地域のつ
ながり、地域の食意識を高める。（謝礼）

67,000

13
第３回MUSIC　FESTIVAL　IN
AZUMINO

豊科フェスティバル実
行委員会

　アマチュアバンドと各種音楽団体による演奏
会を開催し、豊科商店街の活性化を図ると共
に、地域住民と参加者相互の交流と音楽文化の
向上を図る。（備品購入費・借上げ料）

100,000

14 てらどこふれあい文庫
てらどこふれあい文庫
運営委員会

　地域内からの書籍や囲碁等の寄贈により、地
区内公民館内に図書コーナーを設け、子どもた
ちの読書意欲の向上と健全育成を図る。併せ
て、子どもたちの居場所を確保し、世代間交流
を促進し地域力を強化する。（講師謝礼）

70,000

15 器の彩り心に潤い 手作り器の会
　地域にある施設を利用し、器づくりをとおし
て交流を図りながら仲間の輪を広げ、心に潤い
のある地域づくりに取り組む。（原材料費）

79,000

16 安曇野文化塾 安曇野文化塾

　独自の活動をしている芸術文化団体が相互交
流、相互学習を通してジャンルを超えた安曇野
独自の文化を創造し発信するとともに、子ども
から高齢者までの気軽に芸術文化にふれる機会
を提供する。（パンフレット作成費）

40,000

17 歩いてふれあい健康づくり 上鳥羽歩こう会

　地域の中に歩行距離等の標示板を設置し、
ウォーキングコースを設定することにより、子
どもたちを見守りをしながら地域のふれあいの
場をつくり、楽しみながら健康づくりと元気な
地域づくりに寄与する。（原材料費）

25,000

18 ガレージ文庫＆あそばせ
「ガレージ文庫＆あそ
ばせ」友の会

　塘路に面したガレージを利用し、地域の人た
ちが気軽に立ち寄ることのできる場所を提供す
る。本の収集・交換や定期的なイベントの開催
により、児童やその保護者の交流をはかる。
（整地、備品）

48,000



事　　業　　名 申　請　団　体　名 事　　業　　概　　要 補助金申請額

19 地域環境整備事業 美岳町花クラブ
　花木の植栽、花壇の造成を行い、地域住民も
共に親睦を深め、協働の輪を広める。
（備品購入費、原材料費、消耗品費、借上料）

100,000

20 清沢洌展事業 清沢洌展実行委員会

　稀にみるリベラリストであり平和主義者であ
る旧穂高町出身の清沢洌の業績を多くの人々に
知っていただき、文化の向上に寄与する。
（消耗品費、委託料、通信費）

89,000

21 豊里菜の花プロジェクト事業
豊里菜の花プロジェク
ト

　「あずみ野豊里菜の花まつり」を企画し、景
観向上と鑑賞や親子・隣近所にふれあいの場を
つくり、区民はもとより区未加入者や地域外の
人々の豊里区への関心を高める。
（委託料、原材料費、事務費、会議費）

100,000

22 太鼓の演奏活動事業 楽鼓

　太鼓の練習や発表会を行い、親子共に太鼓に
親しみ、技量の向上を目指しながら地域社会へ
の貢献を図る。（謝礼、借上料、消耗品費、備
品購入費）

100,000

23 塚原おはやし保存事業 塚原おはやし保存会
　塚原地域のおはやし保存のための楽器の購入
（備品購入費）

100,000

24 安曇野田舎暮らしセミナー
NPO法人
安曇野ふるさと応援団

　「ふるさと回帰フェア大阪」パネル展示及び
「第２回安曇野田舎暮らしセミナー」開催
（会場費、印刷製本費、消耗品費、通信費）

75,000

25 環境等啓発事業 安曇野Ｙ．Ｍ．Ｏ

　環境保全の啓発活動に際し、自前の冊子等を
作成し「読み聞かせ」を実施。ふれあいに重き
を置いた活動をする。
（謝礼、事務消耗品、通信費、借上げ料、備品
購入費、資料代）

100,000

《穂高地域》



事　　業　　名 申　請　団　体　名 事　　業　　概　　要 補助金申請額

26 安曇誕生の系譜を探る会
安曇誕生の系譜を探る
会

　安曇野地域の古代史を研究し、安曇誕生の
ルーツを探るため学習会を行うと共に、全国に
ある安曇氏族地縁の地域との交流、HP開設、安
曇氏族サミット開催に向けた活動を行う。
（通信費、事務消耗品費、印刷製本費）

100,000

27 七日市場の歴史を学ぶ
七日市場の歴史を学ぶ
会

　地域の歴史や文化を普及していくため学習会
を開催し、七日市場誌執筆、文化伝承、ふれあ
い事業への参加、安曇盆唄のDVD製作等を行
う。
（謝礼、借上料、印刷製本費）

80,000

28 みさと手づくりパンの会 くるみ工房

　パンを材料から手作りすることを通して食物
の働きを知り、手作りすることの大切さを学
ぶ、また、地元産の食材を用いることにより地
産地消のPRを図る。（原材料費、謝礼等）

26,000

29
農業体験、地域イベントの企
画運営事業

安曇野グリーン王国

　農作業体験を通し、農家との交流を深め、安
全安心な農産物の価値意識の向上を図る。ま
た、草木染めや蕎麦打ち等、農作業以外の分野
でイベントを行い交流を深める。（通信費、謝
礼等）

47,000

30 ポケットパークづくり
野沢地区ポケットパー
ク
実行委員会

　市道三郷一級12号線（広街道）改良工事に伴
う市遊休地を借用したポケットパーク（花壇づ
くり）を通して、区民の地域環境美化への関心
や協働意識を高め、区民相互の絆を深める。
（原材料費、備品購入費）

100,000

31 地域での子育て支援 子育て応援隊（MGO）

　子育て中の親子の交流を目的とした親子ビク
ス教室を行うと共に、新規事業として「ちびっ
こまつり」を他団体と共催で開催し、地域全体
で子育てができるような環境作りを推進する。
（講師謝礼、原材料費）

51,000

32
安曇野まほらランタン
　　　「灯火に願いを」

安曇野まほら
　　　　　ランタン

　市内の保育園、幼稚園に通う園児が作成した
約1,600個のエコランタンを灯すイベント”安
曇野まほらランタン「灯火の願いを」”を開催
し、イベントに参加した方達の輪を広げていく
とともに、園児の健やかな成長を願う。
（備品、消耗品）

50,000

33 介護技術研修会
サークルじょんに
　　　　　じょんに

　講師（生活とリハビリ研究所研究員）を招い
て、認知症についての研修会を開催し、世代を
超えたネットワーク作りを行い、研修会で学ん
だことを地域に持ち帰り、高齢化社会に活かし
ていく。
（消耗品、謝礼、借上料、印刷製本費）

100,000

《三郷地域》



事　　業　　名 申　請　団　体　名 事　　業　　概　　要 補助金申請額

34 臼井吉見文学館友の会 臼井吉見文学館友の会
　安曇野が生んだ偉大な人物「臼井吉見」を顕
彰し、臼井吉見と文学に関心を持ってもらうこ
とを目的とする。（印刷製本費、借上料）

100,000

35 千葉県東金市との交流
小田多井都市と農村と
の交流委員会

　施設設置の目的のとおり、都市と農村の交流
を千葉県東金市を中心に行っている。さらに交
流の輪を広げるため東金市を訪問して安曇野の
食材交流を行う。（借上料、消耗品費）

100,000

36 おはなしつむぎいと おはなしつむぎいと

　安曇野の民話を題材とした紙芝居と人形劇を
制作・上演し、子供たちに本に親しむきっかけ
づくりとふるさとへの愛着を図るなどを目的と
する。
（原材料費、備品購入費）

27,000

37 仲間を増やそうドンコンドン 堀金常念太鼓
　太鼓の演奏を通じて、地域の伝統文化の振興
と青少年健全育成及び楽しみながら地域の活性
化を図る。（謝金、備品購入費）

100,000

38
ヒメギフ蝶の育成と定着を目
的とする事業

安曇野写真クラブ
　被写体を大切にする団体が、絶滅の危惧にあ
るヒメギフ蝶をカタクリとともに増殖し、市民
に癒しの場を提供する。（原材料費）

45,000

39 ふれあい花壇造成事業 田尻区

　区内団体が一同に会し、地区内の公園の一角
に花壇を造成し、花の管理を通じて世代交流を
図る。
（原材料費）

33,000

40
エコプランターによるガーデ
ニング事業

小田多井区
　廃材を活用したエコプランターを作製し、活
用方法を広く知らしめ、環境に優しいガーデニ
ング事業を展開する。（原材料費）

15,000

41 遊休地活用事業 岩原区

　区所有の遊具を撤去した遊休地の花壇を造
り、区民の融和をはかるとともに、通行人を和
らげます。
（原材料費）

60,000

《堀金地域》



事　　業　　名 申　請　団　体　名 事　　業　　概　　要 補助金申請額

42
天神原を「花水木・花桃」の
咲く里造り

天神原を「花水木・花
桃」の咲く里にする会

　天神原団地の地域住民と「花水木・花桃」等
を植樹して、美しい花が咲く団地として整備す
る。
（苗代、肥料代）

100,000

43 HOHOほーたる来いコンサート
HOHOほーたる来いコン
サート実行委員会

　コンサートの開催に合わせ、水辺に生息する
ホタルについての勉強会、鑑賞会を開催し、よ
り強い環境意識をもってもらう。また、交流会
を通して文化交流マップの作製をする。（出演
者謝礼）

60,000

44 我が家の味”大集合” YAM　ヤン

　参加者が家庭の味、伝統の味を持ち寄り、展
示や試食をすることにより、世代や性別を超え
た交流の場とする。また、レシピ集を作成し、
子育て支援団体に情報提供することにより、食
育的啓発を図る。
（広告宣伝費等）

50,000

45 和裁学習 縫衣
　日本伝統文化である和裁を学び、知識を深め
ることにより、その技術を後世に残す。
（講師謝礼、備品購入費）

100,000

46
潮沢廃線敷に関する資料を収
集しよう事業

廃線敷の歴史を学ぶ会
　潮沢廃線敷に関する資料を収集し、学習会を
開催することにより地域交流を深め、観光ガイ
ドにも活用する。（資料制作費）

30,000

47
心も体も活き活き　ヨサコイ
ソーラン事業

ファイテング　パキラ
　演舞活動を通じ、世代間交流や地域活性化を
図り「楽しく運動しながら健康を維持する」大
切さを感じてもらう。（備品購入費）

100,000

《明科地域》


