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■主催 光城山 1000人 SAKURAプロジェクト 

■場所 光城山（豊科） 

  光城山 1000人 SAKURAプロジェクトとは                                    

桜の名所として知られる光城山は、これまで上川手山林財産区や地元区の皆さんのご尽力により、また、市

民活動団体もその保全活動等に参加し、豊かな自然環境が守り育てられてきました。しかし、近年、光城山の

桜も老木化し、また外来植物なども入り込んでいるなど、周辺自然環境の保全や里山保全が大きな課題となっ

ています。 

人口減少、少子高齢化等の社会情勢の変化の中で、多くの方に愛され、魅力ある地域資源を後世に引き継い

でいくために、市民と行政のそれぞれが出来ることを担い、できないことを補い合うこと、すなわち協働によ

り課題解決を図り、また、プロジェクトの取り組みを通じて、協働の取り組みを全市的に広めていくことを目

的に、平成 26年度にプロジェクトが設立されました。 

  プロジェクトの取り組み                                   

 プロジェクトでは、昨年度に引き続き軽トラックの荷台を店舗として、

農産物や特産品などを売る「ＳＡＫＵＲＡマルシェ」を４回開催いたしま

した。立ち寄っていただいた登山者にプロジェクトの目的を伝え、活動の

賛同者や担い手を増やす活動をしました。 

  桜の植栽                                         

 昨年度までに約 57０本を植栽し、本年度は 光城山登山

道沿い（標高約 800ｍ付近）に 70本の植栽を行いました。

この日はプロジェクトが選定したソメイヨシノ系の「神代

曙（ジンダイアケボノ）」の苗木を手にもって麓から登り、

あらかじめ用意された穴に腐葉土などを入れ、しっかりと

植えました。植栽後は鹿による食害を防止するため、手製

の防護柵を設置しました。桜は老木化が進んでおり、今後

も継続的な補植、生育管理、獣害対策が必要です。 
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生涯現役、「有富
う ふ

富
ふ

」の出会い！ ～松本地域タウンミーティング 2019～ 
■主催 長野県、松本保健福祉事務所、県長寿社会開発センター松本支部 
■場所 長野県松本合同庁舎 講堂 

 

長野県シニア大学、安曇野市朗人大学など、松本地域で開催されている講座に参加する元気なシニアが一堂

に会し、講座卒業後の社会参加の機会をつくる目的で開催されました。安曇野市市民活動サポートセンターも

ブースを設け、センターやセンター登録団体の紹介を行いました。 

 シニアの力を活かそう！                                   

 社会福祉協議会やシルバー人材センターなど、シニアの参加を求

める 17団体が出展する中、それぞれ興味のあるブースに訪れ、詳

しい活動内容等を聞くといった交流が行われました。交流後には数

人に決意表明をしていただきましたが、とても元気で、やる気やス

キルも持っていらっしゃる方が非常に多く、こういった方に市民活

動に積極的に関わってもらえる仕掛け作りが重要と感じました。 

 安曇野市市民活動サポートセンターを PRしました                            

市民活動サポートセンターのブースでは、登録団体紹介冊子やセンタ

ー通信を使い、協働のまちづくりの拠点として市民活動推進の支援や促

進を図っていることを紹介しました。ブースを訪れた方々は、自分の趣

味やスキルが活かせる団体がないか興味深そうに見入っていました。役

に立ちたいという思いをお持ちの方も多く、市民活動サポーターとして

各団体を取材し情報発信することに興味を持たれた方もいました。出展

団体同士の交流も行われ、様々なつながりが生まれました。 

 

 

 

 

 

安曇野市の各種計画等について、意見を募集しています。 

本庁舎担当課窓口、１階市民活動サポートセンター情報コーナー、市ホームページ及び各支所窓口で閲覧す

ることができます。 

計画(案)名 概要 募集期間 問い合わせ先 

第４次安曇野市行財政改革

大綱・アクションプラン(案) 

市の行財政改革を推進するための方針、

実現に向けた取り組みに関する計画 
１月 20日(月)まで 

総務課行政管理係 

℡ 71-2408 

第 2次安曇野市子ども・子

育て支援事業計画(案) 

子ども・子育て支援に関する課題解決に

向けた事業計画 
１月 22日(水)まで 

子ども支援課児童係 

℡ 71-2255 

第 2 次安曇野市里山再生

計画(案) 

市の里山再生に向けた取り組みを総合

的・計画的に推進するため計画 
１月 17日(金)まで 

耕地林務課林務担当 

℡ 71-2432 

安曇野市自治基本条例改

正要旨 

自治の基本理念、市政運営の基本原則を

定めた市自治基本条例改正の要旨 
１月 14日(火)まで 

地域づくり課まちづくり 

推進係 ℡ 71-2494 

12月 12日（木） 

パブリックコメント 
募集中 
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新規登録団体紹介＆レポート 

◆山里のくらし塾                        【環境保全】  

 12月 15日（日） ■山里塾 第 7回「野生イノシシの豚コレラ対策を中心に鳥獣対策全般を語る」 

■場 所 明科公民館 講義室 
 

豊かな自然に惹かれて I ターンで安曇野に移住した方々により昨

年３月に発足した団体です。移住先の中山間地において空き家や遊休

農地が増え、畑や里山が荒れている状況を目の当たりにし、「すでに

改善策が打たれ地元の方が様々な努力をされているけれど、自分たち

も何かしたい。」という思いを持ち、活動を始めたそうです。活動内

容は、鳥獣被害対策や松枯れ対策など、中山間地に関する様々な問題

について学び、考えるための定期的な講義・実技講習の開催です。 

取材を行った日は第７回目となる講座が開催されました。長野県林務部鳥獣対策・ジビエ振興室長の清水氏

を講師に迎え、森林行政の現場で活躍する方の目線で、長野県の里山の現状や鳥獣対策について聞きました。

代表の小田さんは「“素人目線”で自分たちのできることを少しずつ学んでいます。」とおっしゃっていまし

た。その言葉のとおり、会場にはキッズスペースが設けられるなど誰でもウェルカムな雰囲気が感じられ、敷

居の低さからか会場に用意された席が埋まるほどの盛況ぶりでした。 

２月には松枯れ対策について、４月には災害に強い森林づくりについて、講習会を開催する予定です。発足

したばかりでまだスタッフが少ないことが課題で、一緒に活動する仲間を募集しているそうです。 
 

助成金のご案内  （詳細は問い合わせ先団体のホームページ等をご確認ください。） 

★長野県地域発元気づくり支援金                                

 趣  旨  豊かさが実感でき活力あふれる輝く長野県づくりを進めるため、公共的団体が住民ととも 

      に自らの知恵と工夫により自主的、主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発 

展性のある事業に対して支援金を交付する。 

 助成対象  県内に事務所を有し、公共的活動又は地域の活性化に資する活動を営む団体 

 募集期限  令和２年２月３日(月)までに安曇野市地域づくり課に必要書類を２部提出 

 問い合わせ 松本地域振興局 40-1902 

★安曇野市共同募金配分金助成事業                            

 趣  旨  地域課題や生活課題に対応する先駆的・開拓的な事業及び地域の支え合い活動の継続的・増 

進的な事業に対し助成を行い、地域福祉の推進を図る。 

 助成対象  市内で活動する福祉団体・ボランティア団体・市民活動団体(要 1年以上の活動実績) 

 募集期限  令和 2年１月 31日(金)まで 

 問い合わせ 安曇野市社会福祉協議会 本所 地域福祉係 72-1871 

★第 25回「北陸地域の活性化」に関する研究助成事業                   

 趣  旨  地域に住む人々の英知や発想を活かした多様な研究や活動を支援し、地域の自立と活性化を 

      促進する。 

 助成対象テーマ ①社会資本の維持管理 ②防災・減災 ③地域振興・地域づくり ④持続可能な社会形成 

 募集期限  令和 2年１月 31日(金)まで 

 問い合わせ (一社)北陸地域づくり協会 企画事業部 025-381-1160 
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イベント情報  

地方創生フォーラム in長野、長野県学びの県づくりフォーラム Vol.５  ★要申込    

地域で心豊かに暮らし続けていくためにどんなことができるのか、講演や活動事例からヒントを探ります。 

◆日 時 １月 25日(土) 13：00～16：30 

◆場 所 ホテルメルパルク長野(長野市鶴賀高畑 752-8) 

◆内 容 第１部 基調講演 ジャーナリスト 池上彰さん「学ぶ喜び」 

     第２部 パネルディスカッション 「これからの地域の暮らしと学び合い」 

◆参加費 無料 

◆申 込 １月 10日(金)までに FAX、ハガキ、ホームページ申込フォームのいずれかで 

◆問い合わせ (一財)地域活性化センター 電話：03-5202-6138 FAX：03-5202-0755 

       〒103-0027東京都中央区日本橋 2-3-4日本橋プラザビル 13階 
 

令和元年度「NPO法人設立講座」                   ★要申込      

NPO法人を立ち上げたい 設立の手順は？ どんな活動だと認められるの？ そんな疑問にお答えします。 

◆日 時 １月９日(木)、２月 13日(木)、3月 12日(木) 13：00～15：40 ※3回とも同じ内容 

◆場 所 県庁西庁舎１階 112号会議室 

◆内 容 13：00～14：10 第 1部 NPO法人とは(設立要件、メリットデメリット、責務など) 

     14：10～15：00 第 2部 NPO法人の設立手順(申請書類の作成方法紹介) 

     15：00～15：40 個別相談 

◆参加費 無料 

◆申 込 受講申込書に必要事項を記入し、開催前週の金曜日 17時までに FAX、電話、メールいずれかで 

◆問い合わせ 長野県県民文化部 県民協働課 協働・NPO係 

電話：026-235-7189 FAX：026-235-7258 メール：kyodo-npo@pref.nagano.lg.jp 
 

地域の世話やきさん講座                           ★要申込                                                                                  

今、人と人、人と地域をつなぐ“世話やきさん”が求められています。今の時代に合った支え合いを一緒に

考えてみませんか。 

◆日時・内容 

回 日時 テーマ 

第１回 1月 29日(水) 10：00～12：00 
住民主体の地域づくりを学ぼう！ 

お互いさまの関係づくりを学ぼう！ 

第 2回 2月 5日(水) 10：00～12：00 聴き上手になるコツを学ぼう！ 

第 3回 2月 19日(水) 10：00～12：00 楽しく・ためになるレクリエーションを学ぼう 

第 4回 2月 26日(水) 10：00～12：00 
ふれあい・いきいきサロンについて知ろう！ 

世話焼きさんの力を学ぼう！ 

◆場 所 安曇野市社会福祉協議会 堀金支所 ◆参加費 無料 

◆申 込 開催日の２日前までに電話で    ◆問い合わせ 安曇野市社会福祉協議会 本所 72-1871 

 

 

 

 

 

 

安曇野市市民活動サポートセンター 
住所   〒399-8281 安曇野市豊科６０００番地 

   安曇野市役所本庁舎２階 地域づくり課窓口 

電話   0263-71-2013 
メール  kururin@city.azumino.nagano.jp 

 
 

開庁時間 午前８時３０分～午後５時１５分    

休 業 日 毎週土・日曜日、祝日 

  年末年始 １２月２９日～１月３日 

 

◇◆◇イベント情報をお寄せください◇◆◇ 

・市民活動サポートセンター通信やホームページで、皆さんの活動やイベントの広報をします。参加者や

会員の募集を呼び掛けることができますので、お気軽に市民活動サポートセンターにご連絡ください。 

・イベントや催しに、市民活動サポートセンター職員や市民活動サポーターが取材にお邪魔する場合もあ

ります。活動のＰＲにご活用ください。 

 

＊定員が設けられているイベント等は、必ず主催者にお申込みまたはお問い合わせください。 

＊登録団体等の情報を掲載します。ぜひ情報をセンターまでお寄せください。 


