
地域・ 補助金申請額

目的別 （補助金決定額）

1 穂高 目的 外国人自助・自立支援活動
あづみの国際化ネット
ワーク

在住外国席住民の自立をサポートし、地域社会の構成員として安
全・安心な暮らしのための外国人セーフティネットと居場所作りを
学習会や相談会等で考え、福利の増進を図る。

29,000 新規

2 三郷 目的
涅槃会の充実と水墨画・石仏

の調査・保存
七日市場の歴史を学ぶ会

地域の伝統行事や先人が残した絵画・石仏などの存在や意味を
学ぶため、学習会ややしょうまづくりを会員と住民がともに行い、伝
統文化の再興を図る。

60,000 継続3年目

3 穂高 目的 子育て・介護の悩み相談事業 柏矢町あんしん広場
近年の高齢化や核家族化により介護や子育てに不安を抱えてい
る市民が増加しており、相談事業や生きがいづくりのイベントを通
じて、介護者等の負担軽減を図る。

63,000 継続2年目

4 豊科 目的 地域の絆づくり事業
いきいきクラブ「わか葉
会」

超高齢化社会に突入し地域の若者は都会へ流出する中で、高齢
者の独り暮らし世帯や、老々世帯が増加している。本事業では元
気アップ体操、カラオケ教室の実施を通じて、老化防止と健康増進
を図る。

164,000 新規

5 豊科 地域 吉野区お祭りにおける出店 お祭りを盛り上げる会
神社境内に大勢の子ども達の笑い声を響かせ、思い出を作るため
に、お祭りでの出店を継続・定着させる。

86,000 継続3年目

6 穂高 目的 第2回信濃雅楽会定期演奏会 信濃雅楽会
雅楽の演奏会を通じて、地域の伝統文化の継承と普及を図ること
や、後継者育成に力を入れる。

162,000 新規

7 豊科 地域 成相区初市事業 初市実行委員会

初市実行委員会による、福俵・縁起物づくり、御柱への飾りつけ・
立て等を行い、市の無形民俗文化財に指定されている福俵づくり
等伝統文化の担い手の育成により事業の継承を図り、多くの区民
の参加を仰ぎ地域の人々の親睦を深めつながりを強くする。

200,000 継続3年目

8 明科 目的 第5回どんぐり祭り (特非)グランド・リッシュ

福祉施設商品や自然に関連する商品の販売会、障害就労施設に
よる講演・ワークショップ等を通じ、障害の有無、世代間の隔たりな
い交流をはかる。また、本年度から農業関連団体との連携も検討
する。

200,000 継続2年目

9 堀金 目的 ものづくり体験 あづみ野建設労働組合
木工建築をはじめ、日本の伝統的な技能等を伝承をしていくため
に、体験型のソーマキューブづくりやかんな削り体験等のイベント
を実施する。

189,000 継続2年目

10 堀金 地域 岩原区つながりひろがる事業 岩原区親交会
岩原地区祭典において、福撒き、地域にゆかりのある余興の実施
や船の運航をすることで、地区行事参加のきっかけを作り、区民の
つながりを広める。

200,000 継続2年目

11 穂高 目的
安曇野に祭り囃子の音色を残

そう
安曇野の自然と文化を考
える会

安曇野の歴史や風土にふさわしい祭り囃子演奏会に努め地域に
伝統芸能の存続振興を図る。

160,000 新規

12 豊科 地域
コミュニティの絆を深め地域を
元気にする「飯田学校」事業

飯田区地域づくり協議会
健康づくり教室、郷土の歴史・文化教室、子育て教室等を実施する
｢飯田学校｣事業を展開し、健康寿命延伸を目指し、さらに、区民の
絆を醸成する。

200,000 継続2年目

13 三郷 地域
そば打ちによる地域づくり推

進事業
のざわそば打ち会

地域伝統の蕎麦打ち会、ソバ畑での作業等蕎麦打ち文化の再興
を通じて、地域間、世代間交流を図り、古き良き時代のつながりの
再生を目的とする。

72,000 新規

14 明科 目的 くじら雲市 (特非)響育の山里くじら雲
里山の環境を活かした野外保育事業を通じて、園児・卒園生・保
護者と地域、市民の方々の世代間交流を図るなかで、より豊かな
子育て環境について考える場を設ける。

198,000 新規

15 穂高 目的
幸齢者の生活をサポートする

小物づくり
チームなでしこ

介護施設などへ、高齢者の生活に役立つ小物を贈呈し、また、小
物づくりの体験交流をとおして介護を受けている高齢者に喜んで
いただく。会員もボランティア活動を通じ、自身の生きがいになり、
社会参加している実感を得る。

55,000 継続2年目

16 豊科 地域 アルプス区健康づくり教室
アルプス区健康づくり推
進委員会

健康体操教室、健康学習会や地区社協との連携により区民の福
祉の向上を図る。また、参加者相互の交流や親睦を深め、お互い
声をかけ、見守りあうことができる環境づくりを推進する。

82,000 継続3年目

17 三郷 地域
蛍舞う中萱の風情を取り戻し

活性化する
義民の里・蛍の会

昔は初夏の風物詩として中萱のどこでも見られた蛍を復活させる
ことを目的に、(観察会、放流、カワニナ飼育、蛍の幼虫飼育、水路
清掃)を区民総参加で行う。

36,000 新規

18 三郷 地域 東小倉夏祭(含・盆踊の復活) 東小倉夏祭(盆踊)の会
公民館役員の繁忙などの理由から中止になった夏祭りを復活させ
ることにより、近年他地区から移住してきた人々との交流を図るこ
とや地区に元気と融和・連帯の精神をもたらす。

60,000 新規
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19 三郷 目的
フォーラム安曇野の人物誌

植原悦二郎
安曇野文化講座実行委
員会

安曇野出身の憲法学者にスポットをあてたフォーラムの実施や、
人物誌の作成をすることで、市民の郷土出身の偉人・偉業を知ら
せることによって、郷土への誇りと郷土愛を育む。

85,000 継続3年目

20 豊科 地域
安曇野の豊かな水・河川を活

かしたまちづくり
(特非)川の自然と文化研
究所

川の自然と文化を学ぶ講演会を行い、将来の安曇野の川につい
て話し合い、理解を深める。また、親子を対象に生物観察会等を
開催する。

80,000 継続3年目

21 穂高 目的
ゆっくり学びたい子ども達の
暮らしやすい地域づくり事業

結家サポートクラブ
地域の方に発達障害のこどもたちを理解していただくため、施設の
存在や活動内容を学習する勉強会を開いたり、「こどもまつり」とい
うイベントを通じ、こどもたちに社会性を身につけていただく。

158,000 継続2年目

22 穂高 目的 森のお散歩会 森に集まれちびっ子会
安曇野に生まれた子ども達が自然の中で、草木や小動物に出会
いながら、逞しいからだを作ることや、子育てに戸惑いを感じてい
るお母さんたちの相談の場としていく。

200,000 新規

23 明科 目的
矢が花になる対話を学ぶ研

修会
THE　GOTCHAMANZ

治療の場面や、親子、夫婦の対話等お互いに慈しみと安心を持ち
ながら行う対話法IPSを普及させ、日常生活に活かす。また、「地域
活動に若者の参加が少ない」といった地域生活における世代間交
流の問題解消につなげる。

86,000 新規

24 豊科 地域 子どもパワーで祭り活性化 新田子ども会育成協議会
春の例大祭、夏祭り、天神祭等にて子どもたちが自分たちで企画
し、実践をすることで子どもたちの自主性を養い、さらに、祭りを活
性化して地域づくりに貢献する。

200,000 継続3年目

25 豊科 目的 介護者サロン「ほっと一息」 からだ堂

介護予防健康体操やカラオケを通して近所との交流及び情報交
換の場を提供するとともに、居宅で介護されているご家族の癒しの
場を提供する。また、今年は障害者就労支援を行っているNPO法
人「夢の実」との連携により、幅広い交流を図る。

191,000 継続3年目

26 豊科 地域
中曽根地区いきいきサロン事

業
中曽根地区社協

区の高齢化や少子化が進展する中、高齢者の生きがいづくり、健
康づくりのため、健康と地産地消をテーマとした料理教室を行った
り、高齢者と子どもの交流会を開催し、世代間でのつながりを深め
る。

50,000 継続2年目

27 穂高 目的 安曇野助産師会開催イベント 安曇野地区助産師会
少子化社会の中での子育て・孫育てについて考え、相談する機会
を提供することにより育児不安を取り除くことや、子育て世代を対
象としたベビーマッサージ、アロマ体験等を開催する。

99,000 新規

3,365,000


