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安曇野市穂高 6658 番地

市民活動サポートセンター 安曇野市役所市民生活部地域づくり課 発

「第２次安曇野市総合計画」が策定されました
今後１０年間のまちづくり指針決まる
総合計画はまちづくりの基本的な指針となる基本構想、
総合計画はまちづくりの基本的な指針となる基本構想、基本構想に掲げる将

基本構想

来都市像の実現に向けた基本的な施策の体系などを示す基本計画、基本計画を
達成するために必要な主要事業の実施期間や事業費などを示す実施計画で構
成されています。
今年度は
今
10 年間の基本構想
基本構想、5 年間の前期基本計画、
年間の前期基本計画、3
3 年間の実施計画の

基本計画
実施計画

初年度にあたります。
初年度にあたります。前期基本計画では将来都市像を「北アルプスに育まれ
前期基本計画では将来都市像を「北アルプスに育まれ 共に響き合う 田園産業都
市 安曇野」としています。

◆ ５つの基本目標
５つの基本目標、経営方針
、経営方針が設定されています
が設定されています
将来都市像の実現のため、１
将来都市像の実現のため、１- いきいきと健康に暮らせるま
いきいきと健康に暮らせるまち、２- 魅力ある
産業を維持・創造するまち、３
産業を維持・創造するまち、３- 自然を大切にするまち、４
自然を大切にするまち、４- 安全・安心で快適
なまち、５なまち、５ 学び合い人と文化を育むまち、の５つ基本目標を掲げて施策の展開
学び合い人と文化を育むまち の５つ基本目標を掲げて施策の展開
が図られます。
基本計画推進
基本計画推進を推進していく上での基底となる５つの経営方針が定められ
を推進していく上での基底となる５つの経営方針が定められています。各方針
を推進していく上での基底となる５つの経営方針が定められています。各方針には基本
ています。各方針 は基本
目標と同様に数値目標が設定されていて、目標達成に向けた取り組みが進められます。

◆ 協働のまちづくり推進
経営方針１に「協働
経営方針１に 協働によるまちづくり
まちづくりの
の推進」が掲げら
が掲げら
れています。その内容は、「協働によるまちづくりの推進
れています。その内容は、「協働によるまちづくりの推進
と啓発に努め、地域コミュニティの再構築を進めるととも
と啓発に努め、地域コミュニティの再構築を進めるととも
に、その活性化を図る」とされています
に、その活性化を図る」とされています。
。
地域が抱える課題や価値観の多様化に伴い、
地域が抱える課題や価値観の多様化に伴い、市民だけ、
市民だけ、
行政だけでは解決することが困難な問題が多くなってき
ています。これからのまちづくりを推進していくには、市
民と行政がパートナーシップを強め、市民一人ひとりが主体的に市政やまちづくりに参画することが必要で
す。
また、誰しもが幸せに暮らすことができる社会の実現を目的に、平成 29 年に自治基本条例が制定され、市
民と行政による協働のまちづくりを推進する体制を整えていく必要があります。

◆ 市民活動サポー
市民活動サポートセンター
トセンターの役割
の役割
協働のまちづくり推進に当たって主な取り組みとして１
協働のまちづくり推進に当たって主な取り組みとして１- 協働によるまちづくりに関する啓発、２
協働によるまちづくりに関する啓発、２- 市民
活動サポートセンターの充実、３
３- 地域コミュニティの再構築の３つがあります。
地域コミュニティの再構築の３つがあります 。センターの充実としては、
センターの充実としては
協働を担う市民の交流の場やネットワークの拡充
協働を担う市民の交流の場やネットワークの拡充が掲げられています
が掲げられています。数値目標としては活動団体の取材件
。数値目標としては活動団体の取材件
数が設定されています。前期基本計画中に年間１００件が目標です。皆様のご協力を得て早期に達成できる
ように取り組みを進めます
ように取り組みを進めます。
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レポート
第１０回緑のカーテン広げよう講座
第１０回緑のカーテン広げよう講座

緑のカーテンが安曇野市内外にひろがっています
５月 1９日（土）
９日（土）

■主催 NPO 法人

あづみ野風土舎

■場所 碌山公園 研成ホール

１０回目を迎えた「緑のカーテン広げよう講座」に、今年も
１０回目を迎えた「緑のカーテン広げよう講座」に、今年も
８０名を超える皆さんが参加しました。
８０名を超える皆さんが参加しました。
朝顔がカーテンになるということを、ほとんどの人が知らな
い頃、「琉球朝顔オーシャンブルー」の持つ成長力に驚き、そ
のカーテン効果と緑の癒し効果に惹かれ、初めて講座を開いた
のが平成１９年とのこと。
のが平成
年とのこと。
その間、風土舎の手元を離れた苗は約２,０００
その間、風土舎の手元を離れた苗は約 ０００本。あちこち
本。あちこち
に緑のカーテンが涼しげな景観を作り出しています。毎年、こ
の講座への参加を楽しみにされ、皆勤賞の方がいるのにも驚き
です。特に今年は、参加者の
です。特に今年は、参加者の２５パーセント以上が市外の皆さんで、特に松本方面からの参加が多く広がり
パーセント以上が市外の皆さんで、特に松本方面からの参加が多く広がり
を実感しました。
講座では、簡単なネットの張り方と片付け方について、動画も交え具体的な説明
講座では、簡単なネットの張り方と片付け方について、動画も交え具体的な 説明があり、こんなに手軽に
があり、こんなに手軽に
できるんだと好評でした。
琉球朝顔は種ができないのが特色で、受講された皆さんが、挿し芽で増やした苗を知人などに
琉球朝顔は種ができないのが特色で、受講された皆さんが、挿し芽で増やした苗を知人などに分けて
分けて、地
域の中でひたひたと広がっています。
「実が収穫できたり、珍しい花の咲くツル性植物
「実が収穫できたり、珍しい花の咲くツル性植物
実が収穫できたり、珍しい花の咲くツル性植物もたくさん
たくさん市販され
れています。心にも環境にもやさしい
ています。心にも環境にもやさしい
緑のカーテンづくりに、多くの人が取り組んでくれることを願っています。」と代表の磯野
緑のカーテンづくりに、多くの人が取 組んでくれることを願っています。」と代表の磯野
組んでくれることを願っています。」と代表の磯野康子さんは語っ
さんは語っ
ていました。
（市民活動サポーター

くるりん講座

荻野

香代）

５月１９
１９日（土）
（土）

共感を得る、魅力あるチラシ・広報の作り方
■場所 安曇野市市民活動サポートセンター「くるりん広場」
■講師 大塚佳織さん
特定非営利活動法人えんのわ 理事

市民団体や区などで
市民団体や区などで広報・宣伝活動担当
広報・宣伝活動担当の方々の参考になる
広報・宣伝活動担当の方々の参考になる“如何に魅力あるチラシや広報が作
の方々の参考になる“如何に魅力あるチラシや広報が作
れるか”
れるか”についての
ついての講義でした。
でした。
ひとに
ひとに物事を伝える前に自分自身の分析から始まり、自分
物事を伝える前に自分自身の分析から始まり、自分
とは何か、何をしていて、何をしたいかその上で、誰に何を
伝えたいかなど一連の自己分析をする必要があるとの説明
でした。又その伝え方としては１分間自己紹介
でした。又その伝え方としては 分間自己紹介の方法もある
分間自己紹介
もある
と話されました。この
と話されました。この方法
方法は短時間の説明のため相手に自分
は短時間の説明のため相手に自分
の存在を認識してもらい、後日につなげていく方法としてエ
レベータートークと
レベータートークと言われて
言われているとのことで、この後の説明
いるとのことで、この後の説明
でも随所にとても参考になるお話が多くありました。
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次に公共の施設
次に公共の施設におけるチラシラックの置かれ方から
におけるチラシラックの置かれ方から
におけるチラシラックの置かれ方から、どの
ような紙面の配置の仕方がよいか、
ような紙面の配置の仕方がよいか、又タイトルの字の大きさや
用紙の色、
用紙の色、カラー印刷など如何に他のチラシから差別化を図る
かなど、細かい点についてもアドバイスがありました。
かなど、細かい点についてもアドバイ がありました。
具体的に“ヤギ山のことを、親子で楽しく学ぼう”のチラシ
を使って文字の配列や字体の大きさ、地図の配置などとても参
考になることの多い
考になることの多い講義
講義でした。
今後も身近で困っていることや、知りたいことなど必要に応
じて「くるりん講座」を
じて「くるりん講座」を開催しますので、ご
「くるりん講座」を
ますので、ご
ますので、ご要望があれば事務局までご連絡ください。
があれば事務局までご連絡ください。

平成３０年度安曇野市区長会総会
平成
年度安曇野市区長会総会

持続可能な区の運営
持続可能な区の運営に向け部制度導入推進
に向け部制度導入推進
５月 1７日（
日（木）

■主催 安曇野市区長会

■場所 ビレッジ安曇野

総会で
では、平成
平成 30 年度の
年度の役員承認、平成
役員承認、平成 29 年
度の事業報告・決算報告、平成 30 年度事業計画・
予算について承認
予算について承認されました。
されました。
平成 30 年度市区長会長に就任した重野義博会長
は、就任のあいさつで「区が抱える課題を解決する
ため最善の努力をするとともに
ため最善の努力をするとともに、市民一人ひとりが
市民一人ひとりが
幸せに暮らせるよう 83 区の区長の皆様とともに課
題の共有、情報交換に取り組んでいく」と抱負を述
べていらっしゃいました。
また、重野会長は、かねてから市区長会が取り組んでいる部制度導入にふれ、「持続可能な区の
運営を図るため必要不可欠」と述べられ、部制度導入推進を図る意向を示されました。
市と対等なパートナーとして重要な役割を担う区の皆さんが、地域づくりに一生懸命取り組んで
います。市民活動団体も区の後押し、共に幸せに暮らせるまちづくりを推進しましょう。

補助
補助金追加募集のお知らせ
金追加募集のお知らせ
平成３０年度つながりひろがる地域づくり事業補助金の追加募集
支え合う地域社会を目指し、市民活動団体が自主的で主体的に取り組む、地域に根ざした活動に、
予算の範囲内で補助金を交付します。
募集要項




市内に活動拠点を置き、市民が５人以上構成員となっている団体
対象団体
補助金交付額 対象経費の 2 分の１以内（限度額 20 万円）
申請書に必要事項を記載し、団体の規約・役員名簿・予算積算資料を添付の上、
申請方法
地域づくり課（
地域づくり課（2 階４番窓口）または各支所地域課に直接提出してください。
階 番窓口）または各支所地域課に直接提出してください。

申請書は地域づくり課、各支所地域課、市民活動サポートセンターまたは市ホームページから
入手できます。
 募集期間 6 月 25 日（月）～7
日（月）～ 月 18 日（水）


地域づくり課まちづくり推進係（Tel
Tel 71・2494
2494（直）
（直）Fax 7２・
２・3176）
）
問い合わせ 地域づくり課まちづくり推進係（
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センター登録団体を募集しています
市民活動サポートセンターでは、センターに登録をしていただける団体等を常時募集しています。
多くの団体等にご登録をいただくことで、より充実した各種事業を展開していきます。
登録方法
「市民活動サポートセンター登録・変更申請書」に必要事項を記入の上、会則（または、会の活
動内容がわかる書類）並びに役員及び構成員名簿、活動中の写真１枚を添付して、市民活動サポ
動内容がわかる書類）並びに役員及び構成員名簿、活動中の写真 枚を添付して、市民活動サポ
ートセンター「くるりん広場」に提出してください。
※申請書はくるりん広場、もしくは市のホームページからダウンロードすることも出来ます。
登録の有効期間
最初の登録の日から、翌年の５月３１日までです。
５月末日をもって、毎年更新していただきます。
（６月１日から１年間の有効期間）

イベント情報
● 緑のカーテン講座「緑のカーテンの作り方」
■ 日 時
６月
月２日（土）午前１０時～
）午前１０時～
）午前１０時～正午
■ 場 所
安曇野市役所４階大会議室
■ 内 容
「緑のカーテンの作り方」の説明・ゴーヤ苗の無料配布・ゴーヤ茶の試飲
■ 講 師
NPO 法人 あづみ
み野風土舎のみなさん
風土舎のみなさん
■ 参加費
無料・申込不要
■ 主 催
安曇野市役所環境課
■ 問合せ
安曇野市役所環境課 Tel ８２－１９２２
● 第３８回ふるさとさんぽ（豊科成相新田）
回ふるさとさんぽ（豊科成相新田）
■ 日 時
6 月１０日（日）
月
）午前９時～１１
～１１時３０分
３０分
■ 場 所
豊科近代美術館 集合
■ 内 容
法蔵寺や旧豊科劇場他まちなかの裏路地を巡ります
■ 参加費
1,000 円 中学生以下無料
中学生以下
■ 主 催
NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団
■ 問合せ
事務局 宮崎さん Tel 81
81-1325

● 第 7 回さとやまさんぽ（栗尾山満願寺）
■
■
■
■
■
■

日 時
場 所
内 容
参加費
主 催
問合せ

６月
月２４日（日）
）午前９時～
時～午後１時
国営アルプスあづみの公園穂高口 集合
十返舎一九も歩いた栗尾道を満願寺まで巡ります
1,000 円 中学生以下無料
NPO 法人安曇野ふるさとづくり応援団
事務局 宮崎さん Tel 81
81-1325

安曇野市市民活動サポートセンター
開館時間

午前 9 時～午後 5 時

休館日

毎週日曜日
年末年始
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12 月 29 日～1
日～ 月 3 日

住所

〒399-8303
8303 安曇野市穂高 6658

電話/FAX
電話

0263-82
82-1922

E-mail
E

azumino--skc＠bz03.plala.or.jp
bz03.plala.or.jp

URL

http://azumino skc.net/
http://azumino-skc.net/

番地

