第３８号
安曇野市市民活動サポートセンター

2019.4.26

〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地 安曇野市 市民生活部 地域づくり課内

春、新たなスタート
～市民活動サポートセンターが本庁舎に移転～
4 月 1 日（月）、安曇野市市民活動サポートセンターが、安曇野市役所本庁舎 2 階市民生活部地域づくり課窓
口に移転し開所しました。
市民活動サポートセンターは、平成 20 年 10 月に穂高支所内に設置し、交流の場等として市民活動支援をお
こなってきましたが、「安曇野市自治基本条例」及び「第 2 次安曇野市総合計画」に掲げられた協働のまちづく
りの推進、そしてまた、この 4 月から 5 年間を計画期間とする「第 2 次安曇野市協働のまちづくり推進基本方
針及び行動計画」（以下、「協働推進計画」という。）に掲げられ
た諸施策の具現化に向け、よりセンターの機能と活動を充実させる
ため、本庁舎内、地域づくり課窓口に移転することになりました。
開所式のあいさつで宮澤市長は、「移転により市民活動団体と、
地域づくり課が事務局を務める区など自治会との連携がより深まる
ことを期待する」と話しました。
多様化・複雑化する地域課題の解決に向けては、協働がますます
重要となってきます。センターでは、より充実した体制で、情報の
収集や提供、相談、コーディネート等の支援事業を行ってまいりま
す。より一層のご利用をお願いします。

◆ 開館時間
施設名
本庁舎２階 窓口
本庁舎１階くつろぎ広場
情報コーナー
本庁舎４階パノラマラウンジ

開館時間等
平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分
平日 午前 8 時 30 分～午後６時
休日 午前 9 時～午後 9 時（11 月～3 月は午後６時まで）
※年末年始（12/29～翌年 1/3）は除く

◆ サービス
利用できる場所
フリースペース
（本庁舎１階くつろぎ広場）
（本庁舎４階パノラマラウンジ）

情報コーナー
（本庁舎１階くつろぎ広場）
コピー機
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利用内容
【１階くつろぎ広場】
・無料公衆無線 LAN（Wi-Fi）の利用ができます。
・パーテーションで区切って利用できます。
【４階パノラマラウンジ】
・北アルプスを眺めながら打合せ等ができます。
・飲料の自動販売機があります。
【注意事項】
・パーテーション使用後は、元の位置に戻してください。
・市民活動団体以外の方も利用できるスペースです。譲り合って利用してください。
・フリースペースは、土日祝日も利用できます。
・市民活動サポートセンター情報コーナーがあり、行政情報に加え、市民活動団体情報
や助成金情報など幅広い情報をそろえています。
・１階くつろぎ広場にコイン式のコピー機があります。
10 円/枚（白黒 A4・A3）、20 円/枚（カラー A4・A3）

市民活動サポートセンター通信

コピー機

情報コーナー
フリースペース
報道機関のメール棚

印刷機

会議室利用（予約制）

・地域活動に伴う会議、講座、集会又は催し等に必要な資料等の作成にご利用いた
だけます。
・２階４番窓口で申し込みをしてください。
・用紙は各団体でご用意ください。
【料金】
・マスター：30 円/枚（原稿１枚あたり１枚）
・インク：（A4・B5）0.5 円/枚 （A3・B4）1 円/枚
・休日（年末年始を除く）に限り大会議室東、大会議室西、会議室 401、会議室
402 及び会議室 403 を利用できます（要予約）。
・市民活動団体は、利用料金が減免されます。
・予約等については、市役所開庁時に財産管理課または市民活動サポートセンター
までお問い合わせください。
・利用料金
種別

１時間当たりの使用料
（冷暖房使用料を含む）

大会議室東

600 円

大会議室西

400 円

会議室 401

320 円

会議室 402

250 円

会議室 403

250 円

※プロジェクター等も有料で貸出できますので、ご相談ください。

◆ 登録団体向けサービス
サービス
市民活動サポートセンターのホームペー
ジに団体情報を掲載
市民活動サポートセンター通信のお届け
チラシ等配布の支援
報道機関のメール棚

各種情報の提供

サービス内容
・登録団体の情報等を市民活動サポートセンターのホームページ（市役所ホームペー
ジ内）に掲載します。
・助成金や講座など市民活動に役立つ情報、市民活動団体のイベント情報等を掲載し
た通信をお届けします。
・本庁舎１階行政情報コーナーに団体のチラシを置きます。
・通信のお届けに併せ、希望があれば、団体のチラシ等を同封させていただきます。
・１階くつろぎ広場奥に報道機関用のメール棚があります。報道機関へ情報提供した
い場合、チラシなどを投函できます（報道機関によっては、長期間持ち出されない
場合もあります）。
・助成金情報や講習会等の情報をメールなどで配信します。

地域課題の解消に向けて

～市内全 83 区がセンターに登録～

安曇野市区長会を通じて、市内全 83 区がセンターに登録しま
した。地域課題が多様化・複雑化し、区だけでは解決が難しい課
題が山積しています。これからの地域づくりには、専門的なスキ
ルやノウハウをもつＮＰＯ法人や市民活動団体等との連携・協働
が欠かせません。地域課題の解決に向けて、センターがコーディ
ネートしますので、ご相談ください。
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みんなが主役ではじまる協働のまちづくり
～第２次「協働推進計画」が策定されました～
平成３１年４月から５年間を計画期間とする第２次「協働推進計画」が策定されました。この計画では、市民一
人ひとりが協働の意識を高め、主体的にまちづくりに参画できるよう、以下の事項に重点的に取り組むこととして
います。
①

協働に関する情報を収集・一元化し、情報を必要な方が必要な情報を得られる提供方法の工夫

②

あらゆる主体相互をつなぎ、多様な協働をつくり出す協働コーディネート機能の

の充実
③

協働のまちづくりを担う人財の発掘と活用

④

あらゆる主体が自立した市民活動の継続に必要な支援の充実

⑤

市民一人ひとりの協働の意識づくりと主体的な市民活動の促進

また、第２次「協働推進計画」では、実施体制の欄を設け、市民活動サポートセンタ
ーの役割を明確にしました。詳しくは、センターの情報コーナー、市ホームページ等で
ご確認ください。

今年の講座テーマは「つながりから生まれる協働のまちづくり」
協働を担う主体（市民活動団体、区など自治会、企業、教育機関など）が自立し持続可能な公益事業の推進が図
れるように支援するため、また、市民一人ひとりが協働を理解し、まちづくりの主役であることの意識を高め行動
につなげる機会とするため、ＮＰＯセミナーを開講します。どなたでも聴講できます。ふるってご参加ください。
回

日

時

テーマ（内容）

講師

地域課題と解決のための協働
地域課題が多様化・複雑化し、それぞれの主体（市民活動
第1回

5 月 11 日（土）9:30～11:30

団体、区など自治会・・・）だけでは解決できなくなってき
ており、「協働が」必要となっています。
○地域が抱えている課題

堀内

泉さん

（NPO 法人
えんのわ）

○協働とは？

社会貢献と地域とのつながり
市民活動を行っていく（ミッションを実現していく）うえ
第2回

7 月 14 日（日）9:30～11:30

で、地域とのつながりは欠かせません。
○社会貢献のための市民活動とそのミッション
○地域とのつながり

○市民活動団体と区など自治会と

山田

勇さん

（NPO 法人
えんのわ）

の協働（連携）
第3回

9 月 14 日（土）9:30～11:30

ワークショップ
「つながりから生まれる協働のまちづくり」
NPO からの発信～広報～
効果的に相手に伝える（共感を得る）ことは、市民活動を

第4回

11 月 9 日（土）9:30～11:30

継続していくうえで大事なことの一つです。
○何を伝える

○誰に伝える

○どこで伝える

大塚

佳織さん

（NPO 法人
えんのわ）

○どうやって伝える
活動を継続させるための資金調達
市民活動を持続し、自立した運営をしていくには、資金調
第5回

1 月 11 日（土）9:30～11:30

達が欠かせません。
○NPO に必要なマネジメント
○具体的な資金調達の方法

＊
＊
＊

○資金作りのポイント

○活動の輪を広げるために

山田

直美さん

大塚

佳織さん

（NPO 法人
えんのわ）

各回とも、会場は安曇野市役所です。
申し込み不要、参加費無料です。各回ごとに参加できます。
センターでは、この他、交流会等の開催を予定しています。
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市民活動サポートセンター通信

イベント情報

＊登録団体等の情報を掲載します。センターまでお寄せください。
＊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。

第 15 回あづみの公園早春賦音楽祭
■日時 ５月４日（土）10:00～16:00 ■場所 国営アルプスあづみの公園【堀金・穂高地区】 ■入場 無料（無料入園日）
■主催 第 15 回あづみの早春賦音楽祭実行委員会 ■内容 ゲストステージ（まり子）、吹奏楽の祭典、公募ステージ、音楽フ
リー広場他 ■問い合わせ アルプスあづみの公園 堀金・穂高管理センター（TEL 71-5511）
第 56 回童謡まつり
■日時 ５月５日（日）9:30～（開場 9:00） ■場所 豊科公民館大ホール ■参加費 無料
■主催 童謡祭り実行委員会 ■内容 第 38 回作詞作曲コンクール表彰、同 最優秀曲発表、地元演奏（豊科地域認定こども
園・堀金小学校合唱部 他）、招待演奏他 ■問い合わせ 豊科公民館（TEL 72-2158）
心と体の健康 ヒーリング（気功整体）講座
■第 274 回 ５月 11 日（土）①10:00～12:30 ②13:30～15:30 明科公民館 ■第 275 回 5 月 22 日（水）10:00～
12:30 穂高地域福祉センター ■講師 吉井法雲氏 ■主催 イルカヒーリングクラブ安曇野＆松本 ■参加申し込み・問い
合わせ 伊藤（TEL090-7401-1174）
安曇野さんぽ市
■日時 ５月 18 日（土）・19 日（日）10:00～17:00（19 日は 15:00 まで） ■場所 穂高交流学習センターみらい
■主催 安曇野さんぽ市実行委員会 ■内容 しごとの交流、「すてる神あればひろう神あり」、手作り品展示販売、おはなし会
他 ■問い合わせ クラフトショップ安曇野（TEL 88-5563）
2019 山岳フェスタ
■日時 ５月 18 日（土）・19 日（日）10:00～17:00 ■場所 安曇野スイス村サンモリッツ ■入場料 無料
■主催 安曇野市山岳観光推進実行委員会 ■内容 山岳講座、山岳観光等ＰＲブース他 ■問い合わせ 安曇野市山岳観光推進
実行委員会事務局（TEL 71-2000）
信州花フェスタ 2019 里地・里山ガイドウォーク
■日時 ５月 19 日（日）8:30～14:00 ■集合 国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区「穂高口」 ■定員 20 人
■申し込み ～5 月 16 日（木） ■参加費 1,500 円（昼食、入園料、資料代） ■主催 第 36 回全国都市緑化信州フェア実
行委員会 ■問い合わせ ライフポート安曇野内 安曇野ふるさとづくり応援団 宮崎（TEL81-1325）
第 6 回安曇野市議会報告会
■日時 ５月 22 日（水）①13:30～ ②19:00～ ■場所 豊科交流学習センターきぼう多目的交流ホール
年 3 月定例会の報告 ■問い合わせ 議会事務局（TEL71-2156）

■内容

平成 31

第 4 回安曇野ドリンクフェスタ
■日時 ５月 25 日（土）10:00～16:00 ■場所 安曇野市役所東玄関周辺 ■主催 安曇野ドリンクフェスタ実行委員会
■内容 安曇野地域の水を原料とした飲み物大集合！ ■問い合わせ 安曇野ドリンクフェスタ実行委員会（TEL72-2223）
安曇野歴史サロン 5 月例会 「安曇氏と仁科氏門葉衆」
■日時 ５月 25 日（土）13:30～15:00 ■場所 安曇野市穂高会館第 2 会議室
（資料代） ■主催 安曇誕生の系譜を探る会
■問い合わせ 安曇誕生を探る会 川崎（TEL090-5779-5058）

■講師 丸山楽雲氏

■参加費

500 円

第 34 回安曇野早春賦音楽祭＝本ステージ＝
■日時 ５月 26 日（日）13:30～ ■場所 穂高交流学習センターみらい ■入場料 前売り 500 円・当日 800 円（小・中・
高校生無料） ■主催 早春賦音楽祭実行委員会 ■内容 小中学校合唱部、ゲストステージ他 ■問い合わせ 早春賦愛唱会
（TEL82-7290）
つなごう日本 山人・里人の詩 2019・なみえ 絆フェスティバル
■日時 ５月 26 日（日）14:30～ ■場所 安曇野市三郷公民館講堂 ■入場料 1,500 円（中学生以下無料） ■主催
野さんろーど ■出演 浅間温泉火炎太鼓、浪江物語語り部他 ■問い合わせ 塚田（TEL77-8760）

登録団体募集

安曇

安曇野市市民活動サポートセンターでは、センターに登録していただける団体等を常時募集しています。
より多くの団体等に登録していただき、各種事業を展開していきます。登録していただくと各種まちづくり情報をお届け
いたします。是非ご登録をお願いいたします。

安曇野市市民活動サポートセンター
住所
電話

〒399-8205 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
0263-71-2013

E-mail kururin@city.azumino.nagano.jp
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開館時間
休所日

午前８時３０分～午後５時１５分
毎週土・日曜日、祝日
年末年始 １２月２９日～１月３日

