平成27年度 地域発 元気づくり支援金 事業実施結果（長野地域）
１ 地域協働の推進に関する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

1 手作り普請協働事業

須坂市

地域のみちづくり支援
坂城町
2
事業

3 おてんま支援事業

高山村

4 小型除雪機貸与事業 高山村

5 手づくり農村支援事業 信濃町

住民主体のみち直し
6
事業

評

うち
支援金額

号

信濃町

道路・水路愛護精神の高揚、地域環境の向
上と地域住民の交流促進を図るため、住民参
加により道路、水路の整備を行う。

地域の住環境整備の促進と住民協働活動の
推進を図るため、住民参加により道路の整備
を行う。

住民と行政が一体となった活力ある協働の村
づくりを進めるため、地域住民により水路・道路
の改修や補修を実施する。

中山間地域の生活道路や通学路を住民の
協力により除雪し、通行の安全確保を図るとと
もに、住民協働の推進を図るため、村所有の
除雪機を地元地区に貸与し、村道の除雪を行
う。

農村地域の自立促進と地域の連携強化を促
すため、住民協働で用排水路、農道の整備を
行う。

良好な生活環境の保全と住民協働のまちづ
くりを推進するため、町が原材料を支給し、住
民の労務提供により道路の整備を行う。

1,200,000

維持補修等が必要な道路や水路が整備される
600,000 とともに、住民が協力して作業をすることを通して
地域協働が推進された。

1,606,855

地域内の生活道路が整備されるとともに、住民
803,000 が協力して作業をすることを通して地域協働が
推進された。

1,373,236

地域内の生活道路や水路が整備されるととも
915,000 に、住民が協力して作業をすることを通して地域
協働が推進された。

1,550,016

中山間地域における冬期間の通行の安全が
1,033,000 確保されるとともに、住民が協力して除雪するこ
とを通して地域協働が推進された。

2,952,624

地域内の用排水路や農道が整備されるととも
1,968,000 に、住民が協力して作業をすることを通して地域
協働が推進された。

1,516,968

維持補修等が必要な道路や水路が整備される
1,000,000 とともに、住民が協力して作業をすることを通して
地域協働が推進された。

事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

7 原材料支給事業

8 みんなで道こせ事業

評

うち
支援金額

号

飯綱町

小川村

地域協働の推進を図るため、町が原材料を
地元自治会等に支給し、地域住民が道路の維
持修繕を行う。

公民協働の地域づくり・村づくりを推進すると
ともに、道路整備に係る経費の節減、住民の
利便性の向上を図るため、村が資材を提供
し、住民の労務提供により道路整備を行う。

昭和通りよりＪＲ長野駅側の中央通りの賑わい
を創出するため、善光寺御開帳に合わせ、「街
ＮＡＧＡＮＯアート・
なか美術館」と称して、子供たちによるオブジェ
NAGANOアート・プロ
プロジェクト実行委
9
の作成や、「ベジフルフラワー」の体験教室な
ジェクト実践事業
員会（長野市）
どの催しを行う。

「信州高山 一茶俳句
10 カルタ」作成及び活用 高山村
事業

村の文化資源の価値に対する村民意識の向
上と村の活性化を図るため、村ゆかりの小林一
茶の俳句を題材としたカルタを、一般公募や
村民参加により作成し、村の公共施設等でカ
ルタ大会等を開催する。

旧千曲市更級郡の地域である「さらしな」の
古代から都人の憧れ
魅力を地域で共有し交流を深めるため、ブログ
だった「さらしな」の地 さらしなルネサンス
やSNSなどを埋め込んだホームページを制作
11
名を生かした地域づく （千曲市）
し情報発信する。
り事業

5,221,185

地域内の生活道路が整備されるとともに、住民
3,000,000 が協力して作業をすることを通して地域協働が
推進された。

5,145,615

地域内の生活道路が整備されるとともに、住民
3,000,000 が協力して作業をすることを通して地域協働が
推進された。

452,399

昭和通り～長野駅間の中央通りでイベントを行
うことにより表参道全体の賑わいが創出されたほ
322,000 か、商店街や参加者の親子等地域住民が協力
して作業をすることを通して地域協働が推進され
た。

757,915

村ゆかりの俳人である小林一茶を題材とした、
住民協働によるカルタの作成等を通じて、住民
434,000
の地域に対する愛着が深まるとともに、村民の文
化意識の向上が図られた。

480,740

地域住民が地域の魅力をホームページで発信
360,000 する場を整備することにより、郷土愛の醸成と地
域間交流が図られた。

２ 保健、医療及び福祉の充実に関する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

子育ての不安や悩みを抱える親を支援する
ため、ボランティアが定期的に家庭訪問をし、
傾聴と支援を行う「ホームスタート」を実施する
事業。訪問ボランティアの活動をマネジメント
する“オーガナイザー”及び訪問ボランティアを
養成し、訪問活動を行う。

2,086,198

障害者が困ったときに周囲に支援を求める
手段として、名前、連絡先、求める支援等を記
ヘルプカードの推進
須高地域自立支援 載した「ヘルプカード」を作成し、障がい者へ
13 による福祉のまちづく
協議会（須坂市） 配布するとともに、「ヘルプカード」と障がい者
り事業
への理解を深めてもらうため、リーフレット等を
作成し啓発を行う。

667,548

特定非営利活動法
訪問型子育て支援事 人 ながのこどもの
12
業
城いきいきプロジェ
クト（長野市）

「タオルＤＥエクササイ
14 ズ」普及による運動習 高山村
慣定着化促進事業

評

うち
支援金額

号

職員が考案したタオルを使った健康体操を、
運動習慣定着化につながる体操として地域に
普及し村民の健康づくりを推進するため、体操
の図解をプリントしたタオルや体操のＤＶＤを
作成し、各地で行う健康づくり講習会やイベン
ト等に出向いて健康体操の普及活動を行う。

障がい者と地域住民の交流を通じて、障がい
者理解の増進を図るため、団体のマスコット
社会福祉法人長野
キャラクターを住民協働によりデザインし、障が
「ゆるキャラ」を活用し
県社会福祉事業団
15
い者福祉施設の自主製品販売会や地域交流
た地域交流事業
（長野市）
のイベント等で活用する。

地域で子育てを行う意識の醸成が図られるとと
もに、孤立感を感じていた利用者が孤立感の解
消を感じているなど、親の心の安定と子育て意
567,000
欲の向上につながった。平成28年度以降は長
野市において予算化され市の事業として実施し
ていく。
障がい者が支援を必要とする際周囲から支援
を受けることが容易になり、福祉の向上が図られ
るとともに、リーフレットの配布や小中学校におけ
500,000
る寸劇での啓発活動等により、ヘルプカードの
意味と障がいに対する理解が深まった。

699,300

作成したタオル等を活用し各地のイベントに併
せて健康体操を普及することで、村民の健康へ
426,000
の意識向上が図られるとともに、運動習慣の定
着化が期待できる。

1,533,230

住民協働によりデザインされたマスコットキャラ
クターが障がい者福祉施設主催のイベントに参
加することにより、地域の障がい者理解への意識
528,000 の醸成が図られた。平成27年度中はキャラク
ターの活用について地域のイベント等へ参加す
ることができず、事業効果の広がりに課題があっ
た。

３ 教育及び文化の振興に関する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

子ども発 須坂の宝発
16 掘事業～須坂市を
須坂市
知る・深める・広げる～

日本画をテーマにした
17 芸術とのふれあい創 千曲市
出事業

中学生グローバル体
18 験合宿（自ら学び、自 小布施町
らチャレンジ）

評

うち
支援金額

号

子ども達の地域への愛着と誇りを醸成するた
め、小中学生から地域の自然や文化の良さを
募集し、優秀作品を映像化して子ども達の地
域学習等に活用する。

千曲市の文化・芸術の振興を図るため、千曲
市出身の日本画家の展覧会とその作品をテー
マとした室内楽演奏会、画家による中高生等
を対象としたギャラリートークや子どもが参加す
るワークショップを開催する。
活力のあるまちづくりの推進を図るため、小
布施町の中学生を対象に、海外留学生や外
国語が話せる大学生などを講師としたセミナー
やワークショップなどを行う２泊３日の体験合宿
を開催する。

障がいの有無にかかわらず誰でも生きがいを
持って暮らせる地域づくりと、生きがいとしての
文化活動の振興を図るため、障がいを持ちな
ダウン症の天才書家
がらも活躍している書家の作品展覧会を開催
19 「金澤翔子」の歩みと 高山村
し、書家の母親を講師とした講演会の開催と、
障がい者交流事業
障がい者等と書家親子との交流の場を設け
る。
スポーツを通じ地域の連帯感の醸成や他地
特定非営利活動法 域との交流による地域の活性化を図るため、小
「長野からJ１へ」応援 人長野スポーツコ 学生・中学生・高校生混成のサッカークラブを
20
隊事業
ミュニティクラブ東 結成し、幅広い年代を一緒に指導するための
講習会や地域住民を対象とした講演会等を行
北（長野市）
う。

善光寺門前の文化を活用し地域の活性化を
特定非営利活動法 図るため、善光寺周辺の地元住民が普段訪れ
門前で学ぶ！門前を
人長野門前創造会 る機会の少ない善光寺宿坊、店舗などを開催
21
学ぶ！“門前カレッジ”
場所とした、体験講座を開催する。
議（長野市）

560,060

子ども達が自然や文化など地域の良いところを
探すことで、子ども達の郷土愛の醸成が図られる
420,000
とともに、歴史や行事等を地域の大人から学ぶこ
とで世代間交流や地域間交流が促進された。

4,000,063

市内に大きな美術館のない千曲市において、
日本画の展覧会やギャラリートークなどを実施し
たことにより、市民の文化・芸術意識の醸成が図
2,359,000
られるとともに、市内音楽団体や教師などの住民
と協働で事業を実施したことにより、地域協働が
推進された。

824,432

413,000

体験合宿を通じて海外留学生などとの交流を
経験した中学生が、将来その感性を生かしたま
ちづくりや地域活性化の担い手となることが期待
できる。

1,223,000

障がいを持つ書家による作品展覧会と書家親
子と村内の障がい者とその家族との交流により、
障がいや障がい者に対する村民の理解が深ま
745,000
り、誰でも生きがいを持って暮らせる地域づくり
への意識の醸成と、村民の文化意識の向上が図
られた。

593,360

異年齢混成のサッカークラブの活動や講演会
等を行うことで、スポーツを通した地域の一体感
400,000
の醸成が図られるとともに、高校生が小学生を指
導するなど地域住民の交流が促進された。

845,709

地域住民が講師となり、善光寺門前を開催場
所とした体験講座への参加を通じて、住民の地
517,000 域への愛着が深まるとともに地域の交流が促進
された。

事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

評

うち
支援金額

号
味噌の良さを学ぶ機会を提供し、健康で元
気な子供たちを育てるため、味噌製造会社や
食育団体などと連携して、「味噌汁フォーラム」
「味噌ボールづくりワークショップ」「味噌仕込
み体験イベント」を開催するとともに、味噌汁に
関する市民アンケートを実施する。

950,535

次世代に対する食育が推進され、健康長寿に
対する意識の醸成が図られた。味噌作り企業か
635,000
ら賛同が得られ、次年度事業の開催にむけて、
協働体制づくりができた。

488,392

参加者が米作りを通して食の大切さを体験する
ことにより、食育が推進されるほか、米作りの継承
338,000 を行うことで耕作面積の拡大による棚田の保全
が図られ、農業の振興につながることが期待でき
る。

3,400,000

地域住民が参加して制作した能舞台を活用し
2,260,000 た能公演やお肴謡教室の開催により、地域協働
の推進と地域の文化意識の向上が図られた。

市内外の交流を通じて長野市の文化芸術活
動を一層振興するため、市民芸術会館開館の
特定非営利活動法 プレイベントとして、ワークショップ形式により製
人 響つないで長 作したよしもとふるさと劇団の演劇作品を長野
野市民フェスティバ 市と松本市で公演するとともに、音楽、舞踏、
ル（長野市）
落語など様々なジャンルのアマチュアの発表
会を県内各地で開催する。

4,691,877

地域で活躍する様々な分野のアマチュアの発
表会を各地で開催することにより、県内の文化・
1,702,000 芸術活動の文化・芸術意識の醸成につながると
ともに、幅広い世代の舞台参加により、世代間交
流が推進された。

健康長寿のための土台作りとなる食育を推進
信州地場食材と薬草
ボタニカルウェルネ するため、薬膳レシピ本やＤＶＤを作成すると
26 を活用した食育プログ
ス（長野市）
ともに、親子で参加する薬膳教室を開催する。
ラム事業

1,994,430

信州地場野菜や信州産の薬草を使用した食
1,495,000 育を推進することにより、住民の健康づくり意識と
郷土愛の醸成が図られた。

1,467,434

体験会・指導会を実施するとともに、スラックラ
インパークの整備を行い人が集まる拠点を形成
993,000
することにより、住民の健康意識の向上とスポー
ツによる地域活性化が図られた。

575,622

ワークショップを開催し作品を街中に展示する
ことにより町の文化・芸術活動の活性化が図られ
431,000
るともに、幅広い年代層が参加することにより世
代間交流が促進された。

信州発！一杯の味噌 ながの協働ねっと
22
汁プロジェクト事業
（長野市）

23

お米づくりを通した食 芋井田んぼの会
育と棚田の保全事業 （長野市）

棚田の風景を保存し、米の栽培を通して子
供達へ食育を行うため、米作りに必要な機材
を保管する物置や草刈り機、テントなどを購入
し、近隣の幼児との交流を行う。

伝統芸能である能の普及による地域文化の
継承やおもてなしの心の醸成を図るため、住
北信流お肴謡地域伝 おぶせ能実行委員 民参加による能公演を開催するための能舞台
24
を住民協働により製作するとともに、お肴謡教
承普及事業
会（小布施町）
室を開催する。

平成27年度「響つない
で」長野市民フェス
ティバル長野市芸術
25
館 開館 プレイベント
「響つないでカウントダ
ウン・フェスティバル」

老若男女問わず楽しめるスラックラインの普
及により地域活性化を図るため、スラックライン
スラックライン施設によ
小布施スラックライ
パークの整備を行うとともに、スラックライン体
27 る教育、文化の振興に
ン部（小布施町）
験会・指導を行う。
関する事業

日常に美術を浸透さ
小布施町の文化・芸術活動の振興を図るた
せるアートワークショッ 株式会社松葉屋本 め、大人から子どもまで参加できるアートワーク
28
プ教室「小布施美術 店（小布施町）
ショップを開催し、街中に作品を展示して啓発
部」
を行う。

４ 安心・安全な地域づくりに関する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

須坂市民防災力向上
須坂市
29
事業

地域防災力の強化を図るため、公共施設や
商業施設等に掲示するための洪水土砂災害
ハザードマップを作成するほか、防災講演会
の開催と、地区の地域防災マップを作成する。

危険箇所を再認識して自主避難体制の確認
や強化を図ることで地域防災力を向上させる
特定非営利活動法 ため、無人航空機による空撮と現地踏査による
住民参加型の土砂災
人ecology＆eco- 地形・植生などの現状把握を行うとともに、自
30 害に負けない集落づく
lives信州
（長 然観察会を組み込んだ危険箇所の見学会や
り
野市）
空撮写真を活用したワークショップを開催し防
災マップを作成する。
地域防災に対する自助・共助の意識を醸成
し、消防団への理解を深めるため、消防団活
ふるさと信濃町の平和
信濃町消防団（信 動と地域のつながりを中心テーマとした映画の
31 は俺たちが守る！事
上映会を開催し、自主防災組織の事例発表と
濃町）
業
トークセッションを行う。

主に地域の防火用に使用している給水施設
を維持するため、老朽化した給水管を住民協
みんなで掘れほれ水 稲荷水道組合（小
働により改修するとともに、消火栓を使用した
32
道管布設替事業
川村）
消火訓練等を行う。

33 除雪機貸与事業

評

うち
支援金額

号

千曲市

中山間地域の生活道路の除雪、安全の確保
を住民協働で行うため、小型除雪機を貸与す
る事業。坂が多く除雪作業に手間取る地区に
貸与を行うため除雪機を整備する。

市民の防災意識を向上させ地域防災力の強
化を図るため、危険箇所、要注意箇所を多く
地域特性に配慮した
抱える城腰地区において、危険箇所や避難場
34 住民主導型土砂災害 千曲市
所を確認する住民懇談会を開催するとともに、
警戒避難体制づくり
住民主体となって地域の防災マップを作成す
る。
長野駅から善光寺までにおける、障がい者
や高齢者の安心・安全な観光を図るため、既
ながのユニバーサル 特定非営利活動法 存のトイレと歩道の情報を掲載したアプリを、件
35 観光マップアプリ制作 人 ヒューマンネッ 数を増やし写真を付記して更新するほか、近
事業
トながの（長野市） 隣のトイレまでの距離を掲載したトイレマップを
作成する。

1,098,826

商業施設等へのハザードマップ掲示により市
来訪者に避難場所等の周知が図られ、市の安
879,000 全性が向上するとともに、講演会及び地域防災
マップの作成により、市民の地域防災意識の向
上が図られた。

1,304,800

危険箇所等の情報共有や傾斜のきつい土地
柄の中で高齢者が災害から逃げやすいように初
期避難場所を設定することにより地域防災力の
1,043,000
向上につながったほか、自然観察会等で地域の
魅力を再確認することにより、住民の郷土愛の醸
成が図られた。

689,720

参加者が映画の感想や地域防災について話
し合うことで地域防災意識が高まるとともに、消防
団活動の必要性に対する理解が深まった。ま
509,000 た、中学生を対象とした上映・話し合いを行うこと
で、子ども達が将来地域を支えていこうという意
識の醸成が図られた。

1,477,761

地域住民自らの手により水道管の布設替を行
い、改修した水道管につながる消化栓を利用し
949,000
た消火訓練を行うことにより、地域の一体感の醸
成や、防災意識の向上が図られた。

3,780,000

生活道路の冬期間の通行の安全が確保される
1,890,000 とともに、住民が協力して除雪することを通して
地域協働が推進された。

地域住民が危険箇所・要注意箇所、過去の災
害を確認しながら自主避難基準を検討すること
により、住民主導型の土砂災害警戒避難体制が
整備され、地域防災力の向上が図られた。

395,810

303,000

816,063

障がい者の意見を取り入れて製作するアプリ
や、トイレマップを市営トイレ等に掲載することに
609,000
より、障がい者や高齢者の安全な外出が促進さ
れ、福祉の向上が図られた。

５ 環境保全及び景観形成に関する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

戸隠古道、指導標整
36
備事業

戸隠地区内遊歩道の安全な利用を図るた
一般社団法人 戸 め、利用者が理解しやすいようにデザインを統
隠観光協会（長野 一した指導標を住民協働により建て替え、及
び新設する。
市）

歴史的資産を有効活用するため、旧長野電
鉄河東線の軌道敷地内に住民協働で遊歩道
河東線記念公園整備 河東線記念公園運 や鉄道の歴史を伝える案内看板を整備すると
37
事業
営協議会（須坂市） ともに、電気自動車による鉄道レールでの乗車
体験や鉄道写真展などのイベントを開催する。

長野市信更町涌池地区の住民交流の活性
化を図るため、市から無償譲渡された消防小
多目的ハウスと来訪者
地縁団体涌池地区
屋を多目的ハウスに再生整備するとともに、周
38 用拠点スペース整備
（長野市）
辺駐車場を住民協働により整備する。
事業

真田信之生誕450年
39 記念事業（「真田丸」
松代プロジェクト）

評

うち
支援金額

号

真田信之生誕450年を記念し、ＮＨＫ大河ド
ラマ「真田丸」をテーマに地域の活性化を図る
特定非営利活動法
ため、住民協働により、大河ドラマとリンクした
人 夢空間松代の
真田信之・小松姫の冊子の製作やウォーキン
まちと心を育てる会
グマップ作成等を行うとともに、真田家の家族
（長野市）
愛をテーマとした展覧会等を開催する。

687,140

統一デザインの指導標を住民協働で設置する
ことにより、住民協働が推進されるとともに、遊歩
382,000
道の安全性が向上し観光誘客が図られた。

1,731,240

住民協働により軌道跡地内に遊歩道を整備す
ることで、歴史的資産の有効活用が図られるとと
1,110,000
もに、地域住民の利便性の向上、地域の一体感
の醸成が図られた。

1,735,601

地域住民自らが作業を行い、住民の憩いの場
となる多目的ハウスと周辺駐車場を整備すること
718,000
により、住民協働が推進されるとともに、地域交
流の促進が図られた。

1,921,257

地域住民が参加し冊子、ウォーキングマップの
作成や、展覧会等を開催したことにより、地域一
1,234,000 体となったまちづくり意識の醸成が図られるととも
に、NHK大河ドラマ放映を契機とした観光誘客
が図られた。

６ 産業振興及び雇用拡大に関する事業
（１）特色ある観光地づくり
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

むら歩きガイドマップ
40 ＆ボランティアガイド
育成事業

高山村

花を楽しむ・飯綱町花
飯綱町
41
めぐり事業

村内の豊かな自然環境を活用し観光誘客を
図るため、村内の観光地を巡る、散策・トレッキ
ングコース等のガイドマップを作成するととも
に、住民によるボランティアガイドを育成する。

町の活性化を図るため、花の名所マップと地
域のイベント情報等を記載したチラシを作成す
るほか、開花時期に周遊バスを走らせる。利用
者を対象にアンケートを実施し、今後の周遊バ
スの運行に活用していく。

御開帳に訪れる観光客の善光寺界隈等での
滞在時間を拡大するため、これまであまり知ら
「善光寺ゆかり、隠れ 特定非営利活動法
れていない魅力的なスポットをコースとして設
42 たるパワースポットめぐ 人 長野都市経営
定したパンフレット、リーフレット、ホームページ
り」事業
研究所（長野市）
を作成するとともに、地域住民向けの体験ツ
アーとワークショップを開催する。

長野市篠ノ井の古建築を保護し観光に活用
篠ノ井の古建築調査 篠ノ井史跡等ボラ
するため、住民協働により古建築調査、マップ
43 による文化財の保護・ ンティアガイド会
等の作成を行い、現地見学会を開催する。
活用事業
（長野市）

新幹線延伸を契機として、長野と金沢の交流
促進による観光誘客を図るため、善光寺門前
新幹線延伸後の金沢
特定非営利活動法
の施設を活用して、長野・金沢それぞれのパ
との民間交流「長野金
人長野門前創造会
44
ネリストが参加するトークセッションを開催す
沢交流セッション」
議（長野市）
る。

ガレットの普及・振興
45
事業

評

うち
支援金額

号

ガレットのブランド化を推進し特色ある観光地
づくりを図るため、県内各地の宿泊飲食店を対
信州ガレット振興会 象とした調理講習会を開催するほか、長野県
産の素材を活用したガレットレシピコンテスト、
（長野市）
講演会、試食会等を開催する。

474,000

1,252,800

3,738,880

1,132,008

地域ボランティアガイドを養成するとともに、作
成したガイドマップを活用し村の魅力を発信する
318,000 ことにより、観光誘客が図られるとともに、地域住
民が地元の魅力を再確認することができ、郷土
愛の醸成が図られた。

ボランティアガイド団体によるバス内の観光案
内や周遊コースに地域住民のイベントを組み込
907,000
むことで、町内のおもてなし意識が向上するとと
もに、観光振興が図られた。

善光寺界隈での観光コースを設定することによ
り地域の魅力向上につながるとともに、観光客の
1,650,000 滞在時間の延長が図られ観光振興が推進され
た。

地域住民が古建築を調査して保護活動を行う
ことにより、地域の新しい観光資源の掘り起こし
380,000 ができたほか、地域の文化意識の向上につな
がった。

454,800

テーマごとに長野・金沢の同じ分野に関心を持
つ参加者が交流することにより、参加者同士でイ
326,000
ベントの共同開催をするなど新たな事業が生ま
れ、交流人口の増加が図られた。

3,915,209

宿泊飲食店向けの調理講習会やレシピコンテ
スト等でそば粉の新しい活用法を普及することに
2,449,000
より、信州の新たな特産品の認知度向上につな
がり、観光誘客が図られた。

事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

外国人旅行者にやさ
しい長野県北部・新潟 北信濃観光連盟
46
県上越地域広域観光 （長野市）
PR事業

善光寺御開帳2015
ウェルカム長野
47 日本一の門前町大縁 2015実行委員会
日
（長野市）

北陸新幹線金沢延伸を契機に、外国人旅行
者に長野県北部・新潟県上越地域が多様性
に富んだ周遊観光地域であることをＰＲするた
め、英語表記の広域観光マップを作成し、海
外での旅行フェアや首都圏などでの誘客促進
活動で活用する。
観光客の滞在時間を長くし、消費の拡大を
図るため、市民総参加による賑わいとおもてな
しの環境づくりとして、門前文化を発信するイ
ベントを開催するとともに、来訪者が安心してま
ち歩きを楽しむことができるよう“お休み処”や
ガーデンパラソルを設置しておもてなしを行う。

外国人観光客の増加に対応するため、英語
版の温泉街の街歩きガイドマップを作成し、地
インバウンド用（英語 戸倉上山田カラコ
域の旅館、国内外の観光案内所等に配布す
48 版）街歩きガイドマップ ロにぎわい協議会
る。またWEBサイトを作成し、Podcastを用いて
の作成
（千曲市）
英語による音声案内を行う。

桜の季節に立屋・番所の桜に多くの観光客
を集客し観光の振興を図るため、専門家の指
立屋・番所の桜 ライト 立屋・番所の桜を
導のもと、「幻灯」によるライトアップを地元住民
49
アップ事業
愛する会（小川村）
参加により実施する。

長野市と上田市の連
50 携による周遊観光推
進事業

評

うち
支援金額

号

長野市

大河ドラマ「真田丸」の放映をきっかけとして
長野市と上田市の広域連携を推進し周遊観光
を図るため、真田宝物館等にてガイドツアーの
実施、映像コンテンツの整備等を行うとともに、
松代・上田間をつなぐシャトルバスを運行す
る。

松代を訪れる観光客の滞在時間の延長を図
松代町の体験コンテン エコール・ド・まつし るため、長野市の文化財である「文武学校」に
51
ツの育成
ろ倶楽部（長野市） おいて琴や弓道、茶道など日本文化の体験プ
ログラムを開催する。

3,290,972

長期滞在の傾向がみられる外国人旅行者に対
し、視覚効果に優れた観光マップにより周遊観
2,468,000
光地域としての魅力を効果的に発信することによ
り、周遊の促進など観光振興が図られた。

8,499,783

地元商店街やボランティア参加など地域住民
が一体となって善光寺御開帳に取組むことによ
6,358,000
り、賑わいの創出につながるとともに、住民協働
が推進され地域の活性化につながった。

1,411,500

温泉街の商店、旅館等が協働でガイドマップを
作成したことで地域のおもてなし意識の醸成が
920,000 図られるとともに、Podcastを用いた英語の案内
で外国人観光客の利便性が向上し、観光誘客
が図られた。

608,648

地元住民の参加により村の桜に特徴的なライト
アップを行うことにより、住民協働が推進されると
394,000
ともに、賑わいの創出による観光振興が図られ
た。

6,685,280

広域連携によるガイドツアーの実施やスタンプ
ラリー、映像コンテンツ等を整備することにより、
4,630,000 周遊観光地域としての魅力向上が図られ、NHK
大河ドラマ放映を契機とした観光誘客が促進さ
れた。

3,508,651

地域住民が講師を務めることにより住民協働が
推進されるとともに、旅行客の滞在時間の延長
が図られ、NHK大河ドラマ放映を契機とした観光
2,063,000 誘客が促進された。平成28年度には琴、茶道、
古武道を組み合わせ武家社会の作法をたしな
むことができる新企画を実施して伝統文化の継
承を図るなど、事業のひろがりが見られる。

事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

住民一体となって観光客を受け入れる体制
をつくり地域の活性化を図るため、住民による
松代町の歩きたくなる 松代観光推進機構 メッセージボード付き案内看板の設置をするほ
52
か、城下町風情を表現する統一暖簾の設置等
まちづくり事業
（長野市）
を行う。

ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」をテーマとして観
光振興を図るため、全国「真田家ゆかりの地」
「真田家ゆかりの地」
交流会・シンポジウム 松代観光推進機構 の関係者によるシンポジウム・交流会開催及び
53
上田城址真田家の史跡等を巡るモニターバス
の開催とモニターバス （長野市）
ツアーを実施する。
ツアーの実施

臥竜公園の桜による観光振興を図るため、公
園の約600本、23種の桜を紹介するガイドマッ
臥竜公園桜ガイドマッ 臥竜公園桜守りの
プを作成し、マップを活用した桜の講習会を開
54
プ作成事業
会（須坂市）
催する。

評

うち
支援金額

号

14,324,396

住民によるメッセージボード付き案内看板の管
理やのれんの設置により、地域のおもてなし意
6,959,000 識の醸成が図られるとともに、観光客が効率的に
目的地にたどり着ける案内看板の設置やまち歩
き事業の実施により観光誘客が図られた。

3,332,899

真田家ゆかりの地の関係者を集めたシンポジ
ウム等を開催し、あわせて真田家ゆかりの地であ
る松代をめぐるバスツアーを実施したことにより、
2,180,000
「ゆかりの地」同士の連携による交流人口の増加
につながるとともに、NHK大河ドラマ放映を契機
とした観光誘客が図られた。

615,000

公園内の桜人気投票を実施しその結果をマッ
プに反映するなど、貴重な桜の数々を紹介した
461,000 ガイドマップを住民協働によって作成することに
より、地域住民の郷土愛の醸成や観光振興が図
られた。

６ 産業振興及び雇用拡大に関する事業
（２）農業の振興と農山村づくり
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

55 農道協働整備事業

千曲市

農道の維持管理の軽減と作物の荷痛みの防
止を図るとともに、住民と行政が共に手を携え
て進めるまちづくりを推進するため、地域住民
の参加により農道の整備を行う。

耕作放棄地を活用し地域を活性化するた
め、栽培管理が容易なアマワラビを栽培する
特定非営利活動法
菜園を住民参加により整備をするとともに、栽
アマワラビ栽培による
人小田切オアシス
56
培講習会や小学生を対象としたワラビ刈体験
地域振興
（長野市）
教室などを開催する。

地域で生産された米の消費拡大を図るた
め、ポン菓子機を購入し地域や山村留学施設
玄米等のポン菓子製
根越時の会（長野
でのイベント等でポン菓子の提供・販売を行
57 造による余剰米等の
市）
う。
消費拡大事業

飯綱・戸隠山麓「花
58
豆」加工品開発事業

評

うち
支援金額

号

地域農産物のブランド化を通じて地域活性
特定非営利活動法 化を図るため、地元産の花豆を用いた新商品
人飯綱高原よっこ の開発を行うとともに、地域農産物の商談会を
行う。
らしょ（長野市）

5,816,101

地域内の農道が整備されるとともに、住民が協
2,898,000 力して作業を行うことにより地域協働が推進され
た。

1,107,838

地元住民と一体となって普及活動をすることに
710,000 より、地域協働の推進やワラビの栽培による耕作
放棄地の活用につながった。

593,056

地区の余剰米・穀物を活用して、地元をはじめ
近隣地区のイベントでポン菓子を販売することに
395,000
より、住民協働が推進されるとともに、中山間地
区同士の交流が促進された。

751,654

収穫祭の実施やカシスの新商品を開発しブラ
ンド化を図ることにより、生産者の意欲が向上し
513,000
農業振興が図られるとともに、地域の魅力向上
による観光振興が促進された。

６ 産業振興及び雇用拡大に関する事業
（３）森林づくりと林業の振興
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

きのこの生産技術とブランド力の向上をもっ
て地域活性化を図るため、生産施設の改良を
原木きのこのブランド お～い原木会（坂
行うとともに、通年販売を行うための乾燥きのこ
59
化推進事業
城町）
製造設備の導入を行い、レシピ集を作成する。

評

うち
支援金額

号

2,223,397

乾燥きのこ製造機の導入によるきのこの通年販
売が可能になるとともに、害菌対策の実施による
1,496,000 生産量の増加や、レシピ集の作成により若年層
の消費拡大が図られ、農業振興が推進された。

６ 産業振興及び雇用拡大に関する事業
（４）商業の振興
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

講

容

長野で美容を学ぶ学生の多くが卒業後県外
に流出している現状を変えるため、善光寺御
ナガノコレクションＨＡＩ
長野コレクション実 開帳に合わせファッションショーを開催すること
60 Ｒ－ＡＲＴ－ＫＩＭＯＮ
行委員会（長野市） により、学生に長野の魅力と美容業界への理
Ｏ２０１５
解を深めるとともに、観光都市長野を広くＰＲす
る。

評

うち
支援金額

号

6,106,695

若者のイベントステージへの参加等を通して長
野の美容業界の未来を担う人材育成が図られる
2,642,000 ほか、善光寺御開帳にあわせて実施することで
賑わいが創出され、観光振興による地域の活性
化が図られた。

６ 産業振興及び雇用拡大に関する事業
（５）その他地域の特色及び個性を生かした産業振興並びに雇用拡大に資する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

食のエンターテイメント
須坂市
61
発信事業

市の伝統野菜の知名度向上を図るため、収
穫体験・料理教室を開催し、参加者にSNSによ
り情報発信してもらうほか、伝統野菜のポス
ター等を作成しＰＲする。

地域資源の羊を活用し地域を活性化するた
「羊のまち 信州新町
め、キャラクターの製作、地元飲食店によるサ
未年だ～！ひつじ祭 ひつじ祭り実行委
フォークを使用した新メニューの開発・提供等
62
り！！」めん羊のまち 員会（長野市）
を行うイベント「ひつじ祭り」を開催する。
づくり推進事業

産業フェアin善光寺平 産業フェアin善光
63 2015『ロボット技術最 寺平実行委員会
（長野市）
前線』

応用範囲が広いロボット産業を通じた新たな
ビジネスチャンスを創出するため、産業フェア
特設コーナーで最新の技術展示、セミナー、
講演等を行うとともに、子ども達にものづくりへ
の関心を持ってもらうため、絵画コンクールや
親子ロボット教室の開催、見学会を行う。

台湾をターゲットに、峰の原高原への教育旅
行を誘致し地域活性化を図るため、外国語に
峰の原高原地域（須
峰の原高原観光協 よる教育旅行パンフレットを作成するとともに、
64 坂地域）のインバウン
台湾の旅行会社、教育関係者を峰の原高原
会（須坂市）
ド受け入れ事業
に招へいし、現地視察ツアーを行う。
千曲川流域の観光や産業の振興を図るた
め、千曲川地域ブランドフェアを開催する事
千曲川地域ブラン 業。27年度は千曲市で開催するフェアで新商
魅力発信「千曲川広
ドフェア実行委員 品を発表し、来場者に好評だったものを銀座
65
域ブランド」育成事業
NAGANO等で開催するイベントで紹介し、千
会（千曲市）
曲川ブランドの情報発信と販路拡大を図る。

屋代駅を利用した市
民交流拠点・千曲産
品や資源の情報発信 千曲商工会議所
66
基地・賑わい波及実 （千曲市）
践（実験）事業－モノ・
コト・情報ターミナル－

評

うち
支援金額

号

屋代駅周辺を新たな市民交流の拠点とする
ため、駅内のウェルカムステーションと市民ギャ
ラリーを一体的に活用するコミュニティショップ
の運営や、駅前広場等を活用し、アートに関
するワークショップやプロスポーツチームの
PR、交通機関と連携したツアーなどのイベント
を実験的に行う。

654,136

収穫体験等の参加者による情報発信と、ポス
ター等によって須坂市の伝統野菜を県内外に幅
490,000
広くＰＲしたことにより、知名度の向上が図られる
とともに交流人口の増加が期待できる。

1,618,725

善光寺御開帳の期間に合わせて、商店会をは
じめ地域一体となって羊という地域の資源を活
940,000 用したイベントを開催するとともに、住民協働で
新キャラクターを作成したことにより、地域の知名
度の向上、住民の交流促進が図られた。

6,156,157

最先端の技術展示やセミナーなどを通じ、長
野地域のロボット産業に関連した産業の活性化
4,199,000 が図られるとともに、学生の見学会の開催によっ
て次代を担う若者のものづくりへの理解･関心が
高まった。

1,605,927

教育旅行のパンフレットを作成し、台湾の旅行
会社・教育関係者を対象に現地視察ツアーを実
1,197,000
施したことにより、峰の原高原への教育旅行誘致
につながることが期待できる。

6,410,589

千曲川流域市町村・事業者・関係団体等が広
域に連携し流域の魅力を情報発信するイベント
を開催したことにより、流域の住民の交流による
4,994,000
一体感の醸成が図られるとともに、首都圏での情
報発信により千曲市の知名度向上が図られ、観
光や産業の振興につながった。

2,760,508

地元高校生やNPOなどと協力し事業を実施す
ることで、住民協働が推進されるとともに、駅とそ
2,046,000
の周辺施設を利用した地域コミュニティの交流促
進が図られた。

事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

「健康長寿信州須坂
67 商談会」と「須坂の夕
べ」in銀座NAGANO

68

評

うち
支援金額

号

信州産カシスの魅力
発信・商品開発事業

須坂市

須坂の魅力を首都圏で情報発信するため、
銀座NAGANOにおいて須坂産の果物や伝統
野菜などの商談会や料理教室等を開催する
事業。

信州産カシスの地域ブランド化を図るため、
特定非営利活動法
カシスの収穫体験を行うとともに新商品を開発
人日本の工芸と文
しお披露目会を開催する。
化（長野市）

AC長野パルセイロのホームタウンとして地域
の活性化を図るため、試合日やスポーツイベ
篠ノ井駅前フェスタ事 篠ノ井駅前商店会
ントに併せてパルセイロをテーマとしたイベント
69
業
（長野市）
を三回開催する。

外国人旅行者向け飲
食店情報検索サイト 長野商工会議所
70
「NAGANO
（長野市）
Restaurant」の創設

建設業への若者就業
長野商工会議所
71 促進と職人技術の伝
（長野市）
承

外国人旅行者の消費の喚起並びに飲食店
の集客を図るため、長野市内の飲食店情報、
食事作法の画像を集約した英語版ウェブサイ
ト「NAGANO Restaurant」の制作を行う。

高校生への建設業の魅力をＰＲし若者の就
業拡大を図るため、26年度に作成したパンフ
レットに新たに土木業を取り入れた「建設業界
おしごとガイドブック」やインターンシップに向
けた建設事業所の情報が掲載された職人体
験マップを作成し、就労体験教材に活用する。

須坂市内における地域農業の振興を図るた
め、新規就農者を紹介するパンフレットを作成
須坂の頑張る新規就 すざか きじまるク
し、須坂市の農業と地域との繋がりを紹介す
72
農者ＰＲ事業
ラブ（須坂市）
る。

1,448,120

須坂市の魅力を首都圏で情報発信することに
1,086,000 より、地域資源のブランド力向上が図られ、観光
や産業の振興につながった。

1,324,071

地域ブランド化に取組むことにより生産者の意
欲が向上し農業振興が図られるとともに、地域の
888,000 魅力向上による観光振興が促進された。カシス
について工業技術総合センターと協働研究に取
組むなど、事業のひろがりが見られる。

1,268,586

顔出し看板や選手の写真の掲示などにより、
AC長野パルセイロのホームタウンとして観光誘
客が図られたほか、学生ボランティアの参加や
地元農家の協力など地域一体となって、各店舗
722,000
を回るスタンプラリーや百円商店街、ハロウィン
等のイベントを開催することにより、地域のおもて
なし意識の向上や商店街の活性化につながっ
た。

1,748,088

各店舗の協力を得ながらビーガンやハラール
などの宗教的、精神的な食文化の情報や食事
1,290,000 作法の画像が掲載されたサイトを作成することに
より、外国人観光客を受けいれる体制が整備さ
れ、海外誘客の促進が図られた。

750,492

建設業の役割や魅力を紹介するパンフレットの
528,000 作成や就業体験実習を行うことにより、若者の建
設業に対する理解が深まった。

669,600

新規就農者の体験や須坂市の魅力を紹介す
るパンフレットを作成し、知り合い等への対面を
502,000 中心とした配布を行うことにより、農業希望者との
交流促進が図られ、就農へ向けた研修生を確保
することにつながった。

事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

須高地域の新規農業者を支援し地域農業の
振興を図るため、就農希望者が参加する新・
担い手を呼び込み元
須高農業振興会議 農業フェアや銀座NAGANOでブースを設け、
73 気な農業・農村づくり
実際に就農した農業者が参加して須高地区の
（須坂市）
事業
農業の魅力発信、相談会等を行うとともに、就
農体験を実施する。
現在空き店舗となっている田中園茶店を改
特定非営利活動法 修し、伝統的料理・農産物の販売、外国人観
74 田中園茶店復活事業 人稲荷山蔵の会 光客に対する伝統文化の体験の場の提供、地
域の美化活動を行う。
（千曲市）

評

うち
支援金額

号

1,170,085

就農体験や先輩農業者との交流により、就農
希望者の農業に対する不安や疑問を解消すると
647,000
ともに農業への理解を深め、就農へ向けた研修
生を確保することにつながった。

4,979,900

観光拠点が整備され地域の魅力向上につなが
り、観光誘客が図られた。また、長野大学の学生
が市の特産品を使って開発したおやきを店舗で
2,936,000
販売し事業に関わっていくなど、住民協働が推
進されるとともに観光振興が図られ、事業のひろ
がりが見られる。

８ その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業
事業費（単位：円）

番
事 業 名

団 体 名

事

業

内

容

講

75

ふるさと再発見・発信
須坂市
事業

オール飯綱！みんな
76 で町の良いとこ発信事 飯綱町
業！！

77

評

うち
支援金額

号

宅配による地域協働
推進事業

人口の減少する豊洲地域で地域の魅力を発
掘し観光客に向けて発信するため、ワーク
ショップやまち歩き講座を開催し住民協働でふ
るさとマップを作成する。

飯綱町発足10周年を機に町の一体感の醸
成を図るため、住民と協働で町のキャラクター
を作成するとともに、飯綱町の良さを発信する
ための「飯綱町りんごの里まつり」を新たに開
催する。

地域の高齢者から要望のある食料品などの
特定非営利活動法
買物代行サービスを実施するため、専用の軽
人ふるさと（長野
貨物車を購入する。
市）

北信地域を訪れる外国人に長野電鉄長野線
沿線の魅力を広域的に発信し、沿線地域の活
地域をつなぐ、沿線の 地域連携長野電鉄
性化を図るため、地域住民、沿線周辺自治
78 魅力発信英語版ガイ 長野線沿線活性化
体、事業者などの協働により英語版ガイドマッ
ドマップ作成事業
協議会（須坂市）
プを作成する。

婚活推進事業 更科
79 の北 縁結び四季物
語

若者の結婚に対する意識を高め地域の活性
化を図るため、更北地区の枠を超えて、中山
更北地区社会福祉
間地域（中条・信州新町・戸隠）を開催場所と
協議会（長野市）
した婚活パーティーを年4回実施する事業。

千曲市誕生10周年を契機として地域の一体
感の醸成を図るとともに観光誘客を促進するた
千曲川ハーフマラ
め、宿泊客や女性の参加を促す工夫を盛り込
千曲川ハーフマラソン
ソン実行委員会
80
み、第1回プレ大会よりも定員を拡大して第2回
の開催
（千曲市）
大会を開催する。

地域住民が参加し新たな地域の魅力を発掘し
たマップを作成し情報発信したことにより、住民
の地域への愛着が深まるとともに、地域交流が
促進された。

3,487,193

2,615,000

6,768,147

町のキャラクター作りとまつりの開催を通じて住
3,986,000 民の一体感の醸成が図られるとともに、賑わいの
創出による観光振興が図られた。

1,275,887

自ら買物に行くことが困難な中山間地域の高
齢者が安心して生活できるようになるとともに、物
資を地元商店から購入することで地域の活性化
783,000 が図られた。また、事業の実施の際には高齢者
の健康状態の把握など安否確認も同時に行って
おり、地域で高齢者を見守る体制づくりにつな
がった。

1,555,200

外国人観光客に沿線地域の魅力を広域的な
視点で発信することにより、沿線地域における海
1,244,000
外旅行客の回遊性の向上が図られ、地域活性
化が期待できる。

615,196

中山間地域において箱膳やマレットゴルフなど
体験型イベントによる婚活パーティーを開催した
401,000
ことにより、地域間交流の活性化や結婚支援に
対する意識の醸成が図られた。

19,550,241

市民ボランティアが協力するなど地域が一体と
なってマラソン大会を開催したことにより、地域の
2,100,000 一体感と住民の健康意識の醸成が図られるとと
もに、県内外から参加者を集め、千曲市特産物
のブースを設置するなど観光振興が図られた。

