団体名
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事業名

日影区にウォーキングロードを作ろう 日影区にウォーキングロード
会
を作ろう会

ますみヶ丘環境整備実行委員会

ますみヶ丘区憩いの広場創出
事業

のびゆく会子どもの安全見守り隊

のびゆく会子どもの安全見守
り隊

伊
那 西駒こまくさ会
ママまつり実行委員会

第五回 中央アルプス 西駒
んボッカ
ママが楽しい街・伊那「ママま
つり（仮）」事業

伊那まちの再生やるじゃん会セントラ セントラルパークを活かしたま
ルパーク活用委員会
ちづくり事業
住民と事業者の協働による
一般社団法人 アスタルプロジェクト 「伊那はアルプスの登山基地」
雰囲気醸成事業

事業区分

事業概要
ウォーキングのコースを設定し、コース全体を示した看板とコース上へ
地域交流 の矢印看板を設置した。
コースの設定では、コース別に負荷の強弱を付け、子どもから高齢者
健康福祉 まで参加できるコースを設定できた。
区民への情報発信活動を行った。
地域所有の平地林の間伐整備や平地林内にある遊休広場を整備し、整
備後の広場でイベントを開催した。
○イベント①
地域交流 日時：９月２３日 会場：ますみヶ丘区有林
景観形成 内容 ①薪づくり強化週間 ②木工ワークショップ（伊那西小児童）
環境整備 ○イベント②
日時：１０月２２日 会場：ますみヶ丘区有林内遊休広場
内容 ①オープンカフェ ②森の中のジャズライブ
○地域酪農家の牛乳から作る加工品開発（伊那西ガレット）
その他 通学路における登下校時にあわせた街頭活動と交通安全指導などの
（地域の安 見守り活動を行った。
全見守り、 活動にあわせて、学区内の危険個所等を示した安全マップを作成し
防犯活動） た。また、街頭指導を行う際に着用するジャンバーを製作した。
これまで開催してきたレンガボッカが終了したため、薪を運び上げる内
地域交流 容に変更し、薪づくり体験会を行った。（西駒んボッカは対象外）
環境整備 ○薪づくり体験会
産業振興 西駒んボッカで使う薪を造る体験イベント
平成29年5月27日実施
平成29年9月に「ママまつり」を開催した。
地域交流 ①ママが子育てと自分のキャリアについて考えるきっかけとなる講演会
と座談会を開催 ②雑貨などの製作ワークショップ ③ヨガなどの体験
ワークショップ ④木育コーナー
地域交流 セントラルパークのあり方を検討するとともに、セントラルパークが中心
景観形成 市街地のシンボルになるような憩いの場づくりに向け、ワークショップを
環境整備 開催した。
歴史文化 ■事業の内容
健康福祉 ○公園利用の勉強会とワークショップの開催（３月１８日～１９日）
アルプスと街をつなぎ、「伊那はアルプスの登山基地」「伊那は登山客歓
迎の街」という雰囲気を醸成し、住民と事業者の協働で人と経済効果を
地域交流 呼び込み地域の活性化を図った
景観形成 ○フラッグの作成
「登山者歓迎の街」をPRするためのフラッグを作成し、街
全体の一体感を演出した。

計画
実績
事業費 要望額 決定額 事業費 対象事業費 交付金額
260,000 200,000 200,000 217,008 178,688 178,000

1,160,000 870,000 700,000 818,150 683,000 683,000

290,000 290,000 290,000 285,430 285,430 285,000
1,698,000 288,000

93,000 1,033,058

96,557

92,000

770,000 740,000 350,000 169,200 169,200 160,000
1,809,000 1,700,000 244,000 244,000 244,000 244,000
750,000 700,000 350,000 350,000 350,000 350,000

団体名
伊那部常会
思沢川に蛍を育てる会
学びのまちプロジェクト
伊

那 野底区区会
中央区

伊那地域協議会

平成２９年度 伊那市協働のまちづくり交付金事業一覧

事業名

事業区分

事業概要
事業費
伊那部町内の住民がインフォーマルに参加・参画できる場づくりを行
い、地域コミュニティの輪を深めた。
いなっぺ活動
地域交流 ■事業の内容
67,000
①情報誌の発行 ②インフォーマル活動の実施 ③いなっぺスタンプラ
リーの実施 ④文化祭の実施
地域交流、 蛍の鑑賞に訪れるお客さんが年々増加している。昨年度は、約2,000
地域の水辺と蛍の生息域の自 景観形成、 名の方が訪れた。訪れた方が安全で安心して鑑賞ができるよう、転落防 222,000
然の素晴らしさを残そう
環境整備、 止柵を設置した。（延長：38ｍ）
その他
中心市街地の活性化及び持続する地域コミュニティの形成に向け、円
滑なコミュニケーション、仲間意識の醸成等の手法を学ぶことができた。
学びのまちプロジェクト
地域交流 ■事業の内容
990,600
「唄をつくろう」ワークショップ開催
平成29年12月9日（土） 午後２時から 会場：ネイバーシップ
講師：福澤さや氏 参加者：16名
公民館前の斜面の環境整備を行い、ハナモモの植樹を行った。公民
癒しのスポット「ピンクの山簾」 景観形成、 館前斜面へハナモモを植樹することで、国道１５３号バイパス開通後の 139,080
を造る
健康福祉 観光スポットとしていくとともに、環境整備と景観形成により、区民の健
康増進を図った。
進行する高齢化社会の中で、健康増進の重要性が高まっている。「楽
しく体を動かして、地域の仲間と健康づくり」をテーマに地域住民の体位
地域交流、 向上と仲間づくり、あわせて体育文化の進展に貢献できるよう地域で取
健康人のまちづくり
583,400
健康福祉 り組むことを目的とした。
①生活習慣病予防、介護予防のための運動 ②筋力トレーニング、スト
レッチング ③ウォーキング、ノルディックウォーキング ④マットを使った
スクエアーステップ ⑤チェアエクササイズ 等
初めて来るお客様に適切な情報を提供し、いなまちを歩いてもらうこ
と、伊那市エリアに暮らす人にもっといなまちに来ていただくこと、好きに
いなまちアプリの作成事業 地域交流 なってもらうことを目的に、中心市街地のまちあるきアプリ「いなまちアプ
リ」を作成した。作成後の管理・運営体制の整備を行うため、専門的な技 475,000
術がなくても更新できる人（ライター）を増やしていくことができた。今後も
更新をしていく。
10,448,580
採択 13 件
配分額：3,684,000 円

計画
実績
要望額 決定額 事業費 対象事業費 交付金額
67,000

67,000

75,764

75,764

67,000

222,000 222,000 222,000 222,000 222,000
515,000

73,000

50,000

50,000

50,000

139,080 107,000 107,580 107,580 107,000
583,400 513,000 513,400 513,400 513,000

475,000 475,000 475,000 475,000 475,000
7,744,980 3,684,000 4,560,590 3,450,619 3,426,000

団体名
三界山登山道整備隊

平成２９年度 伊那市協働のまちづくり交付金事業一覧

事業名

事業区分

三界山まなびの森プロジェクト 環境整備

とみがたそばと松茸まつり実行委員会 富県地区特産品の研究とPR
地域交流
イベントの開催事業
富
県

富県遺族会

礎（いしずえ）富県戦没者名簿 歴史文化
の改訂版制作

新山山野草等保護育成会

新山峠大岩周辺整備事業

北福地の昔を訪ねる会

北福地の歴史遺産継承事業 歴史文化
耕作委託農地の有効利用によ 産業振興
富県地区農事組合法人ネットワーク る地域活性化事業
「新山郷土の歌」掲示物作成 歴史文化
新山農家組合
事業
採択 7 件
地域交流
笠原区
笠原区誌刊行事業
歴史文化
美篶地区各種団体協議会

美
篶

環境整備

下県桜愛好会
美篶小学校資料館運営委員会
美篶区長会

美篶地区の桜の名勝を活用し 景観形成
環境整備
た地域活性化事業
歴史文化
下県桜トンネルを活用した地
域活性化と地区の絆を高める
事業
美篶小学校資料館整備と周辺
整備
三峰川河川環境整備事業
採択

景観形成
環境整備
歴史文化

事業概要
三界山に残されている自然環境を守っていくことを目的に、環境教育プ
レートを各所に添付し、自然環境教育の場とすることができた。
松茸やそばを使った料理レシピの研究や山菜やきのこを使った新たな
商品開発、農林産物の売り出し方を研究するほか、富県そばと松茸ま
つりを開催し、地域の農林産業の活性化につなげることができた。
戦後７０年が経過する中で、遺族も高齢化し、当時の記憶は忘れ去られ
ようとしている。そこで、現在ある名簿を元に取材や資料収集を行い、次
世代へ語り継ぐべき戦争と平和の記録を冊子としてまとめた。
利用者の安全確保などを目的に、新山の大岩から新山峠までの遊歩道
等を整備した。
北福地の歴史遺産の確認と広報普及。
北福地の歴史資料を整理し併せて、古老に話を聞いてまとめた。
富県村に無い「富県村史」編纂の先駆けとなった。
富県地区の農業振興及び活性化。
委託農地を利用し、焼酎芋の生産及び芋焼酎の醸造。
農地の有効活用を協同で行い、農産物を加工しブランド化を図った。
新山の歴史を物語り、古くより愛されてきた「新山郷土の歌」を歌い継ぐ
ため、歌詞を表記し多くの人が見られるように掲示し、地域の文化遺産
とすることができた。 貴重な文化遺産を維持し守っていく教育の場と
なった。
配分額：1,279,000 円
笠原の自然、歴史と生活、地名、産業、交通・通信、教育と子供の生
活、社会教育、伝統行事、信仰、安心・安全、各種団体の活動等をまと
め、区誌を刊行するための原稿を作成した。
昨年に引き続き、三峰川堤防の桜並木と青島霞堤の桜をライトアップし
た。三峰川堤防については、ライトアップの延長を行った。
また、桜の管理等について地域桜守による指導会を開催するなど地域
全体で桜に対する関心を高めた。
年間を通じて、桜の維持管理を会員が協力して実施した。開花期には、
下県歩道橋から高遠方面へ国道３６１号線に沿って桜のライトアップを
行い、より一層桜の魅力を引き立て桜への気持ちを高めた。

計画
実績
事業費 要望額 決定額 事業費 対象事業費 交付金額
273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 273,000
550,000 250,000 250,000 250,467 250,000 250,000
240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
300,000 300,000 300,000 357,156 300,000 300,000
60,000

50,000

50,000

73,372

50,000

50,000

133,000

63,000

63,000 133,000

63,000

63,000

150,000 150,000 103,000 103,000 103,000 103,000
1,706,000 1,326,000 1,279,000 1,429,995 1,279,000 1,279,000
140,000 140,000 100,000 103,005 103,005 100,000
737,000 737,000 737,000 739,898 739,898 737,000
219,000

75,000

75,000 219,000

75,576

75,000

歴史文化 展示ケースの更新、外溝雨水対策、桜の管理等を行った。
1,046,000 986,000 553,000 646,920 646,920 553,000
景観形成 区民２００名が参加し、雑木を伐採、焼却、一部は薪ストーブ用の薪とし 200,000 178,000 124,000 205,750 198,750 124,000
環境整備 て活用した。
5件
配分額：1,589,000 円
2,342,000 2,116,000 1,589,000 1,914,573 1,764,149 1,589,000

団体名

手
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事業名

手良春日城跡保存会

春日城跡の整備

手良地区活性化促進会議

手良地区活性化促進会議活
性化促進事業

良 南部常会土手保全会
浅間山登山道整備委員会

通学路の環境向上
浅間山登山（富士山信仰・浅
間社）の調査、整備事業
採択

東春近地区協議会

殿島橋歴史案内看板修復事
業

東 東春近財産区
春
近
東春近地区協議会

野田山アヤメ園の学術調査

西箕輪上戸自主防災会
西 西箕輪大泉新田獅子舞保存会
箕
輪
西箕輪地域協議会

新たな地域公共交通研究事
業
採択

事業区分
地域交流
景観形成
歴史文化
地域交流
歴史文化
その他
景観形成
観光整備
地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化
4件
地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化
地域交流
景観形成
環境整備
地域交流
健康福祉
産業振興
3件

デジタル防災マップの作成と その他
活用事業
大泉新田獅子舞の正しい踊り 歴史文化
方等のＤＶＤ作成事業
地域交流
経ヶ岳自然植物園再整備事業 景観形成
環境整備
産業振興
採択 3 件

事業概要
春日城跡を、郷土の歴史や文化を学ぶ拠点として整備し、城跡公園とし
て看板を設置した。
①城跡内外の整備 ②案内板（大）の設置
①手良みどころマップの内容を見直し作成、全戸配布した。
②新しい出会いの場として、第８回「てらコン」を開催し、22名の参加が
あった。
③浅間神社から狼煙台までの山道整備し、狼煙リレーへ参加した。
通学路の安全向上と美化を目的に、通学路である道路の路肩の流出保
全対策と土手の景観向上を実施した。

計画
実績
事業費 要望額 決定額 事業費 対象事業費 交付金額
400,000 400,000 400,000 420,044 400,000 400,000
514,000 514,000 514,000 684,643 605,694 514,000
440,000 143,000 143,000 153,066 148,000 143,000

歴史的な背景を持つ浅間山信仰を調べ、事業実施を通じて区民等の関 140,000 140,000 140,000 143,000 143,000 140,000
心を高めることを目的に、浅間山登山道の整備を行った。
配分額：1,197,000 円
1,494,000 1,197,000 1,197,000 1,400,753 1,296,694 1,197,000
平成２２年１０月に地区協議会で設置した案内看板が経年劣化で一部
が判読できないため修復した。（一旦補修が完了したが、秋の台風で木 30,000 30,000 30,000 114,804 114,000 114,000
製脚部が破損倒壊したため、増額申請し金属製の脚部にした）
野田山アヤメ園一帯の動植物の調査、分析を信州大学農学部に委託し
実施した。（今後の維持管理の判断基準とする。）
平成２８年度に実施した東春近線の試験運行の結果及びバス路線に関
するアンケート調査の結果を踏まえ新たな地域公共交通の導入に向け
た研究を行った。（なお、先進地視察を取りやめ、なおかつ、試験運行に
至らなかったため大幅減額）
配分額：1,496,000 円
避難場所や消火栓などを記載した防災マップと各戸の世帯主名を記載
した住宅地図を統合しデジタル化することで詳細な情報を記載したデジ
タル防災マップを作製した。これをモバイル機器に入れて役員に配布
し、マップの精度向上と活用促進を図ることができた。
大泉新田獅子舞の獅子頭を修理するとともに、舞い手、お囃子、太鼓や
笛の技術等を収録したＤＶＤを作成し、伝統文化を次世代に正しく伝えて
いくことができた。
経ヶ岳自然植物園を誰もが親しめる園として再整備を行った。
木製階段づくり、木製棚設置、東屋土止め用杭打ち、利用説明看板設
置、間伐木の整備等
配分額：1,562,000 円

1,000,000 1,000,000 1,000,000 984,000 984,000 984,000
450,000 450,000 450,000

9,000

9,000

9,000

1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,107,804 1,107,000 1,107,000
1,000,000 950,000 466,000 487,702 466,000 466,000
205,200 205,200 159,000 199,000 159,000 159,000
940,000 940,000 937,000 940,000 937,000 937,000
2,145,200 2,095,200 1,562,000 1,626,702 1,562,000 1,562,000

団体名

西
春
近
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事業名

事業区分

西春近北小学校同窓会

そば栽培とそば打ち体験の集 地域交流
い

春近そばの会

5週連続ぶっとおしそば三昧へ 地域交流
の活動
産業振興

小出太鼓

小出太鼓お祭り広場

下牧歴史保存会

下牧区内石仏など石造文化財 歴史文化
巡回調査事業

西春近公民館

西春近公民館新築40周年記 地域交流
念事業
歴史文化

西春近細ケ谷グランド管理委員会

西春近細ケ谷ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾘﾆｭｰｱﾙ 地域交流
事業

小出一区

小出一区の今後のあり方を考 地域交流
える学習会
歴史文化

歴史文化

採択

7件

事業概要
西春近北小学校児童のそば体験活動を支援した。
■事業の内容
そばの地産地消・そば栽培からそば打ち体験までを指導した。
児童、保護者、同窓会員、そばの会指導者との関わり、地域のみなさん
と交流することにより郷土愛を育み伝統食と文化を継承出来た。
伊那市が推進する信州そば発祥の地の宣揚活動を通じて地域外から
の観光客を呼び込み地域住民との交流の場を提供した。併せて、地域
のそば栽培の振興に寄与出来た。
■事業の内容
１１月１２日に開催する西春近５週連続そば三昧のPR用チラシ３５００枚
を作成し市内全戸回覧を行い広く広報出来た。
その結果、1,114食の誘客が出来た。
小出太鼓を長く継承していける様に地域の皆さんとの交流の場を通して
一体感を醸成し後継者の育成確保をに繋がった。
■事業の内容
小出太鼓のステージを中心に屋台等のお祭りの場づくりを行い、荒天に
もかかわらず７０名の集客が出来た。
区民により地区内にある約９０基の石造遺物を巡回調査し、冊子の作製
とデータをDVD化し後世にも伝承することが出来た。また文化財を地域
づくりに生かせた。
■事業の内容
位置図や写真データと細部調査した記録を報告書として冊子化し全戸
に配布し報告懇談会等を開催した。また、データをDVD化し記録保存す
る。先人の残した自分の地域の石造遺物の謂われ等を学習し地区への
愛着や一体感の醸成に繋げることが出来た。
事業を通じて西春近地区の一体感を醸成した。
■事業の内容
地区内ウォーキングで西春近の魅力を再発見出来た。
人権講座として地域が助け合って暮らすための知恵や工夫を学べた。
地区内ウォーキングに述べ４５名、人権講座に６０名が参加した。
老朽化した施設設備りリニューアルを行い、より利用しやすいグラウンド
として再整備出来た。
■事業の内容
壊れたトイレの撤去・新設、グラウンド整地、休憩小屋の修繕、防球ネッ
トの設置嵩上げ等。
平成３０年のシーズン中の利用者の増が見込める。
施設設備の改善により、地区外からの利用者を５割増を見込める。
地区の古い地名や歴史・伝承を学び、地区への愛着を高め、区民が地
区の将来について考え合うことにより一体感を醸成出来た。
■事業の内容
地名調査報告書を刊行し全戸へ配布、古地図を公民館へ掲示した。
地名調査報告書の学習会を開催する中で区の将来を見みんなで考える
機会が出来た。
古い地名・歴史・伝承の地域めぐりと学習会への20名が参加した。
配分額：1,529,000 円

計画
実績
事業費 要望額 決定額 事業費 対象事業費 交付金額
101,000

91,000

91,000 100,700

91,000

91,000

74,000

74,000

74,000

74,000

74,000

82,404

153,000 153,000 153,000 155,142 155,142 153,000
100,000

90,000

90,000 101,992

90,000

90,000

65,000

60,000

60,000

60,000

60,000

61,980

1,000,000 934,000 934,000 959,904 959,904 934,000

130,000 127,000 127,000 130,450 127,000 127,000
1,623,000 1,529,000 1,529,000 1,592,572 1,557,046 1,529,000

団体名
荒町区子供騎馬行列保存会

平成２９年度 伊那市協働のまちづくり交付金事業一覧

事業名

事業区分

子供騎馬行列保存活動 騎馬 歴史文化
行列マニュアル作成業務

高遠ブックフェスティバル実行委員会 高遠ブックフェスティバル及びブッ
クツーリズム形成プロジェクト 歴史文化

高
遠 高遠そばの会
町

高遠そば20周年記念シンポ 地域交流
ジュウム
産業振興

伊那市高遠町「日本で最も美しい村」 伊那市高遠町「日本で最も美 景観形成
推進委員会
しい村」推進委員会活動
環境整備
採択
南アルプス里山案内人協会

入野谷昔語り事業

溝口区

宗良親王と井伊家 歴史散策 歴史文化
ガイド設置事業
産業振興

溝口未来プロジェクト

くじら農園開設事業
（第２期）

地域交流
産業振興

長谷の縁側事業

地域交流

ドン・ロス ライブ実行員会

ドン・ロス ライブコンサート

その他

長谷学区地域支え合いの会

「長谷の縁側」縁側ガーデン設 地域交流
置事業

長 長谷学区地域支え合いの会
谷

体全

4件

申請 54件

採択
採択合計

歴史文化

6件
52 件

計画
実績
事業概要
事業費 要望額 決定額 事業費 対象事業費 交付金額
本年の高遠城下まつりに参加。衣装の着付け方や行列の所作の練習
から祭りでの披露の様子などを映像に記録し、今後の子供への指導に 684,000 684,000 603,000 603,000 603,000 603,000
役立てるとともに、誰でも保存会の会員として活動できるよう本事業を
行った。
高遠ブックフェスティバルの企画・運営及び他地域への出張プロモー
ション及びワークショップを開催した。ブックツーリズム形成による観光 811,880 811,000 407,000 473,806 381,000 381,000
の新しい楽しみ方を提案した。
保科正之公がつなぐ高遠そばゆかりの山形、会津のゲストと研究者を
招き、事業の継続と発展の道を探った。
1,240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
記念講演、パネルディスカッション、式典、記念誌を発行した。
伊那市高遠町地域の素晴らしい景観、環境及び文化の保全並びにその
活用を図ることにより、住民自らが地域に誇りを持ち、将来にわたって美
しい地域づくりに取り組んだ。
334,262 334,000 257,000 237,008 236,900 236,000
地域住民と協働により各地区の環境整備、美化、地域資源の保護活動
を行った。
配分額：1,507,000 円
3,070,142 2,069,000 1,507,000 1,553,814 1,460,900 1,460,000
長谷地域の昔の生活や文化等についての古老の記憶を掘り起し、伝
聞記録として継承することを目的として実施した。
全5回、人物とテーマを設定し古老への広聴インタビューを開催し、昔 382,000 362,000 362,000 377,773 377,773 362,000
を直接体験した方の生の声を共有することができた。また、記録集を作
成し長谷地区全戸に配布できた。
溝口区に伝わる「宗良親王」の遺産を後世に継承するとともに、深く繋が
りのある井伊家との伝承について史跡ガイドを設置した。長谷の観光資 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
源を新しい観点から発掘し来訪者の増加を図ることができた。
作物の生産管理をボランティアで行い地区を越えた住民の交流の場を
創設することができた。農業から離れている若い世代に土に触れる機会
を提供し、将来にわたる地域農業への理解と啓蒙を図れた。また、園児 265,000 265,000 265,000 266,610 266,610 265,000
がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとともに、土づくりから播種、生育管理、収穫まで関わり、食
育の大切さを体験することができたとともに、保育園に地域食材を提供
できた。
本年度からは毎月最終金曜日を「長谷プレミアムフライデー」として定
期的に「縁側」を開設した。お茶会と花の苗植えなどの作業に地域住民
と中学生が一緒に活動し有意義な時間を共有することができた。今後も 130,000 50,000 50,000 55,412 55,412 55,000
定例のお茶会、保育園児、中学生、高齢者、保護者との交流を目的にし
た催しを計画する。
世界的に有名なギタリスト、ドン・ロス氏の驚異的なギター音楽を特に
伊那地区の中・高校生に聞いていただき、刺激を与える場となった。
伊那地区の小・中・高校生に世界的なギタリストの生の演奏を視聴す 300,000 100,000 100,000 219,560 219,560 100,000
る機会とし、長谷地区内で実施することで、地域外からの人を呼び込
み、「長谷」という地域を知ってもらうことができた。
「人こそ資源」の考えに立ち、次世代を担う子供達と、豊かな経験と知恵
をお持ちの高齢者とを繋ぎ、世代間交流を活発にすることで地域の活性
化を図ることができた。長谷中学校中庭の池が事情により使用できなく
なったため、その場所を「長谷の縁側」の野外施設として改装し、地域の 230,000 230,000 230,000 230,592 230,592 230,000
皆さんに解放した。池の段差を利用してステージを設置し、音楽部のコ
ンサートや保小交流等に利用した。また、地域の皆さんに協力いただ
き、調理施設を製作し屋外での交流活動が活発に実施できた。
配分額：1,157,000 円
1,427,000 1,127,000 1,127,000 1,269,947 1,269,947 1,132,000
25,735,922 20,684,180 14,954,000 16,456,750 14,747,355 14,281,000
予算額：15,000,000円

