
事業費 要望額 交付決定額 事業費 対象事業費 交付金額

前原花の郷づくり 前原花の郷づくり

地域交流
景観形成
環境整備
健康福祉

前原公民館周辺等

住みやすい前原区を目指し、昨年度整備した公民館庭の花壇に、子ども
から高齢者まで世代を超えた区民により「花の郷づくり」に取り組んだ。昨
年の反省点を踏まえた花の植え込み作業を行うとともに、花壇の鑑賞会
を開催し、地域交流を図った。また、次年度以降、花づくりを区内に広げ
ていくための検討を行った。

100,000 100,000 100,000 100,792 100,000 100,000

横山青年部
横山地区魅力創造創出事
業

地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化

鳩吹公園～横山登
山道、鳩吹山、鳩
吹山城址等

多くの方々に横山を知っていただき、交流や親睦を深める中で、横山の
将来を描き、活気ある横山を築きあげることを目的に、「横山の歴史を学
び未来を語る会」を開催した。また、西駒登山道横山道の倒木伐採や災
害復旧等の整備を行った。鳩吹山からの景観や鳩吹山城址の歴史等を
案内する鳩吹山ハイキングを計画したが、台風17号の影響を受け中止し
た。

493,000 493,000 493,000 502,390 462,000 462,000

伊那まちバラ咲く街角連絡
協議会

伊那まちをバラ咲く街角に
する里親事業

景観形成
山寺、坂下、荒井、
西町

令和２年に伊那市で開催される「ばらサミット」に向け、バラの里親を募
り、バラの育成（８０鉢）を依頼したところ38人の応募があり鉢植えを行っ
た。バラづくり教室を開催し、里親等へ栽培技術や情報の提供を行った。

770,000 770,000 770,000 771,807 770,000 770,000

伊那JAZZ愛好会
伊那セントラルパーク
JAZZフェス

歴史文化
健康福祉

伊那セントラルパー
ク、通り町一丁目

音楽文化の質を向上させるとともに、音楽を通して健康福祉の向上を図
り、伊那地域の活性化を図ることを目的に、通り町バラ街フェスの開催に
合わせ、フィナーレをJAZZで飾れた。約500人の参加者。

200,000 200,000 200,000 205,080 200,000 200,000

伊那商工会議所　青年部 かぞくフェス
地域交流
産業振興

かんてんぱぱ　くぬ
ぎの杜カルチャー
ハウス

地域と家族の絆をより深め、地域の魅力を再発見する中で商工業の振
興と地域の経済活動に関心を深めてもらうことを目的に、家族フェスを6
月29日に開催した。玉城ちはる氏を講師にお迎えし講演会を開催するほ
か、市内事業者による、体験ブースや癒しブース、飲食ブース等を出展し
た。

283,000 235,000 205,000 285,651 205,000 205,000

中溝の会 行ってみよう中溝通り！ 環境整備 中溝通り

中溝通りが活気と賑わいを取り戻し、多くの方にとって明るく楽しめる通り
となるとともに、地域の魅力のひとつと思えるようにすることを目的に、中
溝通りへの鉢植えの設置と街灯へのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの設置を行い、あわせて
環境美化活動を行った。

526,000 426,000 426,000 555,152 526,000 426,000

小さな森の芸術祭企画室
憩いの秋の小さな森の芸
術祭

地域交流
景観形成
歴史文化
健康福祉

伊那西小学校多目
的室いな西てらす・
学校林・森の教室周
辺

本物を身近な形で鑑賞・体験する機会を創出するとともに、地域の個性
を活かした創造的な文化活動の活性化と拠点形成を行うため、トランク
シアター・プロジェクトと同日開催で、芸術祭を開催した（10月6日）。当日
は、事前ワークショップで作成した作品の展示やステージ発表、マルシェ
等を行った。

378,000 378,000 358,000 358,315 358,315 358,000

伊那西地域を盛り上げる
会　Ｗａｓｓａｉ

伊那西地域持続可能性創
出事業

地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化

伊那西小学校区全
域

伊那西小学校を中心として地域交流の機会をつくるとともに、地域にある
潜在的な財産の可能性に気付く機会を創出することを目的に、伊那西小
学校林及び隣接林の間伐整備、小学校内の耕作放棄地での農作物の
栽培、学校林内の階段や設備の更新、伊那西ガレット創造事業、文化祭
での情報発信等を行った。

581,000 581,000 307,000 557,000 307,000 307,000

実績
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通り町１丁目商店会セント
ラルパーク管理部

セントラルパークから明日
のいなまちの暮らしを考え
るⅡ

地域交流
健康福祉

伊那市荒井

後継者不足等で消滅の危機にある商店街に半公共性の機能を持たせる
ことで、人々が訪れ、人と人とのつながりを得られる場所としての商店街
に変容させることを目的に、自然発生的に人が集まる装置として、セント
ラルパークに日よけづくりを行った。椅子・テーブルを設置し幅広い年代
に利用いただいた。植栽に関するワークショップはコロナウイルスの影響
でオンライン開催となった。

414,000 414,000 414,000 431,471 414,000 414,000

通り町商店街盆踊り実行
委員会

「通り町商店街の盆踊りと第2
回よさこいｐａｒｔｙ」を2団体共
同で開催し商店街を活性化す
る推進事業

地域交流
通り町商店街歩行
者天国会場

中心市街地の活性化や郷土愛の醸成、地域交流の促進、将来的な観光
資源への基礎づくり、魅力ある商店街づくりを目的に、毎年恒例の「通り
町商店街盆踊り」と昨年から始めた「よさこいparty」を合同で8月15日に
開催した。

272,000 212,000 212,000 316,760 272,000 212,000

採択 10 件 配分額：3,700,000 円 4,017,000 3,809,000 3,485,000 4,084,418 3,614,315 3,454,000

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
北福地集落セン
ター

富県村に無い「富県村史」編纂の先駆けとして、北福地の歴史遺産の確
認と広報普及を目的に、北福地の歴史資料を整理し、併せて古老に話を
聞くなどして、冊子「板取山と中筋八幡社文書」にまとめ集落内に配布し
た。

110,000 100,000 100,000 102,254 100,000 100,000

桜井区 松くい虫防除
景観形成
環境整備
歴史文化

桜井地区観浄寺周
辺

松くい虫による赤松の被害対策を目的に、赤松３本に薬剤の樹幹注入を
実施。歴史的価値のある松の保護対策に取りんだ。 106,000 106,000 106,000 93,770 93,000 93,000

にいママクラブ
地域の食文化の伝承と継
承

地域交流
集落センター・みは
らしファーム・他

親子で地域の食文化の理解を深めることを目的に、五平餅作り、おやき
体験、その他地域の食作り体験を行った（参加者数43人）。子育て世代
の母親達が地域の食文化を伝承し、その子供世代にも継承していくこと
ができた。

210,000 200,000 200,000 103,757 100,607 100,000

新山農家組合
地産地消と地域交流をめざし
たワンディシェフ事業

地域交流
産業振興

新山集落センター
中山間地域に食を通じた交流の場を作ることを目的に、新山集落セン
ター調理室に食洗機を設置し、地元産の野菜などを使い、地元住民に有
志が月替わりで料理を提供した（年間6回、延べ参加者数220人）。

452,000 300,000 300,000 739,385 413,000 413,000

新山区長会 松くい虫被害緊急対策事業
景観形成
環境整備

新山地区全域

地区の自慢、収入源でもあるマツタケ。松くい虫被害から守ることを目的
に、ドローン撮影画像などを活用しての被害状況調査を実施し、図版「新
山の森林マップ 松くい虫被害対策2019版」にまとめるとともにデータ化し
た。松枯れを生むメカニズムの究明や学習の機会を設け、除伐・樹種転
換・農薬散布など対策の最新情報を学んだ。住民が「緊急事態」を自覚
し、自分たちでも出来得る方策を見出し、里山の将来像を再確認すること
ができた。

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

にゅうやま向日葵プロジェ
クト

中山間地域に大輪を咲かせ
る向日葵プロジェクト

地域交流
産業振興

新山一帯

地元に残る自然豊かな暮らしを営むための知恵と知識を若年層に伝え
ることを目的に、遊休農地を開墾し、向日葵を作付け、観光スポットの一
つとしてPRできた（来訪者約600人）。また、採取した種からはひまわり油
の抽出を行い産業振興や富県地区活性化の一助とすることができた。作
業はボランティア・ワークショップ形式で行い、関東・東海・関西方面から
の参加者により従来の枠を超えたコミュニティーを形成することができた
（活動件数29件、参加者数104人）。

438,000 209,000 209,000 223,433 209,000 209,000

採択 6 件 配分額：1,275,000 円 1,676,000 1,275,000 1,275,000 1,622,599 1,275,607 1,275,000
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上大島区
美篶地域の桜の木の保護
（六道の堤周辺）の環境保
全

景観形成
環境整備
歴史文化

白山地籍の上大島
区有林

桜の名所（六道の堤周辺の桜）の保護を目的に、上大島区有林の樹木
に寄生するヤドリギが桜の木へ影響を及ぼしているため、原因となって
いる樹木を伐採して、環境を保全した。

270,000 200,000 200,000 270,000 200,000 200,000

美篶地区各種団体協議会
美篶地区の桜の名所を活
用した地域活性化事業

地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化

三峰川堤防(レスト
パーク周辺・青島
霞堤)

桜の名所（三峰川堤防の桜並木、下県の桜トンネル、六道堤の桜、みす
ず公園の桜等）を保護し、地域のの活性化を図ることを目的に、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。ライトアップ開始時に
は、関係者や小学生が参加し、ライトアップ点灯式を開催し、機運を高め
た。また、桜の管理等について地域桜守による講習会を開催し、地域住
民の理解を深めるとともに、春と秋の桜並木活動など、美篶小学校との
連携をさらに深めた。

435,000 435,000 435,000 421,273 421,000 421,000

下県桜愛好会
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

景観形成
環境整備
歴史文化

国道361号ＪＲ下県
バス停付近

いいとこ百選に選定された下県桜トンネルを、地域の誇りとして区民相互
の絆を深め、皆が集い、心の癒しの場として将来にわたって守り継承して
いくことにより、地域の活性化を図り続けることを目的に、年間を通じて、
桜の維持管理を会員協力して実施した。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図り、より一層桜の魅
力を引き立て桜への気持ちを高めた。

334,000 131,000 131,000 330,000 131,000 131,000

美篶小学校資料館運営委
員会

美篶小学校資料館整備と
周辺整備

歴史文化
美篶小学校資料館
と周辺

木造校舎という貴重な文化財を維持管理するとともに、展示資料の活用
を積極的に行い、さらなる資料館の整備充実と運営面での活力を生み出
すことを目的に、木造展示ケースから金属展示ケースへの更新、桜の木
の維持管理、竹細工クラブの活動参画を行った。

1,056,000 996,000 827,000 858,607 827,000 827,000

採択 4 件 配分額：1,593,000 円 2,095,000 1,762,000 1,593,000 1,879,880 1,579,000 1,579,000

手良春日城跡保存会 手良春日城址の整備事業
地域交流
景観形成
歴史文化

手良野口東松と下
手良堀之内にまた
がる山地

手良最大の山城である春日城跡を整備し、有効活用が可能な城跡公園
とすることを目的に、城跡内の樹木等の伐採・整理や周辺道路、駐車場
の整備、植樹等の環境整備を行った。

50,000 50,000 50,000 51,496 50,000 50,000

手良郷土研究会
手良郷土研究会（郷土館
の整備）

地域交流
歴史文化

手良小学校郷土館
手良郷土館を児童及び地域住民の郷土学習の場とすることを目的に、
郷土館の充実と、資料の収集等の整備を行った。

100,000 100,000 100,000 102,374 100,000 100,000

浅間山登山道整備委員会
浅間山登山の調査、清水
庵道整備事業

地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化

浅間山
歴史的な背景を持つ浅間山信仰を調べ、道路整備を行うことを通して、
地域史への関心を高め、さらに区民の絆を深めることを目的に、浅間山
登山道の景観をよくするため、立木の伐採等の整備を行った。

220,000 220,000 220,000 136,430 130,430 130,430

手良地区活性化促進会議
企画委員会

武田信玄　狼煙上げリ
レー参加

地域交流
歴史文化

のろし台、総合グラ
ンド

戦国武将が用いた情報伝達手段である狼煙上げの歴史、文化を学ぶこ
とを目的に、武田信玄狼煙会が中心となり8月31日に実施された狼煙上
げリレーに参加した。手良地区では浅間社の狼煙台と手良総合グランド
の２か所で狼煙上げを行った。当日は、狼煙上げのほか、各種出し物等
を企画しイベントを盛り上げることができた。

120,000 120,000 120,000 120,762 120,000 120,000

手良マレットゴルフ場管理
委員会

手良マレットゴルフ場憩い
の場事業

環境整備
健康福祉

手良マレットゴルフ
場

地域住民の憩いの場、交流の場となっているマレットゴルフ場をさらに活
用していくことを目的に、コース内に交流や休憩ができる場所（東屋と案
内板）を整備し、地区外からも多くの方が訪れたいと思う親しみのあるマ
レットゴルフ場づくりを進めた。

733,000 706,000 706,000 742,850 742,850 742,850

採択 5 件 配分額：1,196,000 円 1,223,000 1,196,000 1,196,000 1,153,912 1,143,280 1,143,280
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東春近財産区
野田山アヤメ園環境保全
事業

景観形成
環境整備
歴史文化

西春近野田山アヤ
メ園（財産区有林）

野田山アヤメ園の貴重な自然環境を保存管理していくことを目的に、財
産区議員や地域のボランティアが参加し、外来種の駆除や周囲の笹の
刈取り、雑木の抜倒などの整備を行った。

184,000 184,000 184,000 190,060 184,000 184,000

中殿島区
野田山アヤメ園環境保全
事業

景観形成
環境整備
歴史文化

西春近野田山アヤ
メ園（財産区有林）

野田山アヤメ園の貴重な自然環境を保存管理していくことを目的に、ア
ヤメ園北側の中殿島区有林部分について、区役員や区の有志により外
来種の駆除、周囲の笹の刈取り、雑木の抜倒などの整備を行った。

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

老松場の丘・古墳公園整
備委員会

老松場の丘・古墳公園と
周辺の里山整備

地域交流
景観形成
環境整備
歴史文化
健康福祉

中組　老松場古墳
公園とその周辺

老松場の丘・古墳公園と周辺の里山整備を行い、親しみの持てる里山へ
環境改善し、保育園の散歩、小学校の自然学習等、地域住民に利用し
てもらうことを目的に、危険木や雑草木の除去、樹木の植栽、藤棚修繕
などの整備を行った。

1,810,000 1,026,000 1,026,000 1,036,200 1,026,000 1,026,000

東春近小学校ＰＴＡ 伝統文化継承事業
地域交流
歴史文化

東春近小学校体育
館

伝統芸能を継承する心を醸成するとともに、地域の活性化を図ることを
目的に、伊那市を拠点として全国的に活躍している歌舞伎劇団「田楽座」
の伝統芸能の公演を開催した。児童、保護者はもとより、地域住民にも
呼びかけ、地域全体が参加することで交流を深めることで、安心安全な
地域づくりとともに地域の活性化を図ることができた。

300,000 300,000 259,000 300,000 259,000 259,000

採択 4 件 配分額：1,499,000 円 2,324,000 1,540,000 1,499,000 1,556,260 1,499,000 1,499,000

西箕輪地域協議会
西箕輪山麓ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ
ﾌｨｰﾙﾄﾞ整備事業

地域交流 経ヶ岳山麓

地域活性化と誘客を目的に、昨年度は、里山を活用したマウンテンバイ
クコースの整備及び必要な備品を整備し、本年度は、引き続きマウンテ
ンバイクコースの拡充整備及び施設の案内パンフレット作成を行い、更
なる利用者増を図るための施設等を充実することができた。

4,334,000 1,564,000 1,564,000 4,334,000 1,564,000 1,564,000

採択 1 件 配分額：1,564,000 円 4,334,000 1,564,000 1,564,000 4,334,000 1,564,000 1,564,000

西春近南小学校同窓会
地域支援室の整備・学校
樹木の活用

地域交流
環境整備

西春近南小学校

小学校と地域の連携を深め、同窓会定例事業のほか小学校を支援する
活動を活発に行うことを目的に、空き教室を同窓会の活動拠点「地域支
援室」を整備し、パソコンとプリンタを設置した。同窓会報・記念誌編集に
役立てることができた。校庭の倒木が心配される老木（桜）を伐採し、ユ
カイナ（笛）を作ることができた。（製作したユカイナ　現６年生分２３個）

240,000 216,000 216,000 217,176 217,176 216,000

沢渡区 沢渡区活性化事業
地域交流
歴史文化

沢渡全区域

区民に区の歴史を分かりやすく知らせ、浸透を図ることを目的に、昭和初
期の沢渡街図と明治６年沢渡図を大型パネルにして沢渡公民館とくるま
座に展示した。江戸時代直後の30軒程しかない沢渡と伊那電気鉄道開
通後の繁栄した当時の沢渡を想像し、歴史の変遷を感じ、郷土愛を深め
た。

500,000 500,000 250,000 193,193 193,193 193,000

西春近北小学校ＣＳ　ごん
げんまなびや応援隊

地域に開かれたコミュニ
ティ広場づくり

地域交流
環境整備

西春近北小学校

北小学校の通称「上庭」を整備することで、西春近北小学校の児童をは
じめ、遊びに来る園児、行事等で集まる地域の方々、コミュニティスクー
ルの人たちにとって、遊びや活動の拠点となり、交流を通してつながりを
深めていく契機となった。台やイス、憩いのベンチのほか、ピザ窯も整備
できた。

225,000 225,000 225,000 227,400 227,400 225,000

細ケ谷グランド管理委員会
細ケ谷区グランド設備改
修事業

環境整備 西春近細ケ谷
グランドの老朽化した設備等のリニューアルを行い、より利用しやすいグ
ランドにするため、次の整備を行った。
・バックネット（メイン）の補修（張替）　・駐車場整備

652,000 652,000 652,000 755,200 755,200 755,000

交付金振込手数料（１団体） 770

採択 4 件 配分額：1,523,000 円 1,617,000 1,593,000 1,343,000 1,392,969 1,392,969 1,389,770

東
春
近

西
箕
輪

西
春
近



事業費 要望額 交付決定額 事業費 対象事業費 交付金額

実績

令和元年度 伊那市協働のまちづくり交付金事業一覧

団体名 事業名 事業区分 実施場所 事業実績
計画

信州高遠花摘み倶楽部 高遠花一杯運動 環境整備
国道の法面と中学
校プールの周りな
ど

高遠を、さらに通年で観光客を呼べる花のまちとすることを目的として、
花桃の苗木を国道の沿線に植えた。

561,600 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000

絵島ものがたり実行委員
会

絵島ものがたり
歴史文化
産業振興

いなっせホール

語られる機会の少ない「絵島」にまつわる物語を公演することにより地域
の方に興味、関心を促し、郷土への愛着を深めることを目的に、高遠に
残る「絵島」の事件を題材に悲恋の物語を描いた公演を行った。幅広い
年齢層（10代～70代）や、県外からも集客ができ、好評だった。

838,000 583,000 580,000 816,120 580,000 580,000

百職会
信州高遠杖突街道　百姓と職
人市

地域交流
産業振興
その他

やさい村信州高遠
藤沢郷こかげ敷地
内

杖突街道沿線の農家の美味しい野菜や、そこに暮らす職人の技や工芸
品を多くの人に知ってもらうことで、杖突街道に訪れる人や関心を持つ人
が増えて、地域の活性化に繋がることを目的に、高遠地区に住む農家や
職人、工芸作家が自身で作った農産物や、工芸品を展示・販売した。
・２６ブースが出店（内訳　農家５、職人１２、飲食９）
・移住経験者が移住相談の窓口も設けた。
・来場者数　約４００名
（アンケートによる内訳　高遠町内３２％　伊那市内２３％　その他４５％）

222,000 150,000 150,000 222,000 150,000 150,000

勝間桜を守る会
高遠さくら道（仮称）保全
活動

地域交流
景観形成
環境整備

勝間薬師堂シダレ
桜を中心とする周
辺地域

勝間さくら道を形成し、いっそうの観光アピールをすることで地域振興に
寄与することを目的に、勝間のシダレ桜の周辺整備を行った。また、看板
の入替、苗木植栽により桜の道つくりを行った。

121,000 120,000 120,000 101,330 101,000 101,000

採択 4 件 配分額：1,497,000 円 1,742,600 1,414,000 1,411,000 1,700,450 1,392,000 1,392,000

長谷っ子応援隊
孝行猿集会等の活用によ
る地域交流・文化伝承事
業

地域交流
歴史文化

長谷小学校

長谷小学校を核とした伝統文化の継承及び地域間交流を目的に、孝行
猿の民話を伝承するため、「孝行猿集会」を開催して演劇発表を行った。
また、運動会で「ざんざ節」を発表するため、地域のお年寄りを講師に講
習を行った。

533,000 533,000 533,000 530,863 530,863 530,000

市野瀬テニスクラブ
入野谷グラウンドテニスコ
－ト造成

環境整備 入野谷グラウンド
テニス愛好家の練習・交流の場を創設することを目的に、入野谷グラウ
ンド一角にテニスコ－トを一面整備した。スポ－ツ振興を図るための新た
な拠点の整備ができた。

494,120 480,000 480,000 509,467 484,120 480,000

溝口郷づくり会
熱田社及び周辺文化財を
生かした地域づくり

地域交流
環境整備
歴史文化

熱田社ほか

区内の文化財等の施設や情報を発信することで、地域づくりを進めてい
くことを目的に、熱田社を始めとする区内の文化財について、休日の見
学希望者への対応を行うため、パンフレットの整備や案内所の修繕、環
境整備を行った。

175,000 140,000 140,000 157,165 140,000 140,000

採択 3 件 配分額：1,153,000 円 1,202,120 1,153,000 1,153,000 1,197,495 1,154,983 1,150,000

全
体

申請合計　　48 件 採択合計 41 件 予算額：15,000,000 円 20,230,720 15,306,000 14,519,000 18,921,983 14,615,154 14,446,050

長
谷

高
遠
町


