
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                (支援額 単位:千円) 

事業区分 
選定状況 

件数 支援額 

１ 地域協働の推進 0 0 

２ 保健、医療、福祉の充実 1 556 

３ 教育、文化の振興 1 779 

４ 安全・安心な地域づくり 1 948 

５ 環境保全・景観形成 3 5,853 

６ 産業振興、雇用拡大 (小計) (8) (14,063) 

ア 特色ある観光地づくり 3 6,614 

イ 農業の振興と農山村づくり 4 4,468 

ウ 森林づくりと林業の振興 0 0 

エ 商業の振興 0 0 

オ その他 1 2,981 

７ 市町村合併に伴う地域の連携の推進 0 0 

８ その他地域の元気を生み出す地域づくり 3 2,534 

合    計 17 24,733 

 

 

申 請 者 区 分 件 数 支 援 額 

市 町 村 3 7,480 

広域連合・一部事務組合 1 409 

公共的団体（地域づくり団体・ＮＰＯ等） 13 16,844 

合      計 17 24,733 

 

 

 
 

 

この取組は、しあわせ信州創造プラン 2.0「南信州地域計画」の地域重点政策「豊かな自然・

文化と共生し、人と地域が輝く南信州」に基づくものです。  

 

 

 

 

 

 

 

重点テーマ区分 件数 支援額 

県 

信州こどもカフェの推進 0 0 

信州 ACE プロジェクトの推進 0 0 

地域防災力の向上 0 0 

地域 

広域観光の推進 2 5,750 

地域の特色ある産業の振興 3 3,552 

移住・定住、つながり人口づくりの促進 3 3,041 

伝統芸能の継承 0 0 

高等教育機関の知の活用 0 0 

信州プラスチックスマート運動の推進 0 0 

若者の UIJ ターン就業の促進 0 0 

合    計 8 12,343 

 

南信州地域振興局 リニア活用・企画振興課 
(課長)神田 大介  (担当)長岡 真実 
電 話 0265-53-0401（直通） 
    0265-23-1111（代表）内線 2316 
ＦＡＸ 0265-53-0404 
E-mail minamichi-kikaku@pref.nagano.lg.jp 

長野県（南信州地域振興局）プレスリリース 令和２年（2020 年）10 月５日 

 「地域発元気づくり支援金交付要綱」に基づき、下記のとおり２次募集分を内定しました。 

令和２年度 地域発 元気づくり支援金 
【南信州地域（２次募集分）】 事業が内定しました 

事業区分別の選定状況 

○ 当地域の要望状況：23件 3,864万 9千円の要望がありました。 

○ 選定結果を踏まえ、該当団体に対し、事業ごとの採否を付した書面により通知するとともに、選定した事業に 

ついては、より効果的に実施していただけるよう適切な助言をしてまいります。 

 

申請者区分別の選定状況 

【参考】 

【再掲】県全域又は地域ごとに重点的に推進するテーマ 



1
２　保健・医
療・福祉の充
実

ソフト
社会福祉法人や
まりき松寿会
（飯田市）

特養やまりきの郷のギャラ
リー開設による地域交流
促進事業

特別養護老人ホームやまりきの郷において、地域ボランティアのイベン
ト会場や高校生の自習室として利用されている地域交流スペースを有効
に活用するため、ギャラリーを設置する。
・地域交流スペースに写真や絵画などを展示するギャラリーを設置
・地域の写真家等の作品を展示し、入居者や近隣住民が観覧

①パーテーション、広告宣伝費

742 556 556

2
３　教育、文
化の振興

ソフト
演劇集団「演劇
宿」（飯田市）

芝居と歌で語り継ぐ、歌人
「金田千鶴」の生きた道

泰阜村出身の女流歌人金田千鶴の生涯を描いた演劇を通じて、千鶴の作
品の魅力や地域の文化を広く郡市民に伝える。
・和歌や散文を織り交ぜながら千鶴の生涯をドキュメントタッチに描い
た芝居を発表
・金田千鶴ゆかりの地を探訪
・金田千鶴の歌の魅力や時代背景を学ぶ講座を開催

①会場使用料、謝礼、広報宣伝費、印刷製本費

2,008 779 779

3
４　安全、安
心な地域づく
り

ソフト
ジングルライ
ダー（飯田市）

コロナ禍に対応した子供
の健全育成の「命の授
業」事業

子供の健全育成を目的とし、交通安全、有害鳥獣問題、子供の居場所づ
くりの要素を組み合わせた「命の授業」を実施する。２年目事業
・鹿革の御守り作り教材を教育機関等へ配布
・交通安全、有害鳥獣（獨協大学生作の紙芝居）、御守り作りの動画を
制作
・ホームページを立ち上げ、情報を発信

①御守り材料費、ホームページ制作費、動画制作費

1,265 948 948

4
５　環境保
全、景観形成

ソフト
飯田脱炭素社会
推進協議会（飯
田市）

みんなで知ろう！取り組
もう！「脱炭素社会」推
進事業

南信州環境フェアにおいて、省エネ家電等の展示やエコライフの普及啓
発に取り組む。
・省エネ家電、太陽光発電設備、次世代自動車等の展示、デモンスト
レーションを行い、新しい生活様式への転換を促す
・パネル展示によるエコライフの提案、エコ講座を実施

①設営経費（実費分）、テント等借上料、ノベルティ、講師謝礼

450 337 337

5
５　環境保
全、景観形成

ソフト・
ハード

月瀬公民館（根
羽村）

大杉公園環境整備事業

地元住民で大杉公園の環境整備を行うとともに、地元木材を活用したベ
ンチ等を設置し、公園の来訪者へPRする。
・大杉公園の環境美化作業を住民で実施
・公園内に地元木材を活用したベンチ、サイクルスタンドを設置

①環境整備機器（刈払機等）購入
②ベンチ、サイクルスタンド設置

752 523 523

6
５　環境保
全、景観形成

ソフト・
ハード

喬木村
九十九谷森林公園の景観
整備とくりん草園復活事
業

豪雨により被害を受けたくりん草園内の土砂を撤去した上で、住民協働
でくりん草の定植や手入れを行う。
・くりん草生育地に堆積した土砂を撤去
・愛好会を中心としたボランティアにより苗の定植等を実施

①苗木代
②工事請負費

7,428 4,993 4,993

7 ６ア　観光
ソフト・
ハード

龍江地域づくり
委員会（飯田
市）

「天竜峡」を竜東地域拠点
とする新たな観光資源開
拓のための挑戦

三遠南信道の開通を契機に、天竜峡を中心とした飯田市南部地域の観光
資源の開発や周遊観光の振興に取り組む。
・パックラフティング、Eバイク等のアウトドアレジャーの環境整備及
び体験会を実施
・アウトドアレジャーの可能性を探るシンポジウム（兼事業報告会）を
開催
・三遠南信道の開通までの道のりやこれからの地域活性化について報告
書を作成、学校等へ配布

①体験会開催費（インストラクター費等）、シンポジウム講師謝礼、報
告書印刷費
②パックラフティングコース整備、パックラフト

4,753 3,703 3,703 広域観光の推進

8 ６ア　観光 ソフト

一般社団法人南
信州山岳文化伝
統の会（飯田
市）

南信州山岳文化振興事業

エコツーリズム山岳観光地の確立を目指し、南アルプスの環境整備等を
実施する。２年目事業
・国道から歩いて入山できるように登山道を整備
・個人テント泊ができるように備品を整備・設置
・自然観光素材や希少動植物を調査し、資料化
・県内のガイド組織等を招待し、ファムトリップを実施

①登山道整備作業委託、テント泊備品、謝礼、広告料

2,558 2,047 2,047 広域観光の推進

9 ６ア　観光 ソフト
根羽村観光協会
（根羽村）

新・魅力発見『茶臼山パ
ワースポット』の観光PR
事業

根羽村のカエル館を中心とした茶臼山一体をパワースポットとしてPR
し、新たな観光スポットとして確立させることを目指す。
・茶臼山パワースポットを研究している愛知県の大学教授の論文をもと
に資料集を作成
・同教授による村民ガイド養成講座を開催
・茶臼山パワースポットツアーを計画・開催（南信州観光公社等と連
携）し、村民ガイドも参加
・子供向けの環境学習会を開催

①資料集作成

1,152 864 864

10 ６イ　農業 ソフト
市田柿活性化推
進協議会（飯田
市）

地域ブランド「市田柿」
の発信による地域活性化

市田柿販売100周年にあたり、PR活動及び食育活動を実施し、地域ブラ
ンドとしての発信、消費の拡大による地域活性化を図る。
・100周年記念ポスターを制作し、関係団体施設、駅、空港等で掲示
・高速バスの後部に市田柿のラッピングを施し運行
・市田柿の歴史や栽培加工方法等をまとめたストーリーブックを制作

①ポスター・ブック制作、ラッピングバス掲出料

1,487 1,189 1,189
地域の特色ある
産業の振興

重点
テーマ
区分

2020年10月5日

令和２年度　地域発　元気づくり支援金【南信州地域（２次募集）】　選定事業一覧表

№ 事業区分
ソフト・
ハード

申請者 事業名
事業内容

（主な用途、①：ソフト事業、②：ハード事業）

総事業費
（千円）

うち
支援金
要望額
（千円）

支援金
内定額
(千円)



重点
テーマ
区分

№ 事業区分
ソフト・
ハード

申請者 事業名
事業内容

（主な用途、①：ソフト事業、②：ハード事業）

総事業費
（千円）

うち
支援金
要望額
（千円）

支援金
内定額
(千円)

11 ６イ　農業 ソフト
南信州・担い手
就農プロデュー
ス（飯田市）

農業担い手移住就農促進
事業

地域農業の維持、新規就農者の発掘、移住者の増加を促進することを目
的とした事業を実施する。３年目事業
・南信州及び東京で就農相談会・フェアを開催し、南信州地域のPR、地
元農産物の販売を実施
・南信州の農畜産物や特産品を紹介するパンフレットを作成
・南信州全体のアピールを強めるため、のぼり旗等のPRグッズを制作

①会場使用料、パンフレット印刷費、PRグッズ制作費、広告料

1,146 916 916
移住・定住、つ
ながり人口づく

りの促進

12 ６イ　農業 ソフト
特定非営利活動
法人元気だ下條
（下條村）

下條村『親田辛味大根』の
ブランド力強化事業

下條村の特産品であり、県の伝統野菜に指定されている『親田辛味大
根』の生産拡大、ブランド力の強化に取り組む。
・栽培技術や品質の向上に向け、試験栽培、辛味成分の調査等を行い、
新たな栽培指針を作成
・生産・消費拡大に向けた栽培促進キャンペーン、ワークショップを開
催

①栽培研究委託料、宣伝広告費

1,039 796 796
地域の特色ある
産業の振興

13 ６イ　農業 ハード 泰阜村
少量多品目を活かした高
付加価値飲料開発事業

少量多品目で栽培されているリンゴ、ブルーベリー、ユズ、ウメ、トマ
トなどの農業生産物の高付加価値化を進め、新たな商品開発や販路拡大
に取り組む。
・村の農林漁家婦人活動促進施設であるやまどり館に打栓機を導入
・消費者ニーズに沿った再栓可能な飲料を生産、販売
②打栓機購入

2,090 1,567 1,567
地域の特色ある
産業の振興

14

６オ　その他
（その他（産
業の振興及び
雇用の拡大）

ソフト
りゅうのまー
けっと実行委員
会（飯田市）

りゅうのまーけっと開催事
業

天竜峡周辺で朝市を開催するとともに、様々なイベントを実施し、地域
振興を図る。
・地元農家等が朝市で商品を販売
・地元の料理人を集め、地域の食材を使用した料理を来客者に提供
・民謡・日本舞踊の観覧イベントを開催
・防災教育を目的としたデイキャンプを開催
・現代アートをテーマとしたオンラインシンポジウムを開催

①まーけっと備品、講師謝礼、HP制作費

3,975 3,180 2,981

15
８　その他地
域の元気

ソフト 天龍村
つながり人口創出事業「天
龍つなぐカレッジ」

天龍村と都市部のローカルに興味のある方とのつながりづくりを行い、
村の課題や地域について学び、実践的な活動を行う「天龍つなぐカレッ
ジ」を開催する。
・オンラインで村民との交流を３回程度実施
・年度末に活動報告を実施
・次年度以降、都市部の参加者が村を訪れて地域活動に参加

①謝金、全体コーディネート委託料

1,150 920 920
移住・定住、つ
ながり人口づく

りの促進

16
８　その他地
域の元気

ソフト
愛ねっと北部
（豊丘村）

下伊那地域の結婚促進・
独身女性移住促進事業

都市部から田舎暮らしに興味のある独身女性を招き、出会いの機会を増
やし、結婚促進につなげることを目的とした事業を実施する。
・独身男性が集まり、下伊那地域のPR資料やデートプランを作成
・都市部の独身女性を対象にした結婚・移住促進セミナーを開催し、下
伊那地域をPR
・セミナーの中で女性が男性のプロフィールを閲覧、後日下伊那地域に
訪れてもらい、男性が考えたプランでおもてなし

①企画・運営料、広告料、会場費

1,507 1,205 1,205
移住・定住、つ
ながり人口づく

りの促進

17
８　その他地
域の元気

ソフト
下伊那北部総合
事務組合

リニア時代を見据えた、
北部５町村で取り組む
「住んで楽しい、遊んで
楽しい」地域づくり事業

リニア開業を見据え、広域観光、移住定住、二次交通等の諸課題に、下
伊那北部５町村が連携して取り組んでいくため、前向きな機運を高めて
いくことを目的とした事業を実施する。
・北部５町村の状況を一目で把握できる基礎資料（広域地図）を整備
・リニア開業を見据えた地域づくりへの機運を高めるためのシンポジウ
ムを開催

①地図作成費、講師謝礼

546 409 409


