
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

大賞の概要 
平成 30 年度に「地域発 元気づくり⽀援⾦」を活⽤して実施された 574 事業のうち、地域振興局で知事
表彰を受けた 10 事業の中から、魅⼒あふれる地域づくりに特に貢献したと認められる事業を⼤賞として選定
しました。 

 

受賞事業（団体） ※受賞事業の詳細は別紙をご覧ください。 

●ふれあいサロン 地域住⺠の交流の場所づくり事業 
｜豊殿ふれあいサロン運営委員会（上⽥市） 

●天⻯川和船造船技術の伝承事業 
｜天⻯川和船⽂化保存会（飯⽥市） 

●⽊曽ペインティングス 
｜⽊曽ペインティングス実⾏委員会（⽊曽町） 

 

贈呈式 
贈呈式は各事業を所管する地域振興局で⾏います。 

事業 ⽇時 場所 問い合わせ先 
ふれあいサロン  
地域住⺠の交流の場所
づくり事業 

3 ⽉ 3 ⽇（⽕） 
14:00〜14:30 

上⽥合同庁舎 
地域振興局⻑室 

上⽥地域振興局 
企画振興課 
TEL.0268-25-7112 

天⻯川和船造船技術の
伝承事業 

3 ⽉ 9 ⽇（⽉） 
14:00〜15:00 

飯⽥合同庁舎 
地域振興局⻑室 

南信州地域振興局 
企画振興課 
TEL.0265- 53-0401 

⽊曽ペインティングス 2 ⽉ 26 ⽇（⽔） 
11:00〜11:30 

⽊曽合同庁舎 
地域振興局⻑室 

⽊曽地域振興局 
企画振興課 
TEL.0264-25-2212 

※詳しくは各地域振興局企画振興課に直接お問い合わせください。 

長野県（企画振興部）プレスリリース  令和２年（2020 年）２月 17 日 

「地域発 元気づくり大賞」を決定しました 

 

企画振興部 地域振興課 活力創出係 
（課長）山田 明子 （係長）平林 正枝  
（担当）山倉 洋一  大竹 享一 
電 話  026-232-0111(代表) 内線 3796 
        026-235-7021(直通) 
ＦＡＸ   026-232-2557 
E-mail   katsuryoku@pref.nagano.lg.jp 
 



別紙

地 域 上田 南信州 木曽

事業名
ふれあいサロン
地域住民の交流の場所づくり事
業

天竜川和船造船技術の伝承事業 木曽ペインティングス

団体名 豊殿ふれあいサロン運営委員会 天竜川和船文化保存会
木曽ペインティングス実行委員
会

事業概要

孤食の解消や住民同士が支え合
う地域づくりを目的として、農
協の空き店舗を活用してサロン
を開設した。飲食物の提供だけ
でなく健康体操教室や趣味の教
室、イベントなどの開催を通じ
て住民の交流の場づくりを行っ
た。

後継者の育成が急務である天竜
川和船の造船を、若い船頭や高
校生と共同で行うことで次世代
への伝承へ繋げるとともに、ア
メリカ人船大工を招聘して和船
の共同制作やシンポジウム等を
開催し、文化交流・情報発信へ
とつなげた。

全国からアーティストや芸術作
家が集まり、木曽を題材に木曽
由来の素材を使った芸術作品を
制作し、展覧会を実施した。ま
た、定期的に作家を招き、町民
向けにワークショップを行っ
た。

支援金
活用実績

H30　（１年目） H30　（１年目）

R１　（２年目）
支援金採択額：1,385千円
主な内容：写真でのみ残って
いる「繋ぎ船」を地域木材を
活用して復活させる。

H29　（１年目）
H30　（２年目）

R１　（３年目）
支援金採択額：1,124千円
主な内容：全国から集まった
アーティストが薮原宿の空家
を会場とし、地域に眠る魅力
の掘り起しを行う。

事業費 542,160円 2,845,457円 1,624,683円

支援金額 421,000円 2,276,000円 1,283,000円

主な
選定理由

・高齢者等が安心して暮らし続
けられる地域を目指し、住民自
治組織が福祉事業者や公民館、
ＪＡ等と連携し、住民主導によ
る交流の場づくりを展開してい
る点にモデル性あり。

・地域住民が認知症に対する理
解を深めるためのセミナーを開
催し、その学びをサロンの運営
という実践につなげることで、
地域住民や認知症当事者が地域
活動に積極的に参加できる居場
所と出番を作り、地域との協働
性を発揮。

・ＪＡによる資金面の支援や、
運営ボランティアとして活動に
参加するセミナー受講者がいる
ことから、今後の活動の持続
性・継続性が期待される。

・地域の観光産業の根幹である
舟下りに着目し、次世代を担う
船頭や高校生に和船文化、造船
技術の特殊性を伝承すること
で、地域特有の資源を再認識す
る気づきを与えた点に、学びの
要素と地域性あり。

・地元の子どもたちだけではな
く、地域内外の人たちを対象に
した造船作業の見学会やシンポ
ジウムを開催し、多くの方々を
巻き込んだ協働性を発揮。

・地元の森林組合から舟材とな
る木材等の材料調達をすること
で、地域内経済循環に貢献。

・新たな担い手の確保や南信州
観光公社による造船見学ツアー
の造成等を通じて、和船文化の
伝承や舟下りの観光資源を守り
育てていく取組が期待される。

・木曽地域ならではの資源であ
る宿場町を活かし、空家を活用
した展覧会を開催した。イベン
ト期間中は期待値を上回る6,000
人の観光客が来場し、人の流れ
という地域に新たな活力を生み
出すとともに、空き家の新たな
活用策を見出した点に、先進性
あり。

・アーティストと地域住民（地
元小学生）との交流や、アー
ティストと地酒商店がコラボし
た、地酒のラベルデザインの制
作による販売促進など、地域と
の協働性を発揮。

・みらい基金の活用やグッズ販
売など、多様な財源を確保しよ
うと努めている点に、事業の持
続可能性が期待される。

地域発　元気づくり大賞　受賞事業
(平成30年度　支援金活用事業)



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を延期していた「地域発 元気づくり大賞 

贈呈式」について、出席者を限定し、時間を短縮したうえで下記のように開催します。 

 

事業 日時 場所 問い合わせ先 

ふれあいサロン  

地域住民の交流の場所

づくり事業 

3 月 3 日（火） 

14:00 ～ 14:30

⇒ 

3 月 30 日（月） 

14:00～14:30 

上田合同庁舎 

地域振興局長室 

上田地域振興局 

企画振興課 

TEL.0268-25-7112 

天竜川和船造船技術の

伝承事業 

3 月９日（月） 

14:00 ～ 15:00

⇒ 

3 月 25 日（水） 

14:00～14:30 

飯田合同庁舎 

地域振興局長室 

南信州地域振興局 

企画振興課 

TEL.0265- 53-0401 

〇その他 

 ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱等の風邪症状がある場合は、傍聴や取材をご遠慮

ください。また、咳エチケット、手洗いの徹底などにご協力ください。 

○贈呈式の延期については、２月 27 日にプレスリリースをしています。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shinko/happyou/200227press.html 

長野県（企画振興部）プレスリリース  令和２年（2020 年）３月 23 日 

開催を延期していた「地域発 元気づくり大賞」贈呈式を規模を

縮小して開催します。 

 

企画振興部 地域振興課 活力創出係 
（課長）山田 明子 （係長）平林 正枝  
（担当）山倉 洋一  大竹 享一 
電 話  026-232-0111(代表) 内線 3796 
        026-235-7021(直通) 
ＦＡＸ   026-232-2557 
E-mail   katsuryoku@pref.nagano.lg.jp 
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