
令和元年度「高森町町民主体のまちづくり活動支援事業」採択団体一覧

構成人数

単価 活動支援金 継続支援金

10

500 50,000 5,000

15

2,000 50,000 30,000

6

500 50,000 3,000

15

1,000 50,000 15,000

23

1,000 23,000 23,000

23

500 47,000 11,500

6

1,000 50,000 6,000

・8/5（月）「広島平和のバス出発式」での合唱披露。
・8/15（木）「戦没者追悼平和祈念式典」での合唱披
露。
・12/8（日）三ツ星クリスマスコンサート参加

町の行事への参加意義の意識向上。
読譜力の強化、音楽性の芽生え、英語のリスニ
ングと正しい発音力の向上、メンタル健康維
持。

仲間を増やし、できる限り長く継続していきた
い。

56,000

適正前期 7
しなの風の子
合唱団

地域の音楽教育支
援

平和バス出発式や戦没者追悼平和祈念式典など
の町行事への参加や、コンサートへの参加をお
こなう。
合唱を通して読譜力の強化、音楽性の芽生え、
英語のリスニング力と正しい発音能力の向上。
体幹矯正体操と腹式、胸式、背中呼吸でメンタ
ル健康維持。

あさぎりの郷内交流センターを多世代の交流の
場として活性化させたい。
高齢者の療養中の人、障害者も安心して集える
居場所づくりを目指したい。

・7/11（木）「佐久市臼田健康サポートセンター」視
察研修実施。

来場者の健康サポート。地域と病院のつなが
り。（隣接する厚生病院の入院患者のリフレッ
シュとコミュニケーションの場としても充実し
た活用ができる）

・地域交流センターにおいて、多世代の交流を
活性化させ町民の安心できる居場所づくりを続
ける。
・健康長寿であり続けるため、病院の医師や職
員と気軽に語り合う居場所づくりを行う。
・医療のプロから直接学べる講座。
・健康、医療、介護、福祉など日常生活のお困
りごとの相談会やイベントの開催。
・地域の人が健康のことを気軽に相談できる
「保健室」の開催。

58,500

適正

・吉田ふれあい広場への協力
・やすらぎ荘へのお手伝い
・災害時の後方支援（炊き出し・自衛団づくり等）
・高齢者世帯への支援（ゴミ出し、認知症、安心カー
ド他）
・吉1サロンの実施協力（年3回／7月・11月・3月）
・その他身近なボランティア活動（地区行事への支
援・冬季の雪かき等）

地域の人と人との関わりが希薄になっている
今、困っている高齢者世帯、一人暮らしの世帯
に少しでも手をさしのべ関わることを通して、
声がけのできる地域社会になり、自分たちも心
豊かな生活が期待できる。

ボランティア活動を通して、賛同する仲間を増
やし今まで続けてきた活動を長く継続していき
たい。

46,000

適正

前期 6
ＮＰＯたかも
りオアシス

医療、福祉、住民
参加型の居場所づ
くり勉強会

価値ある資産を有効に活用し、世代間の垣根を
越えて、豊かなひと時が過ごせ、町民の交流の
場としてこの空間が提供できる。

下市田学校で行うことのできる可能性にこれか
らも挑戦していきたい。さらに県内にある他の
明治の学校との連携を図って明治の学校サミッ
ト等を行うことも考えていきたい。そのために
もこれらの活動を支える応援隊員を広く募集し
て、より地域に密着した取り組みをしていきた
い。

65,000

適正

前期 5 あじさいの会
地域コミュニティ
支援事業

身近なボランティア活動を中心に活動しなが
ら、より良い地域づくりに力を出し合っていき
たい。

視察の様子については隣組回覧での報告を考え
たい。今後も実践的な取り組み、先進的な取り
組みをしている場を見学し学んで行きたい。

53,000

適正

前期 4
下市田学校応
援隊

明治の建物下市田
学校を令和に活か
す

高森町の古き良き文化遺産である下市田学校を
より地域の皆さんに開かれたものにし、皆が楽
しく集ったり活動できる場にしていきたいと考
えた。

①夏休みには小学生を対象に親元を離れ、日頃の生活
では体験できない活動を通して視野を広げ、自らが動
き仲間と協力し合って活動することにより自主・自立
の精神を養う集団生活を行う。
・7/下旬～8月初旬（1泊2日）
②秋には明治期の学校校舎を地域の方々により広く
知っていただくとともに、日頃見聞することの少ない
落語や寄席の雰囲気を身近に味わっていただく機会に
したいと考え行う。
・10月予定
その他　校舎の清掃、修理、保全（年６回）

80,000

適正

前期 3
上平地域づく
り連絡会

八ヶ岳農業実践大
学視察

地域が抱える今日的課題の解決と農業従事者の
意欲向上のために、実践的に取り組んでいる学
校を視察しその糸口を探る。
視察の様子について地区代議員会で報告し、各
常会内で話題としてもらうことで活性化の一因
となることを期待する。

・7/5（金）「八ヶ岳農業実践大学校」視察研修実施。
（9：00～2時間視察）

視察から得た知識・情報が、参加者にとどまら
ず、今後上平地区を考えるときの話題提供、問
題提起等様々な機会において生かされることを
期待する。

適正

前期 2
高森キッズサ
イエンスクラ
ブ支援会

高森町の自然を探
索し、役立つもの
を見つけ、活用し
よう！

地域の豊かな自然を子どもたちに知らせ、夢中
になって地域の自然とかかわるこのとのできる
子どもたちを育成する。

・6/29（土）冷凍ヨモギを使い臼と杵を使って本格的
な草餅作り、試食。
・7/27（土）竹の皮拾い。竹皮と冷凍筍を使った中華
風ちまき作り、試食。
・9/28（土）天竜川か小渋川の河原でクルミ拾い、土
に埋めて家庭で保存。
簡易綿あめ製造機をセット、竹串を作って綿あめ作
り、試食。
放射性鉱物の探索と放射線の飛跡の観察
・10/19（土）クルミ味噌を作って五平餅つくり、試
食。
・10/20（日）竹で来年の干支「子（ねずみ）」作り。
（まるごと収穫祭で展示）

自然に関わる知識が、体験や身体を通して実感
としてわかり、自然環境について未来永劫どう
していくかという考え方ができるようになる。

地域の自然が活用できそうな素材を見つけ、展
開していく。過去に実施した魚採りやこん虫採
集も再度取り入れることがある。

和洋楽器バンドの
演奏活動によるコ
ミュニティ事業

和洋楽器を使うユニークなバンドとして手作り
で編曲し演奏活動をする。演奏活動を通して地
域の子供から大人・老人とのふれあいをし楽し
く聴いてもらったり歌ったりしてコミュニティ
の向上を図る。

①地区のイベント等出演や施設への慰問等を行う
・6/9（日）上市田区敬老祭・ふれあい広場出演（練
習：5～6月の5回）
・7/20（土）上市田区納涼祭出演（練習：5～6月の4
回）

地元のバンドとして定着し、和洋楽器の演奏を
楽しく聴いてもらい、地域コミュニティの向上
が期待できる。

福祉施設の慰問や保育園児との交流を図る。

55,000

事業概要 事業効果 事業の展開
交付金要望額 審査

結果

み

ん

な

で

協

働

型

前期 1
はらまちバン
ド　ざ・ポン
ポコリン

区分 NO 団体名 事業名 事業目的



令和元年度「高森町町民主体のまちづくり活動支援事業」採択団体一覧

構成人数

単価 活動支援金 継続支援金
事業概要 事業効果 事業の展開

交付金要望額 審査
結果

区分 NO 団体名 事業名 事業目的

30

1,000 45,000 30,000

7

1,000 27,000 7,000

18

2,000×10人
1,000×8人

50,000 28,000

11

500 50,000 5,500

10

500 50,000 5,000

18

500 13,000 9,000

11

1,000 50,000 11,000

保育園、老人施設、各種イベントへの参加。
①7月　JA納涼祭
②7月　下市田萩の里まつり
③11月　高森まるごと収穫祭
④3月　しあわせ信州ご当地体操コンテスト
⑤各保育園施設の訪問

柿丸くんと共にイベント参加することによって
町内外に高森町の存在を知らしめ、また、町民
の健康や楽しい気持ちをひろめる。

介護予防の体操をひろめる。

61,000

適正前期 14
柿丸シスター
ズ

柿丸くん体操の普
及と交流事業

町のキャラクター「柿丸くん」と一緒に、町内
外の施設訪問やイベント等に参加し、ダンスを
行うことで交流を図り元気で健康的な地域の活
力の創出に寄与する。

地区のイベントに五平餅を作って振る舞う。楽
しく五平餅作りをして住民に美味しく喜んで食
べてもらう。また、会員の親睦を図る。

上市田分館の納涼祭にて五平餅を作り提供する。
地域で年代を問わず親睦が図れ、地域住民も五
平餅を楽しみにしている。

地域の食文化である五平餅の作り方、味を後世
に伝えたい。

22,000

適正

松岡氏にまつわる様々な創造文化を地域興しにつなげ
る目的で、音楽中心のグループで交流コンサートを行
う。参加条件としてプロ・アマは問わない。

地域の文化グループに加えて、多彩な町内外の
参加が期待でき、町を超えた交流の機会とな
る。伊那谷の城跡団体との交流も図れ、町内の
歴史文化の発展が期待される。

今回で3回目となるが、地域の文化グループに、
更に多彩な町内外の参加が予測される。交流の
芽が感じられるのは、伊那谷の城跡（高遠城、
飯田城、井伊の谷城）それに彦根城に関する団
体との交流である。

55,000

適正

前期 13
原町五平餅の
会

地域の食でふれあ
い事業

地域行事に参加することで、地域の皆さんとの
交流が持てる。
活動を通して地域の皆さんに喜んでいただき、
地域の良さ・楽しさを再発見してもらう。

私たちの活動を見ることで、多くの方が地域を
盛り上げる活動に継続的に参加いただけるよう
にしたい。また、子供さんが地域行事に関心を
持っていただくことで、いずれ地元に定着して
いただくきっかけとなるようにしたい。
活動をアピールすることで町外へも事業を展開
し、いずれ高森町のＰＲ活動の一端になれるよ
うな企画・活動ができることを目指します。

55,500

適正

前期 12
高森文化ユ
ニット

地域文化交流コン
サート

高森町民を中心として歴史文化への理解関心を
高め、伝承文化活動や文化創造の発展を促しつ
つ、郷土への愛着を深め、地域の連携を目指
す。

千早原地域の地権者や耕作者の親ぼくを図り地
域のまとまりを作り、観光農業を推進し、地域
農業を発展させていく。また、長く継続してい
きたい。

78,000

適正

前期 11
上平芸能クラ
ブ

芸能活動による地
域活性化事業

芸能活動を通して地域の皆様と交流を図り、明
るく楽しい地域づくりに貢献すること。

①上平分館納涼祭への参加
②公民館文化祭ステージ発表
それぞれのステージに向けて練習

34,000

適正

前期 10
千早原フラ
ワーパート
ナーズ

地域の環境保全、
美化推進事業

千早原地域の農業を維持、発展させるために観
光農業に取り組み、この地域を訪れるお客さん
を増やすために、景観保全及び美化活動を行
う。この地域の地権者や耕作者の親ぼくを深め
地域の農業振興に努める。

アグリ交流センター西の上段道路土手に紅葉と桜に苗
木を本年4月に植えた。苗木を育てるため、施肥と草刈
りを実施する。
アグリ交流センター駐車場周囲に花を植え景観を良く
する。又、その花の維持管理を行う。
・年3回草刈り、草取りを行う
・施肥、害虫防除を適且実施する

地域内の景観が保全され、地域が美化されるこ
とにより、千原原を訪れるお客さんを増やし、
観光農業に結びつける。

適正

前期 9 ハニーベル
トーンチャイムの
音色で癒しと元気
を

トーンチャイムの演奏を通して、地域の皆さん
の交流に寄与し、活力向上を図る。

・12/8（日）三ツ星クリスマスコンサート参加演奏
・1月　地域サロン「お～いお茶だに」参加演奏
・なごみ荘等への慰問（9月予定）

音色がすばらしかったと喜んで頂けました。 会員を増やし、できる限り継続していきたい。

牛牧地区内の文化
財標柱の美化・保
守事業

Ｈ28年度に牛牧区内に設置された文化財の標柱
（20箇所）周辺の草が伸び、説明文が読み取れ
ない状況になってきている。
牛牧史学会会員での周辺の草刈りにより、進入
路の確保や整備等を行う。このことによって、
地域の子どもたち（町民）や観光客に牛牧区内
の文化財を見てもらえる環境を作りたい。

6月と8月（予定）の2回、3班に分かれて、草刈りや整
備作業を行う（3時間程度）

子どもたちが地域の文化財に関心を寄せ、地域
を愛する心が育つ。
観光客へのＰＲができ、関係人口の増加につな
がる。

今年度だけでなく、毎年継続していきたい。

75,000

み

ん

な

で

協

働

型

前期 8 牛牧史学会



令和元年度「高森町町民主体のまちづくり活動支援事業」採択団体一覧

構成人数

単価 活動支援金 継続支援金
事業概要 事業効果 事業の展開

交付金要望額 審査
結果

区分 NO 団体名 事業名 事業目的

19

2,000 50,000 38,000

7

2,000 31,000 14,000

11

1,000 14,000 11,000

34

1,000 50,000 34,000

12

1,000 41,000 12,000

7

1,000 50,000 7,000

申請額合計 円

適正

1,146,000

丸山あったか育み
事業

①近隣する丸山公園やあったかてらす一帯を使
い、子どもが花や緑や土にふれ、楽しく遊びな
がら学ぶ場を造る。
②作業等を通じて幅広い世代や仲間との交流を
図り、子どもの育ちを地域で支援するとともに
賑わいのある公園づくりを行う。

公園やあったかてらす周辺に、花や花壇など子どもも
一緒に土いじりができる場所を造り、一緒に作業を行
う。
子どもが自然に興味を持ち、楽しく自然と触れ合える
ような公園づくりの発想や提案をする。

①子どもが自然に触れ楽しく学び育つ場づくり
がされる。
②あったかてらすと丸山公園が連携すること
で、より相乗効果を発揮できる。
③事業を通じ、施設と地域、子育て世代とその
他の世代など、幅広い交流が生まれる。

あったかてらすの年齢別クラスとの連携、レ
ディースクリニックやゆりかご入居者との交流
なども考えていきたい。

57,000

・体力測定の実施
10月24日
・柿の里ウォーキング「ブラ高森」
11月2日　前日準備
11月3日　当日運営

地域の文化財や自然の新たな発見や再確認が出来、
多世代交流をしながらウォーキングで健康（運動不
足の解消のお手伝い）にもなる。

多世代交流が出来る行事ですので、継続してやって
いきたい。

53,000

適正

ま

ち

と

共

創

型

前期 20
丸山あったか
育みプロジェ
クト

高森町の観光ＰＲに資する。
町のイベントではバックミュージックで流す。
（東京・東海地区高森会、ＰＲイベント）

ＣＤ・ＤＶＤを広範囲に配布していく。

84,000

適正

後期 19 柿の里ＳＣ
地域住民の健康増進
と教養を身につける
事業

文化活動と健康運動のコラボレーション。地域の文
化（文化財や特有の自然）等に触れながら町内を散
策する。「ブラ高森」
その他健康増進事業の実施

従来より継続してきており、今後も活動主体に
組み入れてやっていきたい。

25,000

適正

前期
追加

18 柿楽会
市田灯篭流しの歌
と踊りの創作

100年に近い歴史を持ち伊那谷の風物詩ともい
える「市田灯篭流し」の伝統行事を後世に伝え
るため「夏の終わりに・市田灯篭流し」の歌と
踊りを創作し普及を図っていく。

歌を柿楽会長の平沢宗治が作詞・作曲。
編曲をニューサウンズに依頼。
歌手は「城めぐみ」さんに依頼。
踊りは師範クラスの方に依頼。
踊り連は柿楽会員を教育していく。
町内各所のイベントに参加し、普及を図る。
今年度は8～10回出演予定。
歌と踊りの完成は12月末までを予定。踊りの練習を年
度いっぱい行い、DVD・CDの作製を年度末までに実施予
定。

45,000

適正

前期 17
(吉１常会老
人)地区花壇活
動班

地域の空き地利用
による環境美化花
壇作り

①地区内の環境美化
②同世代会員の健康保持、共同意識の向上
③子供の見守りとあいさつ運動

①町の育苗管理への作業参加
②花苗の定植、施肥、散水作業
③地域におけるコミュニケーション向上

①花作りによる環境美化
②地域での共同、共生意識の向上、コミュニ
ケーション

適正

前期 16 地域応援隊
地域の自治活動並
びに地域作り等の
支援事業

地域における一人暮らしの方、農地管理ができ
なくなった高齢者、地域内の整備等地域及び地
域住民の困った事への支援を行い、相互扶助の
精神を通して地域作りを進める。

①農地管理（土手草・支障木の除去等）への支援
②地域環境保持への支援
③その他

地域住民の高齢化、一人暮らし等から耕作放棄
地の増加、住民の相互扶助活動等が問題となっ
ている。また、定年の延長により区役員の奉仕
活動も行き詰まっている。これらを支援するこ
とで、もう一度地域作りを見直したい。

とりあえず１年を通して活動し、その評価を住
民から受けた後、新しい活動へと拡げていきた
い。

地域の環境・森林
整備及び観光資源
造成事業

出原区区有林内（ハーモニックロード沿いの林
床）を整備すると共に、その林床にヤマアジサ
イ（20種類）を植樹して里山の景観を整える。
また、区民（子ども）たちとの共同作業を通し
て、山や郷土のもつ意味や協働の楽しさを味わ
う。

①区有林内、アジサイ園の整備。
②園内の遊歩道の設置並びに、整備と新たな植樹活動
（苗作りと移植）を推進する。
③千早原観光農園事業への寄与（新しい目玉の創造）
を行う。
④育成会や子ども会とタイアップして、子どもや地域
住民（保護者）の愛郷精神の醸成を図る。

森林整備プラスアジサイ園を公開することに
よって新しい森林活用を進めることになる。こ
の成果は、将来の千早原観光農園事業に付随す
る観光の目玉をつくることになる。子どもとの
協働作業を通して自然愛護や愛郷精神が醸成で
きる。

当活動を拡げ進めながら、休憩所の整備、案内
板の設置等を進めたい。

88,000

み

ん

な

で

協

働

型

前期 15
出原アジサイ
の会


