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さくらフェスタ 2013 の様子

topics

2013 年度

市民活動１０大ニュース

2013 年度も終わろうとしています。今年度、市民活動に関して、
様々なイベントや出来事がありました。市民活動 10 大ニュースと
題して、ご紹介いたします。

上の写真は、さくらフェスタ 2013 の様子です。33 団体が参加し、
団体の PR として、活動発表や販売、展示などを行いました。来年
度のさくらフェスタ 2014 は 4 月 20 日に開催する予定で、第 10 回
目を迎えます。すでに実行委員会が始まっています。
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他にも、市民活動団体が集まる機会があります。また、各団体
で事業やイベントを行っていますので、実際に活動団体と交流し、
関心のある団体を見つけて関わっていただければと思います。
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totomoni は、市内の NPO・市民活動団体がともに地域の問題解決・活性化に向けて取り組む様子をお届けします。

しおじり

２０１３年度 市民活動１０大ニュース
○しおじりまちづくり交流会 2013 開催
11 月 16 日（土）に、えんぱーくにて開催されました（写真）
。事前展示、当日の交流
会で、32 団体が参加。パネル展示、プレゼンテーション、ポスターセッションで活動を
PR しました。また、ワークショップで課題を共有し交流を深めました。

●塩尻市まちづくりチャレンジ事業開始
2013 年度から協働のまちづくり提案公募事業を、塩尻市まちづくりチャレンジ事業と
してその内容を見直し、新たな制度としてスタートさせました。2014 年度も 4 月から募集
を開始します。募集の詳細は後のページでご紹介します。

しおじりまちづくり交流会の様子

○市民活動の無料相談会、
市民活動の無料相談会、定期開催
会、定期開催
2013 年度から市民活動無料相談会を、えんぱーく 2 階フリーコミュニティで定期的に
開催しています。市民活動を行う上での困り事など、どんなことでも気軽に相談できる場
として、皆さんに利用されています。

●さくらフェスタ 2013 開催
4 月 20 日(土)、塩尻市レザンホール前広場にて開催されました（写真）。33 団体が参加
し、販売や展示、発表などで活動を PR しました。桜は散りはじめでしたが、多くの市民
の皆さんにお越しいただき、にぎやかな雰囲気の中で開催できました。

さくらフェスタ 2013 の様子

○えんぱーく来館者
○えんぱーく来館者 200 万人達成
10 月 13 日(日)に、市民公益活動の拠点となるえんぱーくの来館者が 200 万人に達しま
した（写真）
。2 階フリーコミュニティを活用した市民活動の広がりに期待しましょう。

●えんぱーくの
えんぱーくの市民営について、
市民営について、検討が進
検討が進む
が進む
えんぱーくの市民営について市民グループの勉強会が行われました。また、市役所内で
は、先進地視察が行われたり、研究会が発足したり、検討が進んでいます。

えんぱーく来館２００万人 達成

○塩尻四宿 400 年祭に向けて企画が進む
中山道の塩尻宿、洗馬宿、本山宿、善光寺街道の郷原宿の 4 つの宿場が、1604 年の開
宿より 400 年の節目を迎えます。第 1 回目のまちづくり交流会がきっかけとなり、各宿場
の市民団体と観光課、観光協会等で実行委員会を組織しました。2014 年度に行う「塩尻四
宿 400 年祭」に向けて、企画が進められています。

●塩尻市に拠点のある NPO 法人が 28 法人に
ステップアップファーム、アンテロープアスレティッククラブの 2 団体が、塩尻市を拠
点とする NPO 法人として認証を受けました。これで市内の NPO 法人は 28 団体となりまし
た。

塩尻四宿 400 年祭 実行委員会の様子

○インターネット経由での寄付集め（クラウドファンディング）
インターネット経由での寄付集め（クラウドファンディング）が活発に
での寄付集め（クラウドファンディング）が活発に
市民活動を行う上での寄付集めをインターネットで行う動きが活発になっています。そのひとつに「FAAVO 長野」が
あります。地域密着型の寄付集めを行うサイトで、塩尻市内の市民団体（3 団体）も寄付集めを行っていますので、皆
さんのご協力をお願いします。

●長野県
長野県みらい
長野県みらいベース
みらいベースの運用開始
ベースの運用開始
長野県みらいベースは身近な公共的活動を紹介し、寄付というかたちで公共的活動を応援しています。4 つの寄付募
集事業プログラムを通じて、寄付者と公共的活動を行う団体とをつないでいきます。

コラム

～ 大雪と「共助」～

２月の大雪後のある市内の道路で、近所の皆さんが一緒になって道路の雪かきをする光景がありました。道幅が狭いため、市による除雪作業が遅れて
いる場所です。最初は数人で始めた作業でしたが、徐々に雪かきの道具を手にした人たちが増えて、お互いが協力しあいながら最終的に道路だけでなく
各戸の出入口まで雪かきが行われていました。その後、山のように積まれた雪は市の委託業者によって撤去されました。
公共サービスは本来、地域の人達や団体の皆さんが日常の営みの中で自然に行政と連携して行われてきたものです。今回の大雪によって市の「公助」
が制限された中で、市民の皆さんによる『共助』が実践されている現場に出会い心強く思うとともに、協働によるまちづくりの大切さを学んだ出来事で
した。皆さん、寒い中の雪かき作業お疲れ様でした。

平成 26 年度

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助金募集

市民の皆さんが主体となって行う、地域や市民の利益につながる活動
市民の皆さんが主体となって行う、地域や市民の利益につながる活動を
さんが主体となって行う、地域や市民の利益につながる活動をするとき、活動する団体の皆さんに新しい
するとき、活動する団体の皆さんに新しい
まちづくりの担い手となっていただく事を目指し、その費用を助成します。
補助金の種類は以下の２通りで、平成２６年度の一次募集を４月１日～１５日まで受
補助金の種類は以下の２通りで、平成２６年度の一次募集を４月１日～１５日まで受け
、平成２６年度の一次募集を４月１日～１５日まで受け付けます。
（平成 26 年３月８日・
）
年３月８日・９日に説明会・個別相談を行います。
皆さんの積極的なまちづくりチャレンジをお待ちしています。

体験型：トライアル
「まず、何か初めてみよう」という、まちづくり参加の第一歩を
応援するもので、活動をしていくためのネットワークづくりや、
目的
身近な課題の共有や提案などを通した団体の自立・組織化
に向けたきっかけづくりが目的です。
補助金限度額 １０万円
応募受付 年２回（４月と９月）
１．目的が明確であること
採択基準 ２．公益性があること
項

目

研修・交流会
補助対象外

発展型：ステップアップ
「得意分野を活かし、新たなまちづくりの担い手を
目指そう」という市民団体のみなさんの自立や新し
い事業の立ち上げを応援します。
３年後の団体の自立・事業の確立を目指します。
２０万円～４０万円
＊１・２年目は２０万円、３年目は４０万円
年１回（４月）
１．目的が明確であること
２．公益性があること
３．自立している又は自立を目指していること
団体の自立に向けたスキルアップや情報交換を図るため、市主催の研修会への参加が必要です。
●各種研修
●まちづくり交流会
などへの参加や事業の中間報告もお願いします。
●事業報告会
★社会や、地域のどのような問題を解決するための活動なのかが不明確なもの。
★公益性がない活動・事業・・・趣味やサークルの活動、個人や団体の利益のためのもの、参加者が少数に限定され
るもの、宗教・政治活動を目的とした活動。
★自立を目指さない団体・事業・・・会則を定めていないもの、会費を徴収していないもの、財務計画がきちんとしてい
ないもの、食糧費・通常的事務費・備品の比率が補助対象経費全体の６割以上のもの。

協働オフィス入居団体決定
市内で市民公益活動を行っている団体、今後市内で活動を展開する予定がある団体で専用の
今後市内で活動を展開する予定がある団体で専用の事務所を必要としてい
る方々を対象に、市民交流センターえんぱーく２階の協働オフィスの入居募集を行い、平成２６年４月からの
る方々を対象に、市民交流センターえんぱーく２階の協働オフィスの入居募集を行い、平成２６年４月からの入居団
交流センターえんぱーく２階の協働オフィスの入居募集を行い、平成２６年４月からの入居団
体が次のとおり決定しました。
が次のとおり決定しました。皆さんよろしくお願いします。

●地域活動応援チーム えんのわ
●信州ファンドレイジングチーム
●特定非営利活動法人
長野県キャリア＆カウンセリング研究会

※引き続き、協働オフィスの入居団体を募集しています。
詳しくは、交流⽀援課（電話 53－3350）へお問い合わせください。

フリーコミュニティの利用について
えんぱーく 2 階のフリーコミュニティは、
階のフリーコミュニティは、市民活動団体のための優先スペースです。
市民活動団体のための優先スペースです。打ち合わせ、
打ち合わせ、情報収集・発信、
情報収集・発信、
交流の場などに無料で
交流の場などに無料で利用することができます。
無料で利用することができます。

●どうすれば利用できるの？
●利用できる時間は？
●ロッカーやレターケースも使えるの？
●いろんな情報が知りたい!

まずは団体登録をお願いします。その後、予約して会議・打ち合わせ等にご利用ください。
午前９時から午後１０時までです。事前に予約をしてスペースを確保しましょう!
登録団体は、指定の場所を無料でご利用いただけます。
登録団体へは、交流会、講演会及び研修会等の情報をお届けします。

●活動の相談もできるの？

フリーコミュニティでは、定期的に無料相談会が開催されています。また、フリーコミュニティ
隣の協働オフィスや交流支援課でも相談ができますので、お気軽にご相談ください。

※ フリーコミュニティの利用についての詳細は交流支援課（電話
フリーコミュニティの利用についての詳細は交流支援課（電話 5353-3350）へ
3350）へお問い合わせください。
）へお問い合わせください。

市⺠活動団体育成講座 〜開催報告〜
団体運営の課題解決等に関する講座を開催しました。
●協働のまちづくりセミナー「トモに考える塩尻の未来」
協働のまちづくりセミナー「トモに考える塩尻の未来」
1 月 19 日(日)、市民交流センター5 階で開催しました。塩尻市協働企画部塩川次長
に、塩尻市総合計画について説明をしていただきました。自分たちの活動が、塩尻市
の方向性と合っているのかどうか、確認することができました。後半はワークショッ
プ形式で、市の計画を聞いて団体としてできることや日々の課題を出し合いました。
「人が大事で、人材育成が必要」「行政として、市民として、できる事とできないこ
とがある」など、様々なキーワードが出てきました。
市の取り組みも意識しながら、自分たちの活動を進めるきっかけとなるセミナーに
なりました。

「トモに考える塩尻の未来」の様子

ＮＰＯイベント便り
まちづくりチャレンジ事業
まちづくりチャレンジ事業説明会
事業説明会・
説明会・個別相談
■日 時：3 月 8 日(土)、９日（日）
①10 時～12 時
②14 時～16 時
■場 所：市民交流センター、広丘支所
■内 容：平成 26 年度応募に関する説明と個別相談
■問い合わせ：塩尻市交流支援課
TEL:0263-53-3350
まちづくりチャレンジ事業
まちづくりチャレンジ事業 実績報告会
■日 時：3 月 15 日(日) 13 時 30 分～17 時
■場 所：市民交流センター5 階 イベントホール
■内 容：平成 25 年度事業 10 団体による活動報告他
■問い合わせ：塩尻市交流支援課
TEL:0263-53-3350
さくらフェスタ２０１４
さくらフェスタ２０１４
■日 時：4 月 20 日(日) 10 時～15 時
■場 所：レザンホール前
■内 容：販売ブース、活動発表ステージ
展示ブース、体験コーナーなど
■問い合わせ：さくらフェスタ盛り上げ隊
事務局 塩尻市交流支援課
TEL:0263-53-3350
DVD 鑑賞会「
鑑賞会「クレオパトラ」
クレオパトラ」
■日 時：4 月 24 日（木）13 時～
■場 所：市民交流センター3 階多目的ホール
■参加費：無料
■企 画：えんぱーくらぶ図書館グループ
■問い合わせ：塩尻市立図書館
TEL:0263-53-3365

〜

2014 年度春
「働く基本」
基本」を、見つめなおそう ～
■日 時：4/19（土）～9/13（土）
■場 所：市民交流センター（えんぱーく）
■講座回数：4 講座（8 回セット）
■受講料：
■問い合わせ：ココノチカラ
cocono-mail@coconochikara.com
プレーパーク in 塩尻
■日 時：4 月 26 日、5 月 24 日（毎月第 4 土曜日）
■時 間：10 時～16 時
■場 所：塩尻市北部公園
■対 象：どなたでも ※申込み、参加費不要
■問い合わせ：冒険遊び場を塩尻につくろう会
TEL：090-5546-9254（堀川）
ゆる～
ゆる～い異業種交流会 輪飲（
輪飲（ワイン）
ワイン）を片手に
片手に
■日 時：4 月 18 日（金）18 時～
■場 所：市民交流センター５階 イベントホール
■参加費 2000 円
■定 員 30 名
■問い合わせ：プロボノグループ パレット
TEL:050-5800-2450（中村）

全講座通学ｺｰｽ：10,000 円（個別受講：各 2,000 円）

春だから、
だから、Facebook 入門講座
■日 時：4 月 19 日（土）18 時～
■場 所：市民交流センター２階 ２０３会議室
■参加費 無 料
■定 員 10 名
■問い合わせ：プロボノグループ パレット
TEL:050-5800-2450（中村）

※この他にも、市内ＮＰＯ等による各種イベントが開催されています。市民交流センター2 階「フリーコミュニティ」のパンフレットスタンド
でも情報をご覧いただけますのでご活用ください。
～『協働のまちづくり基金』
『協働のまちづくり基金』へのご寄付をお願いします
～
『協働のまちづくり基金』
協働のまちづくり基金は、市民公益活動団体などとの協働によるまちづくりの推進を図るために、市民、団体、企業の
皆さんからの寄付金により平成 15 年に設立され運用されている基金です。皆さんからの寄付金が、市民公益活動を行う
団体に補助金として活用され、団体が活発に活動を行うことによって、市民や地域に利益が還元されます。市民や企業の
皆さんによる基金への寄付にご協力をお願いします。
まちづくりチャレンジ事業補助制度は、この基金を活用しています。
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