
塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度

「協働のまちづくり基金」を活用した事業の紹介

２種類の補助事業があります

あなたのまちづくりチャレンジを応援します！

『塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度は』、新たなまちづくりの担い手となる団体を応援する制度です。
4月から団体に対する募集を開始します。

「何かをやりたい！」と思う時は、「何のために？」「誰のために？」があるものです。
それが、自分の利益のためではなく、「こうすれば塩尻のまちがもっと住みよく、楽しくなる」
という考えの下に行う活動をする時、補助を受けることができます。

 １．トライアル事業

２．ステップアップ事業

対象となる団体
　◎市民や地域の利益につながる活動を行う団体
　◎主に市内で活動する団体
　◎代表者と会則を定めている団体

◎18年度�
　塩尻朗読ボランティアグループ
　北小野地区振興会
　夢くらぶ文殊
　ＮＰＯ法人ジョイフル
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　ＦＣアンテロープ塩尻
　桔梗ヶ原音楽交流会
　塩尻市自然保護ボランティア
　未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO

◎19年度
　北小野地区振興会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　塩尻紹介ボランティア
　地域で未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人春の小川
　ＦＣアンテロープ塩尻
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　塩尻市自然保護ボランティア
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人てくてく
　ＮＰＯ法人マシュマロ
　信州塩尻山里物語
　塩尻市母子寡婦福祉会

◎20年度
　塩尻紹介ボランティア
　下西条みどりの会
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　チーム青い空
　ＮＰＯ法人てくてく
　塩尻市母子寡婦福祉会
　ジャンボカラマツ保存会

◎21年度
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　障害者自立支援ステップアップクラブ
　特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
　塩尻市母子寡婦福祉会
　NPOもぐとく
　郷原宿を愛する会
　夢くらぶ文殊
　冒険遊び場を塩尻につくろう会
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　中心市街地活性化「和の道」プロジェクト

◎22年度
 郷原宿を愛する会
 障がい者自立支援ステップアップクラブ
 夢くらぶ文殊
 冒険遊び場を塩尻につくろう会
 一五会
 郷原長持ち保存会
 塩尻紹介ボランティア
 悠々くらぶ・町区
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 穂高岳の会

◎23年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 かっつるくらぶ
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 一五会
 特定非営利活動法人青い空
 悠々くらぶ・町区
 障がい児・者支援おはな

◎24年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 木育フェスティバル実行委員会
 ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 塩尻朗読ボランティアグループ
 ＮＰＯ法人てくてく
 夢くらぶ文殊
 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

◎22年度
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 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
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●市民交流センター提案公募事業�
23年度� 団体名
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 ヒッポファミリークラブ
 ななかまどの会
 塩尻子ども劇場
 
24年度� 団体名
 塩尻市民読書の会
 塩尻子ども劇場
 こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 りある
 立体地形図の会
 でんでんアズマ

視覚障害者のための情報保障事業
たのめの里活性化推進事業
自分達の手で自分達が誇れるものを育てる地域づくり事業
若年者の日中の居場所事業
楢川地区過疎地有償輸送サービス事業
『信州からJリーグを、信州からJリーガーを、サッカーからスポーツの輪を』事業
ふるさと創成音楽活動事業
高ボッチ高原自然保護施設整備及び植生復活事業
地域で未就園児の子育てを応援　おやこのふれあい事業
パソコンママの子育て交流事業

たのめの里活性化推進事業
子供達のための、安全なインタ－ネット環境づくり（Ｎｏ.１）
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
地域で未就園児の子育てを応援おやこのふれあい　平成19年度事業
障害者に関わるネットワ－クづくり及び地域への啓発活動
「ＦＣアンテロ－プ塩尻市民総サポ－タ－計画」他
パソコンパパママの子育て交流（Ｎｏ.２）
撮影誘致による地域経済活性化のためのマップづくり
高ボッチ高原自然保護施設整備
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
共に支えあう地域生活の実現のために
マシュマロ祭り（文化祭）
信州塩尻山里物語なつ
福祉は実践！会の自立を目指す。一人親家庭の社会参加のきっかけづくり

塩尻を紹介しようかい　パート２
豊かな心と地域を育む交流事業
『文字情報』あったらいいで紹介（しょう）事業Ⅱ
地域の魅力新発見、再発見！市民記者育成事業
障害児（者）と地域を結ぶ基盤作り事業
共に支え合う地域生活の実現のために「ふれあいマーケット」開催準備委員会の設立
ひとり親家庭の社会参加（協働）の充実事業
ジャンボカラマツ周辺案内パンフレット作成

「文字情報を観光に活かそう」事業
子供たちのWeb（インターネット・携帯）利用における対策とアドバイザー育成講座
障害児（大人）向けパソコン講座
NPO活動のための軽トラックの購入
とび出せ、自然へ！地域社会へ（ひとり親家庭の社会力を高める学習）
運動を楽しむ友達づくり「移動体操教室」の開催
郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第1期事業）
｢中西条街道まつりグレードアップ」～「地域力」の向上を目指して～
冒険遊び場（プレーパーク）体験イベントの開催
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（1年目）
中心市街地活性化「和の道」活性化イベントの開催

郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第2期事業）
「みんなのフィールド・ステップアップ広場」づくり
「憩いの場所づくりと街道ドレスアップ活動の充実発展」
冒険遊び場（プレーパーク）の定期開催とPR用DVDの作製
みどり湖周辺をもみじ山に染める（植栽と管理）
郷原の伝統行事”長持ち”の継承、創造、伝承に伴う新長持ち箱の作成
塩尻紹介のマニュアルになるパンフレットの作成
中山道塩尻宿歴史マップの作製
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（2年目）
穂高岳の展望説明板と市内から見える穂高岳写真パネルの作成

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第1期事業）
農業体験学習、地域間交流会の開催
HAPPY（幸せ）コメントの募集・掲示（第1期事業）
遊歩道及び休憩ベンチの設置
障害者と市民をつなぐ園芸講座の開催
｢塩尻宿案内看板｣の設置､｢塩尻宿往来マップ｣の拡大印刷・掲示､｢塩尻宿史跡探索会｣の開催
障がいを持った子ども達と地域の方々との交流会の開催

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第2期事業）
第2回木育フェスティバルインしおじりの開催
広域コミュニケーション機器実践事業
空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト
地域文化に係る情報のアーカイブ
視覚障害者のための情報提供事業
ピアカウンセリングセミナー・交流会及び通信発行による福祉のまちづくり事業
四季の街道まつりと自然保護フィールドの整備事業
酒井慶二郎氏絵画展及び製作実演会

◎23年度
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　ヒッポファミリークラブ
　ななかまどの会
　塩尻子ども劇場

◎24年度
　塩尻市民読書の会
　塩尻子ども劇場
　こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　りある
　立体地形図の会
　でんでんアズマ

塩尻の元気を伝えるインターネット放送部の開局に向けた事業
えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」
Smile Collection「たくさんの笑顔を集めよう！！」
WAKUWAKU異文化交流の円～縁・援・宴の発信～事業
宇佐元恭一「雨ニモマケズ」コンサート　～つなぐ手　つながる輪～
子育て講演会とプロの人形劇団による人形劇の上演

本物に触れて、絵本の世界をもっと深く味わおう
プロ人形劇団による人形劇の上演と人形劇のワークショップ
こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト
塩尻発縁・塩えんむすびプロジェクト
スキルのおすそわけモザイク講座
立体地形図を活用した地域活性化事業
第2回「雨ニモマケズ」朗読大会＆イーハートープへの想い

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度の補助金額、採択基準など

「まず、何か始めてみよう。」というまちづくり参加の第一歩を応援するものです。
事業の実施を通して、活動をしていくためのネットワークづくりを行うとともに、
市民のみなさんに身近な課題を提案し、共有を図ります。

「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、
事業の確立と自立を目指す団体のための事業です。
計画的に事業展開を行いながら、3年の間に段階的にステップアップを図ります。

目標とする自立した団体
　◎目的、するべきことがはっきりしていて、それに向けて活動している
　◎自分たちで運営資金を確保し、継続運営をすることができる
　◎市民公益活動団体として、市民に認知されている
　◎構成員10人以上、専従員1人以上を置いている

※詳しくは、説明会もしくは、直接お問い合わせください。

事業
トライアル事業 ステップアップ事業

１年目 １年目 ２年目 ３年目

制度活用目的

助成限度額

補助率(事業費の)

事業採択基準

自立・組織化に向けた
きっかけづくり

自立に向けた団体の
基礎づくり
新規事業の開始

自立と目標達成に
向けた事業の展開

自立と目標達成に向けた
事業の展開
協働事業実施に向けた
事業の展開

10万円 20万円 20万円 40万円

10分の10以内 10分の９以内 10分の８以内 10分の７以内

目的が明確か
公益性があるか

目的が明確か
公益性があるか
自立している、あるいは、自立を目指しているか

しおじり協働通信[トトモニ]
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今回のともに紹介

は、塩尻市がＮＰＯ・市民活動団体とともに

地域の課題解決、活性化に向けて取り組む様子を紹介します。

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助の概要

平成18～24年度　補助制度を活用した事業の紹介

「市民交流センター提案制度」を活用した事業の紹介

さくらフェスタ2013

日　程：４月20日(土)
時　間：10:00～15:00
場　所：レザンホール前の桜並木
■問合せ：さくらフェスタ盛り上げ隊
　　　　　事務局　塩尻市市民活動支援課内
　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市　事業補助制度

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

NPOイベント便り

これからの終活 ～エンディングノートの利用について～

日　程：４月12日(金)
時　間：14:00～16:00
場　所：えんぱーく４階　401会議室　　
　　　　※参加費無料、定員50名　　　
企　画：団塊なかまの会　のじゅーる
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD鑑賞会「お気に召すまま」

日　程：４月11日(木)
時　間：13:30～15:15（開場 13:00）
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
企　画：えんぱーくらぶ図書館グループ
■問合せ：塩尻市立図書館
　　　　　TEL：0263-53-3365

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

説明会

日　時：３月22日(金)19:00～
場　所：広丘公民館

日　時：３月24日(日)15:00～／19:00～
場　所：えんぱーく３階 ３０４会議室

問い合わせ先

■問合せ：塩尻市市民交流センター
　市民活動支援課
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

プレーパークin塩尻

日　程：３月23日、４月27日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～16:00　　　　　
場　所：塩尻北部公園(塩尻短歌館西側)
　　　　※申込不要・参加無料
■問合せ：冒険遊び場を塩尻につくろう会
　　　　　TEL：090-5546-9254(堀川)

しおじりまちづくり交流会の様子（平成24年10月）

花育てサポーター

打ち合わせ：５月11日(土) 13:30～
寄せ植え作業：５月25日(土) 10:30～11:30
水くれ作業：５月25日～９月28日ごろ

■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度 説明会
○３月22日(金)19:00～　広丘公民館
○３月24日(日)15:00～／19:00～
　えんぱーく３階 ３０４会議室

平成24年度公募事業活動実績　報告会
○３月24日(日)
　10:00～12:00　市民交流センター提案公募事業
　12:45～15:30　協働のまちづくり提案公募事業
　えんぱーく５階　イベントホール

わおん♪自然探検隊「入隊式」

日　程：４月７日
時　間：集合10:30　解散15:00
場　所：柏茂会館(塩尻市洗馬)
　　　　※事前申込み・参加費1,000円
■問合せ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 　　　　 TEL/FAX：0263-87-3005
　　　　  E-mail：waon@ac.auone-net.jp
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　夢くらぶ文殊
　ＮＰＯ法人ジョイフル
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　ＦＣアンテロープ塩尻
　桔梗ヶ原音楽交流会
　塩尻市自然保護ボランティア
　未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO

◎19年度
　北小野地区振興会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　塩尻紹介ボランティア
　地域で未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人春の小川
　ＦＣアンテロープ塩尻
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　塩尻市自然保護ボランティア
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人てくてく
　ＮＰＯ法人マシュマロ
　信州塩尻山里物語
　塩尻市母子寡婦福祉会

◎20年度
　塩尻紹介ボランティア
　下西条みどりの会
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　チーム青い空
　ＮＰＯ法人てくてく
　塩尻市母子寡婦福祉会
　ジャンボカラマツ保存会

◎21年度
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　障害者自立支援ステップアップクラブ
　特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
　塩尻市母子寡婦福祉会
　NPOもぐとく
　郷原宿を愛する会
　夢くらぶ文殊
　冒険遊び場を塩尻につくろう会
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　中心市街地活性化「和の道」プロジェクト

◎22年度
 郷原宿を愛する会
 障がい者自立支援ステップアップクラブ
 夢くらぶ文殊
 冒険遊び場を塩尻につくろう会
 一五会
 郷原長持ち保存会
 塩尻紹介ボランティア
 悠々くらぶ・町区
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 穂高岳の会

◎23年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 かっつるくらぶ
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 一五会
 特定非営利活動法人青い空
 悠々くらぶ・町区
 障がい児・者支援おはな

◎24年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 木育フェスティバル実行委員会
 ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 塩尻朗読ボランティアグループ
 ＮＰＯ法人てくてく
 夢くらぶ文殊
 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

◎22年度
 郷原宿を愛する会
 障がい者自立支援ステップアップクラブ
 夢くらぶ文殊
 冒険遊び場を塩尻につくろう会
 一五会
 郷原長持ち保存会
 塩尻紹介ボランティア
 悠々くらぶ・町区
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 穂高岳の会
◎23年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 かっつるくらぶ
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 一五会
 特定非営利活動法人青い空
 悠々くらぶ・町区
 障がい児・者支援おはな
◎24年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 木育フェスティバル実行委員会
 特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 塩尻朗読ボランティアグループ
 特定非営利活動法人てくてく
 夢くらぶ文殊
 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会
 
 
●市民交流センター提案公募事業�
23年度� 団体名
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 ヒッポファミリークラブ
 ななかまどの会
 塩尻子ども劇場
 
24年度� 団体名
 塩尻市民読書の会
 塩尻子ども劇場
 こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 りある
 立体地形図の会
 でんでんアズマ

視覚障害者のための情報保障事業
たのめの里活性化推進事業
自分達の手で自分達が誇れるものを育てる地域づくり事業
若年者の日中の居場所事業
楢川地区過疎地有償輸送サービス事業
『信州からJリーグを、信州からJリーガーを、サッカーからスポーツの輪を』事業
ふるさと創成音楽活動事業
高ボッチ高原自然保護施設整備及び植生復活事業
地域で未就園児の子育てを応援　おやこのふれあい事業
パソコンママの子育て交流事業

たのめの里活性化推進事業
子供達のための、安全なインタ－ネット環境づくり（Ｎｏ.１）
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
地域で未就園児の子育てを応援おやこのふれあい　平成19年度事業
障害者に関わるネットワ－クづくり及び地域への啓発活動
「ＦＣアンテロ－プ塩尻市民総サポ－タ－計画」他
パソコンパパママの子育て交流（Ｎｏ.２）
撮影誘致による地域経済活性化のためのマップづくり
高ボッチ高原自然保護施設整備
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
共に支えあう地域生活の実現のために
マシュマロ祭り（文化祭）
信州塩尻山里物語なつ
福祉は実践！会の自立を目指す。一人親家庭の社会参加のきっかけづくり

塩尻を紹介しようかい　パート２
豊かな心と地域を育む交流事業
『文字情報』あったらいいで紹介（しょう）事業Ⅱ
地域の魅力新発見、再発見！市民記者育成事業
障害児（者）と地域を結ぶ基盤作り事業
共に支え合う地域生活の実現のために「ふれあいマーケット」開催準備委員会の設立
ひとり親家庭の社会参加（協働）の充実事業
ジャンボカラマツ周辺案内パンフレット作成

「文字情報を観光に活かそう」事業
子供たちのWeb（インターネット・携帯）利用における対策とアドバイザー育成講座
障害児（大人）向けパソコン講座
NPO活動のための軽トラックの購入
とび出せ、自然へ！地域社会へ（ひとり親家庭の社会力を高める学習）
運動を楽しむ友達づくり「移動体操教室」の開催
郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第1期事業）
｢中西条街道まつりグレードアップ」～「地域力」の向上を目指して～
冒険遊び場（プレーパーク）体験イベントの開催
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（1年目）
中心市街地活性化「和の道」活性化イベントの開催

郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第2期事業）
「みんなのフィールド・ステップアップ広場」づくり
「憩いの場所づくりと街道ドレスアップ活動の充実発展」
冒険遊び場（プレーパーク）の定期開催とPR用DVDの作製
みどり湖周辺をもみじ山に染める（植栽と管理）
郷原の伝統行事”長持ち”の継承、創造、伝承に伴う新長持ち箱の作成
塩尻紹介のマニュアルになるパンフレットの作成
中山道塩尻宿歴史マップの作製
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（2年目）
穂高岳の展望説明板と市内から見える穂高岳写真パネルの作成

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第1期事業）
農業体験学習、地域間交流会の開催
HAPPY（幸せ）コメントの募集・掲示（第1期事業）
遊歩道及び休憩ベンチの設置
障害者と市民をつなぐ園芸講座の開催
｢塩尻宿案内看板｣の設置､｢塩尻宿往来マップ｣の拡大印刷・掲示､｢塩尻宿史跡探索会｣の開催
障がいを持った子ども達と地域の方々との交流会の開催

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第2期事業）
第2回木育フェスティバルインしおじりの開催
広域コミュニケーション機器実践事業
空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト
地域文化に係る情報のアーカイブ
視覚障害者のための情報提供事業
ピアカウンセリングセミナー・交流会及び通信発行による福祉のまちづくり事業
四季の街道まつりと自然保護フィールドの整備事業
酒井慶二郎氏絵画展及び製作実演会

◎23年度
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　ヒッポファミリークラブ
　ななかまどの会
　塩尻子ども劇場

◎24年度
　塩尻市民読書の会
　塩尻子ども劇場
　こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　りある
　立体地形図の会
　でんでんアズマ

塩尻の元気を伝えるインターネット放送部の開局に向けた事業
えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」
Smile Collection「たくさんの笑顔を集めよう！！」
WAKUWAKU異文化交流の円～縁・援・宴の発信～事業
宇佐元恭一「雨ニモマケズ」コンサート　～つなぐ手　つながる輪～
子育て講演会とプロの人形劇団による人形劇の上演

本物に触れて、絵本の世界をもっと深く味わおう
プロ人形劇団による人形劇の上演と人形劇のワークショップ
こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト
塩尻発縁・塩えんむすびプロジェクト
スキルのおすそわけモザイク講座
立体地形図を活用した地域活性化事業
第2回「雨ニモマケズ」朗読大会＆イーハートープへの想い

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度の補助金額、採択基準など

「まず、何か始めてみよう。」というまちづくり参加の第一歩を応援するものです。
事業の実施を通して、活動をしていくためのネットワークづくりを行うとともに、
市民のみなさんに身近な課題を提案し、共有を図ります。

「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、
事業の確立と自立を目指す団体のための事業です。
計画的に事業展開を行いながら、3年の間に段階的にステップアップを図ります。

目標とする自立した団体
　◎目的、するべきことがはっきりしていて、それに向けて活動している
　◎自分たちで運営資金を確保し、継続運営をすることができる
　◎市民公益活動団体として、市民に認知されている
　◎構成員10人以上、専従員1人以上を置いている

※詳しくは、説明会もしくは、直接お問い合わせください。

事業
トライアル事業 ステップアップ事業

１年目 １年目 ２年目 ３年目

制度活用目的

助成限度額

補助率(事業費の)

事業採択基準

自立・組織化に向けた
きっかけづくり

自立に向けた団体の
基礎づくり
新規事業の開始

自立と目標達成に
向けた事業の展開

自立と目標達成に向けた
事業の展開
協働事業実施に向けた
事業の展開

10万円 20万円 20万円 40万円

10分の10以内 10分の９以内 10分の８以内 10分の７以内

目的が明確か
公益性があるか

目的が明確か
公益性があるか
自立している、あるいは、自立を目指しているか

しおじり協働通信[トトモニ]

第４号

平成25年3月

今回のともに紹介

は、塩尻市がＮＰＯ・市民活動団体とともに

地域の課題解決、活性化に向けて取り組む様子を紹介します。

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助の概要

平成18～24年度　補助制度を活用した事業の紹介

「市民交流センター提案制度」を活用した事業の紹介

さくらフェスタ2013

日　程：４月20日(土)
時　間：10:00～15:00
場　所：レザンホール前の桜並木
■問合せ：さくらフェスタ盛り上げ隊
　　　　　事務局　塩尻市市民活動支援課内
　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市　事業補助制度

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

NPOイベント便り

これからの終活 ～エンディングノートの利用について～

日　程：４月12日(金)
時　間：14:00～16:00
場　所：えんぱーく４階　401会議室　　
　　　　※参加費無料、定員50名　　　
企　画：団塊なかまの会　のじゅーる
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD鑑賞会「お気に召すまま」

日　程：４月11日(木)
時　間：13:30～15:15（開場 13:00）
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
企　画：えんぱーくらぶ図書館グループ
■問合せ：塩尻市立図書館
　　　　　TEL：0263-53-3365

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

説明会

日　時：３月22日(金)19:00～
場　所：広丘公民館

日　時：３月24日(日)15:00～／19:00～
場　所：えんぱーく３階 ３０４会議室

問い合わせ先

■問合せ：塩尻市市民交流センター
　市民活動支援課
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

プレーパークin塩尻

日　程：３月23日、４月27日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～16:00　　　　　
場　所：塩尻北部公園(塩尻短歌館西側)
　　　　※申込不要・参加無料
■問合せ：冒険遊び場を塩尻につくろう会
　　　　　TEL：090-5546-9254(堀川)

しおじりまちづくり交流会の様子（平成24年10月）

花育てサポーター

打ち合わせ：５月11日(土) 13:30～
寄せ植え作業：５月25日(土) 10:30～11:30
水くれ作業：５月25日～９月28日ごろ

■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度 説明会
○３月22日(金)19:00～　広丘公民館
○３月24日(日)15:00～／19:00～
　えんぱーく３階 ３０４会議室

平成24年度公募事業活動実績　報告会
○３月24日(日)
　10:00～12:00　市民交流センター提案公募事業
　12:45～15:30　協働のまちづくり提案公募事業
　えんぱーく５階　イベントホール

わおん♪自然探検隊「入隊式」

日　程：４月７日
時　間：集合10:30　解散15:00
場　所：柏茂会館(塩尻市洗馬)
　　　　※事前申込み・参加費1,000円
■問合せ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 　　　　 TEL/FAX：0263-87-3005
　　　　  E-mail：waon@ac.auone-net.jp



塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度

「協働のまちづくり基金」を活用した事業の紹介

２種類の補助事業があります

あなたのまちづくりチャレンジを応援します！

『塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度は』、新たなまちづくりの担い手となる団体を応援する制度です。
4月から団体に対する募集を開始します。

「何かをやりたい！」と思う時は、「何のために？」「誰のために？」があるものです。
それが、自分の利益のためではなく、「こうすれば塩尻のまちがもっと住みよく、楽しくなる」
という考えの下に行う活動をする時、補助を受けることができます。

 １．トライアル事業

２．ステップアップ事業

対象となる団体
　◎市民や地域の利益につながる活動を行う団体
　◎主に市内で活動する団体
　◎代表者と会則を定めている団体

◎18年度�
　塩尻朗読ボランティアグループ
　北小野地区振興会
　夢くらぶ文殊
　ＮＰＯ法人ジョイフル
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　ＦＣアンテロープ塩尻
　桔梗ヶ原音楽交流会
　塩尻市自然保護ボランティア
　未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO

◎19年度
　北小野地区振興会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　塩尻紹介ボランティア
　地域で未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人春の小川
　ＦＣアンテロープ塩尻
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　塩尻市自然保護ボランティア
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人てくてく
　ＮＰＯ法人マシュマロ
　信州塩尻山里物語
　塩尻市母子寡婦福祉会

◎20年度
　塩尻紹介ボランティア
　下西条みどりの会
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　チーム青い空
　ＮＰＯ法人てくてく
　塩尻市母子寡婦福祉会
　ジャンボカラマツ保存会

◎21年度
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　障害者自立支援ステップアップクラブ
　特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
　塩尻市母子寡婦福祉会
　NPOもぐとく
　郷原宿を愛する会
　夢くらぶ文殊
　冒険遊び場を塩尻につくろう会
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　中心市街地活性化「和の道」プロジェクト

◎22年度
 郷原宿を愛する会
 障がい者自立支援ステップアップクラブ
 夢くらぶ文殊
 冒険遊び場を塩尻につくろう会
 一五会
 郷原長持ち保存会
 塩尻紹介ボランティア
 悠々くらぶ・町区
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 穂高岳の会

◎23年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 かっつるくらぶ
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 一五会
 特定非営利活動法人青い空
 悠々くらぶ・町区
 障がい児・者支援おはな

◎24年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 木育フェスティバル実行委員会
 ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 塩尻朗読ボランティアグループ
 ＮＰＯ法人てくてく
 夢くらぶ文殊
 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会

◎22年度
 郷原宿を愛する会
 障がい者自立支援ステップアップクラブ
 夢くらぶ文殊
 冒険遊び場を塩尻につくろう会
 一五会
 郷原長持ち保存会
 塩尻紹介ボランティア
 悠々くらぶ・町区
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 穂高岳の会
◎23年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 かっつるくらぶ
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 一五会
 特定非営利活動法人青い空
 悠々くらぶ・町区
 障がい児・者支援おはな
◎24年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 木育フェスティバル実行委員会
 特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 塩尻朗読ボランティアグループ
 特定非営利活動法人てくてく
 夢くらぶ文殊
 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会
 
 
●市民交流センター提案公募事業�
23年度� 団体名
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 ヒッポファミリークラブ
 ななかまどの会
 塩尻子ども劇場
 
24年度� 団体名
 塩尻市民読書の会
 塩尻子ども劇場
 こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 りある
 立体地形図の会
 でんでんアズマ

視覚障害者のための情報保障事業
たのめの里活性化推進事業
自分達の手で自分達が誇れるものを育てる地域づくり事業
若年者の日中の居場所事業
楢川地区過疎地有償輸送サービス事業
『信州からJリーグを、信州からJリーガーを、サッカーからスポーツの輪を』事業
ふるさと創成音楽活動事業
高ボッチ高原自然保護施設整備及び植生復活事業
地域で未就園児の子育てを応援　おやこのふれあい事業
パソコンママの子育て交流事業

たのめの里活性化推進事業
子供達のための、安全なインタ－ネット環境づくり（Ｎｏ.１）
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
地域で未就園児の子育てを応援おやこのふれあい　平成19年度事業
障害者に関わるネットワ－クづくり及び地域への啓発活動
「ＦＣアンテロ－プ塩尻市民総サポ－タ－計画」他
パソコンパパママの子育て交流（Ｎｏ.２）
撮影誘致による地域経済活性化のためのマップづくり
高ボッチ高原自然保護施設整備
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
共に支えあう地域生活の実現のために
マシュマロ祭り（文化祭）
信州塩尻山里物語なつ
福祉は実践！会の自立を目指す。一人親家庭の社会参加のきっかけづくり

塩尻を紹介しようかい　パート２
豊かな心と地域を育む交流事業
『文字情報』あったらいいで紹介（しょう）事業Ⅱ
地域の魅力新発見、再発見！市民記者育成事業
障害児（者）と地域を結ぶ基盤作り事業
共に支え合う地域生活の実現のために「ふれあいマーケット」開催準備委員会の設立
ひとり親家庭の社会参加（協働）の充実事業
ジャンボカラマツ周辺案内パンフレット作成

「文字情報を観光に活かそう」事業
子供たちのWeb（インターネット・携帯）利用における対策とアドバイザー育成講座
障害児（大人）向けパソコン講座
NPO活動のための軽トラックの購入
とび出せ、自然へ！地域社会へ（ひとり親家庭の社会力を高める学習）
運動を楽しむ友達づくり「移動体操教室」の開催
郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第1期事業）
｢中西条街道まつりグレードアップ」～「地域力」の向上を目指して～
冒険遊び場（プレーパーク）体験イベントの開催
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（1年目）
中心市街地活性化「和の道」活性化イベントの開催

郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第2期事業）
「みんなのフィールド・ステップアップ広場」づくり
「憩いの場所づくりと街道ドレスアップ活動の充実発展」
冒険遊び場（プレーパーク）の定期開催とPR用DVDの作製
みどり湖周辺をもみじ山に染める（植栽と管理）
郷原の伝統行事”長持ち”の継承、創造、伝承に伴う新長持ち箱の作成
塩尻紹介のマニュアルになるパンフレットの作成
中山道塩尻宿歴史マップの作製
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（2年目）
穂高岳の展望説明板と市内から見える穂高岳写真パネルの作成

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第1期事業）
農業体験学習、地域間交流会の開催
HAPPY（幸せ）コメントの募集・掲示（第1期事業）
遊歩道及び休憩ベンチの設置
障害者と市民をつなぐ園芸講座の開催
｢塩尻宿案内看板｣の設置､｢塩尻宿往来マップ｣の拡大印刷・掲示､｢塩尻宿史跡探索会｣の開催
障がいを持った子ども達と地域の方々との交流会の開催

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第2期事業）
第2回木育フェスティバルインしおじりの開催
広域コミュニケーション機器実践事業
空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト
地域文化に係る情報のアーカイブ
視覚障害者のための情報提供事業
ピアカウンセリングセミナー・交流会及び通信発行による福祉のまちづくり事業
四季の街道まつりと自然保護フィールドの整備事業
酒井慶二郎氏絵画展及び製作実演会

◎23年度
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　ヒッポファミリークラブ
　ななかまどの会
　塩尻子ども劇場

◎24年度
　塩尻市民読書の会
　塩尻子ども劇場
　こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　りある
　立体地形図の会
　でんでんアズマ

塩尻の元気を伝えるインターネット放送部の開局に向けた事業
えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」
Smile Collection「たくさんの笑顔を集めよう！！」
WAKUWAKU異文化交流の円～縁・援・宴の発信～事業
宇佐元恭一「雨ニモマケズ」コンサート　～つなぐ手　つながる輪～
子育て講演会とプロの人形劇団による人形劇の上演

本物に触れて、絵本の世界をもっと深く味わおう
プロ人形劇団による人形劇の上演と人形劇のワークショップ
こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト
塩尻発縁・塩えんむすびプロジェクト
スキルのおすそわけモザイク講座
立体地形図を活用した地域活性化事業
第2回「雨ニモマケズ」朗読大会＆イーハートープへの想い

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度の補助金額、採択基準など

「まず、何か始めてみよう。」というまちづくり参加の第一歩を応援するものです。
事業の実施を通して、活動をしていくためのネットワークづくりを行うとともに、
市民のみなさんに身近な課題を提案し、共有を図ります。

「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、
事業の確立と自立を目指す団体のための事業です。
計画的に事業展開を行いながら、3年の間に段階的にステップアップを図ります。

目標とする自立した団体
　◎目的、するべきことがはっきりしていて、それに向けて活動している
　◎自分たちで運営資金を確保し、継続運営をすることができる
　◎市民公益活動団体として、市民に認知されている
　◎構成員10人以上、専従員1人以上を置いている

※詳しくは、説明会もしくは、直接お問い合わせください。

事業
トライアル事業 ステップアップ事業

１年目 １年目 ２年目 ３年目

制度活用目的

助成限度額

補助率(事業費の)

事業採択基準

自立・組織化に向けた
きっかけづくり

自立に向けた団体の
基礎づくり
新規事業の開始

自立と目標達成に
向けた事業の展開

自立と目標達成に向けた
事業の展開
協働事業実施に向けた
事業の展開

10万円 20万円 20万円 40万円

10分の10以内 10分の９以内 10分の８以内 10分の７以内

目的が明確か
公益性があるか

目的が明確か
公益性があるか
自立している、あるいは、自立を目指しているか

しおじり協働通信[トトモニ]
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平成25年3月

今回のともに紹介

は、塩尻市がＮＰＯ・市民活動団体とともに

地域の課題解決、活性化に向けて取り組む様子を紹介します。

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助の概要

平成18～24年度　補助制度を活用した事業の紹介

「市民交流センター提案制度」を活用した事業の紹介

さくらフェスタ2013

日　程：４月20日(土)
時　間：10:00～15:00
場　所：レザンホール前の桜並木
■問合せ：さくらフェスタ盛り上げ隊
　　　　　事務局　塩尻市市民活動支援課内
　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市　事業補助制度

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

NPOイベント便り

これからの終活 ～エンディングノートの利用について～

日　程：４月12日(金)
時　間：14:00～16:00
場　所：えんぱーく４階　401会議室　　
　　　　※参加費無料、定員50名　　　
企　画：団塊なかまの会　のじゅーる
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD鑑賞会「お気に召すまま」

日　程：４月11日(木)
時　間：13:30～15:15（開場 13:00）
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
企　画：えんぱーくらぶ図書館グループ
■問合せ：塩尻市立図書館
　　　　　TEL：0263-53-3365

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

説明会

日　時：３月22日(金)19:00～
場　所：広丘公民館

日　時：３月24日(日)15:00～／19:00～
場　所：えんぱーく３階 ３０４会議室

問い合わせ先

■問合せ：塩尻市市民交流センター
　市民活動支援課
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

プレーパークin塩尻

日　程：３月23日、４月27日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～16:00　　　　　
場　所：塩尻北部公園(塩尻短歌館西側)
　　　　※申込不要・参加無料
■問合せ：冒険遊び場を塩尻につくろう会
　　　　　TEL：090-5546-9254(堀川)

しおじりまちづくり交流会の様子（平成24年10月）

花育てサポーター

打ち合わせ：５月11日(土) 13:30～
寄せ植え作業：５月25日(土) 10:30～11:30
水くれ作業：５月25日～９月28日ごろ

■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度 説明会
○３月22日(金)19:00～　広丘公民館
○３月24日(日)15:00～／19:00～
　えんぱーく３階 ３０４会議室

平成24年度公募事業活動実績　報告会
○３月24日(日)
　10:00～12:00　市民交流センター提案公募事業
　12:45～15:30　協働のまちづくり提案公募事業
　えんぱーく５階　イベントホール

わおん♪自然探検隊「入隊式」

日　程：４月７日
時　間：集合10:30　解散15:00
場　所：柏茂会館(塩尻市洗馬)
　　　　※事前申込み・参加費1,000円
■問合せ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 　　　　 TEL/FAX：0263-87-3005
　　　　  E-mail：waon@ac.auone-net.jp



塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度
「協働のまちづくり基金」を活用した事業の紹介

２種類の補助事業があります

あなたのまちづくりチャレンジを応援します！

『塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度は』、新たなまちづくりの担い手となる団体を応援する制度です。
4月から団体に対する募集を開始します。

「何かをやりたい！」と思う時は、「何のために？」「誰のために？」があるものです。
それが、自分の利益のためではなく、「こうすれば塩尻のまちがもっと住みよく、楽しくなる」
という考えの下に行う活動をする時、補助を受けることができます。

 １．トライアル事業

２．ステップアップ事業

対象となる団体
　◎市民や地域の利益につながる活動を行う団体
　◎主に市内で活動する団体
　◎代表者と会則を定めている団体

◎18年度�
　塩尻朗読ボランティアグループ
　北小野地区振興会
　夢くらぶ文殊
　ＮＰＯ法人ジョイフル
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　ＦＣアンテロープ塩尻
　桔梗ヶ原音楽交流会
　塩尻市自然保護ボランティア
　未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO

◎19年度
　北小野地区振興会
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　塩尻紹介ボランティア
　地域で未就園児の子育てを応援する会
　ＮＰＯ法人春の小川
　ＦＣアンテロープ塩尻
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
　塩尻市自然保護ボランティア
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人てくてく
　ＮＰＯ法人マシュマロ
　信州塩尻山里物語
　塩尻市母子寡婦福祉会

◎20年度
　塩尻紹介ボランティア
　下西条みどりの会
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　チーム青い空
　ＮＰＯ法人てくてく
　塩尻市母子寡婦福祉会
　ジャンボカラマツ保存会

◎21年度
　ＮＰＯ法人長野サマライズセンタ－
　ＮＰＯ法人グループHIYOKO
　障害者自立支援ステップアップクラブ
　特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
　塩尻市母子寡婦福祉会
　NPOもぐとく
　郷原宿を愛する会
　夢くらぶ文殊
　冒険遊び場を塩尻につくろう会
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　中心市街地活性化「和の道」プロジェクト

◎22年度
 郷原宿を愛する会
 障がい者自立支援ステップアップクラブ
 夢くらぶ文殊
 冒険遊び場を塩尻につくろう会
 一五会
 郷原長持ち保存会
 塩尻紹介ボランティア
 悠々くらぶ・町区
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 穂高岳の会

◎23年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 かっつるくらぶ
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 一五会
 特定非営利活動法人青い空
 悠々くらぶ・町区
 障がい児・者支援おはな

◎24年度
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 木育フェスティバル実行委員会
 ＮＰＯ法人ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
 ＮＰＯ法人グループHIYOKO
 塩尻朗読ボランティアグループ
 ＮＰＯ法人てくてく
 夢くらぶ文殊
 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会
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 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
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 特定非営利活動法人　ビレッジならかわ
 空き家から始まる商店街の賑わい創出実行委員会
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 自閉症を知ろう・感じよう・考えよう実行委員会
 
 
●市民交流センター提案公募事業�
23年度� 団体名
 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 ヒッポファミリークラブ
 ななかまどの会
 塩尻子ども劇場
 
24年度� 団体名
 塩尻市民読書の会
 塩尻子ども劇場
 こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
 特定非営利活動法人　グループHIYOKO
 りある
 立体地形図の会
 でんでんアズマ

視覚障害者のための情報保障事業
たのめの里活性化推進事業
自分達の手で自分達が誇れるものを育てる地域づくり事業
若年者の日中の居場所事業
楢川地区過疎地有償輸送サービス事業
『信州からJリーグを、信州からJリーガーを、サッカーからスポーツの輪を』事業
ふるさと創成音楽活動事業
高ボッチ高原自然保護施設整備及び植生復活事業
地域で未就園児の子育てを応援　おやこのふれあい事業
パソコンママの子育て交流事業

たのめの里活性化推進事業
子供達のための、安全なインタ－ネット環境づくり（Ｎｏ.１）
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
地域で未就園児の子育てを応援おやこのふれあい　平成19年度事業
障害者に関わるネットワ－クづくり及び地域への啓発活動
「ＦＣアンテロ－プ塩尻市民総サポ－タ－計画」他
パソコンパパママの子育て交流（Ｎｏ.２）
撮影誘致による地域経済活性化のためのマップづくり
高ボッチ高原自然保護施設整備
「文字情報」あったらいいで 紹介(しょう）事業
共に支えあう地域生活の実現のために
マシュマロ祭り（文化祭）
信州塩尻山里物語なつ
福祉は実践！会の自立を目指す。一人親家庭の社会参加のきっかけづくり

塩尻を紹介しようかい　パート２
豊かな心と地域を育む交流事業
『文字情報』あったらいいで紹介（しょう）事業Ⅱ
地域の魅力新発見、再発見！市民記者育成事業
障害児（者）と地域を結ぶ基盤作り事業
共に支え合う地域生活の実現のために「ふれあいマーケット」開催準備委員会の設立
ひとり親家庭の社会参加（協働）の充実事業
ジャンボカラマツ周辺案内パンフレット作成

「文字情報を観光に活かそう」事業
子供たちのWeb（インターネット・携帯）利用における対策とアドバイザー育成講座
障害児（大人）向けパソコン講座
NPO活動のための軽トラックの購入
とび出せ、自然へ！地域社会へ（ひとり親家庭の社会力を高める学習）
運動を楽しむ友達づくり「移動体操教室」の開催
郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第1期事業）
｢中西条街道まつりグレードアップ」～「地域力」の向上を目指して～
冒険遊び場（プレーパーク）体験イベントの開催
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（1年目）
中心市街地活性化「和の道」活性化イベントの開催

郷原宿を基幹としたまちづくりの基盤整備と地区活性化事業（第2期事業）
「みんなのフィールド・ステップアップ広場」づくり
「憩いの場所づくりと街道ドレスアップ活動の充実発展」
冒険遊び場（プレーパーク）の定期開催とPR用DVDの作製
みどり湖周辺をもみじ山に染める（植栽と管理）
郷原の伝統行事”長持ち”の継承、創造、伝承に伴う新長持ち箱の作成
塩尻紹介のマニュアルになるパンフレットの作成
中山道塩尻宿歴史マップの作製
塩尻市の「子どもエコクラブ」登録団体第1号をつくろう（2年目）
穂高岳の展望説明板と市内から見える穂高岳写真パネルの作成

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第1期事業）
農業体験学習、地域間交流会の開催
HAPPY（幸せ）コメントの募集・掲示（第1期事業）
遊歩道及び休憩ベンチの設置
障害者と市民をつなぐ園芸講座の開催
｢塩尻宿案内看板｣の設置､｢塩尻宿往来マップ｣の拡大印刷・掲示､｢塩尻宿史跡探索会｣の開催
障がいを持った子ども達と地域の方々との交流会の開催

情報誌「げんすけがゆく」をきっかけとした読書交流会の定例化を目指す事業（第2期事業）
第2回木育フェスティバルインしおじりの開催
広域コミュニケーション機器実践事業
空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト
地域文化に係る情報のアーカイブ
視覚障害者のための情報提供事業
ピアカウンセリングセミナー・交流会及び通信発行による福祉のまちづくり事業
四季の街道まつりと自然保護フィールドの整備事業
酒井慶二郎氏絵画展及び製作実演会

◎23年度
　持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
　えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　ヒッポファミリークラブ
　ななかまどの会
　塩尻子ども劇場

◎24年度
　塩尻市民読書の会
　塩尻子ども劇場
　こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト実行委員会
　特定非営利活動法人　グループHIYOKO
　りある
　立体地形図の会
　でんでんアズマ

塩尻の元気を伝えるインターネット放送部の開局に向けた事業
えんぱーくアートフェスタ「shiojiring」
Smile Collection「たくさんの笑顔を集めよう！！」
WAKUWAKU異文化交流の円～縁・援・宴の発信～事業
宇佐元恭一「雨ニモマケズ」コンサート　～つなぐ手　つながる輪～
子育て講演会とプロの人形劇団による人形劇の上演

本物に触れて、絵本の世界をもっと深く味わおう
プロ人形劇団による人形劇の上演と人形劇のワークショップ
こどもに夢を実現する姿を！プロジェクト
塩尻発縁・塩えんむすびプロジェクト
スキルのおすそわけモザイク講座
立体地形図を活用した地域活性化事業
第2回「雨ニモマケズ」朗読大会＆イーハートープへの想い

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度の補助金額、採択基準など

「まず、何か始めてみよう。」というまちづくり参加の第一歩を応援するものです。
事業の実施を通して、活動をしていくためのネットワークづくりを行うとともに、
市民のみなさんに身近な課題を提案し、共有を図ります。

「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、
事業の確立と自立を目指す団体のための事業です。
計画的に事業展開を行いながら、3年の間に段階的にステップアップを図ります。

目標とする自立した団体
　◎目的、するべきことがはっきりしていて、それに向けて活動している
　◎自分たちで運営資金を確保し、継続運営をすることができる
　◎市民公益活動団体として、市民に認知されている
　◎構成員10人以上、専従員1人以上を置いている

※詳しくは、説明会もしくは、直接お問い合わせください。

事業
トライアル事業 ステップアップ事業

１年目 １年目 ２年目 ３年目

制度活用目的

助成限度額

補助率(事業費の)

事業採択基準

自立・組織化に向けた
きっかけづくり

自立に向けた団体の
基礎づくり
新規事業の開始

自立と目標達成に
向けた事業の展開

自立と目標達成に向けた
事業の展開
協働事業実施に向けた
事業の展開

10万円 20万円 20万円 40万円

10分の10以内 10分の９以内 10分の８以内 10分の７以内

目的が明確か
公益性があるか

目的が明確か
公益性があるか
自立している、あるいは、自立を目指しているか

しおじり協働通信[トトモニ]
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平成25年3月

今回のともに紹介

は、塩尻市がＮＰＯ・市民活動団体とともに

地域の課題解決、活性化に向けて取り組む様子を紹介します。

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助の概要

平成18～24年度　補助制度を活用した事業の紹介

「市民交流センター提案制度」を活用した事業の紹介

さくらフェスタ2013

日　程：４月20日(土)
時　間：10:00～15:00
場　所：レザンホール前の桜並木
■問合せ：さくらフェスタ盛り上げ隊
　　　　　事務局　塩尻市市民活動支援課内
　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市　事業補助制度

発行

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

編集
持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪

〒399-0704　塩尻市広丘郷原685
TEL：0263-87-3005
E-mail:waon@ac.auone-net.jp

パソコンでクリスマスカードや小物を作ろう！

日　程：12月９日(日)
時　間：13:00～15:00
場　所：えんぱーく2階　ICTルーム
　　　　※予約不要
■問合せ：NPO法人グループHIYOKO
 　　　　 TEL/FAX：0263-54-7226
　　　　  E-mail：hiyoko@ghiyoko.net

NPOイベント便り

これからの終活 ～エンディングノートの利用について～

日　程：４月12日(金)
時　間：14:00～16:00
場　所：えんぱーく４階　401会議室　　
　　　　※参加費無料、定員50名　　　
企　画：団塊なかまの会　のじゅーる
■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

DVD鑑賞会「お気に召すまま」

日　程：４月11日(木)
時　間：13:30～15:15（開場 13:00）
場　所：えんぱーく3階　多目的ホール
参加費：100円（交流会費）
企　画：えんぱーくらぶ図書館グループ
■問合せ：塩尻市立図書館
　　　　　TEL：0263-53-3365

塩尻市市民交流センター　市民活動支援課

〒399-0736　塩尻市大門一番町12－2
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

説明会

日　時：３月22日(金)19:00～
場　所：広丘公民館

日　時：３月24日(日)15:00～／19:00～
場　所：えんぱーく３階 ３０４会議室

問い合わせ先

■問合せ：塩尻市市民交流センター
　市民活動支援課
TEL：0263-53-3350(内線4220･4221)
E-mail:collabo@po.city.shiojiri.nagano.jp

プレーパークin塩尻

日　程：３月23日、４月27日(毎月第４土曜日)
時　間：10:00～16:00　　　　　
場　所：塩尻北部公園(塩尻短歌館西側)
　　　　※申込不要・参加無料
■問合せ：冒険遊び場を塩尻につくろう会
　　　　　TEL：090-5546-9254(堀川)

しおじりまちづくり交流会の様子（平成24年10月）

花育てサポーター

打ち合わせ：５月11日(土) 13:30～
寄せ植え作業：５月25日(土) 10:30～11:30
水くれ作業：５月25日～９月28日ごろ

■問合せ：えんぱーくらぶ　塩尻市市民活動支援課経由

　　　　　TEL：0263-53-3350

塩尻市まちづくりチャレンジ事業補助制度 説明会
○３月22日(金)19:00～　広丘公民館
○３月24日(日)15:00～／19:00～
　えんぱーく３階 ３０４会議室

平成24年度公募事業活動実績　報告会
○３月24日(日)
　10:00～12:00　市民交流センター提案公募事業
　12:45～15:30　協働のまちづくり提案公募事業
　えんぱーく５階　イベントホール

わおん♪自然探検隊「入隊式」

日　程：４月７日
時　間：集合10:30　解散15:00
場　所：柏茂会館(塩尻市洗馬)
　　　　※事前申込み・参加費1,000円
■問合せ：持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪
 　　　　 TEL/FAX：0263-87-3005
　　　　  E-mail：waon@ac.auone-net.jp


