
平成 30年６月 第１回定例記者会見次第 

 

平成30年６月４日(月)  

市長公室 

 

１ 開  会 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

 

 

３ 発表事項 

(１) ムトス飯田助成事業の決定と交流会の開催について【市民協働環境部】 

 

 

 

 

(２)上村小学校 学校見学会・説明会について【教育委員会】 

 

 

 

 

４ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 今後の記者会見の予定 

６月第二回定例           ６月21日（木）午前９時   市長公室 

７月第一回定例           ７月４日（水）午前９時   市長公室 



ムトス飯田助成事業の決定について 

ムトス飯田推進委員会（会長：飯田市長、座長：塩澤哲夫、計 11 名の市民会議）は、本年度のムトス

飯田助成事業について、別添のとおり決定いたしました。 

 
ムトス飯田交流会の開催について 

ムトス飯田推進委員会では、ムトスの精神を育み、多様な主体との協働や地域づくり活動をみんなで盛

り上げることを目的に、交流会を開催いたします。どなたでも参加できます。地域内の様々な非営利活動

を見聞して、自主自立の精神と協働の輪を広げましょう。 

○日時：平成３０年７月１４日（土）午前９時から (３時間程度) 

○場所：飯田市役所Ｃ棟３階 会議室 

○対象：どなたでも参加可能です。特に来年度以降、助成を受けたいと考えている団体の皆様は、助

成団体の活動を知る良い機会ですので、ふるってご参加ください。歴代ムトス飯田賞受賞

者、まちづくり委員会等、NPO ほか。 

○内容：①本年度の助成決定団体から事業紹介と活動の発表 

②フリー交流タイム及び軽喫茶（名刺交換ほか） 

イベント情報は広報いいだ７月１日号で案内予定です。詳細は６月２０日(水)開催のムトス飯田推進

委員会で決定の後、市ウェブサイト等で周知します。 

■ムトス飯田 

 「ムトス」とは、広辞苑の最末尾の言葉「ん・と・す」を引用したもので、「まさに…しようとする」という意思を表す

言葉(｢…せむ (ん) とす｣)。 英語の Will と同じで、行動への意思や意欲を表している。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ムトス飯田助成事業の決定および 

交流会の開催について 

平成３０年６月４日（月） 

問い合わせ先： 

ムトス飯田推進委員会（事務局 

ムトスまちづくり推進課） 

担当:今村  

電話：0265-22-4511 

F A X :0265-22-4568 

発表の趣旨 

□ 政策・施策・事業等の発表 

■ イベント等の事前告知 

□ 当日の取材依頼    ■ 市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ■あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし  □あり 

■後日掲載（６月２５日頃） 





まちづくり・地域づくり応援事業

通番 団体名等 代表者 取組名称 取組概要 総事業費 交付決定額

応1
ＮＰＯ法人信州
自然エネル
ギー研究会

林宗吉
営農型太陽光発
電の推進

営農型太陽光発電に市民レベルで取
り組むことにより、コストに見合う事業に
なるかどうかを検証する。本年度は、
引き続き検証に取り組むと共に、作物
栽培の講習会・非常時の地域への電
力提供訓練・高校生への耕作支援な
どを行う。

115,000 80,000

応2
ＮＰＯ法人緑の
そよ風

林宗吉
ふれあいマリン
バ演奏

福祉施設等への音楽ボランティア活
動をするにあたり、スキルアップのため
に講師の指導を受け、質の高いボラン
ティア活動を行う。 230,000 138,000

応3
一般社団法人
日本禁煙友愛
会龍峡支部

林宗吉
小学校での禁煙
出前教育

現在横ばいである喫煙率を低下させ
るため、地域の４つの小学校へ出向
き、禁煙出前教育を実施する。また、
これを禁煙ポスターの制作につなげ
る。

165,000 103,000

応4
橋南まちづくり
委員会

原勉
橋南地区将来構
想策定事業

10年後の橋南地区の姿を示すことに
より、地区住民が目標を共有して活動
を展開できるよう、地区の基本構想・
基本計画を新たに策定する。具体的
には、セミナーへの参加、住民アン
ケートを実施し、策定便りにより進捗状
況を周知しつつ、地区内パブコメ後、
冊子を全戸配布する。

1,000,000 300,000

応5
天龍峡篠笛愛
好会

清水實
祇園囃子等の伝
統芸能継承

川路伝統の祇園祭りに欠かせない篠
笛演奏の担い手を育成し、伝統芸能
を継承することを目的として、プロの奏
者からの技術指導などにより演奏技術
を磨く。

480,000 254,000

応6
ラン伴飯田２０１
８実行委員会

小宮山德太
郎

ラン伴２０１８飯
田地区大会

市民の皆さんに認知症の理解を深め
てもらうため、認知症の人とそうでない
人がオレンジ色のＴシャツを着て一緒
にタスキリレーをして市内を走る。病
院・介護保険事業者・小中学生等、広
く参加者を募集する。市内・市外での
実施箇所を拡大すべく取り組む。

466,000 296,000

応7
虎岩の文化財
を守る会

池田健一
虎岩の文化財活
用事業

虎岩にある文化的施設「旧瀧澤医院
（飯田市有形文化財）」、「嵯峨坂ざぜ
ん草自生地（飯田市天然記念物）」、
「虎岩樹木園」の来訪者の増加を図る
ための各種イベントを実施すると共
に、道路に案内看板を設置する。

450,360 300,000

平成３０年度　ムトス飯田助成事業　交付決定
別添資料
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通番 団体名等 代表者 取組名称 取組概要 総事業費 交付決定額

応8 長姫町自治会 土屋公久
防犯カメラ設置
事業

平成25年夏以降、放火事案が連続し
て発生しているため、犯罪発生の抑止
効果を見込み防犯カメラを設置すると
共に、住民によるパトロールやチラシ
配布等による防犯・防災意識の高揚を
目指す。

291,168 100,000

応9
ひさかた風土
舎

長谷部三弘
風土舎通信の保
存版　第5

身近な暮らしの情報や地域活動の実
践記録を残すことにより地域活動を目
指す諸機関、研究者、実践団体の参
考とするため、風土舎通信の保存版を
発刊する。

450,000 300,000

応10
ＮＰＯ法人南信
州クラブ

小澤健

健康体操教室・
サロン付買物弱
者支援無料バス
運行

新たに週1回の高齢者を対象とする体
操教室を始める。団体所有のマイクロ
バスを利用して送迎すると共に、一人
では簡単に買物に出かけられない方
には、帰りに地元のスーパーなどに
寄って買物をしてもらう。

126,400 88,000

応11
華齢なる音楽
祭実行委員会

福島茂喜 華齢なる音楽祭

60歳以上の出演者による音楽祭を開
催する。高齢者が輝ける場をつくると
共に、スタッフとして高校生や長野県
シニア大学生にも携わってもらい、世
代間交流を深めることにより、「高齢者
と若者の協働による文化事業」を推進
している。

1,070,000 300,000

応12
遠山郷やらまい
会

山﨑語

秋葉街道・青崩
峠道　復旧・保
全活動、ウォー
キング大会

歴史ある秋葉街道をレクリエーション
の場として後世に残すため、登山道の
整備を行い、青崩峠古道ウォーキング
大会を開催する。都市部からのリピー
ターを増やし、交流人口の拡大にも寄
与する。本年度は、コース上の旧跡な
どのガイドを養成するための講座を開
催する。

450,000 280,000

応13
橋北まちづくり
委員会

藤本勝
橋北地区基本構
想策定事業

今までなかった地区の基本構想を策
定することにより、10年後の橋北地区
の目指すべき姿を明確にし、持続可
能な地域づくりにつなげていく。85名
による策定委員会により検討し、住民
アンケート、パブリックコメントを経て冊
子を全戸配布する。

538,920 300,000

応14
松尾郷土芸能
まつり実行委員
会

宮澤直人
第3回「松尾郷土
芸能まつり」

松尾地区には、獅子舞やお囃子、太
鼓など様々な郷土芸能がある。地区
民の拠り所である鳩ヶ嶺八幡宮におい
て郷土芸能等が一堂に会する祭りを
開催して、後継者育成や住民相互の
交流の場とする。

1,290,000 200,000
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通番 団体名等 代表者 取組名称 取組概要 総事業費 交付決定額

応15
上久堅地区ま
ちづくり委員会

北沢保美
上久堅地区基本
構想・基本計画
の策定

平成2年に策定した「鎮守の杜構想」
にはじまった地域の方針について、基
本構想の策定を経て本年度でその計
画期間が終了となるため、31年度から
10年間の次期基本構想を策定する。
策定にあたっては、公募委員を含む
策定委員会により検討、各地区の意
見聴取後、冊子を各戸配布する。

641,700 300,000

応16 川路七区 関谷藤吉
天竜峡相生「花
いっぱい」運動

昨年度実施した「天龍峡秋の彩展」で
のドーム菊の展示を継続すると共に、
本年度は春・夏の「花いっぱい運動」
としての季節の拡がりと空き地を借りて
花壇を中心としたミニ公園をつくる場
所の拡がりを加えて、更に住みよい環
境づくりをすると共に、天龍峡をおもて
なしの街にしていく。区民が苗木づくり
や展示などを行う。

487,460 300,000

応17
丸山まちづくり
委員会

小澤伸好

丸山の歌「ふるさ
と丸山～愛しき
わが街～」の歌
詞を公民館・集
会所へ展示

平成28年度から多くの地区住民が関
わりながら手作りで完成させた「丸山
の歌」の歌詞を、公民館と地区内10ヶ
所の集会所へ展示することにより、更
に歌を歌いやすく身近にし、ふるさと
意識を醸成すると共に、地区住民相
互の絆を深めたい。

148,000 82,000

応18
森集人プロジェ
クト

尾曽幹男

森集人プロジェ
クトの更なる質的
向上と森林保
全・利活用拡大
を目指す事業

地産地消の視点から森林を保全し、
かつ利活用していくため、間伐による
伐採木を売り、利益を得るというシステ
ムを確立したい。このため、昨年度に
引き続き、伐採木搬出のための装備
の購入、担い手の継承のための研修
会・情報発信を行う。

133,000 90,000

応19 農愉快 眞野貴司

羽ばたけ　シニ
ア世代　野菜づ
くりを通じて「健
康・交流・地域貢
献」をGETし生き
生き生活を

現在実施している、農作業を通じた
「健康・交流」事業を「野菜への付加価
値検討」「地域還元」「野菜づくりの技
術・知識の向上」によりステップアップ
し、自主的運営の確立にもつなげてい
く。

289,920 160,000

応20 信州森組 木下光 信州森組

現在、4つの事業所が連携することに
より、原木加工から木工までを行い輸
入材と同等価格での地域産材による
住宅供給体制ができている。これを積
極的に周知することにより、地域産材
の地産地消を進め、地場産業の振興
につなげる。

479,325 201,000
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通番 団体名等 代表者 取組名称 取組概要 総事業費 交付決定額

応21
天龍峡マル
シェ実行委員
会

竹村公秀
南信州　天龍峡
マルシェ

10月28日（日）に、天龍峡公園区域内
で、地元野菜の販売や軽食を提供す
る「テント市」と、地域内外のクラフト作
家による「クラフト市」を二本柱にした
「南信州天龍峡マルシェ」を開催する。
周辺地区のまちづくり・地域づくり委員
会や高校生、地元企業等、幅広い参
加を得て三遠南信自動車道開通まで
に本イベントの定着を目指す。今回か
ら、テント市では三遠南信地域からも
出店してもらう。

528,054 300,000

応22

第10回市民・地
域共同発電所
全国フォーラム
in飯田　実行委
員会

原亮弘

第10回市民・地
域共同発電所全
国フォーラムin飯
田

フォーラムを開催し、自然エネルギー
100％に向けた市民・地域の取組につ
いて確認・共有すると共に、変革を更
に加速させていくために必要な政策
や方策、ノウハウについて検討する。
飯田市を全国に認知してもらい、地域
主導の再生可能エネルギー普及に取
り組む主体を全国に広げ、持続可能
な地域・社会作りにつなげる。

1,000,000 300,000

応23 まるやま石窯部 田中秀明

誰もが気軽に集
える場づくりに向
けた「新石窯の
築造」と「交流の
拡大と深化」

現在ある石窯では容量が少ないた
め、これに加え大人数の料理に対応
できる石窯を手作りで築造する。各種
イベントで利用することにより、地区内
外の方も含めた交流の場をつくる。

399,783 251,000

応24
米川桃源郷プ
ロジェクト委員
会

福澤秀則
米川桃源郷プロ
ジェクト

「ここに住んでて良かったと思える地域
づくり」を目指して、今まで里山との境
界線に桜・つつじ・紅葉・楓などを植樹
してきたが、道沿いに休耕田が増えて
きたため、土壌改良を行うと共にあや
めと花菖蒲を植え、景観保全・観光に
寄与したい。

494,640 300,000

応25
千代地区まち
づくり委員会

川手重光
野池親水公園活
性化事業

千代インター（仮）の供用開始やリニア
開業を控え、重要な地域資源である
野池親水公園を山岳観光・体験型観
光の拠点として活用すべく、マイクロ水
力発電を市から譲り受けると共に、子
ども達への環境学習・公園の環境整
備活動・子ども向けイベントなどを行
う。

465,000 300,000

応26
おいでなんしょ
立ちあげ準備
会

仲村光子
おいでなんしょ
立ちあげ準備会

高齢者・障がい者を対象者とする事業
を行うＮＰＯ法人の設立を目的とし、農
作業やイベントを通じた世代間交流な
ど、多様な人々が集まり、交流・相互
理解が進む場や法人設立の理解を進
めると共に、ニーズを把握する。本年
度は障がいをもつ子どもの勉強指導
などを新たに実施する他、法人設立の
準備を進める。

139,580 87,000
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通番 団体名等 代表者 取組名称 取組概要 総事業費 交付決定額

応27 夢かなえ隊 木下周次
遊休農地を利用
してのお米作り
の拡大

鼎の田園風景を保存し、併せて遊休
農地を解消するため、休耕田などを借
りて水田事業を行う。地域の子ども達
にも参加してもらい、食農教育へつな
げる。採れたお米を使い地区の文化
祭で餅つきをし、地域へ還元する。ま
た、保育園などへお米を寄贈する。

730,000 180,000

応28
川路まちづくり
委員会

橋本國雄
ようこそ川路へ
～組合加入と担
い手づくり～

組合未加入の方や地区外から転入さ
れる方にできるだけ加入していただく
ことで、「豊かで活力のある安全安心
な川路」を目指す。そのため、①住民
アンケートの結果に基づく対応策や
ルールづくり・地区内向けパンフレット
作成、②転入者向けパンフレット作
成、③自治会加入に関する研修会の
開催、を実施する。

478,140 300,000

件数 28 13,537,450 6,190,000
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県下でも注目の複式指導 (算数 ) 

30年5月4日 早春賦音楽祭 特別出演 合唱発表  

遠山中の英語教師による遠隔英語モジュール授業  

 タブレットを活用した個に応じた学習  



 飯田市教育委員会指定 小規模特認校  

              学校見学会・説明会 について 

 小規模特認校に指定された本校には、飯田市内に在住であれば、学区に関係なく通学
することができます。この学校見学・説明会は、本校の教育に関心がある保護者、児童、
園児の皆さんにお越しいただき、本校の魅力を知っていただくためのものです。  

 実際に本校で行われている複式授業を見学していただいたり、歌の発表を聴いていた
だいたりします。また、本校へ入学、転学される際の手続きについても、飯田市教育委
員会よりご説明いたします。  

             ＜日     程＞  

 

 【学校見学受付  ８：４５～９：００】  

 

１校時  参観授業（公開）                      ９：００～  ９：４５  （４５分）  

       １年生     国語   単式   

    ２年生    算数  単式   

       ３・４年生   算数  複式  

       ５・６年生   国語  複式    

２校時  学校の紹介＆アトラクション発表   ９：５５～  １０： ２０ 

 

休み時間（校内自由見学）                  １０：２０～１０：５０  

学校説明会                                １０：５０～１１：４５  

     ・はじめの言葉  

    ・教育長挨拶         

     ・学校長挨拶と学校紹介（上村小の特色ある教育活動について）  

     ・小規模特認校への就学について（市教委担当者）  

     ・質疑応答  （体験者の声含む）  

     ・諸連絡    

     ・個別相談  

 

弁当（情報交換も兼ねます）  

学校見学者用バス学校発  

１１：４５～１２：３０  

１２：４０  

 

    ＜申込方法など＞      ＜上村小学校までの地図＞       

 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加希望の方は、6 月 26 日（火）  
 までにお申し込みください。  

・当日、飯田産業センターからバスが  
出ます。通学時と同じルートでバス
を運行いたします。利用希望の方は、 
申込の際にお申し出ください。バス
の発着場所と時間は次の通りです。  

  産業センター発    7 時 50 分  

  上村小学校  発   12 時 40 分  

・申込の際、お弁当（上村伝統食「三角  

寿司弁当」800 円）の注文を承ります。 

 

お問い合わせ対応お及びお申し込み先  

 飯田市立上村小学校   

 担当（教頭）葭本（よしもと）直樹  

 電話：0260-36-2141  

  
７月１９日（木）・２０日（金）には、

体験入学を予定しています！  


