
 

 
 
 
 
 
 
 
■ムトス飯田推進委員会（会長 飯田市長 牧野光朗、座長 塩澤哲夫）は、第３５回ムトス飯田賞を以下 

のとおり決定しました。＜別紙Ｐ１＞ 

○受賞      ・小野子
おのご

区 
      ・もみじの会 

  ○表彰式  第５７回飯田市公民館大会の開会式において表彰を行います。 
日時：令和２年２月１６日（日）午後１時から午後１時４０分 
会場：飯田市公民館 

■ムトス飯田学習会（第５７回飯田市公民館大会と併催。午後３時２０分から午後５時）   
○テーマ   ムトスの心で、地域に活動の輪を広げよう！ 
○内容    事例発表及びパネルディスカッション 
〔事例発表〕 ①ムトス飯田賞受賞団体： 小野子区・もみじの会 
       ②ムトス飯田学生助成モデル事業助成決定団体 ＜別紙Ｐ２＞ 

■令和２年度ムトス飯田助成事業＜別紙Ｐ７＞ 
各種団体が、新年度の収支予算検討段階で助成金の活用を考慮しやすいよう、募集を開始します。 
○募集期間  令和２年２月１４日（金）から４月１４日（火）まで 
○周知方法  市ウェブサイトおよび広報いいだ２月１５日号等でお知らせします。 
○説明会   令和２年３月１日（日）午後１時３０分から午後３時１５分まで ＜別紙Ｐ１７＞ 

■令和２年度ムトス飯田若者助成事業＜別紙Ｐ１３＞ 
  若者の地域づくり・まちづくりに関係する活動を対象とした助成事業です。現行の「ムトス飯田学生 
助成モデル事業」の対象者を「高校生」から「１９歳までの若者」へ拡大します（名称も変更）。 

  ○募集開始  本記者発表後～（活動の対象期間は令和２年４月１日～） 
  ○説明会   令和２年３月１日（日）午後３時３０分から午後５時１５分まで ＜別紙Ｐ１７＞ 
 
 
 
 
 
    
  

 

１．第 3５回ムトス飯田賞の決定、ムトス飯田学習会の開催 

２．令和 2 年度ムトス飯田助成事業の募集・説明会について 

３．令和 2 年度ムトス飯田若者助成事業の募集・説明会について 

令和２年１月２４日（金） 

ムトス飯田推進委員会 事務局 

問い合わせ先：市民協働環境部 

ムトスまちづくり推進課  市民協働係  

電話：0265-22-4511 内線：5433 

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 
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第 35 回ムトス飯田賞の決定について 
 
第３５回ムトス飯田賞について 

ムトス飯田推進委員会（会長 飯田市長、 座長 塩澤哲夫）は、このたびムトス飯田賞実施要綱に基づ

き、第３５回ムトス飯田賞受賞者を決定しました。ムトスの言葉にふさわしい活動や取り組みを実施する団

体や個人の功績を称え、ムトス飯田賞によって、受賞者の生き生きと活動する姿が多くの市民の秘めたムト

ス精神に働きかけ、市民活動や協働がより一層広がることを目的に、表彰しています。 

 ■受賞団体  小野子区 

  もみじの会           ＜団体の紹介は別紙のとおり＞ 

■決定の経過 

市民からの自薦他薦による「一般公募」を実施し、応募があった４件(団体４／自薦１他薦３)につ

いて、慎重に審議いたしました。 

受賞対象となる活動の選考基準は以下のとおりです。 

     (1) 「まさに…しようとする」という前向きな意志や意欲活動を継続して行っていること。 

(2) 他の団体や個人の活動に対して良好な影響を与え、波及性があること。 

(3) 地域社会への貢献が認められ、地域づくりに進んで参加するなどの協働の精神が認められ

ること。 

応募のあった方々はいずれも、飯田のまちづくりに大変意義深く関与しており、先駆的で能動的な

活動をしておられます。未来に向けて更に発展されますよう、今後のご活躍を期待いたします。 

■表彰式 （第５７回飯田市公民館大会の開会式にて） 

日時：令和２年２月１６日（日）１３時から１３時４０分 

    会場：飯田市公民館ホール 

 

 

ムトス飯田学習会について 

本学習会は飯田市公民館大会と併催で行い、第６分科会としてパネルディスカッションを予定していま

す。 

「ムトスの心で、地域に活動の輪を広げよう！」をテーマとし、ムトス飯田賞受賞団体とムトス飯田学生

助成モデル事業決定団体（次ページ）の活動紹介をしていただいた後、学生団体代表者とムトス飯田推進委

員でパネルディスカッションを行います。学生との協働や新たな活動など、市民協働の推進とネットワーク

拡充の機会になれば幸いです。 

多くの市民のみなさんにご参加いただきたくご案内いたします。 

 

■日時：令和２年２月１６日（日）１５時２０分から１７時 

     第５７回飯田市公民館大会の第６分科会にて実施     ＜詳細は別紙広報のとおり＞ 

■場所：飯田市公民館  
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令和元年度 ムトス飯田学生助成モデル事業決定団体 

団体名 活動概要 
助成決定

額（円） 

機械工学科 課題研究ミニ電車製作班 

（飯田 OIDE 長姫高等学校） 

自分達で製作したレールと譲り受けたミニ

電車車両を使って地域の子どもたちを対象

とした乗車イベントを実施している。車両が

老朽化してきたため、地元と関わりのある

新型車両を製作する。 

300,000 

下伊那農業高等学校 

 食品科学班「そばと茶を広め隊」 

そば打ちの技術を習得し、全国高校生そば

打ち選手権大会に出場すると共に、その技

術を生かして地域のイベントでそば文化の

普及を図り、併せて遊休農地の活用を図

る。また、茶の栽培・加工・利用を研究し、

地域振興に役立てたい。 

146,800 

計   446,800 

※上記団体の他、平成 30年度決定団体にも参加を打診中。 

 

＜参考＞ 
 

■ムトス飯田 

 「ムトス」とは、広辞苑などにも載っている言葉「むとす」を引用したもので、「…しようとする」とい

う意味が込められており、行動への意志や意欲を表す言葉(｢…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。 

 昭和５７年３月に飯田市が作成した「１０万都市構想」で理想とする都市像の実現に向けての行動理念・

合言葉として「ムトス」を使用した。理想都市実現に向けての市民一人ひとりの「しようとする」意志力を

意味している。以来、地域づくりの合言葉として「ムトス飯田」を使用している。 

 

 

 

 

 

 

「地域を想い、自分ができることからやってみよう」という団体が数多く育ってきており、「ムトス」の

名のもとに自発的な意思や意欲、具体的な行動による地域づくりが展開されている。 

 さらに、飯田市では「ムトス」という言葉を昭和６２年に商標登録し、各種の構想・計画に使用している。 

(例：昭和６３年「ムトス飯田・学習交流都市構想」策定) 

■ムトス飯田賞 

 昭和６０年９月２６日、飯田金物 (株) の大平文人社長から、「ムトス飯田の精神を広めるために役立て

てください」との主旨で２００万円の寄付を頂いた。飯田市では、ムトス飯田賞を設置し、ムトスの精神が

際だっており、飯田の将来に向けて示唆的で主張のある活動をされている団体・個人を表彰することに決定

した。当初は、基金２００万円の利息で運用を開始した。 

 ムトスの活動を讃え励ます気持ちと、受賞者の活動する姿が多くの市民の「ムトス」を呼びおこし、大き

な輪になって広がっていくことへの期待が込められている。 

平成３０年度までに７１団体・２個人を表彰している。 

■協働 

 複数の主体が何らかの目標を共有し、お互いの不足を補い合い相互理解して、自主性を尊重し、協力して

取り組む状態およびパートナーシップをいう。 

■表彰の対象とする団体 

 表彰の対象とする「団体」とは、法人格を有する事業者や企業も含む。 

わたしたちは｢・・・しようとする。 ＝・・・せんとする。 ＝・・・せむとする。｣ 

この人間の自発的な意志力を源とする、まちづくりを表す言葉に「ムトス」を用い、

そのムトスの集まる街を「ムトス飯田」と呼ぶ。また、「ワンムトス、ワンステップ」

を合言葉としたい。 

(１０万都市構想 田園都市をめざして ムトス飯田  から引用) 
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第３５回ムトス飯田賞 受賞団体 

 

 

小野子区  ～ 小さな集落の革新的な取り組み ～ 

上久堅小野子区は、57 戸からなる小さな集落であ

り、区民が助け合って、楽しく暮らしていくため、地

域課題に対して常に革新的な取組みを行ってきていま

す。 

「全日本ゲタ飛ばし大会」は平成 11年に長野県サンセ

ットポイント百選に選ばれたのを機に始めたもので、本

年で 21 回目となり、県外からも含め 85 名の参加者があ

りました。小野子地区の温かいおもてなしもこの大会の

魅力です。「おもしろそうだからやってみよう」と軽い気

持ちで始めた行事も今では伝統行事となっています。こ

の発想と行動力、そして自分達が楽しみながら運営をし

ていることが、本大会をここまで継続させている理由で

あり、コミュニティの熟成にも寄与していると感じます。 

地区にある「クラインガルテン(農園付き貸し住宅)」も地区内の住民により平成 12 年から行われてい

ます。借りるためには地区民との交流も前提となっており、借りていた方が空き家を改修して移り住ん

だ事例もあります。昨年度は一般社団法人東京農業会議

が支援隊の活動と合わせ視察に来ています。 

「小野子人参クラブ」は、小野子に古くからある人

参を復活させようと平成 16 年に設立され、活動を続

けています。人参はそのまま食べても良いですが、ジ

ュースに加工し販売も行っており、三遠南信自動車道

の開通式の乾杯にも使用されました。また、小学校の総

合的な学習の時間として、小学校と連携しながら取り組

んだ時期もあり、現在も多くの方に参加いただきながら

活動を続けています。 

そして、平成 29 年に「小野子支援隊」を組織し、新

たな取組みを始めました。これは、地区内での困りごとについて、低廉な作業単価を定めて区民が

気がねなく助け合える仕組みづくりです。田畑の草刈り、支障木除去、除雪、ゴミ出し、障子貼り等で

すが、高齢化に伴いできなくなっている作業に対して、できる区民が協力する仕組をつくり、活用し合

っています。 

今でも集落としての課題は山積していますが、これま

でも取り組んできたように、住民の知恵と工夫と汗をか

く覚悟があれば、解決できることもあります。このムト

スの精神を持ち続け、次の世代にもつなげていくことが

できれば、地区の維持や活性化に繋がっていくのではな

いでしょうか。 

 

◆区 長 長沼
ながぬま

 孜磨
し ま

雄
お

 

◆発 足 明治 22 年 

◆会 員 １５２名 

 
昨年 視察の様子(クラインガルテン) 

 
全日本ゲタ飛ばし大会 

 
小野子人参クラブ収穫祭 
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第３５回ムトス飯田賞 受賞団体 

 

 

 

もみじの会      

福祉施設などで、大正琴・ハーモニカ・音響

（カラオケ）の音に合わせて、皆さんの知って

いる歌を私たちが手作りした「歌集」をめくり

ながら、「一緒に歌う」ことが私たちのモット

ーです。出演内容は、歌だけでなく体操のよう

な踊りや、プロ並みに歌える会員がいるので、

華麗なドレスを着ての「独唱」、フラダンスな

ども取り入れ、最後は「きよしのズンドコ節」

の歌でボンボンをつけた手袋を利用者さんに

はめてもらい一緒に踊ると、場内は最高の雰囲

気に盛り上がって終わるようにしています。 

大正琴の音色に合わせて童謡・唱歌、音響（カラオ

ケ）では懐メロや若いころよく歌った歌を唄うので

すが、日頃声も出さない方にマイクを向けると「歌

えない」と言いながらも口ずさんだり、大きな声を

出して歌うなど、職員からも驚くほど利用者さんが

笑顔と明るい表情をしてくれると言って喜んでも

らっています。また、手を振ったり身体を動かすの

で一定のリハビリ効果が生まれていると思います。

終わってから利用者さんと一緒にお茶を頂き、わず

かの時間ですが交流することもあります。出演時間は 40 分～60分ですが、訪問先への移動時間や機

材の設定・片付け・車への積み下ろしなどを含めて１回の訪問に 2～3 時間を月に約 20 回、年間平均

２１３回の活動をしています。このような活動を平成 26年 11 月に始めて満 5 年を過ぎました。現在

会員は女性 13 名、男性 2 名（会費月 500 円）年齢は 60 歳後半～70 歳後半です。今後会員の高齢化

も進みますが、私たちも利用者さんからパワ

ーをもらいながら、「地域の高齢者が益々元

気で楽しく暮らせるために」との思いをもっ

て、この有意義なボランティア活動に確信を

深め長く続けていきたいと考えています。 

私たちの仲間に是非入ってみませんか？ 

ふれあいボランティア 
～音楽で元気を届け、歌と踊りを一緒に楽しむ～ 

◆代表者 中島 茂 

◆副代表 吉地 道子（事務局） 

◆発 足 平成 26年度 

◆会 員 15 名 

◆連絡先 090-4158-9364 

 

 

 

一緒に「きよしのズンドコ節」で盛り上がる 

大正琴で「信濃の国」を演奏しみんなで唄う 

 もみじの会メンバー 
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２ 全 体 会（基調講演）  13 時 45 分～15 時 05 分 

テーマ 「地域の未来を担う人づくり  ～子どもと大人の学びを考える～ 」   
講 師  岩本 悠 氏（一般財団法人  地域・教育魅力化プラットフォーム共同代表）   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご経歴＞  東京生まれ。学生時代に、一年間アジア-アフリカ 20 ヵ国の地域開発の現場を巡る。幼-小-中-高校の教員免許を取

得し、大学卒業後はソニーで人材育成･組織開発･ 社会貢献事業に従事。その傍ら途上国の教育支援活動や、全国の

大学や学校で開発教育・キャリア教育に取り組む。2006 年、島根県海士町へ移住し、高校を核とした人づくりと地

域づくりに取り組む。2015 年から島根県教育庁で教育開発による地域創生に従事。2016 年、特別ソーシャルイノベ

ーター最優秀賞受賞（日本財団）し、地域・教育魅力化プラットフォームを設立。 

 

＜ご著書＞ 『流学日記～20の国を流れたハタチの学生～』/文芸社（2006） 

『未来を変えた島の学校―隠岐島前発ふるさと再興への挑戦』/岩波書店（2015共著） 

第 57 回飯田市公民館大会のご案内 

併催：ムトス飯田学習会・第 35 回ムトス飯田賞表彰式 

 

 

 

飯田市公民館大会は、１年間の活動の成果を確認するとともに、自分たちのくらしや生き方を見つめ、

公民館が担う役割や活動の方向性について、互いの考えを深め合う機会として開催しています。 

令和の幕開けとなる本大会では、人口減少・少子高齢化が進み、さらにリニア時代を迎え地域が大きく

変貌しようとしている当地域において、私たちがより良い暮らしや豊かな人生を実現し、未来を切り拓く

ための学びについて考えるとともに、この地域が大事にしてきた自治の精神について、今一度考え合い

ます。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 
 

令和２年２月 16 日（日） 
13 時 00 分～17 時 15 分  ※受付 12 時 30 分～ 

 

場 所  飯田市公民館 

  

  開会行事・全体会(基調講演)・分科会（6 テーマ） 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 裏面をご覧ください 

１ 開会行事  13 時 00 分～13 時 40 分 

飯田市教育功労者表彰・第 35 回ムトス飯田賞表彰ほか 

日 時 

内 容 

地域の次世代を担う子どもや若者が育つ学びの環境づくりには、今

の大人たちの学びの姿勢や考え方、関わり方、あり方が大きく関係

していることが分かってきました。子どもたちの育成を進めていく

際のポイントは何かを、高校魅力化の事例やデータなどから探ると

ともに、地域の未来に向けて私たちは今何ができるのか、改めて考

えます。 
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3 分科会 15 時 20 分～17 時 15 分  

 

１回 

 

 

 

 

 

●参加を希望される方は、電話・FAX・メールにて 

各地区公民館または飯田市公民館までご連絡ください。 

●ご不明な点は、飯田市公民館までお問い合わせください。 

(子ども) 

第１分科会 

子どもに関わる 

「私たち」について語ろう 

子どもたちの育ちにとって、家庭や学校という
場以外の幅広い年代、多様な価値観を持った多
くの人たちと触れ合うことが大切ではないでし
ょうか？この地に暮らし続ける「私たち」だか
らこそできる活動の意味や想い、喜びを語り合
いませんか？ 

〔話題提供〕 

◇松尾代田地区寺子屋 松澤秀明 さん ほか 

第１回 

 

 

 

第１回 

 

 

 

第２分科会 

〔話題提供〕 

◇飯田 OIDE 長姫高校教諭   國松秋穂 さん 

◇飯田 OIDE 長姫高校生徒   菅沼望子 さん 

◇飯田 OIDE 長姫高校卒業生 代田千英 さん 

◇南信濃 コンパスハウス    遠山典宏 さん 

 

 

第４分科会 

「ありがとね」と「お互いさまなぁ」  

～思いやりにあふれた 

       社会を目指して～ 

 

誰もがやさしい気持ちで暮らしていくために、
私たちに何ができるでしょうか？身の回りの
事例から、みんなが暮らしやすい社会・地域に
するために、明日からできる小さな一歩を考え
てみましょう！ 

〔話題提供〕 
◇こども家庭応援センター所長 蓑和 巌 さん 

ほか 

第１回 

 

 

 

主 催  飯田市公民館 

連絡先  飯田市吾妻町 139 

     TEL(0265)22-1132／FAX22-1022 

     E-mail iccc01@city.iida.nagano.jp 

(若者) 

(共生社会)  

第３分科会 

あなたにとっての 

人形劇フェスタって何ですか？ 

41 年続いてきた人形劇フェスタは「みる・演じ
る・支える わたしがつくるトライアングルステ
ージ」を理念として多くの公演が行われ、地域の
交流や学習の機会が生まれています。人形劇フェ
スタに関わってみての感想、必要だと思うことな
どを話し合い、みんなが楽しめる人形劇フェスタ
について考えます。 
 

(人形劇) 

第６分科会 

ムトスの心で、 

地域に活動の輪を広げよう! 

〔話題提供〕 

◇第 35回ムトス飯田賞受賞者 2 者 

◇学生助成モデル事業決定団体４者（予定） 

(ムトス学習会) 

第５分科会 

 

地域住民が楽しく集う 

公民館（分館）活動 

住民が気軽に集い、語り合い、つながりが生
まれ、行動が起こる。そんな開かれた公民館
の重要性が今、再認識されています。公民館
活動に委員として関わり、仲間ができ、共に
行動することで、自分自身や地域にとって大
切なものを育んできた３名の方からお話を
聞き、「私にとっての公民館」を考えてみま
しょう。 

〔話題提供〕 
◇下久堅公民館元文化委員 原 豊   さん 
◇千代公民館元広報委員長 井澤逸男 さん 
◇竜丘公民館体育委員   鈴木運友 さん 

(公民館活動) 

高校生や若者に対して、 

私たち大人はどうありたいか 

各地区では、小中学生に対して様々な取り組みを行
い、私たちとの繋がりが深まってきたように感じま
すが、高校生や若者世代になると薄くなっていませ
んか？若者の気持ちをお聞きしながら、高校生や若
者に対して私たち大人はどうあればよいのか、みん
なで話しましょう。 

〔話題提供〕 
◇中央図書館川路分館    森本てるみ さん 
◇上久堅公民館文化委員長 北沢  昌子 さん 

「～しようとする」自発的な意志や意欲を表す
合言葉「ムトス」。今一度、一人ひとりが持つ「ム
トスの精神」を思い起こしてみましょう。実践
実例や高校生の活動事例、ムトス飯田支援事業
（助成金、交流会、ファンド等）を活用した多
様な取組みを知り、「ムトスの心」から始まる自
主活動が一層広がる地域づくりを考えます。 
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ムトス飯田 助成事業ごあんない 
 

① まちづくり・地域づくり 応援事業 
 

② 多様な主体が連携する協働活動 
 
 
ムトス飯田推進委員会では、平成３年度より「ムトス飯田まちづくり応援事業」として、独

創的で波及効果のあるまちづくりの活動を行う団体に対して助成を行っています。 

ムトス飯田を合言葉に、｢多様な主体による協働のまちづくり｣の実現に向けて、先駆的でモ

デル的な地域づくり活動、協働事業を募集いたします。 

 
＊＊＊＊＊  令和2年度 募集要領  ＊＊＊＊＊ 

◇[相談窓口] 

みなさんが実施したいまちづくり活動や地域づくり活動、リニア時代を見据えた地域づくり

の取り組みなど、お気軽にご相談ください。相談窓口は、ムトス飯田推進委員会事務局(市役

所ムトスまちづくり推進課)および各自治振興センターです。 
 

◇[助成事業] 

① まちづくり・地域づくり応援事業 

対象者 
飯田市内で、まちづくり・地域づくりに取り組む団体、個人 

(まちづくり委員会・単位自治会・公民館分館を含む) 

対象事例 

１．新しいまちづくり活動を応援します。 

２．地域がわくわくするまちづくり活動を応援します。 

３．子育てを楽しめるまちづくり活動を応援します。 

４．世代間交流が活発になるまちづくり活動を応援します。  

５．飯田の未来を担う人材の育成や人づくり支援活動を応援します。 

対象事業 令和２年４月１日から令和３年３月１５日の間に実施し、完了する事業 

助成額 
事業費の７０％以内とします。 

地元で購入調達して経済循環を高めることを盛り込み３０万円を上限とします。 

 
② 多様な主体が連携する協働活動 

対象者 
飯田市内で、まちづくり・地域づくりに取り組む団体 

(まちづくり委員会・単位自治会・公民館分館を含む) 

対象事例 

２つ以上の団体が「新たに連携協働し、新たに始める地域づくり活動」を応援します。 

例1) 町内会とNPO法人が役割分担して活動する… 

例 2) ２つのまちづくり委員会が共通する目的課題に対し実施する事業… など 

対象事業 令和２年４月１日から令和３年３月１５日の間に実施し、完了する事業 

助成額 
３０万円を協働した団体で分配します。 ＜助成額を超える事業を対象とし、地元で

購入調達して経済循環を高めることを盛り込む＞ 

 

「ムトス」とは、市民一人ひとりの「…をしようとする（セムトス
．．．

ル）」といった自発
的な意志力を表したもので、飯田市のまちづくりの合言葉になっています。 

［応募受付期間］ 

 

令和 2 年２月１4 日(金) 

～ 

令和 2 年４月１4 日(火) 

新しい活動や拡がりの

ある活動を応援します 
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［助成の条件等］  

 ○実施する事業では「ムトス飯田ロゴマーク」を使用してください。（例：広報チラシ） 

○当委員会が主催する交流会や学習会等において、活動状況を発表していただくことがあり

ます。 

○例年１月の「ムトス飯田まちづくり活動報告集」を作成する際には、活動報告書や写真を電

子データで提出していただきます。活動報告集は市ウェブサイトに掲載します。 

○まちづくり・地域づくり応援事業は、１団体が同一事業において３年（通算３回）まで助成

できます。ただし、基本は単年度ごとの助成であり、２年目（２回目）以降の継続的な助成を

約束するものではありません。 
○多様な主体が連携する協働活動は、同一団体の協働に対する助成は同一事業で１回のみです。 
○審査では、目的妥当性、実行性、有効性、将来性など確認し精査いたします。これを総合的に鑑

み、①②の両事業とも、助成率が下がる場合があります。 
○当該事業が、国県等から補助金や支援金の適用を受ける場合は、助成対象外です。 

○助成の対象にならない経費は以下のとおりです。ご注意ください。 
  ①申請団体およびその所有施設に対する通常運営費、維持管理費、人件費 

②当該事業の運営赤字に対する補填を主としているもの 
③申請団体の構成者に対する謝礼・日当・旅費・機器等の借損料・燃料費 
④用地取得又は賃借に要する経費及び補償費 
⑤飲食費（講師の食事、作業等安全上の飲料などは必要性を審査して助成可否を決定する） 

○研修等を受講する場合は、個人の自己負担を検討してください。 

○別紙「ムトス飯田助成事業 確認事項」に記す制約があります。 
 
［申請方法］ 
○申請書は、市ウェブサイトからダウンロードできます。https://www.city.iida.lg.jp/ 

 
［審査・選考基準］ 

①自ら～しようとする意欲が感じられ、自ら汗と知恵を出す事業であること。 

②地域及び市民の実情や必要性を反映しており、的確に課題を把握していること。 

③事業計画が具体的であり、公益性が高く、波及効果が見込める事業であること。 

④他の団体や地域組織へのモデル的な事業であること。 
⑤活動において拡充、継続、発展的な展開が見込める事業であること。 

☆助成の可否や助成額は、ムトス飯田推進委員会が決定して通知・公表します。 
 
［助成に関するスケジュール］ 

応募受付期間 ２月１4日（金）～４月１4日（火） 

説明会・個別相談会 ３月1日（日）午後１時３０分～ 

事業の詳細を聞き取り・調査 ４月末～５月上旬  ＜要出席＞ 

推進委員会 審査・結果通知・交付決定 ５月下旬 

ムトス飯田交流会 助成金交付決定の後に予定   ＜参加＞ 

ムトス飯田学習会・ムトス飯田賞表彰 
(飯田市公民館大会の分科会) 

令和3年２月  日（日）予定 ＜参加＞ 

活動報告書の提出 (実績報告) 令和3年3月１5日（月）まで ＜必須＞ 

 本事業で使用する言葉の定義は次のとおりです。 
  ｢まちづくり活動｣…市内の地域を限定しない、ある一つの志を持って行う活動 
  ｢地域づくり活動｣…地縁的な組織による、市内の地域を限定した活動 
 
［申請書提出 及び お問い合わせ］ 
 

(別紙） 

ムトス飯田助成事業 確認事項  ＜助成対象の基準＞ 

ムトス飯田推進委員会 事務局（飯田市役所 市民協働環境部 ムトスまちづくり推進課） 
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地 ℡0265-22-4511 内線５４３3 
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ムトス飯田助成事業 確認事項 
ムトス飯田推進委員会 

＜令和２年度＞ 

 

■『祭り』の取り扱いについて 

 地域の活性化や世代間の交流を図るきっかけづくりとして「祭り」関係への助成申請が提出され

ますが、事業の予算や宗教上の問題等を考慮する中で、下記のように助成対象の基準を設けていま

す。 

  １ 祭り関係の助成は、地域の祭りとして新たに起こすもの、又は途絶えてしまった祭りを復活

するものに限り助成対象とします。 

  ２ 道具類の整備は、一年中使用する太鼓類を助成対象とします。法被など消耗品的なものは助

成対象としません。 

 ３ 助成を行う地域の単位は、「区」以上とします。 

  ４ 高額な本御輿、獅子頭は、他の補助事業(例:コミュニティ助成事業…令和3年度実施事業申込

は令和2年8月予定：ムトスまちづくり推進課まで)等にて整備ください。 

  ５ 祭りを保存していくための費用や祭りを通じた交流、催しなど、祭りを「ソフト事業」とし

て捉えるものは、助成対象とします。 

 

■海外への研修視察について 

 助成対象となる事業費は、研修視察費のみです。 

※ 交通費や保険料等は、助成対象としません。 

※ 県市職員が公費で同行する場合は、助成対象者数に加えないで下さい。 

 

■公園整備について 

  土木課事業で手づくり公園助成制度（飯田市手づくり広場設置事業…随時申請市土木課まで）

があるため、公園整備については助成対象としません。 

   
■食事等飲食代について 

  講師の食事や作業等安全上の飲料などは、その必要性を審査して助成可否を決定します。 

 
■謝礼・日当・旅費等の支払いについて 

申請団体の構成員への講師謝礼や日当や旅費は、助成対象としません。 

同様に、申請団体の構成員自身の機器等の借損料・燃料費も、助成対象としません。 
 

■ハード整備のみを目的とした事業は、助成対象としません。 
（ハード事業とみなすもの） 

ア．建物等の構造物の建設・改修及びこれに附帯する事業 
イ．1 件 10 万円以上の備品購入では、目的妥当性等を個別に審査し、購入総額のうち

10 万円を上限額として助成の対象とします。 
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ムトス飯田助成事業 ( 応援事業・協働活動 )助成金申請書 

令和  年  月  日 
ムトス飯田推進委員会 
会長 牧 野 光 朗 様 
            (代表)申請者  団 体 名 
                   代表者名                 ㊞ 
                   〒・住所 
                   電話番号 
 

 関係書類を添えて、下記のとおり助成金の交付を申請します。 
 

記 
１．団体等の概要        ＊協働活動の場合は、協働する団体すべて「団体等の概要(1 ページ)」を提出する。 

担当者の連絡先 
（事業詳細の説明ができ

取り組みの事務局となる

方） 

住所 〒 
 
氏名 
 

電話 
FAX 

   (  ) 

(  ) 
パソコン 
メールアドレス 

団体の概要 

設立（発足） 
年月日 年    月    日 

構成員数   世帯       人（女性    人、男性    人） 

○活動概況 

団 体 の 
活 動 概 況 

 
 
 

目 的 
 

（どのような

おもいで活動

しているか） 

 

状 況 
 

（これまでど

のような活動

を し て き た

か） 

 

課 題 
 

（活動を行う

うえでどのよ

うな困難があ

るか） 
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2 
 

２．今回の申請について   ( 応援事業 ・ 協働活動 )  ＊○で囲む 

今回の取り組

み の 名 称  

今回の取り組

みの実施期間    年   月   日 ～      年   月   日 

他の補助事業

へ の 併 願 
□無 □有（名称： 

    ） 
協働活動の場合、連携協働する団体名をすべて記入

する。 

 

 

 
対 象 者 人（参加見込み数等で可） 

総 事 業 費 円 助 成 金 要 望 額 
(千円未満切り捨て) 

円 

＜ 最 重 要 ＞ 

 
今回の取り組

みの内容等を

できるだけ詳

しく記入して

く だ さ い 。 

①取組みの目的（何のために、何をしたいのか） 
 

②取組みの具体的内容 
（どのような取り組みか、協働活動では相手団体との役割分担を記入する。） 
 

③取組みの効果（何がどのように変わるのか、地域などへの波及効果があるか） 
 

④今後の取組み（今後の活動への活かし方、協働が広がる手法など） 
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3 
 

３．収支予算計画 

（１）収入                                （単位：円） 
区 分 金 額 摘  要 

ムトス助成金   

その他の助成金等 
（摘要欄に詳細を記述）   

自己資金   
事業参加者負担金 
又は売上げ収入   

その他 
（摘要欄に詳細を記述）   

合計   
☆自己資金に会費等がある場合は摘要欄に内訳を記入してください。 
☆売り上げなどの収入が見込まれる場合は、自己資金とは別に記入してください。 

（２）支出                                （単位：円） 

区 分 金 額 摘要（支出の明細を記述する） 
(協働活動では、どの団体が何を支払負担するのか記入する) 

事業費   

事務費   

謝礼   
備品費 

（7掛け後 10 万円上限） 
  

材料費   

広報・印刷費   

   

   

合計   

（３）年次別事業計画（本年度のみの助成申請ならば記入不要）        （単位：円） 

 令和   年度  令和   年度 

内容 金額 内容 金額 

    

    

    
合計  合計  

 
４．添付書類 

（１）事業に関する説明資料（図面、見積書、カタログ及びその他の参考資料） 
（２）各団体の活動状況を示す資料（規約、名簿、パンフレット、ホームページ写し、等） 
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１９歳までの若者で構成するグループや
団体（部や班、クラブなども可）。
ただし、最低３名で構成するものとし、
内１名は大人を入れてください。
また、大人以外の構成員の内、１名以上、
飯田市在住の方を入れてください。

若者　　 の

応援します♪

期間の制限はありません
（ただし、遡りは申請日の属する
 年度の４月１日まで）。
年度をまたぐことも可能です
（この場合は事前に相談してください）。

「地域づくり・まちづくり」に関係する活動。

※上記例以外にも、「地域づくり・まちづくり」に関係すると思う活動であれば応募できます。
※学生の場合「授業内」での活動や部・班・クラブなどにおいての「遠征」や「大会参加」などの通常活動（地域づくりまちづくりに関係しない活動）は
　対象になりません。
※授業内で行っている活動でも、「地域づくり・まちづくり」に関係する内容の場合は、「企画」と「実働」を区分するなどの方法により、助成できる場合が
　ありますので、事務局までご相談ください。

子どもからお年寄りまで、みんなを
巻き込む企画がある！

地元企業とコラボしてみたい！

若者目線のまちづくりアイデアを
実践したい！

得意なことを生かして街をワクワ
クさせたい！

令和２年４月～

そんなみなさんの
思いを実現します！！！

私たちが
やりたいことを
応援してくれる、
この助成があって
良かったです。

地域を知ることができ、
もっと地域に
　関わりたく

　　なりました。

高校生でも
地域のために
なることが
できました。

助成を
使った皆さんの声！助成を
使った皆さんの声！助成を
使った皆さんの声！助成を
使った皆さんの声！
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件数制限なし（予算の範囲内で採択）
助成率は１０／１０。
既存のムトス飯田助成事業の
「最低３０％は自己負担」
という助成ではありません。
１グループあたり 上限３０万円

❶ＦＡＸ 【０２６５－２２－４５６８】 または 電子メール 【mutosu@city.iida.nagano.jp】 で、
別紙申請書を提出してください。飯田市ウェブサイトからもダウンロードできます。

【重要】 申請受付順で審査を行うため、令和２年度助成決定額の累計が予算額に達した場合は、応募終了となりますので
ご注意ください（市ウェブサイトで随時お知らせします）。

❷申請書提出後、日程調整を行い「プレゼンテーション審査」を開催します。必ず出席しプレゼンテーションを行ってください
（１団体１０分以内）。メンバーである大人の出席を必須とします。
プレゼンテーションの方法は、「パワーポイント（マイクロソフト）」によるもののほか、室内でできるものならどんな方法でも
可能です（建物や備品が傷むような方法、大きな音、火気使用は×、心配な場合は事前にご相談ください）。パワーポイント
を使用する場合は、ＵＳＢメモリにデータを入れて持参してください。その他のソフトや機器を使用したい場合は、事前にご
相談ください。
プレゼンテーション後、審査員（ムトス飯田推進委員会の委員）から質疑応答があります。
※審査結果は、後日通知いたします。活動自体への助成の可否のほか、一部の費用について助成の対象としないなどの決定をする場合もあります。

❸決定通知書が届いたら、活動を実施してください（申請日の属する年度の４月１日以降の活動であれば、決定前に実施した
ものも対象になります）。

❹活動終了後に、決算書と領収書等の写しをご提出ください。

❺助成金をお支払します。
※【事前の助成金支払について】
活動資金が全くない場合には、活動実施前に助成金をお支払することもできます。希望する場合は、決定通知書が届いた時点でご相談くだ
さい。

❻例年２月頃開催されている「飯田市公民館大会」の分科会で、活動報告発表を行っていただくことを予定しています。その際
には連絡いたしますので必ずご出席ください。

◉助成を受けた事例

　　
　　　

見せてください！！！　
　若
者の「ムトスの心」を　 飯田市では「ムトス」を地域づくりの合言葉にし、私たち一人

ひとりの心の中にある「愛する地域を想い、自分ができること
からやってみよう」とする自発的な意志や意欲、具体的な行動
による地域づくりをめざしています。

ＴＥＬ：０２６５-２２-４５１１（内線５４３３）　 ＦＡＸ：０２６５-２２-４５６８
E-mail：mutosu@city.iida.nagano.jp

団　体　名 活 動 概 要 助成金額

交流プロジェクト実行委員会 多世代による音楽イベントの開催 289,230円
交流プロジェクト実行委員会 多世代によるスポーツイベントの開催 １３,６２５円
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1 

 

ムトス飯田若者助成事業 助成申請書 
 

 
令和  年 月 日 

ムトス飯田推進委員会 

会長 牧 野 光 朗 様 
 

(代表)申請者 （所属している場合）学校名 

団 体 名 

代表者名 ㊞ 

 
下記のとおり助成金の交付を申請します。 

 

記 
 

 
連絡先 

（代表者以

外でも可） 

住所 〒 

氏名 
電話 

FAX 

( ) 

( ) 

パソコン 

メールアドレス 

 

 

大 人 

の連絡先 

住所 〒 

氏名 
電話 

FAX 

( ) 

( ) 

パソコン 

メールアドレス 

グループ・ 

団体のメン

バー人数 

 

名 

活動の目的 

 

活動の内容 

 

総 事 業 費 円 助成金要望額 円 

※裏面も必ず記入してください。 
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2 

 

 

収支予算計画書 

 
（１）収入 （単位：円） 

 

区 分 金 額 摘 要 

ムトス助成金   

その他の助成金等 
（摘要欄に詳細を記述） 

  

自己資金   

活動参加者負担金 

又は売上げ収入 
  

その他 
（摘要欄に詳細を記述） 

  

合計   

 
（２）支出 （単位：円） 

 

区 分 金 額 摘要（支出の明細を記述する） 

事業費   

事務費   

謝礼   

備品費   

材料費   

広報・印刷費   

   

   

   

合計   
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令和２年度 ムトス飯田助成事業・ムトス飯田若者助成事業 

 説明会・個別相談会の開催について 
 

市民の皆さんや各種団体が、「○○したい！△を始めたい！」と思うとき、ムトス飯田の助成が受けられ

るかどうか、知りたいのではないでしょうか。 

そこで、「・・・しようとする心＝ムトスの精神」を応援するため、事業や新年度予算を組み立てる段階

でこの助成金が活かせるよう、説明会・個別相談会を開催いたします。お気軽にお立ち寄りください。 

 
  主催者  ムトス飯田推進委員会 ( 会長 牧野光朗、 座長 塩澤哲夫 )  

 

  日 時  ３月１日(日) 午後 1 時 30 分から 5時 15 分まで 

 

  場 所  市役所Ｃ棟１階 市民協働会議室 

 

【 ムトス飯田助成事業 】45分枠で２回実施 

１回目：13 時 30 分から 14 時 15 分    ２回目：14時 30 分から 15 時 15 分 

 

【 ムトス飯田若者助成事業 】45 分枠で２回実施 

１回目：15 時 30 分から 16 時 15 分   ２回目：16 時 30 分から 17時 15 分 

 

  進め方  ①助成事業についてご説明 (参加者一同に 15 分) 

       ②質疑応答 (15 分) 

       ③個別の相談、申請書の書き方教示、注意事項等の確認 (15 分) 

 

  応接者  当委員会の事務局がご説明し、個別に相談に応じます。推進委員は助言者として同席いたし

ます。 

 

 

ムトス飯田推進委員会  

事務局 〒395-8501 長野県飯田市大久保町 2534 

TEL 0265-22-4511 FAX 0265-22-4568 

飯田市役所 ムトスまちづくり推進課（内線 5433） 
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