
相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　ふれあいサロン
　障害者就労支援施設・団体の市民への周
知と施設・団体の交流を目的として開催 ふれあいマーケット事務局

　イベントの企画・
司会進行

地域づくり課協働推進担
当

　広報・参加団体
取りまとめなど

2 　プラチナ世代支援事業

　プラチナ世代の社会貢献活動への参加の
「気づき」と「きっかけ」づくりのため、情報提供
や交流会、講演会等を開催

プラチナサポーターズ松本
　イベントの企画・
運営・講師選定と
調整

地域づくり課協働推進担
当

　イベント運営、参
加者取りまとめなど

3 　民間支援団体連絡会
　日頃生活困窮者支援に取り組んでいる団体
間の情報共有、不足している社会資源や施
策についての意見交換

反貧困セーフティネット・アルプ
ス他支援団体

　情報提供・課題
提言

市民相談課 　事務局

4
　食品ロス削減事業
（フードドライブの開催）

　家庭で余っている食品を集め、生活困窮者
や福祉施設等に配布するもの ＮＰＯ法人フードバンク信州

　食品の回収、配
付

環境政策課 　会場提供、広報

5
　食品ロス削減事業
（フレッシュフードシェア）

　規格外野菜等の食品を集め、こども食堂運
営団体等に配布するもの ＮＰＯ法人フードバンク信州

　食品の運搬、配
付

環境政策課 　調整

6
　地区福祉ひろば管理運営事業
（地区福祉ひろば事業振興業務）

　市内35地区に福祉ひろばを設置し、高齢者
をはじめとする市民が共に支え合い、住民参
加による生きがい、健康及び福祉づくりの増
進を図るための、地域福祉の拠点としてふれ
あい健康教室やひろば喫茶等の事業を展開
するもの

各地区福祉ひろば事業推進協
議会等

　事業の企画・運
営

福祉計画課
　施設管理、職員
配置、事業支援

7
　地域福祉計画推進事業
（地域福祉計画推進事業）

　地域住民や行政、関係機関が協力して、地
域の生活課題の解決を図るため、地区別地
域福祉計画を推進するもの

地区福祉ひろば事業推進協議
会、地域づくり協議会等

　計画の見直し･推
進

福祉計画課
　制度の周知･計
画見直し及び推進
への支援

8
　地域福祉計画推進事業
（災害時要援護者支援プラン推進
事業）

　町会や民生委員などと連携し、災害時に困
難を抱える要援護者の情報を把握し、同意が
得られた地域支援者等に情報提供するもの

町会、民生委員協議会等
　要援護者の登
録、見守り･支援体
制の構築

福祉計画課
　登録制度の運
営、情報の整理･
提供

9 　地域福祉活動推進事業

　地域福祉活動を行う団体に対して交付金等
を交付するもの
　団体の活動内容を把握するもの

地域福祉活動を行う任意の団
体

　地域福祉活動の
実施

福祉計画課
　地域福祉活動を
行う団体への財政
支援等

10 　ふれあいマーケット

　障害者が製作した商品の展示販売会を、市
内の障害者支援団体と開催する。（市庁舎内
のスペースを利用）

市内障害者支援団体 　事業を企画運営 障害福祉課
　活動場所の提
供、ＰＲ（庁内周
知）

11 　食生活改善栄養指導教室
　市民の健康づくりのための食生活改善を推
進、料理講習会を35地区で実施 松本市食生活改善推進協議会 　調理指導・講話 健康づくり課 　企画・運営

12
　エイズ・HIV等性感染症予防啓発
推進事業

　エイズ・HIV等性感染症を予防するための調
査・研究を実施 松本市エイズ・HIV等性感染症

予防啓発推進協議会
　事業の企画・運
営

健康づくり課 　共同企画・運営

13 　自殺予防対策事業
　自殺者を減らすための、こころの健康づくり
等の啓発活動の実施 松本市自殺予防対策推進協議

会
　事業を企画・運営 健康づくり課

　共同で企画・運
営

14 　地域主導型公共交通事業

　交通空白地域において地域の住民が主体
となって実施する移動手段を確保するもの

波田まちづくり協議会循環バス
運行部会・ほしみ線バス協議
会・中山バス運営協議会・入山
辺交通対策協議会、本郷地区
みんなのバス協議会、島内川
東地域公共交通協議会

　事業を運営 公共交通・渋滞対策課
　補助金の支出
　運営の助言

15
　一人暮らし高齢者世帯水道設備
点検修理事業

　一人暮らし高齢者世帯を対象に、希望世帯
の水道設備を無料点検し、修理代金３万円以
内のものについては上下水道局が負担して
行う

松本市民生児童委員協議会・
松本市水道事業協同組合

　希望者宅の水道
設備の点検、修理

営業課
　広報・事業調整・
工事費用負担

16 　スポーツボイス講習会
　第二地区住民に対してスポーツボイスの講
習会を開催する。 健康づくり推進員会 　運営 第二地区公民館 　事務局

17 　ボッチャ講習会
　第二地区住民に対してボッチャの講習会を
開催する。 健康づくり推進員会 　運営 第二地区公民館 　事務局

18 　スポーツ吹矢講習会
　第二地区住民に対してスポーツ吹矢の講習
会を開催する。 健康づくり推進員会 　運営 第二地区公民館 　事務局

19 　丸の内病院健康教室
　地区住民に要望に基づいた健康教室を実
施 丸の内病院 　企画、運営 城北公民館

　事業のPR、運営
補助

20
　城北地区住みよい町づくり推進協
議会事業

　健康の部会・福祉の部会・防災の部会に分
かれ、各種講演会やストレッチ等の体験講座
を実施。

城北地区住みよい町づくり協議
会

　企画、運営 城北公民館
　事業のPR、運営
補助

21
　城北公民館・城北地区福祉ひろ
ば開館20周年記念事業

　城北地区公民館・福祉ひろばの開館２０年
を祝う行事を実施。 城北地区住みよいまちづくり協

議会健康の部会
　企画、運営 城北公民館

　事業のPR、運営
補助

22 　白板地区大運動会 　地区住民を対象とした運動会
白板地区体育協会
白板地区町会連合会
日赤奉仕団白板分団

実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 企画・運営

23 　田川地区いきいきサロン事業
　地区内の健康・福祉分野の関係団体・機関
等が連携し、月1回のサロンを通年開催する。 まちづくり協議会

サロン事業推進部会　他
　企画・運営 田川公民館 　ＰＲ

令和元年度「多様な主体との協働事業一覧」

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１　保健・医療又は福祉の増進　５１件

　協働とは、複数の団体が目的を共有し、連携・協力して活動することをいいます。



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

24 　なかやま史跡ウォーキング２０１９

　地区外の住民を対象に、地区内の史跡や
景観、特産など中山の魅力を詰め込んだ
ウォーキングイベントを実施する。

中山地区地域づくり協議会地
域活性化部会

　企画、運営 中山公民館
　事務局、企画、運
営、PR

25 　第69回中山地区大運動会

　スポーツを通じて健康増進を図りながら、地
区住民が相互の親睦、結束力を深めることに
より、地域づくりの基とする。

中山地区大運動会実行委員会 　企画、運営 中山公民館
　事務局、企画、運
営、経費補助、PR

26 　島立買い物乗合タクシー
　毎週木曜日に近隣の大型スーパーへタク
シーを運行 島立地区町会連合会 　事業の企画運営

島立地区地域づくりセン
ター

　事業のＰＲ・支援

27 　ニュースポフェスIN新村
　ニュースポーツ体験など。 体育協会

子ども会育成会
運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

28 　新の里ウォークラリー

　地区内の指定されたコースをグループごと
歩く。コースにはチェックポイントが設けられ、
地域にまつわるクイズに回答する。正解数に
応じて、順位を決定する。

子ども会育成会
ものぐさ大学理事会
安協新村支部

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

29 　市民運動会
　町会対抗による運動会

運動会実行委員会 運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

30 　和田ウォークラリー

　地区内を徒歩で巡りながら、チェックポイント
に設けられたクイズに回答し正答数を競う
ウォークラリー大会を開催

和田ウォークラリー実行委員会  企画・運営 和田公民館  事務局

31 　神林スポーツフェスティバル
　ニュースポーツ体験や防災体験など 神林スポーツフェスティバル実

行委員会
　企画・運営 神林公民館 　事務局

32 　笹賀地区ウォーキング大会
　地区住民対象のウォーキング大会

町内公民館長会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

33 　第45回芳川地区体育大会
　芳川地区住民を対象にした体育大会。

芳川地区体育大会実行委員会 　事業の運営 芳川公民館
　事務局、事業の
運営

34 　令和元年度寿地区住民運動会
　世代を超えた多くの住民が参加できる社会
体育事業として住民運動会を実施

令和元年度寿地区住民運動会
実行委員会

　事業の企画・運
営

寿公民館 　事業のPR・運営

35 　第1回寿台秋の体育祭
　寿台地区の体育祭 寿台町会連合会

寿台体育協会
　事業の企画・運
営

寿台公民館
　事業のＰＲ・事務
局

36
　ふれ愛健康福祉講座
～ライフサイクルにそって～

第1回：向老期に注意したい眼の異変（一般
市民）
第2回：意外に多い耳の病気（一般市民）
第3回：こどもの健康づくりとしつけ－メディア
依存とは（岡田保育園出前講座）

岡田地区まちづくり委員会
　事業準備、事業
の運営

岡田公民館
　事業の企画、広
報

37 　公民館健康福祉出前講座

　福祉ひろばで実施している「出張ふれ健」と
連携し、岡田地区7町会の町内公民館で専門
家による自身の健康チェック方法に関する講
座を実施したもの

岡田地区まちづくり委員会
　事業準備、事業
の運営

岡田公民館
　事業の企画、広
報

38 　連携型健康福祉講座

　健康関連事業者・団体との連携で以下の2
講座を実施
1 転ばぬ先のロコモ予防　その2
2 特養ってどんなところ？

中信健康友の会
岡田の里

　事業の企画・運
営

岡田公民館 　事業準備、広報

39 　里山辺地区大運動会

　地区内町会対抗による運動会
地区町会連合会、地区町内公
民館長会、交通安全協会里山
辺支部、松本市消防団第19分
団、里山辺高齢者クラブ、日赤
奉仕団里山辺分団

　事業の運営 里山辺公民館
　事業の企画、運
営

40 　健康づくり講座「ＰＰＫスクール」

　理学療法士による健康に関するミニ講座と
筋トレと有酸素運動を組み合わせた運動の実
施

エミナス訪問看護ステーショ
ン、南東部地域包括支援セン
ター

　事業の企画・運
営

内田公民館 　事務局、運営

41 　内田地区大運動会
　町会対抗による大玉おくりやリレー、自由参
加のマラソンなど。 運動会実行委員会

　事業の企画・運
営

内田公民館 　事務局、運営

42 　さわやか健康講座
　昨年度のアロマテラピー研修の関連企画と
して、健康づくりに特化したもの 安曇地区健康づくり推進員会 　企画 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

43 　対面朗読サービス事業

　ボランティア団体が図書館や利用者の自宅
に出向き、対面朗読サービスを実施

朗読ふれあいの会
　対面朗読サービ
スの提供

中央図書館

　団体及び利用者
間の連絡仲介とボ
ランティアに対する
交通費の支弁

44
　デイジー図書（視覚障害者用デジ
タル図書）貸出サービス事業

　ボランティア団体にデイジー図書作成を依
頼、また、作成したデイジー図書を郵送貸出
するサービスを実施

松本市朗読赤十字奉仕団（ひ
びきの会）

　デイジー図書の
作成

中央図書館
　デイジー図書の
郵送貸出を実施

45 　松原ウォーク
　地区内の設定されたコースを歩くウォークラ
リー 松原地区健康づくり推進員会

　事業の企画・運
営

松原地区公民館 　事業のＰＲ

46 　奥穂高岳登山
　日本第3位の高峰「奥穂高岳」への登山（学
校登山と同一行程で行なうもの 安曇山岳会 　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

47 　梓川地区福祉のつどい

　障がい者の楽団「ケ・セラ」のコンサート
梓川地区社会福祉協議会・梓
川地区人権啓発推進協議会

事業の運営 梓川公民館
事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

48
高齢者や障がい者の気持ちを考

える

　高齢者や障がい者についてアイマスクや重
りを付け疑似体験する。 人権啓発推進協議会 事業の運営 梓川公民館

事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

49 　梓川地区スポーツ祭2019
  町内公民館対抗のスポーツ祭
（囲碁ボール、シャフルボード、ミニバレー） スポーツ祭実行委員会 事業の運営 梓川公民館

事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

50 　梓川地区運動会2019
 町会対抗による運動会

運動会実行委員会 事業の運営 梓川公民館
事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

51 　梓川ウォークラリー2019

　地区内をコマ図を使ってウォークラリー
スポーツ推進委員、梓川地区
まちづくり協議会

事業の運営 梓川公民館
事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　信州岩波講座／まつもと
　身近な問題・関心をテーマに、信州岩波講
座を開催する。 信州岩波講座／まつもと・まつ

もと実行委員会
　事業を企画・運営 人権・男女共生課

事業の運営及び
ＰＲ

2 　地産地消・食育推進事業

　小中学生等を対象に、農業者団体等を実
施主体に農業体験事業（栽培、収穫、加工
等）を実施し、農業に触れる場の提供を行う。

㈱石井味噌、サラダクラブ、JA
松本ハイランド青年部、JA松本
市女性部等

　事業の企画・運
営、体験機会の提
供、収穫した農産
物等を使った加
工、調理指導等

農政課
　体験校の募集、
調整等

3 　まつもと広域ものづくりフェア

　ものづくり体験コーナーや科学体験デモン
ストレーション、高校生の企業見学会などを企
画、実施

３市（松本、塩尻、安曇野）商工
会議所、松本大学等教育機
関、長野県テクノ財団等

　共同事務局 商工課 　共同事務局

4 　ウェストン祭
　島々宿から徳本峠を越える記念山行、碑前
祭

公益社団法人　日本山岳会信
濃支部

　実施主体 山岳観光課
　イベント周知、運
営サポート

5 　岳都・松本「山岳フォーラム」

　山や自然に関するトークショー、展示やワー
クショップなど

北アルプス山小屋友交会、上
高地観光旅館組合、信濃毎日
新聞社など

　企画・運営など 山岳観光課
　事務局、実施主
体

6 　工芸の五月ワークショップ
　日々の暮らしの中で使う身近な道具を自ら
の手で作成する。R２年度はコロナで中止 工芸の五月企画室

　事業企画・事業
のＰＲ・運営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

7 　日本老民考

　世界情勢から日本の政治、戦中・戦後の日
本社会、福祉などを切り口に日本の歩みを検
証する。

日本老民考
　事業企画・事業
のＰＲ・運営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

8 　上高地自然観察会
　ウォーキングと自然観察 中央地区子ども会

中央地区育成会
実施主体
企画・運営

大手公民館
企画・運営補助

ＰＲ

9 　水辺の生き物・ホタル観察会
　地域の青少年を中心にフィールドワークに
て自然環境学習を行う。 松本ホタル学会 　運営 田川公民館 　事務・ＰＲ

10
　選挙解説講座～選挙制度や一票
の大切さを学ぼう！～

選挙制度のしくみや各種選挙における鎌田
地区の投票率の推移を学ぶ

鎌田地区明るい選挙推進協議
会

 　企画の立案 鎌田地区公民館 事業の運営、広報

11 　親子お楽しみ会
　地区の親子を対象とした芸術・芸能の鑑賞
やビンゴを行う。 松南地区子ども育成会

　企画、当日の運
営

松南地区公民館
　参加者募集、会
場の確保、企画等
への助言

12 　親子料理教室
　季節の食材を使って、親子で料理実習をす
る。

こどもが輝く食育ネットワーク松
本

　当日の運営、講
師

松南地区公民館
　参加者募集、会
場の確保、謝礼支
出

13 　農業文庫講座事業

　高齢者向けの学習会や視察研修会などを、
高齢者自身の視点から、年５回程度企画・実
施する。

島内農業文庫運営委員会
　広報、企画･実
施、支援者発掘等

島内公民館
　広報、企画･実施
補助

14 　夏の移動講座

　地区内にある古民家で保存されていた古文
書から新村の歴史を学ぶため、松本市文書
館を訪れ、歴史について学ぶ。

新村文化財保存会
あたらしの郷協議会　学びの友
部会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

15
　特別講座「新村遺跡とその周辺古
墳（遺跡）…その関連性は？」

　安塚古墳群、秋葉原古墳群新村遺跡、新
村条理的遺構の調査結果から、古代・中世の
新村周辺の様子を探る。

新村文化財保存会
あたらしの郷協議会　学びの友
部会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

16 　人形劇公演会
　「人形劇団やまんば」を招いての人形劇公
演会（地区内の小中学生およびその家族対
象）

子ども会育成会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

17 　食育学級

　未就園児とその親を対象として食育講座。
畑をお借りし、「植える→育てる→収穫→食べ
る」という一連の流れを通年で体験してもらう。

芳川保育ゆりかご会 　保育補助 芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

18 　食育講座

　未就園児とその親を対象とした食育講座。
管理栄養士から未就園児の健康に配慮した
レシピを学びながら調理し、親子で会食する。

今井福祉協議会子ども部会 　保育補助 今井公民館
　事務局、企画、Ｐ
Ｒ

19 　乗鞍サマーセミナー

　安曇地区内にある東京大学乗鞍寮の運営
に関わったＯＢ・ＯＧの会である「ＶＳＡの会」
が、講演会を開催するもの
　東京大学石井直方先生による「山歩き」「筋
肉」「健康」についての講演

東京大学乗鞍寮VSAの会
大野川小中学校同窓会
ふれあいパーク乗鞍管理委員
会
大野川区町会
のりくら地区町会連絡会
のりくら観光協会

　企画、運営
安曇公民館

　ＰＲ、運営

20 　のりくら陶芸教室
　ふれあいパーク乗鞍の窯を使用した陶芸教
室 のりくら陶芸クラブ 　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

21 　梓の木について学ぶ市民講演会
　民族・日本思想家の田中欣一氏を招き、講
演会を開催 梓弓研究会 事業の運営 梓川公民館

事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

22 　おはなし祭り
　絵本の読み聞かせなどのおはなし会を、連
絡会加盟団体との共催で開催

松本地域こども文庫・おはなし
の会連絡会

　事業を企画・運営 中央図書館 　事業に出演

23 　「ユタ日報」調査研究事業

　松本市中央図書館が所有する新聞「ユタ日
報」の調査研究を行い、会誌作成、講演会を
実施

「ユタ日報」松本研究会

　調査・研究活動、
会誌の原稿作成、
講演会等の企画運
営

中央図書館
　調査、研究、協
力、会誌の編集

24 　読書普及講座

　講師を招き、おはなし会等を行うボランティ
アの資質向上や子どもの読書活動の推進普
及につながる講座を、連絡会加盟団体との共
催で開催

松本地域こども文庫・おはなし
の会連絡会

　事業を企画・運営 中央図書館
　　開場確保、広
報、講師謝礼支出

25
　松本城ボランティア清掃活動・学
習会

　松本城天守床磨き及び清掃と松本城の歴
史の学習会を開催（年５回） 中央地区こども会

一般市民
　事業への参加

松本城
管理事務所

　会場の提供
学習会進行講演

26
　松本城ボランティアグループ合同
研修会

　松本城案内ボランティアグループ（主要３団
体他）を対象に合同研修会を開催

松本城案内グループ
アルプス善意通訳協会
松本市まちなか観光ボランティ
アガイド

　事業への参加
松本城
管理事務所

　会場の提供
学習会進行講演

27
　みんなのムービー
アニメーションのしくみ

　アニメーションの原理や仕組みを学び、手
作りのアニメーション制作を体験する。

コミュニティシネマ松本
CINEMAセレクト

　企画、運営 美術館
　共同で企画、広
報、運営

28 　インスタント建築
　廃材である紙管と寒冷紗を用いて空間を作
り、建築の原点を体験した。 松本安曇野住宅建築実行委員

会
　企画、運営 美術館

　共同で企画、広
報、運営

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

２　社会教育の推進　３０件



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

29

　アートに挑戦
体験！シルクスカーフにパターン染
め！

　初心者を向けの染織の講座を計画していた
が、新型コロナウイルス感染症の感染予防・
拡大防止のため、中止した。

中信美術会 　企画、運営 美術館
　共同で企画、広
報、運営

30 　博物館事業
　古文書の解読方法を学ぶ講座。

山辺歴史研究会 企画、広報活動
博物館
（旧山辺学校校舎）

　事務・会場の提
供・予約

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1
　松本をもっとよくしようプロジェクト
（まつもっと）

　学生を含めた若者の定住促進に向けた新
たな取組みの検討を行うもの 信州大学学生 　事業を企画・運営 市民課

事務局、事業の
運営及びＰＲ

2 　地域振興事業補助金

　地域の様々な主体による地域の課題解決、
活性化に向けた大規模事業に対し、審査等
を経て補助金を交付する。

株式会社 地食地産
　浅間温泉の活性
化を図るため、集
いの場を設ける

地域づくり課
　補助金の交付及
び事業開始に向け
た相談等

3

　地域づくり市民活動研究集会・未
来へつなぐ 私たちのまちづくりの集
い

　市民・市民活動団体・行政などが、一堂に
会し、住民自治と協働によるまちづくりに求め
られるものを話し合い、それぞれの立場で出
来ることを考え、実践につなげていく集会の開
催

未来へつなぐ私たちのまちづく
りの集い実行委員会

　イベント企画の立
案、運営

地域づくり課
地域づくり課協働推進担
当
生涯学習課・中央公民館

　事務局

4
　市民労力提供に対する原材料支
給事業

　市の所有・補助対象の施設等へ市民の無
償の労力による修理・営繕などの活動対し必
要となる原材料を支給するもの

町会又は施設利用受益者団体
　施設等の修理・
営繕・環境整備

地域づくり課協働推進担
当

　原材料（現物）の
支給

5 　ノーマイカー運動の推進

　加盟団体のノーマイカー通勤の実践、松本
ノーマイカーデーの開催、企業・市民に向け
たノーマイカー運動に係る周知・啓発活動を
実施する。

松本市ノーマイカーデー推進
市民会議

　事業を企画・運営 公共交通・渋滞対策課 　事務局

6 　景観シンポジウム

　景観に対する意識高揚のため、景観賞の表
彰式典とフォーラムを同時開催するもの

公益社団法人長野県建築士会
松竹支部
一般社団法人長野県建築士事
務所協会松竹支部

　講演会の企画運
営

都市政策課
　景観賞表彰式典
の企画運営

7
　歩いてみたい城下町まちづくり事
業

　松本城を中心とした城下町地区内で、まち
づくり意識醸成のためのワークショップ等事業
支援や、回遊性向上のための道路美装化

歩いてみたい城下町まちづくり
連合会

　事業推進のため
の地元調整及び、
ワークショップ、学
習会等の実施

都市政策課
　工事施行及びソ
フト事業支援

8 　美しいまち松本づくり事業

　花いっぱい運動を実践する町会、公民館、
商店街組合等へ花苗を提供し、花の植栽・育
成活動の支援
　市内の学校やボランティア団体、ＮＰＯ、職
員の協働により実施

活動に携わる市内各種団体等
　花いっぱい運動
の実践

公園緑地課
　活動への支援と
補助

9 　美しいまち松本づくり事業

　ＮＰＯ法人　街を花いっぱいにする会が主
催する事業への協力、花の植栽活動を市民と
ともに実施

ＮＰＯ法人　街を花いっぱいに
する会

　花いっぱい運動
の推進・実践

公園緑地課

　花の植栽・育成
環境の整備、花苗
の提供、花いっぱ
い運動の実践

10 　松本看板学講座
　まちの魅力を看板を通して学ぶ

松本看板学会
　事業企画・事業
のＰＲ・運営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

11
　多世代参画型地域共生コミュニ
ティづくりモデル事業

　松本市と東京大学大学院の牧野篤教授の
研究室との共同事業として、町内公民館を活
用して「多世代参画型地域共生コミュニティ」
の構築を目指す。

東京大学
　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事務局、運営

12 　第20回松本手まり時計まつり
　公民館活動団体の活動発表および地元特
産品販売

松本手まり時計まつり実行委員
会

　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館
　事務局、事業のＰ
Ｒ・運営

13 　第二地区盆踊り大会
　深志神社で盆踊り大会を開催する。

盆踊り実行委員会 　運営 第二地区公民館 　事務局

14 　第二地区文化祭
　第二地区公民館、福祉ひろばを会場に、展
示や発表を行う。 文化祭実行委員会 　運営 第二地区公民館 　事務局

15 　あがたの森夏まつり
　あがたの森公園で夏まつりを開催し、各町
会が出店等行う。

第三地区公民館長会
子ども会育成会「わかばの会」

　企画・周知・運営 第三地区公民館 　事務局

16 　第三地区作品展

　地区住民が作製した作品や周辺小中学
校、保育園、児童センターの作品を勤労者福
祉センターに展示する。

第三地区公民館長会 　企画・周知・運営 第三地区公民館 　事務局

17 　食を楽しむ会
　地域でﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝを作り楽しむ。

食を楽しむ会実行委員会
　事業の企画・運
営

東部公民館 　事務局

18 　サークル発表会
　演芸系のサークルが日ごろの成果を発表す
る。 サークル発表会実行委員会

　事業の企画・運
営

東部公民館 　事務局

19 　中央地区お花見会

お花見の時期に親睦会を開催する。 中央地区町会連合会、社協、
健康づくり推進員、民生・児童
委員協議会

実施主体
企画・運営
経費負担

大手公民館 企画・運営補助

20 　日赤奉仕団中央分団視察研修
　糸魚川市を訪れ、大火の状況や復興に向
けたまちづくりについて学習 日赤奉仕団

　実施主体
企画・運営
経費負担

大手公民館 　企画・運営補助

21 　中央地区山雅応援団親睦会

　地区内に「喫茶山雅」がオープンしたことで
松本山雅FCを応援しようとする機運が高める
もの

中央地区山雅応援団
実施主体
企画・運営

大手公民館
ＰＲ

企画・運営補助

22 　丸の内中学校花壇整備
　丸の内中学校の花壇整備のお手伝い

中央地区ボランティア部 運営補助 大手公民館
実施主体

企画、運営

23 　城西花壇整備事業
　城西花壇の整備を春・秋に１回ずつ行う。 花をいっぱいにする会、中央地

区関係団体
実施主体

運営
大手公民館

企画補助
運営補助

３　まちづくりの推進　６９件

事業名 事業内容

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

24
　ようこく朝市
　城南あさ市

　松本神社境内と公民館前で朝市を行う。
周辺町会、福祉互助会

実施主体
企画・運営
経費負担

大手公民館
企画補助
運営補助

25 　第15回中央地区ふれあい祭り
　利用団体の成果発表、展示、物販の実施

中央地区関係団体
実施主体

企画、ＰＲ、運営
経費負担

大手公民館 　事務局

26 　中央地区新年初顔合わせ会
　新年を盛大に祝う

中央地区関係団体
実施主体

運営・経費負担
大手公民館

　企画補助、ＰＲ、
運営補助

27 　中央地区新春落語会

　落語会の開催 中央地区町会連合会、中央地
区町内公民館長会、社会福祉
協議会中央地区支会

実施主体
運営・経費負担

大手公民館
　企画補助、ＰＲ、
運営補助

28 　安原地区文化祭・ひろばまつり

　2日間にわたり、展示、発表、露店販売、飲
食販売を行う。子どもに向けたイベントを開催
する。

安原地区まちづくり協議会、安
原地区文化祭実行委員会、運
営委員会、文化委員会

　事業の運営 安原地区公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

29 　サマーナイトフェスタIN安原

　安原地区住民を対象とした夏祭り。子ども映
画会、ビンゴゲーム、露店での飲食販売を行
う。

安原地区まちづくり協議会、安
原地区文化祭実行委員会、運
営委員会、文化委員会

　事業の運営 安原地区公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

30 　あさば野実りの音楽フェスタ
　安原地区の小・中・高・大学生が一同に会し
て、合同で音楽祭を行う。 安原地区まちづくり協議会、町

内公民館館長会、地区内学校
　事業の運営 安原地区公民館

　事務局、事業の
企画、運営・PR

31 　盲学校の草抜きボランティア
　松本盲学校の草取り

城東地区環境衛生協議会 　ＰＲ、運営 城東公民館 　企画、ＰＲ、運営

32 　くらしを見つめるつどい

　身近な生活課題を話し合いの中から探り出
し、解決方法まで考える。
（例：特殊詐欺に対する訓練型講座）

消費者の会城東地区 　企画、運営 城東公民館 　ＰＲ、運営

33 　白板地区文化祭
　地縁団体・公民館サークル・公民館・
ひろば事業の活動発表・作品展示

町会連合会
民生・児童委員
健康づくり推進委員
ひろば企画委員会

　企画・運営 白板地区公民館 　事務局

34 　田川ふれあい文化祭
　公民館利用サークル及び個人の作品展示、
ステージ発表を行う。

文化祭実行委員会
町会連合会
町内公民館長会　他

　企画・運営 田川公民館 　事務・広報・運営

35 　たがわっこ宣言
　卒業を控える小中学生が将来の夢や抱負を
発表する

町会連合会
民生児童委員協議会
子ども育成会　他

　運営 田川公民館
　事務・企画・広
報・運営

36 　さあ、僕らの仲間になろう
　入学を控える児童と家族を招待し、お祝い
行事を行う。

まちづくり協議会
楽育事業推進部会

　運営 田川公民館 　事務・ＰＲ

37 　カリヨンイルミネーション点灯式

　なんなんひろば駐車場に設置されているカ
リヨン（鐘）にイルミネーションを設置し、設置
に合わせてミニコンサートを行う。

松南地区町会連合会 　企画、運営 松南地区公民館
　企画のサポート、
広報、会場・備品
等準備作業

38 　第43回中山地区文化祭

　中山地区の団体・個人が、日頃の文化活動
の成果を発表する場とし、団体を越えたつな
がりの醸成、住民相互の親睦を図る。

中山地区文化祭実行委員会 　企画、運営 中山公民館
　事務局、企画、運
営、経費補助、PR

39
　島立地区芸術文化祭・島立地区
福祉ひろばまつり

　地区内文化活動者の発表（ステージ発表・
展示発表）や公民館活動功労者表彰を行っ
た。

島立地区芸術文化祭・島立福
祉ひろばまつり実行委員会

　事業の企画運営 島立公民館 　事務局

40 　新村文化祭・福祉ひろば祭り
　公民館や福祉ひろば利用団体の作品展
示、ステージ発表等を行う。

文化祭実行委員会
町内公民館長会　他

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

41 　和田地区芸術文化祭
　地区内で活動している団体・個人によるス
テージ発表及び作品展示等を行うもの

和田地区芸術文化祭実行委員
会

 企画・運営 和田公民館  事務局

42 　第49回神林ふれあい文化祭
　芸術作品の展示及び地区団体、サークル等
のステージ発表 神林ふれあい文化実行委員会 　企画・運営 神林公民館 　事務局

43 　笹賀地区文化祭
　地区文化祭（作品展示、ステージ発表、各
団体による催し物等） 笹賀地区文化祭実行委員会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

44 　芳川地区文化祭
　芳川地区の文化祭

芳川地区文化祭実行委員会 　事業の運営 芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

45 　楽笑レクゲーム
　地区住民を対象としたレクレーション大会 芳川地域づくり協議会

芳川体育協会
　事業の企画、運
営

芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

46 　プレイスクールぽかぽか
　未就園児とその親を対象とした教室。リトミッ
クや手遊び、製作等を実施する。

芳川保育ゆりかご会
芳川地区民生児童委員協議会

　保育補助 芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

47 　第42回寿地区文化祭
　地区住民の文化活動の発表の場として、作
品展示及びステージ発表会を実施

第42回寿地区文化祭実行委員
会

　事業の企画・運
営

寿公民館
　事務局、事業の
PR・運営

48 　寿小学校にこにこルーム

　寿小学校の2時間目休みに空き教室を活用
した、児童と地域住民の交流を実施 寿小学校にこにこルーム応援

隊

　事業の企画・運
営

寿公民館
寿小学校

　事務局、事業の
PR・運営
　場の提供

49 　そば打ち体験交流会
　明善中学校の生徒を招待し、そば打ち体験
を行う。

寿台町会連合会
寿台地区子ども会育成会

　事業の企画・運
営

寿台公民館 　事業のＰＲ

50 　第43回寿台文化祭
　地域で文化活動を行っている団体や個人の
発表の場（展示・模擬店・ステージ発表　等）

寿台文化祭実行委員会
寿台町会連合会

　事業の企画・運
営

寿台公民館 　事業のＰＲ

51 　おかだ夏まつり
　岡田地区の住民や関係団体が参加し、夏ま
つりを開催しているもの 町会連合会

　事業の企画・運
営

岡田公民館 　事務局

52 　山辺地区立志式
　山辺に住む中学2年生を対象とした「立志」
を祝う式典。3/4成人式。

山辺地区立志式実行委員会  事業の企画・運営
入山辺公民館
里山辺公民館

　事業の企画・運
営

53 　第43回入山辺地区文化祭 　ステージ発表・展示作品発表 入山辺地区文化祭実行委員会  事業の企画・運営 入山辺公民館 　事務局・運営

54 　里山辺地区ゲートボール大会
　地区住民の個人参加によるゲートボール競
技の大会 里山辺ゲートボール協会

　事業の企画、運
営

里山辺公民館 　広報、受付

55 　親子すくすく教室

　未就園児とその親を対象とし、健康運動指
導士を講師として５月から３月まで毎月親子
体操を行う。

りんごサークル 　運営 今井公民館 　企画、ＰＲ

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

56 　今井ドンパン夏祭り

　住民参加型の盆踊りや打ち上げ花火などを
行い、地区住民をはじめ、お盆に帰省した方
の夏のイベントとして開催

今井ドンパン夏祭り実行委員会 　企画・運営 今井公民館 　事務局、ＰＲ

57 　今井地区文化祭

　町内公民館長を中心に実行委員会を組織
し、地元団体による作品展示、出店、ステージ
発表などを実施

今井地区文化祭実行委員会 　企画・運営 今井公民館 　事務局、ＰＲ

58 　本郷地区文化祭
　地区公民館を会場に、各サークルの発表・
展示など日頃の活動の成果発表を実施 文化祭実行委員会 　企画、運営 本郷公民館

　事業のPR、運営
補助

59 　地区ウルトラゲーム大会（運動会）
　地区住民が幅広く参加できるようレクリエー
ション性の高い競技を取り入れた運動会。

地区ウルトラゲーム大会実行委
員会

　事業の企画・運
営

松原地区公民館 　事務局

60 　地区文化祭・福祉ひろばまつり

　地区住民や地区公民館・福祉ひろば利用
者の活動発表と交流の場を創出

地区文化祭・福祉ひろばまつり
実行委員会
寿さと山くらぶ

　事業の企画・運
営
　自然体験コー
ナーの運営

松原地区公民館
　事務局、会場管
理

61 　新そばを楽しむ会

　そば打ちサークルや有志が、地区住民に手
打ちのそばを振る舞い、幅広い年齢層の住民
が会食会を楽しむ。

松原そばの会
有志

　事業の企画・運
営

松原地区公民館
　事業広報、会場
管理

62 　松原モールぷろじぇくとの支援

　地区内外の住民が参加して、イルミネーショ
ンイベントを開催した。時計台をイルミネー
ションで装飾、キャンドルナイト、松原への思
いを自由に付箋に書き、時計台の絵に貼る掲
示板の設置等

松原モールぷろじぇくと
　事業の企画・運
営

松原地区公民館
　連絡調整、事業
の企画・運営

63 　四賀夏まつり

　小学生の金管バンドのパレードや演奏、地
元の団体などのステージの催し、出展、最後
に花火の打ち上げを行う。

四賀夏まつり実行委員会
　事業の企画、運
営

四賀公民館
　事務局、施設の
貸出

64 　安曇地区文化祭

　町内公民館長を中心に実行委員会を組織
し、地元団体による獅子舞披露や作品展示
等、多様なイベントを実施

安曇地区文化祭実行委員会
地区内企業等

　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

65

　奈川渡ダムの紅葉を見ながら、ダ
ムの流木でオリジナルグッズをつく
ろう

　奈川渡ダムの紅葉を見ながら、ダムの流木
でオリジナルグッズをつくる。

東京電力ホールディングス㈱
リニューアブルパワー・カンパ
ニー

　企画、運営
安曇公民館
奈川公民館

　企画、運営、ＰＲ

66
　第35回梓川地区文化祭 　音楽祭、芸能祭、美術展をそれぞれ実施

文化祭実行委員会 事業の運営 梓川公民館
事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

67 　梓川地区・御浜町ふれあい交流会
　毎年交互にお互いの地を行きし交流を深め
る。

梓川地区子ども会育成会、梓
川地区まちづくり協議会

事業の運営 梓川公民館
事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

68 　波田文化祭
　地区内で文化芸術活動を行う団体等の成
果を発表する場として年に１回開催 波田文化祭実行委員会

　事業の企画・運
営

波田公民館 　事務局

69
　工芸の五月
美術館ステージ

　美術館周辺や松本市街地の「くらしの美」を
知り、「工芸のまち松本」を積極的に発信して
いける空間作りとして開催

松本クラフト推進協会 　企画、広報、運営 美術館
　共同で企画、広
報、運営

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　「山の日」四方山祭りin上高地
　山や自然に関するクイズラリー、音楽祭、
ブース出展など。 上高地町会、環境省など 　企画・運営など 山岳観光課

　事務局、実施主
体

2 　上高地春山除雪
　上高地遊歩道の除雪

上高地町会 　実施主体 山岳観光課 　除雪への支援

3 　信州・松本そば祭り

　10月の三連休、松本城を中心に、そばブー
ス、物産ブースを展開。Mウイングにてそば名
人戦、そばふるまい等を実施

市民タイムス、日本広告、テレ
ビ信州他

　共同事務局 商工課 　共同事務局

4 　上高地開山祭
　神事、アルプホルンの演奏や振舞酒、焼き
そば、記念品の提供など 上高地観光旅館組合 　実施主体 山岳観光課

　イベント周知、運
営サポート

5 　上高地閉山式
　神事、鏡開きなど

上高地観光旅館組合 　実施主体 山岳観光課
　事務局、イベント
ＰＲ、運営サポート

6 　国宝松本城太鼓まつり
　国宝松本城などで全国各地から集まった太
鼓団体が熱気あふれる演奏を披露

松本城太鼓まつり地元団体連
絡会
どん　他

　事業の企画・運
営

観光温泉課 　事務局

7
　松本市公式観光情報ホームペー
ジ

　松本市公式観光情報サイト「新まつもと物
語」の管理・運営等を融資のボランティア団体
が組織する市民団体と協同で実施

新まつもと物語プロジェクト
　ホームページの
管理・運営

観光温泉課
　ホームページの
管理・運営サポート
及び苦情対応

8 　国宝松本城氷彫フェスティバル

　国宝松本城を背景に、全国各地から集まる
選手による氷彫コンクールを実施、その他ス
テージイベントやグルメイベントを開催

長野氷彫クラブ、松本商工会
議所　他

　事業の企画・運
営

観光温泉課 　事務局

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1
　中山間地域等直接支払交付金事
業

　集落協定を締結した上で、５年以上継続し
て農業生産活動を実施する集落に、面積に
応じた単価により交付金を交付

各地区集落組織
50団体

　地域活動
農政課
西部農林課

　補助金事務

2 　防護柵設置事業
　地域との協働方式により、市が資材を提供
し、防護柵の設置・修繕を地元住民が実施

各地区管理団体
68団体 　地域活動 農政課 　補助金事務

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

４　観光の振興　８件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

５　農山漁村又は中山間地域の振興　２件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1
　2019セイジ・オザワ 松本フェスティ
バル

　国際音楽祭「セイジ・オザワ 松本フェスティ
バル」を開催

松本市国際音楽祭推進団体協
議会

　事業の企画・運
営

国際音楽祭推進課 　事務局

2 　楽都・まつもとライブ
　楽都・まつもとライブを開催 楽都・まつもとプロデュース

チーム
　事業の企画・運
営

国際音楽祭推進課 　事務局

3 　地域交流活動促進事業
　市内親子等を対象とした障害者スポーツ体
験など ㈱松本山雅

　事業の企画・運
営

スポーツ推進課
　事業団体へ委
託、共同で事業企
画

4
　信濃グランセローズ「松本市民の
日」

　市内全小学生へ無料招待券を配布、観光・
物産ＰＲ、少年野球教室など ㈱長野県民球団

　事業の企画・運
営

スポーツ推進課 　事業団体へ委託

5
　藤沢市・松本市定期交歓サッカー
大会

　藤沢市との少年サッカー交流
松本市サッカー協会

　事業の企画・運
営

スポーツ推進課
　事業団体へ補助
金を交付、会場確
保

6
　信州ブレイブウォリアーズ「松本市
民デー」等実施業務委託

　市内全園児、小中学生へ無料招待券を配
布、観光・物産ＰＲ、バスケットボール教室など ㈱信州スポーツスピリット

　事業の企画・運
営

スポーツ推進課 　事業団体へ委託

7
　VC長野トライデンツ「松本市民
デー」等実施業務委託

　市内全園児、小中学生へ無料招待券を配
布、観光・物産ＰＲ、バレーボール教室など ㈱VC長野クリエイトスポーツ

　事業の企画・運
営

スポーツ推進課 　事業団体へ委託

8
　松本山雅ＦＣパブリックビューイン
グ

　松本山雅ＦＣのパブリックビューイングを中
心市街地で実施（5試合） 松本商工会議所

　事業の企画・運
営

スポーツ推進課
　事業団体へ委
託、共同で事業企
画

9 　松本山雅ＦＣホームタウンデー
　観光資源、地域物産、市の施策等をＰＲ

松本山雅ＦＣ
　事業の企画・運
営

スポーツ推進課
　共同で事業を企
画・運営

10 　松本市芸術文化祭
　年間を通じて、各団体の公演や展覧会を開
催 松本市芸術文化祭実行委員会

　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

11 　第72回お城盆踊り
　国宝松本城を背にしての盆踊り。昭和21年
に市民の手により始まる。 松本レクリエーション協会

　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

12 　地域に伝わる民謡講習会
　夏に開催される「お城盆踊り」の実演者の育
成及び参加者の練習の機会とする。 松本レクリエーション協会

　事業企画・事業
のＰＲ・運営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

13 　成人式実行委員会

　記念品選定、パンフレット作成作業、特別企
画の提案・映像を作成、成人式当日の式典の
進行等を行う。

成人式実行委員会
　式典の企画・運
営

生涯学習課
青少年ホーム

　事務局

14 　あがたの森サタデーコンサート

　年4回（R元年度は耐震補強工事のため未
実施）、土曜の夜にあがたの森文化会館ホー
ルで、地元で活躍する音楽家のコンサートを
開催

サタデーコンサート実行委員会 　事業企画・運営
生涯学習課
あがたの森
文化会館

　事務局、PR活
動、会場準備

15
　あいたい（あがたの森いきがいづく
り隊）

　当館の登録団体を、地区公民館や福祉事
業所等に派遣し、音楽演奏等を実施するもの あがたの森文化会館のボラン

ティア登録団体
　事業企画・運営

生涯学習課
あがたの森
文化会館

　事務局、PR活動

16 　青山様・ぼんぼん練り歩き
 地域に伝わる伝統行事「青山様」「ぼんぼん」
を実施 子ども会育成会 企画・運営 第一地区公民館 企画・運営

17
　あなたの知らない松本城と世界遺
産講座

　松本城と世界遺産をテーマにした講座を実
施した。

「国宝松本城を世界遺産に」実
行委員会

　企画・周知・運営 第三地区公民館 　事務局

18 　やしょうま作りともちつき大会
　地区内の児童を対象にやしょうまと餅つきを
おこなう。

東部地区こども会育成つぼみ
の会

　事業の企画・運
営

東部公民館 　周知、運営

19 　三九郎マップの作製
　東部地区とその周辺で女鳥羽川で行われる
三九郎マップの作製 28年度まちづくり講座参加者

　原案、作成、周
知、配布

東部公民館 　企画

20 　松本城天守床磨き
　松本城管理事務所で開催している床磨きに
参加 中央地区ボランティア部会 運営補助 大手公民館

実施主体
企画、運営

21 　七夕料理教室
　伝統料理の七夕ほうとうを作る

中央地区健康づくり推進員会
実施主体
企画・運営
経費負担

大手公民館 　企画補助、ＰＲ

22 　青山様・ぼんぼん

　地区の子どもたちが伝統行事「青山様・ぼん
ぼん」を実施 中央地区子ども会

中央地区育成会

実施主体
企画・ＰＲ・運営

経費負担
大手公民館 　ＰＲ・運営補助

23 　食育講座
　食育の基礎知識に加え、健康料理、伝統料
理について学ぶ 中央地区健康づくり推進員会

実施主体
運営・経費補助

大手公民館
　企画補助、ＰＲ、
運営補助　経費補
助

24
　ぼんぼん・青山様のつどいと夕涼
み

　夏の伝統行事「ぼんぼん」「青山様」を地区
行事として実施する。 まちづくり協議会

ぼんぼん・青山様実行委員会
　企画 田川公民館 　事務、ＰＲ、運営

25 　田川もちつき大会
　地域の青少年を中心に伝統的な年末行事
であるもちつきを体験する。 子ども会育成会 　運営 田川公民館 　事務・広報・運営

26 　松本の年中行事
　児童を対象に「松本の七夕」「ぼんぼん青山
さま」「三九郎」をテーマに子ども行事につい
て学ぶ

鎌田地区子ども会育成会
　企画の立案、広
報

鎌田地区公民館
事業の運営、事務
局

27
　松本の伝統行事講座～子ども行
事の伝承と課題～

　地区住民を対象に「松本の七夕」「ぼんぼん
青山さま」「三九郎」をテーマに子ども行事の
伝承と課題について学ぶ

鎌田地区子ども会育成会 　企画の立案 鎌田地区公民館
事業の運営、事務
局、広報

28 　ソフトバレーなんなんリーグ
　月に一回開催する、地区内のソフトバレー
リーグ戦 地区内のソフトバレーチーム 　運営 松南地区公民館

　会場の確保、景
品準備

29 　町会対抗体育大会

　中山地区住民がスポーツに親しみ、体力の
向上を図るとともに、健全な精神を養い育て、
さらに地区相互の連帯・融和・親睦を深める。

中山地区町会対抗体育大会実
行委員会

　企画、運営 中山公民館
　事務局、企画、運
営、経費補助、PR

30 　第８回泉小太郎祭り

　地域に伝わる民話やその思いを地域全体
で共有し、後世に伝承するとともに地域づくり
の一端とする。

泉小太郎祭り実行委員会 　企画、運営 中山公民館
　事務局、企画、運
営

６　学術、文化、芸術又はスポーツの振興　１００件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

31 　第38回中山小学校手づくり教室

　中山地区在住の高齢者と児童とのふれあい
交流を図る。
縄ない文化の伝承および実践、理解を深め
る。
子どものものづくり体験が乏しくなる中で、そ
の楽しさを実感する機会とする。

中山地区子ども会育成会 　企画、運営 中山公民館
　事務局、企画、運
営

32
　町会対抗、ゲートボール、ソフトバ
レーボール大会

　地区内10町会対抗の卓球、ゲートボール、
ソフトバレーボールの大会を実施した。

島立地区町会連合会
島立地区体育協会

　事業の企画運営 島立公民館 　事務局

33 　町会対抗野球・マレットゴルフ大会
　地区内10町会対抗の野球、マレットゴルフ
大会を実施した。

島立地区町会連合会
島立地区体育協会

　事業の企画運営 島立公民館 　事務局

34 　島立スポーツフェスティバル
　地区住民を対象に町会を紅白に分け、運動
会形式の各種競技や抽選会を実施した。 島立スポーツフェスティバル実

行委員会
　事業の企画運営 島立公民館 　事務局

35 　町会対抗球技大会
　町会対抗の球技大会。球技種目：ソフトボー
ル、ソフトバレーボール

体育協会
町会連合会
町内公民館長会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

36 　オープン大会
　オープン参加による大会。種目：ワンバウン
ドふらばーるバレー

体育協会
町会連合会
町内公民館長会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

37 　冬季室内競技大会
　町内対抗の競技大会。競技種目：卓球、綱
引き

体育協会
町会連合会
町内公民館長会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

38 　夏季スポーツ大会
　地区住民を対象に、町会対抗の球技大会を
開催（ソフトボール、トリムバレーボール） 町内公民館長会

 企画・運営・選手
の取りまとめ

和田公民館  事務局

39 　冬季スポーツ大会
　地区住民を対象に、町会対抗の球技大会を
開催（ソフトバレーボール、ラージボール卓
球）

町内公民館長会
 企画・運営・選手
の取りまとめ

和田公民館  事務局

40 　和田地区マレットゴルフ大会
　地区住民を対象に、マレットゴルフ大会を開
催するもの

和田地区マレットゴルフクラブ  運営 和田公民館  事務局

41 　正月飾りづくり講習会
　正月飾り（しめ縄等）作りの講習会

神林地区子ども会育成会 　企画・運営 神林公民館 　事務局

42 　神林地区球技大会
　町会対抗の球技大会。競技種目：ラージ
ボール卓球、ソフトバレーボール 神林地区球技大会実行委員会 　企画・運営 神林公民館 　事務局

43 　町内公民館対抗球技大会
　町内公民館対抗の球技大会（ソフトボール、
ソフトバレーボール） 町内公民館長会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

44 　町内公民館対抗卓球大会
　町内公民館対抗の卓球大会

町内公民館長会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

45 　親睦グラウンドゴルフ大会
　地域住民対象のグラウンドゴルフ大会

町会連合会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

46 　もちつき大会
　地区内の小中学生およびその家族対象の
もちつき大会 子ども会育成会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

47
　笹賀地区歴史講座「あなたの知ら
ない松本城と世界遺産講座」

　松本城管理事務所研究専門員を講師に、
松本城の歴史や世界遺産を目指す取り組み
について学ぶ連続講座

歴史勉強会「二土会」 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、周知、運営

48
　第16回芳川公民館長杯ソフトバ
レーボール大会

　全国を対象にしたソフトバレーボール大会
芳川公民館長杯実行委員会 　事業の運営 芳川公民館

　事務局、事業の
運営・PR、

49 　しめ縄づくり講習会
　芳川小学校５年生を対象にしたしめ縄づくり
の講習会 しめ縄づくりボランティア 　事業の運営 芳川公民館

　事務局、事業の
運営

50 　もちつき大会
　未就園児とその親を対象にしたもちつき大
会

芳川福祉ひろば
地域住民によるボランティア

　事業の企画、運
営

芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

51 　第40回バレーボールリーグ戦
　地区内外の住民を対象にしたバレーボール
リーグ戦

芳川地区バレーボールリーグ
戦実行委員会
芳川体育協会

　運営補助 芳川公民館
　事務局、事業の
運営、企画

52
　第21回ソフトバレーボールリーグ
戦

　地区内外の住民を対象にしたソフトバレー
ボールリーグ戦

芳川地区ソフトバレーボール
リーグ戦実行委員会
芳川体育協会

　運営補助 芳川公民館
　事務局、事業の
運営、企画

53 　第42回ソフトボールリーグ戦
　芳川地区の住民を対象としたソフトボールの
リーグ戦

芳川地区ソフトボールリーグ戦
実行委員会
芳川体育協会

　事業の運営 芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

54 　第52回寿地区駅伝大会
　寿地区12町会対抗の駅伝大会を実施 第52回寿地区駅伝大会実行委

員会
　事業の企画・運
営

寿公民館 　事業のPR・運営

55 　第72回寿地区球技大会
　7種目8競技による寿地区12町会対抗の球
技大会を実施

第72回寿地区球技大会実行委
員会

　事業の企画・運
営

寿公民館 　事業のPR・運営

56 　第12回寿地区子連れコンサート
　子育て中の親子を対象に寿体育館にてコン
サートを実施 子連れコンサート実行委員会

　事業の企画・運
営

寿公民館
　事務局、事業の
PR・運営

57 　第31回寿地区史跡巡り

　寿地区文化祭協賛事業として、寿史談会に
よる解説つきで、寿地区の史跡（竹渕コース）
巡りを実施

寿史談会、寿子ども会育成会
　事業の企画・運
営

寿公民館
　事務局、事業の
PR・運営

58 　第46回寿台町会連合球技大会
　球技大会 寿台町会連合会　　寿台体育

協会
　事業の企画・運
営

寿台公民館
　事業のＰＲ・事務
局

59 　子どもテニス教室
　テニス教室 寿台体育協会　　　寿台テニス

クラブ
　事業の企画・運
営

寿台公民館 　事業のＰＲ

60 　夏休みおはなし会

　パネルシアターや大型絵本等によるおはな
し会。その後、七夕の郷土料理である「ほうと
う」作りを行う。

寿台図書館
寿台地区食生活改善推進協議
会

　事業の企画・運
営

寿台公民館 　事業のＰＲ

61
　親子なぞときウォークラリー（悪天
候により中止）

　岡田地区の名所旧跡にチェックポイントを配
置し、親子または子ども同士で楽しみながら
ウォーキングを実施したもの

子ども会育成会
　事業の企画・運
営

岡田公民館
　事業準備、資料
作成等

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

62
　第１６回山辺の郷健康ウォークラ
リー大会

　山辺地域のコースをめぐり、各チェックポイン
トをよく観察し、時間得点（ゴール時間と標準
時間の差）と課題得点（問題の正答数）で順
位を競う。

山辺の郷健康ウォークラリー大
会実行委員会

 事業の企画・運営
入山辺公民館
里山辺公民館

　事務局

63 　里山辺親睦ゴルフ大会
　地区住民の個人参加によるゴルフ競技の大
会 里山辺親睦ゴルフ実行委員会

　事業の企画、運
営

里山辺公民館 　広報、受付

64 　里山辺地区マレットゴルフ大会
　地区住民の個人参加によるマレットゴルフ競
技の大会 里山辺マレットゴルフ同好会

　事業の企画、運
営

里山辺公民館 　広報、受付

65 　親子そば打ち講習会
　地区内の親子を対象に、伝統のそば打ちを
体験し学ぶ。 子ども会育成会

　事業の企画、運
営

里山辺公民館
山辺児童センター

　事業の企画、運
営、広報

66 　しめ縄づくり教室
　地区内の親子を対象に、伝統のしめ縄づく
りを体験し学ぶ。 子ども会育成会

　事業の企画、運
営

里山辺公民館
山辺児童センター

　事業の企画、運
営、広報

67 　やしょうまづくり教室
　地区内の親子を対象に、伝統のやしょうまづ
くりを体験し学ぶ。 子ども会育成会

　事業の企画、運
営

里山辺公民館
山辺児童センター

　事業の企画、運
営、広報

68 　内田親睦ゴルフコンペ
　個人対抗による親睦ゴルフ大会。会場は、
地区内にある松本カントリークラブ 内田地区町会連合会

　事業の運営、経
費補助

内田公民館 　事務局、運営

69 　内田地区球技大会
　町会対抗による軟式野球、ゲートボール、ソ
フトバレーの大会 球技大会実行委員会 事業の企画・運営 内田公民館 　事務局、運営

70 　内田ササラまつり

　育成会による子ども向けのイベント、かき氷、
わたあめ、やきそば等の屋台、参加者による
ササラ踊り、ビンゴ大会など。

ササラまつり実行委員会 ６事業の企画・運営 内田公民館 　事務局、運営

71
　内田地区文化祭・内田地区福祉
ひろばまつり

　子ども会育成会による子ども向けイベント、
サークルによるステージ発表や個人作品など
の展示、くじびき等

文化祭・福祉ひろばまつり実行
委員会

　事業の企画・運
営

内田公民館 　事務局、運営

72
　本郷地区合併50周年
記念事業

　本郷地区の松本市への合併50周年を記念
し、刊行物作成及びその他事業を実施

町会連合会（50周年企画委員
会・記念誌編集委員会・各種イ
ベント専門委員会）

　企画、運営
本郷地区地域づくりセン
ター・本郷公民館

　事業のPR、運営
補助

73 　地区体育事業
　地域住民対象の大会等（ナイターグランドゴ
ルフ、親子ニュースポーツ、マレットゴルフ等）

本郷公民館体育委員会、本郷
地区体育協会、子ども会育成
会

　企画、運営 本郷公民館
　事業のPR、運営
補助

74 　仮称松門文庫会

　地区文化財の保存・活用等について検討・
事業実施

町会連合会、浅間温泉観光協
会、有識者、本郷地区地域づく
りセンター等

　企画、運営
本郷地区地域づくりセン
ター・本郷公民館

　事業のPR、運営
補助

75

　ソフトバレー体験会
　バドミントン体験会
卓球教室

　大会に向けソフトバレーボール、バドミント
ン、卓球を地区クラブ員が指導し、地区住民
が体験するもの

松原ソフトバレークラブ
松原卓球クラブ
松原バドミントンクラブ

　事業の企画・運
営

松原地区公民館 　事業のＰＲ

76 　しめ縄づくり講座
　お正月飾りのしめ縄を、地域の大人が子ど
もたちに教え、作り方を覚える。 松原地区子ども会育成会

　事業の企画・運
営

松原地区公民館 　会場管理

77 　ニュースポーツ体験会

　幅広い年齢層が取り組むことのできるニュー
スポーツを毎年種目を変えながら体験するも
の

松原地区スポーツ推進員
松原地区健康づくり推進員会
松原地区体育協会

　事業の企画・運
営

松原地区公民館 　事業広報

78 　四賀コンサート

　四賀彪龍会虚空蔵太鼓、会田中学校吹奏
楽部の出演や四賀コンサート合唱団、地元小
中学生が松本交響楽団の演奏をバックに合
唱を行う。

四賀コンサート実行委員会
　事業の企画、運
営

四賀公民館
　事務局、施設の
貸出

79 　四賀一周駅伝競技大会

　昭和３４年の台風災害の翌年から始まった
四賀地区を一周する２３．８ｋｍを１０区間でた
すきを繋ぐ。

四賀一周駅伝競技大会実行委
員会

　事業の企画、運
営

四賀公民館
　事務局、施設の
貸出

80 　ウェストン祭記念山行

　ウェストン祭の開催に合わせて日本アルプス
を紹介したウォルター・ウェストンの足跡をたど
る伝統行事

安曇地区子ども会育成連合会
安曇山岳会

　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

81 　松本市安曇ゴルフ大会

　旧姉妹都市である静岡県松崎町から参加
者を招き、交流を兼ねたゴルフ大会を開催す
るもの

松本市安曇ゴルフクラブ 　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

82 　マレットゴルフ大会
　安曇地区マレットゴルフ協会を中心にマレッ
トゴルフ大会を開催 安曇地区マレットゴルフ協会 　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

83

　町内公民館対抗スポーツ大会
（オール野球、ソフトバレーボール、
マレットゴルフ）
各種体育事業（まほろばウォーク、ス
キー・スノーボード教室、スノー
シュー教室）

　各種町内公民館対抗スポーツ大会やその
他体育事業の企画・運営を行う。

体育委員会
波田体育協会
スポーツ推進員

　事業の企画・運
営

波田公民館
　事務局、事業の
企画・運営・PR

84 　歴史保存事業

　住民主体による文化財保存活動。その他、
各種歴史講座や文化の伝承活動等も行う。

文化委員会
若澤寺保存会
波田歴史愛好会
まちづくり協議会

　事業の企画・運
営

波田公民館
　事務局、事業の
企画・運営・PR

85 　文化財保存活用推進事業

　文化財に関する講演会の開催、未指定文
化財の案内標識設置、文化財パトロールを市
民団体に委託して実施するもの 松本市地域文化財連絡協議会

　公開講演会の開
催、文化財説明板
等の設置、文化財
パトロール

文化財課
　事業団体に委
託、講演会実施等
に協力

86 　指定文化財保存等活動団体事業

　国・県・市の指定等文化財の伝承者の養
成・公開のための事業や、保存・活用を目的
として活動する団体が行う事業に対し補助金
を交付するもの

里山辺花いっぱいボランティア
他、１３団体

　文化財の環境整
備、保存伝承等

文化財課
　事業団体に補助
金を交付し支援

87 　まつもと文化遺産活用事業

　市教育委員会が認定した「まつもと文化遺
産」の活用を図る市民団体に対し補助金を交
付するもの

沢村町会、今井地区文化財委
員会

　まつもと文化遺産
の保存活用

文化財課
　事業団体に補助
金を交付し支援

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

88 　信州梓川賞展
　梓川に育まれた風土や歴史から抽出された
絵画等の公募展を実行委員会で開催 信州梓川賞展実行委員会 　企画、広報、運営 美術館

　運営経費の一部
負担
審査員の派遣

89 　美術館で夕涼み
　美術館で夏祭りを開催

東源池町会、美術館友の会 　企画、広報、運営 美術館
　共同で企画、広
報、運営

90 　博物館まつり

　各市民団体の活動内容を展示したり、団体
が行っている体験講座（七夕人形づくり、昔の
くらし体験、昔のあそび体験）の実施

松本まるごと博物館友の会
エムの会
市民学芸員の会

　各コーナーの企
画立案実施

博物館
（松本市立博物館）

　会場の提供
　消耗品等の提供
　展示の製作補助

91 　博物館事業

　松本の年中行事にちなんで、ほうとう、まゆ
玉を振る舞う事業 エムの会

　来館者への振る
舞い

博物館
（松本市立博物館）

　用具、材料の準
備
　広報、場所の提
供

92 　博物館事業

　七夕人形作り講座

市民学芸員の会 　来館者への説明
博物館
（松本市立博物館）

　用具、材料の準
備
　広報、場所の提
供

93
　市民ボランティアによる来館者案
内事業

　旧開智学校に来館する方（希望者）に、開
智学校の歴史や魅力を案内する事業。定期
的に研修会も開催

旧開智学校案内ボランティア 　案内の実施
博物館
(旧開智学校）

　事務局（予約調
整）、研修会の開
催

94 　緑陰「用の美」市
　工芸の五月参加企画として、信州の伝統工
芸を受け継いだ作り手たちの作品の展示販
売

長野県民藝協会 　出展者の手配等
博物館
（松本民芸館）

　広報活動と会場
の提供

95 　子ども民芸教室
　古布を使った「裂織」と、子ども用いすを作る
「木工」の2コースを実施 長野県民藝協会

　講師依頼及び謝
礼支出

博物館
（松本民芸館）

　募集・広報活動と
会場の提供・予約

96 　民芸講演会（年2回）
　民芸及び民芸館に関する講演会

長野県民藝協会 　会長挨拶
博物館
（松本民芸館）

　事務全般、会場
の提供、講師依頼
及び謝礼支出

97 　季節の行事
　松本の年中行事にちなんで、甘酒・ほうとう
を振る舞う事業 友の会ボランティア部会

　来館者への振る
舞い

博物館（はかり資料館）
　用具・材料の準
備、広報、場所の
提供

98 　空穂生家将棋教室
　窪田空穂生家で、小・中学生を対象とした、
将棋教室を行うもの 日本将棋連盟塩尻支部 　事業を企画・運営

博物館　　　　　　(窪田空
穂記念館)

　事務局・会場提
供

99
　市民ボランティアによる来館者ガイ
ド事業

　歴史の里に来館する方（主に希望する団
体）に、歴史の里にある各建物の歴史や特徴
を解説する事業

市民学芸員
あゆみの会

　案内の実施
博物館
（歴史の里）

　案内の依頼受
付、ガイドの調整、
研修会の開催

100 　桜茶の振る舞い事業
　桜の時期に、来館者に無料で桜茶を振る舞
う事業

市民学芸員
あゆみの会

　桜茶の振る舞い
博物館
（歴史の里）

　用具等の準備と
貸出、広報、場所
の提供

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　芥子坊主山市民の森整備事業
　岡田地区「芥子坊主山」一帯の山林で、市
民の自主的な活動により里山整備や学習を
行う。

芥子坊主山・市民の森整備推
進協議会

　事業の企画・運
営

耕地林務課
　参加者の募集
事業のＰＲ

2 　多面的機能支払交付金事業

　地域資源の基礎的な保全活動を支援
　地域資源の質的向上を図る共同活動を支
援
　施設の長寿命化のための活動を支援

地域活動組織
４５組織

　地域活動
耕地林務課
西部農林課

　補助金事務

3
　上高地に係る砂防事業促進のた
めの合同要望

　ＮＰＯ法人と上高地にかかる砂防事業の整
備促進を図るため、国への要望活動等を実
施するもの

梓川流域を守る会
　砂防事業の促進
を図るための活動
を実施

建設総務課
　行政機関として事
業促進の要望活動
の実施

4 　女鳥羽川アレチウリ駆除
　地区住民に呼びかけ、女鳥羽川のアレチウ
リを駆除する。 城東地区環境衛生協議会 　ＰＲ、運営 城東公民館 　企画、ＰＲ、運営

5 　庄内ほたる観察会

　庄内北公園内にあるほたるの生息地として
整備した水路にて、夕暮れから地区住民が集
まり、ほたるの観察を行うもの

庄内ほたると水辺の会
　事業の企画・運
営

庄内地区公民館 　事業のＰＲ・協力

6
　第14回寿きずなの森フェスティバ
ル

　鉢伏山麓山の神周辺にて、ミニコンサートや
林業体験、トレッキングを含むフェスティバル
を実施

第14回寿きずなの森フェスティ
バル実行委員会

　事業の企画・運
営

寿公民館 　事業のPR・運営

7 　植林＆きのこの駒打ち体験
　岡田の里山を親しんだり、近隣の自然や歴
史について学習する機会を提供するもの 子ども会育成会

　事業の企画・運
営

岡田公民館
　事業準備、資料
作成等

8 　山辺小学校学校サポート事業 　山辺小学校敷地内の環境整備活動 地区町内公民館長会  事業の企画・運営
入山辺公民館
里山辺公民館
山辺小学校

　事務局

9
　環境講座「笑って学んで身近な環
境を考える」

　身近なゴミのことを、環境漫才やクイズを通
して皆で楽しく学び、考える。 消費者の会波田地区

　事業の企画・運
営

波田公民館
　事業のＰＲ、チラ
シの配布

10 　小中学校環境教育支援事業

　専門性を持つ地域の企業・団体等が外部講
師となる「環境学習プログラム」を小中学校へ
紹介し、環境学習の授業に活用してもらうもの

中信地区環境教育ネットワーク 　事業を企画・運営 環境政策課
　共同で企画・運
営

11 　地球温暖化防止事業

　地球温暖化防止の啓発活動として、キャンド
ルナイト、打ち水大作戦などのイベントを開催
する。

松本市地球温暖化防止市民
ネットワーク（エコネットまつもと）

　事業を企画・運営 環境政策課 　事務局

12 　松本キッズ・リユースひろば事業

　家庭で使用しなくなった育児・子ども用品を
無料で回収し、年６回のイベントで希望者に
無料配付するもの BLA幸房

　子ども用品の回
収、点検・整理・保
管、配付会の運
営、広報

環境政策課

　各回収場所での
回収、保管・作業
場所・配付会場及
び備品の提供、広
報等

13 　不用食器リサイクル事業

　家庭で不用になった食器を無料で回収し、
状態の良いものはリユース、その他のものは
新たな食器の原材料としてリサイクルするもの

松本市「暮らしと環境」を考える
会

　食器の回収及び
リユースに係る活動
等

環境政策課

　回収した食器の
運搬及び資源化の
費用負担、事業の
ＰＲ等

14 　生物多様性保全事業
　市民参加による環境調査

松本生きものサロン
　事業への助言。
実施、結果の評価
の際の協力

環境保全課
　環境調査の立案
実施等

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

7　環境の保全　２０件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

15 　ごみゼロ運動
　ごみ拾い
清掃活動及び啓発活動 環境衛生協議会連合会 　事業を企画・運営 環境業務課 　事務局

16 　散乱空き缶等追放キャンペーン
　ごみ拾い
清掃活動及び啓発活動 環境衛生協議会連合会 　事業を企画・運営 環境業務課 　事務局

17 　散乱空き缶等追放キャンペーン
　松本の玄関口である松本ＩＣを中心とした国
道１５８号線沿線の清掃活動 島立地区衛生協議会 　事業の企画運営

島立地区地域づくりセン
ター

　ゴミの収集・処分
及びＰＲ

18 　ホタルまつり
　ビンゴ大会やホタルの観察を行う。

新村のホタルを育む会 運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

19 　公民館花壇整備
　公民館周辺の花壇を整備し、季節の花を植
える。

ボランティア新村
町会連合会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

20 　不用食器リサイクル事業
　家庭で不用になった食器を回収し、リサイク
ル業者へつなぐ活動

和田地区食器リサイクル事業
実行委員会

 企画・運営 和田公民館
 会場使用・事業周
知

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　避難所運営委員会

　地域住民、避難所施設管理者及び避難所
担当職員(市)による避難所運営組織を避難
所ごと設立し、運営するもの

避難所運営委員会
　委員会活動の企
画・運営

危機管理課
　各町会への委員
会設置の呼びかけ
等

2 　東日本大震災避難者支援事業

　被災三県等からの本市への避難者（県外避
難者）に対して、県の補助金を利用し、交流
事業や生活支援情報の提供を行うもの

松本市東日本大震災避難者支
援連絡会

　事業を企画・運営
地域づくり課協働推進担
当

　事務局

3 　要援護者優先避難所運営委員会

　災害時に指定されている要援護者優先避
難所の運営について検討する。

大手公民館要援護者優先避難
所運営委員会、中央地区自主
防災会、町会連合会

　委員会への参画 大手公民館
　実施主体
事務局
企画・ＰＲ・運営

4 　城北地区日赤奉仕団事業
　日赤奉仕団の日頃の奉仕活動に役立てる
ため、普通救命講習や視察研修を実施 城北地区日赤奉仕団 　企画、運営 城北公民館

　事業のPR、運営
補助

5 　避難所運営委員会
　災害時に備え、少しでも効率よく避難所を運
営できるよう、概要や役割分担を確認

島立地区町会連合会他各種団
体

　事業の企画運営
島立地区地域づくりセン
ター

　事業のＰＲ・支援

6 　子ども防災合宿

　災害救助用炊飯袋(ハイゼックス)を使ったカ
レーライス作り、救急救命講習、避難所の宿
泊体験

子ども防災合宿実行委員会
　事業の企画・運
営

内田公民館 　事務局、運営

7 　地域を守る砂防防災講座

　梓川流域に暮らす方々を対象に、砂防防災
や災害に対する防災知識を高めるために実
施するもの

NPO法人梓川流域を守る会
国土交通省北陸地方整備局松
本砂防事務所
（一社）北陸地域づくり協会

　企画、運営 安曇公民館 　ＰＲ、運営

8 　砂防防災講座

　梓川流域に暮らす住民を対象に砂防防災
や災害に対する防災知識を高めるため、視察
研修を実施

ＮＰＯ法人梓川流域を守る会 　企画、運営 奈川公民館 ＰＲ、運営

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　松本市総合防災訓練
　地域住民、関係機関等の参加する防災訓
練の実施 各町会 　防災訓練の参加 危機管理課

　防災訓練の説
明、実施

2 　松本市防災連合会補助金
　防災連合会の活動に対する補助金の交付

松本市防災連合会
　防災連合会活動
の企画・運営

危機管理課
　防災連合会の運
営支援（事務局）

3 　自主防災活動支援事業
　自主防災組織が防災活動を行う上で必要な
経費に対し補助金を交付 各自主防災組織 　自主防災活動 危機管理課 　補助金の交付

4
　松本市地区町会連合会防犯活動
支給事業

　地区町会連合会防犯活動費に資するため
の経費を支給するもの 地区町会連合会

地区の生活の安全
確保及び地域の防
犯活動

消防防災課
　地域の防犯活動
に資するために必
要な経費の支給

5 　長野県民交通災害共済運営事業

　会員から集めた掛金をもとに、交通事故で
けがなどをした会員に見舞金を支払う。 各町会

　各町会の加入申
込み及び掛け金の
取りまとめ

地域づくり課
　共済掛金取りまと
め、加入受付け、
見舞金請求の受付

6 　防犯灯設置等及び管理事業

　各町会が管理する防犯灯の設置や更新等
の費用や、電気料を補助する。 各町会

　防犯灯の設置
等・維持管理、防
犯灯のＬＥＤ化

地域づくり課 　補助金の交付

7 　国道158号地元対策

　関係する町会・企業等により組織される同団
体により、同路線の整備促進を図るため、国
への要望活動等を実施するもの

国道158号改良を促進する沿
線住民の会

　関係機関への要
望
　周辺地区へのＰＲ

建設総務課
　組織運営への技
術的サポート

8 　交通安全街頭啓発活動

　交通安全団体と協働で、交通安全ルール遵
守・マナー向上街頭啓発を行うもの

松本市交通安全市民運動推進
会議・松本市交通安全協会・松
本市交通安全母の会

　協働で街頭啓発
活動

交通安全課
　協働で街頭啓発
活動

9 　防災祭
　防災緑地にて防災に関する催し等を行う。

防災祭実行委員会
　事業の企画・運
営

東部公民館 　事務局

10 　子ども安全・安心学校
　防犯や防災について、子どもと大人が一緒
に学ぶ。

城東地区子ども会育成会、日
赤奉仕団城東分団

　ＰＲ、運営、経費
負担

城東公民館 　企画、ＰＲ、運営

11 　救急救命講習

　町会役員、町内公民館役員、体育協会役
員を対象に普通救命講習を実施

島立地区町会連合会
島立地区町内公民館長会
島立体育協会

　事業の企画運営 島立公民館 　事務局

12 　芳川地区セーフティマップ作成
　芳川小学校に配布するセーフティマップの
作成事業 芳川地区防災防犯協会 　資料作成補助 芳川公民館

　事務局、事業の
企画、運営・PR

事業内容
協働の相手方 市側

８　災害救援　８件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

事業名

９　地域安全　１２件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　松本ユース平和ネットワーク
　平和学習、長崎市平和訪問、小中学校出
前授業、平和ハンドブック作成など。 松本ユース平和ネットワーク

平和推進活動の実
施

平和推進課 　事務局

2 　手話教室
　松本市聴覚障害者協会会員を講師に、初
心者を対象とした手話教室 松本市聴覚障害者協会

　事業企画・事業
のＰＲ・運営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

3 　聴覚障害者と学ぶ成人学校

　ろう者と健聴者が一緒に健康福祉、歴史文
化から生活課題まで多岐にわたるテーマにつ
いて学ぶ。

松本市聴覚障害者協会
　事業企画・事業
のＰＲ・運営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

4 　戦後を問う会・まつもと

　毎月1回、人権・平和の視点から、社会情勢
等について自由に意見交換する「話し合い・
学びの場」

戦後を問う会・まつもと
　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

5
　城北地区人権啓発推進協議会事
業

　地区住民の戦争体験を聞く講演会や人権
啓発推進のための視察研修を実施 城北地区人権啓発推進協議会 　企画、運営 城北公民館

　事業のPR、運営
補助

6
　中央地区人権啓発推進協議会視
察研修

　「貞享義民記念館」を訪ね、税に苦しめられ
た農民たちの声を、自らの命を顧みず届け続
けた多田加助を学ぶ。

中央地区人権啓発推進協議会
実施主体

運営・経費負担
大手公民館

　企画補助、ＰＲ、
運営補助

7 　安原地区人権啓発推進研修
　浅川兄弟資料館での視察研修
　信州大学留学生との交流会 安原地区人権啓発推進協議会 　事業の運営 安原地区公民館

　事務局、事業の
企画、運営・PR

8 　白磁の人　白板地区人権研修
　住民を対象に人権映画の上映と
視察研修 白板地区人権推進協議会

実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 　企画・運営

9 人権啓発「平和を祈る詩」展示
　鎌田地区の小学生が書いた「平和の詩」を
展示 鎌田地区人権啓発推進協議会 企画の立案 鎌田地区公民館 事業の運営、広報

10
人権啓発　千羽鶴制作と松本市平
和祈念式典への献呈

　千羽鶴を制作し鎌田地区から平和への祈り
を届ける。 鎌田地区人権啓発推進協議会 企画の立案 鎌田地区公民館 事業の運営、広報

11

人権啓発　こども平和講座「昭和18
年の小学生・中学生・高校生に起
こったこと」

　太平洋戦争末期に記された勤労奉仕日記
等を読みつつ、子どもや学生が戦争に巻き込
まれていった背景や平和について考える。

鎌田地区人権啓発推進協議会 企画の立案 鎌田地区公民館 事業の運営、広報

12 人権啓発推進協議会視察研修
　地区住民を募集し、長野県人権センター、
長野県立歴史館、岩松院を視察 鎌田地区人権啓発推進協議会

企画の立案、経費
負担

鎌田地区公民館 事業の運営、広報

13 平和、人権啓発ポスター展示
　鎌田地区の小学生が書いた「平和ポスター」
「人権啓発ポスター」を展示 鎌田地区人権啓発推進協議会 企画の立案 鎌田地区公民館 事業の運営、広報

14 　平和祈念式典
　式辞、平和メッセージ、献花 島立地区町会連合会、島立地

区遺族会
　事業の企画運営

島立地区地域づくりセン
ター

　事業のＰＲ・支援

15 　新村地区人権啓発視察研修
　「満蒙開拓平和記念館」と「椋鳩十記念館」
を訪れ、平和の大切さについて学ぶ。

人権啓発推進協議会
ものぐさ大学理事会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

16 　人権教育指導者養成講座
　人権啓発にかかわる講演会や講座を実施
するもの

和田地区人権啓発推進協議会  運営協力 和田公民館  事務局

17
　芳川地区人権啓発ふれあいコン
サート

　地区住民を対象に障がいについて理解を
深めるコンサートの開催

芳川地区人権啓発推進協議会
芳川男女共生を進める会
NPO法人ケ・セラ

　事業の運営 芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

18 　人権料理講習会
　海外の料理を学び、理解を深める。 芳川男女共生を進める会

芳川地区福祉ひろば
　事業の運営 芳川公民館

　事務局、事業の
企画、運営・PR

19 　第8回寿地区福祉の文化祭
　障がい者と地域住民、寿小学校小学生が発
表やふれあいを通して学ぶ文化祭を実施

第8回寿地区福祉の文化祭実
行委員会

　事業の企画・運
営

寿公民館
　事務局、事業の
PR・運営

20
　寿台地区人権啓発推進協議会総
会・学習会

　人権についての講座を開催
寿台地区人権啓発推進協議会

　事業の企画・運
営

寿台公民館
　事業のＰＲ・事務
局

21 　人権啓発視察研修
　重監房資料館・国立療養所栗生楽泉園を
視察し、ハンセン病問題への理解を深める 寿台地区人権啓発推進協議会

　事業の企画・運
営

寿台公民館
　事業のＰＲ・事務
局

22
　入山辺地区人権啓発
推進協議会事業

　映像鑑賞・講演会・視察研修の実施
入山辺地区人権啓発推進協議
会

 企画・運営 入山辺公民館 　事務局・運営

23 　人権啓発推進協議会事業
　人権に係る講演会、人権啓発推進のための
視察研修、障害者とのふれあいコンサート等

本郷地区人権啓発推進協議
会、ＮＰＯ法人ケ・セラ、松本あ
さひ学園

　企画、運営 本郷公民館
　事業のPR、運営
補助

24 　落語で笑おう
　人権をテーマとした落語の鑑賞

安曇地区人権啓発推進協議会 　企画、運営 安曇公民館 　企画、運営、ＰＲ

25 　人権教育学習会・研修会
　地域住民を対象に、長野県人権啓発セン
ター、長野地方裁判所の視察研修 人権啓発推進協議会 事業の運営 梓川公民館

事務局、事業の企画・
運営・ＰＲ

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　多文化共生プラザ設置運営事業

　外国人住民との共生や支援活動を推進する
ための事業
　・多言語相談　・情報発信　・多文化共生事
業の推進

中信多文化共生ネットワーク 　事業を企画・運営 人権・男女共生課
事業の運営及び

ＰＲ

2 　国際姉妹・友好都市交流事業
　海外姉妹・友好都市と相互の民間訪問、各
都市のＰＲ事業などを実施 松本市海外都市交流委員会 　事業を企画・運営

総合戦略課
(広報国際交流課)

　事務局

3 　国際姉妹・友好都市交流事業

　学生対象のホームステイプログラム「国際生
活スクール」や姉妹提携６０周年記念事業な
どを実施

松本市ソルトレークシティ姉妹
提携委員会

　事業を企画・運営
総合戦略課
（広報国際交流課）

　構成団体

4 　国際交流事業
　松本市内の大学、専門学校等に通う留学生
と市民との交流事業を開催 松本留学生応援ファミリーの会

　事業の企画・運
営

総合戦略課
（広報国際交流課）

　事務局

１０　人権の擁護又は平和の推進　２５件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１１　国際協力　１３件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

5 　第10回こいこい松本
　世界各国の文化を紹介する展示・ステージ
発表。多文化共生に関するシンポジウムの開
催

第10回こいこい松本実行委員
会

　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

6 　中央公民館日本語講座
　外国由来の住民対象の日本語教室 日本語講座ボランティアスタッ

フ
　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

7 　木曜午前ボランティア日本語講座
　外国由来の住民対象の日本語教室 木曜午前のボランティア日本語

教室ボランティアスタッフ
　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

8 　ヤングにほんご教室
　外国由来の子どもたち対象の日本語教室

多文化共生ネットワーク
　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

9 　なんなん日本語講座
　毎週月曜夜間に開催し、日本語や日本文
化、慣習について学習する。

日本語講座ボランティアスタッ
フ

　当日の運営、講
師

松南地区公民館 　ＰＲ、会場の確保

10 　日本語学級
　地域の外国人を対象にした日本語の勉強
会 日本語学級ボランティア 　事業の運営 芳川公民館

　事務局、事業の
運営、講師、講師
補助

11 　日本語教室
　外国籍住民対象の日本語教室

日本語教室
　事業の企画・運
営

波田公民館
　事務局、事業のＰ
Ｒ・運営

12 　ふれあいランチパーティー
　地域の住民と在住外国人との交流を深め
る。

日本語教室
波田地区人権啓発推進協議会
国際交流クラブ

　事業の企画・運
営

波田公民館
　事務局、事業の
企画・運営・PR

13 　松本みんなのにほんご教室
　外国由来の住民対象の日本語教室

多文化共生ネットワーク
　事業の企画・運
営

生涯学習課・中央公民館 　事業のＰＲ・協力

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　女性センターまつり
　手まり時計まつりにあわせて、女性セ
ンターまつりを企画・運営する。

女性センターまつり企画運営
委員会

事業を企画・運
営

人権・男女共生課
事務局、事業の

運営及びＰＲ

2
みんなの学校in松本企画委員

会

　女性団体が企画委員を務め、講座や講
演会、映画会を実施するもの

みんなの学校in松本企画委員
会

事業を企画・運
営

人権・男女共生課
事務局、事業の

運営及びＰＲ

3
女性のための起業・複業お仕

事マルシェ信州

　女性起業家の活動や女性を支援する団
体・起業をイベントや冊子、ホームペー
ジにてＰＲ

日本一女性が起業しやすいま
ちづくり信州実行委員会

事業を企画・運
営

人権・男女共生課
事業の運営及び

ＰＲ

4
男女共同参画を進める市民の

つどい

　男女共同参画社会の推進に向けて、講
演会やパネルディスカッション、アトラ
クション等、市民の学習と啓発の場とし
て市民のつどいを開催するもの

男女共同参画を進める市民の
つどい・まつもと実行委員会

事業を企画・運
営

人権・男女共生課
事務局、事業の

運営及びＰＲ

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　子育て支援ネットワークづくり事業

　市内で活動している子育て支援団体や関心
のある市民に呼びかけ、研修会・交流会等を
通して、相互に情報交換するとともに、子育て
支援について学習し、子育てを支える人材や
団体を発掘・育成するもの

子育て支援に関心のある市民・
団体

　子育て支援に関
する学習、相互の
情報交換、事業の
企画・運営

こども育成課
　参加団体との連
絡・調整

2 　放課後子ども教室推進事業

　保護者等の就労状況に関わらず、全自動が
利用できる安全・安心な他後の居場所を提供
するもの

松原地区町会連合会 　事業を企画・運営 こども育成課 　事務局

3 　子育てコミュニティサイト運営事業

　松本市域の子育てに関わる情報を、官民問
わず総合的に掲載したホームページの運営
を行うもの

松本市子育てコミュニティサイト

　ホームページ管
理、市民記者の募
集・管理、広報活
動

こども育成課
　松本市行政情報
の提供及び掲載内
容更新

4
　子どもの支援・相談スペース設置
運営事業

　不登校などで引きこもり状態にある子どもの
ための居場所の提供と学習支援、相談等を
行うもの 松本市子育てコミュニティサイト

　居場所の運営、
学習支援、相談業
務、教育・子育て支
援に関する情報提
供

こども育成課
　施設の整備、環
境整備、市民への
ＰＲ

5

　青少年健全育成事業（松本市青
少年健全育成市民大会・松本子ど
もの権利の日市民フォーラム）

　松本市青少年健全育成市民大会開催のた
め、青少年健全育成に関わる団体による実行
委員会を組織して開催
 平成28年度から松本子どもの権利の日市民
フォーラムを同時開催

松本市青少年健全育成市民大
会実行委員会

　事業を企画・運営 こども育成課 　事務局

6
　青少年健全育成事業（松本子ども
まつり）

　松本子どもまつり開催のため、子ども会育成
会などによる実行委員会に業務を委託して開
催

松本子どもまつり実行委員会 　事業を企画・運営 こども育成課 　事務局

7 　子どもの居場所づくり推進事業

　地域の大人が、地域の子どもに対して、食
事提供・学習支援・生活相談を行う地域の団
らんの場を提供する。

寿田町町会、並柳団地町会、
寿台団地町会、寿小池町会、
並柳団地まちづくり協議会、お
らんちdeランチ実行委員会、反
貧困セーフティーネット・アルプ
ス、波田コミュニティデザインク
ラブ、ＮＰＯホットライン信州、寄
り添いこども食堂

　事業の企画・運
営

こども福祉課
　事務局、事業運
営の相談支援

8 　松本少年少女発明クラブ

　小学生を対象に毎月1回、基礎工作から木
工作、電子工作等を行う教室を開催 松本少年少女発明クラブ運営

委員会
　講師、事業企画・
運営

生涯学習課
あがたの森
文化会館

　事務局、会場準
備

9 　子どもプレイパーク

　工作やゲームなど、こどもたちが楽しく遊べ
て体験できるブースを企画・運営する。 松商学園高等学校茶道部、信

州大学理学部・信大ＣＳＴ、エク
セラン高等学校ボランティア
部、ガールスカウト長野第１４団

　ブースを企画・運
営

生涯学習課
青少年ホーム

　事務局

10 　夏休み自由研究応援講座
　夏休み自由研究のテーマとして地区内の史
跡等を巡り、歴史を学ぶ

子ども会育成会
食生活改善推進協議会

　企画・運営 第一地区公民館 　企画・運営

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１３　子どもの健全育成　４９件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

12　男女共同参画社会の形成の促進　４件



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

11 　餅つき大会 　杵と臼をを用いた昔ながらの餅つきの体験 食生活改善推進協議会 　企画・運営 第一地区公民館 　企画・運営

12 　子ども会夏フェス
　相澤病院を視察及び地域のこども達の交流
を行う。 子ども会育成会 　運営 第二地区公民館 　事務局

13 　清水中学校まちあるき

　清水中学校からの依頼で、１年生の子ども
たちを対象にした地区周辺のフィールドワー
クを実施

第三地区まちづくり協議会 　企画・運営
第三地区公民館
清水中学校

　事務局

14 　地区子ども会育成会事業

　自然学習会や宿泊体験、料理実習等、地
区内の小学生を対象とした各種体験や事業
を実施

城北地区子ども会育成会 　企画、運営 城北公民館
　事業のPR、運営
補助

15 　中央っ子応援団

　校時の見守りや、危険個所マップの作製な
ど、地域で出来る子どもへの支援について検
討する。

中央地区関係団体 応援団への協力 大手公民館
実施主体
企画・運営

16 　安原地区子どもバス企画

　信州大学教育学部生と子ども会育成会が共
同で企画し、安原地区の小学生を対象に開
催。英語を使ったアクティビティ、製本体験を
行う。

信州大学有路ゼミ
「tent」
安原地区子ども会育成会

　事業の企画、事
業の運営

安原地区公民館
　事業の企画、Ｐ
Ｒ、運営

17 　公民館に泊まろう
　田川・開智小生を対象にした宿泊
イベント

丸ノ内スポーツクラブ
白板地区体育協会

　実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 　企画・運営

18 　赤沢美林トムソーヤクラブ 　赤沢美林での自然観察 白板地区子ども会育成会
　実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 　企画・運営

19 　親子料理教室 　年2回　親子で参加できる料理教室 白板地区子ども会育成会
　実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 　企画・運営

20 　白板地区やきいも大会
　地区内小中学生を対象にした
やきいも会

白板地区子ども会育成会
白板地区体育協会

　実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 　企画・運営

21 　クリスマス会
　田川・開智小生を対象にした
クリスマス会

丸ノ内スポーツクラブ
白板地区体育協会

　実施主体
企画・運営
経費負担

白板地区公民館 　企画・運営

22 　地区の夏まつり
お化け屋敷、子ども夜店によるお菓子の販売
等

両島子供会
　実施主体、企画、
運営、経費負担

鎌田地区公民館 　事業の運営補助

23
　自然と遊ぼうin国営アルプスあづ
みの公園

国営アルプスあづみの公園でクラフト体験、
バーベキュー、すいか割りなどを行い親睦を
図る。

鎌田地区子ども会育成会
　企画の立案、事
業の運営、経費負
担

鎌田地区公民館
　事業の運営、広
報

24 　親子ふれあい体験会
　地区の親子を対象とした自然などの体験会
を塩尻市チロルの森で行う。 松南地区子ども育成会

　企画、当日の運
営

松南地区公民館
　 バスの手配、企
画等への助言

25
　こどもの居場所づくり事業 愛ランド
島内｢おらんちdeランチ｣

　学習支援や囲碁・将棋・書初め、食事支援
等を行う。

愛ランド島内運営委員会

　広報、企画･実
施、支援者発掘と
育成、運営費確保
等

島内公民館
　広報、企画･実施
補助、運営費確保
へのアドバイス等

26
　自然体験学習～豊かな自然恵ま
れた地域へ～

　地区内の小学生及びその保護者を対象に
自然体験学習を行う。

自然体験学習チーム
島立子ども会育成会

　事業の企画運営 島立公民館 　事務局・ＰＲ

27 　公民館寺子屋

　夏休み中の小学生を対象に、地域住民ボラ
ンティアが学習指導やレクリエーション等を行
う。

子ども会育成会
あたらしの郷協議会　学びの友
部会

運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

28 　ちびっ子夏季スポーツ大会

　小学生を対象としたスポーツ大会
種目（ドッジビー、バスケットボール、ソフトバ
レーボール、大玉送り）

子ども会育成会 運営・協力 新村公民館  企画・周知・運営

29
　地域探検ふれあい
ウォーキング

　小学生と地区住民が一緒に地区内を散策
し、地域学習を行うもの 子ども会育成会

 子どもへの呼びか
け・運営協力

和田公民館  事務局

30 　ファミリーコンサート
　家族（三世代）で楽しめるコンサートを開催
するもの 子ども会育成会

 企画・子どもへの
呼びかけ・運営協
力

和田公民館  事務局

31 　映画と語りの会
　未就園児～小学生までの親子と地区住民を
対象に、人形劇の上演を行ったもの 子ども会育成会

 子どもへの呼びか
け・運営協力

和田公民館  事務局

32 　芝っ子の夏休み
　夏休み中の芝沢小学校児童を対象に、宿
題の学習支援を行ったもの 子ども会育成会  運営協力 和田公民館  事務局

33 　連凧作り教室
　小学生から制作できる連凧を作成する講座
を開催

子ども会育成会
 子どもへの呼びか
け・運営協力

和田公民館  事務局

34 　育児学級めだかの会
　年間を通じて未就園児の親子が学びながら
交流するもの

育児サークル「めだかの会」  企画・運営 和田公民館  周知・講師の調整

35 　夏休みわくわく子ども広場

　お楽しみゲーム大会及び巨大カステラづくり
や国営アルプスあづみの公園でのクラフト体
験などを実施

神林地区子ども会育成会 　企画・運営 神林公民館 　事務局

36 　ジャグリング教室

「まつもとジャグリングクラブ」を招いてのジャグ
リング教室（地区内の小中学生およびその家
族対象）

子ども会育成会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

37 　子ども会お楽しみ会
　子どもたちが企画運営するお楽しみ会（ドッ
ヂビー大会&ビンゴ大会） 子ども会育成会 　企画、運営 笹賀公民館 　企画、ＰＲ、運営

38 　おやこクラブ夏祭り

　子育てサークル「笹賀おやこクラブ」による
未就園児親子対象の夏祭り。流しそうめんや
おもちゃすくい、水風船など。

笹賀おやこクラブ 　企画、運営 笹賀公民館 　ＰＲ、運営

39
　おたのしみ会
「ケイスケのパントマイムサーカス」

　著名パフォーマーの「カナイケイスケ」氏を
招いたパフォーマンスショー。またパントマイ
ムの体験会も実施して好評を博している。

芳川地域づくり協議会
　芳川地区子ども会育成会

　事業の企画、運
営

芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

40 　ＶＳ芳川マッチ
　芳川地区に住む児童を対象にしたレクレー
ション大会

芳川地域づくり協議会
芳川地区子ども会育成会

　事業の企画、運
営

芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

事業名 事業内容
協働の相手方 市側



相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

41
　子育て講演会「子どもの居場所を
考える」

　地区住民を対象とした子育て支援講演会
芳川地域づくり協議会
芳川地区子ども会育成会

　事業の企画、運
営

芳川公民館
　事務局、事業の
企画、運営・PR

44 　川で遊ぼう
　地元の自然を活用した自然体験活動とし
て、女鳥羽川で魚のつかみ取りを行い、実際
に焼いて食べる事業を実施したもの

子ども会育成会
　事業の企画・運
営

岡田公民館
　事業準備、資料
作成等

45 　第３２回親子ひろば
　地区の夏祭り
　流しそうめんや魚のつかみ取り等を実施 親子ひろば実行委員会  企画・運営 入山辺公民館 　事務局・運営

46 　第５回入山辺地区通学合宿
　小学校高学年を対象に、異年齢の子ども達
が３泊４日の共同生活を行う。

入山辺地区通学合宿実行委員
会

 事業の企画・運営 入山辺公民館 　事務局・運営

47 　地区子ども会育成会事業

　地区内の小学生を対象とした各種体験や事
業を実施（親子そば打ち講習、三九郎づくり
講習等）

本郷地区子ども会育成会、公
民館利用者等のボランティア

　企画、運営 本郷公民館
　事業のPR、運営
補助

48 　梓川地区リーダー研修会

　火おこし体験や、地区の食材を使った調理
実習を実施

地区子ども会育成会
・地区まちづくり協議会
・食生活改善推進協議会

事業の運営 梓川公民館
事務局、事業の企
画・運営・ＰＲ

49 　コミュニティースクール事業
　地域住民の参加による学校への支援活動、
登下校時の見守り活動等を行う。 波田地区学校応援団

　事業の企画・運
営

波田公民館
　事務局、事業の
企画・運営・PR

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　松本農林業まつり

・農畜林産物消費宣伝
・花き展
・りんごオーナー事業
・ぶどうオーナー事業

農村女性協議会、サラダクラ
フ゛、農業士会、新興塾、りん
ご･ぶどう生産者他

　消費宣伝活動 農政課 　事務局

2 　松本地域産学官連絡会

　年1回の総会のほか、松本地域において、
産学官での情報交換、シンポジウム等の実
施、研究会の開催、視察研修、交流ネット
ワーク等の実施

松本機械金属工業会、信州大
学、長野県地域振興局等

　実施主体 商工課
　事務局、実施主
体

3 　信州夢街道フェスタ

　市内外から出展者を募り、やまびこドームに
おいて物産ブースや観光ＰＲブース、体験
ブース等を展開するもの

長野放送 　共同事務局 商工課 　共同事務局

4
　松本市ものづくり伝承塾実行委員
会

　伝統的産業品の振興及び技術・技法の伝
承のための各種事業

松本商工会議所、松本特産品
振興協会、SCOP、伝統工芸
士、消費者団体連絡協議会、
女団連協議会ほか

　事業の企画・運
営

商工課 　事務局

5
　松本スイーツ開発・普及事業実行
委員会

　コンテストや事業者の共同開発により松本を
代表する新たなスイーツを開発し、市内菓子
店舗等で商品化するもの

松本菓子組合、松本商工会議
所、全日本司厨士協会、信州
大学、松本大学、信濃毎日新
聞社、旅料飲食団体協議会

　事業の企画・運
営

商工課 　事務局

6 　信濃の国楽市楽座

　市内外から出展者を募り、やまびこドームに
おいて物産ブースや観光ＰＲブース、体験
ブース等を展開するもの

信越放送 　共同事務局 商工課 　共同事務局

7 　工芸の五月

　毎年五月を「工芸月間」とし、松本市を中心
に美術館、博物館、クラフトフェアなど７０の会
場で工芸の企画展を開催

NPO法人　松本クラフト推進協
会

　事業の企画・運
営

商工課
　イベントの周知、
渋滞対策、回遊性
向上

8 　松本あめ市

　本町、伊勢町、中町等の中心市街地におい
て、市神様を祭るとともに、だるま売りや時代
行列などを行う新春の伝統行事

本町、伊勢町、中町等の商店
街団体

　事業の企画・運
営

商工課
　事務局、イベント
周知、運営サポー
ト

9 　国道19号地元対策

　関係する町会・企業・地権者等により組織さ
れる同団体により、国道19号4車線化事業の
建設促進を図るため、国への要望活動等を
実施するもの

国道19号松本拡幅建設促進連
絡協議会

　関係機関への要
望
　周辺地区へのＰＲ

建設総務課
　組織運営への技
術的サポート

10 　中部縦貫自動車道地元対策

　関係する町会等により組織される同団体に
研究、調査、地元調整等の活動援助を行い、
同路線の整備促進を図るもの

島立地区対策委員会、和田地
区対策委員会、新村地区対策
委員会、波田地区対策委員会

　事業促進を図る
ため、研究、調査、
地元調整

建設総務課
　組織運営への活
動援助

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　信州ベンチャーコンテスト

　新規のビジネスアイデアやプランをコンテス
ト形式で発表・表彰し、優れたものについて
は、事業化への支援を行うもの

信州大学他
　事業の企画・運
営

商工課
　イベント周知、運
営サポート

2 　労働相談支援事業

　専任の労働相談員による、労使関係、家庭
関係などの市民生活全般にわたる相談業務。
毎月第3土曜日には、弁護士による法律相談
を実施

　NPO法人　ユニオンサポート
センター

　相談事業の実施 労政課 　事業のＰＲ

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1 　消費者保護事業
　消費生活展の開催

松本市消費生活展実行委員会 　事業を企画・運営 市民相談課 　事務局

相手方の名称 相手方の役割 担当課 市の役割

1
　中山霊園マレットゴルフ場コース
整備

　中山霊園マレットゴルフ場コースの清掃整
備作業

中山霊園マレットゴルフ場やま
びこ会

　事業を企画・運営 環境保全課 　清掃用具の貸出

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１４　経済活動の活性化　１０件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１７　その他　１件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１５　職業能力の開発又は雇用機会の拡大　２件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側

１６　消費者の保護　１件

事業名 事業内容
協働の相手方 市側


