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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
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実施時期: 2021年４⽉〜2022年２⽉
事業対象地域: ⻑野県飯⽥市及び下伊那郡
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

参加した幼児や⽣徒達が川遊びイベント通じて屋外での活動を⼼から楽しむことができ、解放感を味わえただけでなく、地域の豊かな⾃然を実体験したことで地域に
対する愛着が増していることを保護者や教師等とともに確認できた。郷⾥にUターン等をした若者の就業のための専⾨的⼒量の向上については、コロナ禍の中にあっ
ても万全な感染対策を講じて現地講習会を臨時実施をしたり地域の先進的な実践者を講師に招いた講習会を実施し、若者達の⼒量は着実に向上している。また、アク
トドアビジネスの事業者の視点からみたエリアごとの実施可能なアクテビティ種⽬を判断していただき、エリアごとに展開する戦略が⾒えはじめている。地域コミュ
ニティの連帯感の低下については、地域の保育園や学校と結んだ活動を展開したことにより、若者達が川遊びアクテビティを得意とし、地域に根付こうとしているこ
とを理解していただくことができ、コロナ禍で諸⾏事が⾏えず途絶えていた「親の世代/若者世代/幼児と⼩中学⽣の世代」の交流が実現したことで、地域に明るさを
取り戻す⼀つの要因となれた。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

①アウトドアフィールドの開発・調査ができ
ている

招へい専⾨家の評価し
た数

種⽬別に計６ヶ所の新
しいフィールド

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ時代の⼦供の発育⽀援と担う若者育成
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈⻑野県みらい基⾦
実⾏団体名: ⼀般社団法⼈ 南信州⼭岳⽂化伝統の会

事業実施概要

⼦供は屋内に閉じ込められて活⼒を失い、若者の就業環境は悪化し、かつて地域にあった祭り等を通じた世代間の交流は減少している。保育園児、⼩中学⽣を対象と
した川遊びイベントを通じ、⼼⾝発育の悪影響を解消し、⾃然の中でなければ培われない知識と危機管理能⼒などを養う。雇⽌めや⾮正規雇⽤を余儀なくされた若者
の収⼊をインストラクター謝⾦で補填しつつ、インストラクターとしての実践と研修会を通じたスキルの向上でコロナ時代の新しい働き⽅を⾒出す契機とする。イベ
ントを通じ、豊かな⾃然を背景にした若者と⼦供達（親世代を含む）との世代間交流を図り、郷⼟への愛着と誇りを共有しながら、明るい地域づくりに役⽴てる。専
⾨家によるアクティビティが可能なゾーンの調査でアクティビティの種⽬ごとの適地を明らかにし、フィールドプログラムの作成と検証イベントにより、参加者の安
全を確保しながらより楽しめるエリアごとのプログラムを開発する。

①飯⽥市遠⼭郷の幼児、児童、⽣徒 遠⼭郷：旧南信濃村と旧上村②スキルアップするＵ・Iターンした若者③周辺⾃治体の幼児、児童、⽣徒

2022年3⽉12⽇

6ヶ所

この事業で成功を収めている県外の事業者に
調査していただいたが、当初想定していたエ
リアは学校や保育園の課外活動とか観光に利
⽤すると危険が多いことを指摘された。当⾯
は安全だと確認されたエリアで活動をすると
しても、もっと多くの活動エリアを⾒出す必
要があり、更に専⾨家の視点からの調査が必
要となっている。

②アウトドアプログラム実施に必要な⽤具が
整っている

⽤具の数 申請した数

ボート 2艇、パドル
16本、フローティン
グベスト 14着、
ウェットスーツ 25
着、パドリングジャ
ケット 15着、ヘル
メット28個
（追加）、マリン
シューズ20⾜

専⾨家のアドバイスを受けながら⽬標通りの
⽤具を揃える事ができた。また、実施する中
で不⾜していることが分かったマリンシュー
ズをそろえた。今後は取り組みを継続する中
で必要となってくる⽤具をそろえるともに、
更新ができるような資⾦計画を作ることが求
められてくる。

③Ｕ・Ｉターンした若者がガイド・インスト
ラクター研修を受講し資格を取得し、専⾨能
⼒が⾼まっている 研修会種⽬等と参加延

⼈数
８種⽬・延24⼈

スイフトウォーターレ
スキュー2名、ロープ
ワーク・ツリーニング
2名、キャンプ場等ア
ウトドアアクティビ
ティの起業4名

コロナ禍の中にあっても万全な感染対策を講
じて現地講習会を臨時実施をしたり地域の先
進的な実践者を講師に招いた講習会を実施
し、専⾨性を⾝に着けることができたが、更
に全国的な技術研修の機会に参加し、専⾨性
を⾼めていく必要ある。

④保育園、⼩学校、中学校等の総合学習や課
外活動、公⺠館活動にインストラクターが派
遣されている ①総合学習等への派遣

回数と参加者数（回、
⼈）
②⼦供たちの⼼⾝の発
達、ふるまいの変化
③若者の成⻑（技量と
指導⼒）

①20回（400⼈）
②4段階評価で上位2
段階評価が6割以上
の項⽬が6割以上
③4段階評価で上位2
段階評価が6割以上の
項⽬が6割以上

①19回（210⼈）
②若者・保護者アン
ケート 「⼦どもの変
化」全ての項⽬で上位
2段階に9割以上評価
③⼦供、保護者、先⽣
アンケート 「若者の
成⻑」全ての項⽬で上
位2段階に10割の評価

派遣したイベントでの若者のインストラク
ターの評判は良いので、引き続き地域の要請
に従い多くのイベントに関わり、地域の交流
の輪を拡⼤していきたい。実施する中で更に
安全な取り組みとなるようヒヤリハット事例
を教訓にした安全マニュアルづくりを⾏う必
要がある。また、楽しく遊べるために⽔⽣動
物の学習なども加えた豊かな⾃然を余すとこ
ろなく満喫できるプログラムの開発をしてい
きたい。

⑤フィールドプログラム作成と検証のための
イベントが開催されている

イベントの開催回数 ６回 ６回

川のシーズンでは⼤⾬のため予定どおりの検
証ができず、冬期のアクテビティとして期待
できるスノーシューを⽤いてトレッキングで
きるフィールドを2回調査した。今後、予定し
ていた川シーズンのエリアの検証イベントに
参加者を募り、参加者の声を反映した魅⼒的
なプログラムの開発をする必要がある。
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Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

事業実施以降に⽬標とする状況
「密」にならない豊かな⾃然環境の中で、⼦供達がアクティビティを通じて「⽣きる⼒」や「危機管理能⼒」等を⾝に着ける事ができる専⾨⼈材や⽤
具・フィールドが地域に備わっている状態となり、専⾨⼈材としてはコロナ禍で雇⽌めや不安定雇⽤を余儀なくされた若者が実体験を通じてインスト
ラクターとしての能⼒を⾼め、地域内外とのネットワークを築き、地域資源を使ったアウトドアアクティビティ事業を起業できる状態となっている。

考察等

依然として全国規模の講習会が中⽌されるケースが予想されるので、引き続き⾃ら⼯夫しながらスキル向上につながる研修を⾏い専⾨的⼒量の向上に
努める必要がある。事業前には活動可能エリアと想定していた河川エリアであっても専⾨家の調査により公益活動や観光フィールドとしてはふさわし
くない危険な箇所が多くあることが判明したため、遠⼭川だけでなくその⽀流を含めたきめ細かなフィールド調査により多種⽬の河川関連のアクテビ
ティができるエリアを⾒出す必要があり、そのための専⾨家の⽬による調査が必要となっている。イベント実施では地域の保育園や学校と結んだ活動
を展開したことにより、若者達が川遊びアクテビティを通じ地域の公益活動に貢献しようとする姿が伝わっただけでなく、地域外からも評判を聞きつ
けたオファーがあるので、引き続き多くのイベントに貢献していけるものと考えている。また、この間の取り組みの中で地域の⾏政組織やゲストハウ
ス等の観光事業者との協⼒関係ができつつあるので、今回のご⽀援で得たソフト及びハードの基盤整備の上にたち、地域住⺠、観光事業者及び⾏政等
との更なる連携で活動の幅を広げることが可能だと考えられる。

⑥ホームページやＳＮＳによる広報と紹介ビ
デオが公開されている

・ホームページとＳＮ
Ｓへのリーチ数
・パンフレットの配布
数
・紹介ビデオの作成数

・ＨＰ・ＳＮＳリーチ
数10,000件
・パンフレット配布数
500枚
・１本

・ＨＰ・ＳＮＳリーチ
数6,000件
・パンフレット配布数
500枚
・１本

上記の活動をする中での魅⼒的なシーンを動
画コンテンツにしたホームページができた。
これからはSNSによる広報が有効であり、活
動中の魅⼒的な動画を活⽤したホームページ
となるよう更新していくだけでなく、ホーム
ページに連動したSNS発信に努めていく必要
がある。

①専⾨家によるアウトドアアクティビ
 ティが可能なゾーンの調査
・遠⼭川⽔系の全般的な調査に基づき、
どのエリアではどのアウトドアアクティ
ビティが可能かを調査しプログラムに反
映させる。実施したプログラムの経験を
踏まえ以後の事業継続に役⽴てる

計画通り

 専⾨家の⽬により安全に楽しめるフィールドが明らかになった。
○⼦供向け川遊びフィールド 上村地区3ヶ所
○沢登・キャニオニング   上村地区1カ所、南信濃地区1ヶ所
○ラフティング       南信濃地区1ヶ所

②アウトドアアクティビティに必要な
 ⽤具の購⼊ 計画通り

当⾯必要な⽤具はそろえることができたが、今後は実施する中で不⾜するものが出てくれば整備する必要がある。

活動 進捗 概要

⑤アウトドアプログラムの作成と検証の
ためのイベント開催
・遠⼭川（飯島〜天⻯川合流地点）の
   ラフティングと川遊び
  （15⼈・３回）
・梶⾕川のシャワークライミング
  （10⼈・2回）
・池⼝川上流の氷瀑のぼり
  （10⼈・1回）

ほぼ計画通り

ハイシーズンである6⽉、7⽉、8⽉に⼤⾬による河川の増⽔や県内のコロナ警戒レベルの引き上げの影響を受けたため、予定し
ていた６回のうち4回を実施した。
川のシーズンを終えた後、冬期のアクテビティとして有望なスノーシューを⽤いてトレッキングできるフィールドを2回調査・
検証した。

⑥広報活動（ホームページの作成、パン
フレットの作成と配布、紹介ビデオの作
成）

計画通り

予定どおり実施できた。パンフレットは地元だけでなく周辺町村や観光事業者にも配布した。使⽤したデザインを活かし若者
達の起業時にも活⽤できる。

③ガイド・インストラクター研修に
 よる若者の資格取得と⼒量向上

・スイフトウォーターレスキュー１
・キャンプインストラクター
・ジャルトJapan adventureリーダー
・WFAベーシック
・普通救急講習
・リバーガイド講習

ほぼ計画通り

予定どおりの研修を受講できなかったので、当初計画の研修受講の機会を逃さず技量を向上させなければならない。また、ス
キル向上だけでなく⾃然学習も今後は⼤切になってくるので、そのような機関・団体や専⾨家の協⼒を得ることが重要であ
る。

④保育園、⼩学校、中学校等の総合学習
や課外活動及び公⺠館活動へのインスト
ラクター派遣
・保育園児…⾝近な川で⽔を恐がらずに
川に⼊れ、楽しく遊べるためのプログラ
ムを作成し実⾏指導を⾏う。また慣れに
応じ⽤具（ラフティングボート）を⽤い
て川下りをする
・⼩学⽣、中学⽣等…低年齢児は上記と
同様のプログラムを実⾏するとともに、
⽤具（ラフティングボート）を⽤いた遊
びや沢登り等を実⾏指導する。また、⽔
⽣⽣物の学習をする

ほぼ計画通り

①派遣回数、参加者数
 計画では20回予定していたがコロナ過や⼤⾬の影響で中⽌を余儀なくされたものもあり、19回の派遣となった。感染症予防
のため⼀回における⼈数を縮⼩しての開催のため、参加者は210⼈となった。
②⼦供達の発達、ふるまいの変化の具体的な内容（若者、保護者アンケートより）
 ⾃然に興味を持つ⼦が増え、⾃然がたくさんあると抽象的に⾔っていた⼦が具体的に語れるようになったりライフジャケッ
トを着ないと川に⾏っちゃいけないという発⾔があるようになった。
③若者の成⻑（技量と指導⼒）の具体的な内容（⼦供、保護者、先⽣アンケートより）
 次のような感想が寄せられ、今後の参考になるとともに、⾃信にもつながった。
  ・川の⾯⽩さ素晴らしさを存分に教えていただいた。
  ・⽔、川の怖さも安全教育で学ぶことができた。
  ・説明がとても丁寧だった。パワーポイントを使ってより分かりやすかった。
  ・リスクマネジメントも下⾒の時点よりしてもらえ安⼼だった。
  ・専⾨⽤語等も分かりやすく説明してくれた。資料が分かりやすかった。



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

Ⅹ. 広報実績 

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更はなかった

状況 内容

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されてい
ますか。

はい

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況
がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開してい
ますか。

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。

完了

定款に監事に関する規定を定めた。令和3年7⽉24⽇総会
規程がなかったものについて次の規程を設けた（令和3年3⽉31⽇から施⾏）
「コンプライアンス及び内部通報に関する規程」「情報公開規程」「リスク管理
規程」「経理規程」「⽂書管理規程」

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

全国規模の研修会の中⽌または延期で地元開催の研修会の企画実施を余儀なくされるなかで、この地域とも関連が深く、キャンプサイトビスネスで成功を収めた久保
⽥⽒に出会うことができ、地域全体の観光活性化の視点から本事業関係者にとどまらない観光関係者を集めた研修会を⾏う事ができた（2⽉26⽇）。このことで地域
に眠るキャンプ場等の観光資源の有効活⽤のための⼈脈のつながりをつくることができた。

課題を取り巻く変化

コロナ禍の⻑期化により、この間実施してきたイベントについては学校等からの期待は引き続き⼤きなものがあるので、次年度以降も数多くのイベントに関りをも
ち、期待に応えなければならないと考えている。研修を受けた若者達には、当⾯必要な⽤具を貸付け、安全なフィールドであると確認できたエリアが分かっているの
で起業に向けた環境は整えられたと考えている。⼀⽅、コロナ禍は観光にも引き続き悪影響を及ぼしており、これを打開してアウトドアビジネスを起業するには依然
として克服しなければならない課題も多いと思われる。幸い若い世代でありこれからの観光広報に必須のSNS発信には⻑じているので、これを活⽤しながら他の観光
資源を有する地域内の事業者と連携し、「着地型」の魅⼒的なプログラムの開発に向けた取り組みが地域⼀体なって進められるよう⽀援をしていく。

㈱南信州観光公社

遠⼭郷観光協会

南信州キャンプセッション

作成したパンフレットを観光案内所においていただける。また、着地型観光プログラムの中の１メニューに開発した川のアクテビティを加えていただけ
る可能性が出てきた。

作成したパンフレットを観光案内所においていただける。また、イベントの告知活動に今後も協⼒していただけるとともに、他の観光事業者と連携した
魅⼒的な観光地域づくりにも加わることができるようになった。

今後、当地域の遊休キャンプ地とアウトドアビジネスを結びつける場⾯が出てくれば、協⼒をしていただける。

連携先 実施内容・結果

95.4%

95.4%
管理的経費 95.8%

事業費
直接事業費

3,451,000 3,292,811合計

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況

4.報告書等

広報内容

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

〇信濃毎⽇新聞 令和3年6⽉30⽇ 川下りオープニングイベント
〇中⽇新聞   令和3年7⽉4⽇      〃
〇南信州新聞  令和3年7⽉4⽇      〃
〇SBCラジオ  令和3年８⽉４⽇ 「伊那⾕めぐりあい」
○広報いいだの⾵（飯⽥FM放送）あいなび版 Vol29「⾃然保育の取り組み」

○パンフレット
○ホームページ

○川下りオープニングイベントのフライヤー

内容

補⾜説明 間接経費は事務所の⽔道光熱費が不要となった分の執⾏率が低下している

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

計画額
3,000,000

451,000

実績額
2,860,646

432,165

執⾏率



Ⅻ. その他

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

⾃由記述

 クラウドファンディングでお世話になったご縁からこの⽀援事業を紹介いただき、課題となっていたこれからを担う若い世代とスクラムを組んだ地域の活性化事業に取り組むことができ、⼤変ありがたく
思っています。油断はなりませんが、コロナ感染症も収まってくれば、この⽀援事業で蓄えたソフト＆ハードのエネルギーを⼀気に開放し、⽬に⾒える成果を出せるようにしたいと思っています。なにより
⼤きかったのは、⽣まれ故郷が好きでここで暮らしたいという若者達が地域の⼦供達と川のアクテビティを通じて仲良くなったことだけでなく、⼤⼈達にもその存在感を⽰せたことです。また、地域の他の
観光事業者とのネットワークができたことで地域にある川以外の⾃然資源も活⽤しながら、学校・保育園等と連携した公益事業とともに観光起業を幅広く展開できる可能性も出て来ました。今後とも活⽤で
きる休眠預⾦事業があればご紹介をいただき、地域の活性化に取り組んでいきたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置してい
ましたか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しまし
たか。

はい

はい

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、
または受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
内部監査

実施予定はない
今年度、定款を変更し監事を設置した。事業年度終了後に監査をしていただくこととしている。


