資料４
令和元年度

筑北村まち・ひと・しごと創生総合戦略

木質バイオマス循環自立支援事業実績報告書
① 林業事業体継続支援
筑北村まち・ひと・しごと総合戦略基本目標「美しい山々に囲まれ自然エネルギーが循環する村づくり」の
仕組みづくりとして、これまで支援してきた社会福祉協議会から発展独立する障碍者雇用（農林福連携）を
NPO 法人「わっこ谷の山福農林舎」対し支援を行った。

１．森林整備／地域防災

障がい者・引きこもり

・ 次世代へつなぐ森林整備

生活困窮者雇用

２．木質バイオマス熱利用促進
・ 西条温泉とくらバイオマスボイラ運

地域内

森林資源
の活用

持続

用、エネルギー自給率の向上

雇用創出

３．雇用創出

可能地域

・ 次世代人材育成／雇用創出
４．障がい者等雇用
・ 障がい者等雇用を促進

森林整備／
地域防災

農業人材

５．農業人材派遣

派遣

・地域の「手間」を担い、
「ほしい人手」
を創出

（1）

NPO 法人運営安定化（補助対象）

新たにスタートした法人の安定運営のための基盤整備
総会（１回）
、臨時総会（１回）、理事会（６回）
、会計監査（３回）、
内部監査（２回）
、会員会合（３回）

（2）

森林の利活用事業（補助対象）

支障木、枯損木等を利用したエネルギー自給事業（やまふく木の駅運営事業）

松枯れ木伐採および特殊伐採等、森林整備事業

間伐材を利用した食品表示ボードの作成
【実績】
 木材買取約 120 立米、8 者より
 伐木業務 34 件（とくら、小仁熊マレット、観音寺、筑北小学校、聖南中学校等）

（3）

障害福祉サービス事業所等からのグループ就労等受入（独自事業）

生きづらさを持つ人たちを対象とした居場所、仕事づくり

地域の困りごと代行サービス運営
※ 草刈、剪定、圃場の整備、清掃等の委託業務

人材育成、農林福連携事業の広報・啓発等活動（補助対象）
【実績】
 プチバイト登録（長野県社協困窮者支援事業）
 新規利用者 3 名受入れ
 圃場整備 35 件、庭木剪定 19 件、農林作業補助委託 4 件、公園管理 7 件
 法人パンフレット全戸配布
 団体視察受け入れ（5 団体）
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 小型移動式クレーン、玉掛講習（1 名）
（4）

教育等連携事業（補助対象）

教育と連携した自然体験・環境教育活動

自然体験を通じた交流人口増加を目的としたツーリズム事業
【実績】
 聖南中学校総合学習受入れ（22 名、計 2 回）
 長野大学環境ツーリズム学部受入れ（1 年生、17 名、計 6 回）
 まちむら寄り添いファシリテーター養成講座生受入れ（6 名）
 日本大学文理学部国際ボランティアサークル Ala-N 受入れ（16 名、6 日間）
 長野大学環境ツーリズム学部生卒業論文研究（1 名、4 回）
 岩手県立大学院視察受け入れ（6 名）

（5）

遊休荒廃地を利用した農作物生産事業（独自事業）

古代麦、ケール、桜花木、雑穀等生産事業
【実績】
 古代麦収穫（650 キロ）
 ケール収穫（1118 コンテナ）
 桜圃場管理（草刈り 2 回）

（6）

人材育成事業（補助対象）

近隣地域住民を対象とした農林業人材育成のための講座等の開催

法人内部の安全衛生教育および研修体制の充実
【実績】
 伐木造材特別教育（6/15.16、11/16.17、2/10.17.26）
 内部安全衛生教育（8 回）

（7）

機器整備（補助対象）
バイオマスボイラ運用にむけた機器整備および農林業関連備品の整備。

長尺薪割用機械類、移動機器の購入および保管用ラック等の整備

ポータブルウィンチ等、林業関連機材購入

特色ある特用林産物生産にかかる資材等の購入

適正運営のための事務用品、経理用品等の購入
【実績】
 高速大型薪割機／大径木用薪割機購入
 刈払機／動噴／フロントローダ／薪ラック購入
 プロジェクター、パソコン等事務機器類の購入

（8）

その他（補助対象）

初年度の事務所、土場等の貸借費用等の拠出

ホームページの更新、広報、および商品開発等費用

その他必要となる事業関連備品類の整備
【実績】
 ホームページアップデート（10/4、11/30）
 SNS（フェイスブック／インスタグラム）開始
 西条事務所、赤松事務所貸借契約
 法人リーフレットリデザイン、増刷
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令和 2 年度

木質バイオマス循環自立創生事業

事業計画

１．実施年度
2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日（補助事業は 2 月末で終了）
２．事業主体
特定非営利活動法人

わっこ谷の山福農林舎

３．場
所
筑北村および近郊地域
４．目
的
① 最終年度となる筑北村まち・ひと・しごと総合戦略基本目標「美しい山々に囲まれ自然エ
ネルギーが循環する村づくり」の実現のための取り組み
② 地域防災、地域資源を活用した地域づくりの推進
③ 農業×林業×福祉、教育等が横方向に連携して有機的につながる地域づくり
５．内
容
 西条温泉とくらのバイオマスボイラ運用を安定的に運営できる体制を整えるとともに事
業拡大に伴う各種機器整備および人材育成等を効果的に実施する。
◇ 補助対象事業
① 人材育成・事業育成
 伐木造材特別教育、その他地域住民に向けた技術講習等の開催（年 3 回程度）
 製材技術、ストックヤードづくり等の技術講習（1～2 回程度）
 産業廃棄物運搬等の事業に必要な許可申請の取得
 非常勤職員の雇用（3 名程度）
② 広報啓発事業
 広報、啓発のための講座・イベント開催（年 3 回程度）
 ホームページ更新や SNS による情報発信
③ 販路開拓事業
 製材技術等の修得
 林産物加工（精油技術等）の研究・研修・資材購入
④ 教育等連携事業
 長野大学教育連携事業
 その他教育、保育・福祉機関等と連携した自然体験・環境教育活動
 自然体験を通じた交流人口増加を目的としたツーリズム事業
⑤

機器整備
バイオマスボイラ運用に伴う機器整備および販路開拓のための備品の購入
 製材機およびストックヤードの整備
 林業関連機材購入
 その他必要な備品類の購入

◇ 独自事業
① 森林の利活用事業
 支障木、枯損木等を利用したエネルギー自給事業（やまふく木の駅/バイオマスボイラ運用）
 松枯れ木伐採および特殊伐採等、森林整備事業
 森林づくり県民税申請代行、施業
② 障害福祉サービス事業所、生活困窮者自立支援事業所等の開設
 生きづらさを持つ人たちを対象とした居場所、仕事づくり
 地域の困りごと代行サービス運営（おてこ衆）
※ 草刈、剪定、圃場の整備、清掃等の委託業務
③ 遊休荒廃地を利用した農作物生産事業
 古代麦、ケール、雑穀等生産事業
 圃場拡大による生産量増加
 中山間地直接支払等補助金申請代行、施業
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６． 予算概要
【 ソ フ ト 事業】
項目
【 人材育成事業】
人材育成支援費用
【 林業体験・ 研修】
製材・ 建築技術WS研修費用等
【 販路開拓事業】
講演・ イ ベン ト 開催等費用
情報発信等費用
教育連携・ ツ ーリ ズム 等事業
商品開発・ 販路開拓等費用
その他ソ フ ト にかかる 消耗機具備品類

単価

数量

小計

¥0
¥4,750,000 非常勤3名研修費用

¥4,750,000

1

¥500,000

1

¥500,000 製材技術WS／技術講習等

¥40,000
¥35,000
¥200,000
¥400,000
¥150,000

2
3
1
1
1

¥80,000 年2回程度・ 謝金等
¥105,000 広告・ HP更新等費用
¥200,000 大学・ イ ン タ ーン ・ 就林支援・ 登山道整備等
¥400,000 研修・ 研究・ 備品類等
¥150,000
¥6,185,000

合計
【 ハード 事業】
項目
製材機およ び周辺機器類

備考

単価
¥3,600,000

数量
1

小計
備考
周辺機器を
含む
¥3,600,000
¥0
¥3,600,000

合計

¥9,785,000

合計額

※製材機および周辺機器の購入は、相見積もしくは指名競争入札となります。
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