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長野県須坂市地域おこし協力隊 

地域おこし協力隊信州須坂モデル 

事業計画書 
 

※募集期間・募集対象等は「2023年度地域おこし協力隊信州須坂モデル募集要項」をご覧ください 

須坂市政策推進課・須坂市地域おこし協議会 

2023年度「須坂市地域おこし協力隊（須坂モデル）」募集要項添付資料 
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「相談できない」「人脈が築けない」「自分の活動ができない」を解決 

地域おこし協力隊信州須坂モデル 

 これまで、須坂市で活動をする

地域おこし協力隊から「なかなか

地域に馴染めない」「思ったような

活動ができない」「起業に繋がるよ

うな活動できない」といった声が

寄せられていました。そこで須坂

市では、2021 年から「須坂市地域

おこし協議会」（以下協議会）を立

上げ、協力隊が素早く地域に馴染

み、地域とのミスマッチを防ぎな

がら定住し起業へと繋げる新たな

取組「地域おこし協力隊信州須坂モデル」をスタートしました。 

 協議会は 2021 年に起業した元地域おこし協力隊２名（早川会長、古川副会長）が中心と

なり立上げ、同年に２名（村田、小田）、22 年に２名（北、野澤）の協力隊を採用し、森林

資源や空きペンションの利活用など未利用地の活用を事業の柱として活動を行っています。

「須坂モデル」では、協力隊は協議会に所属し、ＯＢとともに未利用地の解消に取り組んで

います。ＯＢや現役隊員が得た経験やスキルを惜しみなく新しい隊員に伝授し日々の相談相

手になることで、新しい協力隊が素早く地域に馴染み、活動を行い、起業へと繋げることが

できます。さらに、隊員の起業後は引き続き協議会に所属することで、新たな隊員のサポー

トを行い自らの起業活動を広げていくことができます。 
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任期終了後の起業を通し事業

の発展と地域の活性化を期待 
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協力隊×元協力隊がＷｉｎＷｉｎの関係で地域課題を解決！ 

地域おこし協力隊循環型モデル 

地域おこし協力隊の活動は、開始から起業までの間、

隊員自身が１年毎にスケジュールを立てて進めていきま

す。１年目は、起業した元隊員の経験やスキル、人脈を

引き継ぎながら、協力隊活動を行います。 

２年目は、隊員が自分で起業へと繋げたい活動を深掘

りしながら、さらにスキルアップを図ります。 

３年目は、開業に必要な経営などのスキルを習得し任

期終了後の起業を目指します。 

 

（１年目） 

元隊員の起業活動を通し人脈

づくりやスキルアップを図る 

（２年目） 

起業へと繋げたい活動を中心に

事業計画を立て実行していく 

（３年目） 

起業する事業のトライ＆エラーを

繰り返し、経営スキルを習得する 

（起 業） 

起業後は協議会へ所属し隊員の育

成を図りながら起業活動を進める 

「地域おこし協力隊の循環型モデル」イメージ図 

 

任期終了後、起業を果たした隊員は、「須坂市地域おこし協議会」に所属し、新しい協力

隊のサポートを行い、新しい隊員と自ら起業した事業を一緒に行います。本取り組みの「地

域おこし協力隊信州須坂モデル」が循環することで、起業し協議会に所属する元隊員が増

え、それに伴い新たに採用する隊員が増えていきます。当初、点で始まった協議会での活

動が、面として須坂市全体へと協力隊活動を広げていくことが期待されます。 
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《協議会隊が取り組む地域の共通課題》 

① 森のあそび場づくりと森林資源の有効活用（小田） 

② 遊休農地の利活用とソルガム特区化と特産品づくり（早川・村田・北） 

③ 山の神キャンプ場の整備、運営、宣伝（早川・野澤） 

④ 峰の原高原の活性化と空ペンション『ムツラの家』の活用（古川・野澤） 

⑤ 地域事業者との協業によるイベント出店等での活性化（村田・北） 

⑥ 空き家バンク掘り起こしによるまちづくり（北） 

⑦ ①～⑥の活動をとおし、協議会のＨＰやＳＮＳを使った情報発信（全員） 

 2021 年に起業し新たに協議会を組織する早川

会長と古川副会長は、それぞれ農林業と観光業の

分野で事業展開を進めています。早川会長は、特

殊伐採や農業を身に着け森林資源の利活用や遊

休農地の利活用を進めています。古川副会長は、

峰の原高原にある空きペンションを改修し交流

拠点を整備した活性化を進めています。 

会長・副会長に続く形で現在４名の隊員が活動

を広げ、地域の課題解決に向け以下の活動を行っ

ています。 

早川会長 

古川副会長 

３年間の活動でスキルアップを図り起業をめざす 

地域が抱える共通課題を解決 

●現在活動中の協力隊が取得した資格

資 

格 

フォークリフト運転技能講習、伐木等の業

務に係る特別教育、刈払機取扱作業者教育、

食品衛生責任者、露天商許可、小型車両系

建設機械運転業務特別教育等、ドローン 

技
術 

写真・動画編集、SNS、ホームページ制作、

ネットショップ立ち上げ等 

研
修 

動画制作研修、ジビエ講座、ネット通販事

業研修、地域おこし協力隊起業・事業化研

修等 
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年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

遊び場づくり                         

薪・原木                         

が課題となっています。 

（取組内容） 

①地域住民にあそび場づくりに参加してもらうための、市内施設（小学校や子育て支援セン

ターなど）巡りや SNS を活用した告知活動、電気柵移動や草刈りなどの実際の整備作業 

②伐採現場や農家から発生する原木を回収し、回収した原木を使った薪づくりおよび販売 

（目 的） 

①放置されている地域の里山を活用して、子

どもが遊べる場所をつくります。 

②本来なら処分されてしまう間伐材や支障木

を活用して薪をつくり、販売します。 

（現状と課題） 

①森の遊び場をつくる 

かつて地域の子供たちの遊び場として利用

されていた須坂温泉古城荘の裏山は、現在で

は整備もされず放置されています。結果とし

て子供たちが気軽に自然の中で遊べる機会が

失われてしまっていることが課題となってい

ます。 

②森林資源を活用する 

須坂市では 2021 年度からの 10 年間で

3,550ha の間伐を行う必要があります。しかし

ながら、伐採された木を活用する受け皿が少

ないため、殆どが廃棄物として処理されるか、

放置または野焼きで処分されている現状にあ

り、木材の有効活用に繋げられていないこと

協力隊が取り組む地域の共通課題① 

森のあそび場づくりと 

森林資源の有効活用 

 

遊び場として活用予定の森 

薪ステーションでの薪づくり 
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（目 的） 

須坂市内で山間地域を中心に増加してい

る遊休農地や耕作放棄地を活用します。耕

作放棄地を整備することで景観や害獣対策

を施します。整備した耕作放棄地では省力

栽培が可能なソルガムを活用し、栽培・収

穫を経て特産品を作ることでソルガム特

区・六次産業化を目指します。 

（現状と課題） 

山間地域の畑は獣害が多く、また果樹に

向いていないため畑の担い手がおらず耕作

放棄地が増加傾向にあります。果樹に比べ

ると野菜は単価が低く、畑に手をかけられ

なくなったのが理由の 1 つです。 

そのようなエリアで省力栽培が可能で単

価の高いソルガムを栽培することで、耕作

放棄地の減少を狙います。また収穫したソ

協力隊が取り組む地域の共通課題② 

遊休農地の利活用と 

ソルガム特区化と特産品づくり 

ルガムの需要を確保するための営業活動も必要になります。 

（取組内容） 

①耕作放棄地の調査・ヒアリング 利活用方法についての協議 

②須坂市内における信州産ソルガムの有機栽培ノウハウの定着、集荷体制、特産品づくり 

③地元農家とのコミュニケーションを図り、持続可能な事業を目指す 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

播種                         

除草                         

収穫・脱穀                         

新商品開発・PR                         

葉茎の利用検証                         

 

豊丘地区のソルガム畑 

ソルガム粉を配合した製菓開発 
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協力隊が取り組む地域の共通課題③ 

山の神キャンプ場の整備、運営、宣伝 

（目 的） 

近年、アウトドアがブームとなっており

長野県でもキャンプやアウトドア体験の需

要が増加しています。須坂市は豊かな里山

を有しており、潜在的にアウトドアに適し

た地域だといえます。早川会長が協力隊時

代に整備し、オープンした「【須坂温泉】山

の神キャンプ場」を舞台に地域住民との交

流を行うと共に、県内外からキャンプ場へ

集客を行い、地域活性化を目指します。 

（現状と課題） 

【須坂温泉】山の神キャンプ場は最近出

来た個人経営の小さなキャンプ場です。知

名度が低く、稼働率はあまり高くありませ

ん。そこで地域交流や新規の顧客獲得のた

めのイベントを企画・運営することで稼働

率改善に向けた取り組みを行い、情報発信

していく仕組みが必要です。 

（取組内容） 

①山の神キャンプ場でアウトドアワークショップ、アウトドア用商品の開発、地域住民との

交流イベントの開催をとおし、須坂市におけるアウトドア文化の創出と発信を行う 

②毎月第３土曜日に「信州芋煮会」を開催し、地元住民と移住者の交流の場を提供する 

③事業全体をとおし、新規顧客獲得・満足度向上のためのソフト面、ハード面を整備する 

 

【須坂温泉】山の神キャンプ場 

地産地消の薪 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

管理人業務                         

ソフト/ハード整備                         

商品やプラン開発                         

交流活動                         
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協力隊が取り組む地域の共通課題④ 

峰の原高原の活性化と 

空きペンション「ムツラの家」の活用 

拠点となる「ムツラの家」 

根子岳山頂より北アルプスを望む 

（目 的） 

峰の原地区のペンション村・別荘地は、オー

ナーの高齢化や空き家の増加等で人口減少の

課題に直面しています。多様な森林や拠点施

設等の整備・リニューアル、多様なプログラム

創出に向けた担い手の確保・育成等を検討し

関係人口の増大を目指します。 

地域交流拠点は空きペンション「ムツラの

家」を活用し、整備・管理・運営に向けた取組

を進めます。 

（現状と課題） 

峰の原高原は標高 1,500mに位置し、根子岳の

登山道から最も近い場所であり、観光資源と

して十分なものがありますが、活かしきれて

いないという現状があります。 

高齢化などにより、新しい取り組みをすすめ

る力がなくなってきており、当然コーディネ

ート・事業プロデュースの中核的人材も不足

しており、サービス産業創出に着手出来てお

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

事業推進                         

「ムツラの家」運営                         

情報発信                         

森林サービス産業                         

 

らず、空きペンション「ムツラの家」の維持が精一杯という事が課題です。 

（取組内容） 

①峰の原高原の活性化・事業推進 

②「ムツラの家」の管理、整備、運営 

③峰の原高原に関する情報発信 

④森林サービス産業の実施 
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協力隊が取り組む地域の共通課題⑤ 

地域事業者との協業による 

イベント出展等での活性化 

（目 的） 

須坂市で地域事業者と連携しながらイベン

ト開催・出展していくことで事業者とのコミ

ュニケーションや自身のファンの獲得を狙い

ます。須坂市内外からも集客し、販売拠点を

設けることで地域活性化を狙います。 

（現状と課題） 

須坂市では６月ごろから毎月１回以上のイ

ベントが開催されており、コロナ禍も重なり

以前よりもイベントの規模が縮小されること

がほとんどでした。 

地方ではどのように顧客・ファン層を呼び

込むかを学び、実践することで起業までの３

年間でイベント開催によりファン作りや起業

を見越した活動ができます。 

しかし、イベント内容や出展者、客層が固定

化されつつあることが課題となっており、イ

ベント出展の目的を再考するとともに、地域

事業者との連携で新たな顧客層の創出が望ま

れています。 

（取組内容） 

①須坂市とその周辺イベントへの参加 

②出展者としての参加だけでなく、運営側としての参加・企画・設営スタッフ 

③３年後の起業を見越した個人としてのスキルアップ 

イベントへの出展 

イベントの企画・運営 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2 3 

イベント企画                           

イベント告知                           

事業者と打合せ                           

イベント出店                           
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協力隊が取り組む地域の共通課題⑥ 

空き家の掘り起こしによるまちづくり 

（目 的） 

須坂市では人口減少に伴う空き家の増加が

課題となっています。一方で移住者希望

者・新規事業希望者が増えてきており、両

者のマッチング活動による人口減少・少子

高齢化に歯止めをかけるのが本活動の目的

です。 

（現状と課題） 

須坂市には現在把握しているだけで 800

件以上の空き家があると言われています。

しかし、現在空き家バンクへ登録している

空き家は 10件足らずで、移住希望者や新規

事業者への空き家・空き店舗が紹介しきれ

ていないのが実情です。 

空き家バンク活動は市民・民間業者との

間に入り、柔軟に対応する能力が求められ

る緩衝材の役割を担います。今後の「まち

づくり」を見据えた空き家の掘り起こし・

マッチングが急務の課題となっています。 

（取組内容） 

①空き家バンク相談・面談・登録 

②空き家バンク登録件数増加の為の掘り起こし活動 

③移住者・事業者へのマッチング業務、空き家相談会の実施 

須坂市の空き家 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  2 3 

空き家調査                          

空き家登録                          

空き家紹介                          

その他情報収集                          
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須坂モデル１期生の地域活動 
村田健児隊員（2021.08.01～） 

小田達彦隊員（2021.09.01～） 

 

2021 年に２名、2022 年に２名の地域おこし協力隊が地域おこし協議会での活動を開始

し２年が経過します。現在、事業計画にある活動を通し、地域を知り、人脈をつくり、ス

キルアップを図り、また、自主活動を通じ３年後の起業を目指し活動しています。 

村田健児（30）兵庫県から 小田達彦（31）神奈川県から 

 須坂モデルの第 1 期生として、現在の活動

内容はチャイと農業です。自分で育てた野菜

を須坂市のお店に卸したり、自身の店舗でサ

ラダの販売提供をしたいです。 

 須坂市に住んでもうすぐ２年が経つので須

坂に関する知識が増えました。知識が増えて

くると余計に須坂について詳しくなりたいという

意欲も湧いて出てきます。交友関係を築き情

報網を広げ、日頃から地域に沿った活動で地

域住民と win-winの関係を構築しています。 

現在は 2024年 8月に向けて事業内容をブ

ラッシュアップしています。例えば農業でどの

品目をどれくらい生産すればいいかなど。しか

し、それ以外にも販売先をどうするかといった

課題もあります。1 人では手が回らないことも

あるので協議会に相談することができるのは

利点だと思います。 

市内からの北アルプスの景色に加え、都心

へのアクセスの良さや綺麗な街並みに惹かれ

て須坂市に移住しました。縁もゆかりもない

土地への移住は大きな決断でしたが、会社員

時代よりいきいきと生活できていることを実

感しています。 

活動では“自然×教育”を一つのテーマと

しており、本書の活動以外にも地元の小学校

や保育園などとこまめに交流しています。 

地域課題を事業化で解決するということは

大きなチャレンジであることは間違いありま

せん。実際に着任から１年半ほど経過した今

でも、正直それほどの手応えがあるわけでは

ありませんが、市民の皆様との対話の中で「ど

うやったら地域がもっと良くなるだろう」と

考え、実践することにやりがいを感じていま

す。地域振興×仕事づくりを一緒に目指して

いく仲間が増えるのを心待ちにしています。 
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須坂モデル２期生の地域活動 
北 直樹隊員（2022.08.01～） 

野澤健太隊員（2022.10.01～） 

北 直樹（36）神奈川県から 野澤 健太（36）兵庫県から 

 14 年のサラリーマン生活を捨てて移住

しました。入隊当初は知り合いもいない環

境に慣れないこともありましたが、ＯＢや

先輩隊員の人脈を引継ぎスムーズに地域に

溶け込むことが出来ました。 

今は空き家掘り起こしによる移住者・事業

者とのマッチング活動、信州産ソルガムを

中心とした地域特産品の販売強化に勤めて

います。 

入隊してからは前職と違い、全ての行動

の起点が“自分”となり、活動の良し悪しも

自分の行動で決まります。 

３年後にはこだわらず起業出来るタイミ

ングがあればいつでも自立していく気持ち

で活動に当たっています。 

須坂市の特産人を取材する「須坂キラビ

ト」も少しずつ認知が出てきて、今後も地域

の為の活動をしていきたいと考えていま

す。同じ志を持つ方と切磋琢磨して活動し

ていきたいです。 

 

山登りが趣味なので、「大好きなアルプス

を望める環境で過ごしたい。」「自然に恩返し

がしたい。」という思いがありました。そん

な中訪れた須坂市では北アルプスが一望で

き、空気が澄んでいると高台からは中央アル

プスまで見えることもあります。 

地域おこし協力隊として須坂市に移住し

てからは、これまでの生活とは一変し、自然

に囲まれながら過ごしています。 

春からは「森林サービス産業」事業が本格

的にスタートします。そこで須坂市街地から

峰の原高原への移住し、峰の原高原の魅力を

発信していきます。 

峰の原高原で暮らしながら地域住民との

交流を行い、森林サービス産業を推進しつ

つ、３年後の企業に向けて森林資源を活用し

た事業の企業を目指します。 

自然を大切にし、関係人口創出に向けた取

り組みを共に行ってくれる仲間が来てくれ

ることを楽しみにしています。 
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2018 年から３年間須坂市地域おこし

協力隊として活動し、長野市地域おこ

し協力隊の仲間と信州産食材の販売会

社「AKEBONO株式会社」を、また農林業

での地域活性化を目的とした「こだま

山商」を起業しました。2023 年２月須

坂市議会議員になりました。 

これからも須坂市において地域課題

に向き合い、地域活性化を目的に活動

していきます。同じ志をもった仲間と

して共に協力し、地域おこし・地域づく

りに挑戦しましょう！ 

 

 
地域おこし協議会は協力隊の活動を 

バックアップします 

須坂市では 2021 年４月、任期終了し起業する地域おこし協力隊２名が「須坂市地域お

こし協議会」を立ち上げました。 

協議会では須坂市と協力し、新しい協力隊が自身の経験やスキルを存分に発揮し活動の

成果を上げられるため、須坂市と協力し、募集から採用、活動から起業までをワンストッ

プで行っていくことを目的としています。 

（副会長）古川 広野 （会長）早川 航紀 

2018年に地元須坂市に Uターンし、地

域おこし協力隊として活動し、その後

ペンションを継業しました。地元の風

景を永く残していくために、任期終了

後は空きペンション利活用を目的とし

た事業や、景観保全活動、自然体験イベ

ント等を主に行っています。 

人口減少や高齢化問題はこの地域も

同じく抱えています。出来ることは少

ないかもしれませんが、今後の地方に

おける生活を考え、より過ごしやすい

場所をともに考えつくっていければ嬉

しいです。 
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事前に下記のサイトなどから、須坂市地域おこし協力隊の活動を良く知っていただくとともに、移

住先としての須坂市を良く知っていただき、現地説明会に参加し、ご家族を伴う場合にはご家族

も含め納得したうえで応募を検討してください。 

 

◎協力隊に着任した場合は、ご自身の活動を知ってもらうとともに起業へと繋げる大事な下地作

りのため、下記媒体等で情報発信を積極的に行っていただきます。 

 

●須坂市地域おこし協議会を知る 

・須坂市地域おこし協議会のホームページ（協力隊作成） 

https://suzaka-kyougikai.com/ 

・協議会を設立した経緯（信州須坂移住支援チーム作成） 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/info.php?id=317 

・協議会の活動をまとめた動画（須坂市広報作成） 

https://www.youtube.com/watch?v=lOoYy4cej3M 

●須坂市地域おこし協力隊を知る 

・須坂市地域おこし協力隊のフェイスブック（協力隊作成） 

https://www.facebook.com/suzaka.kyoryokutai/ 

●移住先としての須坂市を知る 

・須坂市移住応援サイト「スザカでくらす」 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/ 

・Facebook：信州須坂移住支援チーム 

https://www.facebook.com/sinshuusuzakaijuusienn 

・Instagram：信州須坂移住支援チーム 

https://www.instagram.com/suzakaijushien/ 

・Twitter：信州須坂移住支援チーム 

https://twitter.com/suzakaiju 

・ブログ：信州須坂移住支援チーム 

https://blog.suzaka.jp/ijushien 

 

須坂市政策推進課・須坂市地域おこし協議会 


