
 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

須坂市地域おこし協議会・須坂市 

2022年「須坂市地域おこし協力隊（須坂モデル）」募集要項添付資料 

※募集期間・募集対象等は「2022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 



「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名が中心となり立上げ、同年に２名の

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、元隊員とともに未利用

地の解消に取り組んでいきます。協議会では、元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うことで自らの起業活動を広げていくことができます。 
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協力隊経験者で組織する協議

会が協力隊の活動をサポート 

 

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 

 



  

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、

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、協力隊活動を行っていきます。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。 

任期終了後、起業を果たした隊員は、「須坂市地域おこ

 

（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 

 

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

一緒に行っていきます。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

げていくことが今後期待されます。 



 

 

 

 

  

《協力隊が取り組む６つの活動》 
①森林資源を活用したイベントの企画運営と薪ステーションづくり（早川） 

②遊休農地を活用したソルガム有機栽培と特産品づくり（早川） 

③未利用地を活用したミニキャンプ場の整備、運営、宣伝（早川） 

④空きペンションを活用した交流拠点づくり（古川） 

⑤自然体験イベントやワークショップ等の拠点づくり（古川） 

⑥知域活動及び自主活動 

 2021 年に起業し新たに協議会を組織する早川

隊員と古川元隊員は、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。 

 早川隊員は、特殊伐採の技術を身に着け森林資

源の利活用や遊休農地の利活用を進めています。 

古川隊員は、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り敷地を活用した

キャンプ場の運営を進めています。 

須坂市地域おこし協議会では、新たな隊員とと

もに起業した隊員の事業の作業などを通し、起業

のノウハウや苦労を短時間で吸収するとともに

地域にスムーズに入り込むことが可能となります。また隊員の任期終了後の起業を見据え

経験やスキルアップを図りながら同時に地域の活性化を図っていくことが可能となり、持

続可能な地域づくりを進めていきます。 

 

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 

協力隊が取り組む６つの事業 

①②③ 

早川同行 

④⑤ 

古川同行 

自主活動 

資格取得等 

●１年目の活動イメージ ●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 

技
術 

写真・動画編集、畑仕事、雪道運転、雪かき等 

研
修 

ビジネスプラン基礎研修、レーザー加工機講習、

地域おこし協力隊起業・事業化研修等 

 

知域活動⑥ 



 

（取組内容） 

①地域内で発生する不要木の回収、薪への加工、販売機能をもった薪ステーションづくり 

②ゼロからの薪ステーションづくり（右上写真場所予定）の記録と PR の為の動画作成や

情報発信 

③地域の里山整備団体と連携し、里山保全業務の協業を実施 

（目 的） 

須坂市には豊かな自然や里山が多く、まだ

まだ活かしきれてない「宝」も沢山あります。 

アウトドア・自然体験・地産地消のイベントや

事業を創り出し、未利用資源を持続的に活用

する仕組みづくりを目指します。 

（現状と課題） 

森林や果樹畑が多い須坂市ではりんごやブ

ドウの剪定材は毎年一定量発生しており、農

家さんも処理に困っています。また須坂市に

は豊かな里山が多く、手入れをしている場所

（離れ山、坂田山）でも多くの間伐材が発生

しています。伐採作業から回収、加工までを

担い、大切な地域資源を利活用できる人、場

所、仕組みを増やしていく必要があります。

また、協力者、応援者を増やす為の PR 活動

をしていく必要がります。 

 

協力隊が取り組む６つの事業① 

森林資源を活用したイベントの企画運

営と薪ステーションづくり 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

薪ステ開墾                         

原木回収                         

薪づくり                         

記録、情報発信                         

販促活動                         

 



  

（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省力栽培

が可能なソルガムの栽培普及を行います。 

2022 年は新たな挑戦として有機栽培に挑

戦します。また生産したソルガムを活用し

た特産品を作ることで六次産業化を目指し

ます。 

 

（現状と課題） 

長野市と信州大学の共同研究で始まった

信州産ソルガム事業について食用活用が広

がってきており、生産者数、生産面積も年々

増えてきています。その中でも須坂市は長

野市に次ぐ一大産地となっており、栽培ノ

ウハウが蓄積されてきています。今後須坂

協力隊が取り組む６つの事業② 

遊休農地を活用した 

ソルガム栽培と特産品づくり 

市での栽培普及の拡大と共に、特産品として商品作りに取り組む必要があるります。 

（取組内容） 

①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、集荷体制の構築 

②須坂市内の製菓業者や飲食店に協力いただき、特産品の開発に着手 

③収穫後残った葉茎について緑肥や動物園の餌としての活用方法を研究、検証 

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                         

 



  
協力隊が取り組む６つの事業③ 

未利用地を活用した 

ミニキャンプ場の整備＆運営 

ソルガム栽培と特産品づくり 
（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。市内の未利用地に開

発コストや維持コストが小さく、環境にも

優しい運営が可能なミニキャンプ場を増や

していくことで未利用地という資源の活用

と、須坂市「アウトドア都市」になること

を目指します。 

（現状と課題） 

須坂市には現在「峰の原キャンプ場」「五

味池キャンプ場」という大型のキャンプ場

が２つと、2021 年 5 月に OPEN したミニ

キャンプ場「【須坂温泉】山の神キャンプ場

があります。山の神キャンプ場が成功モデ

ルになるよう、改善に向けた取組みをする

と共に、須坂市内のアウトドア情報を集約

して情報発信していく仕組みが必要です。 

（取組内容） 

①【須坂温泉】山の神キャンプ場においてアウトドアワークショップの開催運営やキャン

プ場の運営の定着 

②須坂市内において関係各所と連携し、アウトドアイベントの開催やアウトドア用商品の

開発を行い、須坂市におけるアウトドア文化を創出、発信 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

管理人業務                         

整備                         

商品やプラン開発                         

販促活動                         

 

 



  
協力隊が取り組む６つの事業④ 

空きペンションを活用した 

交流拠点づくり 

ソルガム栽培と特産品づくり 
（目 的） 

一番の目的は空きペンションの維持と管理

です。峰の原高原にかつては 100 件近くあっ

たペンションも、現在ではオーナーの高齢化、

ペンションブームの衰退などによりその数は

半減しています。それに伴い空き家となって

しまっている建物も増え、荒れ果てた廃墟の

ようになり、観光地の景観としては好ましく

ない状況にあります。空きペンションを利活

用し新たな利用法を地域へ提案することで、

今後空き家をできるだけ増やさないように観

光地としての景観を維持していきます。 

（現状と課題） 

冬季の凍結などにより使えなくなってしま

っていた水回りを整備し、建物としては使え

る状態になっています。長野大学の学生と共

に交流人口を増やすことを目標としています

が、場所の問題もありなかなか利用者がいな

いことが課題となっています。 

 
（取組内容） 

①レンタルスペースとして利用するため館内を管理、整備、運営 

②館内や庭部分、傷んだ部分等の整備 

③情報発信事業 

④長野大学環境ツーリズム学部の学生と協力し事業を実施 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

情報発信                         

管理人業務                         

館内整備                         

ペンション業務                         

イベント企画                         

 



 

  
協力隊が取り組む６つの事業⑤ 

自然体験イベントや 

ワークショップ等の拠点づくり 

ワークショップイベントの開催 

（目 的） 

地域の環境に対する理解を地元の人を

はじめ、より多くの人に広めることを狙

い活動を行っていきます。 

また、情報発信を通じて峰の原高原や須

坂市を中心とした環境、自然のことを発

信していきます。 

（現状と課題） 

峰の原高原は自然体験学習を通して須

坂市の小学校をはじめ様々な人が訪れて

いますが、環境教育や自然体験活動の出

来る拠点となるような場所や機能がほと

んどありません。地元では環境のためや

景観維持のための活動を行ってはいます

が、情報や活動を周知する場所が少ない

ことが課題となっています。 

（取組内容） 

①地域の環境・景観整備作業への参加 

②ネイチャークラフト(材料集め、制作物検討、制作、販売)の制作 

③自然体験イベント(ネイチャークラフト体験、冬のかまくら制作イベント、スノーシュー

イベント、星空イベント等)の運営、企画、手伝い 

④情報発信事業 

年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

情報発信                         

イベント企画                         

館内管理                         

 



 

  協力隊が取り組む６つの事業⑥ 

協力隊知域活動 
～町を知り、人を知り、協力隊を知ってもらう～ 

（目 的） 

 着任した協力隊が、須坂市を隅から隅まで知り、各町の課題を聞き出し自分たちの

活動へ生かしていくとともに、地域の課題の一つである空き家問題に取り組むことを

目的に活動し、地域と協力隊のウィンウィンの関係を築きます。 

（現状と課題） 

須坂市内には 69町あり、地域おこし協力隊として活動の範囲を広げていったとして

も、実際に町を訪れるのはほんの活動の一部となっています。それぞれの地域にそれ

ぞれの特色があり、また地域に増えつつある空き家対策も大きな課題の一つとなって

います。 

（取組内容） 

①区長を訪問し町の特色や課題、空き家情報を聞き出す 

②町内を回り空き家にチラシ「空き家バンク登録のお知らせ」等をポスティングする 

③区長から聞き取った町の課題を協議会で共有し自分たちの活動へ生かす 

 年間予定 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

地域を訪問                         

空き家巡り                         

課題を共有                         

 



  

 

須坂モデル１期生が３年後の起業を目指し 

地域活動に取り組んでいます 

2021年８月に１名、９月に１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

始しました。現在、事業計画にある６つの活動を通し、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（29）兵庫県から 小田達彦（30）神奈川県から 

 須坂モデルの第 1 期生として、須坂市

に定住して 3 年後の起業に向けて活動を

しています。現在の活動内容は、須坂市地

域おこし協力隊 OBの方々が取り組んでい

る 6 つの事業と、イベント関連の出展や

運営、また自身の起業に繋がる活動を行

っています。 

 移住する前は、殆んど須坂市について

知らなかった私ですが、地域おこし協力

隊の活動を通して地域住民の方々と交流

して人脈を広げることによって、移住前

と比較して須坂市についてかなり知識や

理解が深まりました。 

 活動当初は、須坂市の野菜や果物を東京

に販売するような移動式の八百屋を考え

ていましたが、実際に住んでみると須坂

市は農産物の他にも沢山あることに気づ

き、3年以内に紆余曲折しながら起業に向

けて頑張ります。 

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。 

協力隊の活動では、本計画書で挙げられる

６つの事業に加えて、卒業後の生業づくりを

見据えた森林資源の活用やアウトドアイベ

ントの開催にも取り組んでいます。また、地

域の動物園の 60 周年記念事業にも携わるこ

とで地域貢献としての活動も行っています。 

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。 

(必見!)二人の隊員の活躍を紹介した動画 

～2021年夏に画期的な取り組みが始動！地

域おこし協力隊「信州須坂モデル」～ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は 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て

いました。地元の地域を永く残してい

くために、任期終了後空きペンション

の利活用を目的とした事業や、自然 

体験イベント等を主に行っています。 

近年再び地方生活の需要が高まって

いる一方で、まだまだ多種多様な課題

を抱えています。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、共に活動していくこと

が出来れば嬉しく思います。 

 

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」、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。 

これからも須坂市において地域課題

に向き合い、事業を通して地域活性化

を目的に活動していきます。同じ志を

もった仲間として協力体制を築きまし

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 

※募集内容は「2022 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 

●須坂市地域おこし協議会の活動は下記をご覧ください 

https://suzaka-kyougikai.com/ 

●須坂市地域おこし協力隊に関する問合せ 

長野県須坂市政策推進課信州須坂移住支援チーム（iju@city.suzaka.nagano.jp） 

mailto:iju@city.suzaka.nagano.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須坂市で活動する地域おこし協力隊は現在 6名。彼らは皆、関東や関西圏からの移住者

で、これまでの経験やスキルを活かして各担当場所で任務にあたっています。メンバー

の活動内容は以下の通りです（2022.4.1現在）。 

 
須坂市で活動している協力隊！ 

私たちと一緒に活動しましょう!! 

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、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してください。 

 

●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 

●事前に相談を希望する方は下記よりご相談ください 

https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/index-event.php 

（参 考） 
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