
真田地域協議会

神科・豊殿地域協議会

川西地域協議会

塩田地域協議会

丸子地域協議会

武石地域協議会

上田城南

地域協議会

上田中央地域協議会

上田西部地域協議会

上田市わがまち魅力アップ応援事業

～平成 20年度に実施された主な事業～

正副会長会（全市枠）

ダボスの丘 遊歩道整備事業

ヒカリ苔輝く美ヶ原焼山沢登山道整備事業

箱山城・桜ロード整備事業

初夏の里山ふれあいフェスティバル

下本郷地区 花と緑の街づくり事業

あやめの里づくり事業

かかりつけ医をさがせ

「押出川流域」ウォーキングトレイル整備事業

伝統的文化的行事を大切にする川辺町自治会

上田16万市民の安心・安全を守る災害に強い上田市づくり

※この他に５３事業が採択され、多くの皆

さんの参加・協働によって上田市の魅力が

さらにアップされました。

○

丸子地域自治センター

武石地域自治センター ○

○ 塩田地域自治センター

川西地域自治センター ○

○

豊殿地域自治センター

○ 真田地域自治センター

上田市役所

◎

（菅平ダボスの丘に麓から頂上まで安全に登れる遊歩道を整備した）

（美ヶ原の貴重な植生保護を図るとともに、案内板・登山道を整備した）

（市内全世帯に防災マップを配布し、災害に強い上田市づくりにつなげた）

（中丸子～箱畳池にかけての山道を整備し、

（押出川流域の自然をとりもどすため、里山を整備した）

（今地域医療に何が起こって何をしなければいけないのか勉強会を開催した）

（昔地域で実施していたお祭りを53年ぶりに復活させた）

（浦野川へ続く水路の環境整備を行った）

（地域内の花壇に四季を通じて花を咲かせ美化活動を行った）

（消えたあやめ街道の復活のため、地域総出で整備した）

花木や桜等の植栽を行った）

まちづくり協働課

政策企画局



平　成　20　年　度　主　な　事　業　概　要　一　覧　表
地　　　域
協議会名

事業名 団体名 事業内容

正　　　副
会  長  会
（全市域）

上田１６万市民
の安心・安全を
守る災害に強い
上田市づくり

上小建設
事業協同
組合

　市内全世帯に防災マップを配布し、災害に強い上田市づくりを目指していく。また、防災イ
ベントを開催し、地域防災について多角的に考える機会をもった。今後もこれらを活用しなが
ら防災に強い先進モデル都市につなげていく。

上田中央
地　　　域

「押出川流域」
ウォーキングト
レイル整備事業

押出川関
連五自治
会連合会

　市街地に残された貴重な自然の残る押出川流域の里山を整備し、清流を守っていく活動
を地域の五自治会が協力して行っていく。倒木の運び出しやごみ清掃活動を年間を通して
実施した。現場は急傾斜地であるため、来年度以降安全を考慮しながら遊歩道の整備、支
障木の伐採等を実施し、子供たちの遊びの場、住民の健康づくりの場の提供といった取組
みを地域住民の手で進めていく。

上田西部
地　　　域

かかりつけ医を
さがせ

西部地域
を考える
会

　医療体制の危機と言われる今日、一次医療、二次医療、三次医療ついて知ることにより、
私達が日々安心して暮らせることを考えたい。日常の医療として、一次医療の現場を支える
医師から疾病やその治療、そして医療体制のあり方を学んで理解し、市民と行政が共に地
域医療を考える懇談会を開催した。平成２０年度は、６回の懇談会を開催し、健康福祉課と
開業医６人の話を聞くことができ、多くの市民の参加を得て、少しずつでも医療体制につい
て学ぶことができた。引き続き三次医療の立場からの話を聞くなど行政、医師、市民との懇
談会を開催していく。

上田城南
地　　　域

伝統的文化的
行事（道祖神・
盆踊り・どんど
焼き）を大切に
する川辺町自
治会

川辺町自
治会

　昭和３０年まで実施されていた道祖神まつりの復活に向けて準備を進め、平成２０年度実
施にこぎつけた。実に５３年ぶりの復活である。地区内の３箇所の道祖神から灯篭や織旗を
掲げた子供たちが、移設が完了した川辺町公園の道祖神まで太鼓を叩きながら練り歩い
た。来年度以降、子供たちによるさらに賑わいのある活動（お祭り）にしていきたいと考えて
いる。

神科・豊殿
地      域

あやめの里づく
り事業

豊殿地区
自治会連
合会

　往年の見事なあやめが姿を消した街道を、もう一度あやめの花でいっぱいにしようとの気
運が芽生え、地域の長寿会、小学生、PTA、ボランティア等の協力にもつながった、連帯感
の育成を図る事業活動ができた。

塩田地域
下本郷地区花と
緑の街づくり事
業

下本郷自
治会

　地区内に多数存在する花壇に、四季を通じて花を咲かせることにより景観を守り育て、美
しい潤いのある街づくりを目指していく。また、環境保護や地域の美化に寄与するとともに、
通行される方々の目に潤いを与え心を和ませる。花壇の作成や管理には、地区の小学生か
ら高齢者までが関わり、地域の融和と世代間交流が図られている。

川西地域
初夏の里山ふ
れあいフェス
ティバル

岡の里山
を守る会

　浦野川と隣接するビオトープへの通路や水路を整備し、安全で楽しい環境を整えた。さら
に川遊び･魚釣り･蛍見学会などを取り入れたイベントを開催し、地域の多くの人々の参加に
より、ふるさとの自然のすばらしさ、人とのふれあいの暖かさが実感・体験ができ、親睦と連
帯の輪を推進することができた。

丸子地域
箱山城・桜ロー
ド整備事業

箱山城・
桜ロード
の会

　中丸子地籍から箱畳池方面に通じる山道沿いに、平成１５年から地元有志が集まり道路
整備や花木の植栽を行ってきた。今回は地元小学生や丸子修学館高校の生徒と共に桜等
の植栽を行い、世代間を超えて交流を図りながら温暖化防止、環境美化に努め、多くの地
域住民の憩いの場のとなるよう整備を行う。21年度以降も児童、生徒と地域住民の協働で
継続して整備、維持管理を行い、自然とふれあい、住民が交流できる場としたい。

真田地域
ダボスの丘　遊
歩道整備事業

菅平区

　日本のダボスと称される菅平高原。そのシンボルでもあるダボスの丘に、麓から頂上まで
登れる遊歩道を整備する事業。区民や、多くの来訪者が安全にたやすく丘に登れるよう、擬
木を使った階段形式の遊歩道を設置した。区民協働の作業により地域内のコミュニティーの
活性化につながった。今後、整備した遊歩道を利用し区民の安らぎの場とすると共に、来訪
者との交流の場として菅平の魅力を発信していきたい。

武石地域
ヒカリ苔輝く美ヶ
原焼山沢登山
道整備事業

武石山岳
会

　美ヶ原の代表的登山ルートである焼山沢登山道の整備管理を通して、登山者の安全確保
とヒカリ苔をはじめとする美ヶ原の貴重な植生の保護を図る。台上を車で通過しただけでは
味わうことのできない、美ヶ原の持つ自然の豊かさ奥深さを、多くの人に安全に体験してい
ただきたい。



真田地域協議会

神科・豊殿地域協議会

川西地域協議会

塩田地域協議会

丸子地域協議会

武石地域協議会

上田城南地域協議会

上田中央地域協議会

上田西部地域協議会

上田市わがまち魅力アップ応援事業

～平成 21年度に採択された主な事業～

正副会長会（全市枠）

あずまや高原を憩いの広場に育てる事業

すぐりの里づくり事業

一本木公園整備事業

水辺公園祭り

塩田平札所めぐり興隆事業

玄蕃山公園の桜を活用したふれあいの里づくり事業

ホタルの復活に伴う下塩尻全体のコミュニティの活性化事業

悠久の歴史に息づく信濃国分寺を核とした

魅力ある地域づくり事業

倉升山遊歩道の整備事業

上田から発信！健康、観光、ノルディックウォーキング交流事業

※この他に８３事業が採択されました。多

くの皆さんの参加・協働によってさらなる

上田市の魅力アップが期待されます。

○

丸子地域自治センター

武石地域自治センター

○

○塩田地域自治センター

川西地域自治センター ○

○ 豊殿地域自治センター

○ 真田地域自治センター

上田市役所

◎

（「らいてうの家」と周辺一帯を会場に、イベントを開催する）

（ゲストに荻原健司さんを招き上田城跡公園周辺の観光めぐりを行う）

（塩川・長瀬地区の境に位置する「一本木塚」

（地域のホタル水路を憩いの場として整備し、ホタル祭りを開催する）

（信濃国分寺周辺の休耕田に蓮を育て地域の魅力をアピール）

（塩田平の歴史や風習を勉強し、札所めぐり

を通して地域の魅力を再発見する）

（三千本の桜が見頃の玄蕃山公園一体を整備し、ふれあいの里づくりを行う）

（山菜や茸等が四季を通じて収穫できる場所の整備を行う）

周辺を整備し、地域間交流を図りたい）

（室賀川の水辺を整備し、地域の交流を促進する）

（倉升山への遊歩道を整備し、地域の交流を図る）



平　成　21　年　度　主　な　実　施　予　定　事　業　一　覧　表
地　　　域
協議会名

事業名 団体名 事業内容

正　　　副
会  長  会
（全市域）

上田から発
信！健康、観
光、ノルディック
ウォーキング交
流事業

信州上田
ノルディッ
クウォー
キング協
会

  ストックを使用し４本の足で地域をめぐるウォーキング事業を開催する。ゲストに荻原健司
さんを招き、県内外の協力団体や市民の皆さんの参加を広く呼びかけ、市内の観光めぐり
を兼ねて実施する。開催日は9月6日（日曜日）の予定。昨年度は菅平高原で実施されたが
今年度は上田城跡公園を中心とした上田中央地域での開催を行う予定である。

上田中央
地　　　域

悠久の歴史に
息づく信濃国分
寺を核とした魅
力ある地域づく
り

信濃国分
寺　蓮の
花を育て
る会

　国分寺に隣接した休耕田を活用し、蓮の花を育て、重要文化財三重塔・本堂とツツジ・蓮
の調和のとれた景観をつくることで、地域の魅力をアピールし多くの方が訪れることを期待
する。既存の遊歩道は狭い箇所があり、車椅子で訪れる方でも行き交い易いよう、整備して
いく。また、７月12日（日曜日）の予定で「蓮フェスタ in 国分寺]を開催し、市内外の方々に歴
史と伝統に培われた信濃国分寺と周辺地域の良さを知っていただくイベントとする。

上田西部
地　　　域

ホタルの復活に
伴う下塩尻全体
のコミュニティの
活性化

下塩尻自
治会

　下塩尻で取組んでいるホタル水路でのホタルは、現在まで多くの自治会員の協力により市
内外に反響をよんでいる。今回、ホタル水路を地域の宝として発展させると共に上田市の観
光のイメージアップにつなげるため、あずまやを設置しホタル水路全体の拠点とする。ホタル
の生態に関する看板を設置し、子供たちの生物に対する学習の場として整備する。また、ホ
タルの生態についてビデオ記録の作成も行う。ホタルの乱舞する期間 6月20日（土曜日）の
予定に住民を中心とした「ホタル祭り」を実施し、ふるさとに対しての愛着心を育て、ロマンあ
ふれるふ

上田城南
地　　　域

倉升山遊歩道
の整備事業

倉升自治
会

　かつて「炭鉱」や「射撃場」として利用されていた倉升山へたどる道を整備し（Ｌ＝４９２ｍ）
将来に渡って住民の健康増進に寄与するような遊歩道を住民の手で造り上げる。今年度は
入口から整備にあたり、来年度以降、休憩所（あづまや）の設置、案内板の設置、植栽活動
等を実施していく。夏以降本格的な作業を開始する予定。

神科・豊殿
地      域

玄蕃山公園の
桜を活かしたふ
れあいの里づく
り

長島自治
会

　上田市の玄関口ともいえる高速道路の入口であり、その象徴ともいえる玄蕃山公園は、桜
の３,０００本植樹事業も終わり、見頃となってきた。地域行事への参加や関心が低下してい
る中で、この公園一体を地域住民で整備することにより、住民がその価値を再認識して地域
への愛着や一体感を高めてゆく。4月19日（日曜日）に花見会の開催を予定している。

塩田地域
塩田平札所め
ぐり興隆事業

塩田平札
所めぐり
興隆会

　塩田地域には、約300年前に四国霊場八十八ヶ所の仏像を勧請し、巡回することで巡礼と
同様の御利益があるとされていた。札所めぐりを通してこのような文化を探究することから、
地域の歴史や多くの風習などを理解し、地域の魅力の再発見と観光を含めた情報の発信を
行う。札所めぐりは春と秋に３回づつ計画し、３回参加すると一通り巡回できるコース計画を
考えている。春は4月19日（日曜日）、5月17日（日曜日）、5月23日（土曜日）を予定している。
秋の開催は後日決定。

川西地域 水辺公園祭り 水辺の会
　室賀川を水辺で遊べる場所として整備し、住民同士の交流を図り、太い絆で結ばれた地域
再生を目指す。この事業の実施により、地域再発見・交流・子育てをつなぐ上で抜群の力が
期待できる。4月桜祭り、6月ほたる祭り、8月夏祭りを予定している。

丸子地域
一本木公園整
備事業

一本木公
園をつくる
会

　塩川、長瀬地区の境に位置する通称「一本木塚」は、陣場地区のぶどう畑マリコヴィン
ヤードに隣接し、旧上田市、菅平高原、浅間山等を一望できる景観に恵まれた場所であり、
春には多くの桜の木が花を咲かせている。しかし、現在は未整備で荒れているため、地区を
越えて地域住民の手により地域が交流できる場所として整備し、地域住民交流イベントを実
施するなど広く広報しながら住民の連帯感を深め、地域の活性化を図る。21年度は、春 4月
12日（日曜日）と秋(未定）に花見会等を予定している。

真田地域
あずまや高原を
憩いの広場に
育てる事業

らいてうの
家運営委
員会

　四阿高原にある「らいてうの家」とその周辺一帯を会場としてコンサート、講座、野草・山菜
料理の講習会などを開催する。高原を上田市民と全国から訪れる人々との交流の場として
育て、地域の活性化に貢献する。今年度は7月5日（日曜日）こども祭り、8月9日（日曜日）あ
ずまや高原地域活性化懇談会、8月23日（日曜日）コンサート、9月5日（土曜日）らいてう講
座を予定している。

武石地域
すぐりの里づく
り事業

西武自治
会

　地域の名前に由来したスグリをはじめ､フキ、ワラビ等の山菜や、きのこ類を、四季を通し
て収穫できる場所の整備を図る。近くに練馬少年自然の家もあることから、都市と山村の交
流と、地域の活性化を図りながら、地区内の遊休荒廃地を解消する。今年と来年の2年間
は、整備期間と位置づけ３年目以降に春のイベントを予定している。なお、以前から関連の
活動を行っていたチロリンの森事業で9月末にきのこ採り祭りを予定している。



21 年度　わがまち魅力アップ応援事業 応募・採択状況一覧表
（単位：円）

22 年度

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 見込額

地域協議会正副会長会 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10,590,910 7,171,000 2,880,000 4,743,000

上田中央地域協議会 6 3,115,442 2,697,000 1,924,000 710,000 450,000 150,000 2,697,000 5 3,563,068 3,191,000 1,180,000 2,191,000

上田西部地域協議会 3 2,396,169 2,336,000 744,000 55,000 55,000 55,000 2,336,000 2 808,274 808,000 381,000 808,000

上田城南地域協議会 7 2,779,600 2,211,000 2,869,000 1,670,000 700,000 250,000 2,211,000 4 1,793,900 1,482,000 1,228,000 1,482,000

神科・豊殿地域協議会 5 3,260,650 2,817,000 720,000 2,817,000 0 0 2,817,000 3 1,957,000 1,857,000 163,000 1,857,000

塩田地域協議会 7 2,891,750 2,630,000 1,636,000 860,000 447,000 0 2,630,000 6 8,914,300 3,451,000 700,000 981,000

川西地域協議会 1 587,782 394,782 200,000 100,000 100,000 100,000 394,000 4 2,688,449 2,488,413 668,000 2,487,000

丸子地域協議会 6 3,582,500 3,481,000 1,308,000 1,060,000 967,000 0 3,481,000 17 14,583,412 9,872,000 1,278,000 6,788,000

真田地域協議会 4 1,679,675 1,502,000 1,548,000 800,000 500,000 1,299,000 1,502,000 5 10,156,700 3,501,000 250,000 3,501,000

武石地域協議会 5 2,563,300 1,857,000 1,350,000 1,100,000 1,120,000 1,080,000 1,857,000 2 829,000 584,000 500,000 584,000

合　計 44 22,856,868 19,925,782 12,299,000 9,172,000 4,339,000 2,934,000 19,925,000 62 55,885,013 34,405,413 9,228,000 25,422,000

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

地域協議会正副会長会 14 10,590,910 7,171,000 2,880,000 0 0 0 4,743,000

上田中央地域協議会 11 6,678,510 5,888,000 3,104,000 710,000 450,000 150,000 4,888,000

上田西部地域協議会 5 3,204,443 3,144,000 1,125,000 55,000 55,000 55,000 3,144,000

上田城南地域協議会 11 4,573,500 3,693,000 4,097,000 1,670,000 700,000 250,000 3,693,000

神科・豊殿地域協議会 8 5,217,650 4,674,000 883,000 2,817,000 0 0 4,674,000

塩田地域協議会 13 11,806,050 6,081,000 2,336,000 860,000 447,000 0 3,611,000

川西地域協議会 5 3,276,231 2,883,195 868,000 100,000 100,000 100,000 2,881,000

丸子地域協議会 23 18,165,912 13,353,000 2,586,000 1,060,000 967,000 0 10,269,000

真田地域協議会 9 11,836,375 5,003,000 1,798,000 800,000 500,000 1,299,000 5,003,000

武石地域協議会 7 3,392,300 2,441,000 1,850,000 1,100,000 1,120,000 1,080,000 2,441,000

合　計 106 78,741,881 54,331,195 21,527,000 9,172,000 4,339,000 2,934,000 45,347,000

採択件数

交付決定見込額
区　　分

個性あるふるさとづくり事業 

申請
件数

総事業費
申請

補助金額

来年度以降申請見込額

5

11

特色あるまちづくり事業 

区　　分

合　　　　　計

申請
件数

総事業費
申請

補助金額

来年度以降申請見込額
交付決定見込額

9

7

93

8

10

5

18

10

10

申請
件数

総事業費
申請

補助金額
交付決定見込額

平成



21 年度　個性あるふるさとづくり事業 一覧表 （単位：円）

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

計 0 9,432,000 22,858,968 19,925,782 12,299,000 6,355,000 4,339,000 2,934,000 19,925,000 0

1 中央柳町自治会 岡崎光雄
歴史的街並みを保存、活用し発信
する事業－柳町ミュージアムプラン

柳町自治会内

柳町は上田市の中心にあって歴史的街並み（町屋群）が現存し
ており、それらを建築史的に調査、保存活用し、紹介するため
のマップとパンフを作成する。街ぐるみで歴史的・地域的資源の
保全と活用を進めるとともに、市内外へ発信していく。

2 450,000 624,000 624,000 200,000 100,000 100,000 624,000

2 中央
押出川関連五自
治会連合会

小池勇一
「押出川流域」ウォーキングトレイ
ル整備事業

押出川流域

・押出川流域の調査と水質調査・環境調査
・専門家、経験者を含めた講演会・勉強会の開催
・ウォーキングトレイル整備計画設計図の作成
21年度は、段丘のアカシア伐採と植栽、遊歩道整備、流域の清
掃及び整備

2 120,000 741,742 741,000 340,000 200,000 100,000 741,000

3 中央北大手町自治会 山浦和男 花いっぱい運動 北大手町自治会
北大手町自治
会内

拡張工事が終了した諏訪部伊勢山線の歩道及び自治会館にプ
ランターで花を植えて環境美化につなげ、地域の親睦を図る。

1 48,000 48,000 10,000 48,000

4 中央上青木自治会 尾崎邦穂 蛍と花ももの里事業 上青木自治会

上青木地区の２箇所の蛍水路は昭和６２年から整備が始まりこ
れまで蛍の保護活動に努めてきた。近年蛍の数も減少傾向に
あり、水路をもう一度整備し、蛍復活に取り組む。また、花桃や
芝桜を植え自治会員総出で地元の環境整備を行いたい。

1 715,000 565,000 230,000 200,000 200,000 150,000 565,000

5 中央岩下自治会 大村忠嗣
岩下地区内の歴史遺産を活かした
魅力あるふるさと創り

岩下自治会
地域内の歴史遺産を研究し、史跡等の案内用看板を設置す
る。

1 320,700 233,000 240,000 150,000 233,000

6 中央愛宕町自治会 柳澤敏文
愛宕町の生い立ちを学び歴史を後
世に残す事業

愛宕町自治会
下川原柳町から分町して８０周年を迎えるにあたり、自治会の
歴史や先人達の功績等を学び町史を作成し後世に残す。一世
帯一花木の記念植樹の実施。

1 666,000 486,000 904,000 60,000 50,000 486,000

7 西部
塩尻地区自治会
連合会

山嵜　忠雄 塩尻地区歴史の散歩道整備事業 塩尻地区

蚕都上田の中でもその建造物や北国街道沿いの史跡などが多
い塩尻地区である。この大切なものを地域の遺産とし、訪れる
人々に分かりやすい案内をするため、西上田駅と各自治会及
び主要な場所に説明や案内板を設置する。

2 670,000 441,000 441,000 389,000 441,000

8 西部下塩尻自治会 竹内　健三
ホタルの復活に伴う下塩尻全体の
コミュニティの活性化

欠口用水のホ
タル水路周辺
地域（下塩尻）

恵まれた田園空間の中にあって、水辺環境保全と観光都市上
田のイメージアップ、子供達の生物に対する生態学習の場を作
る。あずまやの建設、教材用看板設置、ホタル祭開催、ホタル
の生態と取組をビデオ化するなど地域住民のふるさとに対する
愛着やロマンを醸成する。

1 0 1,310,169 1,280,000 55,000 55,000 55,000 55,000 1,280,000

9 西部生塚自治会 湶　　勉
ふるさとを訪ねて世代間交流　うぶ
つかの街

生塚自治会
青少年育成事業を根幹として、この地域古文書の整理など昔
の状況及び鳥追いなど伝統行事を掘り起こしながら、世代間交
流そして次代を担う青少年を育成する。

1 0 647,100 615,000 300,000 615,000

10 城南川辺町自治会 六川武郎

伝統的文化的行事（道祖神、盆踊
り、どんど焼き）を大切にする川辺
町自治会

川辺町自治会

伝統行事の復活により、1,800世帯を越える上田市最大の川辺
町自治会の連帯意識、参加意識の向上と、異世代間の交流に
よる地域の一体感を図る。
・盆踊りの復活　・道祖神の移設と復活
・どんど焼きの見直し

2 175,000 150,000 50,000 40,000 40,000 40,000 50,000

申請補助金額
来年度以降申請見込額

内示額 交付確定額№ 自治会名 代表者 事業名
地
域

申請事業費実施場所 事業内容 年目 既補助額

上田市地域協議会申請一覧表



22 年度 23 年度 24 年度 25 年度
申請補助金額

来年度以降申請見込額
内示額 交付確定額№ 自治会名 代表者 事業名

地
域

申請事業費実施場所 事業内容 年目 既補助額

11 城南半過自治会 柳澤長男
四季折々の花と緑と山菜・茸の里
づくり半過自治会

半過自治会内
本来豊であるべき里山の荒れを植栽、植樹、四季折々の花畑、
山菜や茸を復活させ自然環境を守り地域の活性化を図る。

2 300,000 354,250 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

12 城南諏訪形自治会 今井洋幸
諏訪形安全安心な地域づくりを進
める事業

諏訪形自治会
内

・自治会芝桜の里づくり事業
・千曲川河川敷環境整備、オオマツヨイ草群落づくり
・まちづくり講演会の開催
・自治会基本マップの作成

2 800,000 400,000 400,000 100,000 100,000 100,000 400,000

13 城南神畑自治会 松井弘徳 神畑の歴史を記録に残す事業 神畑自治会内

農村地帯であった神畑地区が、急速に住宅化・商工業化が進
み大きく変容を遂げた事実を後世に残すため「区史」として発刊
する。文化・習慣等、収集した資料を整理し保管庫を作り区民
の閲覧や学習の基礎とする。

2 509,000 205,000 140,000 140,000 850,000 140,000

14 城南上田原自治会 宮下倬實 地域の歴史・史跡整備事業
上田原自治会
内

原始時代から現代までの歴史を分野毎にまとめ、郷土史を発
刊する。
自治会員として自分たちの地域の歴史について再認識し、後世
に残す。

1 140,000 100,000 1,300,000 100,000 100,000

15 城南千曲町自治会 荒木昇
子供や高齢者に優しく思いやりの
ある町千曲町まちづくり事業

千曲町自治会
ふれあい農園、お花畑の新設
書道教室、図書の購入、将棋セットの購入、千曲町マップの作
成

1 589,000 410,000 300,000 280,000 260,000 250,000 410,000

16 城南倉升自治会 黒岩邦彦 倉升山遊歩道の整備 倉升自治会
倉升山の旧炭鉱跡地や射撃場跡地までの約500ｍを遊歩道整
備し、自治会員の交流、健康増進に寄与する。
・歩道の整備　・あずま家の建設　・植木の植樹　・広場の整備

1 941,350 811,000 689,000 811,000

17 豊殿神科新屋自治会
神科新屋自
治会長
湯本幸一

歴史・文化を生かし、水と緑豊かな
郷土づくり

神科新屋自治
会

花桃植樹祭、花桃の里管理、トレッキング遊歩道の整備、地域
の歴史勉強会の開催、伝統行事の伝承、まゆ玉づくり、どんど
焼き

2 230,000 317,000 317,000 300,000 317,000

18 豊殿伊勢山自治会
伊勢山自治
会長　村田
道雄

歴史の薫るまち並紹介と史跡保存
活動を生かした地域づくりの里伊
勢山自治会

伊勢山自治会
伊勢山ものがたり発送、史跡への散策道整備、憩いの場整備、
史跡めぐり

2 776,000 799,150 724,000 0 724,000

19 豊殿
豊殿自治会連合
会

自治会連合
会会長　宮
澤敏恵

あやめの里づくり事業 豊殿地区一帯

豊殿地区自治会連合会の重点事業として「あやめの里づくり」を
位置付け、あやめの名所復活に地域を挙げて取り組んでいる。
各自治会の連携によって豊殿地区一帯にあやめの植栽を行
う。今年度は余剰地に計画。維持管理を定期的除草計画、追肥
計画を励行する。

2 1,404,000 164,500 96,000 0 96,000

20 豊殿長島自治会 　市場利計
玄蕃山公園の桜を活かしたふれあ
いの里づくり

長島自治会
地域住民事業の趣旨説明会と花見会の開催、花壇の整備と植
栽、公園内の整備除草、マレットゴルフ場の整備除草、花壇の
清掃

1 0 884,000 584,000 316,000 584,000

21 豊殿中吉田自治会 　宮澤敏恵
みんな仲良しだ（中吉田）！人の輪
が広がるふるさとづくり事業

中吉田自治会
意欲ある住民に花壇・盆栽・盆踊り・竹馬作り・縄跳び・独楽回し
等各種のリーダーを募り（場合によっては講習受講）、住民が主
体的に運営管理するイベントを順次充実していきたい。

1 0 1,096,000 1,096,000 104,000 1,096,000



22 年度 23 年度 24 年度 25 年度
申請補助金額

来年度以降申請見込額
内示額 交付確定額№ 自治会名 代表者 事業名

地
域

申請事業費実施場所 事業内容 年目 既補助額

22 塩田五加自治会 水出　秀雄 文化に親しむ会 五加自治会館

自治会の重要な資産であり、住民の拠り所である自治会館を活
用した文化活動を行い、「文化かおる五加自治会」の歴史を形
成していく。
・子供を対象とした音楽会の開催
・落語会の開催（地元出身落語家を予定）

2 700,000 500,000 500,000 200,000 100,000 500,000

23 塩田下本郷自治会 佐藤　重雄 下本郷地区花と緑の街づくり
下本郷自治会
内

美しく潤いのある街づくりのため、道路沿いや自治会施設を花
や植栽で飾り、その作業を通し、自治会内の子供からお年寄り
までふれあいの増加・活性化と環境美化に寄与する。
・約8000本植え付けし、除草等年間管理を行う。

2 388,000 666,400 585,000 200,000 200,000 127,000 585,000

24 塩田中野自治会 片山　　晃
西行塚を中心に中野の歴史遺産を
活かしたふれあいの里中野自治会

中野自治会内

地域に古くから伝わる行事、歴史遺産を整備し、地域内で学
び、伝えることにより、住民がその価値を再認識し、地域への愛
着や一体感を醸成する。
・西行塚参道の植栽整備　・地域の歴史についての講演会の開
催等

2 49,000 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 50,000

25 塩田奈良尾自治会 橋爪　紀人
独自の歴史文化を共有し、引き継
ぐ交流のまち奈良尾自治会

奈良尾自治会
内

奈良尾地区内の生活情報から歴史資料等をデジタル情報化・
マップ化し、それを自治会内の様々な機会に活用することで、
昔人の思いに触れる機会を区民全体で共有し、交流を深め「ふ
るさと共同体」として連帯と活気を取り戻すとともに、地区外へも
発信していく。
・様々な情報、歴史資料のデジタルベース化とマップ化
・マップ・資料の公開と活用による年代を越えた交流機会の設
定

2 1,128,000 136,000 136,000 136,000 136,000

26 塩田富士山中組
黒澤　嘉武
（山極一郎）

農地の荒廃をなくし、そば生産によ
る自治会の活性化

自治会内

　自治会内の遊休農地を荒廃化させないためそばの栽培を行
い、後継者への引き継ぎ役を行う。子供達への農業指導や収
穫後「そば祭り」を開催し、自治会内の融和、活性化と地産地消
の推進も図る。

2 129,000 535,300 400,000 400,000 300,000 270,000 400,000

27 塩田
セレーノ八木沢自
治会

明比　幹治
みんなで進める身近な生き物調
査・自然豊かな地域づくり事業

セレーノ八木
沢自治会内

自治会内の身近に生息する動植物を知り、それらを増やす活
動や追跡調査を子供たちと行うことで、自然を知り、心の豊か
さ、ふるさと意識の醸成を図る。
・研修会、調査、植樹、モニタリング等

1 0 188,050 173,000 100,000 100,000 173,000

28 塩田下之郷自治会
斉藤　喜美
男

ふれあい・助け合いの郷下之郷自
治会をIT技術導入で実現

下之郷自治会
内

自治会内の歴史遺産、自然などの地域資源データをデジタル
化し保存し次世代に継承するとともに、それを活かして「ふれあ
い・助け合いの郷」を作っていく。
・住宅基本図のデジタル化
・助け合い防災マップの作成等

1 0 816,000 786,000 500,000 110,000 786,000

29 川西
ひばりケ丘自治
会

上村　忠徳 ふれあい桜祭り　IN　ひばりケ丘
下室賀
たけのはな公
園内

この事業を自治会のコミュニティ活動として定着させ、地域の連
帯感と住民相互の交流と親睦を深める。そのため、ふれあい桜
祭りを開催し、夜間ライトアップ、イベント、小舞台を設置しての
カラオケ大会を実施する。

1 0 587,782 394,782 200,000 100,000 100,000 100,000 394,000



22 年度 23 年度 24 年度 25 年度
申請補助金額

来年度以降申請見込額
内示額 交付確定額№ 自治会名 代表者 事業名

地
域

申請事業費実施場所 事業内容 年目 既補助額

30 丸子
辰ノ口自治会協
議会

代表
櫻井　誠

辰ノ口バイパス道路景観整備事業
（辰ノ口バイパス花桃街道）

辰ノ口バイパ
ス

辰ノ口バイパス道路分離帯に「うるおいのある景観づくり」
・雑草除去、土壌の入れ替え
・しだれ花桃70本、花苗300ポット、道路の草刈とごみ拾い

2 150,000 487,250 387,000 150,000 150,000 150,000 387,000

31 丸子
長瀬地区自治会
連合会

会長
阿原　孝之

史跡散策ウオーキングコースの開
発
（長瀬・塩川地域の史跡を散策する
ウオーキングコースの設置）

長瀬・塩川地
区

郷土の歴史史料をまとめ、歴史散策を通して親睦を深め、健康
づくりや世代間交流を図る
　4月　　　  地域史跡ﾏｯﾌﾟの下調査（14km）
　5～7月　  史跡散策遊歩道整備、案内看板の製作発注
　8月　      案内看板の設置（9km）
　10～2月　史跡マップの作成発注

2 125,000 1,119,250 1,119,000 156,000 50,000 50,000 1,119,000

32 丸子
（荻窪区）
荻窪ふるさと農道
桜の会

（区長　宮澤
一豊）
代表　小林
重義

ふるさと農道景観整備事業
（ふるさと農道に桜の木を植え育
て、開花時に花見会等交流を図
る）

荻窪区ふるさ
と農道北側

（1）　農道沿いの荒廃農地、山林の整備、桜や蔦の植栽により
景観向上
（2）　地域住民の交流活性化

2 317,000 226,010 226,000 250,000 250,000 250,000 226,000

33 丸子西内・平井自治会

西内区長
斎藤　耕三
平井区長
滝沢　浩

地域が育てる西内っ子育成支援活
動で住民をつなぐ、福祉・温泉の里
山、西内地区
（西内・平井地区への定住人口を
増やし、地域を活性化させる）

西内地区

7月　西内の良さを県内、全国へ発信するべくホームページ開設
7～12月　地域クラブ事業計画（西内バンド結成へ向けての取
組）
　　　　　　 子を持つ親たちの交流会開催
　　　　　　 小学校制度改革の研究
　　　　　　 高校通学手段の研究
21年2月　小学校と地域の活動発表・展示会開催

2 455,000 543,350 543,000 252,000 150,000 100,000 543,000

34 丸子和子自治会
自治会長
西野入　廣
司

ふるさと景観づくりと健康の里和子
自治会
（地域を一望できる里山道路を整
備し、地域コミュニティの醸成と健
康増進、景観形成を図る）

東内和子地区
4～7月　　山林裾野の支障木の伐採、草刈り
8～10月　草刈、里山道路の整備　Ｌ＝150ｍ　Ｗ＝2.0ｍ
11月　　　 山林裾野の支障木の伐採、草刈

2 127,000 173,040 173,000 200,000 360,000 350,000 173,000

35 丸子平井自治会
自治会長
滝沢　浩

平井地区穴沢枝垂れ栗・榎保存会
（枝垂れ栗の育成と保存）

平井地区穴沢
上ノ原

4月　枝垂れ栗榎の育成（接木・さし木・親木の育成）
4月～7月　保存地への通路整備
　　　　　　　保存地の立木伐採・除草木を行う
8月　枝垂れ栗榎の勉強会・先進地視察

1 1,033,600 1,033,000 300,000 100,000 67,000 1,033,000

36 真田傍陽中組自治会
自治会長
　武捨敏夫

自然と文化の地域資源を活かした
　　　　　　　活気あふれる集落づく
り事業

傍陽中組地区

　集落内の里山の荒廃地を解消するため遊歩道の整備を進
め、作業参加により集落の一体感の醸成を図る。また、遊歩道
を利用したイベントを開催することにより地域内交流を深め、活
気にあふれ世代を問わず一体感のある集落づくりを行う。

2 300,000 443,100 400,000 500,000 200,000 100,000 400,000



22 年度 23 年度 24 年度 25 年度
申請補助金額

来年度以降申請見込額
内示額 交付確定額№ 自治会名 代表者 事業名

地
域

申請事業費実施場所 事業内容 年目 既補助額

37 真田横尾区
区長
　宮崎義信

横尾の歴史と文化を守り
　　　　　　区民の触れ合える里　横
尾区

横尾地区

　地域の歴史や史跡等を学び伝える取り組みを通して、区民が
地域を認識し価値を再発見するとともに、区民の交流を図り、地
域の一体感を醸成する。
 ・区の歴史や名所旧跡を盛り込んだウォーキングマップ作成
 ・史跡等案内看板整備
 ・史跡めぐり・区の歴史講演会・古文書等展示会開催

1 0 852,875 852,000 648,000 852,000

38 真田戸沢自治会
自治会長
　　柳沢章
夫

文化財や歴史、伝統の継承は
　　　　　　　　　　　　　　未来を創造
する礎
　　「ねじとわら午の里」戸沢自治会

戸沢地区
　自治会内の歴史や文化、伝統を掘り起こして学習し、後世に
継承できる資料を作成する取り組みを通じ、地元に対する「誇
り」や「愛着」が根付き、更に元気な地域を形成する。

1 0 104,000 101,000 300,000 500,000 300,000 299,000 101,000

39 真田三島平自治会
自治会長
　　半田拓
夫

歴史遺産を活かした
　　　　　　　ふれあいの里　三島平
自治会

三島平地区

　今年度は地域内にある文化財などを来訪者に紹介し、地域を
めぐることのできる遊歩道の整備を進める。来年度以降、地域
の遺跡の調査を進め、遊歩道をさらに整備し、一層の地域間交
流の拠点としたい。また、調査、整備の作業を通じ、地域内の一
体感の醸成を図りたい。

1 0 279,700 149,000 100,000 100,000 100,000 1,000,000 149,000

40 武石薮合自治会 木下文雄
ほたる復活と水生生物観察エリア
の自然景観整備

薮合地区内の
武石川水系

4月　ほたる水路の周囲の樹木及び植栽植物の不当伐採や乱
獲を防ぐための案内看板の制作、発注及び据え付け
5月　水生生物の観察ができる観察台の据え付けと観察器具の
整備
6月　ほたる水路周辺の景観整備
9～10月　ほたる水路及び水生生物観察エリアの下草刈り

1 0 312,900 265,000 100,000 100,000 100,000 100,000 265,000

41 武石余里自治会 伏見武彦
一里花桃の里、余里自治会整備事
業

余里地域

花桃の開花する4月下旬から5月上旬には、開花イベントとし
て、シャトルバスの運行や仮設トイレ・休憩所・案内看板・臨時
駐車場・売店の設置などを実施する。また、より地域全域にある
花桃の維持管理事業として、年間を通して植栽周辺の下草刈
り、除草作業を実施する。

2 130,000 664,500 350,000 350,000 350,000 320,000 350,000

42 武石鳥屋自治会 高田　忍
鳥屋城をはじめとする歴史遺産巡
りふれあいの里

鳥屋自治会

6月　鳥屋城をはじめ、地域の歴史や史跡にまつわる講演会の
開催、環境や森林の維持管理についての学習、研究
8～9月　鳥屋城までの遊歩道整備（雑木伐採、除草、ロープ張
り）
10～12月　近隣史跡調査と資源、自然の調査

1 0 607,500 400,000 150,000 150,000 300,000 500,000 400,000

43 武石
大布施巣栗自治
会

滝沢元明 もみじ橋の周辺整備事業
大布施巣栗自
治会

4月　現地見学、もみじの植樹
5～6月　看板・ベンチ・駐車場の整備
5～10月　除伐、除草、自由散策、見廻りと清掃
10月　紅葉見物会、交流懇親会　　11月　反省会

1 0 477,700 452,000 350,000 200,000 200,000 280,000 452,000

44 武石西武自治会 斉藤　敏夫 すぐりの里造り事業 西武自治会

4～5月　房すぐりの移植、不足分の苗・成木の補植、わらびの
移植
5～6月　遊歩道の整備、荒廃地の耕起、他地域への視察
7～8月　草刈

1 0 500,700 390,000 400,000 300,000 200,000 200,000 390,000



21 年度 特色あるまちづくり事業 一覧表 （単位：円）

№
地
域

団体名 代表者 事業名 実施場所 事業内容 年目 既補助額 総事業費 申請補助金額
来年度

申請見込額
内示額 交付確定額

計 49 7,684,110 4,743,000 2,480,000 25,422,000 0

1 全市
お産育児ネット
ワークグループパ
ム

横関結希子 妊婦健診推進キャンペーン事業 市内
・薬局及び病院等にチラシやポスター・カードの設置
・妊婦健診キャンペーン啓蒙講演会
・専門家を交えての座談会

2 577,000 423,000 423,000 0 423,000

2 全市
Ｗith:mom（ウィズ
マム）

大塚いづみ
上田エリア子育て情報誌「ままっ
ぷ」製作事業

上田市全域
現在子育てをしているお母さん達から口こみという形で情報を
集め、「ままっぷ」を作成する。子育て中またはこれから子育て
をする家族に必要な情報を提供し、応援していく。

2 399,000 544,300 216,000 0 216,000

3 全市
３on３in上田実行
委員会

増沢延男 ３on３ in上田 上田市内

若者に関心のあるストリートスポーツ３on３を通じて、上田市の
将来を担う若者の活力を高めていけるようなきっかけ作りがで
きる場とする。丸子・真田・武石地域の参加者が増えるよう交流
大会を実施。

2 319,000 596,000 486,000 0 486,000

4 全市
魅力ある新市民
会館等の実現を
考える会

関口信雄 上田コーラスフェスティバル２０１０
上田市民会
館

子供、学生、一般を問わず、上田市民合唱フェスティバルを開
催、市民の新市民会館に対する関心を高めるとともに、上田市
の音楽文化の一層の向上を図る。平成22年1月31日合同合唱
祭決定。

2 14,000 2,086,000 986,000 0 986,000

5 全市
地域で生と死を
考える・学習会

小高康正
地域でいのちを考えるネットワーク
づくり～「上田・生と死を考える会」
の発足にむけて

上田市内

生と死を考える講演会の開催
長野大学の研究室から、生と死について市民のみなさんに考え
てもらう機会を作り、自殺の防止の手助けになるよう貢献してい
く。

1 524,300 500,000 500,000 500,000

6 全市
信州上田ノル
ディックウォーキ
ング協会

月本光一
上田から発信！健康、観光、ノル
ディックウォーキング交流事業

上田市内

上田城址公園や体育館を主会場として、ゲストに荻原健司氏を
招き市内の観光名所を歩き回るノルディックウォーキング大会
を実施する。県内外の協力団体や市民参加を広く呼びかけ交
流を深める。

1 1,150,000 600,000 400,000 600,000

7 全市仏教文化研究会 桜井松夫
全国屈指の文化財群を内包する
上田盆地の仏教文化史の究明

上田市内
安楽寺、中禅寺、大法寺、国分寺の堂塔の年輪年代法による
建築年代の測定結果についての講演会を開催する。

1 226,000 193,000 300,000 193,000

8 全市
ＮＰＯ法人信州い
なか体験塾

増澤延男 うえだしろう探偵ツアー 上田市内
初年度、丸子地域、次年度以降、別所地域、真田地域、川西地
域を知る目的で市民の参加を呼びかけバスツアーに出かける。
（半日開催の予定）

1 364,510 309,000 310,000 309,000

9 全市共創デザインラボ 藤田翔士
対話と共創を通した絵本作り
共創デザインラボ

上田市内
創作絵本の作成を通じ、学生と市民のふれあいの場を持つこと
で市民参加型の想いの伝わりあう社会を創出していく。

1 690,000 530,000 470,000 530,000

10 全市
上田古典芸能を
復活する会

清水貞男 歌舞伎公演 上田市内
若者中心の歌舞伎組織を立上げ市民による歌舞伎の公演を実
施する。学生さんや広く市民に呼びかけ公演以外の活動を展開
していきたい。

1 1,080,000 500,000 500,000 500,000

11 中央
真田幸村ファンの
集い実行委員会

中村公彦
真田幸村ファンの集い街中イベン
ト

河合邸、大
手町通り各
所外

地元の市民が真田の魅力について今一度勉強する幸村市民
講座、写真展、市民茶会を河合邸にて実施、同時に幸村写真
展を河合邸、大手町通りの各所、中心商店街で行い参加者に
徒歩で回ってもらう。21年度は、真田サミットの開催、幸村コン
テストの実施

2 259,000 741,000 741,000 0 741,000

12 中央ハートフェルト 上野小絵
越智章仁ピアノコンサート
～心の花束～事業

中央公民館
ダウン症のピアニストを招いて演奏会を開催し、障害を持つ人
との交流会を開催する。また、後日より多くの方に知っていただ
くために展示会・交流会を２回程度開催予定。

1 390,000 330,000 300,000 330,000

上田市地域協議会申請一覧表



№
地
域

団体名 代表者 事業名 実施場所 事業内容 年目 既補助額 総事業費 申請補助金額
来年度

申請見込額
内示額 交付確定額

13 中央
千本桜まつりまち
歩きプロジェクト

河合良則
千本桜まつり支援まちなか回遊事
業

上田城周辺
千本桜祭りに訪れる観光客の方を中心市街地に呼び込むため
の企画、まち歩きルートマップの作成、買い物情報マップの作
成、お休みどころの椅子等製作、のぼり旗の購入等

1 700,000 700,000 300,000 700,000

14 中央
信濃国分寺　蓮
の花を育てる会

石橋誠
悠久の歴史に息ずく信濃国分寺を
核とした魅力ある地域づくり

国分寺地域
信濃国分寺周辺の休耕田を活用し、蓮の花を育て重要文化財
のあるまちにふさわしい調和のとれた景観を整備していきた
い。

1 622,068 420,000 580,000 420,000

15 西部
西部地域を考え
る会

鈴木　永
地域医者を知ろう（主治医をさが
せ）

上田市内

西部地域では、地域医療への関心は高いが、医者（一次医療）
とどうのようにコミュニケーションをしたらいいのか分からない。
また、どんな専門医がいるか分からない状況から、医師による
講演会、対話会、高齢者の交流などを行う。

2 187,000 189,000 189,000 0 189,000

16 西部
太郎山山系を
楽しくつくる会

内田　守之
里山を愛し、太郎山山系を楽しくつ
くる事業

西部地域内

太郎山虚空蔵山の縦走路及び里山の整備（眺望の確保や景観
保護など）、登山者のための案内看板設置名所の設置などを
行う、また蚕種業の歴史を残すため桑の保存に努め歴史遺産
の保存をする。

1 0 619,274 619,000 381,000 619,000

17 城南
火伏せ祭り（井戸
掃除)の会

小林憲久 火伏せ祭り（井戸かえ)の復元 神畑地区
江戸時代、火事の多発を憂いた村民が行っていた行事の火伏
せ祭を復元する。復元の資料を作成し、水に関連した内容で講
演会を実施する。

2 217,000 372,000 281,000 281,000

18 城南ききべの会 宮澤荘一
文化財「倉沢家住宅」を活用したま
ちづくり事業

築地地区
地域の財産である「倉沢家住宅」を有効活用し、講演会や演奏
会を通じた住民同士の交流を図り、文化財の保全及び市民の
皆さんへ周知を図る。

1 283,000 253,000 250,000 253,000

19 城南
倉升自治会
倉月会

堀内道彦 花の地域 花壇の道 倉升地区
創造館近隣の市道７００ｍ区間にプランターによる花いっぱい
運動を展開する。２１年度は団地側、２２年度は創造館側の実
施を予定している。

1 622,600 522,000 478,000 522,000

20 城南
社団法人
日本将棋連盟上
田支部

川口博司
日本文化を通しての国際分化交流
会

城南公民館
城南地域に住んでいる外国籍のかたに日本語教室を開催する
とともに、囲碁・将棋・オセロなどによる交流会を通して地域交
流を促進する。

1 516,300 426,000 500,000 426,000

21 豊殿
豊殿地区公民館
活動活性化委員
会

石坂　賢一 ふるさと豊殿郷土誌づくり事業
農村環境改
善センター

公民館活動活性化委員会 の活動の一環として「ふるさと豊殿編
纂委員会」を設け、月に一度の定例委員会で情報交換、資料収
集を精力的に行い、郷土史発刊の準備を進める。

2 100,000 900,000 900,000 0 900,000

22 豊殿男磊の会 関　　薫
人の輪により、里山周辺の荒廃地
の復活とふるさとの再生

赤坂自治会
周辺

荒廃地の草刈り、復旧を行う。りんご祭り、キノコ祭り、秋野菜の
収穫イベント、新そばイベント、年越しイベント、炭焼き

2 880,000 120,000 120,000 0 120,000



№
地
域

団体名 代表者 事業名 実施場所 事業内容 年目 既補助額 総事業費 申請補助金額
来年度

申請見込額
内示額 交付確定額

23 豊殿
矢沢森林ふれあ
いの会

石原　重助 矢沢森林ふれあいの会 矢沢自治会
周辺の里山

炭焼き窯の設営、炭並びにきのこ原木の伐採、炭焼き窯祭りと
炭焼きステーキ祭開催、きのこ種ゴマ打ち体験会とキノコ栽培
講習会の開催

1 0 937,000 837,000 163,000 837,000

24 塩田
中塩田地区夏祭
り実行委員会

上沢　裕茂 信州の鎌倉中塩田地区夏祭り
中塩田小学
校校庭

地域の伝統芸能等を取り入れた夏祭りを開催し、古来「信州の
学海」といわれ教育・文化の中心地であった塩田の地を地区内
外に広くアピールするとともに、多くの人々が集い、交流するこ
とで、地域づくり、情報発信と地域への愛着・一体感の醸成を図
る。

2 500,000 3,660,000 500,000 500,000

25 塩田
塩田平札所めぐ
り興隆会

若林　恭英 塩田平札所めぐり興隆事業 塩田平一帯

久しく途絶えている塩田平の札所めぐりを復活させ、混迷する
現代に塩田の文化と伝統に触れるお遍路や講演会実施によ
り、心の安らぎ、先人の残した文化、伝統を再認識し、塩田平の
振興に資する。
・札所に縁起板の設置
・札所めぐりの実施
・講演会の開催等

1 0 413,300 370,000 600,000 370,000

26 塩田
塩田平民話研究
所

稲垣　勇一 「切り絵紙芝居」の上演 田園整備事
業コア施設

塩田平の代表的な民話を切り絵の紙芝居で制作し、民話フェス
ティバルで上演することで、多くの人が地域の文化を学び、親し
み、それを活かす道を進める。
・一般市民、高校生対象に切り絵講習会開催
・民話フェスティバルでの共同上演等

1 0 121,000 111,000 100,000 111,000

27 川西
町小泉アヤメを育
む会

宮崎　宗平 アヤメ街道ふれあいの里 小泉

小泉地区新中道の道路沿いにアヤメを植付けし、花の最盛期
の夜、ペットボトル（蛍火）を設置して園児、小学生が点灯する。
住民皆で楽しめる夜景のアヤメ街道の散策、イベントを通じて
地域の連帯感を深めていく。

2 111,000 645,111 595,111 0 595,000

28 川西
岡の里山を守る
会

池田　益雄
初夏の里山ふれあいフェスティバ
ル事業

岡

初夏のふれあいフェスティバル開催に向けさらにバ－ジョンアッ
プを図る。通路や水路を整備し安全で楽しいイベント環境を整
え、川遊び・魚釣り・蛍見学会などを取り入れまた、子供太鼓の
参加により地域のより多くの人々の参加を促し親睦と連帯の輪
を推進する。

2 437,000 563,000 563,000 0 563,000

29 川西水辺の会 久保田武嗣 水辺公園祭り 下室賀

室賀川を「水辺で遊べる場所」として整備し、住民同士の交流を
図り、太い絆で結ばれた地域再生を目指す。この事業の実施に
より、地域再発見・交流・子育てをつなぐ上で抜群の力が期待
できる。また、祭りの舞台としてのテラス・安全柵を設置する。

1 0 773,407 671,583 328,000 671,000

30 川西浦里とんぼの会 大井　　篤 キャンドルナイトによる蛍狩り 浦野

多種多様な水生生物が見られる阿鳥川とその周辺景観を整備
維持管理し、キャンドルナイトによる蛍狩り・生き物調査、トンボ
ビオト－プ、景観作物の栽培等を実施し、子供たちに学ばせる
体験をさせる。また、地域の連帯感の向上と活性化を図.る。

1 0 706,931 658,719 340,000 658,000
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31 丸子
SLOW-LIFEクラ
ブ素浪人

山本　進
地域の景観整備と生活環境の継
承

東内下和子
地域

1 河川・道路脇の植栽と花木の育成
2 地域公共の場所・河川のゴミゼロ運動の推進
3 遊休農地の活用（そば、菜の花の栽培）
4 高齢者・児童との収穫祭

(3) 605,000 637,900 395,000 0 395,000

32 丸子
霊泉寺温泉の活
性会を考える会

清水　達弘 霊泉寺温泉未来プロジェクト 霊泉寺温泉
長野大学環境ツーリズム学部と連携し、吉田准教授の講演、学
生による町並診断等行う。
遊歩道の整備

2 800,000 750,000 0 750,000

33 丸子
木曽義仲信州丸
子会

小林　秀男 木曽義仲ゆかり史跡整備 御嶽堂地域

義仲ゆかりの既存案内看板の書き換え、庇取り付け、マップ入
箱取り付け、塗装等
義仲史跡マップの作成
義仲ゆかりののぼり旗補充

2 284,755 223,000 0 223,000

34 丸子
箱山城・桜ロード
の会

樋村　宣郎 箱山城・桜ロード整備事業
中丸子上山
岸地域

20年、21年の2年間で桜の植樹、憩いの場の整備を行う
以後も継続して整備、維持管理を行う

2 217,000 860,000 783,000 0 783,000

35 丸子
お産を考える会
はぐＨＵＧ

中村　亜季 パパママフェスタinうえだ
丸子文化会
館及び上田
市内

21年9月23日　「パパママフェスタinうえだ2009」開催
（4月に実行委員会開催）

2 525,000 700,000 475,000 0 475,000

36 丸子
丸子地域を活性
化する会

池内　宣訓 かかし祭りの企画・運営事業
丸子地域全
域

案山子づくり講習会を開催し、国道２５４号線と市道宮沢霊泉寺
線沿いを中心に、５０体の案山子出品を呼びかけ８～１１月頃ま
で案山子を展示する
鹿教湯交流センターにおいて、写真を飾りお客様の選んだ案山
子コンテストを実施する

2 330,000 554,525 554,000 0 554,000

37 丸子上田飯沼史学会 奥村　栄那
郷蔵や古文書群をはじめとする歴
史遺産を生かした、ふれあいの里
飯沼

生田
飯沼地区

郷蔵や旧家に残る大量な「飯沼古文書群」を後世に伝えてゆく
ため、古文書の講習会や講演会、史跡めぐりのイベント等を実
施する

2 240,000 678,660 678,000 0 678,000

38 丸子丸子バラの会 成澤　啓輔 丸子バラを育てる事業
中丸子依田
川左岸堤防

周辺地域の環境整備、バラの植栽を通して住民の親睦と交流、
地域の活性化を図る
・河川の草刈清掃、アレチウリ、アカシヤ等の除去
・バラの管理、剪定と消毒

1 965,379 837,000 163,000 837,000

39 丸子
一本木公園をつく
る会

堀内　眞澄 一本木公園整備事業
長瀬一本木
地区

平成21年3月　予定地の下草刈り
平成21年4月　地域住民交流会（花見）
平成21年5月～予定地の草刈等維持作業
平成21年10月　周辺道路の整備
平成21年11月　デッキ作成
平成22年3月　植栽

1 648,200 648,000 352,000 648,000

40 丸子
中丸子ほたるの
里の会

温井　郁雄 ほたる飛び自然豊かな里山造り
中丸子下山
岸

・水路内整備
・周辺の整備（樹木伐採、歩道整備、トイレ設置）
・植栽
・ほたる発生勉強会、同作業

1 863,500 636,000 300,000 636,000
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41 丸子内村っ娘の会 長岡　和恵
かあちゃん達が伝えるおらが村
（内村）の幸せ

西内・平井
地区

食文化の継承、調理実習
「お話ししやしょ」の開催、地域内各箇所での開催（出前お茶飲
み会）
身近な荒廃地を耕し野草、薬草などの栽培

1 136,000 136,000 136,000 136,000

42 丸子
独鈷山千本櫻の
会

滝沢　芳一 地域おこし事業
平井御屋敷
地区

独鈷山と宮沢部落及び内村地域の櫻及び花のある地域として
広く世間に知らせる
・植栽、夜櫻見物のための照明整備
・櫻祭りの開催とパンフレットの作成
・独鈷山登山客滑落事故時 の搬出のためのヘリ吊り上げ箇所
の整備

1 984,660 673,000 327,000 673,000

43 真田
らいてうの家運営
委員会

米田　佐代
子

あずまや高原を憩いの広場に育て
る事業

らいてうの
家を中心と
するあずま
や高原一帯

　「らいてうの家」及びその周辺を会場に各種イベントを開催し、
良質な文化と自然を楽しむ機会を提供することを通して、あず
まや高原のよさをＰＲする。

2 549,000 707,700 451,000 0 451,000

44 真田
滝と森林浴の遊
歩道整備委員会

下条　利一 滝と森林浴の遊歩道整備事業 菅平高原

　年齢を問わず誰もが気軽に菅平高原の豊かな自然環境に親
しみながら、快適に散策を楽める遊歩道を整備する。整備後に
は、こころと身体の健康づくりに活かすとともに、ウォーキングイ
ベント等を開催し、地域の新たな魅力づくりを行う。

2 350,000 760,000 650,000 0 650,000

45 真田
菅平高原スキー
クラブ

竹村　幸則
アルプスを眺めながら
　　　　　のんびりクロスカントリー

菅平高原
根子岳中腹

　根子岳中腹を会場に、初心者から楽しめるクロスカントリーイ
ベントを開催し、冬山での自然とふれあう機会を提供することを
とおして、冬の菅平高原の魅力を発信する。

2 350,000 830,000 650,000 0 650,000

46 真田
信州しあわせ村
真田さくら会

大久保　寿
広

信州しあわせ村真田　さくら植栽事
業

大日向～菅
平高原

　国道４０６号沿い、菅平ダム湖から菅平集落入り口付近まで、
さくらの植栽を行う。標高差を活かした長期間の開花により集客
を図り、新たな観光メニューにしたい。

1 0 859,000 750,000 250,000 750,000

47 真田
菅平スカイライン
トレイルランレー
ス実行委員会

土屋　喜則

菅平スカイライントレイルランレー
ス
                       ＆アウトドアミー
ティング

菅平高原

　菅平高原の豊かな自然と信州の中核たる上田地域の人的資
源を活かしながら、自然、健康、環境をテーマにしたアウトドア
スポーツ大会等のイベントを開催し、より多くの人に愛されるス
ポーツリゾート菅平高原を目指す。
　・アウトドアスポーツ大会・地域物産展とバザー・姉妹都市ダ
ボス町との交流イベント

1 0 7,000,000 1,000,000 0 1,000,000
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48 武石武石山岳会 金井善男
ヒカリ苔輝く美ヶ原焼山沢登山道
整備事業

上田市武石
上本入焼山
国有林内

焼山登山道の整備管理、ヒカリ苔等の植生保護活動
1　方法
（1）登山道下山ルート案内板の設置
（2）登山道の倒木、支障木、落石の除去等維持補修
（3）危険箇所梯子の設置
2　スケジュール
（1）登山道点検補修整備作業 　5～11月
（2）高山植物保護パトロール　7月

2 208,000 129,000 84,000 84,000

49 武石
武石特産品検討
委員会

荻原和雄
武石「ご当地丼」をみんなで開発す
るプロジェクト

武石地域全
域

・武石の食材を使用した丼の公募
・申込作品を試食できるイベントを開催し、大勢の人に提供し、
審査し「ご当地丼」を選定
・「ご当地丼」の名称や標準レシピを定め、武石の特産品として
認定する
・調理講習会や試食会を開催し、宣伝周知に努める

1 0 700,000 500,000 500,000 500,000


