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№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容

1 全市域 Ｗith:mom（ウィズマム）
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 全市域 ３on３in上田実行委員会  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。

3 全市域 上小建設事業協同組合
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

上田市全域
上田市と上田広域防災支援マップの作成と全戸配布、官民業の防災に関する意識の高揚と
災害発生時の対応に関わる連携システムを構築するため、防災シンポジウムの開催

4 全市域
魅力ある新市民会館等
の実現を考える会

 上田市民1000人合唱フェスティバル 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。

5 全市域
お産育児ネットワークグ
ループパム

 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

6 全市域
うえだエコライフネット
ワーク

 食品トレイ使用品目削減の啓発活動 上田市全域
食品トレイ使用品目削減活動を知ってもらい、Ｃo2排出削減に対する消費者としての市民の
意識の向上を図る。協力店であることが分かるようなステッカーを作成し店頭に張り出し、意
識付けを行う。

7 全市域 上田城甲冑隊
 真田幸村のふるさと上田ＰＲ＆おもてなし
事業

上田城跡公園外
紙製の真田軍の試着体験用甲冑を製作し、イベント会場や上田城跡公園内において観光客
等の試着体験を行う。上田合戦の紙芝居を製作し、市内外のイベント等おいて発表する。

8 全市域 ＵＦＭＧroup  「うえだファン」をつくろう！事業 上田市全域
毎月5000部のフリーペーパーうえだNaviの発行を通して、市民に上田の良さを再発見、再評
価してもらうきっかけをつくり、上田に関心を持ち、上田を好きな「うえだファン」を増やすことを
目的としている。

9 上田中央 うえだ洋館物語
中心市街地に残る洋風建物の価値の再
確認 とＰＲ

旧相澤商店
中心市街地に残る洋風建物、上田蚕種や旧草間歯科医院など大久保眞氏制作の建築パー
スを展示し、洋風建物を解説したり、希望者には現地を案内する。

10 上田中央
真田幸村ファンの集い実
行委員会

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。

11 上田西部 西部地域を考える会 地域医者を知ろう（主治医をさがせ） 西部地域内
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。

12 上田城南
火伏せ祭り（井戸
掃除)の会

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。

13 神科・豊殿
豊殿地区公民館活動活
性化委員会

ふるさと豊殿郷土史づくり事業
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。

14 神科・豊殿 男磊の会
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、復旧、各種イベント、炭焼き、拠点整備

15 神科・豊殿 稲倉保存会 稲倉棚田大収穫祭
岩清水、日向、大
曲

周遊道路の整備、四阿の設置、収穫祭の開催

16 塩田
中塩田地区夏祭り実行
委員会

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、地域づくりと地域への愛着・一体感の醸成を図る。
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№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容

17 塩田
ほっと！湯ったり！まる
ごとプロジェクト実行委
員会

ほっと！湯ったり！まるごとプロジェクト あいそめの湯

別所線の利用促進と沿道の地域の活性化を目指し、新築移転
したあいそめの湯を会場にイベントを行う。
・（仮称）ほっと！湯ったり！湯けむりカラオケ大会
・（仮称）ほっと！湯ったり！湯けむり紀行

18 塩田
別所温泉映画祭実行委
員会

冬の別所温泉映画祭 あいそめの湯

地元ロケの有名映画やうえだ城下町映画祭で入賞した自主制作映画を上映する映
画会を、１～３月の冬の閑散期に連続的に相染閣で開催し、広く地域内外からの来
訪を図り、別所線や相染閣の利用促進、「映画のまち上田」の宣伝など地域振興を
図る。

19 川西 町小泉アヤメを育む会 アヤメ街道ふれあいの里づくり 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。

20 川西 岡の里山を守る会 初夏のふれあいフェスティバル開催 岡
初夏のふれあいフェスティバル開催に向け、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て、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。

21 川西 百花の会 山間部荒廃農地整備事業 越戸(上手)

荒廃化が進んでいる農地、山林の復活と再生を目指し、間伐材を利用した炭焼き、また木炭・
木酢液の利用に加え、「あずまや」、「ベンチ」、「遊歩道」等の面的の整備を図るとともに、地
域の住民に間伐、炭焼き、さらにキノコ祭り・新ソバ等のイベントをし、里山再生への積極的な
参加を呼びかける。

22 丸子 腰越花桃の会 花桃の苗を植え養成と維持管理 腰越区全域
前年度までは700本植栽完了
本年度は花桃200本を植え、草刈りや剪定、消毒の維持管理

23 丸子
陣場地区土地利用研究
委員会有志の会

陣場台地景観整備事業 塩川陣場地区 N=600本のドウダンツツジの植栽

24 丸子
SLOW-LIFEクラブ素浪
人

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

25 丸子
霊泉寺温泉の活性会を
考える会

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

26 丸子 木曽義仲信州丸子会 木曽義仲ゆかり史跡整備 御嶽堂地域

義仲桜のライトアップ（来春に向けて）
義仲ゆかりの案内看板の作成、設置
義仲ウオーキングマップの作成
義仲ゆかりののぼり旗

27 丸子 荻窪炭焼きを楽しむ会
炭焼き技術を伝承し、山林を守り炭の活
用を図る

荻窪区内虚空蔵
窯

（１）　炭焼き技術の伝達を図るため、炭焼き設備を充実する
（２）　窯の維持、補修を行い、今後とも長年に亘り炭焼きを継続する
（３）　炭の活用を図り、高齢者宅への炭の配布を行う

28 丸子 箱山城・桜ロードの会 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

29 丸子 鹿教湯商工会 里山セラピー公園整備事業
鹿教湯温泉鳥屋
道地籍一帯

○丸子修学館高校と作業やデザイン設計等で協力し、ベンチ、案内標識、看板、仮設トイレの
設置をする
○里山案内人等の育成、地域住民向けの森林セラピーの講演会開催
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№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容

30 丸子
お産を考える会
はぐＨＵＧ

お産と子育てに優しい街　うえだ
丸子文化会館及
び上田市内

・ 「お産しんぶん」発行（7月、10月、1月）
・ 20年11月　「ママフェスタinうえだ」開催
・ 21年2月　お産や子育てに関する講演会（外部講師）

31 丸子
丸子地域を活性化する
会

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

32 丸子 上田飯沼史学会
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。

33 真田
らいてうの家
　　運営委員会

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。

34 真田 遊歩道整備実行委員会 滝と森林浴の遊歩道整備 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。

35 真田 菅平高原スキークラブ
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。

36 武石 武石山岳会
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）登山道の道標、ルート図、ヒカリ苔保護案内板の設置
（2）登山道の倒木、支障木、落石の除去等維持補修
（3）危険箇所滑落防止用 フィックスロープ、杭の設置
2　スケジュール
（1）登山道点検補修整備作業 　6月・11月
（2）高山植物保護パトロール　7月

37 武石 武石早起き野球連盟

武石早起き野球連盟40周年記念！
100周年まで続くように将来の会員を育て
ようプロジェクト

武石総合グランド

長野県にできた野球チーム「グランセローズ」の選手を迎え、野球ファンや野球をしていない子
供を対象に野球教室を実施して将来の野球愛好者を育てる。
8月上旬　　グランセローズへあいさつ
10月15日　広報上田にて参加者を募集
11月9日　　グランセローズを迎えての野球教室を開催
11月15日　地域の子供たちを対象に野球教室を実践（特に野球をしていない子供を対象に）
11月29日　地域の子供たちを対象に野球教室を実践2回目

38 武石
武石音頭・武石小唄を愛
し保存する会

「見よ美しの歌」伝承・文化交流事業 上田市武石地域

昭和20年代後半まで武石地域で歌い継がれていた「見よ美しの歌」を武石夏祭りの場などで
復活・伝承し、作詞作曲者を顕彰し、合わせて作曲者坊田かずまの出生地である広島県熊野
町との交流を図る。
7月　コンサートチラシの作成、啓発・広報活動
8月11日　前日リハーサル
8月12日　コンサート、福祉施設訪問
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