
21 年度　特色あるまちづくり事業　一覧表
№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容

新規
継続

計 49

1 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 上田市内
・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

継続

2 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。

継続

3 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。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。

継続

4 全市域
魅力ある新市民会館
等の実現を考える会

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
同合唱祭を実施する。

継続

5 全市域
地域で生と死を考え
る・学習会

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。

新規

6 全市域
信州上田ノルディック
ウォーキング協会

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。

新規

7 全市域 仏教文化研究会
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。

新規

8 全市域
ＮＰＯ法人信州いなか
体験塾

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。

新規

9 全市域 共創デザインラボ
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。

新規

10 全市域
上田古典芸能を復活
する会

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。

新規

11 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。21年度は、真田サミットの開催、幸村コンテストの実施

継続

12 上田中央 ハートフェルト
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。

新規

13 上田中央
千本桜まつりまち歩き
プロジェクト

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

新規

14 上田中央
信濃国分寺　蓮の花を
育てる会

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。

新規

15 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） 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。

継続

16 上田西部
太郎山山系を楽しくつく
る会

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
の案内看板及び名所説明板の設置などを行う、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。

新規

17 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。

継続



№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容
新規
継続

18 上田城南 ききべの会
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。

新規

19 上田城南
倉升自治会
倉月会

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。

新規

20 上田城南
社団法人
日本将棋連盟上田支
部

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。

新規

21 神科・豊殿
神科・豊殿地区公民館
活動活性化委員会

ふるさと神科・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「ふるさと神科・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、郷土誌発刊の準備を進
める。

継続

22 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 継続

23 神科・豊殿
矢沢森林ふれあいの
会

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

新規

24 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、情報発信と地域への愛着・一体感の醸成を図る。

継続

25 塩田
塩田平札所めぐり興隆
会

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）

新規

26 塩田 塩田平民話研究所 「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

新規

27 川西 町小泉アヤメを育む会 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。

継続

28 川西 岡の里山を守る会
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。

継続

29 川西 水辺の会 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。

新規

30 川西 浦里とんぼの会 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。

新規

31 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

スローライフを追求し、ふるさと(里山)景観を整備し、次世代へ継承する地域活力の向上を
めざす。 花木の植栽育成、ゴミゼロ運動、遊休農地の活用、高齢者・児童との収穫祭。

継続

32 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

霊泉寺温泉の活性化により、地元地域が活気づく。遊歩道の整備、山菜・野草・きのこまつ
りの開催、長野大学と連携し植栽の研究、パンフレット作成、講演会。 継続

33 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
木曽義仲で丸子地域をアピール。木曽義仲ゆかりの既存案内看板の設置、のぼり旗補
充、史跡マップの作成。

継続

34 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

丸子市街地が一望でき周辺に草花が咲く憩いの場所。櫻井の植栽、中丸子地籍から箱畳
池方面に通じる山道沿い、箱山城への歩道工事及び市街展望台整備。

継続



№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容
新規
継続

35 丸子
お産を考える会
はぐＨＵＧ

パパママフェスタinうえだ
丸子文化会館
及び上田市内

お産や子育てを地域の人に身近に感じてもらうため、21年9月23日　「パパママフェスタinう
えだ2009」開催。

継続

36 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
かかしを通じ、観光客誘致の一助とする。案山子づくり講習会の開催、国道２５４号線と市
道宮沢霊泉寺線沿いを中心に50の案山子展示、案山子コンテスト実施。

継続

37 丸子 上田飯沼史学会 飯沼古文書群を後世に伝える
生田
飯沼地区

飯沼が江戸時代から横浜と強く結びついていたことを知り、地域に誇りを持ち連帯感を高
める。飯沼の歴史等講演会の開催、古文書調査。

継続

38 丸子 丸子バラの会 丸子バラを育てる事業
中丸子依田川
左岸堤防

バラを育てることにより地域の連帯感を深め環境美化の高揚を図る。ウオーキング道路を
通行する人の癒し空間づくり。アレチウリ、アカシヤ等の除去、植栽したバラの管理。

新規

39 丸子 一本木公園をつくる会 一本木公園整備事業
長瀬一本木地
区

塩川・長瀬地区の境に位置する「一本木塚」の周辺道路の整備、木製ベンチ製作設置し、
観光資源としての集客、地域住民の交流を図る。

新規

40 丸子
中丸子ほたるの里の
会

ほたる飛び自然豊かな里山造り 中丸子下山岸
ほたるを目的に地域の協働・交流を進め、併せて環境美化ほ図る。水路内整備、周辺の整
備（樹木伐採、歩道整備）、植栽、ほたる発生勉強会。

新規

41 丸子 内村っ娘の会
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

「お話しやしょ」を開催し、丸子温泉郷(鹿教湯・大塩・霊泉寺)の良さ、地域の良さを知っても
らう。内村地区食文化の継承、調理実習、身近な荒廃地を耕し野草、薬草などの栽培。

新規

42 丸子 独鈷山千本櫻の会 地域おこし事業
平井御屋敷地
区

独鈷山麓の御屋敷地籍の荒廃地に11年前から約1,500本の桜を植栽。桜祭りを開催し、独
鈷山の観光開発と宮沢部落及び内村の活力と温泉の活性化を目指す。

新規

43 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

「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。

継続

44 真田
滝と森林浴の遊歩道整
備委員会

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。

継続

45 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。

継続

46 真田
信州しあわせ村真田さ
くら会

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。

新規

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

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

新規

48 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

継続

49 武石
武石特産品検討委員
会

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

新規


