
25 年度 わがまち魅力アップ応援事業 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
Ｈ25

補助予定額
区分

計 15 10,069,000

1 全市 上田子ども劇場
南澤　智絵

美
遊びの魅力を通して育む
大人力、子ども力

上田市全域

子育て中の大人のための「学び・遊び・子どもとの関わり方」に関しての大人
教育連続講座を開催。１年目は北島尚志氏による講座（講演会）を２回。ま
た、子どもたちもいっしょに参加する遊びのワークショップを１年目は１回開催
予定。２年目以降も開催するが、２年間の事業として申請し、３年目以降は改
めて企画を検討する。

1 223,000 新規

2 全市
うえだ平和映画祭実
行委員会

直井　保彦 （仮称）うえだ平和映画祭
上田市内

（上田映劇）

上田映劇を会場に、映像や音楽を通じて世界で起きている様々な問題に目を
向け、国際青少年交流を図ることで、若者がより広い視野を持ち、未来に向
けた新たな活動の機会につなげていくためのサポートをしていく。１年目は映
画上映と平和を考えるライブ＆トーク、写真展の開催。

1 600,000 新規

3 全市 上田日中友好協会 池上　一巳 上田と中国の交流事業 上田市全域

上田と中国の民間レベルの交流を深め相互信頼関係を図っていくため、これ
までの交流の歴史をまとめた交流記録史を発行するとともに、上田と中国の
交流歴史展や講演会を開催し相互交流を発展させる。３年目以降は会の自
主交流事業として冊子を活用した学習会等を開催予定。

1 50,000 新規

4 全市
Ｆ.Ｔ.Ｐ（For The
People）

宮尾　英城
ＥＮ　ＣＯＬＬＥＧＥ　ＵＥＤＡ
（婚活前の婚活講座）

上田市全域

未婚の方（年齢に関係なく異性と積極的に関われない方、出会いの機会が少
ない方）に対して、学びや出会いの場を提供し、一人でも多くの方が結婚に対
する意識向上や、自己開示につながるよう婚活支援講座を開催する。
・今年度は10回の講座の開催と、婚活パーティを3回開催予定。

1 918,000 新規

5 全市
上田市産院育児サー
クルBeans

桐島　真希
子

新上田市産婦人科病院を
応援・元気な母育ちを目指
そう！

創造館・
信州上田医
療センター

開院から２年目を迎える市産婦人科病院を応援し、これから母親になる人や
子育て中の母親を支援する活動。安心してお産・子育てができるようイベント
や勉強会を企画開催し、継続的に仲間づくりを行っていく。昨年は勉強会（講
師による定期的な学習会）とお産に関する映画上映会を企画実施したが、今
年度は『周産期医療ネットワーク構築の利点』と題した講演会と『心と体と命を
つなぐ「お産まつりinうえだ」2013』と題した講演会と定期的な講習会（勉強会）
を実施予定。

2 661,000 継続

6 中央 山口自治会 花岡　孝吉
安全・安心・快適な街づくり
推進事業

山口自治会

・防災・減災推進事業として防災マニュアルポスターを製作し、自治会内全戸
配布をする。
・安否確認用黄色旗を全戸配布するとともに、避難場所誘導ステッカーを製
作し区内に設置し、災害時の被害を最小限にする。
・災害時の要援護者と支援者および非登録の独居区民と昼間独居区民と支
援者の連絡ボードを製作し、安心・快適な環境を築く。
・地域の住宅地図の整備・更新事業として、5年ごとに最新の地図を配布する
とともに、毎年地図データの更新をし、常に新しい住宅地図を整備する。
・安心・安全・快適な街づくりのための講演会やセミナーあるいは体験発表会
を実施する。

1 486,000 新規

7 中央
南部地区自治会連合
会

中村　彰
不測の事態に備え地域を
守り育てる活動（南部９
町、結束して地域を守る）

南部地区

各自治会内には自主防災組織があるが、有事の際直ちに活動体制に入れる
状況にないのが現状であり、地区自治連（９町）が一体となって不測の事態へ
の備えを進めていくための事業。
・１年目は、地区内のAEDの配置されている箇所と設置状況（いざという時実
際に使用できるのか）を調査し、わかりやすく地図上に記載するとともに、地
区内掲示用にポスターを制作し、地域内に掲示（A１版：300部）する。また各
戸配布用（A２版：1,500部）も作成し、地域内へ配布する。
・２年目は、９町が独自に自主防災訓練を実施し課題や組織のあり方につい
て協議・検討し、今後の地区内の方向性を確認し、地域内前自治会で共有す
る。また、東日本大震災の被災地の方をお呼びし、講演会を開催する。
・３年目は、南部地区９町が一体となって総合防災訓練を実施する。

1 393,000 新規

8 西部
東山道「曰理駅」保存
会

田村　明美
歴史遺産を活用し、地域の
活性化を目指す事業

西部地域

・東山道「曰理駅」有力推定値に標識を建て、誰にも分かるように顕在化す
る。
・「曰理駅」に関する研究物を集め、冊子にしてより深い理解を広める。
・一般向けパンフレットを作成し、西部地域全戸に配布し、東山道「曰理駅」の
存在を告知する。
・次年度以降は、講演会等を開催し地域の皆さんに「曰理駅」をPRしていく。

1 788,000 新規

9 城南
吉田自治会
好きです吉田会

青木　瞭一
吉田いにしえ周遊道路の
整備

吉田自治会
内

吉田自治会では、近年宅地化が進み、会員数は増加したが地域内の結びつ
きが希薄化している。そこで地域の歴史を発掘・住民同士が共有し地域の絆
を深めるための取組を5年をかけて実施する。

・地域の歴史素材を発掘調査し、併せて地域の先人の活動を記録し、冊子と
してまとめ後世に伝えていく。
・地域内を一周する散策コースを整備するとともに、歴史遺産のある地点に案
内看板を設置し、住民のふれあいと健康づくりに役立てる。
・地域住民が触れ合える機会を創出するため、遊休農地を借りて大人と子ど
もの農事体験を行う。
・五穀豊穣と地域の安全を祈願して行われていた八十八夜祭（地域固有の
祭）を復活させ、そのイベント実施会場の整備とお祭りに必要な法被を整備
し、地域の連帯感を醸成する。

1 650,000 新規
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10 城南 半過の水源を守る会 石井　要一 「大口水源整備」 上半過

半過開村以来住民の生活水源（飲み水）として利用されてきた上半過大口水
源は、現在草地となり荒れてしまったが、この地を憩いの場所として整備し、
地域への愛着や住民の連帯感の醸成を図る。看板の制作及び重機の運搬
以外は、材料を調達し手づくりで実施する予定。

1 1,705,000 新規

11 川西
浦里希望の泉プロ
ジェクト

望月英夫
空き家を活用した移住促
進・交流促進事業

浦野、越
戸、藤之

木、浦野南
団地四自治

会内

浦里地区に移住希望者を求めるために、地区内にある空き家をﾘｽﾄｱｯﾌﾟし、
所有者の了解を得てパンフレットやホームページを作成し情報提供を行い、
併せて浦里の魅力や新たな魅力を創出しPRしながら住民を増やし、交流を深
め地域の活性化を図る。

1 640,000 新規

12 川西
川西地区自治会連合
会浦里支部

泉　幸男
希望の里・憩の場　浦里ポ
ケットパーク事業

浦野

旧川西地域自治センター跡地を、地域住民の手により樹木・花の植栽や水飲
み場・ベンチを設置し、地域住民が気軽に集うことができる憩の場として、地
域住民のふれあい・交流を図る。また、記念碑設置や記念事業により、この
跡地が果たしてきた役割・功績を後世に伝え、地域住民の郷土愛を育てる。

1 1,326,000 新規

13 丸子
「世界のレンゲツツジ
園」の会

斎藤　兵治
鹿教湯温泉 世界のレンゲ
ツツジ園整備事業

鹿教湯温泉
入山地区

西内地域の特産であった“エクスバリー・アザレア”を主としたレンゲツツジ
（Decidousu Azarea)の親木用圃場（50アール・2ヶ所）と、その隣接耕作放棄
地を公園として拡張・整備予定で、地域特産の苗木として位置づけ植栽・生産
する。そして、この鹿教湯独特の花で他では見ることのできない景観造成を
行いながら新たな誘客ポイントの一つに育て上げる。また、景観のなかでの
“花”を楽しむだけでなく、景観づくりに多くの地域住民が参加して苗を育て、
地域内外の同好の士がこのポイントを中心として交流することで、新たな交流
人口の増加と心の輪の広げる。

1 871,000 新規

14 丸子 中丸子やまびこ会 成澤　啓輔 中丸子親水広場整備事業
中丸子依田
川橋右岸

花と緑のまちづくりを進めるため、広場の土留め設置や木製チップの敷詰、
花壇の整備を行い、荒廃した周辺地域の環境を‘潤い空間’として甦らせ、周
辺地域の環境美化が広がり、住民の交流が生まれることで地域を活性化さ
せる。また、子どもたちが自然に接し心豊かに育つことを願い、世代を超えた
コミュニティーの場とし、地域への愛着を深める。

1 358,000 新規

15 真田
NPO法人 ほこほコネ
クト

宮下 俊哉
青色回転灯パトロール車
による自主防犯パトロール
活動、子ども見守り活動

真田地域
真田地域の菅平・長・傍陽の各地区で子どもの見守りおよび防犯のため、学
校での見送りや青色回転灯を登載した自動車での巡廻を行う。
・　パトロール車両に取り付ける青色回転灯及び活動時の装備品を購入

1 400,000 新規


