
22 年度　個性あるふるさとづくり事業 一覧表

計 48

1 中央 柳町自治会
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。

3年目

2 中央
押出川関連五自治会
連合会

「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

3年目

3 中央 北大手町自治会 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。

2年目

4 中央 上青木自治会 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。

2年目

5 中央 岩下自治会
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。 2年目

6 中央 愛宕町自治会 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。

2年目

7 西部
塩尻地区自治会連合
会

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。

3年目

8 西部 下塩尻自治会
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。

2年目

9 西部 生塚自治会 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。

2年目

10 城南 川辺町自治会
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

3年目

11 城南 半過自治会
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。

3年目

12 城南 諏訪形自治会 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、家庭菜園
・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

3年目

13 城南 神畑自治会 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。22年度：冊子（B5版、250P、700部）

3年目

14 城南 上田原自治会 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。
22年度：冊子（B5版、350P、400部）

2年目

15 城南 千曲町自治会
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、千曲町マップの作成 2年目

16 城南 倉升自治会 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。

2年目

実施場所 事業内容 年目№ 自治会名 事業名地域



実施場所 事業内容 年目№ 自治会名 事業名地域

17
神科
豊殿

長島自治会 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
・花見会＆子どもマレットゴルフ大会の開催　・環境緑化木の植樹、及び花壇の整備と植栽　　・玄蕃山
公園の草刈、マレットゴルフ場の整備・除草（年3回）　　・花壇作成

2年目

18
神科
豊殿

中吉田自治会
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
・4月＝お花見会、子ども獅子舞　　・5月＝花壇作り会　　・8月＝子どもキャンプ体験、子ども相撲、盆踊
り　　・9月＝レクリェーション大会 2年目

19
神科
豊殿

神科新屋自治会 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
・4月　第6回花桃植樹祭　　・4月から翌年3月迄、花桃の里管理トレッキング遊歩道の整備　　・8月小学
生夏休みイベント　　・12月地域勉強会の開催　　・翌1月伝統行事の伝承、まゆ玉づくり、どんど焼き

3年目

20
神科
豊殿

蛇沢自治会 ホタルの飛び交う里づくり
蛇沢生活改善センター
敷地内

・ホタル部会・カワニナ部会・水路部会が事業を分担して進めて行き、本年のうちに事業完成を目指す
・水路工事に着手するほか、ホタル成虫の確保、ホタル幼虫とカワニナの水槽飼育を本格的に行う
・イベント事業の開催（通水式・カワニナの放流式等）

1年目

21
神科
豊殿

岩清水自治会 文化遺産を活かし育む、歴史の郷岩清水自治会 岩清水自治会内
・歴史遺産の草刈、遊歩道等の整備
・案内看板、表示板設置
・湧水地への丸太柵、ベンチ設置

1年目

22 塩田 五加自治会 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。
・音楽会の開催（地元のセミプロを予定）
・落語会の開催（地元出身落語家を予定）

3年目

23 塩田 下本郷自治会 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。

3年目

24 塩田 中野自治会
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　・「中野の歴史」出版

3年目

25 塩田 奈良尾自治会
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

3年目

26 塩田 富士山中組自治会
農地の荒廃をなくし、そば生産による自治会の活
性化

富士山中組自治会内
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。

3年目

27 塩田 セレーノ八木沢自治会
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、鳥の巣箱設置、モニタリング等
・花暦の完成

2年目

28 塩田 下之郷自治会
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

2年目

29 塩田 西前山自治会
西前山地区の地形を活用した地域愛あふれるア
ヤメの里事業

西前山自治会内
緩やかな傾斜地という地形を活用し、地域内の総延長1500ｍの農道脇等に計画的にアヤメを植栽し、
「アヤメの里」を造る。その過程の共同作業により、自治会内の絆や結束力を高め、ふるさとを愛する心
を育むとともに、地区内の重要文化財やマレットゴルフ場を訪れる方への「おもてなし」の実現を図る。

1年目

30 川西 ひばりケ丘自治会 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

2年目

31 川西 仁古田自治会 愛宕山ふれあい遊歩道整備事業 仁古田　愛宕山
愛宕山山頂からの眺望は、屈指の景観地である。この山頂まで子どもから年配者まで誰でも登れるハ
イキングコ－スとして遊歩道を整備。さらに、遊歩道を活用したイベントを開催する。

1年目

32 川西 上室賀自治会 ふれあい森のまつり
上室賀
大原、西松尾外

森を育てていく目的を含め、地域の人と四季の森の恵みに触れ合う機会を設け、地域の活性化を培う。
春に「森のめぐみ採り」祭りを秋には、森林浴・薪わり体験・茸採り等イベントを開催する。さらに草刈・立
木伐採等の森の整備をする。

1年目



実施場所 事業内容 年目№ 自治会名 事業名地域

33 川西 浦野自治会 浦野の歴史散策道と健康ウォ－キングロ－ドづくり 浦野　天神山
樹種転換地域、里山整備事業地域を活用し、ふるさとの里山として次世代に引き継いでいくため、天神
山一体を四季を通じて楽しめる遊歩道を整備する。山桜等の植栽、遊歩道に丸太階段、手すり等を設
置。またイベントを実施する。次年度以降は更に入馬越より東昌寺線の遊歩道整備等進めていく。

1年目

34 丸子 辰ノ口自治会協議会 辰ノ口バイパス道路景観整備事業 辰ノ口バイパス
辰ノ口バイパス分離帯に、しだれ花桃の苗木植栽。花壇に花苗植栽。水仙、チュウリップの球根植えつ
け。道路の草刈り、ゴミ拾い。

3年目

35 丸子
長瀬地区自治会連合
会、丸子史料研究会

史跡散策ウオーキングコースの開発 長瀬地域
長瀬・塩川地域の史跡散策遊歩道・案内看板の設置。散策コースマップの作成。イベント実施にて実Ｐ
Ｒ活動。

3年目

36 丸子
荻窪自治会ふるさと農
道桜の会

ふるさと農道景観整備事業 荻窪ふるさと農道周辺 ふるさと農道と虚空蔵堂（重要文化財）周辺の整備。桜、花木を植栽。 3年目

37 丸子
西内自治会・平井自
治会

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

西内地区 西内小学校金管バンドのコンサート、地域活動展、地域交流会の実施。小学校制度改革の研究。 3年目

38 丸子 和子自治会 ふるさと景観づくりと健康の里和子自治会 上田市東内　社宮内 内村川右岸山林裾野に、地域を一望できる里山道路（遊歩道）整備。花木の植栽。 3年目

39 丸子 平井自治会 平井地区穴沢枝垂栗・榎の育成と保存 平井穴沢地籍
天然記念物・枝垂れ栗・榎の自生地への歩道の整備。自生地、ミニパークの管理。苗木の植樹、苗木
の育成（専門家によるつぎ木、さし木、実生による苗木の育成）等々年間を通じ行う。

2年目

40 真田 傍陽中組自治会
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。

3年目

41 真田 横尾区
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

2年目

42 真田 戸沢自治会
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。

2年目

43 真田 真田自治会
真田の歴史と文化を守り自治会員の触れ合える里
真田自治会

真田地区
埋もれている地域史跡の掘り起こしや、それらを含めた地区内パンフレットの作成。江戸時代真田村の
絵図の作成。

1年目

44 武石 薮合自治会 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

･ほたる水路の周囲の整備、水生生物観察会
･樹木および水辺植物の植栽。水路の一部の石積み作業
･ほたる水路周辺の景観整備。水路入り口通路周辺草刈。カワニナ放流
･ほたる水路および水生生物観察エリアの下草刈り

2年目

45 武石 余里自治会 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。

3年目

46 武石 鳥屋自治会 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
･鳥屋城跡までの遊歩道整備とベンチ作り
･学習会・研究会
･近隣の史跡調査、自然調査、地権者への了承依頼、教育事務所との看板等の検討

2年目

47 武石 大布施巣栗自治会 もみじ橋の周辺整備事業
大布施橋周辺の山林、
川

･東屋新築
･草刈り、植樹、清掃
･紅葉見物会

2年目

48 武石 西武自治会 すぐりの里造り事業 西武自治会域内
・獣害の為の柵の設置及び既存柵の補修　　わらび植付けの所耕起
・カシス苗植え付け、下草刈
・わらびの収穫　　下草刈り

2年目
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