
22 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 61

1 全市
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（2年目も同様に活動）
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。

継続

2 全市 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。2年目も継続する。

継続

3 全市
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。2年目はさらに公演を実施する。

継続

4 全市
上田市グラウンド・ゴル
フ協会

グラウンド・ゴルフでときめき隊 市内各地
初心者やお年寄りの方、車椅子の方、目の不自由な方でも皆が一緒に出来るグラウンド・ゴルフ
の講習会、大会を市内各地域で開催する。引き続き開催する。

継続

5 全市
上田城の金箔鯱瓦を復
元しようの会

上田城の金箔鯱瓦を復元しようの会 上田城
上田城から出土した金箔瓦片から真田氏上田城を学びながら金箔鯱瓦の復元を目指し、観光の
目玉として多くの人に来て見ていただける作品を後世に残す。2年目は2対目を完成させる。

継続

6 全市 上田商業２１世紀会 ハッピーハロウィーン in UEDA 2009
上田市内

（中心商店街）
天神・松尾町・海野町・原町一番街の４商店街振興会が、合同で中心商店街の活性化のために
イベントを開催する。引き続き合同で実施する。

継続

7 全市 武石炭人会 伝統炭焼き復興事業
市内各地

（武石巣栗）
老朽炭焼き窯の復興と炭焼きの伝承、市内各地から参加者を募集し炭焼き体験学習会を開催す
る。引き続き学習会等を行う。

継続

8 全市
長野大学古田ゼミナー
ル

地大根の普及による上田の食の魅力づくり 上田市内
これまでも地元産の山口大根を普及させるためにゼミを通して活動をしてきたが、地域の宝であ
る伝統野菜をPRしながら地域商業観光の発展につなげたい。今年度は引続きイベント等で普及
活動を展開する。

継続

9 全市 西塩田地区振興会 ふるさと、地域を語り伝える伝承の里づくり事業 塩田平
地域の文化遺産についてプロジェクトチームをつくり地域の再発見をする。ボランティアガイド研
修を別所、川西、青木について行い継続的に実施する。引き続きガイド研修や実際にガイドの活
動（実践）を行っていく。

継続

10 全市 六ヶ所会議　in うえだ
～上田での暮らしが子どもたちの未来まで持続可能で
あるように～具体的に考え実践していくコミュニティづく
り事業

上田市内
（中央公民館）

引続き、上田での暮らしが持続可能な住み良い環境になるように、講師を呼んで車座集会を開催
したり、今年度は映画上映会「六ヶ所村ラプソディ」を開催する。

継続

11 全市 信州真田陣太鼓保存会 上田城太鼓まつり 上田城跡公園
4月25日ジュニアチーム１２団体による「上田城千本桜まつり」フィナーレを飾る太鼓演奏会開催、
9月26日大人チーム１２団体による「信州上田夏まつり」の太鼓演奏会開催（中南信地区の２団体
を招きイベントを盛上げたい）

新規
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12 全市
信州うえだ子ども十勇士
隊

子どもたちへ鎧、兜の着用体験の思い出作り事業
上田城及び周辺

地域
子どもが着用できる鎧・兜を１４領作成し、上田城に来ていただける親子連れに試着していただき
思い出作りを後押ししていきたい。完成した際は、講演会を開催し試着会も実施していきたい。

新規

13 全市 蚕都上田アーカイブ
映像資料による小県蚕業学校卒業生の聞書集の作成
と一般公開及びその出版・教材化事業

旧上田市立図書
館他

養蚕教育、蚕種製造、製糸業などに多くの役割を果たしてきた上田地域で、その歴史の関係者に
インタビューを行い、かつての地域の歴史を多くの方に知っていただきたい。これまで出されてい
る書物などから享受するだけでなく、実際に生の言葉を録音し、番組や資料を保存公開していく。

新規

14 全市 赤松小三郎顕彰会 上田藩士 赤松小三郎と幕末上田の魅力発信事業 上田市内
5月16日（日）に商工会議所で講師を招いて講演会を開催。幕末期に活躍した赤松小三郎の業績
を多くの市民の方に知っていただき、上田市の先人の活躍に誇りを持って、今後の市の発展につ
ながるような活動を展開していきたい。

新規

15 全市
東信美術会・新生うえだ
アートフェスティバル実
行委員会

地域の人材を活かした幼児（母子）の造形体験を支援
する事業

市内全域
幼児の持つ美術能力を引き伸ばし、豊かな心を育てるために講師を招いて講演会を開催する。2
年目はアートフェスティバルを開催し、市内の美術館めぐりを実施し多くの方(子どもたち）に美術
作品を知っていただきたい。

新規

16 全市 米熊・慎蔵・龍馬会 下関・上田歴史交流事業 上田市内
上田市と下関市の幕末維新の史実に触れて、両市の交流会を開催し交流を深めるとともに、歴
史シンポジウムを開催し現存する幕末時代の資料を公開していく。

新規

17 全市 上田ブラジル文化協会 第12回ブラジル田舎祭り in 上田 上田城公園周辺

ブラジル田舎祭りは12回目を数えるが、世界的な景気の悪化に伴い多くの外国人が自国などに
帰国せざるを得ないような事態が生じている。そんな中、日本中に既知となっているブラジル祭り
を開催し、日本で生活する多くの外国人の交流や理解を高めていきたい。期間中、心のケアなど
の窓口を設け、輪を広め支援していきたい。

新規

18 全市 信州上田千曲川少年団 千曲川上流で雪山スノーシュー体験PR＆ツアー
菅平、美ヶ原、車

山
スノーシューを購入し、千曲川上流の雪山でスノーシューを体験していただく。上田地域の川の上
流の魅力や自然を皆さんにお伝えしていきたい。

新規

19 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。

継続

20 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。

継続
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21 中央
上沢獅子保存会「まつり
研究会」

上沢獅子神楽と共に、むらの歴史資源を学び紹介す
る、上沢魅力アップ事業

上沢自治会周辺
上沢地区の歴史や伝統行事を多くの皆さんに紹介し、学習会や「むら巡り会」またイベントを開催
する。上沢浪漫（冊子）４０P×４００部、上沢地区マップ２００部　他

新規

22 中央
先人館構想を推進する
会

先人の偉業をたどる街中イベント事業（中心市街地活
性化の賑わい創出に向けて）

中心市街地
先人館構想の実現に向け、講演会や空き店舗等での展示会を開催する。２２年度：真田幸村、赤
松小三郎、山極勝三郎、小河滋次郎　２３年度：久米正雄、新田潤、山本鼎、ハーリーKシゲタ、三
吉米熊

新規

23 中央
NPO法人長野県環境支
援センター内・太郎山丁
石復元事業実行委員会

太郎山丁石復元事業 太郎山・表参道
太郎山表山道にみられる「丁石」を復元し、太郎山の魅力の紹介や史跡の保存活動に貢献した
い。１１基現存、５基修復必要、７基所在不明。完成後イベント実施の際は、ライトアップ設備も整
え、多くの方に参加してもらい太郎山に親しんでいただきたい。

新規

24 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。

継続

25 西部 西部地域で語る会
活躍している方をお呼びして西部地域で語り・議論をし
て気づきを得る事業

西部地域内
西部地域に社会で活躍している方をお呼びして講演会でなく講師から一つ視点を提供を受け参
加している全員で議論し語り参加者・講師がお互いに気づきを得ることを目的とする勉強会高齢
社会・教育・命・医療の分野で行う

新規

26 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。

継続

27 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。

継続

28 城南 上田原古戦場保存会 上田原古戦場の環境整備と歴史的遺産継承のイベント 上田原地域
上田原古戦場の歴史的遺産を後世に伝承していくため、劣化の進んだ案内板や標識を修復し、
訪れた方にPRしていきたい。歴史勉強会や墓石めぐり等も開催し、歴史の案内人となれるよう啓
蒙に努める。

新規

29 城南
国道１８号上田坂城バイ
パス半過地区対策委員
会

国道１８号上田坂城バイパス完成に伴う記念誌作成事
業

半過地区
バイパスの開通までの経過や取組みを冊子にまとめ記録し、後世に伝え多くの方に知っていただ
くための記念誌作成事業。
A4版、１２０P、３００冊（カラー）

新規

30 城南 小牧楽遊学クラブ 小牧山トレイル（＝山の小道）の整備とハイキング事業 小牧地区
小牧から小牧山を登って須川に行くルートを整備し、案内看板の設置、ベンチの設置、階段等の
整備を行う。完成後は、参加者を募ってハイキングや完成イベントを開催する。22年度：案内看板
15箇所

新規

31 城南
上田道と川の駅　元気
プロジェクト

上田 道と川の駅イベント事業 上田道と川の駅
4月にオープン予定の上田 道と川の駅の利活用を促進し、地域振興・地域活性化を図る。22年
度：３回（６，８，１０月）、23年度：６回（４，５，６，８，１０月）開催

新規
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32 神科・豊殿 染屋自治会誌刊行会 ふるさと染屋自治会誌づくり事業 染屋自治会館

自治会誌刊行会を発足し、編集委員会を組織して2年かけてふるさと染屋自治会誌を発刊する
（1）月1回程度の編集委員会の開催　（2）保存されている資料の整理
（3）染屋の歴史に関する専門家との意見交換　（4）古老との意見交換　（5）各戸にある自治会歴
史発展に関する資料の収集とまとめ

新規

33 神科・豊殿 砥石伊の会 ようこそ櫓門登山口です 上野雨池
・案内人の養成　　　　・砥石・米山城の里散策マップの再版
・登山路の点検、整備　　　・案内所の建設　　・希少動物などの保護と啓蒙

新規

34 神科・豊殿
「安心」の地域づくり実
行委員会

「安心」の地域づくりセミナー10周年記念事業
神川・神科・豊殿
地区

・「安心」の地域づくりセミナー10周年記念事業
・冊子発行・印刷
・セミナー開講10年拡大住民講演会（仮題）開催

新規

35 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りの開催
・炭焼き体験見学会　　　・きのこ種ゴマ打ち体験会ときのこ栽培講習会の開催

継続

36 神科・豊殿 神科商工振興会 商工建まちづくりガイドブック 神科商工振興会
・4月　事業に対する委員会開催　　・5月　会員企業個々の事業内容を記入するフォーマット用紙
配布　　・7月　各企業のフォーマット記入用紙収集　　・8月～10月　各ぺージの編集作業　　・11
月　編集作業終了　印刷

新規

37 神科・豊殿
烏帽子岳・殿城山を愛
する会

烏帽子岳、殿城山、ハイキング・登山道整備
烏帽子岳、殿城
山

1　登山道の整備・標識設置（5月～6月・8月～9月）
2　ハイキング、登山会イベント開催（10月～11月）
3　PR活動

新規

38 神科・豊殿 殿城活性化組合 地域資源活用による地域活性化事業 豊殿地区全域
1　地域間交流の推進事業
2　稲倉棚田事業
3　学校給食用食材の提供事業

新規

39 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。
・札所に案内板の設置
・札所めぐりの実施
・講演会の開催等

継続

40 塩田 鈴子健康栽園クラブ
地域の遊休荒廃農地を復元し、癒し空間と安全安心な
環境をつくる

鈴子地域内
地域の遊休荒廃農地を借り受け復元するため、大勢の散歩道である来光寺周辺に菜の花を作
付け、休憩所を設置し、癒しの空間づくりを行う。
・耕地面積9400㎡の維持管理、あずま屋の修理、畑の拡大等

新規
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41 塩田 別所温泉大湯会 野倉街道ふれあい花壇づくり事業
別所温泉（西大
湯）

地区内の県道道路敷地を活用して花壇整備を行い、地区通行者、観光客に潤いと安らぎの空間
提供、地域の活性化を図る。また、草花の手入れを通じて青少年育成にも寄与する。
・法面工事　・花壇整備　・花壇維持管理

新規

42 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、階段づくり、花壇づくりをする。

継続

43 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、キャンドルナイト設
置・蛍数調査・生き物調査、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。

継続

44 川西
菊まつりで川西地域を
元気にする会

菊を育て、菊まつり実施により、地域活性化と地域住民
の交流を図る事業

川西公民館
ささらの湯

地域住民、また小学生に参加呼びかけ、1年間菊を育てることにより、自然環境に関心をもち、学
校と地域の交流、住民の親睦を深める。各種の講習会を実施し、子供達と住民で菊まつりを実施
する。

新規

45 川西 川西郷土研究会 川西の郷土めぐりと碑文集の作成 川西地域
「川西の碑文集」を作成し、川西地域の歴史をより深く理解をしてもらう。そして地域の皆さんに地
域めぐりを実施・充実していきたい。

新規

46 川西 そば打ち実行委員会
地元産そば使用で、そば打ち体験を主体とした試食に
よる世代間ふれあい

上室賀
世代間の触れ合いが薄くなっているが、地元産のそば粉やネギでそば打ち体験を通して、世代間
交流また地域の課題を共有していく。

新規

47 丸子 丸子バラの会 丸子バラを育てる事業
中丸子依田川右
岸堤防

中丸子依田川右岸堤防沿いに、バラの植栽とアーチ、オベリスク等の設置。案内板の設置。バラ
の管理、剪定と消毒。草花の植栽と管理。河川の草刈り清掃、アカシア、アレチウリ等の除去。バ
ラ祭りの開催、バラ作りの講習会を予定。

継続

48 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
長瀬、塩川地区の境に位置する「一本木公園」に、ウッドチップ敷き及びウッドデッキ設置。花見
会（地域住民交流会）。花木（トサミズキ）植栽、花壇作り。予定地の草刈り等維持作業。周辺の
雑木伐採。

継続
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49 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」の開催。出前お茶のみ会、ＤＣキャンペーンの協力。
食文化の継承、調理自習（鹿教湯交流センター調理室を有効利用）。薬効のある食材、調理の研
究。身近な荒廃地を耕し野草、薬草の栽培。

継続

50 丸子 独鈷山千本櫻の会 独鈷山千本櫻地域おこし事業 平井御屋敷地区
独鈷山麓の御屋敷地籍に12年前から植えている約1,500本桜の櫻祭りを開催。パンフレットの作
成、機関紙の作成。

継続

51 丸子 小鍋立ての会 城山登山道・岩谷堂遊歩道を活かした歴史の道づくり 御嶽堂上組 木曽義仲ゆかりの城山登山道・岩谷堂遊歩道整備。城山登山、木曽義仲勉強会の実施。 新規

52 丸子
石井.千曲川の自然を愛
する会

石井道しるべ・ふるさと景観復活事業 千曲川河川敷 道しるべ石碑の移動・復活設置。蛍舞う小川の整備。二本松から大屋橋まで遊歩道の整備。 新規

53 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。

継続

54 真田
御屋敷つつじ祭
幸村真田の会

御屋敷つつじ祭り 本原御屋敷
真田氏発祥の郷のお屋敷公園で真田氏を懐古したつつじ祭りを開催する。真田氏発祥の郷を全
国に発信し地域活性を図る。 ・三つ頭獅子　・真田鉄砲隊　・信州真田六文銭太鼓 ・つつじのライ
トアップ　・地場特産品の販売　・ふるまい鍋

新規

55 真田 りんごまつり保存会 身代わり地蔵りんご祭り 中原延命地蔵尊
身代わり地蔵と呼ばれている延命地蔵尊とここで行われるりんご祭りを広く発信し、地域の活性
化につなげる。  ・竹燈篭による参道の飾りつけ　　・絵燈篭による周辺歩道の飾りつけ　　･夜の
茶会の開催　　・民話身代わり地蔵の広報

新規

56 真田 下郷沢活性化組合 郷の農地および山林の活用 本原地区
遊休荒廃地を利用したそばづくりや手作り窯での炭作りなどのイベントを企画開催する。市内外
から多くの参加者を募り交流事業を行い地域活性化を図る。

新規

57 真田 幸村街道会
真田一族の郷
しあわせむら（幸村）のお宝発見ウォークツアー

真田地域
結成15年を迎えた幸村街道会が毎年福祉施設や夢工房で行っている豆まき事業には300人近い
来客がある。これに合わせウォーキングツアーを開催し、真田の郷をアピールしたい。

新規
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58 真田
菅平スカイライントレイ
ルランレース実行委員
会

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

新規

59 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

･武石丼を宣伝・試食するイベントを開催する
･武石丼を宣伝するグッズを製作する
･地域の飲食店や団体に武石丼のレシピを公開し、宣伝グッズを貸し出し定着を図る
･市の行事等に参加し、広く宣伝し、特産品として定着を図る
･次年度以降の宣伝を考える

継続

60 武石 武石ソフトボール連盟
武石ソフトボール連盟30周年記念事業（会員相互の親
睦を深めながら、将来の中高年にソフトボールの楽しさ
を伝えようプロジェクト）

武石総合グラン
ド

･実行委員会打合せ会議（5月上旬から7月まで5回程度開催）
･練習施設の整備
･オフトーク等により参加者募集
･交流記念試合、交流ゲームの開催、記念式典の開催

新規

61 武石 七ヶ公友会
つつじ色に染めていく賑わいの丘
武石公園整備事業

武石公園内 ･急傾斜地の遊歩道に階段の設置 新規
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