
➊個性あるふるさとづくり応援事業　（自治会対象　補助限度額　１５０万円　　補助期間　５年以内） （件、千円） （3月15日現在）

申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 内示金額
上田中央 2 2 0 2 569 6 6 2 6 2,413 6 6 6 6 2,324 6 6 5 6 1,411 5 5 3 5 2,914 25 9,631
上田西部 2 2 0 2 2,169 3 3 1 2 1,776 4 3 3 2 428 2 2 2 2 221 3 3 2 3 1,573 11 6,167
上田城南 4 4 0 4 1,784 7 7 4 7 2,132 7 7 7 7 2,562 6 6 4 5 3,798 5 5 3 5 2,728 28 13,004
神科・豊殿 3 3 0 3 2,410 5 5 3 5 2,695 5 5 3 5 3,588 4 4 4 4 1,050 3 3 2 3 1,547 20 11,290
塩田 6 6 0 6 3,130 7 7 5 7 2,613 8 8 7 8 3,119 10 10 8 9 4,694 6 6 4 6 2,291 36 15,847
川西 0 0 0 0 0 1 1 0 1 394 4 4 1 4 2,721 5 5 4 5 2,201 7 7 5 7 3,695 17 9,011
丸子 5 5 0 5 1,174 6 6 5 6 1,450 6 6 6 6 2,318 7 7 6 7 2,337 6 6 6 6 2,500 30 9,779
真田 2 2 0 2 1,800 4 4 1 4 1,389 4 4 3 4 2,252 3 3 3 3 1,125 2 2 2 2 903 15 7,469
武石 1 1 0 1 130 5 5 1 5 1,775 5 5 5 5 1,995 7 7 5 7 1,713 9 9 7 9 2,690 27 8,303
小計 25 25 0 25 13,166 44 44 22 43 16,637 49 48 41 47 21,307 50 50 41 48 18,550 46 46 34 46 20,841 209 90,501

全体割合→ 48.5% 43.6%
➋特色あるまちづくり応援事業　（市民活動団体対象　　補助限度額　１００万円　　補助期間　２年以内）

申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額
上田中央 4 2 0 2 308 5 4 1 4 2,165 6 5 2 3 1,616 5 5 1 4 1,730 7 5 2 5 3,429 18 9,248
上田西部 1 1 0 1 132 2 2 1 2 635 2 2 1 2 759 3 2 0 2 722 2 2 2 2 1,216 9 3,464
上田城南 1 1 0 1 203 4 4 1 4 1,188 8 6 2 6 3,340 2 2 2 2 1,267 3 3 0 3 2,735 16 8,733
神科・豊殿 3 3 0 3 1,980 3 3 2 3 1,703 7 7 1 7 4,737 3 3 2 3 1,854 6 6 1 6 4,761 22 15,035
塩田 3 3 0 3 2,500 6 3 1 3 950 5 3 1 2 1,051 3 3 1 3 1,896 4 4 1 4 2,019 15 8,416
川西 3 3 0 3 1,548 4 4 2 4 2,487 5 5 2 5 2,172 3 3 2 3 1,264 0 0 0 0 0 15 7,471
丸子 12 11 5 11 3,949 17 12 7 12 4,993 8 6 4 6 3,335 5 2 2 2 579 2 2 0 2 1,290 33 14,146
真田 3 3 0 3 1,249 5 5 3 4 2,501 6 6 1 6 3,857 9 8 3 6 3,750 5 5 3 5 3,050 24 14,407
武石 3 3 0 3 1,038 2 2 1 2 584 3 3 1 3 1,458 3 2 1 2 1,628 1 1 0 1 500 11 5,208
正副会長会 9 8 0 8 4,269 29 21 4 20 11,812 22 18 10 17 7,591 12 8 4 6 2,319 13 8 2 8 4,877 59 30,868
小計 42 38 5 38 17,176 77 60 23 58 29,018 72 61 25 57 29,916 48 38 18 33 17,009 43 36 11 36 23,877 222 116,996

全体割合→ 51.5% 56.4%
➌合計

申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額 申請 採択 うち継続実施 補助金額
1 上田中央 6 4 0 4 877 11 10 3 10 4,578 12 11 8 9 3,940 11 11 6 10 3,141 12 10 5 10 6,343 43 18,879
2 上田西部 3 3 0 3 2,301 5 5 2 4 2,411 6 5 4 4 1,187 5 4 2 4 943 5 5 4 5 2,789 20 9,631
3 上田城南 5 5 0 5 1,987 11 11 5 11 3,320 15 13 9 13 5,902 8 8 6 7 5,065 8 8 3 8 5,463 44 21,737
4 神科・豊殿 6 6 0 6 4,390 8 8 5 8 4,398 12 12 4 12 8,325 7 7 6 7 2,904 9 9 3 9 6,308 42 26,325
5 塩田 9 9 0 9 5,630 13 10 6 10 3,563 13 11 8 10 4,170 13 13 9 12 6,590 10 10 5 10 4,310 51 24,263
6 川西 3 3 0 3 1,548 5 5 2 5 2,881 9 9 3 9 4,893 8 8 6 8 3,465 7 7 5 7 3,695 32 16,482
7 丸子 17 16 5 16 5,123 23 18 12 18 6,443 14 12 10 12 5,653 12 9 8 9 2,916 8 8 6 8 3,790 63 23,925
8 真田 5 5 0 5 3,049 9 9 4 8 3,890 10 10 4 10 6,109 12 11 6 9 4,875 7 7 5 7 3,953 39 21,876
9 武石 4 4 0 4 1,168 7 7 2 7 2,359 8 8 6 8 3,453 10 9 6 9 3,341 10 10 7 10 3,190 38 13,511
10 正副会長会 9 8 0 8 4,269 29 21 4 20 11,812 22 18 10 17 7,591 12 8 4 6 2,319 13 8 2 8 4,877 59 30,868
合計 67 63 5 63 30,342 121 104 45 101 45,655 121 109 66 104 51,223 98 88 59 81 35,559 89 82 45 82 44,718 431 207,497

※申請件数（募集期間内に受理された事業件数）、採択件数（地域協議会・事務局審査を経て採択となった事業件数）、実施件数（補助金交付申請後実施された事業件数）

実施数 補助金総額

実施数 補助金総額

実施数 補助金総額地域協議会

わがまち魅力アップ応援事業　　年度別及び地域協議会別実施状況（H24は交付決定ベースで積算）わがまち魅力アップ応援事業　　年度別及び地域協議会別実施状況（H24は交付決定ベースで積算）わがまち魅力アップ応援事業　　年度別及び地域協議会別実施状況（H24は交付決定ベースで積算）わがまち魅力アップ応援事業　　年度別及び地域協議会別実施状況（H24は交付決定ベースで積算）

地域協議会

平成20年度（実績）

平成20年度（実績）

平成20年度（実績）
地域協議会

平成22年度（実績）

平成21年度（実績）

平成21年度（実績）

平成21年度（実績）

平成22年度（実績）

平成22年度（実績）

平成24年度（交付決定ベース）

平成23年度（実績）

平成23年度（実績）

平成23年度（実績）

平成24年度（交付決定ベース）

平成24年度（交付決定ベース）



平成20年度ふるさとづくり事業－1

№ 地域 自治会名 事業名 実施場所 事業内容

1 上田中央 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。

2 上田中央
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

3 上田西部 西部地区自治会連合会
西小学校を拠点とした災害時、安心なまち、ふるさ
とづくり

西部地区
西部地域の北国街道周辺及び太郎山山麓の史跡、防犯灯、消火栓、要援護者などをデジタル
マップ化し、歴史保存やふれあい、支え合い、安心できるまちづくりに役立てる。

4 上田西部 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。

5 上田城南 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

6 上田城南 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

7 上田城南 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
・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

8 上田城南 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。

9 神科・豊殿 豊殿地区自治会連合会 あやめの里づくり事業 豊殿地区一帯
豊殿地区自治会連合会の重点事業として「あやめの里づくり」を位置づけ、名所復活に地域を
あげてとりくむ。各自治会の連携によって豊殿地区一帯にあやめの植栽を行う。

10 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 花桃の里整備、トレッキング遊歩道の整備、地域の歴史勉強会の開催

11 神科・豊殿 伊勢山自治会
歴史の薫る町並み紹介と史跡保存活動を生かした
地域づくりの里

伊勢山自治会
伊勢山の歴史的背景・景観・建築について講演会。長老からの聞き取り調査。東京・甲府・新
潟・県内資料収集。ガイドブックの編纂。伊勢山区内史跡めぐり

12 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。
・子供を対象とした音楽会の開催
・落語会の開催（地元出身落語家を予定）

13 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。

14 塩田 手塚自治会 水・環境を守る癒しの里手塚自治会
手塚自治会（舌喰
池）

田園整備事業で整備され大勢の人々が訪れる場所となった舌喰池を、自然にふれあい親しめ
るため池として「ほたる水路」を整備することで、水・環境を保護する活動を認識し、地域への愛
着・一体感を醸成する。（水生生物調査・水路整備・植樹等）

平成20年度　個性あるふるさとづくり事業 一覧表（ふるさとづくり事業分）

平成20年度ふるさとづくり事業－1



平成20年度ふるさとづくり事業－2

№ 地域 自治会名 事業名 実施場所 事業内容

15 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

16 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

17 塩田 富士山中組
そば祭り
（そばの里富士山中組自治会）

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、自治会内の活性化
と地産地消の推進も図る。

18 丸子 辰ノ口
辰ノ口バイパス道路景観整備事業
（辰ノ口バイパス花桃街道）

辰ノ口バイパス
辰ノ口バイパス道路分離帯に「うるおいのある景観づくり」
・雑草除去、整地、土壌の入れ替え
・花桃２０本、ドウダンツツジ３０本、ミニサルスベリ１５本の植栽と維持管理

19 丸子 長瀬地区自治会連合会
史跡散策ウオーキングコースの開発
（長瀬・塩川地域の史跡を散策するウオーキング
コースの設置）

長瀬・塩川地区

郷土の歴史史料をまとめ、歴史散策を通して親睦を深め、健康づくりや世代間交流を図る
・地域史跡ﾏｯﾌﾟの下調査
・史跡散策遊歩道整備、案内看板の製作、発注
・案内看板の設置（6kmコース）

20 丸子
（荻窪区）
荻窪ふるさと農道桜の会

ふるさと農道景観整備事業
（ふるさと農道に桜の木を植え育て、開花時に花見
会等交流を図る）

荻窪区ふるさと農
道北側

（1）　農道沿いの荒廃農地、山林の整備、桜や蔦の植栽により景観向上
（2）　地域住民の交流活性化

21 丸子 西内区・平井区

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・平井地区への定住人口を増やし、地域を活
性化させる）

西内地区

7月　西内の良さを県内、全国へ発信するべくホームページ開設
7～12月　地域クラブ事業計画（西内バンド結成へ向けての取組）
　　　　　　 子を持つ親たちの交流会開催
　　　　　　 小学校制度改革の研究
　　　　　　 高校通学手段の研究
21年2月　小学校と地域の活動発表・展示会開催

22 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
（地域を一望できる里山道路を整備し、地域コミュ
ニティの醸成と健康増進、景観形成を図る）

東内和子地区
7～8月　　山林裾野の支障木の伐採、草刈り
9～10月　里山道路（遊歩道）の整備
11月　　　里山道路へ支障木のチップを敷き詰める

23 真田 菅平区 ダボスの丘　遊歩道整備事業
菅平高原
　ダボスの丘

「日本のダボス」とその美しさを絶賛され、菅平高原を代表する景勝の地である「ダボスの丘」
に、区民の手で菅平高原のシンボルとして相応しい遊歩道を整備することにより、地域の一体
感の醸成を図るとともに、高原の緑を守り、区民のやすらぎの場を確保する。また、遊歩道を活
用したトレッキングイベント等を開催し、菅平高原の魅力を広域に発信する。

24 真田 傍陽中組区
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。

25 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
余里地域全域にある花桃の植栽周辺の下草刈り、除草作業を実施する。花桃の開花は4月下
旬から5月上旬のため、本年はシャトルバスや仮設トイレ、売店など、開花イベントを計上でき
ず、維持管理経費を計上した。

平成20年度ふるさとづくり事業－2



平成20年度まちづくり事業－1

№ 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。

平成20年度　特色あるまちづくり事業 一覧表（まちづくり事業分）
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平成20年度まちづくり事業－2

№ 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

平成20年度まちづくり事業－2



平成20年度まちづくり事業－3

№ 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

平成20年度まちづくり事業－3



21 年度　個性あるふるさとづくり事業　一覧表

計 44

1 上田中央 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。

継続

2 上田中央
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

継続

3 上田中央 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。

新規

4 上田中央 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。

新規

5 上田中央 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。 新規

6 上田中央 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。

新規

7 上田西部
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。

継続

8 上田西部 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。

新規

9 上田西部 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、この地域の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。

新規

10 上田城南 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

継続

11 上田城南 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。

継続

12 上田城南 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 ・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

継続

13 上田城南 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。

継続

14 上田城南 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。

新規

15 上田城南 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
多くの交流を促進し地域の活性化につなげるまちづくり事業
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

新規

16 上田城南 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。
・歩道の整備　・あずま家の建設　・植木の植樹　・広場の整備

新規

17 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
花桃植樹祭、花桃の里管理、トレッキング遊歩道の整備、地域の歴史勉強会の開催、伝統行
事の伝承、まゆ玉づくり、どんど焼き

継続

18 神科・豊殿 伊勢山自治会
歴史の薫るまち並紹介と史跡保存活動
を生かした地域づくりの里伊勢山自治

伊勢山自治会 伊勢山ものがたり発送、史跡への散策道整備、憩いの場整備、史跡めぐり 継続

実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域



実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域

19 神科・豊殿 豊殿自治会連合会 あやめの里づくり事業 豊殿地区一帯
豊殿地区自治会連合会 の重点事業として「あやめの里づくり」を位置付け、あやめの名所復
活に地域を挙げて取り組んでいる。各自治会の連携によって豊殿地区一帯にあやめの植栽
を行う。今年度は余剰地に計画。維持管理を定期的除草計画、追肥計画を励行する。

継続

20 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
地域住民事業の趣旨説明会と花見会の開催、花壇の整備と植栽、公園内の整備除草、マ
レットゴルフ場の整備除草、花壇の清掃

新規

21 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
意欲ある住民に花壇・盆栽・盆踊り・竹馬作り・縄跳び・独楽回し等各種のリーダーを募り（場
合によっては講習受講）、住民が主体的に運営管理するイベントを順次充実していきたい。

新規

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。
・子供を対象とした音楽会の開催　・落語会の開催（地元出身落語家を予定）

継続

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。

継続

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

継続

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

継続

26 塩田 富士山中組
農地の荒廃をなくし、そば生産による自
治会の活性化

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。

継続

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、モニタリング等

新規

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

新規

29 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
のカラオケ大会を実施する。

新規

30 丸子
辰ノ口自治会協議
会

辰ノ口バイパス花桃街道・道路景観整
備事業

辰ノ口バイパス
辰ノ口バイパス道路分離帯に「うるおいのある景観づくり」。しだれ花桃70本、花苗300ポット、
道路の草刈とごみ拾い。

継続

31 丸子
長瀬地区自治会連
合会 史跡散策ウオーキングコースの開発 長瀬・塩川地区

郷土の歴史史料をまとめ、歴史散策を通して親睦を深め、健康づくりや世代間交流を図る。史
跡散策遊歩道整備、案内看板の設置、史跡マップの作成。

継続

32 丸子
（荻窪区）
荻窪ふるさと農道
桜の会

ふるさと農道景観整備事業
荻窪区ふるさと農
道北側

ふるさと農道と重要文化財「虚空蔵堂」周辺の整備、景観向上を計り、ウオーキングに利用、
行事開催等により住民の交流、地域の魅力アップを図る。

継続

33 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 西内地区
西内の良さを県内、全国へ発信するべくホームページ開設。地域クラブ事業計画。子を持つ親
たちの交流会開催。小学校制度改革の研究。小学校と地域の活動発表・展示会開催。

継続

34 丸子 和子自治会 ふるさと景観づくりと健康の里づくり 東内和子地区
地域を一望できる里山道路(遊歩道)を整備、花木を植栽し、地域コミュニティの醸成と健康増
進、景観形成を図る。

継続



実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域

35 丸子 平井自治会
平井地区穴沢枝垂れ栗・榎の育成と保
存

平井地区穴沢上
ノ原

国・天然記念物「枝垂れ栗・榎」の保存・育成。育成(接木・さし木・親木の育成）、保存地への
通路整備、勉強会・先進地視察。

新規

36 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。

継続

37 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

新規

38 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。

新規

39 真田 三島平自治会
歴史遺産を活かしたふれあいの里　三
島平自治会

三島平地区
今年度は地域内にある文化財などを来訪者に紹介し、地域をめぐることのできる遊歩道の整
備を進める。来年度以降、地域の遺跡の調査を進め、遊歩道をさらに整備し、一層の地域間
交流の拠点としたい。また、調査、整備の作業を通じ、地域内の一体感の醸成を図りたい。

新規

40 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

4月　ほたる水路の周囲の樹木及び植栽植物の不当伐採や乱獲を防ぐための案内看板の制
作、発注及び据え付け
5月　水生生物の観察ができる観察台の据え付けと観察器具の整備
6月　ほたる水路周辺の景観整備
9～10月　ほたる水路及び水生生物観察エリアの下草刈り

新規

41 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。

継続

42 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

6月　鳥屋城をはじめ、地域の歴史や史跡にまつわる講演会の開催、環境や森林の維持管理
についての学習、研究
8～9月　鳥屋城までの遊歩道整備（雑木伐採、除草、ロープ張り）
10～12月　近隣史跡調査と資源、自然の調査

新規

43 武石 大布施巣栗自治会 もみじ橋の周辺整備事業
大布施巣栗自治
会

4月　現地見学、もみじの植樹
5～6月　看板・ベンチ・駐車場の整備
5～10月　除伐、除草、自由散策、見廻りと清掃
10月　紅葉見物会、交流懇親会　　11月　反省会

新規

44 武石 西武自治会 すぐりの里造り事業 西武自治会
4～5月　房すぐりの移植、不足分の苗・成木の補植、わらびの移植
5～6月　遊歩道の整備、荒廃地の耕起、他地域への視察
7～8月　草刈

新規



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



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 11

1 全市域
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、車椅子の方でも誰でも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。

新規

2 全市域
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、市民にロマン
と夢を与え、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したい。

新規

3 全市域
ワールド街推進
委員会

食を仲介とした多文化共生促進事業 上田市天神
県内最多数の外国籍の方々の交流の場を提供するため、食文化を通した交流を展開していく。天神商
店街振興組合と連携し駅前の事務所ビル１階に調理場を整備し、イベント等を開催し交流を図っていき
たい。

新規

4 全市域
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。

新規

5 全市域 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。今
年度は窯の復興作業を行う。

新規

6 全市域
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。大根を使った料理イベントを開催し、レシピ集と
してまとめ、多くの人に知っていただくため市内外へ配布する。

新規

7 全市域
市民交流行列プ
ロジェクト実行委
員会

目指せ上田城！市民交流行列プロジェ
クト

上田市内
（真田～上田）

郷土の基礎をつくりあげた真田三代の歴史をみつめなおし、ゆかりの地をめぐりながら上田城まで徒歩
で武者行列を行う。出発点は長谷寺、途中砥石米山城、真田氏本城跡などを経由する。来年度以降も
他のイベント等とタイアップし継続していく。

新規

8 全市域
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。交流ベンチを製作し、観光地を訪れた方をおもてなし
します。

新規

9 全市域
NPO法人遊び塾
with you-with me

地域コミュニティから生まれるストレスに
強い上田の元気な子ども育成事業

上田市内
地域の子供たちからのSOSをくみ取り、心のケアを行うためのHPの立上げを行う。相談や話ができない
子供たちや保護者に対して、ホームページからの話を通して多くのストレスをもった子供たちの救いにな
る事業を展開していきたい。

新規

10 全市域
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）

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、来年度は
映画上映会「六ヶ所村ラプソディ」を開催する。集会の内容を小冊子としてまとめ、市内の全小中学校に
配布し、これからの暮らしのあり方について考えるきっかけづくりを行いたい。

新規

11 全市域
三吉米熊生誕１５
０年祭実行委員
会

三吉米熊と蚕都上田 米熊が残した資料
からみる蚕都上田

上田市内
（情報ライブラ

リー）

蚕を生業とする蚕業で栄えてきた上田地域をふりかえり、資料展を開催するとともに生誕記念祭を開催
し、多くの人が地域の歴史を見つめなおす機会を提供したい。

新規
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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



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



№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容
新規
継続

計 61

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



№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容
新規
継続

計 61

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



23 個性あるふるさとづくり事業 一覧表

計 50

1 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
23年度は、引き続き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

継続

2 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前にプランターで花
を植えて環境美化につなげ、地域の親睦を図る。

継続

3 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。さらに、荒廃農地・遊休農地を活用した稲作や植栽を行い、地域の活性
化を図りたい。

継続

4 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。また、地域めぐ
りのためのマップの検討を進め、資料を整備してまいりたい。

継続

5 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（昨年度発行済）。今年度は、補助金の
最終年度に当たり、これまでの活動をふりかえり、報告会・講演会等を開催す
る。

継続

6 中央 踏入自治会 天之川
踏入自治
会

自治会内の旧北国街道沿いにみられる古井戸では「天之川」と呼ばれる全国七
夕百選に認定された七夕祭りの1つとされるお祭りが行われているが、井戸の
老朽化が激しく、これからの地域のシンボルとして復興させイベントを継続し、地
域の活性化を図っていきたい。

新規

7 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。
23年度：第3回ホタル祭りの開催

継続

8 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。

継続

9 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　・道祖神まつりの復活　・どんど焼きの復活

継続

10 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

本来豊かであるべき里山を自らの手で整備し、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。

継続

11 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
子どもとお年寄りがふれあえる全員参加の親睦会の開催

継続

12 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。
発刊後は冊子を用いて勉強会を開催する。H22の完成予定であったが、H23に
延期となる。（B5版、350頁、500冊）

継続

13 城南 築地自治会
地域の古代遺跡や自然、歴史、
伝統文化等を生かした学びと語
らいの里　築地自治会

築地公民
館

「築地誌」を発行し、住民交流を促進させる。自治会全戸に無料配布するととも
に小中学校や近隣の自治会にも配布する。
（B5版、300頁、600冊）

新規

14 城南 御所自治会
地名の由来と地域の歴史遺産を
活かした魅力あるふるさとづくり
実行委員会

御所自治
会

地域の歴史を知る住民の方が少なくなってきており、地域のつながりも希薄に
なっている傾向にある。今回、地域の歴史をもう一度勉強しなおし史跡看板を設
置したり講座を開催したりして地域の魅力アップにつなげたい。「自治会名」と
なっている御所の由来についても探ってまいりたい。

新規

15 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

・花見会の開催　・環境緑化木苗木の植樹、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）　　・花壇整備（年2回）　・花
壇作成

継続

16 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

継続

17 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

・ホタル水路周辺の環境整備（水路を中心として、樹木を植栽、草花を植える。5
月から6月にかけて実施する。）
・ホタル水路の看板設置（会員の手作りにより、設置する。7月に設置する。）
・ホタル、カワニナ飼育室の確保（4月から7月にかけて設置場所等を検討する。
8月から9月にかけて飼育室を設置する。）

継続

実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域



実施場所 事業内容
新規

継続
№ 自治会名 事業名地域

18 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

・遺産等の環境整備（草刈３回、遊歩道、案内板）
・区民での歴史散歩イベント
・史跡マップ作成

継続

19 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）

継続

20 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。

継続

21 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

継続

22 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。

継続

23 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

継続

24 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

継続

25 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。

継続

26 塩田 八木沢自治会 八木沢自治会　里山公園
八木沢自
治会

歴史遺産を学び後世に伝えるため、当自治会が所有する山林に遊歩道を整備
する。又、植林、東屋の建立。公園広場の排水路整備を行う。歴史・遺産に関す
る講演会の開催する。

新規

27 塩田 手塚自治会
水・環境をまもる癒しの里手塚自
治会

手塚自治
会

田園整備事業により舌喰池周辺が整備されたため、大勢の人が引続き訪れる
場所となるようホタル水路の整備を行う。

継続

28 塩田 大湯自治会
野倉街道ふれあい花壇づくり事
業

大湯自治
会

県道鹿教湯～別所温泉～上田線の道路法面工事の実施し、花壇整備を行う。
草花の手入れを通して地域のコミュ二ケーションを図る。。

新規

29 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を実施する。

継続

30 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。

継続

31 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。

継続

32 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。

継続

33 川西 小泉自治会
消防ポンプ3代記念安全・安心ま
ちづくり事業

小泉
小泉地区の消防活動の歴史を物語る貴重な消防ポンプ3台を修復・展示・活用
することで各種イペントを盛り上げ住民の防火意識の向上と地域交流の活性
化、住民相互の連帯の強化を図る。

新規

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。

継続



実施場所 事業内容
新規

継続
№ 自治会名 事業名地域

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ＰＲ活動。

継続

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。 継続

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。

継続

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。

継続

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。

継続

40 丸子 狐塚自治会
狐塚ほたるの里自然保護地区遊
歩道整備

狐塚沢
・遊歩道整備
・カタクリの花壇作り、公園整備
・雑木処理

新規

41 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。

継続

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。

継続

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。

継続

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

継続

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。

継続

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

継続

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

継続

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

継続

49 武石 堀之内自治会
武石氏と堀之内館跡を中心にし
た地域づくり事業

堀之内自
治会

「武石」地名のもとになった武石氏と館跡について学び、関連行事を計画・実施
するとともに、周辺の堀の内地域を整備して環境保全と美化を図る。

新規

50 武石 築地原自治会 築地原の里整備事業（仮称）
築地原自
治会

辺地であっても元気・活力みなぎる地域づくり。花と緑に囲まれた、住んでよかっ
たと思える景観づくりを進め、地域の活性化を図る。

新規



23 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 38

1 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

昨年度、子どもが着用できる鎧・兜を１４領作成した。上田城に来ていただいている親子連れ等に試
着していただき思い出作りを後押ししていきたい。今年度は引き続き、真田十勇士、幸隆、昌幸、信
幸、幸村の１４枚の旗を整備するとともに、槍刀等小道具の整備を行う。また、イベント等での待ち
時間を楽しんでいただくための手作りの紙芝居を制作する。

継続

2 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。

継続

3 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
昨年度は、講演会やゆかりの地めぐりツアーなどを企画し、大盛況のうちに1年目が終了した。多く
の皆さんに興味を持っていただき有意義な事業が展開できた。今年度は子どもたちにも興味を持っ
ていただくよう親しみやすい紙芝居を制作し、小学校等で紙芝居を実演してまいりたい。

継続

4 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

昨年度は、各保育園･幼稚園に出向いて絵画や立体造形あそびを実施した。要望のあった９保育
園、３幼稚園で実施し、上田創造館で作品展を開催した。今年度は引き続き保育園・幼稚園で出前
講座を実施するほか、ちびっこ造形展の開催に併せ市内の美術団体をジョイントした「アートフェス
ティバル」を開催する。

継続

5 全市
社団法人上田
青年会議所

It's A Little Work Town 4
上田創造

館
上田地域の子供たちに、地元企業のものづくりを実際に参加して体験してもらう。今年で4回目の事
業。上田創造館で開催予定。

新規

6 全市

“ありがとう！上
田市民会館”記
念コンサート実
行委員会

ＵＣＦ2012演奏会「語り継ぎたい・
歌い継ぎたい・ふるさと上田の歌
を！！！」

上田市民
会館

上田地域を題材にした曲を収集し資料を作成。その歌を市民の方の参加を募り定期的に練習を開
催する。また、その歌を集めたＣＤを作成し、多くの方にお知らせする。２年目は市民会館で合唱祭
を開催予定。

新規

7 全市
ゲートウェイ信
州上田城下町

人的　街の活性化資源活用ウォー
キング

上田市全
域

城下町上田の街並みをガイドをとともに歩き、上田を紹介していくとともに、宿泊を伴ってのコース
（全3回）や歴史勉強を視点としたコース（全10回）を設営し、特色あるウォーキングイベントを定期的
に開催する。

新規

8 全市
サークル絹の
里

養蚕・蚕種及び上田紬の歴史と未
来を知る展示会と図録作成

中央公民
館ほか

かつて蚕都として繁栄した上田を支えた地域の養蚕・蚕種・製糸業などの歴史を学び、未来を考え
るとともに、その貴重な資料を市民の皆さんにお伝えしてまいりたい。2年目は資料をまとめた図録
を作成し、市民の皆さんや子どもたちにも伝えてまいりたい。

新規

9 上田中央
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

継続

10 上田中央
壮年ソフトボー
ル神川リーグ

キラリ光る“神川の郷” 神川流域
神川の水辺周辺を整備し憩いの場としていつでも歴史や清流に触れることのできる拠点として再生
を図る。また、神川流域全体の美化活動を推進し「神川」への愛着と住民相互の一体感の醸成を図
る。

新規

11 上田中央
上田自然に親
しむ会

太郎山に親しもう
太郎山裏
山道

太郎山の自然を多くの人々に知っていただき訪れていただくため、木や植物に看板を設置し紹介す
るとともに、小学生を対象とした観察会を開催する。また、これまでの研究資料をまとめたパンフレッ
トの作成を来年度にかけてとりまとめたい。

新規

12 上田中央
海野町商店街
振興組合

農・商協働　コミュニティ施設開設
事業

海野町
商店街の空き店舗を利用し、野菜の直売所を開設する。市街地への波及効果を研究しながら、来
年度以降の自立に向けて直売所以外にも企画をしてまいりたい。

新規

13 上田中央
オンデマンド　リ
メイク

MY DESGIN AWARD 2011
中央商店
街

オリジナルＴシャツ、軍手を作るワークショップを開催し、参加された方の作品を展示して多くの皆さ
んにものづくりについて感心をもっていただき、学生と市民の交流を深めたい。そして「感性」の輪を
まちに広げていきたい。

新規

14 上田西部
太郎山山系を
楽しくつくる会

太郎山山系の山城を探訪し、併せ
て縦走路整備等により楽しく里山
のよさを知ってもらう事業

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。

新規

15 上田西部
西部ペタンク同
好会

西部塩尻地区で、ペタンクを通し
て、全ての地域住民の交流親睦を
図ろう！

西部地域
内

各自治会にある空きゲートボール場を利用し、高齢者が多くお住まいの西部地域で地域の生涯ス
ポーツとして普及させ、健康づくり、交流づくりを図りたい。講師を招いて実習、体験を実施したい。

新規

16 上田城南
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：案内看板設置（片矢印16ヶ・両矢印4ヶ・矢印無し3ヶ）
23年度：あずまやの設置と引き続き登山道の整備、イベント企画

継続

17 上田城南
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

22年4月にオープンした上田 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。イベント
開催と道と川の駅にふさわしいキャラクターの開発ほか

継続

18 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

自治会誌編集委員会が一年目に行なった自治会誌編さんの資料収集等を確認するとともに原稿作
成に更にとりくみ、７月には原稿をまとめ、内容を検討し、８月までには発注し、印刷に入り、校正を
経て２４年３月刊行する。

継続

19 神科・豊殿
烏帽子岳・殿城
山を愛する会

烏帽子岳・殿城山のハイキング
コース、登山道整備

烏帽子岳、
殿城山

1.　登山道の整備・標識設置（4月～7月）
2.　ハイキング、登山会イベント開催（9月）
3.　PR活動
4.  案内板設置

継続

20 神科・豊殿
砥石・米山城ま
つり実行委員
会

砥石・米山城まつり
砥石・米山
城
山麓

1.　事業に対する企画会議開催（5月～7月）
2.  実行委員会開催（8月～10月）
3.  会場整備（10月）
4.　会場設営（11月2日）
5.  まつり開催（11月3日）

新規



№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容
新規
継続

21 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

22 塩田
ナチュラリストク
ラブ上田

上田市自然公園一帯の景観（花
壇・草刈等環境整備）づくり

自然運動
公園一帯

上田市体育課の承諾を得て、自然運動公園一帯の環境整備事業（花壇づくり、草刈等）をボラン
ティアにより計画実施する。

新規

23 塩田
塩田のため池
活用委員会

塩田のため池活用事業
塩田平の
ため池群

①ため池管理団体及び所有者とため池活用懇談会の開催。②ため池マップの作成。③ため池標示
板の設置。④ため池美観への啓発。⑤土手草刈の参加。

継続

24 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。

継続

25 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。

継続

26 川西
NPO法人
うるわしの里

田園空間展望台と収穫祭 浦野

りんご団地の中で田園空間を展望し、りんごを始め地域の農産物の紹介を収穫祭により行い、地域
住民の交流、地域活性化を図る。住民が、田園空間の価値を再認識するとともに、地域のりんごと
遊休荒廃農地栽培の地粉・大豆の味噌により、地元伝統食である「煮込みうどん」により収穫祭を
行い、地域への愛着や一体感を醸成し活性化する。

新規

27 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。 継続

28 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。 継続

29 真田
菅平高原雪合
戦実行委員会

スノーボールバトルＩＮ菅平高原＆
戦国雪合戦

菅平高原
毎年開催しているスノーボールバトルＩＮ菅平高原に加えて、歴史好きの人が参集して仮装を主体と
した勝敗に重きを置いた戦国雪合戦を企画し、菅平高原と真田地域の活性化を図る。

新規

30 真田
ＮＰＯ法人
スポーツリゾー
トすがだいら

「地域の魅力発見」モバイル写メコ
ンテスト

菅平高原
～上田全
域

地域の魅力あるスポットを携帯電話で画像投稿することで、菅平高原をはじめ真田地域の魅力の
再発見と愛着心の向上を図るとともに、観光客からも魅力ある地域づくりを目指す。

新規

31 真田

菅平高原地域
振興のための
団体合同協議
会

菅平高原憩いの森整備事業 菅平高原
菅平高原国際ﾘｿﾞｰﾄｾﾝﾀｰ南側に隣接している山林を整備し、菅平高原を訪れる皆様に快適空間を
提供する。

新規

32 真田
さなだスポーツ
クラブ

トップアスリートが教える！こども
チャレンジスポーツ塾

真田地域
サッカー・テニス・バレーボールなど複数種目のトップアスリートを招き、真田運動公園・真田体育館
において実技教室と交流のためのスポーツ塾などを実施し、子供たちが夢や目標をもち物事に取り
組むよう活力ある成長を目指す。

新規

33 真田
本家真田・花の
会

歴史的観光地の賑わい創設及び
地域活性化事業

長谷寺付
近

県道横沢東部線から真田幸隆公墓地までの一帯を花木により彩りのある賑わいを創造し、感動と
満足度の向上を図りリピーターを増やし、地域の賑わいと活性化を目指す。

新規

34 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。

継続

35 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

継続

36 真田
真田三代ヒスト
リープロジェクト

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

継続

37 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 継続

38 武石
郷土の踊りを守
り伝承する会

盆踊りの復活と伝統の踊り、新
バージョンの継承と普及活動事業

武石地域
・小学生を対象とした「武石音頭セブン」の普及
・武石盆踊りの復活と伝承

新規



24 個性あるふるさとづくり事業 一覧表

計 46

1 上田中央
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前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。

継続

2 上田中央 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。さらに、荒廃農
地・遊休農地を活用した稲作や植栽を行い、地域の活性化を図りたい。

継続

3 上田中央 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。また、地域めぐりのため
のマップの検討を進め、資料を整備してまいりたい。

継続

4 上田中央 木町自治会 赤松小三郎木町顕彰会 自治会内
赤松小三郎生誕 の地「木町」を紹介し、住民がその価値を再認識して一体感の醸成を図
る。案内板の作成、ゆかりの地回遊のためのちらしの作成、講師を招いての学習会

新規

5 上田中央 大手町自治会
我がまち上田城跡公園内 の石碑胸
像から上田の歴史と偉人を発信

上田城跡

上田城跡公園内 にある５０余の石碑・胸像を広く明らかにし、歴史や偉人について学び
地域内の清明小・二中の皆さんに冊子を作成・配布して次世代に歴史をつなげていく。
地元に住んでいる住民が、訪れる多くの方に説明や案内ができるよう継続して学習して
いく。

新規

6 上田西部 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。

継続

7 上田西部 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。

継続

8 上田西部 常磐町自治会
みんなが安心して住める町づくり、常
磐町まちづくり事業

常磐町自治会
常磐町住民の連帯感を高め、安全で安心し住める町づくりを目的とし、常磐町５０年のあ
ゆみを発行し、住民全員で共有するとともに安心のための担い手の育成を図り、連帯感
の醸成を進める。

新規

9 上田城南 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

本来豊かであるべき里山を自らの手で整備し、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。

継続

10 上田城南 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
子どもとお年寄りがふれあえる全員参加の親睦会の開催

継続

11 上田城南 中之条自治会
中之条地域の歴史遺産を文書化し、
活用し、絆を深める取り組み

中之条自治
会内

村社会から都市型社会への急速な変化と高齢化により、失われつつある伝承文化、史
跡、古い文書、道具などを見直し、文書に整理して残すことで、住民が地元の歴史や文
化に興味を持ち、地域の連携が深まることを期待している。

新規

12 上田城南 下之条自治会
天白山石段改修及 びあずまや建設
事業

天白山

先人の人達の偉業である古くから伝わる石段を改修することにより、保全が図られるの
で、下之条の財産として後世に残すとともに、改修整備により頂上へ登りやすくなるので
多勢の人達が訪れる場所となる。完成後は観光客のほか自治会員に頂上へ来ていただ
き地域の一体感の醸成や健康づくりに生かしてまいりたい。

新規

13 上田城南 御所自治会
地名の由来と地域の歴史遺産を活か
した魅力あるふるさとづくり実行委員
会

御所自治会

地域の歴史を知る住民の方が少なくなってきており、地域のつながりも希薄になっている
傾向にある。今回、地域の歴史をもう一度勉強しなおし史跡看板を設置したり講座を開
催したりして地域の魅力アップにつなげたい。「自治会名」となっている御所の由来につ
いても探ってまいりたい。

継続

14 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
・花見会の開催　・環境緑化木苗木の植樹、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）　　・花壇整備（年2回）　・花壇作成

継続

15 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

継続

実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域



実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域

16 神科・豊殿 岩門自治会
岩門城をはじめとした歴史遺産を活
かしたふれあいの里づくり

岩門自治会
・岩門地域の歴史や史跡に関する講演会の開催（7月）
・活文禅師ゆかりの大日堂の改修工事（8～10月）
・岩門城・大日堂周辺の案内板、遊歩道等の設置

新規

17 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。

継続

18 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。

継続

19 塩田 八木沢自治会 八木沢自治会　里山公園
八木沢自治
会

歴史遺産を学び後世に伝えるため、当自治会が所有する山林に遊歩道を整備する。
又、植林、東屋の建立。公園広場の排水路整備を行う。歴史・遺産に関する講演会の開
催する。

継続

20 塩田 手塚自治会
水・環境をまもる癒しの里手塚自治
会

手塚自治会
田園整備事業 により舌喰池周辺が整備されたため、大勢の人が引続き訪れる場所とな
るようホタル水路の整備を行う。

継続

21 塩田 学海北自治会
幼児、子供達が安心して遊べる場所
作り

学海北自治
会内

団地内の浄化槽跡地を整備し、幼児・子供たちが安心して遊べる場所を造成する。　又、
自治会内の各種行事の会場及び災害時の避難場所としての活用も兼ねて整備を行う。

新規

22 塩田 野倉自治会
野倉資料館を伝統文化継承の場とし
て、地域資源を活かした活力ある里
に

野倉自治会
貴重な建物である資料館を整備し、地域の資源や伝統文化を見直して住民全体で事業
に取組むことにより、活気ある地域づくりを目指す。

新規

23 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を実施する。

継続

24 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。

継続

25 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。

継続

26 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。

継続

27 川西 小泉自治会
消防ポンプ3代記念安全・安心まちづ
くり事業

小泉
小泉地区の消防活動の歴史を物語る貴重な消防ポンプ3台を修復・展示・活用すること
で各種イペントを盛り上げ住民の防火意識の向上と地域交流の活性化、住民相互の連
帯の強化を図る。

継続

28 川西 浦野南団地 浦野南団地公園魅力 アップ整備事業 浦野南団地公園

公園に、児童・幼児や老人を対象とした諸施設の充実を図ることにより、児童・幼児にお
いては規律を守りながら自由奔放に遊び、老人もマレットゴルフや健康体操の体力づく
り、憩の場として活用をして、多くの人が集うことにより、相互融和が実現する。

新規

29 川西
川西地区自治
会連合会

川西地域自治センター竣工記念イベント
川西地域自
治センター

川西地区住民 の念願であった川西地域自治センター完成を記念して、実行委員会を組
織し、地域住民に披露すると共に川西地域の拠点として魅力あふれる地域づくりを進め
るために、川西公民館文化祭 と併せて、郷土音楽芸能発表会等 を行ったり、焼きそば、
豚汁等を振舞うなどのイベントを実施する。

新規



実施場所 事業内容
新規
継続

№ 自治会名 事業名地域

30 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。

継続

31 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。 継続

32 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。

継続

33 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。 継続

34 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。

継続

35 丸子 狐塚自治会
狐塚ほたるの里自然保護地区遊歩
道整備

狐塚沢
・遊歩道整備
・カタクリの花壇作り、公園整備
・雑木処理

継続

36 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

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図るため、遊
歩道や区民広場の整備を進めてきた。24年度は区民広場の水回り整備・ベンチ製作・砕
石敷等の整備をする。

継続

37 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を掘り起こし、「真田区誌」の編集および印刷製本。それを活用し
た講演会の開催

継続

38 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

継続

39 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。

継続

40 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

継続

41 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

継続

42 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

継続

43 武石 堀之内自治会
武石氏と堀之内館跡を中心にした地
域づくり事業

堀之内自治
会

「武石」地名のもとになった武石氏と館跡について学び、関連行事を計画・実施するととも
に、周辺の堀の内地域を整備して環境保全と美化を図る。

継続

44 武石 築地原自治会
花と緑に囲まれ・活力みなぎる地域
づくり事業

築地原自治
会

辺地であっても元気・活力みなぎる地域づくり。花と緑に囲まれた、住んでよかったと思え
る景観づくりを進め、地域の活性化を図る。

継続



24 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 36

1 全市

“ありがとう！上
田市民会館”記
念コンサート実
行委員会

ＵＣＦ2012演奏会「語り継ぎたい・
歌い継ぎたい・ふるさと上田の歌
を！！！」

上田市民
会館

ふるさと上田を題材にした曲を収集し、市民の皆さんの参加を募り、上田に関連する歌を
定期的に練習してきました。２４年７月１日に市民会館で合唱祭を開催する。

継続

2 全市
サークル絹の
里

養蚕・蚕種及び上田紬の歴史と未
来を知る展示会と図録作成

中央公民
館ほか

かつて蚕都として繁栄した上田を支えた地域の養蚕・蚕種・製糸業などの歴史を学び、未
来を考えるとともに、その貴重な資料を市民の皆さんにお伝えしたい。今年は資料をまと
めた図録を作成し、市民の皆さんや子どもたちにも紹介したい。

継続

3 全市
ゲートウェイ信
州上田城下町

地域交流　街の活性化資源活用プ
ロジェクト

上田市全
域

城下町上田の街並みをガイドをとともに歩き、上田を紹介していくとともに、地域の諸団体
と連携した四季折々を楽しめる新しいコースを設営し、特色あるウォーキングイベントを定
期的に開催する。

新規

4 全市
上田地球を楽し
む会

自然科学標本の保護と採集のモラ
ル掲示

上田市全
域

学術標本の採取地で愛好家やマニアによって荒らされている場所（２箇所）を保全するとと
もに、訪れる方の安全を守るため、自然石を用いて啓発用掲示石を設置する。

新規

5 全市
別所線と走ろう
実行委員会

第４回別所線と走ろう、歩こう　ラン
＆ウォーク

別所線沿
線

開催から４回目を迎える別所線を活用したマラソンイベント。上田駅を出発し終点は別所
温泉あいそめの湯、参加者は年々増え、安全面での対策強化が必要である。参加者は都
内や県外が主流だが、地域の皆さんには、毎年ボランティアで参加をいただいている。今
後も大会が長く継続していけるよう、丈夫な看板やコーン、のぼり旗などの整備を図りた
い。

新規

6 全市
上田市産院育
児サークル
Beans

新上田市産院を応援・元気な母育
ちを目指そう！

新産院内
ほか

新産院の開院に合わせて「これから産む人、これまでに産んだ人」の双方を支えあうた
め、自分たちの手でできる安心して産み、子育てができる地域づくりを進める。講習会や
映画上映、お産に関するチラシ等の制作・配布など。

新規

7 全市

コミュニティー加
工所真田ワー
カーズ・コレク
ティブさつき

地域の味の伝承と地域ぐるみの６
次産業化促進事業

上田市内
地域の農産物を使った「つけもの」づくりを、多くの市民の皆さんに知っていただき、生産か
ら加工販売までを行う６次産業化を目指す事業。加工品づくりの講習会やイベントを開催
する。

新規

8 全市
上田商工会議
所青年部

上田の未来を語り合う会
菅平高原
ホテル

上田市の青年世代100名による未来を語り合い、人材の発掘と実践できるネットワーク作
りを進める事業。地域づくりの講師を呼んで講義をいただきながら、実際に提案された
テーマを絞って1年をかけて実践していく。２ヵ年事業とし、さらに横につなげていく。

新規

9 上田中央
壮年ソフトボー
ル神川リーグ

キラリ光る“神川の郷” 神川流域
神川の水辺周辺を整備し憩いの場としていつでも歴史や清流に触れることのできる拠点と
して再生を図る。また、神川流域全体の美化活動を推進し「神川」への愛着と住民相互の
一体感の醸成を図る。

継続

10 上田中央
上田自然に親し
む会

太郎山に親しもう
太郎山裏

山道

太郎山の自然を多くの人々に知っていただき訪れていただくため、木や植物に看板を設
置し紹介するとともに、小学生を対象とした観察会を開催する。また、これまでの研究資料
をまとめたパンフレットを作成し多くの方に紹介したい。

継続

11 上田中央 太郎山賜生会
太郎山コンシェルジュ育成と太郎
山山麓活性化事業

太郎山周
辺

太郎山登山客に上田のよさ太郎山のよさを知っていただくためのPR活動
・コンシェルジュ（案内人）の養成　・鳥瞰図ガイドマップの作成　等

新規

12 上田中央
上田電撃実行
委員会

上田電撃 上田映劇
歴史的に価値の在る上田映劇を活用した音楽イベント
上田市出身または上田市で活動しているバンドを中心に県内でも活動しているバンドを招
いて年2回のライブイベントを行う

新規

13 上田中央 山口大根の会
伝統野菜山口大根の生産消費体
制づくり

山口地域
山口地域で採れる山口大根の担い手を育成するための活動
・山口地域の畑（休耕地）を借りて若手農業者を募集し、実際に生産　・取れた大根を商品
化して販売しPR　・次世代へ引き継いでいく

新規

14 上田西部
太郎山山系を
楽しくつくる会

太郎山山系の山城を探訪し、併せ
て縦走路整備等により楽しく里山
のよさを知ってもらう事業

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

15 上田西部
西部ペタンク同
好会

西部塩尻地区で、ペタンクを通し
て、全ての地域住民の交流親睦を
図ろう！

西部地域
内

各自治会にある空きゲートボール場を利用し、高齢者が多くお住まいの西部地域で地域
の生涯スポーツとして普及させ、健康づくり、交流づくりを図りたい。講師を招いて実習、体
験を実施したい。

継続

16 上田城南
上田原地域活
性化協議会

第5回上田原古戦場祭り
石久摩神
社周辺

平成24年9月1日に実施予定の古戦場祭りのイベント経費
・武田・村上両軍の模擬合戦
・上田原合戦ねぷた　ほか

新規

17 上田城南
上田道と川の
駅　おとぎの里

上田 道と川の駅プロモーション事
業

上田道と
川の駅

上田道と川の駅のマスコットキャラクターやオブジェ、モニュメントを制作し、施設のPRを継
続的に行うとともに、年間を通じて行う様々な行事においてこれらを活用しながら地域活性
化を図っていく。

新規

18 上田城南
加美幡そば愛
好会

荒廃農地を有効活用した地域コ
ミュニティ活性化事業

神畑地区
荒廃した農地へのソバ栽培を通して、農地の有効活用と地域の自然環境の保全、別所線
沿線の田園景観の向上を図る。別所線関連団体とも連携を図りながら事業を進めたい。

新規



№ 地域 団体名 事業名 実施場所 事業内容
新規
継続

19 神科・豊殿
砥石・米山城ま
つり実行委員会

砥石・米山城まつり
砥石・米山

城山麓

1.　事業に対する企画会議開催（5月～7月）
2.  実行委員会開催（8月～10月）
3.  会場整備（10月）
4.　会場設営（11月2日）
5.  まつり開催（11月3日）

継続

20 神科・豊殿 赤坂食の会
赤坂地区食域再生事業（食の安
心、
安全と食材の地産地消を目指す）

赤坂自治
会内

1.　食品加工衛生法に基づく改築工事（4月～5月）　　2.　味噌の仕込み作業（5月～6月）
3.　料理の研修及び発表会（全住民を対象として2回～3回）（7月～10月）　　4.　子供達を
対象とした味噌づくり等の体験学習の実施

新規

21 神科・豊殿
豊殿地区地域
福祉推進協議
会

豊殿地区地域福祉推進事業 豊殿地区

1.　社会的孤立をなくす運動、生きがい等の増進、一人暮らし高齢者・老々世帯・障害者の
方々に声をかけ、ふれあい等を通して見守り、支援する地域づくりを推進　　2.  「地域で取
り組むあいさつ運動」を展開し、安全・安心で明るい地域づくりを目指す。そのため小学生
へあいさつの標語を募集、ステッカー等を自治会等へ掲示し、啓発　3. 　医療・福祉三施
設の充実、福祉施設の誘致等

新規

22 神科・豊殿
砥石米山城跡
保存会

歴史遺産を活かした魅力ある地域
づくり

金剛寺地
籍

1.　地域の歴史にまつわる歴史講座の開催　　2.　名所、史跡の高札、樹木名板等の整備
3.　名所・史跡巡りイベントの開催　　4.　自然探勝コース、名所、史跡などのマップ作成

新規

23 神科・豊殿
豊殿地域防災・
防犯協会

豊殿地域安全・安心推進事業 豊殿地域
1.　豊殿地域内の犯罪防止と防犯意識の啓発を兼ねてパトロールを実施　　2.　年12回程
度実施予定　　3.　防犯指導員研修会の開催（年1回）　　4.　児童の登下校時に合わせた
見守り隊活動の実施（毎日）　　5.　自主防災活動の充実

新規

24 神科・豊殿
中吉田・町吉田
子供獅子保存
会

中吉田・町吉田子供獅子整備事業
神社境内
及び公民

館

1.　月2回の練習を公民館で実施（現在）　　2.　春休み集中練習を3日間実施（3月）　　3.
春祭り本番前に2日間の練習を実施（本番：4月の第2土曜日）　　4.　中吉田・町吉田両自
治会とも4月・9月の敬老会に老人の前で発表会開催

新規

25 塩田
ナチュラリストク
ラブうえだ

憩いの公園プロジェクト
自然運動
公園一帯

自然運動公園プール周辺で花を育てたり、遊歩道の景観等の整備を行う。一般市民ボラ
ンティアを募集し、年間を通じて公園一帯の整備を計画。

継続

26 塩田
塩田・すぐりの
村づくりの会

すぐりの村づくりプロジェクト・ス
テージⅡ　－すぐり栽培の定着と
すぐりジャムの製品化に向けてー

手塚地区
内

・地域内外の人々や各世代間の協働によって、  すぐり栽培の定着化と、ジャム等の製品
化を目指す。
・参加者の輪を広げ、「すぐり」の景観と生活文化を再創生し、塩田地域の活性化を図る。

新規

27 塩田
別所温泉大湯
会

野倉街道「里山を一周する道」　大
湯地区ふれあい道路

別所温泉・
西塩田地

域

地域の道路をウォーキング道路として名前をつけて活用する。案内板の設置やパンフレッ
トの作成を行いＰＲし、地域の観光ＰＲや活性化を図る。

新規

28 塩田
うえだミックスス
ポーツクラブ

別所温泉　ヘルスアップ事業
別所温泉・
塩田地域

温泉地の「癒し」の効果を運動と組み合わせて、温泉×運動＝健康の街　別所温泉として
の魅力をＰＲ。　健康フェスタの開催。早朝ウォーキング講座の定期開催。

新規

29 丸子 丸子太鼓保存
会

和太鼓の里　鹿教湯温泉推進事
業

鹿教湯温
泉ほか

・太鼓団体の合宿誘致による地域おこし
・太鼓団体の交流会開催
・合宿誘致に向けた各種のＰＲ活動の実施

新規

30 丸子

霊泉寺温泉
自然JUKUプロ
ジェクト
Ｔｅａｍ若女将

情緒あふれる霊泉寺地区の魅力
アップ & 地域がつながる連携創出
事業

霊泉寺地
区ほか

・霊泉寺地区の環境整備及び活性化事業
・遊歩道の整備と山紅葉の植栽
・地域間連携による新たな観光形態の研究

新規

31 真田
菅平高原雪合
戦実行委員会

スノーボールバトルＩＮ菅平高原＆
戦国雪合戦

菅平高原
毎年開催しているスノーボールバトルＩＮ菅平高原に加えて、歴史好きの人が参集して仮
装を主体とした勝敗に重きを置いた戦国雪合戦を企画し、菅平高原と真田地域の活性化
を図る。

新規

32 真田
さなだスポーツ
クラブ

トップアスリートが教える！チャレ
ンジスポーツ塾

真田地域
サッカー・テニス・バレーボールなど複数種目のトップアスリートを招き、真田運動公園・真
田体育館において実技教室と交流のためのスポーツ塾などを実施し、子供たちが夢や目
標をもち物事に取り組むよう活力ある成長を目指す。

新規

33 真田
真田三代ヒスト
リープロジェクト

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

継続

34 真田
菅平高原アウト
ドアクラブ

雪上ハイキングコースの設置 菅平高原
菅平高原を歩くスキーでハイキングできるコースを作り、地域の魅力を発信する。看板・
コースマップ製作菅平高原を歩くスキーでハイキングできるコースを作り、地域の魅力を
発信する。看板・コースマップ製作

新規

35 真田

菅平高原地域
振興のための
団体合同協議
会

菅平高原憩いの森整備事業 菅平高原
菅平高原国際ﾘｿﾞｰﾄｾﾝﾀｰ南側に隣接している山林を整備し、菅平高原を訪れる皆様に快
適空間を提供する。

新規

36 武石
武石スポーツク
ラブ

元気アップ！絆アップ！「たけし」2
年丸ごとスポーツフェスティバル

武石地域
武石地域の既存のスポーツ施設や昨年リニューアルした番所ケ原スキー場などを有効的
に活用しキャッチフレーズに如く1年を通じていくつかのスポーツイベントを開催する。もっ
て武石地域内の活性化、活力アップに資する。

新規
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平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    わがまち魅力アップ応援事業わがまち魅力アップ応援事業わがまち魅力アップ応援事業わがまち魅力アップ応援事業    募集募集募集募集要要要要項項項項     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪募集期間≫ 

平成平成平成平成 25252525年年年年 2222月月月月 1111 日（金曜日）～日（金曜日）～日（金曜日）～日（金曜日）～2222月月月月 28282828日（木曜日）日（木曜日）日（木曜日）日（木曜日）    

    

 

 

 

 

１制度改正について 

平成 20年度からスタートしました「わがまち魅力アップ応援事業」は、市民の皆

さんからの要望等を踏まえ、また、地域内分権及び市民の参加と協働によるまちづく

りを推進するため、これまで対象者ごとに補助期間や補助上限額を区分して実施して

いた２つの補助制度を来年度事業から一本化しました。 

この改正に伴い、市民活動団体ではこれまで 2 年間としていた補助期間を 5 年間

に延長しました。平成 24年度に補助事業を実施されている団体の皆さんも、残りの

期間、補助限度額の範囲内（総額 200 万円）でこれまでの継続事業（同一事業）と

して来年度以降事業申請を行うことが可能です。また、自治会の皆さんも残りの期間

について、補助上限額を変更して申請を行うことが可能です。 

既にこの補助金をご活用いただいた自治会についても新たな事業は応募すること

ができるようになります。さらに地域の実情に合わせて複数の事業が応募できるよう

になります。 

この事業は、平成 25 年度予算の成立の後、速やかに補助事業を開始できるようにするために

事前に募集の手続きを行うものです。従って平成 25 年度予算の成立が前提であり、補助事業の

内容等に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。 

～ わがまち魅力アップ応援事業の募集を開始します。わがまち魅力アップ応援事業の募集を開始します。わがまち魅力アップ応援事業の募集を開始します。わがまち魅力アップ応援事業の募集を開始します。 ～ 

わがまち魅力アップ応援事業は、まちづくりの主役である市民の皆さん自らが、創

意工夫により地域の魅力を高め、市民の交流を促進する自主的・主体的な取組につ

いて市が支援するものです。皆さんの積極的なご応募をお待ちしております。 
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◆ これまでの制度 

 

項 目 内  容 

事業名 個性あるふるさとづくり応援事業 特色あるまちづくり応援事業 

対象者 市内 240 自治会・26 地区自治会連合会 5 人以上でまちづくりを行う市民活

動団体 

対象事業 

地域の自然環境・景観・歴史・文化・

民俗芸能などの資源を掘り起こし、地

域の価値を高め、創出することによ

り、ふるさとに誇りや夢を持ち、コミ

ュニティの活性化と地域の一体感の

醸成に寄与する継続性のある事業 

まちづくりに熱意やアイデアを持つ

市民活動団体が、地域の課題の解決

や世代間・地域間交流を目的に参加

者を限定せずに行う上田市の魅力ア

ップに寄与する事業 

地域資源 有形無形を問わず１地域１テーマの

登録制（事業 1回限りに限定） 

― 

補助限度額 150 万円 100 万円 

補助率 補助対象経費の 10/10 以内 補助対象経費の 10/10 以内 

補助期間 5 年以内 2 年以内 

 

 

 

 

 

２新制度の概要 

 

◆ 基本制度（現行２制度の一本化と限度額の増額等） 

項 目 内   容 

対象者 自治会、自治会連合会、5 人以上の市民活動団体 

対象となる事業 
自治会や各種市民活動団体等が地域課題の解決や地域の活性化

に資するため自主的・主体的に取り組む事業 

補助限度額 200200200200 万円万円万円万円    

補助対象経費 3 ページを参照してください。 

補助率 補助対象経費の 10/10 以内 

補助期間 5555 年以内年以内年以内年以内    

 

    一本化し、さらに充実一本化し、さらに充実一本化し、さらに充実一本化し、さらに充実        
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３補助対象経費 
 総事業費から参加者負担金などの収入を除いて補助金額を算定します。 

項 目 内   容 

謝金 外部講師や出演者への謝礼、専門的技能を有する協力者への謝金 

（行事参加者に対する賞品（ビール券や商品券も含む）や参加賞は対象と

なりません。ただし、中学生以下を対象とする参加賞で、補助対象経費総

額の 5％以内、税込単価 500 円を上限として補助対象とします。） 

旅費・交通費 講師、出演者等の交通費、宿泊費 （上田市の基準による） 

消耗品費 事業実施に必要な消耗品費 

印刷製本費 チラシ、ポスター、チケット等の印刷費 

燃料費 作業等に必要な機材や車両等の燃料費 

通信費 事業の実施、連絡等に要する郵便料等 （電話・FAX 料を除く） 

保険料 事業の実施に係る保険料 

委託費 事業実施に必要な専門的な業務の委託費 

※ 補助額は補助対象経費総額の 1/3 を上限とします。（ただし、補助期間

5 年以内で年度間の調整を可能とします。）詳しくはご相談ください。 

使用料及び賃借料 事業に要する会場使用料、車両、機械等の借上料 

※ ただし、次の機材は 1 回あたりの借上げに上限額を設けました。 

 ①軽トラック 1,000 円 ②草刈機 400 円 ③チェーンソー500 円 

原材料費 事業に直接必要な原材料費 

備品購入費 事業実施に必要な機材・備品（価格が 3 万円以上で 5 年以上使用する物

品）の購入費 

※ 補助額は使用状況により団体負担を求める場合があります。また、レン

タルが合理的と判断する場合があります。 

※ 印刷製本費、委託費、備品購入費、及び単価が３万円以上の使用料・賃借料、原材料費等に

ついては、申請時に見積書の添付が必要となります。 

※ 会議費は補助対象事業費の 5％を上限として補助対象経費にすることができます。詳しくはご

相談ください。 

 

会議費として認められる経費は、事業の打ち合わせ会議や反省会等において支出した経費で、

常識的に考えられる経費のことをいい、以前から示されていた補助対象外経費を認めていると

いうわけではありません。また、実績報告の時点では領収書が必要となります。 

 〔例１〕イベントの計画や具体的な作業の打合せを実施するにあたり、役員会議を開いてお茶

を出した。この際のお茶代。 

 〔例２〕事業の保存や記録を目的に、写真の焼増しや CD 等を購入し、自治会の中で報告会を

開催した。また、事業紹介を兼ねた広報誌を作成した。この際の事務費代。 

会議費として認められる経費の例 



 4

４補助対象外経費 
・団体の事務所等を維持するための経費 

・団体の経常的な事業に要する経費 

・団体の構成員の飲食費（会議費相当の飲食費を除く）、構成員の人件費や謝礼 

・審査時点の申請内容から逸脱した経費、予算消化のための備品等購入経費 

・不動産取得費    

・公租公課  等 

 

 

５補助対象外事業等 

(1) 政治、イデオロギー、宗教などを目的とする事業 

(2) 実質的に既に完了した事業（事業開始は補助金の交付決定後とします。） 

(3) 同一年度に国・県、及び市の他の制度による補助実績または見込のある事業 

(4) 申請団体の構成員のみの活動にとどまる事業 

(5) 主に特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

(6) 目的そのものが備品の購入や建設・工事にとどまると判断される事業 

(7) 特定団体・個人が主に市外で実施する公演・研修・研究を目的とした事業 

(8) 過去にわがまち魅力アップ応援事業の補助金交付を受けた事業と内容が同一の

事業 

過去にこの補助金をご活用いただいた団体であっても新たな事業は対象となり

ます。また、単年度に同一団体で異なる事業の申請も可能です。 

ただし、地域協議会において同一事業と判断されるものは対象外となります。 

 

 

６事業の流れ 

申込から補助金交付までの流れ（下線箇所は皆さんに提出いただく所定の書類です） 

 

項 目 内 容 

①補助金選

考申込 

補助金の交付を希望する団体は、次ページ❶～❻の書類を主たる事

業実施地域の地域協議会事務局（8ページに記載）へ直接提出して

ください。その際に事業内容についての聴き取りをさせていただき

ます。アドバイスや助言等が可能ですので、提出期限ぎりぎりの申

請は避け、できるだけ事前にお問合せください。 

※事業内容について、申請時点でチェックするため、必ず担当者の

確認を受けてください。 
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❶選考申込書 ― 様式第 1 号 

❷事業概要書  ― 様式任意（Ａ4、2 枚程度） 

❸収支予算書 ― 別紙 1（別紙様式第 1 号関係） 

❹団体概要書 ― 別紙 2（別紙様式第 1 号関係）  

❺申込事業チェック表 ― 別紙 3（別紙様式第 1 号関係） 

❻年度別事業計画等 ― 別紙 4（別紙様式第 1号関係）  

 

②事業選考 主たる事業実施地域の「地域協議会」において、申請団体が事業のご

説明（プレゼンテーション）をしていただきます。地域協議会では、

申請された事業の選考及び実施にあたっての助言等を行います。申請

団体の皆さんには、事前に事業内容の説明の準備していただき、追加

の補足資料等がある場合は、ご用意願います。プレゼンテーションの

実施時期は各地域によって異なります。日程等詳細については、団体

の連絡責任者の方へ後日お知らせいたします。 

 

③補助金交

付申請 

「地域協議会」の選考結果に基づき内定通知書を送付します。補助

金交付の内定の受けた団体は補助金交付申請書（様式第 2号）を提

出してください。25年度事業の準備が整った団体（地域協議会から

条件や意見等が出された事業は、その対応策を検討・解決したうえ

で）は、4月 1日以降申請が可能です。内定通知書は補助事業の開

始を認めた書類ではありませんので、補助金交付申請書を必ず提出

してください。 

※ 内定通知書は交付申請を行うための条件や地域協議会からの

アドバイス等が記載されていますので、内容を確認したうえ

で補助金交付申請を行ってください。 

             

④補助金交

付額の決定 

市長が補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書を送付します。

事業を進めるうえでの留意点が明記されていますので、必ず交付決定通

知書の内容を確認してください。 

 

⑤事業開始 交付決定を受けた後、事業を開始してください。なお、事業を中止

する場合は補助金交付申請取下書（様式第 6号）、事業等の内容が

変更となる場合は事前に事務局と協議を行ってください。また、事

業精算時に事業費の使途の経過を明確にするため、日計帳（別紙 2

（別紙様式第 3号関係））の作成をお願いします。 

なお、事業開始に当たり、特に必要と認められる場合は、交付決定
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額の 8 割までを上限に概算払いが可能です。事業資金が必要な皆さ

んは概算払請求書（様式第 5 号）の提出をお願いします。申請を受

理してから概ね 2 週間程度で、団体の口座へお振込みが可能です。 

 

⑥事業実施

中 

事業期間中のアドバイスや相談をお受けいたします。担当する部署

への連絡や支援をさせていただきますので、事業を行ううえでお困

りの点がありましたらご連絡をお待ちしています。市のホームペー

ジや広報うえだでの事業紹介、イベント周知、公共施設へのポスタ

ー掲示など、事業協力が可能ですのでご連絡をお待ちしています。 

なお、補助期間が終了した場合でも相談等支援が可能ですのでお気

軽にご連絡をお願いします。 

 

⑦実績報告 事業完了後、速やかに書類を整備し、地域協議会事務局へ提出して

ください。書類の作成方法が分からない場合はお問合せください。 

❶ 実績報告書 ― 様式第 3 号 

❷ 収支決算書 ― 別紙 1（別紙様式第 3 号関係） 

❸ 日計帳   ― 別紙 2（別紙様式第 3 号関係） 

❹ 事業内容がわかる資料（写真・当日のチラシ等） 

❺ 領収書等（補助対象経費のみ、会議費計上団体は相当額の領収

書）原本及び写し（コピーしたもの）の提出をお願いします。確認

後、領収書原本は返却させていただきます。 

(注 1) 領収書は、全ての品名が書かれたレシートか、全体を一つに

まとめたうえで但し書き、宛名、日付等が明記された領収書のどち

らかがあれば良とします。 

(注 2) 講演会等の講師の謝礼金や交通費、草刈作業などの際の機材

借上料等については、必ず相手方（債権者）の受領サインか認印が

必要です。団体独自の出金伝票での支払証明は認めていませんので

お願いいたします。 

(注 3) 個人名義の通帳への振込みは行っていません。必ず団体の

通帳（無い場合は開設してください）の登録をお願いします。精算

時に提出書類等との突合をさせていただきます。 

 

⑧補助金の

支払い 

実績報告書類の提出後、内容確認をさせていただき補助金の交付確

定を行います。交付確定通知書が届いた後、補助金を交付します。

所定の請求書（様式第 4号）を提出してください。請求書の受理か

ら概ね 2週間程度で団体の口座へお振込みをさせていただきます。 
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⑨その他 事業終了後、実施された事業の団体の皆さんにお集まりいただき事

業報告会の実施や活動内容を紹介するための事例集の作成を行っ

ています。活動中の写真や活動記録等の保管をお願いします。 

みなさんの活動を広く紹介、保存することで、事業の成果や課題の

共有に役立つものと考えられますのでご理解・ご協力をお願いしま

す。実際の依頼は、その都度地域ごとにお願いしていきます。 

 

※ 事業の募集は、広報うえだ 並びに 市のホームページ等でお知らせします。 

※ 募集要項、提出書類等は市のホームページ又は各地域に配置しました書類を参照ください。 

※ 平成 24 年度までに補助期間を満了する自治会の皆さんは新たな事業での申請が可能です。 

※ １回目の申請が不採択となった場合でも、計画内容を改善し再度申請することは可能です。 

 

 

７応募方法（平成 25 年度版） 

 次の選考申込書等に必要事項を記入のうえ、事業を実施する地域の申込先へ期限ま

でに直接提出してください。事業内容の聴き取りを行いますので、郵送による提出は

不可とします。 

 

・ 選考申込書（計画した事業の目的、内容、全体計画等について確認します。） 

・ 事業概要書（選考申込書のほかに必要があれば提出してください。） 

・ 収支予算書（事業の具体的な予算計画を確認します。） 

・ 団体概要書（申請団体の構成員、活動経過等について確認します。） 

・ 申込事業チェック表（申請した事業の実現性等について確認を行います。） 

・ 年度別事業計画等（次年度以降の計画について概算で記入していただきます。） 

 

（応募にあたっての留意点） 

 採択後、経費の変更を含め当初の申請から内容変更が認められるのは、事業

目的を達成するために必要不可欠な事態が発生した場合に限られ、かつ補助金

の交付決定額以上の交付はできかねますので、当初の段階で十分な計画の立案

をお願いします。また、審査後の事業変更は地域協議会の意見を反映した内容

に限って認められていますが、審査時点の内容から大幅に変更せざるを得なく

なった場合は、一旦事業を中断し再申請、再審査をお願いすることになります。 
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８お問い合せ・お申し込み先 

主たる事業実施地域 選考機関 
申込先 

（地域協議会事務局） 
連絡先 

全市域 地域協議会正副会長会 市民参加・協働推進課 
22-4100 

内線 1354 

東部地区､南部地区､中央地区､ 

北部地区、神川地区 
上田中央地域協議会 中央公民館 22-0760 

西部地区､塩尻地区 上田西部地域協議会 西部公民館 27-7544 

城下地区､川辺・泉田地区 上田城南地域協議会 城南公民館 27-7618 

神科地区､豊殿地区 神科・豊殿地域協議会 豊殿地域自治ｾﾝﾀｰ 35-2939 

東塩田地区､中塩田地区､ 

西塩田地区、別所温泉地区 
塩田地域協議会 塩田地域自治ｾﾝﾀｰ 38-3000 

川西地区 川西地域協議会 川西地域自治ｾﾝﾀｰ 75-5840 

丸子地域 丸子地域協議会 
丸子地域自治ｾﾝﾀｰ 

地域振興課 
42-1011 

真田地域 真田地域協議会 
真田地域自治ｾﾝﾀｰ 

地域振興課 
72-2202 

武石地域 武石地域協議会 
武石地域自治ｾﾝﾀｰ 

地域振興課 
85-2824 

※ 補助金の対象となる具体的な事業や制度の詳細等が不明な場合、実施地域が２地域以上に及

ぶ場合や申請先の判断がつかない場合など、ご不明な点がございましたら各地域協議会事務

局へお問い合せください。メール・FAXでお問い合せいただいてもかまいません。 

 

※ 皆さんの主体的な事業の定着に向け、市では技術的なアドバイスや関連事業との連携など、

市役所を挙げて応援してまいりますのでお気軽にご相談ください。 

 

上田市 政策企画局 市民参加・協働推進課 

〒386-8601 上田市大手一丁目 11番 16号 

TEL 0268-22-4100  (内線 1354) 

FAX 0268-22-4130 

E-mail mati@city.ueda.nagano.jp  


