
平成 19 年度第１回丸子地域協議会会議次第

平成 19年 4月 18日(水) 13:30～

丸子地域自治センター 4階講堂

１ 開 会

２ あいさつ

３ 事務局職員紹介

４ 報告事項

５ 会議事項

（１）会議の進め方・スケジュールについて 資料１

資料 2

（２）その他

６ その他

７ 閉 会



平成18年 平成19年

協議する項目

（地域協議会の開催）

（会議内容）

●(市長からの)諮問審議事
項
・新市建設計画の変更
・総合計画の策定・変更

●(市長が)意見を聞く事項
・合併協定書の合意事項の
見直し
・公共施設の設置廃止
・地域振興事業基金の活用

●調査研究事項
・住民自治の推進
・住民と行政との協働によ
るまちづくり

丸子地域協議会　スケジュール（案）

3月8月 10月 11月 12月 Ｈ20年1月6月 7月 9月 2月4月 5月

・会議の進
め方・スケ
ジュール
・丸子地域
の平成19年
度予算概要
の説明

・会議の進
め方　・要
綱の改正
・H19～21実
施計画概要
説明

4月18日

10月 11月 12月 1月 2月 3月

10月2日

・協議会運
営要綱の制
定
・会長及び
副会長選出

・総合計画
審議会委員
の選出
・新市建設
計画の概要
・現地調査

・第1次上田
市総合計画
地域まちづ
くり方針に
ついて（諮
問）

・丸子地域
まちづくり
方針「計画
シート」審
議

・合併協定
項目の合意
事項の変更
・会議の進
め方

(委員合同研
修会)

11月6日 12月20日 1月15日
1月31日

2月20日 （3月15日）

第1回 第2回 第3回
第4回
第5回

第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第16回 第17回 第18回

地域自治センター各課
実施計画・予算・事業

第12回 第13回 第14回 第15回

                                                    事業実施         事業実施

資料１

・平成17年2月に旧4市町村で締結した合併協定項目の合意事項のうち
　ア.「調整済」とされた項目について見直しを行う場合、原則として地域協議会の意見を聴く。（基本的協議項目及び各種計画の策定に関する項目は除く）
　イ.「調整中」により進められている項目について、調整方針の変更がある場合は、地域協議会へ報告する。

各担当部局から提出された案件に対して意見を聴く。

●上田市行財政改革大綱　　取組項目：地域自治センターの役割の発揮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取組内容：地域予算と地域自治センター長の権限の検討による地域内分権の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年度：地域協議会を中心とした検討

●丸子地域のまちづくりに関すること（総合計画まちづくり方針の7項目）について、部会に分かれて「どうしたら実行できるか」検討していったらどうか（第6回委員意見）
　①軽快な交通ネットワークの整備
　②健康×観光×自然＝交流人口の拡大
　③新たな産業ブランドの創出
　④生涯学習活動拠点の充実と新図書館の整備
　⑤可能性を秘めた雇用・居住・福祉の拠点整備
　⑥未来型産業の振興と起業マインドの育成
　⑦自然環境の保全と人々が共生できる地域づくり

H20～22実施計画
策定作業

H20予算編
成作業

実施計画公
表

H20予算決
定

H19予算決
定

H19予算編成
作業

　毎月1回開催予定

H19～21実
施計画公表

総合計画「丸子地域まちづ
くり方針」諮問・審議・答申

3～4部会（1分科会につき6～7名。複数分科会も可）
　・それぞれ取りまとめ責任者により意見集約。
　・任意により開催。事務局は会場の手配と連絡調整のみを行う。



［阿原委員からの提案］

平成19年3月 15日

地域協議会の進め方

１．はじめに

住民自治の推進や住民と行政との協働による街づくりに関する事項を審議するため地域

協議会はあるが、分権型の地域協議会として十分機能することは重要である。

合併によりこの地域から議会、理事者が無くなった代わりに地域協議会があると思う。地域

の発展のためにこれから将来に役立つことを考えていくか、丸子地域の特性を活かす方向性

を決めて行くべきかである。

市民（地域協議会）が行政サービスの中身を吟味し、負担や受益を議論して行くのが重

要となる。

２．協議会の審議内容について

①合併協議項目（1998項目）の調整状況について

「最重要」２７８（合併協定書に記載）

合併後に調整を先送り 101項目

調整中 69項目 ｅｘ ・配食サービス

・都市計画区域の見直し

・防犯灯補助

・水道料

・下水道使用料

②行政改革の取り組みについて

組織改正

③第一次上田市総合計画地域まちづくり方針の取り組み（丸子地域）

実施計画の策定

④地域自治センター各課の懸案事項について

方向性を検討する

⑤地域自治センターの業務運営について

・年度当初予算の編成方針

・歳出決算について

・事務に関する報告

・事業進捗状況

・定例市議会提出議案―事業計画、収支計算書

ｅｘ

・農地・水・環境保全―アレチウリ・アメリカシロシトリ・ブタクサ

資料 ２



［阿原委員からの提案］

・子供が安心して暮らせる地域づくり

・丸子地域投票区の再編

⑥地域協議会としての意見具申

委員構成として区長会、学識を有する者、連合ＰＴＡ、公募、女性団体連絡協議会、

商工会、知的障害者育成会、消費者の会、依田窪地域連絡協議会、ボランティア連絡協

議会、工業振興会と各専門分野としての問題提起がある。専門部会を編成して意見をまと

めていく。

３・地域協議会の進め方

地域協議会は、合併特例法で10年となっているが審議事項は山積みが懸念される。

協議委員の任期は、2年と決められており月一回ペースで分権と住民参加を議論して

成果が果たして向上するか地域協議会の進め方がポイントである。

協議会の審議内容を吟味のうえ、計画的なスケジュールを策定していく。また、出席者に

ついても地域振興課で窓口はよいが関係課の職員も参画すべきである。

「作成者」

丸子地域区長会

阿原 孝之



　　丸子地域にかかる平成19年度予算  （主な事業）
（単位：千円）

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

共同集会施設新築・改築事業補助金 地域振興課
※補助要綱は暫定施行（3年間）～H20
【丸子地域】新築　（補助率2/3以内） 1件
　　　　　　　 改築  （補助率1/2以内） 6件

26,300

住民提案型事業補助金 地域振興課

住民自らが地域の課題を解決するため企画したまちづくり事業を公募し、審査選考された事
業に対し補助を行う。
　・企画、研究部門10/10以内10万円
　・実践事業部門　  8/10以内30万円

3,000

男女共同参画推進事業 市民生活課
シルキーフォーラム・映画会・エンパワーメント（3回）を開催し、男女共同参画の意識向上を図
る。

920

ＩＳＯ１４００１推進事業 市民生活課
丸子地域自治センターで推進しているＩＳＯ14001の規格に適合するため、環境マネジメントシ
ステムを維持・継続するシステム運営費や審査手数料。

1,319

長瀬市民センター管理運営事業 健康福祉課 長瀬市民センターの管理運営委託料 4,429

丸子福祉センター管理運営事業 健康福祉課 丸子福祉センターの管理運営経費 15,394

老人福祉センター運営費補助金 健康福祉課
運営費の助成
　・社会福祉協議会への補助金

13,021

保育所施設整備事業 健康福祉課
公立保育所施設整備
　・みなみ保育園下水道接続工事等

10,000

子育て支援事業 健康福祉課
丸子地域の子育てサロンの会場を移転し、子育て支援事業を拡充して実施する。（カネボウ
跡地）

430

地域子育て支援センター事業 健康福祉課 中丸子保育園子育て支援センター遊びの広場を常設化し、子育て支援の拡充を図る。 696

丸子保健センター管理事業費 健康福祉課 丸子保健センターの管理事業費の計上。 871

陣場地区遊休農地活用対策事業 産業観光課
陣場地区の遊休荒廃農地を農業生産法人がワイン用ぶどう畑として造成を行い、農地の集
団化を促進し、農地の再生や地域振興を図る。

16,763

丸子地域市議会議員と丸子地域協議
会との合同会議資料（19.4.18）
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

有害鳥獣駆除対策事業（防護柵設置） 産業観光課
イノシシ・シカなどによる農作物への被害を抑えるため、防護柵の原材料支給を行う。（5団
地）

2,805

森林整備地域活動支援事業 産業観光課
森林整備に関する地域活動に対して交付金を交付し、森林所有者等による計画的、一体的
に森林施業の確保を図る。

420

県単土地改良事業補助金 産業観光課
県単農業農村基盤整備事業
　・表川地区水路改修L=100m

1,800

県営土地改良事業負担金 産業観光課

　・中山間地域総合整備事業（内村地区）ほ場整備2.8ha、農道整備L=3,700m、水路改修
L=400m
　・ため池等整備事業（北原大池地区）堤体工、余水吐工、取水施設工
　・かんがい排水事業（塩川地区）水路工L=800m

65,288

市営土地改良事業工事費 産業観光課
市で行う農道整備、水路改修等に係る工事費
　農道整備L=2,295m、水路改修L=4,770m、水門改修等29箇所　等

24,670

電源立地地域対策交付金事業 産業観光課
発電所の影響を受ける郷仕川原地区の水路等の改修
　・水路改修L=60m

5,000

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業 産業観光課
地域の農地・水・農村環境の保全と質的向上を図るために行う、地域ぐるみの活動を支援す
る。
　・塩川地区32ha

350

基盤整備促進事業 産業観光課
農業用道水路の整備（和子・南方地区）
　・和子地区　農道舗装L＝570m、南方地区　用水路L＝110m

17,736

ふるさと農道緊急整備事業 産業観光課
国道254号に並行する農道を整備する。
　・農道改良L=600mほか、用地買収補償1式

90,000

産業祭補助金 産業観光課
2007元気まるこ産業フェスタ開催にかかる補助金。
産・学・官・食をアピールポイントとして、上田市の商店・企業が出展し、元気ある丸子地域を
ＰＲする。

3,000

商店街店舗改装事業補助金 産業観光課
シースルーシャッター、ショーウインドウ等への店舗改修経費に対して補助をする。
　　・補助対象事業費の1/3以内 　　　・1,200千円限度　　【丸子地域】 100万円（１件）

1,000

国際規格審査登録支援事業補助金 産業観光課

 市内の中小企業が新規にＩＳＯの審査登録をするために要する経費に対し補助する。
　・登録経費の1/2以内　300千円限度
【丸子地域】 　５件　  旧丸子町制度経過措置分1,000千円×1件（ＩＳＯ9000）
　　　　　　　　　　　　　新市制度分　　　　　　　　 　 300千円×４件

2,200

商工業振興助成事業 産業観光課 企業立地促進条例助成金　　２社（ホクト㈱、日信サービス㈱） 101,243
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

観光施設管理事業 産業観光課 　・鹿教湯健康ｾﾝﾀｰ管理運営委託費　950万円 9,500

鹿教湯温泉交流センター建設事業 産業観光課

鹿教湯温泉の「療養型温泉地」「健康づくり温泉地」の特性を活かした健康づくりを推進し、滞
在型宿泊客と地域住民との交流及び観光振興を図るため整備を行う。
　＜事業概要＞
鉄骨造2階建　延べ床面積933㎡　（ステージ付多目的ホール兼交流室、会議室2室、研修室
調理室、和室、事務室2室、ロビー兼ギャラリー、足湯）

249,568

鹿教湯健康センターグレードアップ事業 産業観光課

S58年建設のクアハウスは、全体的に老朽化が激しいため、年次計画により、施設・機能・設
備について大規模改修を行う。
＜事業概要＞
バーデゾーン上部屋根及び内部壁の改修、天井塗装部の再塗装、サッシュの結露対策ほか

19,150

市民まつり等負担金 産業観光課
丸子ドドンコ実行委員会負担金　　　　　　575万円（1周年記念）
丸子納涼花火大会実行委員会負担金　 　 50万円（1周年記念）

6,250

各種観光関連団体支援事業 産業観光課
各種間観光関連団体への観光宣伝事業に対する補助
　・丸子観光協会活性化事業補助金　　　　605万円

6,050

鹿月荘改修事業 産業観光課
客室にトイレが設置されていないため、３階客室にトイレを設置する。
H4設置の階段昇降機を更新する。

13,300

地域振興対策事業 産業観光課 鹿教湯地区健康保養温泉地づくり支援事業補助金　　　350万円 3,500

地方道路交付金事業（交通安全）
　西村線

建設課 道路築造（新設）工事　Ｌ＝２８０ｍ　Ｗ＝９．２５ｍ　　用地買収　Ａ≒４５０㎡　工作物補償 他 45,000

道路整備事業負担金 建設課
県道兼用側溝整備事業負担金
　・路線未定

2,500

地方道路整備交付金事業（舗装修繕）
　丸子北御牧線

建設課 舗装工事　Ｌ＝１，０００ｍ　Ｗ＝７．３ｍ 50,000

市道新設改良事業　まちづくり交付金事業
　中の道川原線

建設課 用地買収　Ａ＝１００㎡　建物補償　１棟 他 15,000

市道新設改良事業　まちづくり交付金事業
　中丸子１号線

建設課 用地買収　Ａ＝１，１８０㎡　他 40,000
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

市道新設改良事業　まちづくり交付金事業
　鹿教湯２号線

建設課 遊歩道整備　Ｌ＝２００ｍ　Ｗ＝２．０ｍ 4,000

市道新設改良事業　まちづくり交付金事業
　依田川ウオーキング道路

建設課 用地買収　Ａ＝170㎡　工事　Ｌ＝３００ｍ　Ｗ＝２．０ｍ （植栽及び案内看板設置一式） 20,000

市道新設改良事業　地方特定道路整備事業
　腰越北佐久線支線

建設課 改良工事　Ｌ＝２８０ｍ　Ｗ＝７．０ｍ　橋梁詳細設計一式 30,000

地元施工交付金事業 建設課
地域の実情に即した創意と工夫による生活道路等の環境整備を、住民との協働により推進し
た事業に係る交付金。

2,000

循環バス運行費補助金 建設課
市内循環バスの運行に対する補助金
【丸子地域】 862万円

8,620

都市緑化推進事業 建設課
花、肥料、資材の支給や、自治会への交付金等により、住民との協働で花と緑のまちづくり事
業を推進する（武石地域は育成会事業として教育費に計上）。
【丸子地域】 718万円

7,182

信州国際音楽村周辺公園整備事業 公園緑地課
既存の集会所、音楽堂などの施設と連携し、有効活用を図りながら、来園者が花と緑にふれ
あえる憩いの公園整備を進めることにより、より一層の地域交流を図る。全体面積A=6.0ha

33,000

地籍調査事業委託 建設課
地籍調査を実施し、公図の修正、土地境界に関する紛争の防止を図る。
【丸子地域】 0.49k㎡

9,056

小型動力ポンプ付軽積載車更新 消防防災課
消防団車両を更新することにより地域防災力の向上を図る。
【丸子地域】　１台

3,850

指揮車更新 消防防災課
消防団車両を更新することにより地域防災力の向上を図る。
【丸子地域】　１台

2,400

消防施設整備工事 消防防災課
消防水利の充実を図るため、耐震性貯水槽を計画的に整備する。
【丸子地域】　上丸子

4,368

消火栓新設事業負担金 消防防災課
消防水利の充実を図るため、消火栓を新設する。
   ・市水新設　（東内、中丸子）

2,062

小学校建設事業 学校教育課
丸子北小学校プール建設工事費
　・プール移転新設　25m6コース、低学年用コース

110,000

児童館等管理運営事業 学校教育課
児童館の運営
　・丸子児童館：下丸子

1,010
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

学童保育所運営事業 学校教育課
児童クラブの運営
　・丸子中央、丸子北、塩川

3,423

丸子学校給食センター管理運営事業
丸子学校給食セ
ンター

丸子地域の小中学校6校の給食及び配送
  ・1日　約2,300食
      ・年間給食日数　約200日

34,644

丸子学校給食センター移転改築事業
丸子学校給食セ
ンター

老朽化した丸子学校給食センターの移転改築事業 266,700

国際交流事業 社会教育課
外国語教室や在住外国人のための日本語教室の実施、国際教育団体「ワールドキャンパス
インターナショナル」の受け入れ等を通じ、国際交流活動への支援を行い、地域住民の主体
的な取り組みを支援する。

1,893

ブルームフィールドとの青少年派遣交流 社会教育課 毎年交互に中学生派遣交流を実施。H19はブルームフィールドを訪問。 2,600

信州夏期大学事業 社会教育課 政治、経済、教育生活等の課題をテーマにし、各分野の著名人を講師に招き講座を開設 930

丸子郷土博物館管理運営事業 社会教育課
丸子郷土博物館の管理運営に要する経費の計上。
   ・外灯設置工事

6,694

信州国際音楽村管理運営事業 社会教育課

信州国際音楽村の管理運営に要する経費の計上。
   ・信州国際音楽村管理委託
   ・研修棟バルコニー改修
   ・信州国際音楽村運営費負担金
   ・信州国際音楽村運営費補助金
   ・音楽村開村イベント開催補助金

43,293

丸子体育施設管理事業 社会教育課
丸子体育施設の管理運営に要する経費の計上。
   ・天下山マレットゴルフ場管理委託（丸子地域振興公社）　540万円

34,544

依田窪プール管理運営事業 社会教育課
依田窪プールの管理運営に要する経費の計上。
   ・依田窪プール管理委託（丸子地域振興公社）　700万円

9,872

丸子金子図書館管理運営事業 丸子金子図書館
丸子金子図書館の管理運営に要する経費の計上。
    ・玄関屋根防水改修工事

17,696

丸子文化会館管理運営事業 丸子文化会館
丸子文化会館の管理運営に関する経費の計上。
   ・自主文化事業開催委託（ニューイヤーコンサート2008ほか3件）

71,113
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

公共下水道事業 丸子上下水道課

公共下水道事業
　管渠工事公共丸子Ｌ＝3900ｍ、特環丸子Ｌ＝3400ｍ　特環西内　Ｌ＝1900ｍ　計9200ｍ
  第４期認可区域拡大（郷仕川原、南方工業団地、練合、深山、御嶽堂一部、腰越小屋坂）約
38ha

884,370

上水道事業 丸子上下水道課

下水道工事に併せて老朽配水管の敷設を実施。Ｌ＝1670ｍ ：6,700万円
腰越浄水場内の老朽施設整備工事の実施。(ろ過池・機器類の更新工事) ：5,700万円
平成18年度繰り越し工事で腰越浄水場施設整備工事を施工中(排水処理施設の建設 8,400
万円)

137,584
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