
平成 19 年度第 10 回丸子地域協議会会議次第

平成 20年 1月 21日(月) 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 報告事項

（１）意見書の回答について ［資料］

４ 会議事項

（１）地域予算について

（２）地域振興事業基金の活用方針の検討について ［資料］

（３）地域協議会だよりについて ［資料］

（４）投票区の見直しについて ［資料］

（５）その他

・委員からの議題提案について

・上田市都市計画マスタープラン

地域別構想 将来像と基本目標のたたき案について ［資料］

・ 町民憲章・名誉町民の石碑の移転について

・ 地域協議会委員の選考について

５ そ の 他

・次回、第 11回丸子地域協議会は 2 月 13日(水曜日)に開催します。

６ 閉 会



19 丸地振発第 333号

平成 20年１月 21日

丸子地域協議会

会長 片桐 久 様

上田市長 母 袋 創 一

回 答 書

平成 19 年 11 月 21 日付け 貴地域協議会から提出のあった意見書について、

下記のとおり回答します。

記

１ 件 名 依田川リバーフロント市民協働事業（仮称）について

２ 回答内容 別紙のとおり

丸子地域自治センター

丸子地域振興課 電話 42-1011



「依田川リバーフロント市民協働事業（仮称）意見書」回答

[依田川・内村川合流点の現況]

本地点は、南に丸子公園・体育施設、東に丸子地域自治センター・ふれあいステ

ーション、西には依田城跡・岩谷堂・農産物直売加工センター「あさつゆ」がある

丸子地域の中心ポイントです。

この合流点附近は、南側の体育施設には丸子総合体育館、総合グラウンド、テニ

スコート、相撲場などが設置され住民のスポーツ振興に寄与されています。

依田川に架かる歩道橋「露草(つゆくさ)橋」、平成 19 年 8 月に完成した内村川に

架かる歩道橋「りんどう橋」を含む、堤防沿いの「依田川ウオーキングロード」に

は距離標も整備され、健康づくりにウオーキングを楽しむ姿も多く見られます。

農産物直売「あさつゆ」は、交通の利便性の良い依田川左岸道路沿いにあり、農

家の顔が見える採れたての野菜が店頭に並べられ、市民に安全な野菜を提供してい

ます。

当丸子地域を南北に流れる依田川は、千曲川の支流として最大の水量と最長の流

路を有し、古くは製糸産業の繭糸の精練に使われ、現在でも工業用水として利用さ

れています。又、6月から8月にかけ鮎釣りの太公望が県内外から多く訪れます。8

月の初旬には依田川や内村川を疾走する「爆水 RUNin 依田川」も開催され、夏の1

日、川に親しむイベントとして定着しています。親水のため、堤防から利用できる

階段も整備されており、夏休みには川辺で親子が水遊びを楽しむ風景が見られます。

依田川・内村川は利水・治水のほか親水空間として住民に親しまれている河川です。

提案のありました合流点には、概要面積約 10,500 ㎡の遊休市有地があり、現在、

一部家庭雑排水処理場や不燃物処理場、水防庫や残土仮置場等として使用している

ほか、民間企業へ貸し付けている状況です。

[総合計画の位置づけ]

「自然環境の保全と人々が共生できる地域づくり」は、第一次上田市総合計画の

地域まちづくり方針に位置づけられている丸子地域の特色や個性を活かしながら、

市民と行政が連携し住み良い地域づくりを進めるための方向を示すものです。提案

いただいた依田川リバーフロント市民協働事業については、その方針にあります「潤

いをもたらす依田川・内村川の水辺周辺の環境整備を図り、ウオーキングロードや

親水公園など健康づくりと憩いの場を創出し、また地域が一体感のもてるコミュニ

ティづくりを進めるなど市民との協働による地域づくりを目指します」を具体化す

る内容であり、市としましても事業実施に向けて丸子地域協議会の意見に配慮しな

がら取り組んでまいります。

[事業実施に向けた取組み]

①市民協働の活動拠点を丸子地域自治センターに設置してまいります。

②丸子地域協議会が提案する市民参画事業の支援を検討してまいります。

③市民による市民協働の地域づくり実行組織の立上げを支援してまいります。

④依田川リバーフロント市民協働事業の計画づくりを市民と行政が連携して実施し

てまいります。

⑤事業実施にあたっては、市民協働により市民が夢と誇りをもてる地域づくりを進

めてまいります。













平成19年度「丸子地域協議会だより」発行計画（案）

目 的

丸子地域協議会の活動状況を広く丸子地域の市民に周知するとともに、丸子

地域の特性を生かした市民協働の地域づくりを促し、地域が元気なまちづくり

を推進する。

実施内容
地域協議会だよりを発行し丸子地域協議会での協議内容や丸子地域住民の市

民活動について掲載し、丸子地域全世帯に配布する。

発 行 日 平成20年3月（1回発行）

ページ数 Ａ４判 ４ページ

発行部数 9,000部（全戸配付）

掲載内容

① 丸子地域協議会の活動状況

・地域協議会の話しあいの経過、内容

・「依田川リバーフロント市民協働事業（仮称）の提案」の内容と

事業計画

・委員から一言

② 地域予算の概要

・わがまち元気いっぱい事業

・地域振興事業

・生活関連予算

③ 住民提案型事業の地域団体取組みを紹介

④ その他

・

・

・

編集委員 丸子地域協議会委員から５名程度編集委員を選出する。

事 務 局 地域協議会事務局（地域振興課地域政策担当）

第10 回丸子地域協議会資料

平成 20 年 1 月 21 日

(丸子地域振興課)



投票区の見直しについて

１ 方針

（１） 投票における選挙人の利便を図り、あわせて投票管理事務の合理化を推進す

るため、現行の投票区を基本とし、投票区の地形および交通の利便等、地域の

特性を十分考慮しながら検討し、投票区の見直しを行う。

（２） 投票区は、自治会を単位として設置することを基本とするが、選挙人の数が

おおむね 1,000 人未満の投票区にあっては隣接の投票区と統合をするなどし、

適正な規模(選挙人の数が 1,000 人以上 3,000 人未満)となるよう検討する。

ア 投票区の選挙人の数がおおむね1,000 人未満の投票区にあっては統合を、

おおむね 3,000 人以上の投票区にあっては分割を検討する。

イ 統合する投票区にあっては、投票所から選挙人が密集する集落の中心地ま

での道程がおおむね 2 キロメートルを超えないように検討する。

２ 実施時期

平成 20 年 1 月～3 月 投票区の見直し検討及び投票区の確定

平成 20 年 4 月～8 月 投票区変更に係る手続き（上田市選挙管理委員会）

平成 20 年 9 月～ 9 月以降に執行される選挙から見直し後の投票区とする。

平成 20 年 1 月 21 日

丸子地域協議会資料

（地域振興課）



上田市における投票区見直し概要資料

参　　考

1,000人未満 3,000人以上

上田地域 58 11 5 60 2 1,693 1,636 △ 56
長野市
（119投票区）
2,578人

丸子地域 29 24 0 12 △ 17 673 1,626 953
松本市
（66投票区）
2,747人

真田地域 26 24 0 11 △ 15 356 842 486
岡谷市
（22投票区）
2,017人

武石地域 7 7 0 6 △ 1 477 557 80
19市平均
1,360人

計 120 66 5 89 △ 31 1,086 1,464 378

※選挙人数は平成１９年９月２日定時登録者数での比較

投票区の状況 投票区数の比較 選挙人数の比較

県内他市の状況
投票区変更後

（案）
による投票区数

変更前
１投票区あたり

選挙人数

変更案による
１投票区あたり

選挙人数
増減現行投票区数

投票区変更後
（案）

による増減数

見直し対象投票区数

H20.1.21　丸子地域協議会資料



自治会 投票所 選挙人数 投票所 選挙人数 自治会

西内（入山、鹿教湯、町） 1 鹿教湯公民館 569

西内（高梨、大塩） 2 高梨公民館 269

平井（穴沢、中村、茂沢） 3 中村公民館 262

平井（戸羽、宮沢、霊泉寺） 4 平井公民館 283

荻窪 5 荻窪公民館 338

和子 6 和子公民館 220

下和子 7 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榎実の家 423

腰越 8 腰越公民館 1,393

三反田 9 三反田公民館 787

辰ノ口 10 辰ノ口公民館 472

海戸 11 海戸公民館 617

沢田 12 沢田公民館 945

八日町 13 八日町公民館 519

中丸子 14 中丸子公民館 1,934

下丸子 15 下丸子公民館 710

御嶽堂（上組、中山、三角） 16 中山公民館 957

御嶽堂（南原）

飯沼（北原）

飯沼 18 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ熊の森 1,237

茂沢 19 茂沢公民館 643

尾野山 20 尾野山公民館 521

上長瀬 21 上長瀬公会堂 658

町組 22 長瀬市民センター 820

下長瀬 23 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ下長瀬 1,225

石井 24 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ塩川 1,148

狐塚 25 狐塚公民館 505

坂井 26 坂井公民館 450

郷仕川原 27 郷仕川原公民館 96

南方 28 南方公民館 752

藤原田 29 藤原田公民館 320

石井、狐塚

坂井、郷仕川原、南方、藤原田

現　　　行

丸子地域における投票区の見直しについて（素案）

調　整　案

腰越、三反田

辰ノ口、海戸、沢田、八日町

中丸子、下丸子

12

飯沼

茂沢、尾野山

上長瀬、町組、下長瀬

545

西内

平井

荻窪、和子、下和子

御嶽堂

11 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ塩川 1,653

南方公民館 1,618

9 茂沢公民館 1,164

10 長瀬市民センター 2,703

7 中山公民館 1,121

8 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ熊の森 1,516

5 丸子地域自治センター 2,553

6 中丸子保育園 2,644

3

838

4 丸子文化会館 2,180

※選挙人数は平成19年9月2日定時登録者数での比較

17 北原公民館 443

鹿教湯温泉交流センター

平井公民館

東内保育園 981

1

2
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（平成 20 年 1 月）丸子地域協議会 都市計画資料

上田市都市計画マスタープラン

地域別構想 将来像と基本目標のたたき案について

昨年より都市計画マスタープランにつきまして、ご検討をいただき誠にありがとうござ

います。

地域別構想につきましては、現在事務局において整理作業を進めさせていただいており、

２月の地域協議会に再度皆様にご覧いただく予定でおります。

また併せて２月の地域協議会では、地域の将来像と基本目標に対するご検討もいただき

たいと考えておりますが、こちらにつきましては事前にたたき案をご覧いただき、ご意見

をお伺いしたいと思います。

つきましては、下記のように事務局でたたき案を作成いたしましたので、この他にお考

えいただきました案や修正点などについて、別添意見シートにご記入いただき、ご提出く

ださいますようよろしくお願いいたします。

なお、ご提出にあたりましては別添の返信用封筒をお使いいただき、ご郵送くださいま

すようお願い申し上げます（ご意見等が特にない場合はご提出の必要はありません）。

将来像は・・・一言で地域の将来イメージを表した文章と地域で目指していく

ものや特に大切していく部分を表した「基本目標」で構成します。

※それぞれの基本となる考え方につきましては、前回のご検討資料（都市計画資料１の１ページ、将

来像）をご覧下さい。

丸子地域 将来像（事務局たたき案）

丸子地域 基本目標（事務局たたき案）

水辺、里山、人きらめき、産業活力が満ちた依田川流域のまち

○依田川、内村川周辺に親水空間を創出し、里山、農地と一体として良好な自然

環境や景観の保全と有効活用を進めます。

○丸子温泉郷や信州国際音楽村などの観光・文化や工業・農業などの産業資源の

効果的な連携と活用を図りながら、地域内外の交流の促進をめざします。

○製造業の集積が高い地域であることから、職住近接のゆとりある生活空間の

創出をめざすとともに、地域内外の交流促進や日常生活のための道路交通

環境整備を進めます。

お問合せ先 上田市都市計画課 担当 児玉

電話 22-4100 （内線 1525） メール tosikei@city.ueda.nagano.jp



上田市都市計画マスタープラン地域別構想

意見記入シート

丸子地域「将来像及び基本目標のたたき案」意見記入シート

将来像および基本目標の案につきまして、ご意見などがございましたら、下記にご記入

をいただき、別添返信用封筒にて都市計画課までご提出をお願いいたします

【１】将来像について

【２】基本目標について

ご提出は別添の返信用封筒をお使い下さい。

大変恐縮ですが、ご提出は２月の地域協議会開催日の２週間前までにお願いいたします。


