
平成 21年度第 4回丸子地域協議会会議次第

平成 21年 7月 24日(金)午後 1時 30分

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）準工業地域における「特別用途地区」の指定について ［資料 1］

（２）上田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について ［資料 2］

４ 調査研究事項について

（１）全体会議

・「地域全体の発展策・地域予算の活用法」について

・「地域協議会の役割の強化策」について

（２）分科会

５ その他

・次回の日程について

６ 閉 会



第一次上田市総合計画 丸子地域まちづくり方針・事業実施内容

【地域特性と発展の方向】

地域内に集積している製造業を中心とした産業資源や技術力を生かし、産業の活性化を図ることにより雇用を促進し新市の発展を

支えていきます。

また、福祉の充実や生活環境の整備によって職住近接のゆとりある生活空間を形成するとともに、丸子温泉郷や豊かな自然・文化

を生かすことで、心和む健康の里としての機能や、生涯学習の里としての機能を担っていきます。

項 目 地域まちづくり方針 平成 21 年度までの事業実施内容

①軽快な交通

ネットワー

クの整備

国道 152号と国道 254号が通る丸子地域は交通の要所であるため、大型車

の交通量が多く、引き起こされる騒音や渋滞によって住環境などが悪化して

おり、また、国道２５４号は代替路線や緊急時の迂回路がないといった課題

もあります。

平井寺トンネルの早期無料化や国・県道の整備を国・県に働きかけるとと

もに依田川左岸連絡道路や上田地域都市環状道路等の道路整備を進め、地域

内を通過する車両の分散で騒音や渋滞を減らすことによって、安心・安全な

環境の構築を目指すとともに、人・物・情報の循環と地域外交流の促進を支

えていきます。

・ 国道 152号整備（低騒音舗装）

・ 西村線（石井）整備［大屋駅周辺

渋滞解消］（H17～21、L=450m）

・ 辰ノ口バイパス整備（L=1.1 ㎞）

・ 国道 254号整備（急カーブの解消、

低騒音舗装の実施）

・ 平井寺トンネル有料道路割引

（割引券販売）

②健康×観光

×自然＝交

流人口の拡

大

豊かな自然環境に加え、丸子温泉郷といった観光資源や医療機関を中心と

した健康づくりの環境に恵まれています。また、信州国際音楽村周辺におい

ては、住民の創意と工夫のもとに音楽と自然とが調和した公園づくりが進め

られています。

さらに、アメリカ合衆国ブルームフィールド市郡との友好提携やアップウ

ィズピープルへの係わりなど、国際親善の経験と実績が丸子地域には蓄積さ

れています。

こうした丸子地域特有の資源を最大限に生かし、世界を視野に入れた交流

人口の拡大に取り組んでいきます。

・ 鹿教湯温泉交流センター建設

（H20完成）

・ 信州国際音楽村周辺公園整備

（H16～22）

・ ブルームフィールド市郡との青少

年交流

・ ワールドキャンパスインターナシ

ョナル（世界の若者の受入れ）

③新たな産業

ブランドの

創出

丸子地域は依田窪地域の玄関口としての役割を担うため、地域内商店街へ

のゆとり空間の創出や、顧客ニーズに合わせた商業経営ができるよう商業の

集積を行うとともに、後継者の育成を支援していきます。

陣場台地ではその土壌の特性を生かし、加工用ブドウ畑の造成を今後も推

進するとともに周辺環境の整備を進めることによって、新たな産業ブランド

の創造を目指し、農業と観光、商業の融合を図りながら上田市の魅力を高め

ることにつなげていきます。

・ 丸子ファーストビル改修

（H21工事予定）

・ ワイン用ぶどう畑造成

（H20年度末までに 20.8ha 完了）

④生涯学習活

動拠点の充

実と新図書

館の整備

生涯学習の拠点として、丸子文化会館や信州国際音楽村などの充実を図り

ます。

さらに、生涯学習などの市民活動からビジネス活動まで様々な要望に応え

ることのできる、人・物・情報の集積と発信を行います。また、新図書館に

集う人的交流により生み出されるネットワークを生かし、地域に目を向けた

様々な活動を促進することで、丸子地域及び市全域の活性化を図っていきま

す。

・ 丸子文化会館運営

（自主文化事業開催ほか）

・ 信州国際音楽村運営

（開村イベント開催ほか）

・ 丸子新図書館建設事業実施計画

（真田図書館建設後）

⑤可能性を秘

めた雇用・居

住・福祉の拠

点整備

㈱カネボウ丸子工場跡地は旧丸子町土地開発公社（現上田市開発公社）が

代行買収し、平成２１年度までの計画的な取得を続けています。

この広大な土地の活用については、新たなにぎわいと憩いの場として、雇

用・居住・福祉において丸子地域及び市全域の拠点となるよう、住民の意見

を聴きながら整備を進めていきます。

・ カネボウ跡地活用計画

商業用地・保育園・高齢者福祉施

設・給食センター・図書館用地・

水辺公園・子育てサロン・旧食堂

棟

・ 区画道路の整備（道路新設及び歩

道設置）

⑥未来型産業

の振興と起

業マインド

の育成

新たな地域産業の発展のためには、新技術の開発や未来型の産業化、新規

企業の参入及び起業が必要です。

神の倉工業団地や遊休地等を活用して企業誘致を進めるとともに、地域の

繁栄を支えてきた工業については、新たな技術の高度化や企業間及び産学官

の連携により振興を促進します。

・ 神の倉工業団地にホクト㈱誘致

（H19.6 月設置）

⑦自然環境の

保全と人々

が共生でき

る地域づく

り

多様な機能を持つ森林や里山を保全するとともに、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す。

また、次世代を担う子どもたちを安心して産み、育てられる環境整備を促

進し、地域ぐるみで子どもたちを守り育てる環境づくりや、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。

・ 依田川リバーフロント市民協働事

業の立上げ

・ 依田川ウオーキング道路の整備

（H17～21、1.5～5.0 ㎞コース）

・ わがまち魅力アップ応援事業取組

み(H20～)
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地域協議会の機能強化について

第二期の協議会も任期の半分が過ぎましたが、多くの委員（勿論私はその一人です）が地

域協議会に付託されているであろう役割に対して現状は応えられる状況で推移しているの

か否か不安感を持っていると感じています。

協議会が発足後そんなに時間が経過していないため、協議会の機能、役割と言ったものが

必ずしも明確になっていないこともあろうかと思いますが、我々の丸子地域協議会の中で

もそれについて集中的な議論がなされたことはないと記憶していますが、委員の中でおよ

そのコンセンサスが得られていないことも互いにこれでいいのだろうか、という漠然とし

た消化不良的な感を抱く原因になっているように思われます。

私見ですが、地域協議会の機能強化について検討をするにあたっては、次の二つの観点で

検討するのが妥当ではないか、と考えています。

① 地域協議会が地域の発展に資するために期待されている役割にはどのようなものがあ

るのか。他の組織等との役割の違い、連携等はどうあるべきであるのか。

② そもそも制度的に地域協議会の機能がどのようなものであるのかの検証をして、現状

の制度の中での役割遂行（地域の活性化、発展）上の問題点の有無。

このような内容について検討するためには、協議会の中に小委員会か専門部会か何れにし

てもある期間じっくり取組める場を設けて、○ 内部での議論、○ 丸子地域の諸組織、

団体あるいは市会議員等との意見交換やヒアリング等の実施、 等の活動を積重ね、その

結論について全体会議で議論してある程度の結論を得て行く、という方法を提案したい。

平成 21 年 7月 24 日(金)

第 4 回丸子地域協議会資料



　　　各地域協議会分科会のテーマ

協議会名 第一 第二 第三 第四 備考

上田中央
歴史的資源を保全・活用し
たまちづくり

ごみ減量化問題

上田西部 歴史的遺産の継承
緑地公園と里山整備（太郎
山虚空蔵山）

児童と安全で快適なまちづ
くり

地域医療について

上田城南
上田道と川の駅を活用した
地域振興と地域防災拠点
づくり

人や自然にやさしい交通機
能の整備

歴史的・地域的資源の活
用、原風景の残る里山・農
地の保全

地域で子どもを育てるまち
づくり

神科・豊殿
当地域協議会では、分科会方式は
しておりません。全員で協議してお
ります。

塩田
分科会方式では協議していない。専
門部会的に「ため池・地域振興・広
報」関係の部会を別途行っている。

川西 山村交流部会
住む人に優しい快適な環境
づくり部会

地域ぐるみでの子育て支援
の推進部会

丸子

具体的な案件を専門部会により検
討。依田川リバーフロント市民協働
事業専門部会、カネボウ跡地旧食
堂棟等整備活用専門部会予定

真田 総意と工夫の地域づくり 産業(農業・観光)の振興 安心して暮らせるまちづくり

武石
地域振興部会（地域振興、
産業観光、建設に関する地
域の重要事項）

市民生活部会（市民生活、
健康福祉、教育に関する地
域の重要事項）

平成21年7月24日(金)
第4回丸子地域協議会
(丸子地域振興課)



平成 21年度丸子地域協議会 今後の会議予定(案)

回 日 時 曜日 時間・場所 他の行事等

5 8月 19 日 水 21 日･自治連役員会

6 9月 17 日 木 18 日･自治連役員会、9月議会

7 10月 23 日 金 16 日･自治連役員会

8 11月 20 日 金 13 日･自治連役員会

9 12月 18 日 金 11 日･自治連役員会、12月議会

10 1月 20 日 水 自治連役員会未定

11 2月 19 日 金 自治連役員会未定

12 3月 19 日 金

午後 1時 30分から

4 時頃まで

丸子地域

自治センター

自治連役員会未定

平成 21年 7 月 24日

第 4回丸子地域協議会

(丸子地域振興課)


