
　重点目標一覧表 担当部局名

【令和2年度重点目標】 【令和3年度重点目標】

重点目標 重点目標

(1)

(2)

(3) (5) 候補地、事業規模、コンセプトの決定（4月～3月）

地元住民組織との連携を図る
(1)

(2) (1) 工事発注 N＝1式　　　　 （9月発注）

管理・運営に関する協議会の開催 3回　（4月～3月）
(1)

(2) (1) 用地 N＝9件、補償 N＝9件（4月～3月）
(3) (2) 工事発注 L＝150m　　　　（4月～3月）

(3) 用地 N＝1件、補償N＝1件 （4月～3月）
(1)

(1) (1) 新運行システムの検討　　（4月～3月）
(2)

(5)

(1) 自治センターだより等による周知（4月～3月）
(1) (2) プラごみの未回収件数対前年度比5％削減（4月～3月）
(2)

重点目標 重点目標

(1) (1) キリングループとのワイン産業振興を軸にした地域活性化

①職員研修の実施（12回）

②隔月にチーム会議　3月に総会開催
(2) (2) 椀子ワイナリーと地域との共生

①連携した椀子マルシェへの市内・市外客の誘客増

②地元参加延べ20団体（企業）

(3) (3)

①連携したツーリズムのツアーの企画実施

　飲食店連携のワイン会の実施（年2回）
(1)

(1) 9工区の事業実施
(1) 工事N＝4工区、用地N＝5工区　（4月～3月）

(1)

重点目標 重点目標

(1) (1) 連携した事業の実施と組織強化に関する支援

(2) 合同による事業の実施や他組織と連携した事業の実施

(1) 耐震化・改修工事は完成引渡済 (1) 産業フェスタ等の事業の検討と実施開催
(2) 施設個別計画（案）作成済 (2) 実行委員会等、協働による企画・運営・実施の支援

(1) 丸子の歴史について講演会を開催

(1) バリアフリー化実施設計の完成

(2) 設備改修実施設計の完成
(1)

(2)

重点目標 重点目標

(1) (1) 支援内容検討のうえ実施

(2) 「健康と温泉に関するフォーラム」の継続実施
(2) (3) 「ポ－ルを使ったウォ－キングフェスタ」の継続実施
(3) (4) イベント参加者前年対比5％増　宿泊定員数や温泉使用料に応じた支援を実施

ファーストビルの空きスペースに市民に開放する取り組み
に対する支援等

【自治センター整備事業】

【パートナーシップ協定による地域活性化と人材育成】

（2）自治センターの設備改修工事に向けた取組み

【国道254号バイパス建設に合わせた農業基盤整備】

【住民自治組織の運営基盤づくりに向けた連携・協働の取組み】

【市民協働による地域資源等を活用した事業の実施及び支援】

【温泉を活かした地域活性化事業の推進】

【自治センター整備事業】

オンラインで新宿高野に商品ＰＲを行い、商談会に向け連
携を実施

（2）地区会議との協働による事業の取組み

【上田圏域と松本圏域の主要幹線道路等の整備促進】

（1）～（4）県事業で実施中であり、早期完成に向けて県と連携をし
て実施（4月～3月）

【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】

【安全性・利便性向上のための道路整備】

【地域公共交通の利便性向上に向けた取り組み】

【資源循環型社会構築に向けた再資源化等の促進】

【地域の特性を活かした農業とワイン産業振興】

キリンＣＳＶとタイアップし、若手農業者グループ「ＨＥＡＲ
ＴＢＥＡＴまるこ」による地域活性化を支援

完成（2工区）、用地立会完了（3工区）

工事（2工区）、 測量・設計（4工区）

各施設にパンフレットを置き、周遊を実施

　小学校での環境保全授業等を実施

②12月に年間活動等の報告会議を開催

②夏と秋の椀子マルシェは、地元団体中心に１０団体

①農業体験＆ワイン日帰りツアーを開催(参加者19名)

②マルシェでは地元飲食店と連携し、ＰＲを実施

人と環境に優しい安全・安心なまちづくり

産業が育つ地域づくり

参加と協働によるまちづくり

（1）国道254号（平井・荻窪）バイパス（2）荻窪丸子線（3）芦田大屋（停）線

（1）〔道路災〕向井6号線含む５路線　

【安全性・利便性向上のための道路整備促進】　

【東日本台風による被災箇所の早期復旧（上田市事業）】 【東日本台風による被災箇所の早期復旧（上田市事業）】

【地域の特性を活かした農業とワイン産業振興】

丸子地域自治センター

期限・数値目標等

期限・数値目標等

期限・数値目標等

期限・数値目標等

〔道路災〕5路線完了

〔河川災〕3河川完了、7河川施工中、1河川入札待ち

〔橋梁災〕1橋梁完成、1橋梁下部工施行中、1橋梁施行中

下部工施行中、上部工工場製作中（R3.11月末完成予定）

梅ノ木沢含む6か所：砂防堰堤を施工中

建物補償・用地交渉 N＝8件（5件契約締結）

用地契約1件及び建物補償4件（契約締結）

補償算定 N＝1件 （完了）

詳細施設計業務：内容変更により完了

平井ＢＰ 一部供用開始、荻窪ＢＰ 用地取得87％確保

用地交渉中、（3）(4）R3年度上半期完成予定

令和3年度委託実施予定

自治ｾﾝﾀｰだより掲載、ｶﾚﾝﾀﾞｰ全戸配布、集積所掲示
プラごみ未回収件数 対前年比59.9％(R2 725件/R1 1,211件)

①地域リーダー候補のヒアリング・イベント計画・

【地域の6次産業化の推進】

　①「ＨＥＡＲＴＢＥＡＴまるこ」と地元飲食店との連携による、イベント

①関係部局と連携し、路線バス停留所新設や案内看板

　２箇所設置を行い、誘客を実施

（1)コロナ禍における観光支援事業の推進

（1）市・市商工会・丸子修学館高校の連携して行う事業への取組み 【自治センター整備事業】

【市民サービス向上に向けた更なる窓口業務の充実】 （1）自治センターのバリアフリー化に向けた取組み

（1）丁寧かつ的確な窓口や電話対応と迅速かつ正確な事務処理。 【市民サービス向上に向けた更なる窓口業務の充実】

    連携した事業を検討、開催

（2）丸子地域自治センター耐震化工事に伴い、ワンストップサービス実現の

（2）自治センター設備改修バリアフリー工事

【パートナーシップ協定による地域活性化と人材育成】 （2)木曽義仲関連事業に係る支援

現代のライフスタイルにあった丸子温泉郷の振興

　　による地域活性化を支援

【地域の6次産業化の推進】

【地域資産を活かした産業・地域振興】

（1）椀子ワイナリー・あさつゆ・信州国際音楽村の3施設連携による産業・地域振興

（1）丸子まちづくり会議との協働による事業の取組み （1)丸子まちづくり会議との協働による事業の取り組み

　　及びツーリズムの開催や運営の支援

【地域資産を活かした産業・地域振興】

（1）西洋梨産地化プロジェクト事業の推進

【地域公共交通の利便性向上に向けた取り組み】

（1）丸子・武石地区 公共交通再編検討（循環バス：まりんこ号）

【上田圏域と松本圏域の主要幹線道路等の整備促進】 【上田圏域と松本圏域の主要幹線道路等の整備促進】

　②上田プロジェクトチーム事務局運営

（2）椀子ワイナリーと地域との共生 （2）椀子ワイナリーと地域との共生

　　①メルシャン（株）との共同によるワイナリーを活かした地域活性化 　①共同会議を随時開催し、ワイナリーを活かした地域活性化を推進

【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】

２

産業が育つ地域づくり・地域の特性を活かしたワイン産業振興
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

【地域の特性を活かした農業とワイン産業振興】

（2）容器リサイクル法に基づくプラごみの適正分別の周知

【資源循環型社会構築に向けた再資源化等の促進】 【資源循環型社会構築に向けた再資源化等の促進】 （1）ごみ分別の徹底と生ごみ減量化施策の啓発

（1）ごみ分別の徹底と生ごみ減量化施策の啓発 （2）容器リサイクル法に基づくプラごみの適正分別の周知

１

人と環境に優しい安全・安心なまちづくりの推進
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

（4）別所丸子線

（5）国道254号　東内・西内地域で「道の駅」計画検討 【資源循環型社会構築に向けた再資源化等の促進】

（1）かわまちづくり事業　詳細設計業務・協議会、分科会の開催

【上田圏域と松本圏域の主要幹線道路等の整備促進】

【安全性・利便性向上のための道路整備促進】

（1）［都市再生］箱畳線道路改良事業 【安全性・利便性向上のための道路整備】

（2）災害関連緊急砂防事業（梅ノ木沢含む６か所） （1）かわまちづくり事業　造成工事

（2）［都市再生］上丸子石井線道路改良事業　　

（1）国道254号（荻窪工区・虚空蔵工区・平井）バイパス

（2）〔河川災〕箱畳沢川含む１１河川 （2）荻窪丸子線（バスレーン設置）（3）上田塩川線（4）国道152号バイパス

【東日本台風による被災箇所の早期復旧（県事業）】 【東日本台風による被災箇所の早期復旧（県事業）】

（3）〔橋梁災〕馬坂橋・三角橋・小屋坂橋３橋 （5）「道の駅」調査業務委託発注

（1）橋梁災　内村橋　橋長＝43.0ｍ幅＝13.3ｍ　 【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】

（1）[都市再編]箱畳線道路改良事業　

（3）［公安］金井線道路改良事業 （2）[都市再編]上丸子石井線整備事業

（3）[公安]金井線道路改良事業【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】

【地域の特性を活かした農業とワイン産業振興】

（1）県営 中山間総合整備事業（美の郷地区）の事業推進

（1）県営 中山間総合整備事業（美の郷地区）の事業推進

　（荻窪を含む11工区）

　（荻窪を含む9工区）

【国道254号バイパス建設に合わせた農業基盤整備】 【国道254号バイパス建設に合わせた農業基盤整備】

【国道254号バイパス建設に合わせた農業基盤整備】

（1）キリングループとのワイン産業振興を軸にした地域活性化 （1）キリングループとのワイン産業振興を軸にした地域活性化

　　①人材育成・産業振興・青少年育成のプロジェクト推進　 　①ワイン産業化の戦略を描ける職員の育成・地域リーダー等の発掘、育成

　　②プロジェクト事務局運営

      地元商業者の活性化 　が参加

　　②地元の農業・商業者等の参加による地域の農産物の周知PRや 　②地元の農業・商業者等へ参加促進を働きかけ、併せて地域農産物の

（3）「ＨＥＡＲＴＢＥＡＴまるこ」とキリンＣＳＶとタイアップした支援

　　ＰＲや地元商業者の活性化を図る

　 ①地元飲食店との連携による料理開発やイベント開催の運営支援

（3）キリンＣＳＶとタイアップし、若手農業者グループ「ＨＥＡＲＴＢＥＡＴまるこ」

　 ②地元団体との連携・協力による地域活性イベントの開催

３

住民自治組織やパートナーシップによる参加と協働のまちづくり
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

【丸子まちづくり会議の運営基盤づくりに向けた連携・協働の取組み】 【丸子まちづくり会議の運営基盤づくりに向けた連携・協働の取組み】 【住民自治組織の運営基盤づくりに向けた連携・協働の取組み】

     ため再配置

露草橋の欄干塗装実習、ごみ拾いを実施

大きな苦情等トラブルは無く対応済

総合案内所を設けるなどサービスの向上

（2)地区会議及び他組織との連携による事業の取り組み

（1）自治センターの耐震化・改修工事

【市民協働による地域資源等を活用した事業の実施及び支援】【自治センター整備事業】

（1)丸子修学館高校・上田市商工会とのパートナーシップ協定に基づく

(3)霊泉寺温泉自然ＪＵＫＵプロジェクトの取組みへの支援による丸子温泉郷の （4)霊泉寺温泉自然ＪＵＫＵプロジェクトの取組みへの参画による丸子温泉郷の

   誘客の推進     誘客の推進

４

現代のライフスタイルにあった丸子温泉郷の振興
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

【温泉を活かした地域活性化事業の推進】 【温泉を活かした地域活性化事業の推進】 【温泉を活かした地域活性化事業の推進】

　 の推進 （2)現代のライフスタイルにあった温泉地を目指す「環境省」（新湯治プラン）の推進

現地とオンライン通信によるフォーラムを開催

ワーケーション、サテライトオフィス等の講演を実施

鹿教湯温泉内を周遊するスタンプラリーを実施

観光協会や旅館組合の会費収入見込み相当額を支援

    取組みへの参画   取組みへの参画

(2)鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクトマスタ－プランⅡに基づく （3)鹿教湯温泉100年ブランド創造プロジェクトマスタ－プランⅡに基づく

(1)現代のライフスタイルにあった温泉地を目指す「環境省」（新湯治プラン）


