
平成２２年度第２回丸子地域協議会会議次第

平成 22年 5月 21日(金)午後 1時 30分

丸子地域自治センター3階第 2会議室

１ 開 会

２ あいさつ

３ 自己紹介

４ 報 告

(1) 平成２２年度当初予算における主な施策について（丸子地域分）

【資料１】

５ 協議事項

(1) 専門部会等の分担について【資料２】

・カネボウ食堂棟に関する専門部会

・防犯灯のＬＥＤ化に関する専門部会

・依田川リバーフロント市民協働事業実行委員会への参画

６ その他

(1) 次回会議の開催日について

【予定】平成 22年 6月 25日（金）午後 1時 30分

丸子地域自治センター ４階 講堂

(2) その他

・平成 22年 5月 1日現在の職員名簿

７ 閉 会



平成22年5月21日　第２回丸子地域協議会　　　資料１

　　平成22年度当初予算における主な施策  （丸子地域の主な事業）
（単位：千円）

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

わがまち魅力アップ応援事業補助金

　　【地域予算】

地域振興課

○特色あるまちづくり応援事業
　・対象　　NPO等の市民活動団体　　・補助内容　　実践活動：1,000千円(限度額)
○個性あるふるさとづくり応援事業
　・対象　　自治会・地区連合会等　　 ・補助内容　　実践活動：1,500千円(限度額)
　●地域予算分【丸子地域】2,300千円

6,700

依田川リバーフロント市民協働事業
　　【地域予算】

地域振興課
○依田川と内村川の合流地点の環境整備に向けた計画策定等
　●地域予算分【丸子地域】548千円

548

自治センターだより「丸子」発行費 地域振興課 ○丸子地域の市民に丸子地域の話題・情報を発信する。 700

共同集会施設改修補助金 地域振興課 ○改築・丸子地域1自治会 606

防犯灯新設補助金 市民生活課
○自治会が行う防犯のために設置する道路灯の建設事業に要する経費に対する補助
　【丸子地域】840千円　　*補助率1/2以内(上限30,000円)H20～全地域統一

840

防犯灯電気料金補助金 市民生活課
○自治会が行う防犯のために設置する道路灯の電気料に対する補助
　【丸子地域】3,980千円　　*補助率1/2以内(H20～全地域統一)

3,980

一般廃棄物処理業等合理化事業 市民生活課
○下水道の整備等により、業務の縮小又は廃止を余儀なくされるし尿・浄化槽汚泥収集運搬業者に
対して交付金を交付し、収集運搬車を減車する。
【丸子地域】2台 40,000

市営住宅棟解体工事 市民生活課
○旧市営住宅の解体
【丸子地域】対象団地：旧海戸団地

11,000

丸子福祉センター等管理運営事業 健康福祉課
○長瀬市民センターの管理運営委託料　・社会福祉協議会へ委託　　 4,399千円
○丸子福祉センターの管理運営経費　　　　　　　　　　　　　　　　        14,551千円

18,950

丸子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(社協所有施設)
　・社会福祉協議会への補助金（上田市長瀬地区[愛称たんぽぽ]）

13,021

地域子育て支援センター事業 健康福祉課

○地域子育て支援拠点事業(県2/3)　【丸子地域】3施設
 ・<補助対象施設>中丸子子育て支援センター（週5日、5時間）
　　　　　　　　　　　 丸子子育てサロン[ひろば3日型](週3日、5時間)
　<単独施設>　　　 西内子育て支援センター（週3日、5時間）

2,678

丸子保健センター管理事業費 健康福祉課 ○丸子保健センター管理事業費 864
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平成22年5月21日　第２回丸子地域協議会　　　資料１

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

生産調整推進事業交付金 産業観光課
○個別所得補償モデル対策等に係る実施計画の集約、現地確認野帳簿作成など生産調整事務に
対する交付金。
　【丸子地域】3,050千円

3,050

畜産基地維持管理工事 産業観光課 ○陣場地区畜産基地立入防止柵設置工事。L＝380ｍ 760

農産物直売加工施設「あさつゆ」増築工事 産業観光課 ○観光バスで立ち寄る観光客に対応するため、駐車場を増設する。・舗装工　Ａ＝290㎡ 700

県単土地改良事業補助金 産業観光課
○県単土地改良事業（水路改修等）に対しする補助
　【丸子地域】3,000千円

3,000

県営土地改良事業負担金 産業観光課

○県が事業主体となり実施する農道・用排水路・ため池等土地改良施設の整備に対する負担。
　【丸子地域】・ため池等整備事業(北原大池）        　　　　　　　　　　6,300千円
　　　　　　　　 ・かんがい排水事業(塩川地区)　　　          　　　　　　2,363千円
　　　　　　　　 ・特定農業用管水路等整備事業（尾野山地区）　   7,500千円
　　　　　　　　 ・中山間総合整備事業（内村地区）　　　　　　　　　　 34,938千円
　　　　　　　　・中山間地域総合農地防災事業（藤原田地区）　　　　4,500千円

55,601

市営土地改良事業補助金 産業観光課
○市で行う農道整備、水路改修等に係る工事及び自治会、水利組合等で行う農道整備、水路改修
等に係る補助等関係経費。
　【丸子地域】4,700千円

4,700

農地保全対策事業 産業観光課
○市で行う農道整備、水路改修等に係る事業費及び関係経費。
　【丸子地域】24,259千円

24,259

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 5,500

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。
　【丸子地域】2地区

684

農業用施設維持事業 産業観光課
○自治会、水利組合等で行う農道整理、水利事業等に係る関係経費。
【丸子地域】1,800千円

1,800

土地改良区等経常経費補助金 産業観光課
○改良区が管理する用水路は、防火用水や環境用水など多面的機能を有しており、住民の多くが
その恩恵を受けていることから、農業用施設の管理団体である改良区に補助する。
　・1,010千円

1,010

有害鳥獣防除対策事業 産業観光課

○農作物の鳥獣害被害防止対策に要する経費。
　・防護柵用原材料費　　　　　　　2,800千円
　・有害鳥獣駆除奨励金　 　　　　1,200千円
  ・有害鳥獣駆除対策事業補助金　防護柵設置等　　　1,562千円

6,176
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平成22年5月21日　第２回丸子地域協議会　　　資料１

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

市有林整備事業 産業観光課
○市有林の維持管理に要する経費
　・徐伐、間伐、枝打等6ha 他

4,110

森林整備推進事業 産業観光課
○森林所有者等による森林整備の推進等に対する補助金及び交付金
 ・地域活動支援84ｈａ、流域育成林整備

1,270

松くい虫防除対策事業 産業観光課
○松くい虫被害の拡大防止に要する経費
　・伐倒駆除、危険枯損木処理等委託
　・松林保護樹林帯造成事業補助　等

41,320

みどりの少年団活動事業補助金 産業観光課
○自然に学び、地域のみどりを守る「みどりの少年団」に対して活動経費の一部を補助。
　・2団体　100千円

100

森林事業債務負担償還金 産業観光課
○造林事業の借入金に対する償還金
【丸子地域】6件

2,698

林道整備・維持・治山事業 産業観光課

○林道の整備、維持管理及び治山に係る工事費等
　・林道舗装改良等工事　（所沢線ほか）              1,000千円
  ・林道維持管理業務委託（地元自治会等）　　　　　1,900千円
　・土砂流出防止応急工事　　　　　　　　　　　　　　　　 250千円
　・林道補修用原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,010千円

4,234

中心商店街空き店舗活用補助金
（魅力ある商店街づくり事業）

産業観光課

○中心商店街の活性化を図るため、年間を通して商店会等が空き店舗を借上げ、催し等集人対策
を実施するための賃貸料、改修費について助成する。
・家賃助成率1/2以内　年額2,000千円限度　　【丸子地域】500千円
・改修費助成率1/3以内　3,000千円限度　　　【丸子地域】1000千円

1,500

丸子地域産業祭開催補助金 産業観光課 ○「げんき丸子産業フェスタ」開催補助 3,000

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】 　600千円

600

販路拡大支援事業補助金 産業観光課
○中小製造業者等を支援するた、見本市等への出展経費の一部を補助する。
　・出展経費の1/2以内　100千円限度　　　【丸子地域】　8件

800

商工業団体育成事業 産業観光課
○商工業団体等に対する補助金
  【丸子地域】　・上田市商工会補助金　18,043千円
　　　　　　　　　・丸子工業振興会補助金　300千円

18,343

観光宣伝事業 産業観光課
○観光協会等負担金
　【丸子地域】　・丸子観光協会観光活性化事業負担金

6,050
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平成22年5月21日　第２回丸子地域協議会　　　資料１

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

○観光施設管理委託料
　【丸子地域】　 ・丸子物産館管理運営委託　　　　　　　　　　 3,500千円
　　　　　　　　　　 ・鹿教湯健康センター管理運営委託　　　   25,903千円
　　　　　　　　　  ・鹿教湯温泉交流センター管理運営委託　 2,000千円

31,403

観光施設整備事業 産業観光課 ○霊泉寺温泉揚湯ポンプ修繕 2,200

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　　　　　　 5,000千円
○丸子納涼花火大会実行委員会負担金　 　 500千円

5,500

交通安全施設整備事業 建設課

○歩行者の安全確保のための整備に要する経費(交差点のカラー化及び歩行者帯、防護柵の設置
等）
　<生活関連予算・単独事業>
　【丸子地域】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000千円

4,000

道路整備事業負担金 建設課
○兼用側溝整備事業負担金
　【丸子地域】・丸子東部インター線他

2,000

道路維持事業 建設課

○市内の道路維持に要する経費（舗装修繕、側溝補修、除融雪等）
　<生活関連予算・単独事業>
　【丸子地域】◇市道維持補修工事、原材料支給等　　　　　　　　　46,600千円
　　　　　　　　 ◇市道維持管理委託料等　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,100千円
　　　　　　　　 ◇除融雪事業　（融雪剤散布・除雪委託等）　　　　　 17,900千円

70,600

市道新設改良事業 建設課

○市道の新設及び改良に要する経費
　<地域活力基盤創造交付金事業>
　【丸子地域】◇丸子北御牧線（H18～22、L=6,600m、W=6.0m）
　　　　　　　　　・工事　L=250ｍ
　　　　　　　　　・事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,000千円
　<地方特定道路整備事業>
　【丸子地域】◇中丸子22号線（H21～26、L=130ｍ、W=12.0ｍ【両側2.5ｍ】）
　　　　　　　　　・設計及び用地測量・調査一式　　　　　　　　　　　　　 5,000千円
　<生活関連予算

76,000

河川用悪水路改修事業 建設課
○河川及び水路の改修に要する経費
　<生活関連予算・単独事業>
　【丸子地域】　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 　　　　　　　　　　　　　3,000千円

3,000

河川用悪水路維持事業 建設課
○河川及び水路の維持に要する経費（水路の補修及び土砂上げ等）
　<生活関連予算・単度事業>
　【丸子地域】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000千円

1,000
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平成22年5月21日　第２回丸子地域協議会　　　資料１

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

都市緑化推進事業 建設課 ○花、肥料、資材の支給により、住民との協働で花と緑のまちづくり事業を推進する。 4,302

都市公園整備事業
公園緑地課
（建設課)

○都市公園の整備・新設に要する経費
　<公園整備事業>
　　　　　　　　◇信州国際音楽村周辺公園整備事業（Ｈ16～22）
　　　　　　　　 ・委託（建築管理）
　　　　　　　　 ・工事　　園地・駐車場
　　　　　　　　 ・事務費

31,122

地籍調査事業 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】 0.21k㎡

8,805

廃止路線代替バス運行費補助金
地域交通政策課

（建設課）

○生活路線の運行維持に対する補助金
　【丸子地域】 ・丸子線・中山道線(東信観光バス)　　９，８２４千円
　　　　　　　　　・西丸子線(上電バス)　　　　　　　　　　 ８，１９８千円

18,022

上田市公共交通活性化協議会負担金
地域交通政策課

（建設課）

○事業主体の協議会が「上田市公共交通活性化・再生総合事業」に基づいて行う実証運行等に対
する負担金、貸付金
丸子地域循環バス（まりんこ号）実証運行（千曲バス）

15,367

消防団詰所整備事業 丸子消防課
○分団の活動拠点となる詰所車庫を計画的に整備する。
【丸子地域】丸子第5分団詰所新築工事関係

28,000

消防施設整備事業　消火栓新設事業負担金 丸子消防課
○消防水利の充実を図るため、消火栓を新設する。(市水)
　【丸子地域】3基　（西内、平井、飯沼）

3,219

耐震性貯水槽新設事業 丸子消防課
○消防水利の充実を図るため、耐震性貯水槽（40 ）を新設する。
【丸子地域】1基（御嶽堂）

5,236

高校通学費補助事業 丸子学校教育課
○高校通学費補助
【丸子地域】74人分

3,350

児童館運営事業 丸子学校教育課
○児童館の運営。
 ・指定管理者による運営。【丸子地域】1館

980

放課後児童クラブ運営事業 丸子学校教育課
○児童クラブの運営。
 ・指定管理者による運営。【丸子地域】4館

24,394

学校施設耐震補強 丸子学校教育課
○小中学校耐震補強工事
【丸子地域】丸子中央小学校

31,811
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平成22年5月21日　第２回丸子地域協議会　　　資料１

事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

教育相談所運営事業 丸子学校教育課 ○ふれあい教室（丸子）の運営 867

小学校管理運営事業 丸子学校教育課 ○丸子中央小学校スクールバス運行委託 3,482

中学校管理運営事業 丸子学校教育課 ○丸子中学校スクールバス運行委託 17,000

青少年育成事業　青少年育成団体等助成事業 社会教育課

○友好都市ブルームフィールド市郡との青少年派遣交流（毎年交互に中学生派遣交流を実施。Ｈ
22は派遣）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,024千円
○丸子地域青少年健全育成事業　　　　　　　　　　 336千円

3,360

国際交流事業 社会教育課
○世界各国から集まった若者が日本でホームステイして活動するワールドキャンパスインターナショ
ナルの受け入れ
○在住外国人が地域住民と交流する国際交流フェスティバルの開催。

1,492

人権教育推進事業 社会教育課
○人権を考える市民の集い、丸子・武石
○人権教育専門指導員、解放子ども会、同和集会所

5,440

丸子図書館整備事業 社会教育課
○丸子新図書館整備事業
　・用地購入

191,959

文化財保護・修繕
　【地域予算】

社会教育課
○依水館施設修繕等
　●地域予算【丸子地域】

5,100

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 5,810

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
   ・信州国際音楽村管理委託　　　　　　　　　　 22,700千円
   ・信州国際音楽村運営費負担金　　　　　　　  5,090千円
   ・音楽の里づくり推進協議会補助金　　　　　　　200千円

30,660

各種大会等事業 社会教育課
○各種スポーツ教室、大会等
　・信州爆水RUNin依田川　　　　　　3,000千円
　・丸子駅伝大会　　　　　　　　　　　　 398千円

5,309

体育協会補助金 社会教育課 ○体育の振興を図るため、事業費に対して補助を行う。　【丸子地域】 2,300
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事　　業　　名 主務課 事　業　概　要 予算計上額

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
　 ・受付業務委託 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 8,377千円
   ・天下山マレットゴルフ場管理委託　　　　　 　 5,400千円

33,112

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
   ・依田窪プール管理委託　　　　  7,000千円
　 ・プールろ過タンク入替工事　　　9,000千円

18,209

公民館各種講座等事業 丸子公民館
○高齢者学習活動推進事業等、生涯学習を推進する。
　【丸子地域】　信州夏期大学、春秋学園、カルチャースクール

2,851

丸子公民館移転 丸子公民館 ○丸子公民館を丸子文化会館から丸子文化センターへ移転する際に要する経費。 6,564

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
   ・自主文化事業開催委託（ウクライナ国立歌劇場管弦楽団、レニングラードサーカス）

58,317

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 22,797

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校の給食の調理及び配送を行うための運営に要する経費
　  ・1日　約2,200食　　　  ・年間給食日数　約200日

32,501

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＝4,993ｍ、特環丸子Ｌ＝1,245ｍ、特環西内Ｌ＝45ｍ　計6,283ｍ
368,695千円
  ・西内浄化センター再構築　　実施設計　34,000千円、工事業務委託　124,000千円

526,695

上水道事業 丸子上下水道課

○下水道工事及び道路改良工事等に併せての老朽配水管の布設替　　Ｌ＝3,050ｍ ：139,947千円
○浄水場及びポンプ施設の老朽施設整備
　・凝集剤変更に伴う設備改良　31,500千円
　・監視カメラ　1箇所　7,540千円、原水流量計　4,305千円、原水濁度計3,675千円

186,967
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　　　平成22年度　丸子地域協議会委員名簿

（敬称略）

カネボウ食堂棟部会 防犯灯LED化部会

依田川
ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ
実行委員会

会長 斉藤重一郎 西　内

副会長 北村　好美 南　方

委員 生田　淳一 西　内

委員 池内　孝一 上長瀬

委員 上原　正志 八日町

委員 内田　弘子 腰　越

委員 倉沢　史子 中丸子

委員 上坂　耕司 荻　窪

委員 佐藤　誠一 中丸子

委員 清水　三枝 御嶽堂

委員 関　　與康 狐　塚

委員 滝澤　芳則 南　方

委員 中澤ゆかる 八日町

委員 成澤　啓輔 中丸子

委員 松山　慶子 中丸子

委員 丸山かず子 下和子

委員 宮下　正明 下長瀬

委員 村松　正孝 下長瀬

委員 山越　健二 茂　沢

委員 横山　智美 腰　越

役職名

所属専門部会等

氏     名 自治会名










