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ごあいさつ 

日頃より神科・豊殿地域協議会へ御理解、御協力いただきありがとうございます。 

地域協議会は、条例に基づき市の附属機関として、新上田市の発足とともに 

設置され、神科・豊殿地域協議会も８期１５年目を迎えております。 

その間、市からの諮問に対する答申や、意見聴取に応じた審議、わがまち 

魅力アップ応援事業の審査などの役割を担ってまいりました。 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策をとりながらでありましたが、 

地域課題「災害・防災について」の調査研究をとおして、住民と行政との協働による 

まちづくりに向けて活動してまいりました。引き続き、地域の皆様の御理解、御協力を 

お願いいたします。 

               会長  中村 幸博 

 

地域協議会の活動                                      

地域協議会は、地域住民の意見や要望を集約し、政策づくりの段階から地域が参画・協働した「まちづくり」を

推進するため、平成１８年度に市内９地域に設置されました。任務は次のとおりです。 

 （1）  市長からの諮問に対する審議及び答申 

（2）  市長等からの意見聴取に対して意見を述べること(わがまち魅力アップ応援事業の審査等) 

（3）  対象地区に係る事項について市長等に対して自ら意見を述べること(提言) 

（4）  住民自治の推進や住民との協働によるまちづくりについて調査研究を行うこと 

 

 

第 8 期（令和 2～3 年度） 神科・豊殿地域協議会の取組状況               

 神科・豊殿地域協議会では、地域の課題について、意見を出し合いながら「災害・防災について」というひとつ

のテーマにしぼり、2 年間の任期中に市へ提言できるよう調査・研究を進めています。 

今年度の取組状況は次のとおりです。 

（1）「上田市の防災対策について」危機管理防災課から台風１９号による上田市の被害及び避難状況等の説明

を聞きました。また、防災に関する補助金、積極的に防災に取り組んでいる地域の情報の共有もしました。 

（2）「災害時の消防団の活動について」上田市消防団１２・１３分団の方々から１９号台風に伴う活動についてお

話しを伺いました。そのなかで消防団員の不足、また自治会長・民生児童委員の方々との情報共有の難か

しさ等の問題点が浮かびあがり、調査研究の課題のひとつとなりました。 

（3）防災ハンドブック作成等積極的に取り組んでいる地区の自治会長を講師にお迎えし、自助・共助の形で対応

できるよう地域の自主防災組織取組、防災訓練の重要性、また新型コロナウイルス流行による避難の備え

等のお話を伺い、検討していくうえで非常に参考になりました。 

 

※来年度も引続き先進事例を参考として、地域として防災力を高めるため何が出来るか、行政との連携の 

あり方も含め、提言に向けて検討していきます。 



 

■第８期 神科・豊殿地域協議会委員（50 音順 敬称略） ◎会長 〇副会長 

氏 名 自治会 氏 名 自治会 氏 名 自治会 氏 名 自治会 

〇青木茂友 大久保 菅沼久美子 染 屋 ◎中村幸博 小井田 柳澤正敏 漆 戸 

浅川玲子 野 竹 杉﨑千代 町吉田 橋詰和政 長 島 柳澤幹夫 赤 坂 

大久保孝子 赤 坂 髙野亜矢子 森 堀田芳子 富士見台 吉池正敏 中吉田 

近藤隆英 蛇 沢 竹内親吾 伊勢山 堀善三郎 岩 門 渡邉久子 西野竹 

 篠田正行 町吉田 谷口昌平 長 島  柳澤明德 下吉田 渡辺洋美 林之郷 

（任期 令和 4 年 3 月 31 日まで） 

 

 

–– 

 

 

 

 

 

 

■令和２年度 わがまち魅力アップ応援事業のご紹介 
わがまち魅力アップ応援事業とは、市民が自らの創意工夫により地域の魅力を高め、市民の交流を促進する

自主的・主体的な取り組みに対して、市が補助を行う制度です。 
 神科・豊殿地域内で活動する団体や自治会から申請のあった事業については、神科・豊殿地域協議会が審査
を行った結果、令和２年度は以下６件が実施されました。（２件は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
となりました） 

 事    業    名 実 施 団 体 
今年度補助金 

見込額（円） 

継続年数 

（最長 5 年） 

1 矢沢城跡公園と地域活性化事業 矢沢城跡さくら会 92,000 5 年目 

２ 
金井自治会住民三世代が連帯感を持ち助け合える 
ための事業 

金井若草文庫 139,000 4 年目 

３ 市民の森馬術場まつり事業 上田乗馬倶楽部 
コロナ感染拡大防止 
のため事業中止        

3 年目 

４ 
伊勢崎城跡の整備並びに神科東部観光ガイドマップ 
の刊行及び活用事業 

伊勢崎城跡復興会 1,124,000 2 年目 

５ 岩門城跡整備事業 岩門自治会 745,000 2 年目 

６ 
高齢化社会に荒廃里山を活用し健康寿命を延ばす

魅力ある地域づくり事業 
金剛寺自治会 280,000 2 年目 

７ ふれあいサロン地域住民の交流の場づくり事業 
豊殿ふれあいサロン 

運営委員会 
160,000 2 年目 

８ もっと市民の森であそぼう！事業 
特定非営利活動法人 

まちもり 

コロナ感染拡大防止 
のため事業中止       

2 年目 

※新規事業の募集は、令和元年度をもって終了しました。 

 
 
 
 

☆★ 編集後記 ☆★ 
 

地域の課題や神科・豊殿地域協議会、地域協議会だよりに関するご意見・ご感想をお聞かせください。 
いただきましたご意見等は神科・豊殿地域協議会の中で、地域の声として協議・検討してまいります。 

【神科・豊殿地域協議会】     
豊殿地域自治センター  （☎35-2939 Fax35-3455） 
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