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会議次第
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開会（芹澤センター次長）
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あいさつ
（会長）
皆さん、こんにちは。第５回目の丸子地域協議会、御案内申し上げましたところ、委員
の皆さんには大変お忙しい中、御参集賜りまして誠にありがとうございます。本当に今年
は暑い夏でございました。今日も、外はまだかなり暑いようですが、朝夕はめっきり涼し
くなりまして、秋らしくなってきたような気がする昨今でございます。今週末には、台風
が近づいてきているようで、少し心配もしております。
本日は報告案件が３件あります。あとで説明がありますが、わがまち魅力アップ応援事
業の第３回の募集が始まりますが、委員の皆さんは地域の皆様に是非お薦めいただくよう
に御協力をお願いします。
たいへん御苦労様でございます。
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報告事項

（1） わがまち魅力アップ応援事業 第２回採択事業について
（2） わがまち魅力アップ応援事業 第３回募集について
（地域政策担当係長）資料１を御覧ください。今年６月に応募を受けまして、採択を受け
た事業の一覧表です。合計２６件の事業採択になっております。４月当初の事業一覧につ
きましては、前回の協議会にて御確認いただいております。当初の事業数は７２件でござ
いました。今回の２６件がプラスされ、市全体としましては９８件の事業採択を行ってい
るところございます。
今回申請が多かったのは、神科・豊殿地区で６件の申請採択となっております。合計、
市内全部で９８件ですが、一番多い地域は塩田地域で１８件の事業を本年度実行すること
になっています。丸子地域は当初１０件と言うことで受付をさせていただいたところです。
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なお、丸子地域の他の事業の申請状況、相談を受けている状況は、二つの団体から来年度
の事業申請に向けて、相談を頂いております。
続きまして、第３回の募集について説明させて頂きます。資料２を御覧ください。募集
期間は９月２日（月）から９月２０日（金）までです。今年度から要項が変わりまして、
年度内３回の公募になりました。この応募要項につきましては、８月１６日号の広報うえ
だにも掲載されております。全市の皆さんに御覧いただいて、それぞれの地域協議会の選
考について御案内しています。
また、広報うえだの紙面には、まちづくりについての助成制度も掲載させて頂いており
ます。長野県の地域発げんきづくり支援金や、財団法人自治総合センターのコミュニティ
助成事業などの掲載がございますので、併せて御覧いただければと思います。
今のところ、魅力アップ事業に関しましては、９月申請のお話はありませんが、委員の
皆様からも御紹介いただきながら、また内容を広くお知らせいただき、応募に向けてお力
添えをお願いします。
＜質疑・応答＞
（委員）第３回の９月の応募が丸子地域では無さそうだというお話でしたが、前回６月も
出ていないということで、やはり何らかの形で、もう少し促進するための働きかけをやる
必要があるのではないかなという気がする。どういう方法がいいのかということはなかな
か言えないのですが、堀り起こす努力はやっていく必要があると思います。事務局も、ま
た委員の中でも何らかの提案を考えて継続的にやっていく。掘り起こしのその手段につい
て検討できたらと思い、ご提案をします。
（会長）関連して何かございますか。委員の御指摘はもっともだと思います。何かいい方
法論はないでしょうか。
（地域政策担当係長）通常ですと９月の応募の次は２月になります。市の広報への掲載は
年度末または１月になります。私たちのほうでは、随時相談を受け付けております事を自
治センターだよりでお知らせをしていく中で、準備段階から事務局と相談をしていただい
て計画をしっかりと練っていただき、その申請がよりよいものになるというふうに協力を
させて頂きたいと思っています。御意見をいただいたとおり、多くの団体の皆様にこの制
度をお使い頂き、地域の活性化へ向けての活動を進めていただければと思いますので、し
っかりと広報していきたいと思っています。
（3） 分科会及び研究会での検討状況について
（地域政策担当係長）分科会、研究会の設置状況について説明をさせて頂きます。
「市民団
体と相互交流に関する分科会」につきましては、今年の２月に交流会を開催して頂き、そ
の結果を受けて内容を集約し、６月の協議会の全体会の中で研究結果などを御報告いただ
きました。この分科会のなかでは、各団体のマップを作ること、現地の視察を行うこと、
また市民活動団体の広報等の活動に対してパネルなどを設けてひろく周知をしていくな
ど、分科会で研究いただいた内容はすでに実現しているというところで、分科会での研究
協議については一旦終了ということでお話を頂いております。
また、好評でありました市民団体の交流会につきましては、年度内に開催したいと言う
ことで、今年開催すると３回目になりますが、またその時期になりましたら計画の段階か
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らお話を頂きまして、第３回目の交流会の内容などを御検討いただきたいと考えておりま
す。具体的な開催時期などは、改めて分科会長さんから御指示いただければと思っており
ます。よろしくお願いいたします。
丸子ドドンコの見直しに関する研究会につきましては、担当委員の皆様に丸子ドドンコ
実行委員会へ参加して頂き、いろいろな御意見をお出し頂き、無事お祭りも終了したとこ
ろでございます。
他の分科会、研究会につきましては、引続き研究討議を続けていただいております。こ
の後、各会議の内容や今後の方向などについて、お知らせいただければと思います。
（ア）地域内分権と地域経営会議に関する研究会
（研究会長）地域内分権研究会の状況を報告します。8 月２７日に第５回の地域内分権研
究会を開催し、メンバーに熱心に討議して頂きました。研究会の結論として、今回の協議
会で研究会としての集約を行うということで一致しました。次回、9 月の地域協議会にお
いて、研究会としての集約結果を報告させて頂きたい。そして、全体会議への必要な提案
をさせて頂きたい。9 月以降については、地域内分権に関する検討の場を、協議会にゆだ
ねることとさせて頂きたい。その辺の提案を 9 月に報告をさせて頂きたいと思っています。
今回、研究会を集約するという方向にした理由は、7 月 8 日に市民参加・協働推進課と
意見交換会をもちまして、いろいろと情報交換をいたしました。その中で、上田市として
は地域経営会議というものをまず立ち上げて、それから住民自治組織をつくっていくとい
う 2 段階方式をとり、その方向で進んでいく。昨年度提案されている内容と変更はなく、
この意見交換会でもそういう方向で進むというということが示されました。我々が他の推
進的な自治組織を運営している色々な都市の状況を勉強する中で、2 段階方式を採用して
いるところはほとんどございません。しかしながら、その方式は全てがプラスでもないし、
また全てがマイナスでもない。要はその上田市の方針を、丸子という地域にいかにうまく
取り入れてそれをプラスに転化していくかと言うことのほうがむしろ大事であろう。そう
いう考え方から、市の方針に沿った形で具体的に前に進めていくことが大事であろう。そ
ういうことで、いつまでも勉強、研究会を行っていくよりも、もっと具体的に前に進めて
いくべきであろうという選択になりました。
市の考え方は、以前から出ているとおり、第 4 ステージの展開についてという文書の情
報的からあまり進展していない。我々が、市民参加・協働推進課から得た一つの重要な情
報としましては、地域経営会議の立ち上げ方についてはそれぞれの地域、今９つの地域協
議会がありますが、それぞれの地域の自主性にかなり任されるという、そういう市民参加・
協働推進課の方針が示されました。例えばですけれど、この地域経営会議のメンバーとし
て、地域協議会がその主体になっても一向に構わない。それは地域の選択であるというお
話がございました。
実際の地域で取り組んでいく母体と言うか、ベースになりうる組織は、地域協議会しか
ないだろうと思っています。そんな方向で今後の取り組みを考えていく必要があるのだろ
うと考えています。地域経営会議というのは、住民自治組織ではないわけです。行政も入
ってくる組織ですので、住民自治組織ではないのですが、ややともすると地域経営会議と
名前からして、地域の行政を具体的に取り組むような組織と受け取られがちなところがど
うもある。そういうことは早く、そうではないということを明確にしていかないと、地域
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経営会議が具体的な地域経営まで機能して行き兼ねないという心配もございます。
丸子地域としては、出来るだけ早く具体的な取り組みに入ったほうがよいであろう。そ
ういう観点で今回集約させていただく。9 月にこの場でもう一度きちっと報告・提案させ
ていただくということにしたいと思います。
（会長）地域経営会議や住民自治組織につきましては、なかなか理解が難しい部分がござ
います。今後、住民の暮らしや自治会のあり方に直結する大変重要な課題となって参りま
す。ただ今の報告の中で、御意見・御質問ありましたら、ここでお出しください。
＜質疑・応答＞ 質問なし
（センター長）地域内分権の研究会の皆さん、本当にこれまでに複数回の会議を開催した
うえで熱心に議論をしていただき、ありがとうございます。ただ今の報告にありましたよ
うに、9 月の協議会で報告されるわけですが、協議会を主体とした地域経営会議の設置・
設立に向けた取り組みという事でございます。当然、地域自治センターも一緒になって取
り組んでいかなくてはならないことで、構成メンバーにつきましては地域協議会、自治会、
それから各種団体の皆さん、それから丸子地域自治センターと、こんなふうに考えられま
すが、広く地域の皆さまの意見も聞きながら、協議会の中でも取り組まれるようにお願い
したいと思います。どうもありがとうございました。
（会長）先程、研究会長のほうからございましたように、9 月にまとめとして提出いただ
きますので、そこでこの協議会としてどのように取り組むか、そのときに詳しく練って行
きたいと思っています。
（イ）その他
（研究会長）地域産婦人科医療を考える研究会は 9 月 4 日に研究会を予定しております。
それと 9 月 20 日から 5 日間ほどアンケート調査をメンバーで予定を組みまして実施して
いきたいと思っております。
4 その他
（1）次回以降の協議会日程について （事務局から提案・説明）
９月２５日（水）午後１時３０分～ 丸子地域自治センター4 階講堂
10 月 25 日（金）
、11 月 28 日（木）、12 月 17 日（火）
、1 月 30 日（木）、
2 月 28 日（金）
、3 月 13 日（木）
他に、市民団体の交流会を例年は全体会と別にして、週末に行っています。これにつき
ましては、時期が参りましたら事務局から御相談させて頂きます。
（2）その他
（地域政策担当係長）まず、城南地区の地域協議会だよりを会議資料に同封しましたので
参考に御覧ください。今年度から地域協議会相互に情報交換を行うという事で、協議会だ
よりを御覧頂くようにいたしました。丸子地域でも参考になるようなことがございました
ら事務局までお知らせいただきたいと思います。
他に、本日お配りしました上田市議会報告会実施概要でございますが、この資料は市議
会議長から地域協議会長宛に御協力頂きたい旨の通知を頂きまして、それに基づきまして
本日お配りしたものです。昨日届いた資料で事前の送付に間に合いませんでしたので、当
日資料としてお配りしました。丸子地域におきましては報告会は 10 月の 26 日（土）午後
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3 時から長瀬市民センターでの開催となっております。委員の皆様も出来るだけ御出席を
お願いします。
次に、地域づくりコーディネーター養成講座の資料でございますが、既に丸子地域協議
会の委員さんの中からも参加された方いらっしゃいます。地域づくりの参考になればと言
う事で講座を設けるものでございますので、御希望ありましたお聞かせください。
最後に、カラー刷りの「漬物のしおり」をお配りしております。この事業は魅力アップ
応援事業の補助を受けており、全市を対象として事業採択になったものでございます。上
田市全体にひろく周知をするようにと言うことで、丸子地域でも参考に出来ることがあれ
ばと言う事で本日お配りしたものです。
他に、印刷物の資料はございませんが、市民参加・協働推進課主催の講演会のお知らせ
をお伝えします。地域内分権に関する講演会を、10 月 11 日（金）午後 1 時半、会場は上
田文化会館で開催します。内容につきましては、長野市や飯田市の職員さんにお越し頂き、
住民自治組織の導入の形態や状況についての講演をしていただく予定です。一般市民の皆
さまのほかに、地域協議会の委員の皆さま、自治会長の皆さまにも御出席いただき、地域
内分権の推進や住民自治組織の設置に向けての参考にと言うことで開催されるものです。
たくさんの皆さんが出席をいただきますように周知をお願いします。
（会長）その他、全体を通しまして何かございますか。
（委員）先程お話しがありましたように、分科会、研究会で終了したところもあるようで
す。公共交通分科会のほうもすぐに何かをと言うことは無いと思いますので、この辺で１
～２回分散会を行い、これ以外のテーマについて考えていくところがあるかどうか、見直
しをやってみたらどうかということを提案させて頂きます。
（会長）確かに地域課題を掘り起こすことも必要であると思います。次回もその次も、わ
がまち魅力アップ応援事業が提案されない場合は、協議時間が空くと思われます。事務局
と相談しまして今の提案につきましては考えたいと思います。
本日は公共交通分科会がありますので、それ以外の皆さんで今の問題提起について、第
4 会議室にて分散会を行う事とします。
（センター次長）御存知の方もおられるかと思いますが、８月 31 日の土曜日に上田市の防
災訓練が行われます。丸子地域では西内地区と長瀬地区で行われます。昨年までは式典的
な 1 箇所での大規模なものでしたが、今年からは自治会が自ら取り組む防災訓練という形
となります。地域住民が広域避難所へ徒歩避難し、炊き出し訓練や給水訓練を行います。
若干、西内と長瀬の内容は違いますが、訓練の様子をぜひ御覧頂きたいと思います。また、
丸子テレビでも放映しますので御覧いただけます。行政側の訓練は、情報伝達訓練を 6 時
から開始いたします。実際に、避難所への集合時刻は 8 時ですが、長瀬の炊き出し訓練は、
6 時から開始となります。
（会長）その他なければ、本日の会議を終了いたします。本日報告がございましたように、
9 月 2 日から、わがまち魅力アップ応援事業の第 3 回の募集が開始されます。委員の皆さ
んには、住民の皆さんへ広くお知らせいただきながら、事業申請を薦めていただければと
思います。よろしくお願いします。
分科会、分散会はこのあと実施いたしますのでお願いします。皆さん、御苦労様でした。
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閉会 14:12
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