
平成 20 年度 第 11 回 真 田 地 域 協 議 会 会 議 次 第

平成 21 年３月 16 日（月） 午後７時

真田地域自治センター  301 会議室

１ 開 会

２ 会長あいさつ

３ 真田地域自治センター長あいさつ

４ 会議事項

(1) 平成 21 年度 わがまち魅力アップ応援事業 審査

(2) ふるさと寄附金（納税）制度について

(3) 真田地域に係る平成 21 年度当初予算の概要について

(4) その他

５ その他

○ ３月22日（日）午後１時30分から、信州国際音楽ホールにおいて

「上田市地域協議会 委員研修会」が開催されます。 御都合いただき出席をお願いします。

６ 閉 会



平成21年度　わがまち魅力アップ応援事業　選考申込一覧表　　［真田地域］

(1)　個性あるふるさとづくり事業 一覧表 （単位：円）

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

計 11 13,304,075 1,502,000 1,798,000 800,000 5,102,000 1,299,000 1,502,000 0

1 傍陽中組自治会
自治会長
　武捨敏夫

自然と文化の地域資源を活かした
　　　　　　　活気あふれる集落づくり事業

傍陽中組地区

　集落内の里山の荒廃地を解消するため遊歩道の整備を進め、
作業参加により集落の一体感の醸成を図る。また、遊歩道を利
用したイベントを開催することにより地域内交流を深め、活気に
あふれ世代を問わず一体感のある集落づくりを行う。

2 300,000 443,100 400,000 500,000 200,000 100,000 400,000

2 横尾区
区長
　宮崎義信

横尾の歴史と文化を守り
　　　　　　区民の触れ合える里　横尾区

横尾地区

　地域の歴史や史跡等を学び伝える取り組みを通して、区民が
地域を認識し価値を再発見するとともに、区民の交流を図り、地
域の一体感を醸成する。
 ・区の歴史や名所旧跡を盛り込んだウォーキングマップ作成
 ・史跡等案内看板整備
 ・史跡めぐり・区の歴史講演会・古文書等展示会開催

1 0 852,875 852,000 648,000 852,000

3 戸沢自治会
自治会長
　　柳沢章夫

文化財や歴史、伝統の継承は
　　　　　　　　　　　　　　未来を創造する礎
　　「ねじとわら午の里」戸沢自治会

戸沢地区
　自治会内の歴史や文化、伝統を掘り起こして学習し、後世に継
承できる資料を作成する取り組みを通じ、地元に対する「誇り」や
「愛着」が根付き、更に元気な地域を形成する。

1 0 104,000 101,000 300,000 500,000 300,000 299,000 101,000

4 三島平自治会
自治会長
　　半田拓夫

歴史遺産を活かした
　　　　　　　ふれあいの里三島平自治会

三島平地区

　今年度は地域内にある文化財などを来訪者に紹介し、地域を
めぐることのできる遊歩道の整備を進める。来年度以降、地域
の遺跡の調査を進め、遊歩道をさらに整備し、一層の地域間交
流の拠点としたい。また、調査、整備の作業を通じ、地域内の一
体感の醸成を図りたい。

1 0 279,700 149,000 100,000 100,000 100,000 1,000,000 149,000

5

４ 事 業 1,502,000

(2) 特色あるまちづくり事業 一覧表 （単位：円）

№ 団体名 代表者 事業名 実施場所 事業内容 年目 既補助額 総事業費 申請補助金額

計 5 10,156,700 3,501,000

1
らいてうの家
　　　　　運営委員会

米田　佐代子 あずまや高原を憩いの広場に育てる事業
らいてうの家を中心
とするあずまや高原
一帯

　「らいてうの家」及びその周辺を会場に各種イベントを開催し、
良質な文化と自然を楽しむ機会を提供することを通して、あずま
や高原のよさをＰＲする。

2 549,000 707,700 451,000

2
滝と森林浴の
　　　遊歩道整備委員会

下条　利一 滝と森林浴の遊歩道整備事業 菅平高原

　年齢を問わず誰もが気軽に菅平高原の豊かな自然環境に親し
みながら、快適に散策を楽める遊歩道を整備する。整備後に
は、こころと身体の健康づくりに活かすとともに、ウォーキングイ
ベント等を開催し、地域の新たな魅力づくりを行う。

2 350,000 760,000 650,000

3 菅平高原スキークラブ 竹村　幸則
アルプスを眺めながら
　　　　　のんびりクロスカントリー

菅平高原
根子岳中腹

　根子岳中腹を会場に、初心者から楽しめるクロスカントリーイ
ベントを開催し、冬山での自然とふれあう機会を提供することを
とおして、冬の菅平高原の魅力を発信する。

2 350,000 830,000 650,000

4
信州しあわせ村真田
　　　　　　　　　   さくら会

大久保　寿広 信州しあわせ村真田　さくら植栽事業 大日向～菅平高原
　国道４０６号沿い、菅平ダム湖から菅平集落入り口付近まで、
さくらの植栽を行う。標高差を活かした長期間の開花により集客
を図り、新たな観光メニューにしたい。

1 0 859,000 750,000

5
菅平スカイライン
　トレイルランレース
　　　　　　　実行委員会

土屋　喜則
菅平スカイライントレイルランレース
                       ＆アウトドアミーティング

菅平高原

　菅平高原の豊かな自然と信州の中核たる上田地域の人的資
源を活かしながら、自然、健康、環境をテーマにしたアウトドアス
ポーツ大会等のイベントを開催し、より多くの人に愛されるス
ポーツリゾート菅平高原を目指す。
　・アウトドアスポーツ大会・地域物産展とバザー・姉妹都市ダボ
ス町との交流イベント

1 0 7,000,000 1,000,000

５ 事 業 3,501,000

９ 事 業 5,003,000

交付決定額 交付確定額№ 自治会名 代表者 事業名 総事業費実施場所 事業内容 年目

0

0

申請補助金額
来年度以降申請見込額

250,000

既補助額

0

交付決定額

3,501,000

451,000

650,000

650,000

750,000

1,000,000

来年度
申請見込額

小　　　計

交付確定額

0

0

250,000

小　　　計

合　　　計

真田地域協議会

















平成21年度　上田市当初予算

真田地域に係る予算要求概要

真田地域自治センター

平成20年12月16日



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要
【 主務課 ： 地域振興課 】

款 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］
事　　　業　　　内　　　容

総務費 【地域予算】

　わがまち魅力アップ応援事業補助金 地域政策係 7,000 【地域予算】  わがまち魅力アップ応援事業補助金

　◎ 地域振興事業基金（新市造成分）運用益　：　40,000千円　充当事業

　　　　真田地域枠配分による事業費（H20実績）　：　3,200千円

　◎ 地域振興事業基金（持寄基金分）　：　3,800千円　充当事業

地域協議会運営事業 地域政策係 1,104 ○地域協議会の運営に要する経費

　　・委員報酬　（20人）　　・需用費

自治会関係事業費

　・広報等配布委託料 地域政策係 3,900 ○自治会への広報等の配布及びその他各種通知等自治会内回覧業務の委託

　　（3,545戸×1,100円）

　・コミュニティ活動交付金 地域政策係 5,620 ○コミュニティ施設の運営、防火・防災・防犯活動等に対する交付金

　・地域環境整備交付金 地域政策係 1,353 ○地区内道路側溝等清掃、環境美化、ごみ集積所維持管理等に対する交付金

　・自治会長研修視察委託料 地域政策係 348 ○自治会長の研修視察委託

共同集会施設新設改修事業 地域政策係 1,377 ○共同集会施設の改修工事（外構工事）に対する補助金

　・下横道自治会　：　Ｌ型擁壁・フェンス整備工事

　・上原自治会　：　コンクリート擁壁・フェンス整備工事

【 主務課 ： 健康福祉課 】

款 事業名 主務課
予算要求額

［千円］
事業内容

民生費 真田総合福祉センター改修事業 福祉係 15,244 ○老朽化した総合福祉センターを改修し、障害者・高齢者等が利用しやすい施設とする。

　・耐震診断業務委託

　・分電盤・児童火災報知設備改修

　・内装・トイレ改修　　・講堂床改修



　　　　　　　　　　真田地域に係る平成20年度上田市当初予算の概要
【 主務課 ： 市民生活課 】

款 事業名 主務係
予算要求額

［千円］
事業内容

総務費 消費生活推進事業費 生活環境係 319 ○真田地域消費生活展の開催、消費者被害対策、啓発　外

交通安全対策事業費 生活環境係 637 ○交通安全の推進、交通指導、小中保育園の交通安全教室、イベントでの交通指導　外

防犯活動事業 生活環境係 319 ○防犯指導員経費（防犯パトロール中ステッカーの購入、防犯信州の購読）

　・防犯灯新設補助金 443 ○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

　※補助率１/２以内（上限30,000円）　Ｈ20から全地域統一

　・防犯灯電気料金補助金 2,164 ○自治化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

　※補助率１/２以内（Ｈ20から全地域統一）　　真田地域　：　補助なし→１/２補助

衛生費 古城霊園管理事業 生活環境係 66 ○除草・清掃等管理委託費用、管理料徴収経費

環境美化推進事業 生活環境係 555 ○不法投棄防止パトロール、河川パトロールの実施、環境美化監視員の委嘱　外

資源有効利用事業 生活環境係

　・新エネルギー活用施設設置費補助金 2,000 ○太陽光発電システム、太陽熱利用システムの新エネルギー活用施設を設置する方に対し補助を行う。

　・太陽光補助率：26,000円/ｋｗ（限度額104,000円）　　・太陽熱（限度額30,000円）

　・雨水貯留施設設置費補助金 240 ○雨水の流出抑制と有効活用を図るため、雨水貯留施設を設置する方に対し補助を行う。

　・補助率　1/2　（100 以上500 未満：限度額30,000円・500 以上：限度額50,000円）

　

合併処理浄化槽整備事業 生活環境係 2,120 ○生活排水による公共水域の水質汚濁防止を図るため、公共下水道認可区域外に建設する住宅や事業所の合併

　浄化槽設置に対する補助を行う。

　　・合併処理浄化槽設置補助金（５人槽２件・７人槽３件）　・水洗化資金利子補給（12件）



　　　　　　　　　　真田地域に係る平成20年度上田市当初予算の概要
【 主務課 ： 市民生活課 】

款 事業名 主務係
予算要求額

［千円］
事業内容

衛生費 飼犬管理事業 生活環境係 53 ○犬の登録、狂犬病予防注射等の飼犬管理に係る事務経費

　・狂犬病予防注射、野犬・迷い犬の捕獲　外

上水道事業負担金 生活環境係 92,440 ○簡易水道事業負担金（建設改良費の10％、元利償還金の1/2、高料金対策経費）

8,585 ○菅平上水道石綿ｾﾒﾝﾄ管更新事業減価償却分負担金

4,500 ○電源立地地域対策交付金（大日向地区水道管布設）

ごみ処理事業 生活環境係

　・ごみ減量・再資源化対策事業費 1,876 ○ごみ減量・再資源化の推進　　資源物回収収納庫設置補助・生ゴミ処理機購入補助

　・ごみ処理事業費 33,808 ○可燃ごみ・不燃ごみ収集運搬処理委託、容器包装プラスチック選別圧縮梱包保管委託

　ゴミ集積所設置　外

土木費 市営住宅管理事業 生活環境係 956 ○市営住宅３団地　18戸の維持管理を行う。



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要
【 主務課 ： 健康福祉課 】

款 事業名 主務課
予算要求額

［千円］
事業内容

民生費 真田総合福祉センター改修事業 福祉係 15,244 ○老朽化した総合福祉センターを改修し、障害者・高齢者等が利用しやすい施設とする。

　・耐震診断業務委託

　・分電盤・児童火災報知設備改修

　・内装・トイレ改修　　・講堂床改修



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要

款 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］

農林水 治山事業 農林係 2,200 ○大庭 ： 土砂で埋まり危険な状態の流路の改修工事

産業費

草地整備事業 農林係 300 ○菅平牧場による草地整備事業への補助（平成20年度から継続）

　・草地整備　：　４ha　　H21事業費　：　3,000千円

松くい虫防除対策事業 農林係 3,141 ○松くい虫の防除対策を図る。

　・被害木閥倒駆除120 　（H20実績+20 ）　地上薬剤散布1.57ｈａ（御屋敷公園、真田本城）

市有林整備事業 農林係 3,514 ○市有林の整備

　・山吹地籍の間伐　：　10.4ha　3,190千円　　整備のための測量委託　：　324千円

市営農地保全事業 土地改良係 22,170 ○農道舗装及び水路改修工事

　・菅平：農道舗装　Ｌ＝300ｍ　　・下原：水路改修　Ｌ＝230ｍ

　・荒井：農道舗装　Ｌ＝50ｍ　 　・大畑：農道舗装　Ｌ＝191ｍ　　全４箇所　

商工費 商工業振興助成事業 観光商工係 540 ○商工業振興対策事業助成金

　・商工業振興の為、新設、移設又は増設された事業所に係る固定資産税相当額を３年間助成（21年度は１社）

菅平高原国際リゾートセンター 外壁等改修工事 観光商工係 8,064 ○菅平高原の中心施設である菅平高原国際リゾートセンターは、厳しいに自然環境や経年により損傷・劣化が

　 激しいことから、外部及び内部の改修工事を行い、観光地としてのイメージアップを図る。

　・外部：破風・鼻隠し・木部塗装・コンクリート面吹付け・雨漏り補修

　・内部：２階ホール床改修（汚損）・ステージ照明整備

菅平高原根子岳登山道 避難小屋修繕工事 観光商工係 1,015 ○風雪が吹き込むなど、痛みの激しい根子岳避難小屋を修繕し、緊急時における登山者の安全確保を図る。

　・避難小屋　外壁モルタル塗り　・　屋根塗装

事　　　業　　　内　　　容

【主務課　：　産業観光課】



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要

款 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］
事　　　業　　　内　　　容

【主務課　：　産業観光課】

商工費 菅平湿原遊歩道 木道修繕事業 観光商工係 1,260 ○菅平湿原内の遊歩道は、完成後13年が経過し全体的に痛みが進んでいることから計画的に修繕を行い、

　 観光客の安全確保を図り、安心して散策を行える環境を整える。

　・木道修繕　　Ｌ＝15.0ｍ　　＠80,000円/ｍ

御屋敷公園 マレットゴルフ場増設事業 観光商工係 4,620 ○御屋敷公園マレットゴルフコースは、一部史跡内に設置されていることから観光客とプレーヤーのトラブルが

　 発生している。このため、隣接する市有地にコースを増設し移転することで、観光客の安全を確保するとともに、

   マレットゴルフを楽しむ環境を整備し、観光地としてのイメージアップを図る。

　・増設コース：４コース　（盛立・芝張工）

真田氏歴史館 空調設備整備事業 観光商工係 4,872 ○真田氏歴史館の入館者から要望の多い、空調設備を整備する。

　・展示室用空調設備　：　一式

【地域予算】

　菅平高原スポーツランド（サニアパーク菅平） 菅平高原スポーツランド 2,600 ○サニアパーク菅平のオープン10周年を記念して各種イベントを開催し、更なる誘客を図る。

　　10周年記念事業 　・10周年記念事業実行委員会負担金　：　2,600千円

　◎ 地域振興事業基金（持寄基金分）　：　2,600千円　充当事業

菅平高原スポーツランド 施設整備事業 菅平高原スポーツランド 6,601 ○磨耗の著しい人工芝の張替及び記録計測機械用配管・配線

　・人工芝張替　：　669㎡　・記録計測器用配管・配線　：　一式

○枯木の植え替え

○マレットゴルフコースのスタート部分の人工芝の張り替え



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要
【 主務課 ： 建設課 】

款 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］
事　　　業　　　内　　　容

衛生費 小型除雪機購入補助金 管理地籍調査係 3,000 ○冬季における生活道路の機能確保を図るため、自治会等が除雪作業に使用する除雪機購入に対する補助を行う。

　　・購入費の3分の2以内：上限600千円×5台分（自治会が購入した小型除雪機械に対する補助金）　

農林水産業費 地籍調査事業 管理地籍調査係 6,933 ○地籍調査を実施し、土地境界の確定、公図の修正を図る。

　　・長12区　0.06 　　長13区　0.06 　合計　0.12 　（渋沢）

土木費 交通安全施設整備事業
　・市単独事業
　　　交通安全施設工事費（真田地域全域） 建設係 2,000 カーブミラー・区画線等の設置

市道新設改良事業

　・辺地対策事業

　　　◇　燕線 建設係 47,000 ・H19～23道路改良L=885m W=9.25m（片歩：2.5m）　　H21 ： 道路改良工事　Ｌ＝230ｍ　・用地買収・補償　Ｌ＝300ｍ

　 　　　◇　原野地２号線 建設係 19,000 ・H20～24道路改良L=1,230m W=9.25m（片歩：2.5m）　H21 ： 用地測量委託　Ｌ＝1,230ｍ　・用地買収・補償　Ｌ＝320ｍ

　・市道新設改良事業（真田地域全域） 建設係 54,000 真田地域全域の市道新設改良に係る事業費

道路維持事業

　・市道維持・補修事業（真田地域全域） 建設係 54,000 ・市道の維持・補修工事費

河川用悪水路改修事業費
　・市単独事業
　　　◇　大沢川 建設係 8,000 ・H20～22河川改修L=500m　緊急性の高い箇所の改修を行う　H21 ： 河川改修　修繕工事　Ｌ＝80ｍ

　・河川用悪水路改修事業（真田地域全域） 建設係 5,000 ・真田地域全域の河川・用悪水路の河川改修事業費



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要
【 主務課 ： 消防防災課 】

款 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］
事　　　業　　　内　　　容

消防費 消防団運営事業

　・消防団運営活動交付金 庶務係 6,180 ○真田地域の４分団（菅平・長・傍陽・本原分団）への交付金。

　・分団交付金：分団運営費・活動費・機械管理費

　・可搬式小型動力ポンプ更新 警防係 7,500 ○小型動力ポンプを計画的に更新する。

　・H21更新　：　６台　（横尾・岡保・田中・横道・荒井・中原）

消防施設整備事業

　・防火水槽新設工事 警防係 5,124 ○消防水利の充実を図るため、耐震性貯水槽を計画的に整備する。　

　・耐震性防火水槽新設工事［４０ｔ級］　　１基　：　横尾

　・消火栓工事負担金 警防係 4,480 ○老朽化した消火栓の更新に係る工事負担金　：　２基

○水道管布設替えに伴う消火栓の付替えに係る工事負担金　：　６基

消防施設管理事業

　・消火栓ボックス更新 警防係 489 ○自治会への管理移管に伴う消火栓ボックスの更新　：　15基



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要
【 主務課 ： 真田教育事務所 】

款 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］
事　　　業　　　内　　　容

教育費 小中学校 プール整備事業 学校教育係 156,686 ○本原小学校　プールの改築工事　（既存プール解体・造成・改築工事）

小学校施設整備事業 学校教育係 4,305 ○長小学校：昇降口階段改修工事・水路改修工事

中学校施設整備事業 学校教育係 15,252 ○菅平中学校　：　屋根塗装改修工事

○真田中学校　：　プール濾過装置濾過財交換工事

真田図書館建設事業 生涯学習担当 40,447 ○真田図書館の建設事業　　事業期間　：　H20年度～H22年度

（社会教育） 　・鉄骨造２階建　　新築棟：924㎡・渡廊下：20㎡・自治センター改修：256㎡

　・H21事業　

　　　・実施設計・耐震診断業務委託（H20債務負担設定分）　：　15,320千円

　　　・既存施設（地域自治センター北庁舎）解体工事　：　3,570千円

　　　・造成工事　：　21,557千円

真田体育館改修事業 生涯学習担当 35,375 ○真田体育館の屋根及び受電用キュービクルの改修工事

（社会体育） 　・屋根改修工事（雨漏り対策）　：　34,325千円

　・受電用キュービクル改修工事　：　1,050千円

テニスコート整備改修事業 生涯学習担当 22,300 ○真田運動公園 テニスコートの改修工事

（社会体育） 　・砂入り人工芝の張替え　：　３面

　

ふれあいさなだ館管理運営事業 生涯学習担当 68,249 ○ふれあいさなだ館の管理運営等に要する経費

（社会体育） 　・ふれあいさなだ館管理運営委託（真田の郷振興公社　：　64,500千円）

　・源泉送湯加圧ポンプ及び分岐バルブ取付工事　外　：　2,699千円

　・大広間畳・カーペットタイル交換工事　：　1,050千円



　　　　　　　　　　平成21年度 真田地域自治センター　予算要求の概要
【 主務課 ： 上下水道課 】

会計名 事　　業　　名 主 務 係
予算要求額

［千円］
事　　　業　　　内　　　容

水道事業 菅平水道建設改良事業

会　　　計 　管路整備事業 上水道係 37,800 ○菅平水道の管路機能強化、耐震化及び老朽管の更新事業

　・配水管布設替工事

　　・西北　：　ＨＰＰＥφ75　Ｌ＝140ｍ　　・燕線　：　ＤＣＩＰφ100　Ｌ＝230ｍ　　・江戸川線　：　ＤＣＩＰφ75　Ｌ＝120ｍ

　水源調査事業 上水道係 35,000 ○水源調査のため深井戸試掘

真田水道建設改良事業

　管路整備事業 上水道係 32,900 ○真田水道の管路機能強化、耐震化及び老朽管の更新事業

　・配水管布設替工事

　　・大日向（電源立地地域対策交付金事業）　：　ＨＰＰＥφ100　Ｌ＝150ｍ　　・熊久保　：　ＤＣＩＰφ100　Ｌ＝173ｍ

　・配水管布設工事

　　・中原　：　ＨＰＰＥφ100　Ｌ＝325ｍ

公　　共 菅平浄化センター改築更新事業 下水道係 209,000 ○菅平浄化センターの改築更新事業　　事業期間 ： H16年度～H24年度

下水道事業 　・H21年度事業

会　　計 　　・汚泥棟　：　汚泥処理設備工事（脱水機）・電気設備工事

　　・管理棟　：　耐震補強・改築更新


