
平成 22 年度 第１回 真田地域協議会 会議次第

平成 22年 4 月 15 日（木）午後 3 時

真田地域自治センター 3 階講堂

１ 開 会

２ センター長あいさつ

３ 自己紹介

４ 協議事項

(1)真田地域協議会運営要綱の確認について

(2)正副会長の選出について

(3)次回会議の開催と今後の日程について

(4)その他

５ その他

６ 閉 会

※ 以降は、新委員の方のみ御出席ください。

◎ 説明事項

(1) 地域協議会の概要と任務等について

(2) 真田地域協議会の活動経過等について

(3) 第一次上田市総合計画「地域まちづくり方針」について

(4) 意見書の提出状況について



真田地域協議会会議運営要綱

（目的）

第１条 この要綱は、真田地域協議会の会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（会長及び副会長の互選の方法）

第２条 会長及び副会長の互選の方法は、地域協議会で協議して定める。

（会長等の責務）

第３条 会長は、迅速かつ能率的な議事の運営に努めなければならない。

２ 副会長は、会長を補佐し、迅速かつ能率的な議事の運営に協力しなければならない。

３ 委員は、地域協議会に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければなら

ない。

（地域協議会の会議の招集）

第４条 会長は、地域協議会の会議（以下「会議」という。）を召集しようとするときは、あら

かじめ議事、日時及び会場を委員に通知しなければならない。

（欠席の申出）

第５条 委員は、会議に出席できない事情があるときは、あらかじめその旨を会長に申し出な

ければならない。

（補則）

第６条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に

諮って定める。

附 則

（施行期日）

この要綱は平成１８年１０月３日から施行する。



第二期 真田地域協議会の開催状況

（任期：平成 20年 4月 1日から平成 22年 3月 31日まで）

第1回（20年/ 1回）

Ｈ20.4.7
① 真田地域協議会運営要綱の確認について

② 正副会長の選出について

③ 今後の日程について

第2回（20年/ 2回）

H20.5.14 
①上田市公共交通活性化プランについて

②真田地域に係る平成 20 年度当初予算の概要について

③わがまち魅力アップ応援事業について

④ 真田地域図書館施設整備について

第3回（20年/ 3回）

H20.6.17
①真田地域自治センターの重点目標について

・ 平成 19 年度の重点目標の取り組み結果

・ 平成 20 年度の重点目標

②わがまち魅力アップ応援事業審査

③ 真田地域図書館施設整備について

第4回（20年/ 4回）

H20.7.23
①信州上田観光ビジョンについて

②真田地域における図書館施設の整備に関する意見書（案）について

③わがまち魅力アップ応援事業 選考に係る意見書の回答について

④地域協議会の運営方法（グループ協議）について

○ グループ協議

H20.8.1 真田地域における図書館施設の整備に関する意見書提出

第5回（20年/ 5回）

H20.8.21
① 上下水道料金改定案について

② 上田市都市計画マスタープランについて

第６回（20年/ ６回）

Ｈ20.9.25
① 公共交通活性化プラン アンケート結果について

② わがまち魅力アップ応援事業 審査

③ 真田地域における図書館施設の整備に関する意見書に対する回答につ

いて

○ グループ協議

第７回（20年/ ７回）

Ｈ20.10.17
① わがまち魅力アップ応援事業の選考に係る意見書に対する回答について

② 上田市地域振興事業基金の活用方針について

○ グループ協議

第８回（20年/ ８回）

Ｈ20.11.20
① 真田図書館建設について

② 延長窓口について

○ グループ協議

第９回（20年/ ９回）

Ｈ20.12.18
① 延長窓口について

② 地域自治振興事業予算について

○ グループ協議

第10回（20年/ 10回）

Ｈ21.2.9
① グループ協議について

・ 協議内容の発表

・ 今後の進め方等について

② 地域自治振興事業予算について

③ 上田市共同集会施設新設等に伴う補助金統合案について

資料２



第11回（20年/ 11回）

Ｈ21.3.16
① 平成 21 年度わがまち魅力アップ応援事業審査

・ 個性あるふるさとづくり応援事業

３自治会（継続１自治会）

・ 特色あるまちづくり応援事業

２団体（継続３団体）

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

第12回（21年/  1回）

Ｈ21.4.22
① 平成 21 年度真田地域自治センターの重点目標について

② 平成 20 年度グループ別協議のまとめについて

③ 今後の協議会の進め方について

第13回（21年/ 2回）

H21.5.27
① ＪＴ開発地における交流・文化施設のありかたに関する中間報告について

（報告）

② 地域協議会の進め方について

第14回（21年/ 3回）

H21.6.24
① 真田図書館整備等について

② 市民団体アンケート実施について

○ 分科会別協議

第 1 分科会 ～ 地域づくり委員会の検証と継続発展

第 2 分科会 ～ 産業（農業・観光）の振興

第 3 分科会 ～ 安心して暮らせる地域づくり

第15回（21年/ 4回）

H21.7.23
① 市民団体アンケート（中間報告）について

② 分科会別協議のテーマについて

○ 分科会別協議

第16回（21年/ 5回）

H21.8.24
① （仮称）真田地域バス運行改善計画について

② 市民団体アンケート集計結果について

○ 分科会別協議

第17回（21年/  6回）

H21.9.24
① 交流・文化施設整備について

（整備検討委員会からの最終報告に関する報告）

○ 分科会別協議

第18回（21年/  7回）

H21.10.22
① 「真田公民館」の名称変更について

② 真田地域自治センターの重点目標の進捗状況について

○ 分科会別協議

第19回（21年/  8回）

H21.11.18
① 地域予算について

○ 分科会別協議

第20回（21年/  9回）

H21.12.15
① 「上田市未来っ子かがやきプラン骨子案」について

② 交流・文化施設整備について

③ 「真田地区有線放送電話事業の今後のあり方」にかかる審議会答申

④ 分科会協議内容の報告・意見書の検討

第21回（21年/  10回）

H22.1.20
① 意見書の検討・決定

H22.2.3 真田地域における観光の推進に関する意見書提出

第22回（21年/  11回）

H22.3.17
① 平成 22年度わがまち魅力アップ応援事業審査



地域協議会意見書提出一覧（Ｈ18．9～Ｈ22．3末）

Ｈ18年度（第一期） Ｈ19年度（第一期） Ｈ20年度（第二期） Ｈ21年度（第二期）

上田中央

（答申）上田中央地域まち
づくり方針について

⑤中心市街地の賑わいの創出と
青少年に希望と誇りを与える「ふ
るさと上田先人館」の創設と観光
事業への利活用について
【Ｈ20.2.15】

―

⑦総合保健センター整備
【H21.9.8】
⑩北国街道を保全活用したまち
づくりに関する提言（合同）
【H22.2.2】
⑪生ごみ減量化と活用に関する
提言【H22.2.2】

上田西部

（答申）上田西部地域まち
づくり方針について

⑬歴史的遺産の継承と積極的な
活用による地域の振興について
【Ｈ20.3.3】
⑭西部地域にトレッキングコース
の整備について【Ｈ20.3.3】
⑮西部地域内の公園管理及び塩
尻地区公園構想の推進について
【Ｈ20.3.3】
⑯放課後児童対策について
【Ｈ20.3.3】
⑰地域医療について「地域医療
の目的は市民の幸せにあり」
【Ｈ20.3.3】

―

⑩北国街道を保全活用したまち
づくりに関する提言（合同）
【H22.2.2】
⑫まちづくり活動支援体制の強
化と活動拠点施設の整備につい
て【H22.2.2】
⑬高齢化社会への対応につい
て【H22.2.2】

上田城南

（答申）上田城南地域まち
づくり方針について

⑥上田市城南公民館建替えに係
る複合施設としての建設推進につ
いて【Ｈ20.2.15】
⑦泉田保育園の早期新築・移転
について【Ｈ20.2.15】

⑤上田市城南公民館建替え
に係る建設事業の推進につ
いて【Ｈ21.3.5】
⑥上田「道と川の駅」の利活
用について【Ｈ21.3.5】

（意見）泉田・小泉統合保育園の
整備について【H21.10.22】

神科・豊殿

（答申）神科・豊殿地域まち
づくり方針について

⑧ア上田市の地域医療体制の充
実について
　イ神科豊殿地域の公共交通網
の整備・充実について【Ｈ20.2.28】

④神科・豊殿地区の交通量
増加に対する対応について
【Ｈ21.2.10】

塩田

（答申）塩田地域まちづくり
方針について

③資源循環型施設事業に係る学
習会の開催について【Ｈ19.11.19】
⑪地域協議会の今後のあり方に
ついて【Ｈ20.3.24】
⑫塩田地域の自然環境や景観の
保全について【Ｈ20.3.24】

③塩田地域自治センター整
備計画に対する意見につい
て【Ｈ20.12.4】

⑧別所線の存続について
【21.11.18】

川西

（答申）川西地域まちづくり
方針について

⑨川西地域自治センターの早期
建設について【Ｈ20.3.13】
⑩子どもの農山村交流を中心に
据えた地域興しについて
【Ｈ20.3.13】

―

（意見）泉田・小泉統合保育園の
整備について【H21.9.30】

丸子

（答申）丸子地域まちづくり
方針について

④依田川リバーフロント市民協働
事業（仮称）について【Ｈ19.11.21】

（答申）丸子地域公有土地建
物の有効活用について
【20.12.4】

⑨防犯灯のLED化について
【H21.12.18】
⑮地域協議会のあり方について
【H22.2.25】

真田

（答申）真田地域まちづくり
方針について

②真田地域における図書館施設
の整備に関する意見について
【Ｈ19.10.1】《意見書再検討》

①真田地域における図書館
施設の整備に関する意見に
ついて【Ｈ20.8.1】

⑭真田地域における観光の推
進に関する意見【H22.2.3】

武石

（答申）武石地域まちづくり
方針について
①広報うえだ「武石版」の
発行について【Ｈ18.11.13】

①武石地域における子育て支援
施設等の建設について
【Ｈ19.6.29】

②市町村合併による制度統
合にともなう激変緩和措置に
ついて【Ｈ20.11.6】

⑯武石地域全域公園化構想に
ついて【H22.2.26】

1（10） 17 6（7） 10（11）

※　わがまち魅力アップ応援事業選考審査に関する意見書は除く。

協議会名

意　見　書　件　名

18（28） 16（18）

第１期 第２期

別紙 ３


