
第６回 市民活動団体交流会 報告書
日 時 平成2９年2月２５日（土）12:30～1６:００

場 所 丸子ふれあいステーション ３階会議室

平成 2８年度 第 1２回 丸子地域協議会
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12:30 開場

パネル展示発表開始　（自由閲覧）

12:50 開会

あいさつ　（丸子地域協議会会長／交流会実行委員会座長）

13:00

【実施報告団体（H28補助金受給団体）】(発表順）

4)チームあったかい輪

5)飯沼自治会

6)石井夏祭り実行委員会

＜実施継続団体＞

7)中丸子自治会下組分会 10)まるこベルシティまつり実行委員会

8)信州じゃ～麺研究委員会 11)信州国際音楽村公園バラの会

12)石井樹木を守る会

14:00

19)下長瀬自治会

22)中丸子やまびこ会

15:10

15:20

15:30

16:00

16:10 まとめ・総括　

閉会　

21)箱山城・桜ロードの会

質疑・応答

　　16)「世界のレンゲツツジ園」の会

　　17）霊泉寺温泉自然JUKUﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄTeam若女将

　　1)中丸子歴史研究会

　　2)雅楽の演奏復活の会

　　3)腰越自治会お練実行委員会

休憩　（10分間）

9)ふれあい広場の会

 平成28年度市民活動団体交流会　次第
(兼平成28年度わがまち魅力アップ応援事業実績報告会）

＜わがまち魅力アップ応援事業実績報告　パネル展示とプレゼンテーション＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：ふれあいステーション3階会議室

＜平成28年度新規団体＞

平成28年度わがまち魅力アップ応援事業報告会（全22団体／1団体5分以内のポイント発表）

テーブル発表　（テーブルリーダー）

※それぞれの団体の活動が地域の中でどのように活かされているか、どのように
　　定着をさせていくか、あるいは地域との関わりをいかに見つけていくか　など

13)尾野山史跡めぐり協議会 18)地域で英語！ともだち英語の会

　　14)下和子素浪人の会

　　15)腰越自治会

休憩　（10分間）

テーブルごとの討議 (交流)

20)ゆうあいまるこ
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第 5回 市民活動団体交流会 参加団体名簿

団体名
応援事業

採択年度
報告団体 参加者数

1 上田飯沼史学会 20年度 1

2 中丸子やまびこ会 25年度 ○ 1

3 霊泉寺温泉自然 JUKU ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ Team若女将 24年度 ○ 1

4 下長瀬自治会 25年度 ○ 1

5 地域で英語！ともだち英語の会 25年度 ○ 1

6 ゆうあいまるこ 25年度 ○ 1

7 内村っ娘の会 25年度 2

8 箱山城・桜ロードの会 25年度 ○ 3

9 世界のレンゲツツジ園の会 25年度 ○ 1

10 腰越自治会 26年度 ○ 2

11 下和子素浪人の会 26年度 ○ 3

12 尾野山史跡めぐり協議会 26年度 ○ 2

13 石井樹木を守る会 26年度 ○ 1

14 中丸子自治会下組分会 27年度 ○ 1

15 信州じゃ～麺研究委員会 27年度 ○ 2

16 ふれあい広場の会 27年度 ○ 2

17 まるこベルシティまつり実行委員会 27年度 ○ 2

18 信州国際音楽村公園バラの会 27年度 ○ 2

19 中丸子歴史研究会 28年度 ○ 1

20 雅楽の演奏復活の会 28年度 ○ 1

21 腰越自治会お練実行委員会 28年度 ○ 2

22 チームあったかい輪 28年度 ○ 4

23 飯沼自治会 28年度 ○ 1

24 石井夏祭り実行委員会 28年度 ○ 2

25 その他（個人参加・傍聴） 自由塾関係者 １

26 丸子地域協議会委員 （重複 1名） 11

27 丸子地域協議会事務局職員 ５

計 （重複者 1名のぞく） 56



3

ごあいさつ

＜丸子地域協議会 久保田和英会長＞

みなさん、こんにちは。ちょうどいい気温の今日ですが、お集りい

ただきましてありがとうございます。この丸子地域におきまして、平

成 20年に始まったわがまち魅力アップ応援事業は、当時 3年間でし
たが、平成 25年からは 5年間に補助期間が一本化されました。
そして、この丸子地域の市民活動団体交流会は、今回で第 6回目を

迎えることとなりました。そのなかにおきまして、本日 22団体の皆
様においでいただいております。丸子地域で魅力アップの活動をいた

だいている皆さんです。本日お集まりいただき、その中でそれぞれの団体の意見や創意工夫等を

お聞きいただき、自らの魅力アップ事業の活動の中で生かして頂ければ幸いと思います。

まだまだ、いろいろな取り組みをされている団体もあるかと思います。そしてまた、新しい事

業を起こして頂ければありがたいと思います。

本日は、有意義な一日にしていただければと思います。お忙しいところお集まりいただきあり

がとうございます。どうぞよろしくお願いします。

＜第 6回市民活動団体交流会実行委員会 工藤裕子副座長＞

皆さん、こんにちは。本日の交流会の副座長の工藤です。本日、

座長の小沢さんが所用のため欠席されることになりましたので、代

わりにごあいさつ申し上げます。なにぶんにも不慣れではあります

が、実りある交流会となりますように皆さんのご協力をよろしくお

ねがい申し上げます。

今日はとてもあたたかい日となりました。参加されました皆さん

におかれましては、お忙しいところお集まりいただきありがとうご

ざいます。

丸子地域協議会の発案で始まったこの市民活動団体交流会は、地域の課題解決や振興に先進的

に取り組んでこられた皆さんが一堂に会する場でもございまして、今年で第６回目となりました。

また、本日の市民活動団体は、わがまち魅力アップ応援事業の補助事業について、市民の皆様

にご報告する実績報告会も兼ねております。本年度補助を受けていらっしゃる団体の皆様には、

後程、実績報告のプレゼンテーションを行っていただきます。

発表は、①事業の目的、②何年目の補助事業か、③今まで事業を行う上で生じた問題点や課題、

④事業の特徴やＰＲしたいこと、そして⑤市民へのイベント周知や広報・参加促進をどのように

おこなっているか、の５項目を必ず含めて、５分以内で発表くださいますようお願いします。

発表が終わりました後、質疑の時間をとりまして、テーブル討議、交流会へと入っていきます。

本日は報告団体が多い関係で、討議のお時間は３０分程度とわずかではございますが、それぞれ

ご自身の団体の事業の紹介や活動内容などを話し合いながら、気楽に情報交換ができる場として

いただけたらと思います。
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本日会場には、温かい飲み物と、とんぼハウスさんの手作りクッキーが用意されています。ど

うぞご自由におとりいただいて、飲み物や食べ物をいただきながらで結構ですので気楽に、そし

て積極的にご参加いただいて、和やかな時間がすごせましたら幸いでございます。

それでは、みなさん、本日はどうぞよろしくお願いします。

＜平成 28 年度わがまち魅力アップ応援事業実績報告会＞

平成 28 年度のわがまち魅力アップ応援事業補助金受給

団体全 22団体が、以下の順番にて、事業の進捗状況やポイ

ント、PRしたいことなどを、それぞれ 5分程度のプレゼン

テーションにより報告しました。

この実績報告会は、補助金事業について、それぞれの市

民活動団体が市民に直接その実績や事業の進み具合を報告

する機会を兼ねています。

※ 報告詳細は、別冊の報告書の「平成 28 年度丸子地域わがまち魅力アップ応援事業実績報

告書」をご覧ください。

＜平成 28 年度新規団体・事業名＞

1) 中丸子歴史研究会 【シルク繁栄今昔物語事業】

2) 雅楽の演奏復活の会 【歴史と文化の復活プロジェクト】

3) 腰越自治会お練実行委員会 【丸子地域の無形文化財であるお練公演を通じて文化継承と、

青少年育成及び地域交流活性化事業】

4) チームあったかい輪 【暖かで豊かな地域づくり 生きがい、ふれあい地域多機能ステーシ

ョン事業】

5) 飯沼自治会 【中城ほたるの里整備事業】

6) 石井夏祭り実行委員会 【子ども相撲＆盆踊り地域交流事業】

＜実施継続団体・事業名＞

7) 中丸子自治会下組分会 【ベルシティ地域交流（りんご祭り）事業】

8) 信州じゃ～麺研究委員会 【新グルメ（信州じゃ～麺）で地域活性化事業】

9) ふれあい広場の会 【ふれあい広場づくり事業】

10) まるこベルシティまつり実行委員会 【まるこベルシティまつり】

11) 信州国際音楽村公園バラの会 【信州国際音楽村公園花壇整備事業】

12) 石井樹木を守る会 【石井自治会内の樹木の保存と育成事業】

13) 尾野山史跡めぐり協議会 【尾野山史跡めぐり遊歩道の整備】

14) 下和子素浪人の会 【地域の史跡整備と伝承】

15) 腰越自治会 【腰越馬坂橋サクラ堤防保存会】

16) 世界のレンゲツツジ園の会 【鹿教湯温泉「世界のレンゲツツジ園」整備事業】

17) 霊泉寺温泉自然ＪＵＫＵプロジェクトＴｅａｍ若女将 【情緒あふれる霊泉寺地区の魅力ア

ップ&地域がつながる連携創出事業】
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18) 地域で英語！ともだち英語の会 【「地域で育てよう！未来の国際人（英語のできる子ども

達）」】

19) 下長瀬自治会 【下長瀬地域のウォーキングコースの整備(宮原地区）】

20) ゆうあいまるこ 【共生のできる地域づくり】

21) 箱山城・桜ロードの会 【箱山城跡周辺里山整備事業】

22) 中丸子やまびこ会 【中丸子親水広場整備事業】

＜ご質問・ご意見＞

市民活動団体のプレゼンテーション後、ご意見をいただきました。

ご質問１）私たちは事業を 5年計画で行っていました。今後、事業を継続するための補助事業

は市では考えていますか。私たちの事業は、この制度で継続できますか。

事務局）市の制度としては現在ある、わがまち魅力アップ応援事業の補助制度のみとなります。

新たな事業として御計画をいただいて申請いただく。それが丸子地域協議会で審査され、採択さ

れていくことになります。

この制度、ここ数年は存続するかと思います。新たな事業としてお考えいただければと思いま

す。

当該事業としては申請いただけませんが、全く別の角度、視点から事業を起こして頂ければと

思います。

会長）同じ事業は、わがまち魅力アップ応援事業の制度では継続できないこととなっておりま

す。現在、まるこまちづくり会議がございまして、その中の地区会議の中で検討いただくことは

できるのではないでしょうか。

ご質問２）6 次産業がらみでは 2 団体ほどお集まりのよ

うですが、地域振興として利潤を上げていこうという団体

が増えるといいと思う。きっと農政関係では、そういった

補助金や活動が結構なされているのではないだろうかと思

う。この交流会でも 6 次産業の育成とか、わかりやすい補

助の制度とかできないだろうかと思う。役所に対する提案

ですけれど…….中には補助制度を活用して何かをやって

みたいという方もきっといると思うので。

会長）地域協議会の中に、新しい観光を考える分科会がございます。工業と農業の異業種交流

なども研究しています。特産品をつくり、それをお歳暮お中元につかってもらおうという話し合

いも行われています。丸子地域の生産品のプランド化についての研究もしているところです。

同質問者）カルビーの 6次産業の事例を紹介。この地域でもなにか取り組みができないか。カ

ルビーはじゃがいもだけれど、一番効率のいいのは畜産らしい。豚の飼育がいい。今、スーパー

で私たちが豚肉を買うと 9割以上は海外産。食料自給の観点からも推奨されるらしい。放牧だと

手もかからない。

事務局）本日いただきましたご意見は後程報告書にまとめ、本庁の担当の市民参加・協同推進

課へも提供させていただきます。ご意見ありがとうございます。
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ご質問３）本日発表いただいた団体のなかで、自治会としての取り組み事業は何件くらいあり

ますか。

事務局）飯沼自治会、腰越自治会、下長瀬自治会、中丸子自治会下組分会の 4事業です。

＜事前に各団体からお寄せいただいた自由意見＞

＜上田飯沼史学会＞

飯沼郷倉の保存について、「わがまち魅力アップ応援事業」で提案し、又採用して頂き、お蔭

様で昨年の 4月に「上田市指定文化財」に指定して頂きました。我々の念願でありました地域に

残る（現存する）貴重な建築物を後世に残すことができ、本当にありがたく思って居ります。併

せて膨大な古文書・書状類につきましても、後世の皆様に如何に有効に利用いただくかを第一に

考え、先ず全体を把握するための目録作り（時代・項目等を含めた、又偏りの無い）を進めてお

ります。その最終目標として飯沼地域（当然依田村全体も含まれる）の地誌の発刊を目指します。

＜石井夏祭り実行委員会＞

昨年は第 1回目という事で、分館活動の発表、地元の子どもたちの踊り、みこしを披露してく

れました。

子ども相撲は、赤ちゃんから小学生までの子どもたちが楽しく相撲を取ることができました。

今年度は新しい土俵を造り、子ども相撲をますますにぎやかにできるようにやりたいと思いま

す。

14 日には仮装大会、15 日は「ゆかたを着て盆踊り」など、新しい企画をして盛り上げたいと

計画しています。

「この事業」があるからこれまでの盆踊りが、昔のようなにぎやかさが戻りました。本当にう

れしく感謝しています。これからが本当に楽しみになりました。これからもあたたかいご指導よ

ろしくお願いします。

＜チームあったかい輪＞

今後の予定・計画について：このサロンが多機能ステーションになるようにする。困りごと

相談などを受けたり、お話し相手になった時、専門機関へのパイプ役になる。

「わがまち魅力アップ応援事業」について：奉仕活動をしようとした時、資金がまず先。し

かし、申請、報告等煩雑です。ますます高齢化社会。もっと平易な書式に改善してください。

＜箱山城・桜ロードの会＞

当初計画されていた遊歩道が概成し駐車場等の付帯施設も完成したことから、山城を訪れる市

民のアクセス環境は整いつつある。展望台 2か所（あずまや展望台とムサシ展望台）も趣向を凝

らしたことで、保育園や小学校の遠足の場所として定着してきた。ビジターズ名簿への記帳者も

増加傾向にある。山城東南部に隣接する旧採石場に残る断崖は屏風岩と名付けられ、歴史的な研

究に俟つ存在となる。5年計画のこの事業が 1年前倒しで、今年度で概成するにあたり、山城の

本郭を中心とする防御陣営を表す縄張図が完成し、本郭に設置することができた。さらに今年度

は、箱山城物語と称したパンフレットを完成させ、箱山城を内外に啓発したい。予算ベースでは

１００％を超えることから、今後のランニングコスト等の課題がのこり検討の時期が来たことを

実感する。今後、「まちづくり会議」で検討中の事業等に参画可能か調整したい。
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＜下長瀬自治会＞

最初は５年間で完了する予定でしたが、４年間で終わることが出来ました。頭書の目的を完了

することができ、自治会としても非常に助かりました。

＜中丸子やまびこ会＞

補助金の終了している団体にも交流会への参加を呼びかけてはどうか。

＜腰越自治会お練実行委員会＞

わがまち魅力アップ応援事業にて補助をいただき無事事業を終了する事ができましたこと、関

係者の皆様にお礼と感謝を申し上げます。

補助金につきましては、できる限り地元の商店及び業者にて購入を心がけ、地元に還元できる

ようにいたしました。ほかの補助を受けられた団体の皆様は、どのようなお考えで使途されまし

たでしょうか。

地域の皆様が少しでも潤う方法で使うことが、補助金の本来の目的であると考えています。

＜ゆうあいまるこ＞

今後の予定

(1)上田市わがまち魅力アップ応援事業の補助金で作った漢字カード（多言語漢字カード、教科

書にでてくる漢字カード）の活用として子ども漢字教室を開室します。

(2)日本語教室を通して、外国籍住民の社会参加を促していきます。

(3)外国にルーツのある子ども達の日本語習得支援、学習支援を行っていきます。

(4)バイリンガル指導者の会を作り、地域社会、他団体と繋がりを作っていきます。

「わがまち魅力アップ応援事業」も最後の年になりました。地域、他団体との繋がりを生かし

た活動をこれからも続けていきます。

＜内村っ娘の会＞

会員が高齢者になり、活動を原点に帰し、会員相互の安否確認や会員とのつながりのある方々

との交流を主にしたいと思っています。

「わがまち魅力アップ応援事業」のおかげで、地域の食材を使った料理の研究ができ、それを

残すＣＤを作ることもできました。地域の中で若い方々が参考にしていただけたら嬉しいと思っ

ています。

＜テーブルごとの討議・発表＞

ご自身の団体の活動について、あるいは先ほどの発表などについて、テーブルごと自由に、ざ

っくばらんに討議、意見交換を行いました。

【第１テーブル発表】

補助事業を実施してきたが、会計や実績報告などの書類作

成が一番大変である。事業自体は簡単にできるのだけれど、

それをまとめて会計処理して、補助金をもらうのが大変。

このあたりをもう少し簡略にしていただければありがたい

というご意見が出ました。

丸子の歴史のいろいろなものが残っているが、それらを
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後世の子供たちに伝えたいというのは皆の願いです。それを今、どのように取り組んでいくべき

かというのが大きな課題である。

事業を起こし、やればやっただけの、一つ一つの事業が地域に残って、人々に喜んでいただい

てとても楽しい。しかし今後、会員は続けていってもらえるのか、参加者が増えていけばうれし

いことではあるが、繋がっていくのかが心配であるとの意見も出されました。

【第２テーブル発表】

最初は簡単な自己紹介を行いました。その話の中で、今

後どのように次の世代に引き継いでいくか、絆として子

供と大人の交流を作っていく場になっていることが、と

ても良いとの話も出ました。また、来年度以降の資金に

ついて、どうしたらいいのかが課題になっているという

こと。また、地域ぐるみで行っているので今後どのよう

にそこの場所を活用していくのかを考えている団体もあ

りました。定着させていくのが課題であり、5年を経過した団体の方々はどのように継続してい
くのかということをお聞きしたいとのことでした。全体的に、継続ということが課題となってい

ます。

周知については、インターネットやＱＲコードなど無料のものを使っていくのがいいのではな

いかという話もでました。

【第３テーブル発表】

音楽村バラの会から、休憩場所や、事業実施者やお客様

が集まる場所や会議する場所がないというご意見。維持

管理をしながら続けていく観光名所として、これからも

市の支援が欲しいということでした。

石井夏まつりと霊泉寺温泉の方からは、事業が出来て

うれしいという感想と、資金があるというのが大切であ

ること。また、霊泉寺温泉さんは、若い力の自然塾プロ

ジェクトということで、今後も続けていきたいという希望の見えるようなお話をいただきました。

ベルシティまつりさんのほうから、人が集まる場所とか、丸子の文化祭のような機会を提供し

ていきたいということ。

寄付金が減っている腰越自治会さんからは、地域の交流がなくなってきている中、資金集めや

人集めが大変であるということで、このような補助金は大事であるということ。

チームあったかい輪さんからは、3月に決算書を出さなくてはいけないということで大変だと
の話。市の会計のシステムについても具体的に提言されていました。

尾野山史跡めぐりさんからは、真田丸効果なのか、お客様が増えたとのこと。今後のいろいろ

な催し物も計画されているようで、とてもいいお話でした。

霊泉寺温泉のほうからは、危険な車両があるとか、これからの旅行データであるとかの話。

今まであった予算がなくなるということで、どのようにしていったらいいかとの課題があるとの

こと。皆さん、実に具体的にお話をしていただき、充実した懇談であったと思います。
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【第４テーブル発表】

このテーブルは、皆さんが事業に対して誇りを持って

熱心に取り組まれていて、熱意をものすごく感じました。

その中で、せっかく事業を行っていても、活動日程等の

情報が周知徹底できていない。周知することで参加者も

増える。是非そのことを検討してほしいという意見も出

ました。

また、子供を参加させるためにはどのようにしたら良いかということに対して、おばあさんの

力を利用するのが一番良いのではないか。

今後のことについては、一度事業が終了した際の資金についてが課題。都会から有料ボランテ

ィアを連れてくる事業も考えたらいいのではないか。それで事業継続を考えたらよいかなどの意

見も出されました。

＜まとめと総括（座長）＞

みなさん、長時間にわたりたいへんお疲れ様でした。

本当にありがとうございました。皆さんの熱い思いや熱

心な取り組みをご披露いただき、大変有意義な交流会に

なったのではないかと思います。たいへんありがとうご

ざいました。

昨年までは、「協働」や、市民活動団体同士の「連携」

をいかに模索するかといったことを、キーワードといい

ますか、テーマとして開催しましたが、今回は特にテーマを設けずに、自由に、そしてざっくば

らんに団体の皆さんの思いや率直な意見をお聞きしたいとの思いで開催をさせていただきまし

た。

昨年まで目指していた市民活動団体の「連携」につきましては、一部には相互交流もあったと

ころもあるように伺っていますが、実際問題として、それぞれの事業に取り組むのに手いっぱい

で、なかなか連携という方向は難しいということでございました。

今年は、あまりかしこまらずに、そして気軽に皆様の現在の課題や御苦労な点をお伺いして情

報を共有できたらという私達実行委員会の思いのもと、交流会を開催いたしました。そういった

意味では、活発なご意見や討議もお聞きすることが出来ましたので、目的は果たせたのではない

かと思っています。

私個人の感想としましては、新規事業の雅楽の演奏復活の会がこれから発表もしていきたいと

のことでしたので、是非皆さん、ほかのイベントの際にお声かけ頂く等ご協力いただければと思

います。団体同士で、連携したい、連絡したいという場合には、事務局に連絡いただければ、取

次いただけるとのことです。ぜひそのような連携もお考えいただければと思います。

担い手の継承や、補助金の終了した後の継続性という課題も多く聞かれました。

また、この交流会については、マスコミ関係には開催について、一斉連絡がされているそうで

ございます。来年も同様にさせていただきます。

イベントの周知についての話も出ましたが、団体相互のイベントでお互いに周知をしあうとい

うのもいいのではという意見も聞こえました。インターネットやＱＲコードの利用のアイデアも
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出ていました。

おのおの活動がどこで行われているのかが分かりにくいとのご指摘も聞かれましたので、来年

は是非、事業の位置図もご用意いただきたいと思います。検討課題とさせて頂きます。

さて現在、丸子地域は、上田市の新たなまちづくりのモデル地域として取り組みが行われてい

ます。本日、ここにお集まりいただいた皆様が取り組まれているような活発な市民活動が、これ

からの丸子地域のまちづくりの礎になるものと思っています。どうか皆さん、今後も活発な事業

展開を継続していただくとともに、その情報の発信等により、丸子地域のまちづくりを牽引して

いっていただければと思います。

本日、この交流会に携わっていただきました多くの皆様、長時間にわたりありがとうございま

した。来年度もまた、市民活動団体交流会が盛大に開催できますことを期待しまして、本日の交

流会を閉じたいと思います。

どうぞお気を付けてお帰り下さい。ありがとうございました。
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