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第3号

丸子

平成29年度
長瀬地区会議総会4月17日

　平成28年11月28日に設立された長瀬地区会議は、
長瀬市民センターで総会を開催しました。平成28年度
事業報告、決算報告、平成２９年度事業計画（案）、予算

（案）を議題として提出しました。
　自治会、各種団体から選出された代議員２３名中２０名
出席、委任状提出者２名でした。議案内容は４ページをご
覧ください。

　平成２８年３月２９日に発足した丸子まちづくり会議は、初年度の
事業を終えて、第１回の通常総会を丸子文化会館小ホールで開催
しました。平成28年度事業報告、決算報告、平成２９年度事業計画
（案）、予算（案）を議題として提出しました。
　自治会、地区会議、各種団体から選出された代議員５８名中35
名出席、委任状提出者16名でした。議案内容は２、３ページをご覧
ください。

長瀬地区会議  総会

　まちづくり会議も、地区会議も手探りで運営した１年でした。今後もまだまだ
試行錯誤の運営が続くと思います。皆さんのお力を貸してください。

まちづくり会議の
メールアドレスが変わりました。

まちづくり会議
ホームページを開設します。

●●●●●  編集後記  ●●●●●

ご意見ご要望など、
どしどしお寄せください。

info@maruko-mkueda.jp　「まちづくりだより」ではお伝えしきれな
かった細かい内容や、リアルタイムな情報提
供を目指してホームページを立ち上げます。
　現在、掲載する資料の準備を行っています。

７1
より

長瀬地区会議総会で承認、議決された議案について、要約してお知らせします。

平成28年度  長瀬地区会議  事業報告第１号議案

平成29年度  長瀬地区会議  事業計画第３号議案

平成28年度  長瀬地区会議  決算第２号議案

　収入は全額が丸子まちづくり会議からの交付金です。
　支出は、テントなど防災用品購入費、地区防災計画策定のため
の視察研修費、事務用品、役員手当などです。

平成29年度  長瀬地区会議  予算第４号議案

収入総額 499,528円
支出総額 499,528円
差引金額 0円

平成28年 11月 28日 設立総会 下長瀬コミュニティセンター
平成29年 2月 6日 第1回理事会・全体協議会 上長瀬公会堂
平成29年 2月 26日 視察研修 長野市長沼地区住民自治組織
平成29年 3月 9日 第2回理事会 上長瀬公会堂
平成29年 3月 27日 防災部会 長瀬市民センター

　収入のうち125万円は丸子まちづくり会議交付金です。
　支出の主なものは、地区防災計画印刷費、消防夏まつり、県内
視察研修、事務用品などです。

収入総額 1,300,002円
支出総額 1,300,002円
差引金額 0円

年　月　日 事業（会議）名 場　　　所

総会、理事会、全体協議会の開催。
総　　　会
全体協議会

総 務 部 会

防 災 部 会

長瀬地区まちづくり計画の策定。
会議の準備、記録。

長瀬地区防災計画の策定。
防災訓練の協力。
防災関連備蓄品の充実。

●６月６日  内村地域　　　於：榎実の家　32人出席
●６月８日  丸子中央地域　於：文化会館　51人出席
※第3号発行時には全会場で終了していますが、原稿締

切の都合で上記2会場の参加人数しかお知らせできま
せん。次号やホームページで内容をお伝えします。

まちづくり計画
タウンミーティング

６月６日～15日

平成29年度
通常総会開催5月30日
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丸子まちづくり会議  通常総会
　総会に提出し、承認、議決を受けた議案をお知らせします。

なお、28年度事業報告と29年度事業計画は、原文掲載ではなく要約でお知らせします。

平成28年度  丸子まちづくり会議  事業報告（要約）第１号議案

１ 地域まちづくり計画の策定
　　 ⑴ まちづくりアンケート

　7月に実施し、7,962枚全戸配布、回収3,457枚、回収率43.4％。丸子修学館高校3年生、
220人の若い皆さんにもききました。

　　 ⑵ 事業仕分け（「事業計画（案）」の作成
　自由意見を5分野（「建設」、「交通手段」、「産業・観光」、「生活・環境・福祉」、「子育て・教育」）
に分け行政職員と事業仕分けを行ったうえで、実施時期も検討した（仮）「丸子まちづくり計画」

（案）の「まちづくり事業計画」としてまとめました。
　　 ⑶ 今後の予定

　（仮）「丸子まちづくり計画（案）」に対する住民皆様からの意見を聴くため、タウンミーティ
ングを実施し、「丸子まちづくり計画（案）」を策定し、臨時総会に諮り決定します。

２ 地区会議の設立支援
　　 ⑴ 長瀬地区会議の設立

　11月28日「長瀬地区会議」が設立され、「総務部会」と「防災部会」を設け、長瀬地区ま
ちづくり計画策定、長瀬地区防災計画策定などを行う予定です。

　　 ⑵ 他地区会議の設立
　その他の地区には、自治会を通じて設立を働き掛けています。

３ 住民への啓発
　　 ⑵ 広報誌　12月1日に「丸子まちづくりだより」（第1号）、3月16日、第2号を発行しました。
　　 ⑶ ホームページ開設に向けて準備しています。

平成28年度  丸子まちづくり会議  決算書第２号議案

１ 運営費
２ 活動費
３ 予備費
　 合　計

3,785,865
1,013,109

0
4,798,974

2,970,000
3,000,000

31,000
6,001,000

815,865
△1,986,891

△31,000
△1,202,026

通信運搬費、備品購入費、人件費等
広報、長瀬地区会議交付金等

科　目 本年度決算 当初予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【支出の部】

１ 交付金
２ 雑収入
　 合　計

4,798,974
22

4,798,996

6,000,000
1,000

6,001,000

△1,201,026
△978

△1,202,004

上田市からの交付金
預金利子

科　目 本年度決算 当初予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【収入の部】

収入総額 4,798,996円
支出総額 4,798,974円
差引金額 22円

平成29年度  丸子まちづくり会議  事業計画第３号議案

１ 丸子まちづくり計画の策定
　丸子地域の課題を解決し、各地区の特色を生かしたまちづくりを推進するため、「丸子まちづく
り計画」を策定します。

２ 地区会議設立支援
　長瀬地区会議への運営支援、各自治会と連携し地区会議の設立支援をします。

３ まちづくり事業計画の推進
　「丸子まちづくり計画」に基づき、次の「まちづくり事業計画」を推進します。

　　 ⑴ 自主事業
　道路パトロール体制確立や交通、教育、福祉の部会を設置し事業を推進します。

　　 ⑵ 行政と連携して行う事業
　公共交通の利用促進や新たな交通手段を検討する協議会を設置します。

　　 ⑶ 自治会と連携して行う事業
　自治会と連携し地区会議の運営支援や要望体制の確立を目指します。

　　⑷ 各団体や学校と連携して行う事業
　社会福祉協議会と連携し地域福祉事業を推進します。また、青少年ネットワーク会議とその
支援団体と連携すると共に、信州型コミュニティスクールの参加を目指します。

 ４ 住民への啓発
　本会議の活動状況や、丸子まちづくり計画を広く住民に周知すると共に、出前講座の開催、まち
づくりだよりの発行、ホームページによる情報発信、地元報道各社との連携を図り理解と協力を求
めます。

平成29年度  丸子まちづくり会議  予算第４号議案

１ 運営費

２ 活動費

３ 予備費
　 合　計

2,402,000

3,581,000

19,000
6,002,000

2,970,000

3,000,000

31,000
6,001,000

△ 568,000

581,000

△ 12,000
1,000

会議費、通信費、消耗品費、
使用料、人件費など

予備費

まちづくり計画作成、地区会議活動費、
広報、人件費ほか

科　目 本年度予算額 前年度予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【支出の部】

１ 交付金
２ 雑収入
３ 繰越金
　 合　計

6,000,000
1,000
1,000

6,002,000

6,000,000
1,000

0
6,001,000

0
0

1,000
1,000

上田市交付金
預金利子等
前年度繰越

科　目 本年度予算額 前年度予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【収入の部】

収入総額 6,002,000円
支出総額 6,002,000円
差引金額 0円
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丸子まちづくり会議  通常総会
　総会に提出し、承認、議決を受けた議案をお知らせします。

なお、28年度事業報告と29年度事業計画は、原文掲載ではなく要約でお知らせします。

平成28年度  丸子まちづくり会議  事業報告（要約）第１号議案

１ 地域まちづくり計画の策定
　　 ⑴ まちづくりアンケート
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（案）の「まちづくり事業計画」としてまとめました。
　　 ⑶ 今後の予定

　（仮）「丸子まちづくり計画（案）」に対する住民皆様からの意見を聴くため、タウンミーティ
ングを実施し、「丸子まちづくり計画（案）」を策定し、臨時総会に諮り決定します。

２ 地区会議の設立支援
　　 ⑴ 長瀬地区会議の設立

　11月28日「長瀬地区会議」が設立され、「総務部会」と「防災部会」を設け、長瀬地区ま
ちづくり計画策定、長瀬地区防災計画策定などを行う予定です。

　　 ⑵ 他地区会議の設立
　その他の地区には、自治会を通じて設立を働き掛けています。

３ 住民への啓発
　　 ⑵ 広報誌　12月1日に「丸子まちづくりだより」（第1号）、3月16日、第2号を発行しました。
　　 ⑶ ホームページ開設に向けて準備しています。

平成28年度  丸子まちづくり会議  決算書第２号議案

１ 運営費
２ 活動費
３ 予備費
　 合　計

3,785,865
1,013,109

0
4,798,974

2,970,000
3,000,000

31,000
6,001,000

815,865
△1,986,891

△31,000
△1,202,026

通信運搬費、備品購入費、人件費等
広報、長瀬地区会議交付金等

科　目 本年度決算 当初予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【支出の部】

１ 交付金
２ 雑収入
　 合　計

4,798,974
22

4,798,996

6,000,000
1,000

6,001,000

△1,201,026
△978

△1,202,004

上田市からの交付金
預金利子

科　目 本年度決算 当初予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【収入の部】

収入総額 4,798,996円
支出総額 4,798,974円
差引金額 22円

平成29年度  丸子まちづくり会議  事業計画第３号議案

１ 丸子まちづくり計画の策定
　丸子地域の課題を解決し、各地区の特色を生かしたまちづくりを推進するため、「丸子まちづく
り計画」を策定します。

２ 地区会議設立支援
　長瀬地区会議への運営支援、各自治会と連携し地区会議の設立支援をします。

３ まちづくり事業計画の推進
　「丸子まちづくり計画」に基づき、次の「まちづくり事業計画」を推進します。

　　 ⑴ 自主事業
　道路パトロール体制確立や交通、教育、福祉の部会を設置し事業を推進します。

　　 ⑵ 行政と連携して行う事業
　公共交通の利用促進や新たな交通手段を検討する協議会を設置します。

　　 ⑶ 自治会と連携して行う事業
　自治会と連携し地区会議の運営支援や要望体制の確立を目指します。

　　⑷ 各団体や学校と連携して行う事業
　社会福祉協議会と連携し地域福祉事業を推進します。また、青少年ネットワーク会議とその
支援団体と連携すると共に、信州型コミュニティスクールの参加を目指します。

 ４ 住民への啓発
　本会議の活動状況や、丸子まちづくり計画を広く住民に周知すると共に、出前講座の開催、まち
づくりだよりの発行、ホームページによる情報発信、地元報道各社との連携を図り理解と協力を求
めます。

平成29年度  丸子まちづくり会議  予算第４号議案

１ 運営費

２ 活動費

３ 予備費
　 合　計

2,402,000

3,581,000

19,000
6,002,000

2,970,000

3,000,000

31,000
6,001,000

△ 568,000

581,000

△ 12,000
1,000

会議費、通信費、消耗品費、
使用料、人件費など

予備費

まちづくり計画作成、地区会議活動費、
広報、人件費ほか

科　目 本年度予算額 前年度予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【支出の部】

１ 交付金
２ 雑収入
３ 繰越金
　 合　計

6,000,000
1,000
1,000

6,002,000

6,000,000
1,000

0
6,001,000

0
0

1,000
1,000

上田市交付金
預金利子等
前年度繰越

科　目 本年度予算額 前年度予算額 内　　　容比　較
(単位：円）

【収入の部】

収入総額 6,002,000円
支出総額 6,002,000円
差引金額 0円
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年　月　日 事業（会議）名 場　　　所

総会、理事会、全体協議会の開催。
総　　　会
全体協議会

総 務 部 会

防 災 部 会

長瀬地区まちづくり計画の策定。
会議の準備、記録。

長瀬地区防災計画の策定。
防災訓練の協力。
防災関連備蓄品の充実。

●６月６日  内村地域　　　於：榎実の家　32人出席
●６月８日  丸子中央地域　於：文化会館　51人出席
※第3号発行時には全会場で終了していますが、原稿締

切の都合で上記2会場の参加人数しかお知らせできま
せん。次号やホームページで内容をお伝えします。

まちづくり計画
タウンミーティング

６月６日～15日

平成29年度
通常総会開催5月30日


